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（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年９月）
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からの、

 
 

 

続きです…。
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（10月１日）　遊びをせんとや生まれけん…

http://85358.diarynote.jp/201510010741383132/

「下ノ畑ニオリマス。」

2015年10月1日 日常
 
遊びをせんとや生まれけん…

…（＾＾；）…

（ナニカモウ、情報ちぇっくトカ、ドウデモＥカンジ…？）

http://p.booklog.jp/book/101465/read
『宇宙史　古史料ファイル』

３０分、現実逃避…ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=0emP6RdAZzE&list=RD0emP6RdAZzE
Ricky Martin - La Copa de la Vida (audio)
 

http://85358.diarynote.jp/201510010741383132/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
file:///tmp/puboo/118859/422286/book/101465/read
https://www.youtube.com/watch?v=0emP6RdAZzE&list=RD0emP6RdAZzE


（10月１日）　狼さんは愛猫を籠に詰め込んで動物病院に駆けつける過保護なバカイ
ヌシ丸出し。

http://85358.diarynote.jp/201510010838235904/

若い子らはデモに使うエネルギーを「海外脱

出に」使うべき。そこに居続けては未来がない

。

2015年10月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

AKIRAさんがリツイート 
kyoko @manmaru358 · 9時間9時間前 
『 #天空の蜂 』を観た。
原発１基で国土の三分の一を数百年捨てることになる。

https://youtu.be/EM0DiDNTJM0 
フクイチ原発は４基ですが…。この映画を観た人は気付くんだろうか？ツボは人それ
ぞれだからなぁ。しかしこれ、よく映画化されましたね。もしや今だから？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
2015年9月30日
今日「安保法が公布」されました。

戦後日本の７０年の歴史が変わった記念すべき日が今日です。来年2016年3月に「戦争
法案」は、いよいよ施行されます。

cmk2wlさんがリツイート 
なびすけすたいる @naaaaaagi66 · 9月18日 
メディアで「国民投票」の刷り込みがはじまってますが、国民投票法は改憲のみです

。御注意。

戻ってきました。０８：１６。

（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201510010838235904/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510010838235904/
http://85358.diarynote.jp/201510010838235904/
https://youtu.be/EM0DiDNTJM0


札幌は１６℃。無風晴天。

駆け足で情報チェック！

https://www.youtube.com/watch?v=e1EYqDOHIYo&list=RD0emP6RdAZzE&index=17
Ricky Martin - Shake Your Bon-Bon 

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10月01日（木）【当日】
01:00 0.040 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039

https://www.youtube.com/watch?v=Q6AOfdPhOHo&index=9&list=RD0emP6RdAZzE
Ricky Martin - Come With Me (Official) 

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
海の近くで金属臭がする場合は、有毒藻類の可能性もある。

確認してほしい。

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【全国の天気 2015年10月1日】
今日から２日(金)にかけて爆弾低気圧が襲来し、西から段々と荒天に。関東や北日本も
天気は下り坂で、夜遅くほど傘が活躍します。特に雨風が強まる西日本・北陸・北日

本は、万全の雨対策と早めの帰宅がオススメです。

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10月01日 05:09】
北海道地方は、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猛烈な風が

吹き、大荒れの天気となるでしょう。暴風や高波、大雨や高潮による低い土地の浸水

に厳重に警戒してください。

https://www.youtube.com/watch?v=e1EYqDOHIYo&list=RD0emP6RdAZzE&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=Q6AOfdPhOHo&index=9&list=RD0emP6RdAZzE


レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 6 時間6 時間前 
中国南西部で連続爆発事件、50人以上が死傷(9/30)
http://www.rescuenow.net/?p=2429 
複数の報道によると、現地時間30日15:00過ぎ(日本時間30日16:00過ぎ)、中国南西部・
広西チワン族自治区柳州市で、小包が爆発する事件が17件相次いで発生しました。…

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
甲状腺の異常が、多すぎるので

エコー検査ですら、させないように

厚労省は医師たちに指示出してると思いますよ。

東京の殆どの人たちに、甲状腺の異常があるのでは？

もう、医療崩壊が、始まってますよ！

甲状腺一つにしても、手術受けられないで

殺されてゆくでしょうね。

そう、国がそうする

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
この国は、明らかに、国民出来るだけ多く

殺そうとしてますよ。

事故後本当に国民の健康守る事一切してないどころか

出来るだけ、放射能汚染隠蔽して、多くの国民が

被曝するように、沖縄にまで、汚染米いち早く送り込んでました。

やってる事は、全てが事故に便乗した無意味な企業のカネ儲け！！

AKIRAさんがリツイート 
portal311 @portal311 · 6時間6時間前 
portal311さんがリツイートしました 文鳥さん　ぶんちょうさん
もう福島県の人がどーのというレベルじゃない。

日本全体が原発と共に沈没する。

健康診断なんて受けても無駄。

癌の早期発見に努め検査を受けても、放射能被曝には抵抗できない。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
で？まだつづけるのか？

この、ショーもない放射能汚染の世のなかで。

http://www.rescuenow.net/?p=2429


あと22年も？
http://twitter.com/ST0NES/status/649021587774025728 …
というか22年で終わりなんだよ。インターネットが。@Plutokun_Bot

宇宙天気ニュース @swnews · 10時間10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22:20 JST (30
日13:20 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnew

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【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

HIRO @kakiaki1005 · 11時間11時間前 
WMO（世界気象機関）によって、世界各国は自分の国の気象データを世界中に公開し
て共有しないといけないという決まりがある。

あぁそうか、フクイチ直後にドイツやスイスがフクイチからの風向き予測を公開して

たのはそのデータを流用したものだったのだな。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 11時間11時間前 
名無し：2015/09/30(水) 21:21 ID:XXXXXXXX
先に富士山に動きあり

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150930-00010000-yamanashik-l19.view-000 …
#富士山大沢崩れで土煙 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/649207638375305216/photo/1

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 
とんとかいも(tomtokaimo)さんがリツイートしました ２ちゃん原発情報
どうりで、今日はヘリや飛行機が飛ぶ音がひさびさにうるさかったわけだ。

@2ch_NPP_info 
＞２ちゃん原発情報2@ch_NPP_info （追加情報） 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/649116678505140224/photo/1 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：09/30 18:56

http://twitter.com/ST0NES/status/649021587774025728
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://nerv.link/Eoq3z4
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150930-00010000-yamanashik-l19.view-000
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/649207638375305216/photo/1
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/649116678505140224/photo/1


車の免許の更新手続きをしてきたけど、意識障害を伴う症状の有無を申告することが

義務づけられていた。『質問票』というのがあって、これで嘘ついたら1年以下の懲役
又は30万円以下の罰金だって。かなり気合入ってます。（続く）

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 14時間14時間前 
名無し：09/30 18:01
dadajiji 9月28日
いろんな方から、いろんな情報が来る。福島の現状らしいが、事実確認ができない。

（画像閲覧注意）

http://imgur.com/KUpxzQK

https://www.youtube.com/watch?v=YXnjy5YlDwk&index=18&list=RD0emP6RdAZzE
Marc Anthony - Vivir Mi Vida 

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 8 時間8 時間前 
まだ症状の出てない人・・・

このまんまじゃいづれアナタも被曝にやられる。

このまんま飲み食いしてたらダメだ。　空気もだめだ。

若い子らはデモに使うエネルギーを「海外脱出に」使うべき。

そこに居続けては未来がない。

AKIRAさんがリツイート 
絶望型超現実主義　妖怪まみー @youkai_mommy · 9月29日 
原発事故以来、無言の余命宣告をされていると思っているので、その準備を始めたい

のだが、まともに取り合ってくれる人間がいない。

そのくせ医者に余命宣告されたらソッコーで信じるんだろうな。

https://www.youtube.com/watch?v=p9_Tudgl8KE&index=19&list=RD0emP6RdAZzE
Ricky Martin - Lo Mejor de Mi Vida Eres Tú 

https://www.youtube.com/watch?v=J9cXhy_daSs&list=RD0emP6RdAZzE&index=20

http://imgur.com/KUpxzQK
https://www.youtube.com/watch?v=YXnjy5YlDwk&index=18&list=RD0emP6RdAZzE
https://www.youtube.com/watch?v=p9_Tudgl8KE&index=19&list=RD0emP6RdAZzE
https://www.youtube.com/watch?v=J9cXhy_daSs&list=RD0emP6RdAZzE&index=20


Ricky Martin - Tal Vez
 
    
 

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10:21
買ったばかりの自転車のタイヤのゴムがベクレ雨で急速に劣化して案の定(-_-#)突然パンクとか、
やめて頂きたい苛々させられる細かい不運が連続していて器楽類奏…
もとい(^。^;)
気が狂いそうになるのですが、

┐(’〜`；)┌

狼さんは愛猫を籠に詰め込んで動物病院に駆けつける過保護なバカイヌシ丸出しの心配微苦笑を

しているし、エルさんは注射して嫌われる獣医さんのようにグレて拗ねてるし、白熊さんはゲラ

ゲラ面白がってるので…

┐(’〜`；)┌

個人的には、たぶん心配ないのでしょう。(^_^;)

…たとえ、周りでどんなに人が死んだり発病したりしてても…

ね。…(∋_∈)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月1日10:35
とにかく苛々している。(-"-;)
バイト中に暴発しないように、くれぐれも自重しないと…
…(・_・;)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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


2015年10月1日15:01
タマシイが抜かれるような

激睡魔。(∋_∈)

工事現場の風見標がロデオ馬の如く行ったり来たり、東奔西走七転八倒してます…(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日0:30
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
時間から時間まで働いてカネもらってるヒトほど病気になってますよね。

いや、させられてる。@KeithRichardsJP
人は何度も“一体、どうやってそんなことができちゃったのか？”なんて聞いてくる。だけど、俺に
言わせりゃ、毎日オフィスへ行くほうがよっぽど難しいことだと思うけどね

　

　

 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151001/85358_201510010838235904_1.jpg
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（10月１日）

http://85358.diarynote.jp/201510012306509004/

！（＞＜ｐ）！

2015年10月1日 コンピュータ コメント (3)
　

さきほど無事？帰投。そして書きかけのこのページを自分の忘却ミスでさっくり全削除…（
－－；）…

そして再起動したら画面の文字がとんでもなく小さくなってしまっていて哭きたいくらい読みづ

らい…
（＞＜ｐ）…

先ほど消してしまった文章は思い出しながら復元できないわけではないのですが、

その内容を今は認められないくらい、作業がしづらい極小の画面の文字を視て、読めなくて哭い

ています…

（＞＜ｐ）

なんでこんな画面に化けたの？？

一昨日？からツイッタもやたら読みにくい極小文字になっちゃったし…

（＞＜ｐ）！

私から、ネット環境をとりあげようという、誰かの嫌がらせ…？？？？

（＞＜ｐ）！！

ぐれた！

情報チェックななｋできない！

遊んできますッ！

http://85358.diarynote.jp/201510012306509004/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=215
http://85358.diarynote.jp/201510012306509004/


    
 

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23:12
　

どこの何をどういじったら、画面の文字サイズが元に戻るんだ…？？

てか、「ふつうにただの再起動をしただけ」なのに、なぜ設定が化ける…ッ！？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月1日23:33
　

…ひでぇ…（＞＜＃）…

何もしてないのに（？）何かするたびに、どんどん画面が勝手に崩壊して、使いにくくなって

いく…！！
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日0:58
　

あ！（＾＾）！治った！

「拡大」ボタンを発見…

＞１００％！に、戻りました…♪♪
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（10月２日）　脳細胞も変になってきてるのが増えてる5年目。「自覚すら、できない
」状態。

http://85358.diarynote.jp/201510020738209901/

１０月２日の朝記。（追記あり）。

2015年10月2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。

０７：３７になりました。

０７：１７からＰＣ開いて、そのまま「原稿（古資料）遊び」に首突っ込んじゃってたんですが

…

ナニ？これ…（－－；）…？
http://85358.diarynote.jp/201408261045028710/
予約。

2014年8月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年8月26日14:41

鉄欠乏性貧血でふらふらする。

脳への酸素供給量が足りてない。

「こんなこともあろうかと」

昨日の帰りに抜かりなく仕入れてきた、

鉄剤がわりの高純度チョコレートの服用再開。

（うち「２３％がフェアトレード」商品だ。赦してくれ、児童労働の子どもたち…）

腹痛と下痢。

自転車のパンク修理にえっちらおっちら、徒歩１５分の店まで押して行く元気が出

ない…

（天気は最高。大気は正常。）

http://85358.diarynote.jp/201510020738209901/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510020738209901/
http://85358.diarynote.jp/201510020738209901/
http://85358.diarynote.jp/201408261045028710/


しかし紫外線（死害線）も凄いしねぇ…

…「最近の日記」と、まったく状態に変化がない…
…（〜〜；）…★

どうもかなり、どーどー巡りというか…「道迷い」になっている…という…

「自覚すら、できない」脳の状態。ってことか…

…！（＞へ＜；）！…

札幌１６℃。

６時頃は無風で空の半分が晴れていたので暴風は過ぎたのかな？と思ったのですが…

どうやら「爆弾低気圧の目」に入っていたらしく…

現在、再び、曇って暴風が吹き荒れ始めております…★

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10月02日（金）【当日】
01:00 0.044 0.042 0.043 6 
02:00 0.045 0.043 0.043 6 
03:00 0.048 0.046 0.047 6 
04:00 0.047 0.044 0.046 6 
05:00 0.043 0.041 0.042 6

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 青森県 東通村 
【M2.8】下北半島付近 深さ101.5km 2015/10/02 04:59:07
(G)http://j.mp/1FJ54RN (Y)http://j.mp/1FJ5581

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 

http://j.mp/1FJ54RN
http://j.mp/1FJ5581


【M2.9】襟裳岬南東沖 深さ24.9km 2015/10/02 02:34:34 http://j.mp/1JGUDZx

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ56.4km 2015/10/02 02:22:23 http://j.mp/1JGRDN0

カラパイア @karapaia · 20 秒20 秒前 
【RT3500UP】 オオカミは愛情を注いでくれた人間を決して忘れない。2ヶ月ぶりに再
会した女性に全身全霊で喜びを示すオオカミたちの映像

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52075600.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/649724264224985088/photo/1

…ネタですね…ｗ（＾＾；）ｗ

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月3日0:46
　

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
　

おい、プルト！今の時期それはちょっと残酷だぞ！

おれでさえ云わない。（そうでもないか？）

 
とにかくヒトの命に軽々しいのはダメだ。

ゲンパツ事故の汚染とまらなくて

 
脳細胞も変になってきてるのが増えてる5年目。
今月からバタバタ倒れるよ。@Plutokun_Bot 次の患者さんどうぞ
　

http://j.mp/1JGUDZx
http://j.mp/1JGRDN0
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52075600.html
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（10月２日）　昨夜、狼さんが泣いていたのは、これか…

http://85358.diarynote.jp/201510020847307887/

富山県 0.１６μ／雨は福一の汚染を含んでいますから濡れないよ

うにしてください。危険です。

2015年10月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

sa360 @sa3605 · 3 時間3 時間前 
２０１５年１０月２日電磁波台風低気圧です。北海道に嵐大雨大風です。状況は台風

なみです。

雨は福一の汚染を含んでいますから濡れないようにしてください。危険です。風も危

険です。外出禁止にしてください。 
https://twitter.com/sa3605/status/649682059934347264/photo/1

今朝の「原稿遊び」は終了。

（＾＾；）０８：１４。

３０分だけ情報チェックして、洗髪して、バス通勤〜★

https://www.youtube.com/watch?v=_SBQvd6vY9s
Lord Of The Rings - Soundtrack HD Complete (with links) 

…西日本ほぼ全域？が、０．１μ超えてますね…

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 4 分4 分前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました NHKニュース
つーか、NHKの@nhk_news
http://twitter.com/search?
q=from:nhk_news+%E6%B1%9A%E6%9F%93%E6%B0%B4+OR+%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4&src=realtime=default&f=tweets
…
このツイートだけ、どうして「地下水」の検索で表示されないんだ？

http://twitter.com/nhk_news/status/643248058482823168 …
その下の内容を見られては困るのか？

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E6%B1%9A%E6%9F%93%E6%B0%B4+OR+%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4&src=realtime=default&f=tweets
…

特務機関NERV @UN_NERV · 25分25分前 
【宮城県 警報情報 2015年10月02日 08:11】
東部では、２日昼過ぎまで暴風に警戒してください。

［東部仙台］暴風

［石巻地域］暴風

［東部大崎］暴風

［気仙沼地域］暴風

［東部仙南］暴風

［登米・東部栗原］暴風

特務機関NERV @UN_NERV · 43分43分前 
【停電情報 2015年10月2日 7:53】
千葉県、神奈川県、静岡県で停電が発生しています。

停電軒数：約6,300軒
http://nerv.link/ZeaR8B
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特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【上川・留萌地方 警報情報 2015年10月02日 07:25】
上川、留萌地方では、暴風に警戒してください。留萌地方では、高波や高潮に警戒し

てください。

［上川北部］暴風

［上川中部］暴風

［留萌北部］暴風・波浪

［留萌中部］暴風・波浪・高潮

［留萌南部］暴風・波浪・高潮

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 
6時35分現在、茨城県・千葉県の沿岸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/649703696725479424/photo/1

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 3時間3時間前 
2日03:00、ルソン島で台風22号が発生しました。（気象庁発表）
https://twitter.com/rescuenow_net/status/649688873321132032/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
10月1日
タンザニア、セレンゲティ国立公園内でおそらく数千頭のヌーの死骸。 

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
9月30日
オーストラリア シドニーのビーチにカツオノエボシの大量漂着。
（他のクラゲとちがって、刺された部位を酢で洗うのは逆効果で厳禁だそうです）

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
すごいでしょ。

暴風警報が出ているのに、濃霧警報なんです。

理由は一つしかありません。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/649680354559717376/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
日本海にある低気圧の影響で、北海道から東北関東あたりまでが暴風域に。 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
べつな意味では今までの汚染を一時的に北極のほうへ吹き飛ばして

つぎなる仕込みのために広い範囲の余分なモノを消してる作戦かも？

放射線も重金属もチャラにすると新しい汚染を観測しやすい？

https://twitter.com/ST0NES/status/649601001251430400/photo/1
re.@pecko178 放射能 拡散 ストーム

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
静岡市と神奈川県津久井町付近を結ぶ約100㌔の直線上5カ所で地下約80㍍まで穴を掘
り500㌔ずつの爆薬をセット。5分ずつずらして順次爆発させ、#人工地震 を起す？
http://twitter.com/ST0NES/status/649611894077046784 …
http://twitter.com/ST0NES/status/361855912878686208 …
最近やってたじゃん！

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
ふるいツイートなんですが‥
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https://twitter.com/rescuenow_net/status/649703696725479424/photo/1
https://twitter.com/rescuenow_net/status/649688873321132032/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/649680354559717376/photo/1
https://twitter.com/ST0NES/status/649601001251430400/photo/1
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まだ消されてないね。

2011年3月27日@maruco2271
この「実験」を考えて予算出したの誰なんだ？国民はそんなことお願いしたか？

2003年9月：富士山で初の人工地震探査　噴火予測へ地下構造解明
http://www.47news.jp/CN/200309/CN2003090601000067.html …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Hina @mp5rty · 8時間8時間前 
@ST0NES @Official_Chuden 米ウィリアム・コーエン元国防長官が1997年に「電磁
波で遠くから火山の噴火や地震を人為的に起こしたり、気候を変えたりする環境テロ

に手を染める者たちもいる」と。http://enzai.9-11.jp/?p=2996 　元記事消えてるが。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
半年前より今、ふじさんふんかをしんぱいしているひとがおおくなった。

http://twitter.com/search?
q=%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1%20%E5%85%86%E5%80%99+-
%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%AA&src=realtime=default&f=tweets
…
どんな予言や予測より、人間の本能ってのは敏感かもな。

ああ？起ってほしいわけじねぇよ。起ってしまえば本当にオシマイ。

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1&src=realtime=default&f=tweets
…

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、 M4.5 の中規模フレアとなり、X線強度は、10月1日22:10
JST (1日13:10 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

otenkimame @osiete_tukachan · 13時間13時間前 
第１次安倍内閣の時に原発事故対策についての進言を聞き流した安倍さんの責任は重

い

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307664&g=132108 …
ＩＡＥＡが福一原発事故の最終報告書で日本政府の責任をズバリ指摘★「想定外」を

一蹴

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 · 16時間16時間前 
【低気圧 急速に発達】あす2日09:00予想の気象庁天気図。944hPaまで急発達します。
各気象台では注意・警戒する期間を時系列で発表しています。気象庁ホームページか

ら確認できますので、こまめにチェックしましょう。 
https://twitter.com/rsq_weather/status/649483967448551424/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
楓 @kae714 · 20時間20時間前 
娘が通っていた学校でも落下した男子が半身不随に。それでも何もなかったかのよう

に翌年以降も毎年決行。恐ろしいのはその事実を学校がひた隠し。同じクラスなのに

知らない保護者も。殺人的なのに何故やるの？

体育祭１０段ピラミッド崩れ６人重軽傷 http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?
a=20151001-00000004-nnn-soci …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Yoshitaka Ito @zenchan3 · 6月30日 � 埼玉県 さいたま市 中央区 
３１１は、日本海溝で起きたが、連動する迫りくる巨大地震の震源地は「伊豆・小笠

原海溝」が第一候補だ。その兆候は、大涌谷、富士山の異変、小笠原海溝での地下最

深部600Kmの巨大地震の発生等々、この海溝周辺での地殻変動が著しい。 
https://twitter.com/zenchan3/status/616023257972473856/photo/1
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…あぁ…
昨夜、狼さんが泣いていたのは、これか…

＞cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
＞10月1日
＞タンザニア、セレンゲティ国立公園内でおそらく数千頭のヌーの死骸。 

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
楳図かずお 「14歳」 
https://twitter.com/cmk2wl/status/649687813013700610/photo/1

　

 

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日10:01
一昨々日の0.０９６μ汚染雨の濡れ被曝でヤケドした(∋_∈)
手と顔の表皮がぼろぼろ剥けてきて、ひどい見た目になっています…(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日10:11
内臓系は壮健。(‾ー+‾)
左目の見えっらさは継続。(T_T)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日10:16
本日０．０５５μ札幌。(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日10:35
軽いめまいと吐き気。

札幌は再び荒れ模様？

バイトに逝ってきますぅ…
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（10月２日）　時間が消えてる？

http://85358.diarynote.jp/201510021444496910/

奇ノコの山、タケノ蠱の里…(-_-#)…
2015年10月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

　

後で線量グラフの

画像を貼りましょう。

「線量４分の１表示」の

東京の実数値が知りた…くなんかな…いですねぇ…

ヽ（・＿・；）ノ　

 
 
（貼った）

　　↓

コメント

http://85358.diarynote.jp/201510021444496910/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510021444496910/
http://85358.diarynote.jp/201510021444496910/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151002/85358_201510021444496910_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151002/85358_201510021444496910_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151002/85358_201510021444496910_3.jpg


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日14:49
札幌にいてすら、

咳が止まらん！ (ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日20:54
ここまでスガスガしく厄日（ド残業デー）だと、もはや愚痴る気力も残らない…┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日21:39
酷い空気。肺が灼ける。(∋_∈)
眼とツラノカワがビリピリしてらす…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月2日23:30
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
ありゃ？いま14時なの？12時くらいかとおもってた。
2時間が消えてる？世界が先へ進んでる？
いや、生き急ぎなんだろ。

やればできない。

がんばると凹たれる。

ちょっと遅れてるくらいでちょうどいいんだよ。

そういう若者がオトナの嘘や人間のきったねぇぶぶんをよく知ってる。

素直に。
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（10月２日）「うまいビールで一杯やるんだ」と言いたいところですが、

http://85358.diarynote.jp/201510022314551105/

え？レベル5？／日本海側の放射線量がおかしい／新潟方面に住
んでる人は気をつけてくださいね／首都圏は外出ひかえたほうが

いい。静岡方面／四国、中国地方、九州のみなさん／も。

2015年10月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 31分31分前 
新潟方面に住んでる人は念のため気をつけてくださいね。

今日の夕方の地震の震源と「2007年7月16日：新潟県中越沖の巨大地震」の震源と深
さが、ほぼ同じ。群発地震が起ったら要注意です

画像：2007年7月16日本震〜17日の群発地震 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/649942423523602432/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
日本海側の放射線量がおかしい。

いくら雨でも、通常時の時との差がありすぎる。雨による（ビスマス）なら、せいぜ

い上昇しても（0.05μSv/h）程度だけど、それ以上の幅で上昇してる。注意した方が良
いです

前項コメント欄参照魚…
https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】 

疲労困憊しているのに、運動不足（２日連続バス往復通勤…）というバッドなコンディション
…（－－；）…

「うまいビールで一杯やるんだ」と言いたいところですが、

被曝なうなので、肝臓への負担を考えて自重…（ＴへＴ；）…

https://www.youtube.com/watch?v=3VNaGKyIE1o
【VOCALOID替え歌】社畜の俺等【紅蓮の弓矢】 

cmk2wl @cmk2wl · 8 分8 分前 
cmk2wlさんがリツイートしました 健康豆知識という裏情報
こんなTwがありました。
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安息香酸がベンゼンに戻ると。

＞健康豆知識という裏情報@kenkoumameura 
ドリンク剤やシロップ、

醤油調味料などによく使われる「安息香酸ナトリウム」。

体内でビタミンCと反応し、
白血病の原因物質「ベンゼン」に

変化する可能性が指摘されています。 #健康 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12 分12 分前 
これ。→（2007年7月16日：新潟県中越沖の巨大地震
：http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20070716101300.html?e=379 …）
ヤフーに残ってる履歴。新潟だけど静岡でも震度3なのは糸魚川ー静岡構造線がある
から。震度6強で揺れも大きく新潟の原発で火災が起った 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/649947091309998080/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 18 分18 分前 
【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03日00:00まで有効です。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 36分36分前 
実は既に、海へ大気へ

凄まじい放射能を繰り返し放出している #伊方原発。
え？レベル5？
2013年:http://twitter.com/ST0NES/status/316421825666105344 …
四国、中国地方、九州のみなさん、もっといかったほうがいいですよ。

冗談ぬき、原発は #軍用プルトニウム 生産目的の軍事施設だしね。

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 39 分39 分前 
こういうこと。 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450696079164469248/photo/1

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 46分46分前 
#愛媛県 だけの問題ではない。
この範囲で酷く放射能汚染されている。動かせば更に。@nhk_news
#伊方原発 3号機
早期再稼働を求める住民 #などから
町議会が再稼働に事実上同意？

http://twitter.com/ST0NES/status/575719182643281921 …
https://twitter.com/ST0NES/status/589987754118750208/photo/1

地震マップ @eq_map · 50分50分前 � 青森県 おいらせ町 
【M2.6】青森県東部 深さ93.1km 2015/10/02 21:56:48
(G)http://j.mp/1VspOnC (Y)http://j.mp/1VspQfm

宇宙天気ニュース @swnews · 1 時間1 時間前 
[速報] M1.0 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、10月2日21:26 JST (2日12:26
UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ60.1km 2015/10/02 20:44:06 http://j.mp/1KVoKhL

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2時間2時間前 
何者かが日本列島だけに仕込んだ感じの昨日から今日の昼までの強風で全国的にやら

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20070716101300.html?e=379
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/649947091309998080/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/316421825666105344
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450696079164469248/photo/1
http://twitter.com/ST0NES/status/575719182643281921
https://twitter.com/ST0NES/status/589987754118750208/photo/1
http://j.mp/1VspOnC
http://j.mp/1VspQfm
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://j.mp/1KVoKhL
http://twitter.com/ST0NES/status/649821969467076609


れちゃってますねhttp://twitter.com/ST0NES/status/649821969467076609 …。F1だけ
でなく何処の何の汚染か判らなくされてる‥ 
https://twitter.com/ST0NES/status/649915898061414400/photo/1

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M3.1】国後島近海 深さ136.6km 2015/10/02 20:05:22
(G)http://j.mp/1KVliUy (アニメ)http://j.mp/1KVliUw

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 3時間3時間前 
2015年10月2日21時前の #放射能の風。
首都圏は外出ひかえたほうがいい。静岡方面も。

http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=tokyo#map_canvas …
μR/h×0.01=μ㏜/h。0.2μ㏜/hを超えすぎる時間帯が増えている。F1から死の風。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
先ほど18時19分、新潟県中越沖（マグニチュード3.8：震度2）の震源は、2007年7月
に発生した「新潟県中越沖：M6.6：震度6強」の巨大地震と震源域が、ほぼ同じ
当時、柏崎刈羽原発で火災が発生し放射能漏れしたのは記憶に新しい

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/649900937721475072/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
この台風のせいで、4日頃から西日本は徐々に風下になっていきます。
7日あたりまで影響を受けそうな NOAAの予報です。
https://twitter.com/cmk2wl/status/649897036146315265/photo/1

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 白糠町 
【M2.8】釧路地方 深さ99.5km 2015/10/02 17:06:16
(G)http://j.mp/1M5KGGV (Y)http://j.mp/1KZDLy8

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 豊頃町 
【M2.9】十勝地方 深さ103.0km 2015/10/02 16:54:33
(G)http://j.mp/1M5JX8L (Y)http://j.mp/1KZAZcq

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 · 7時間7時間前 
〔台風23号発生〕今朝3時に発生した22号に続き、15時に23号も発生しました。23号
は発生時から強風域の半径が750kmの「大型」の台風。これが半径800kmを超える
と「超大型」の台風となります。 
https://twitter.com/rsq_weather/status/649847137132376064/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 7時間7時間前 
楢葉町と双葉町で欠測（スパイク）

http://ma-04x.net/image_png/fukushima/graph_mext_7542.png …
http://ma-04x.net/image_png/fukushima/graph_mext_7546.png …
栃木県で長時間欠測

http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_9.png …

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10月02日 16:23】
北海道地方は、引き続き３日にかけて発達した低気圧の影響で、非常に強い風が吹き

、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波、高潮に厳重に警戒してください。また

、竜巻などの激しい突風にも注意してください。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
地面の上は今はもうハリウッドのセットと同じようなモノじゃないですか

https://twitter.com/ST0NES/status/649915898061414400/photo/1
http://j.mp/1KVliUy
http://j.mp/1KVliUw
http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=tokyo#map_canvas
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/649900937721475072/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/649897036146315265/photo/1
http://j.mp/1M5KGGV
http://j.mp/1KZDLy8
http://j.mp/1M5JX8L
http://j.mp/1KZAZcq
https://twitter.com/rsq_weather/status/649847137132376064/photo/1
http://ma-04x.net/image_png/fukushima/graph_mext_7542.png
http://ma-04x.net/image_png/fukushima/graph_mext_7546.png
http://ma-04x.net/image_png/graph_mext_9.png


ねhttp://twitter.com/ST0NES/status/648048224670871552 …。地下の異変を隠し誤魔化
すため。@pecko178 福一原発がいまだにあの場所にあるのが不思議。泥沼化してるは
ずなのに。

amaちゃんださんがリツイート 
ゆりかりん @yurikalin · 10時間10時間前 
江戸川で釣りをする皆様へのお知らせ（放射性物質関係） http://fb.me/4jIPJ504d

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
阿蘇山

データ上では低気圧通過後から活発な状態。

10月02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
。

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20151002090052_503.html
…） （データ：京都大学）

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年10月02日 11:27】
北海道地方は発達中の低気圧の影響で屋外にいるのが危険なほどの暴風となっており

、海は猛烈にしける見込みです。３日にかけて暴風や高波、高潮に厳重に警戒してく

ださい。竜巻のなどの激しい突風にも注意してください。

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ108.3km 2015/10/02 09:37:57 http://j.mp/1jBClUP

宇宙天気ニュース @swnews · 14時間14時間前 
[速報] M5.5 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、10月2日09:13 JST (2日00:13
UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 15時間15時間前 
ありゃ？NHKだけじゃねぇな。http://twitter.com/ST0NES/status/649730852742541313
…
このアカウントも9月14日の「地下水」の検索結果が抜かれてる
。http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E6%B1%9A%E6%9F%93%E6%B0%B4+OR+%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4&src=realtime=default&f=tweets
…
原子炉から抜けて地中で暴走する核燃料で地下水脈が汚染されてること大勢に悟られ

ては困るわけだ。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
本日は全国的に空間線量がやや高めです。各拠点月平均の25%以上がオレンジ、50%
以上が黄色、2倍以上が赤色。各拠点をクリックすると空間線量をご覧いただけます
。http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://twitter.com/whitefood1/status/649708042208935936/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
福島県県北地域の死者数は８％増（対2010年3-8月)
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1576.html … 

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
＜東京オリンピックの影＞追加競技に「サーフィン」と「予選は福島で」 
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4370.html …

amaちゃんださんがリツイート 

http://twitter.com/ST0NES/status/648048224670871552
http://fb.me/4jIPJ504d
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20151002090052_503.html
http://j.mp/1jBClUP
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://twitter.com/ST0NES/status/649730852742541313
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E6%B1%9A%E6%9F%93%E6%B0%B4+OR+%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4&src=realtime=default&f=tweets
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://twitter.com/whitefood1/status/649708042208935936/photo/1
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1576.html
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4370.html


neko-aii @neko_aii · 10月1日 
2012/03/24
衝撃的な電話が来ました。

0.96μSv/hの汚染報告を社宅管理事務所が圧力をかけて削除
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/90fa7dd5c49798d3883cc4a1f554860e …
消された汚染データ

神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘５丁目

屋外(側溝) 地表 5cm0.96μSv/h

あはははは★

https://www.youtube.com/watch?v=5lOWQ4-uuN4
【替え歌】 出れんの住処（原曲：紅蓮の弓矢）

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【横須賀線 運転見合わせ 2015年10月2日 9:46】
混雑の影響で、運転を見合わせています。

amaちゃんださんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 13時間13時間前 
"yinghuamei2:上野駅、とてもホームに降りられるような状況になく止むを得ず地下
鉄に。通路で頭から血を流して倒れてる人いたり（救急車来た）、あちこち座り込ん

でたりとカオス。地下鉄も地獄のこんざつであった。そして1時間近くも遅刻。ファ
ンキーな金曜日だわ。(°_°)
#遷移線

AKIRAさんがリツイート 
Wataru Funaki 舩木渉 @watarufunaki · 15時間15時間前 
品川駅すごい。ホーム上も人の海で山手線に乗れる未来が全く見えない。。。

…？（＠＠；）？…どういう状況なの…？？

https://www.youtube.com/watch?v=C6uEk1oj4sM
Herbie Hancock - Future Shock (Full Album) 1983 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7時間7時間前 
名無し：10/02
山下俊一…「ニコニコしてれば大丈夫！」って…。しかも小児甲状腺ガン患者が出始
めた途端あっさり長崎に逃げ帰ったというw
我が子を失った親御さんらはどんな目で山下を見てるんだろうかね？

ある日、彼が福島ナンバーの車にはねられても「やっぱりね」としか思えない。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7時間7時間前 
名無し：2015/10/02(金) 12:43 ID:XXXXXXXX
kakiaki1005 9月24日
ちなみに福島原発事故直後は、日本の外務省は広島市に臨時対策本部を作ってみんな

逃げてきてたのよ。

#なんという卑怯さ

amaちゃんださんがリツイート 
おきらっくま @osoradegoron · 12時間12時間前 
皇太子ご夫妻、福島県ご訪問へ　ふたば未来学園高校などご視察　http://news.so-
net.ne.jp/article/detail/1155265/ …　福島第1原発の30km圏内の広野町に、2015年4月

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/90fa7dd5c49798d3883cc4a1f554860e
https://www.youtube.com/watch?v=5lOWQ4-uuN4
https://www.youtube.com/watch?v=C6uEk1oj4sM
http://news.so-net.ne.jp/article/detail/1155265/


に開校した〜。こんな事の宣伝に一役買っているのか・・下衆だな。

amaちゃんださんがリツイート 
チューリップ 2015@tulips · 15時間15時間前 
チューリップさんがリツイートしました jboy
彼女に高いプレゼント買ってつなぎとめようとしたり、仲間内でいい顔したいからお

金もないのに友達におごる人に似ている。

amaちゃんださんがリツイート 
Masao Ookubo @leonardo1498 · 24時間24時間前 
【秘密保護法】治安維持法けふ生る。反対の叫び空しく「朝日新聞」大正14年
http://blog.livedoor.jp/woodgate1313-sakaiappeal/archives/34726828.html …
@rolling_bean @hanayuu @kamitori @tsghoh @ompfarm @rm4p @tokaiamada

https://www.youtube.com/watch?v=hWiki8UOImY
[Alexandros] - Run Away (MV)

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月3日9:55

cmk2wlさんがリツイート 
KaaJhee @KaaJhee · 4 時間4 時間前 
@cmk2wl @kenkoumameura 
赤ちゃんが初めて飲むお薬と言ってもいいK2シロップにも安息香酸ナトリウムが添加物として入
っています(海外では、小児ガンや発がん性物質の原因といわれています)。
 

http://blog.livedoor.jp/woodgate1313-sakaiappeal/archives/34726828.html
https://www.youtube.com/watch?v=hWiki8UOImY
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（10月３日）　どっちが現実で、どっちが「現実逃避」…？？

http://85358.diarynote.jp/201510030049517145/

【悲報】 北海道、０.１μを超えました

…　Runaway !
2015年10月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

（前項参照）

https://www.youtube.com/watch?v=fTco5ruzT5M
Pirates of the Caribbean - On Stranger Tides Soundtrack 

http://p.booklog.jp/book/101465/read
『宇宙史　古史料ファイル』

第三次大陸間大戦。

第三次大陸間（熱核細菌化学兵器）大戦。

軌道衛星への一般避難民の受け入れ開始。

http://85358.diarynote.jp/201510030049517145/
http://85358.diarynote.jp/201510030049517145/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510030049517145/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151003/85358_201510030049517145_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151003/85358_201510030049517145_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151003/85358_201510030049517145_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fTco5ruzT5M


2014年8月24日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)

https://www.youtube.com/watch?v=s86K-p089R8&list=RDs86K-p089R8#t=4
Bon Jovi - Runaway

どっちが現実で、どっちが「現実逃避」…？？

…ｗ（－－；）ｗ…
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月3日0:58
…寝ますぅ…（＾＾；）…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月3日1:11
なんか消えた(-.-;)
明日またなおします。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月3日6:43
札幌も００８８μをマーク。

(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月3日7:48
消えた分は修復しました。

以下次号！

https://www.youtube.com/watch?v=s86K-p089R8&list=RDs86K-p089R8#t=4
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/


 



（10月３日）　本性「おぷてぃかる・かるさいと」な私。

http://85358.diarynote.jp/201510030805291010/

勘である。な輝石…。（＾＾；）
2015年10月3日 映画 コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A
坂本龍一 - 戦場のメリークリスマス 

おはようございます。

０７：５１です。

バイトは休み。

札幌は外気温１５℃。無暖房で室温１９℃。うすら寒いです。

地上は無風ですが上空は雲海軍団がかなりの速さで東へ移動しています。

日中のみ晴れ？で、夜からまた雨…？

予定は終日ひきこもりの「なんちゃって家事でまったり」のはずでしたが、現在、窓を開けて埃

を追い出すのと、窓をしめて外のベクレ空気を入れないのと、どっちがマシ？なのかがまったく

判断できない状態…

…ｗ（ＴへＴ；）ｗ…

http://85358.diarynote.jp/201510030805291010/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=223
http://85358.diarynote.jp/201510030805291010/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151003/85358_201510030805291010_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151003/85358_201510030805291010_2.jpg
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度重なる被曝超過の物理（生理医学）的かつ精神神経免疫学的なショックで、

さすがに「不撓不屈のノーテンキ」を標榜するワタクシも、「前向きに生活習慣を維持する日常

性バイアス病」の演技を続けるのが難しいので…

本性「おぷてぃかる・かるさいと」な私は、大魔王エルさんから「偶然」もらった情報チラシを

頼りに、めったにない「土曜日の（偶然）お休み」を有効活用して、自転車パンク修理に出しが

てら、買い出し練り歩きもしがてら、

本日は、放射能充満のお外へ、遊びに行ってしまうことにしますよ…

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

参照：http://85358.diarynote.jp/201411210826029168/
原発事故後に降った黄色い粉は「劣化ウラン」／バカな親が子供を殺す。

2014年11月21日 リステラス星圏史略　（創作） 

https://www.youtube.com/watch?v=LPnQJK7uV94
戦場のメリークリスマス

http://candeal-sapporo2015.jimdo.com/

「カンデアルの奇跡」

（原題　El milagro de Candeal）
　2015年10月3日(土) 
　札幌にて1日限りの上映会開催！

http://www.grupocordaodeouro-sapporo.com/elmilagrodecandeal

カンデアルの奇跡とは、、

ブラジルのサルヴァドールのコミュニティの名前で、音楽の力で地域を再生させよう

とする主人公と、遠く離れたキューバの老音楽家は自ら奏でる音楽のルーツを探しに

ブラジルへ追求する。

私も以前ブラジルのサルヴァドールに滞在している時に思ったのが街全体が音楽に包

まれているということ。

http://85358.diarynote.jp/201411210826029168/
https://www.youtube.com/watch?v=LPnQJK7uV94
http://candeal-sapporo2015.jimdo.com/
http://www.grupocordaodeouro-sapporo.com/elmilagrodecandeal


広場ではパンデイロの掛け合いをしていたり、カポエイラをしていたりと文化、音楽

が一緒になった街です。

この街を舞台に繰り広げられる映画です。

音楽好きには必見の映画です。

日時場所は

日時 10月3日土曜日
会場 札幌エルプラザ三階ホール
会場 13:30から ①14:00~②16:40~③19:20~
チケットは前売り1000円 当日1200円 各プレイガイドで販売

https://www.youtube.com/watch?v=QmkXw9U34uw&list=PL8C1B29AA1244DADC
Blues Brothers Soundtrack 

（＾＾；）貼ってある音楽と映画に、直接の関係は…あるかな、無いかな…？

上映会の次週に10月10日にカンデアルの奇跡に紹介された文化を実際に見る事ができ
ます。

サンバあり我々のカポエイラ有りと札幌で南米の文化を一挙にご紹介できるチャンス

です！

カポエイラの内容は主催者様との話し合いにより、カポエイラのルール、楽器説明、

歌も説明と幅広く1から話して欲しいとの事で、初めて見る方でもわかりやすい内容
になっています。

日時場所は

日にち 10月10日 土曜日
開始 20:00~ カポエイラは20:20頃から
入場料 2000円
お問合せ 090-3775-5643
Facebookページ

https://www.youtube.com/watch?v=QmkXw9U34uw&list=PL8C1B29AA1244DADC


https://www.facebook.com/events/743302619114610/

あ、夜からなら、ちょっと遅刻すれば？イケルかなぁ…？？

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月3日8:24
「下ノ畑ニオリマス。」http://p.booklog.jp/book/101465/read
『宇宙史　古史料ファイル』

３０分、現実逃避…ッ！
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510031241026728/

空気正常？

2015年10月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

冷たく乾いた、美味しい西風！

(≧ω≦)b

 
    
 

コメント

https://www.facebook.com/events/743302619114610/
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10月3日13:31
　

線量が高い南の湿った風に

変わって来ました。(∋_∈)

良くない兆候。(T_T)

http://85358.diarynote.jp/


（10月３日）　だめだ。この一年、完全にドードー巡りの道迷い。している…

http://85358.diarynote.jp/201510031002085916/

【このページは表示できません】 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／数日後に顔の皮膚が溶け
出す。

2015年10月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
今、20才代の人、それと30才代の人とか。
「あたしが死ぬまでには、福島原発は廃炉になって、よかったよね」なんて思ってる

人が、もしもいたら、大間違い

今も「どこに核燃料が溶け落ちてるのか不明」という１〜３号機の建屋の中に入っ

たら、即死、もしくは、数日後に顔の皮膚が溶け出す。

前項の続き。（－－；）

http://85358.diarynote.jp/201410110701567004/
「昨日と同じ【非】日常」／いつまで自分を誤摩化せる？。（－－＃）

2014年10月11日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

…ｗ（－－；）ｗ…

だめだ。この一年、完全にドードー巡りの道迷い。している…
…（〜〜；）…

（でも、「バベルの塔を一周上がった」よね…？？）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html 
北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

このページは表示できません

•Web アドレス http://www.iph.pref.hokkaido.jp が正しいか確かめてください。
•検索エンジンでそのページを探してください。
•数分待ってから、ページを最新の情報に更新してください。
接続の問題を修正

…泊原発がコケた？
…ってこと…？？

…ちがうの…？？

https://www.youtube.com/watch?v=1-kTzcXVLwI&index=19&list=PL8C1B29AA1244DADC
Blues Brothers - Boom Boom 

…９５６ヘクトパスカルな低気圧に吹き寄せられて、噴き黙ってる…もとい…
吹き溜まってる、のか…？？

文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 18 分18 分前 
奨学金返還にマイナンバー　年収に連動、文科省検討 -
http://www.47news.jp/smp/CN/201510/CN2015100201002656.html … …
何でもかんでもマイナンバーと連携。恐ろしい管理監視社会の始まり。

マイナンバーで銀行口座を凍結されたら何も買えなくなり生きていけなくなる。赤紙

送付で戦争や福一に。もうやめて

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 21分21分前 
.@plum0909 @Yousay124A なんかあちこちでトンネル掘ってるみたいです。
http://twitter.com/ST0NES/status/636899761082138624 …
つまり掘られた場所から地下水脈が大きく移動したりすると、その影響でつながって

る場所が陥没したり地盤がゆるくなったりするのではないでしょうか‥

＞bit.ly /WotNukes@ST0NES 
【このサイトは読んでおいたほうがいい】

世界を一つにつなぐ｢国際ハイウェイ構想」とは。

世界統一政府はもう既に現実となりつつあります。

http://rapt-neo.com/?p=30131 
なぜ日本が原発推進に狂ってるのか？

なぜ世界各地で震源の #深さ10km が頻発しているのか判る。

すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 53分53分前 
すぎもとゆうこさんがリツイートしました 戸谷真理子
科学的な証拠を出せと言ってくる奴が多いが、物理的に考えるもんだろと思うのだが

。衝撃波は何も運ばないと言ってきた奴もいたし。排水は福一脇の海から動かず、ト

リチウムの雨は福島にしか降らないってか。 

すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 1時間1時間前 
すぎもとゆうこさんがリツイートしました S ・Kuroda
下北の各施設は数キロ先まで配管を伸ばして排水してると聞いたし。原発の排気は４

００ｍ上空に飛ばして拡散してるとか。原発付近が線量低い訳なんだよね。福一は別

物だけど・・ 
＞S ・Kuroda@kuroda06sayuri
先日、名大の研究者達が２基ともメルトダウンしてると発表した。溶融核下の地下水

は約３km先の
沖合で湧水、そこへ多くの魚が寄っているという@GeorgeBowWow: @kikko_no_blog
地下水…直接核燃料に触れているので、数万Bq/lのはず。それが1日400トン。"

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
海藻の肥料は絶対にやめてほしい。

米ぬかより汚染されてしまう。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました 公生◆音楽旅団◆
名無し：10/03 07:27
福井県（兵庫県西宮市に一時的に移住中）

https://twitter.com/ongakuryodan/status/648532715218665472 …
僕は白血病末期で、今通ってる病院白血病で有名だから、凄くこむんですよ。

朝7時半にはすでに50人以上の患者さんが並んでててんやわんや。

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
私が激怒したのは、妊婦を研究に参加させ「5ミリシーベルト以下だから安全」と講演
したことだ

そして福島の子ども達も避難の必要はなく、被曝防御すればよいと

冗談じゃない！

妊娠3ヶ月の胎児が5ミリ被曝すると、どうなるか？
http://www.rerf.or.jp/radefx/uteroexp/physment.html …
ABCCデータ

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
自分のテロリスト連中をロシアが空爆するのに文句を言うアメリカ

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-3c38.html …

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
濃霧注意報 
最終発表時刻：2015-10-03 05:22 
https://twitter.com/cmk2wl/status/650052813536432128/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
死の灰はなお東京に降り注ぐ〕◆　ことし７月、新宿で、０．８８ MBq/km2 of Cs-
134/137 の放射性セシウムの降灰を観測　——　セシウム１３４＝０．２０MBq/km2
、同１３７＝０．６８MBq/km2　
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/mbqkm2-of-cs-13.html#more …

sa360 @sa3605 · 5 時間5 時間前 
２０１５年１０月３日最新風の様子です。人工台風２２、２３号は下方の風はほとん

どありません。人工の特徴です。今日の注目は福一からのトリチウムの雲が湧いてい

ることです。この雲は下方の関東に至ります。もし、関東で湿度が高く、気分が悪い

注意。 
https://twitter.com/sa3605/status/650041204638285824/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
復讐？テロ？陰謀？広西爆発事件の原因

http://jp.ntdtv.com/news/14160/%E5%BE%A9%E8%AE%90%EF%BC%9F%E3%83%86%E3%83%AD%EF%BC%9F%E9%99%B0%E8%AC%80%EF%BC%9F%E5%BA%83%E8%A5%BF%E7%88%86%E7%99%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%84%E3%82%8D%E3%82%93%E3%81%AA%E8%AA%AC%E3%81%8C%E9%A3%9B%E3%81%B3%E4%BA%A4%E3%81%86
…
爆発現場の威力を見て、専門家は口を揃えて軍事用爆薬（C4プラスチック爆弾・ペン
スリット）と指摘している

個人が入手するのは絶対に不可能

入手可能なのは軍部か秘密警察だけ

sa360 @sa3605 · 5時間5時間前 
２０１５年１０月３日電磁波のお知らせ。人工台風２２号と２３号の製造工程です。

２２号は中国向けです。２３号は目的未だ不明です。今回注目いただきたいのは福一

の汚染水が何時も太平洋に流れ出ている部分です。白線で囲ったところに危険な水域

です。 
https://twitter.com/sa3605/status/650030563462516736/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
重大！

自民、報道圧力の処分軽減　安保法成立受け一変

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015100201002939.html …
完全に日本会議強硬派路線へ！

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
民主・小西洋之氏「自衛隊員は他国の子供を殺傷する使徒」　後にツイッター削除、

差し替え

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151002-00000555-san-pol&pos=4 …
小西よ、なぜ削除する？　事実だろうが

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【地震情報 2015年10月3日】
04時09分頃、鹿児島県薩摩地方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M4.1、最大震度4を鹿児島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/650026121245757440/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【地震 04:09】
［震度４］薩摩地方

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、 M1.0 の中規模フレアとなり、X線強度は、10月3日02:18
JST (2日17:18 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
絶対に選挙に行かないとダメですね

それしか身を守る事はできない。原発事故も、安保法案も、政治家の利権も、なにも
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かも。だってあたり前。前回の選挙で「国民の半分」しか投票していない。それなら

自民党と公明党の「組織票」で、彼らが政権を取るのは当然。なかでも経団連の組織

票がすごいから。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
各々が、死ぬまでに解明すべきこと

2011年の福島原発爆発直後「北関東の野菜で５万ベクレルを検出しました。しかし、1
キロも食べないので、直ちに健康被害はない＝すぐには死なない」と会見で言わせた

人がいる。この人物が悪魔です。当時は500ベクレルまでは全国のスーパーで野菜も売
ってた

AKIRA 2024さんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 9時間9時間前 
10月2日(金)の急病人(51人)ツイート　中部・関東・東北
京急線

銀座線x2
田園都市線

宇都宮線x2
常磐線

京浜東北線x8
埼京線x2
半蔵門線

山手線x11
東海道線

大江戸線

中央線x6
青梅線

高崎線

南武線

武蔵野線

総武線x2
小田急線　つづく　#急病人

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
貧困と子供

ほんと酷いみたい。こういうの報道しないから「そこまで酷いの？」と思ったけど、

かなり酷いみたい。大竹まことさんのラジオでやってる。ビックリした。えっ？と思

った。この数年で格差が広がり母子家庭が増え、ろくに食事もできない子供が多い

って。そんなこと報道してない。目眩がした

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
このシリア内戦

これ他人事じゃないですよね。難民だけの問題じゃない。2日前にロシアが軍事介入し
て混乱状態だし、それに対して、同盟国のアメリカ様がイライラし、もし最悪な状態

になった場合「おい、手伝え。自衛隊を出せ」と言い出す事も可能。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました ちくとう【#脱原発と保守。独立】
もうはじまってしまってるんだな。

http://bit.ly/GlayCD 
おなじことをくりかえしてる。

#東電の原発事故 2011〜2015
＞ちくとう【#脱原発と保守。独立】@BokusetuHaoi
RT @dadajiji いろんな方から、いろんな情報が来る。福島の現状らしいが、事実確認
ができない。

https://twitter.com/dadajiji/status/648442765127254017/photo/1
【この画像/動画は不適切な内容を含んでいる可能性があります。これらの警告を表示
したくない場合は、ログインして画像/動画の設定を変更してください。アカウントは
こちらから登録できます。】

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
n/a @HirundoAnatidae · 10時間10時間前 
ロイター◆福島県警、東電役員らを書類送

検http://jp.reuters.com/article/2015/10/02/idJP2015100201002542 …「人の健康に係る
公害犯罪の処罰に関する法律違反の疑いで、法人としての東電と、新旧役員３２人を

書類送検。告発を受理してから約２年がたっており、県警は「捜査を尽くした」とし

ている。」※だめだこりゃ

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
cazman @tumaMo · 11時間11時間前 
一週間前の記事ですが。どこへ行ってしまったのでしょうね（棒）�
２号機の核燃料 ７０％〜１００％溶融か　NHKニュース http://nhk.jp/N4LQ4Ibc

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
2012-04-23
関西ですけど、

うちにいつも、来てくれる配達員、

クロネコの方も体調崩されてるし、

佐川の人は12月から心臓おかしく、
今日手術だそうです。

これって、日本中のいろんな荷物を

運んでるからかなーなんて、

考えすぎですかねー。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
神奈川県小田原市 片浦小学校の校舎裏
0.29μSv/h(除染前),0.30μSv/h(除染後) 立ち入り禁止の措置(2011/10) 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/47ac7a9ead86f61941ef30beb7135a14 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
もうでたらめです

この3か月で国民の年金を約9兆円も株操作で溶かし、東電を倒産させないように約6兆
円も渡し、外交という名目で海外で億という大金をバラまき＝全て国民の税金

介護事業者を苦しめ倒産が過去最高＝高齢者は死ね政策、子供が保育園に入れない。

貧困の家庭が増え子供が悲惨な状態

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
2011/12/31 【汚染】車のワイパー付近２７９μSv/h
東電社員から修理を頼まれたという福島県内の自動車修理業者

「何で、 こんな車が原発の外に出るのか」
仮に１日１２分間浴びた場合、年間被曝量は２０ｍＳｖを超える

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/699e102c7c06338051df637c798ca28d …

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
人類史上初４基の原発が爆発し

人類史上最悪の放射能汚染で半永久的に「廃炉＝燃料デブリの回収は不可能」と指摘

されていても書類送検のみ。しかも東電の計上利益は過去最高。バカバカしくなる

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151002-00000041-mai-soci …

宇宙天気ニュース @swnews · 12時間12時間前 
[速報] M1.0 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、10月2日21:26 JST (2日12:26
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 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 15時間15時間前 
原子力村が一番恐れているのが、こういう写真である。だから、ムラと国と福島県な

どは結託して、妊娠早期の検診を頻繁に行って、少しでも四肢や顔（目鼻口）に異常

が認められた段階で、無理矢理堕胎を強要しているはずだ。この国は本当に惨い。

@2ch_NPP_info
https://twitter.com/dadajiji/status/648442765127254017/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=2vAZ-yKe-6c&index=24&list=PL8C1B29AA1244DADC
Blues Brothers - Riot In Cell Block Number Nine 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：10/03 06:41
放射線白内障の初期病変？被曝4年目で急増
東電福島第一原発緊急作業従事者の水晶体撮影

https://medical-tribune.co.jp/news/2015/1001037478/ …
水晶体線維間の水泡が12.7%に認められ，3年目の5倍以上に増加…

AKIRA 2024さんがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 23時間23時間前 
５年近く軽装で線量を測ってしまったけれど、最近になって水晶体の被曝率の高さを

聞いて、あっ、失敗したと思った。スタッフは目を洗う薬剤を買って続けてきている

。眼鏡かけてるからいいさと思ったが、放射線は３６０度飛ぶのだと聞いて余計に怖

くなっているのだ。忠告はちゃんと聞くべきだった。

https://www.youtube.com/watch?v=qCRae5mRoRE&index=5&list=PL8C1B29AA1244DADC
Blues Brothers - Rawhide
 

http://bit.ly/GlayCD
https://twitter.com/dadajiji/status/648442765127254017/photo/1
http://jp.reuters.com/article/2015/10/02/idJP2015100201002542
http://nhk.jp/N4LQ4Ibc
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/47ac7a9ead86f61941ef30beb7135a14
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/699e102c7c06338051df637c798ca28d
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151002-00000041-mai-soci
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://twitter.com/dadajiji/status/648442765127254017/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=2vAZ-yKe-6c&index=24&list=PL8C1B29AA1244DADC
https://medical-tribune.co.jp/news/2015/1001037478/
https://www.youtube.com/watch?v=qCRae5mRoRE&index=5&list=PL8C1B29AA1244DADC


（10月３日）　あぁ（－－；）「原稿で遊ぶ」時間がなくなりました…　おやすみな
さい★

http://85358.diarynote.jp/201510032359442677/

【線量： 非表示 】…秘密保護法？／110μSv/h、東京都世田谷区
／「大きな銃声がいたします」／完全に殺される。

2015年10月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
東京電力「今まで黙ってたけど、実はセシウム1000万Bqを現在進行形で毎時間大気中
に放出し続けてるんだ」　http://bit.ly/1e2eVCE 

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
東京から西の方に逃げていく人の映像を撮っていたにも関わらずどの局も流さなかっ

た〜2011年3月東京駅、品川駅新幹線、成田空港でその映像を撮って流そうとしたが許
可が降りなかった http://fb.me/1yWITJWJM 
急病人 

AKIRAさんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201510032359442677/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510032359442677/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151003/85358_201510032359442677_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151003/85358_201510032359442677_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151003/85358_201510032359442677_3.jpg
http://bit.ly/1e2eVCE
http://fb.me/1yWITJWJM


kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
ホットスポット

高放射線量計測記録ランキング in 首都圏（集積土は除
1位：110μSv/h、東京都世田谷区八幡山スーパー敷地内
2位：57.5μSv/h、千葉県柏市根戸高野台の市有地
3位：約20μSv/h、千葉県柏市某所雨樋下 

T. HIRANOさんがリツイート 
紫野明日香 反原発 @asunokaori · 10時間10時間前 
マイナンバー、先ずは政治家につけて監視させて欲しいよね。

料亭、ゴルフ、キャバクラ、どんだけ資産があってどんだけ企業から献金受けてて、

どんだけ甘い密吸ってるか、しっかり晒してもらいたいよね。

話はそれからだ。

さきほど無事故で帰投。

札幌は一見平穏な平常運行。

現在２２：５１。

線量、非表示…。（＝＝＃）

https://www.youtube.com/watch?v=9nC0j6pQwV0
Top Secret Drum Corps, Red Square 2011 

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10月03日（土）【当日】
時刻　最大 最小 平均 有効数
01:00 0.086 0.077 0.082 6 
02:00 0.073 0.055 0.062 6 
03:00 0.053 0.044 0.049 6 
04:00 0.044 0.040 0.042 6 
05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00 
07:00 
08:00 

https://www.youtube.com/watch?v=9nC0j6pQwV0


09:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00

https://www.youtube.com/watch?v=HW3QVLlK-kE
Top Secret Drum Corps - Edinburgh Military Tattoo 2012 - 720p HD 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 59 分59 分前 
名無し：10/03 19:51
いとうせいこう seikoito 2015年10月2日
緑内障治療中だっていうのに、微妙に白内障も始まっているとの診察結果。

がんばれ、俺の目ん玉！ 

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 
@kurieight 
食べながら寝るって意図的にはかなり至難の技だと今思ったんですけど？

しかも咀嚼中に

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：10/03 21:13
Fibrodysplasia
チェルトコフ「チェルノブイリの犯罪（下）」を読むと、頭痛および手足の関節が

痛い、という記述がよく出てくる。要するにそれらが典型的な被曝症状なわけ…

https://www.youtube.com/watch?v=HW3QVLlK-kE


AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 3 時間3 時間前 
報道しない急病人

https://pbs.twimg.com/media/CQY2f61U8AI6J2W.jpg

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 3時間3時間前 
数千万の死者がでれば、年金支払額が大幅に減ることは国の好都合だから、いま確実

にそうなるような狂った毒策の実施中

１０月３０日朝５時帯のンhKラジオのニュースのように国は本来深埋めすべきの福島
の除染土を全国の農地に再利用させる策を推進 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：09/29 07:03
場所は伏せるがいとこの中学生は白内障になって片目を失明した。そして体の痛みも

酷く福島の病院に通院していたが、あまりの辛さにある日衝動的に首を吊って自殺。

その叔母の話では急性白血病になっている子供も多くいると…

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
ある福島県庁職員が

「阿武隈川の底は原子炉なみで、とても公表できません

仙台湾を調べるべきなのに、調べないのは

とんでもないことになっているから

太平洋側の魚は当分食べないほう

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/023ae7d2ee9b432d494ca2eb34b5d6bb … 
https://twitter.com/buick54aki/status/650266060562690048/photo/1

kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
グリーンコープの「りんごプレザーブジャム」（長野県産りんご使用）からセシウム

合算で、４，７９ベクレル検出されました

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
茨城県つくば市

ストロンチム９０濃度：チェルノブイリの３倍

https://pbs.twimg.com/media/CQY2f61U8AI6J2W.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/023ae7d2ee9b432d494ca2eb34b5d6bb
https://twitter.com/buick54aki/status/650266060562690048/photo/1


セシウム濃度：チェルノブイリの１８０倍

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
子供の検査結果「リンパ節、腫大、有、多発」　

驚いたが、医者は「Normalとの診断なので大丈夫です」 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d9bf66699cbf9e1abc3dbcaf5c0225f7 …
のう胞も結節も自然と消えるから何の心配もないのと言った

完全に殺される 

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
生物濃縮を起こして内部被曝をもたらすストロンチウム９０の測定や報道はほとんど

なされていない。意図的に隠蔽されている。セシウムとストロンチウムは原子炉に同

量あった！　毒性はセシウムの300倍あり死ぬまで体内で被曝を続ける
https://twitter.com/buick54aki/status/650265486702198784/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
最近周りで体調不良を訴える人が増えました。突然片目が見えなくなった人が2人。不
整脈になった人。骨折。歯が折れる人。胃腸炎や発熱を繰り返す人。みんな20〜40代
で日常的に運動もしている元気な人ばかり。電車での急病人介護も。明らかに異常 
https://twitter.com/buick54aki/status/650265195323912192/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
今日の日射しはおかしかった。

異常にギラついていた。

名古屋の ゐるま（繊細） @irm8 · 5時間5時間前 
国道6号以外は完全に帰還困難区域ですので、脇道は閉鎖されている。ただ、福一で破
壊的なことが起きた場合には柵を突き破って逃げろとある。 

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 6時間6時間前 
"ritard: 洗濯物干してる途中なのに意識失って寝てた。"
#就寝線
意識の破壊はいつくるか分からない

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d9bf66699cbf9e1abc3dbcaf5c0225f7
https://twitter.com/buick54aki/status/650265486702198784/photo/1
https://twitter.com/buick54aki/status/650265195323912192/photo/1


誰にもわからない

誰にも解明できない

amaちゃんだ @tokaiamada · 9時間9時間前 
フクイチ事故後、放射能汚染に無関心と思われるスポーツ選手が次々に突然死してい

る

相撲界は過去4年間で十数名の死者
トライスアロン・レスリング・野球などでも心臓死多発

運動しているからと心臓機能に自信を持ってる人たちが突然死する

理由はセシウムが心臓筋肉に蓄積する性質があるから

宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
[記事] 太陽風磁場の強まりは続いています。2422黒点群のフレアも活発です。
http://swnews.jp #swnews

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10時間10時間前 
tokaiama:日本でイタメシブームが起きたのは1980年代末…パスタ産業が汚染によって
売りあげが低迷し、新しい開拓先…当時、トルコから地中海に至るまで激しくセシウ
ム汚染され小麦や紅茶が売れなくなり、警戒心の薄い日本に持ち込まれた

≫http://megsinginglalala.blogspot.com/2013/07/blog-post_8.html …

さかなちゃん☆ウクレレ歌人←β崩壊 @sakana20001 · 11時間11時間前 
元原発作業員さんの話】（フクイチ）あれはただの霧じゃ無いですよ。デブリに水が

反応した放射性物質の噴霧器だと思ってもらったほうが良いです #mixi_diary
http://open.mixi.jp/user/110966/diary/1945050945 …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前 
あと最近は毒いりヤマザキパン買わないヒト増えてきていて

もhttp://twitter.com/ST0NES/status/384872570073276416 …
売る側にはそんなこと関係なくhttp://twitter.com/ST0NES/status/643387159622238208
…
スーパーのレジ付近へ山積にされてるな。余ったパンが。

爺さん婆さんが買って孫に食べさせてる。やめろ！

AKIRA 2024さんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 13時間13時間前 
ライブカメラのリンクから犬吠岬を見ました。今日の空はブルーで雲ひとつないのに

http://swnews.jp/
http://megsinginglalala.blogspot.com/2013/07/blog-post_8.html
http://open.mixi.jp/user/110966/diary/1945050945
http://twitter.com/ST0NES/status/384872570073276416
http://twitter.com/ST0NES/status/643387159622238208


紫ですね。

@akira_pt4ever 
https://twitter.com/momoa_mjlove/status/650116360781983744/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 20時間20時間前 
"sionMARIMOON: 昼の検査で急性白血病だった…。すぐ入院したけどよくねれない…
。帰りたい…。" 
#真実線
#罹患線
貧血→検査で白血球多い→検査で発覚

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
マッツ @VirginBlade_aki · 23時間23時間前 
今の日本で、一番の問題は、福島第一原子力発電所から絶えず放出されている沢山の

放射性核種による内部被爆です。

致死量ではないため、直ぐには死にませんが、あらゆる体の不調が出てきます。

致死量に達した場合、死にます。

分かりやすく説明するとこうなりますがこれを認めると国が破綻する

AKIRA 2024さんがリツイート 
chikako☆@SuG充 @chikako3939 · 23時間23時間前 
映画帰り…駅のエスカレーターで人が寝てる。なぜ、そこで寝るの？？ 
https://twitter.com/chikako3939/status/649965482993258496/photo/1

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 24時間24時間前 
ネットの一般人が突然死

甲状腺異常・白血病・ガンになっても知らん顔してた連中が

芸能人に白血病・ガンが増えてきて

しかもアッという間に逝ってしまうよになってから

様子が変わってきた。「そうなのかもしれない・・・」だってさ。

そうだよ。

AKIRA 2024さんがリツイート 
航空参謀 @ika_akat · 9月30日 
@dendennnnn_wr 30歳手前で膵炎なって膵臓溶けてた友達いるけど

https://twitter.com/momoa_mjlove/status/650116360781983744/photo/1
https://twitter.com/chikako3939/status/649965482993258496/photo/1


まじで油気をつけなよ？ｗ

AKIRAさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月30日 
名無し：09/30 07:39
tokaiamada
ホーキング博士と同じALS(筋萎縮性側索硬化症)難病患者が埼玉のある自治体で今年12
人という異常事態。

希な難病の激増！

千葉県内では、３１１事故後、多発性硬化症が7倍になった

AKIRAさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9月30日 
名無し：09/30 09:32
神奈川の４０代前半の男性が震災、数か月後に白血病で亡くなったときはまさかと思

ってた。あの時、相模川で出荷制限ギリギリまで汚染されてた鮎とかみんな釣って

たな。子や孫には食べさせないで欲しいと思ってたけど、のんきに鮎を釣ってるよう

な人たちだから…

https://www.youtube.com/watch?v=NQEO3ZiZiTY
【音楽】　海上自衛隊 東京音楽隊　
ノルウェー　ミリタリー・タトゥー2014参加記録 

cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前 
「気をつけ」「前へならえ」「右向け〜右」

子供達にこれをさせることができれば、いずれは地雷が埋まった 38度線のジャングル
を匍匐前進させることだってできる。

日常の細かな部分から、いずれは完全に支配されるということを理解できてない。

https://www.youtube.com/watch?v=UraER7WmOuI
女子生徒もメンバー入り!!! 防衛大学校儀仗隊ファンシードリル 古河駐屯地創立60周年記念行事 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=NQEO3ZiZiTY
https://www.youtube.com/watch?v=UraER7WmOuI


ああ？今から沖縄へ行ってどうする？

http://twitter.com/ST0NES/status/650190876858187776 …
オリーブの木を育てる。

そしてオリーブオイルを生産する。全国へ出荷する。

いま決めた。いつか必ず！米軍基地ぜんぶ退かして

何千年さきまでもぜんぶオリーブ畑。

みんな仕事にも困らない。日本から独立！

https://www.youtube.com/watch?v=TqFCkWozvck
世界の儀仗隊　アメリカ海軍編 

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 4時間4時間前 
被爆で死にますか？戦争行きますか？ＴＰＰ、増税で苦しみますか？もうめんどくさ

いので人間やめますか？それともＢ層やめますか？

お釈迦様の言葉「ものごとは必ず自分で調べ確認すること。そこには間違いはない。

」

https://www.youtube.com/watch?v=-tWYL7zacDw
インドの閲兵式 

AKIRAさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 6時間6時間前 
☆日本は終了しました☆　

https://twitter.com/Lulu__19/status/441559570326892544/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k
戦場のメリークリスマス 

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 

http://twitter.com/ST0NES/status/650190876858187776
https://www.youtube.com/watch?v=TqFCkWozvck
https://www.youtube.com/watch?v=-tWYL7zacDw
https://twitter.com/Lulu__19/status/441559570326892544/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k


美幌の小中学生94人が体調不良、原因は給食のリンゴでアレルギー反応とのことだが
、なんとサンマも出されていた　http://bit.ly/X3Wt65

https://www.youtube.com/watch?v=JYCwwxhVCRo
エトピリカ 

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 5時間5時間前 
絶望して見限る以外ない今の日本。いずれ自分たちがどういう国に生きているのかわ

かる日が必ずくる。危険は「ある」と思って生活すべき。なければよし、あったとき

、ひとの「覚悟」が試される。絶望からしか次への手がかりを見つけない日本人。　

絶望しなければ次へは行かない日本人。時間はもうない。

https://www.youtube.com/watch?v=jc6ulkZPUPo
【HD】ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月4日0:09
あぁ（－－；）

「原稿で遊ぶ」時間がなくなりました…

おやすみなさい★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月4日8:36

http://bit.ly/X3Wt65
https://www.youtube.com/watch?v=JYCwwxhVCRo
https://www.youtube.com/watch?v=jc6ulkZPUPo
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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cmk2wlさんがリツイート 
BASIL @basilsauce · 9時間9時間前  
BASILさんがリツイートしました cmk2wl
学校での号令は、もう無くした方がいい。イギリスで日本の学校では起立、礼、着席とか、運動

会は軍隊方式やってると言うとみんな超びっくりするもん。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日0:24
 
cmk2wlさんがリツイート 
跡見癖 @atomiguse · 10時間10時間前 
自分を他者に空け渡す(あけわたす)訓練
間違った陶酔に身を委ねる訓練

＞かなしい

おそろしい

@cmk2wl @miyakodori2 @basilsauce

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日0:47
 
cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
宮川正医師　組体操で頭にけがをして、松戸市立病院小児脳神経外科 で治療を受けたケース：こ
とし春までの９年間に治療を受けた子どもは２４人。

全国では平成２５年度の１年間だけでも８５００件以上。

http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2015_0915.html …

cmk2wlさんがリツイート 
卵かけ　ごはん（死ぬこと以外かすり傷） @egg_rice · 10月3日 
学校での組体操はやはりやめるべき: 　　学校で繰り返される組み体操事故。まず、建築現場で
のルールとピラミッドの力学についての指摘から。組体操で高さ7ｍのピラミッドとか気が狂って
るなｗ 現場仕事じゃ高さ2m以上が「高所作業... http://bit.ly/1PV0fVx

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


cmk2wlさんがリツイート 
タタミン @tatamin_ttmn · 10時間10時間前 
これ例の運動会ピラミッドのやつ、崩れ落ちてんのに観客がパチパチ拍手しながら「がんばった

がんばった！」とか言ってんの、狂気だろ……その狂気に乗せられてる生徒は怪我した生徒を敵
視したりする未来もあり得る http://www.youtube.com/watch?v=RZuz8vcCN2s&sns=tw …
@youtubeさんから



（10月４日）　吐きそう…

http://85358.diarynote.jp/201510041020558450/

被曝de発症中あおら。(ToT)
2015年10月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　

　

なんだかむちゃくちゃ

気分が悪い。

めまい

吐き気

頭痛。（＞＜。）

内臓がぐちゃぐちゃしてる…

他に理由も考えられない。

(-"-;)

無遅刻無欠勤のバイトの、

早退を視野に入れてる…

（ムリすると勤務中に吐きそう…
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月4日10:37
　

異様な太陽紫外線で眼精疲労。

化学物質過敏症も再発してる…

http://85358.diarynote.jp/201510041020558450/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510041020558450/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月4日15:01
　

客も同僚も

ベクレ脳と病人だらけ。(∋_∈)

ガンとか甲状腺とか

客から毎日聞く仕事。(-"-;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月4日15:16
　

我々には選択の自由がある。

国内に居続けて日本酷性腐から放射能で殺される自由と、

海外に逃げた見せしめに、

ＩＳを装ったテロで

日本酷性腐に殺されるのかを、

選ぶ自由である…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月4日15:34
　

両膝下の蟻走感、痛痒感。

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月4日22:22

http://85358.diarynote.jp/
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なんとか徒歩帰宅。(∋_∈)

両下肢の浮腫とセシウム痙攣は軽減しましたが、目眩と頭痛とオヤシラズ激痛が悪化。(ToT)

悪いことに、食欲皆無です。

空腹なのに喰えない。(ToT)

なんとかボテチと黒糖カリントと杜仲茶だけ腹に入れて歯磨きもしました。

…限界…(∋_∈)…

とりあえず気絶します…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510042357369168/

あまりにも気分が悪すぎて眠れない…
2015年10月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

　

…気絶から引き戻されるほどの激痛と苦悶って、どういう拷問なのソレは…

…（＞＜ｐ）…

起きてパソコンしてご飯食べて満腹してから苦しむほうが、まだマシ！

！（＞＜ｐ）！

…てなことで…

２３：５６。札幌１２℃。室温無暖房で１９℃ありますが、指先が氷のよおに冷たくてまともに

動いていません…

http://85358.diarynote.jp/201510042357369168/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510042357369168/


「おじや」温っめてるので。

１時間ほどＰＣやってから再度就眠にチャレンジしますぅ…（ＴへＴ；）…

https://www.youtube.com/watch?v=U_IIjHCwp_Y
めぐり逢う星の夜 (Over a Starry Night We Met) 
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日0:58
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 12時間12時間前  
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
　

水が飲みたいとき飲めるうちに

食べたいモノを自分で選んで、自分の手足を使って食べられるうちに

色も匂いもない空気を吸う当り前の呼吸ができるうちに

次の朝、必ず目が覚める約束は誰とも交わしてないのに

自分の力で起きあがれるうちに‥

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U_IIjHCwp_Y
http://85358.diarynote.jp/
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（10月５日）　オウム真理教と幸福の科学。幹部組を調べていて、奇しくも同じ1962
年生まれが大半を占めている事実。

http://85358.diarynote.jp/201510050742302164/

東葛飾から早く子供を避難させてください／原発周辺から病院へ

逃れた人々の放射線量を調べると１０万cpm超ガイガーカウンタ
振切れ。

2015年10月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
セシウムは農作物に必要なカリウムと原子配列が似ているため

ある種の植物はセシウムをカリウムと勘違いして吸収してしまう

「カリウムを多く吸収するのが、大豆などのマメ科の植物

ホウレンソウなどのアカザ科の植物。菜の花やヒマワリ、お茶」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0b4940992ad23c041c282b8631189fa2 …

おはようございます。

０７：４５です。

http://85358.diarynote.jp/201510050742302164/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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なんとか体調は収まり（抑えこみ）ました…
…（＾へ＾；）…

３０分、遊んできますッ

http://p.booklog.jp/book/101465/read
『宇宙史』

…遊んできました、０８：２０です。

駆け足で…情報チェック！

https://www.youtube.com/watch?v=fyLAeCnvNSE
Pirates of the Caribbean - At World’s End Soundtrack 

…凍結されたまんま、ですね…
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 36 分36 分前 
"nonume19991211: 海浜幕張で人が倒れてる "
#関東あるある線
#人倒線
あなたは今まで駅でぶっ倒れてる人何人見ましたか？

https://twitter.com/nonume19991211/status/650803989483679744/photo/1

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 43分43分前 
今日の犬吠埼 10/5 7:50 曇り 紫色7日目
2015の紫色
1回目 7.9〜7.20
2回目 8.28〜9.7
3回目 9.13
4回目 9.19
5回目 9.29〜
ライブカメラ→http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 

file:///tmp/puboo/118859/422286/163f622d031bd5c31c6b/book/101465/read
https://www.youtube.com/watch?v=fyLAeCnvNSE
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/nonume19991211/status/650803989483679744/photo/1
http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/650805596090855424/photo/1


https://twitter.com/akira_pt4ever/status/650805596090855424/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 1 時間1 時間前 
子どもが３人以上いる家庭で大幅に保育料が上がった

　「６６００円から３万３００円と４・６倍になった。とても払えない」

子育て支援新制度の実施にあたり安倍政権が、これまで実施していた年少扶養控除

の「再計算」をしないと決めたことが原因

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-10-03/2015100301_02_1.html …

cmk2wlさんがリツイート 
ヒイロ @hiiro33 · 2時間2時間前 
ヒイロさんがリツイートしました cmk2wl
http://k-roudouken.blogspot.jp/2012/01/20120118.html …　こちらは２年前の記事です
が柔道、中高生114人死亡していた…名大調査。武道の必修化は安倍氏が前回の総理大
臣の時に推し進めた教育改革の一環でした。官邸のHPにある教育改革の内容もひどい 

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
原発事故の風評は根強く、福島産米としては販売しにくい、「ふくしま米」懇談

会(10/3 福島民報)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5435.html …
じゃあ、何米として販売してるの？

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
フクイチ・プルーム、明日（日曜日）朝、首都圏を直撃！　

福島・北関東で、下水からヨウ素１３１が検出されている

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/post-b5de.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
【震災から４年６カ月】「住民帰還」一歩ずつ

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/10/post_12294.html …
放射能処刑場への住民の半強制帰還

やがて恐ろしい結果をもたらすのは確実なのに　これは真の殺戮犯罪ジェノサイドで

ある！

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
東葛飾から早く子供を避難させてください

http://inventsolitude.sblo.jp/article/165010967.html …

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-10-03/2015100301_02_1.html
http://k-roudouken.blogspot.jp/2012/01/20120118.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5435.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/post-b5de.html#more
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/10/post_12294.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/165010967.html


北斗晶も東葛吉川市に住んでいる

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 3時間3時間前 
カリフォルニアに座礁したグアダルーペオットセイ（赤は今年）

本来メキシコ湾で成育するはずの彼らが960ｋｍ離れたカリフォルニアに座礁、
8月まで座礁した80頭の内、42頭死亡、生き残った38頭中海へ生還できたのはわず
か16頭。 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 4時間4時間前 
簡単だろ？！すべての物が、放射性廃棄物になった、東京は、人が住める場所でも無

ければ価値なんて、1円もない！手間の掛かるゴミ
【私が適当に歩き回って持ち帰ったような東京のどこにでもあるような、その辺の土

はアメリカでは放射性廃棄物として処理されるべきものなのです】アーニーガンダー

セン

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5 時間5 時間前 
【ここワシントンDCから１００マイル以内に１２ほどの原発があります。東京は福島
から２００マイルも離れていました。しかし私が適当に歩き回って持ち帰ったような

東京のどこにでもあるような、その辺の土はアメリカでは放射性廃棄物として処理さ

れるべきものなのです】アーニー・ガンダーセン 氏

amaちゃんださんがリツイート 
大理石 @pan2dairiseki · 6 時間6 時間前 
大理石さんがリツイートしました イシカワ（生きている）
【拡散】悪い事はこっそりと！ 
＞イシカワ（生きている）@ishikawakz 
ひどい。

復興庁が「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」施策とりまとめをコ

ッソリ公表 - 「避難の権利」を求める全国避難者の会(準備会)ブログ
http://blog.livedoor.jp/hinannokenri/preview/edit/93e18975cf950c984d919997d03b842b
…

AKIRA @AKIRA23150220 · 7時間7時間前 
放射能性水蒸気止まった様です。

http://blog.livedoor.jp/hinannokenri/preview/edit/93e18975cf950c984d919997d03b842b


「止まった原因は…、
・自壊爆発でバラバラになったからだという説。

・核燃料の劣化現象によって臨界が止まったという説。

・チャイナ・シンドロームが進行して 地下埋設された説。」
by 飯山一郎

おかもと幸三「生活」神奈川２区総支部長 @happy3okamoto · 8 時間8 時間前 
福島第一　止まらぬ汚染水流出

フクイチのＫ排水溝の水が、八回にわたり堰を越えて外洋に流出したことを受け、東

電は追加対策を月内にも始める方向で検討。台風などまとまった雨が降る可能性が高

いのはまさに十月。迅速に対応しないと間に合わない。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015100402000139.html …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
富士山登山「ヘルメット持参を」

2014/10/9 TBS 
活火山である富士山

いつ噴火してもおかしくないと専門家

＞2014年10月15日 週刊現代
御嶽山噴火を的中させた地震学者が警告!
「富士山は『5年以内』に必ず噴火する」

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
(福島)ほうれん草栽培のポリフィルム『31万ベクレル/kg』(2012/4/11)
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/58f8a051438ca9beec34b872796339c8 …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
「ストロンチウムは、最終的には海の底にいてあまり移動しない

ヒラメやカレイなどの魚に蓄積していきます」

(北里大学獣医学部教授・伊藤伸彦氏)

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
及川副院長から衝撃の事実

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015100402000139.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/58f8a051438ca9beec34b872796339c8


２０１１年３月１２日の一度目の水素爆発の際

２㎞離れた双葉町まで破片や小石が飛んできた

その爆発直後

原発周辺から病院へ逃れてきた人々の放射線量を調べると

十数人が１０万cpm超えガイガーカウンタ振切れ
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/30db3aab0a84194b545df1639f735732 …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
通信社「プリマ・メディア」

２０１２年１月から９月までに日本からロシア極東の港などに持込まれた

『中古車』や、『食品』、『薬品』など３１９点から

ロシアの基準値を上回る放射線量が検出された。

ロシアの税関は

このうち２８４の物品について輸入を認めず、日本に送り返した。

AKIRAさんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 10月3日 
東京都豊島区は2015年4月23日、区立「池袋本町電車の見える公園」で、滑り台付近の
地表から最大で毎時４８０マイクロシーベルトの極めて高い放射線量が検出されたと

発表した。国の除染基準値（０．２３マイクロシーベルト）を大幅に超え、一般人の

年間被ばく線量限度に２時間強で達するレベル。

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
オウム真理教幹部組と幸福の科学幹部組を調べていて、奇しくも同じ1962年生まれが
大半を占めている事実を知って驚かされた

実はネトウヨも、この世代が非常に多い

思いこんだら他の事実が見えなくなる総合的視野の欠如

これは過去最大の放射能汚染に妊娠3ヶ月で被曝した人たちの特徴なんだ

…私は１９６４年生まれ。（－－；）…

…奇矯な言動をする暴力的で短絡的な実姉が…

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/30db3aab0a84194b545df1639f735732


１９６２年の生まれであります…★

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
ネトウヨは「強い、美しい、凄い、立派、偉い」とかの自分のコンプレックスを満た

してくれる妄想の価値観だけを見て、それ以外の現実を一切見ないのが特徴

橋下の発想を見てると「放射能による被曝は都市伝説」と決めつけるなど、完全にネ

トウヨ型妄想価値観の特徴を満たしている

うん。（－－；）まさに彼女はねとうよ…。

https://www.youtube.com/watch?v=EeWgOo9SEo8
Pirates of the Caribbean 4 On Stranger Tides Extended Score 

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT6500UP】 「ふざけんな！金返せ！」古代メソポタミアの粘土板に刻まれた文字
の解読を行ったところ、顧客のクレームであることが判明

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52186882.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/650792572026163200/photo/1

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日8:54
　

頭痛、めまい、吐き気が再発…
 

https://www.youtube.com/watch?v=EeWgOo9SEo8
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52186882.html
https://twitter.com/karapaia/status/650792572026163200/photo/1
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（10月６日）　ふと気がついたら、「勝手に前世のソウル・チームメイトだと思い込
んでいる」３人がずらっと並んで座っていた…

http://85358.diarynote.jp/201510051005263345/

だめです。(ToT)
2015年10月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　

むちゃくちゃ気分が悪い。

(ToT)
帰って寝たい。というより、

いっそ殺してくれ級の

吐き気と目眩と、

オヤシラズ激痛。

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日10:24
　

天気も変。(∋_∈)
胃がムカムカする。(ToT)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日10:31
　

腎臓の後ろの肋骨あたりがデラ痛む。（＞＜。）。。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201510051005263345/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510051005263345/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151005/85358_201510051005263345_1.jpg
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2015年10月5日10:36
　

オヤシラズ、左下に加えて左上まで参戦。(ToT)

目の焦点が合ってない。(∋_∈)

冷や汗出そう… バイト…！
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日14:49
　

気絶寸前の体調激不良と闘っているというのにバイト厄日で、間断なく襲ってくる客どもは、私

よりもっと酷い状態のベクレ脳ゾンビばっかりだ…

(ToT)

（でも１人海外脱出組がいた♪）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月7日0:23
　

cmk2wlさんがリツイート 
聖石碑の守護者 Schweitzer @Guidestones_GRD · 1時間1時間前  
聖石碑の守護者 Schweitzerさんがリツイートしました cmk2wl
これが超増えてんだよマジでえええええええええええええええええ

くっそウザくてもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうｗ 

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
Googleトレンド検索　東京都
話せない

聞き取れない

話ができない

会話できない

どもる

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

http://85358.diarynote.jp/201510052058132563/

イヤシロチ、ケカレチ。

2015年10月5日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

これだけ体調最悪なのに、食欲旺盛な私ってナニモノ…？

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日21:20
　

…むしろ、
足りない…σ(^◇^;)。

http://85358.diarynote.jp/201510052058132563/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201510052058132563/
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とうぶん死ねそうにない…ｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月5日23:35
　

なんども道端で気絶しそうになりながら、

なんとか徒歩帰宅。(・_・;)

札幌の気温１０℃。(^_^;)
関東なら真冬認定の寒さ。

(^。^;)
気絶して寝てたりしたら

シャレにならない結果に…
(・ω・;)(;・ω・)

もう限界。

寝ます。ヽ（・＿・；）ノ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月6日8:21
　

あ、それで、タイトルは。

　（＾＾；）

気絶しかけながらバイトしていて、ふと気がついたら、私の左側から２席抜かした剥こう側に…

１．狼モドキなアルパカさん、

２．みにさいずエルさん、

３．ノギス君、

…と、「勝手に前世のソウル・チームメイトだと思い込んでいる」３人がずらっと並んで座って
いたので…

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


！（＠ｗ＠；）！

「デゴイチ３連」とか「乾電池のたて３つなぎ」的に…

なんだか勝手に、パワーアップして元気が出ちゃったぞ〜…ｗｗｗ

というハナシでした…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月6日22:53
　

あと天使ちゃん（文官副官ちゃん）も並んでいたら、

そのまんま天国だったのに…ｗｗｗ  

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月8日9:47
　

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前
 
人に認められる必要を感じているのは、自分自身を受け入れていないから。その代用品として人

に認めてもらおうとする。

 
だが一旦、自分自身を受け入れたならば、人が自分のことを良く思おうが悪く思おうが問題では

なくなる。

 
人がこちらをどう思うか、それは彼らの問題、こちらの問題ではない。

 
オショー

 

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


（10月６日）　「 精神神経 免疫 強化 薬 」。

http://85358.diarynote.jp/201510060828574498/

おんみょーのんけんそわか！（違っ

2015年10月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

 
前項最終コメント欄は無視していいですよ？

あらためまして、おはようございます。

０８：２３になっちゃいました。

生きてます。元気です。だいぶ体調は回復してきました。

やはり原因は３日とあけずに０．０９μのベクレ雨に濡れ被曝したせいで…

全身の表皮が低温ヤケドの跡のようなガサガサと乾燥してヒビ入ったような状態になっています

…（－－＃）…先一昨日、無理して、源泉かけ流しでアカ落としたばっかりのはずなのに…！！

あ、で、タイトルは。（＾＾；）

昨晩いったん「寝床で気絶」した後、小一時間もしないうちに、

暴れまわる左上のオヤシラズ（画像１の巨人のエレンの奥歯のように一段上がった位置に生えて

いるので、「外に出せ〜！」といって時々暴れるのだが、肉が厚すぎて外に出れない…★）の激
痛で目が覚めて、絶叫痙攣級の痛さで深夜のため声も出せずに七転八倒していて眠れなかったの

http://85358.diarynote.jp/201510060828574498/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151006/85358_201510060828574498_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151006/85358_201510060828574498_2.jpg


ですが。

フト思いついて「精神神経免疫強化薬」として睡眠導入剤に使っているこの曲を（ＣＤで）かけ

てみたら…

https://www.youtube.com/watch?v=euhKnmysTBk
Hamza El Din　‐　Arafa　（Songs Of The Nile ）

嘘のように痛みが治まって、６時間、熟睡できたのでした…♪

！（＾＾）！

さすがエジプトうん万年の文化！

最強呪文〜♪♪

https://www.youtube.com/watch?v=Oa_zc_M-2w8
Hamza El Din - Water Wheel (completo) 

（でもいま聴いてると寝ちゃうのでトバシマスｗ）

 

https://www.youtube.com/watch?v=euhKnmysTBk
https://www.youtube.com/watch?v=Oa_zc_M-2w8
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151006/85358_201510060828574498_3.jpg


（10月６日）　火葬行列。…「食べない自由」を行使します…。

http://85358.diarynote.jp/201510062253556062/

「伊方原発」再稼働／浜岡原発で火災報知器／立川断層：首都直

下型地震／亜急性壊死性リンパ節炎の兆し／白血病の治療費はひ

と月200万から300万／ＴＶフジは終わってる。

2015年10月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 2 時間2 時間前 

「東北　関東　大虐殺」は、今日も進行中です。 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 10月5日 
あのさ

もう忘れちゃったかもだけど

日本は今、原子力緊急事態宣言発令中なんだよ　

http://85358.diarynote.jp/201510062253556062/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151006/85358_201510062253556062_1.jpg
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おばんです。２２：５６．

行きが徒歩通勤だったしバイトは遅番だったので、東光ストアの半額弁当だけ襲って、さくさく

バス帰宅。

体調低め安定。個人的に言えば、今日はとても良い一日でした…

（＾＾）３０分、遊んできます♪

http://p.booklog.jp/book/101465/read
『宇宙史』

https://www.youtube.com/watch?v=KGmuyZ2WfS8
大帝国 宇宙史&オープニングムービー 

…おやおや…！（＠＠；）！…ｗｗｗ

…「エイリス帝国」って…！！

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10 秒10 秒前 
原発で作られたプルトニウムは出荷センターに運ばれ、

そこから得意先である諸外国に1キロ当たり26億円で輸出される。
http://www.asyura2.com/13/cult12/msg/512.html …
だから日米は、#TPP で全国の原子炉の再稼働の準備に入ったわけだ。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6分6分前 
宮城沖：その後の地震

（22時15分：マグニチュード2.7）（22時56分：M2.9）（23時9分：M2.7）（23
時13分：M2.6）（23時34分：M3.2）
震度1以下で気象庁非公開。18時以降、ほぼ同じ震源域で15回目の地震 

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 6分6分前 
ここだよ。

http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/7f786cfd22c5c31ac7e5bc9086a8f797 …
国民に知らされていない核(兵器)燃料用プルトニウムの保管庫が、福島県の浜通りと、
岐阜県のカミオカンデ内にあり、その他に秋田県南部と愛媛県西部に同様の保管庫が

…さらに北海道の支笏湖畔の山間部に新たな保管庫が建設されている…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 

file:///tmp/puboo/118859/422286/book/101465/read
https://www.youtube.com/watch?v=KGmuyZ2WfS8
http://www.asyura2.com/13/cult12/msg/512.html
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/7f786cfd22c5c31ac7e5bc9086a8f797


今日、ほとんど報道してないけど

来年早々に「伊方原発」の再稼働が決定したみたいですね。中央構造線断層帯にある

非常に危険な原発。「あべ総理に大事故が起っても政府が責任持ちますと言っていた

だき、安心したと知事。地元の人も承諾」と報道

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
静岡県の浜岡原発で火災報知器が作動

原因は不明で「故障と推定」と記載。

10月05日発表「10月03日：火災報知器が作動し消防署へ通報。確認の結果、火災では
ないことを確認」PDF（http://www.chuden.co.jp/resource/ham/271005nwrkahou.pdf …
）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
今日は北海道の火山も、やや活発で

雌阿寒岳、十勝岳、倶多楽の噴煙が、終日かなり多い状態。

（10月5日：気象庁発表。　雌阿寒岳では火山活動が活発な状態です。詳細
：http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_01_20151005160011.html …）

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 3時間3時間前 
"naaamin_: 具合いが悪いわけじゃないのに最近電車で必ず寝過ごすし予定詰まってて
もほんの数十分時間あったら気づいたら寝てるしなんなんだろう、、、(´·ω·`)"
東京

#眠り病
生きながら少しずつ、少しずつ眠りに落ちていく

緩慢なそれは自覚なき病

誰もわからない

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
20時48分
宮城沖：マグニチュード4.0
沖合：約35km地点が震源。18時台から起ってる有感地震と、ほぼ同じ震源。気象庁が
非公開の（マグニチュード2.5以上）を含めると18時以降、同じ震源域で10回目の
地震。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
宮城県沖：３回続いてる

http://www.chuden.co.jp/resource/ham/271005nwrkahou.pdf
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_01_20151005160011.html


18時32分：マグニチュード4.9
19時06分：マグニチュード4.1
19時17分：マグニチュード4.4
宮城県南三陸町の：約35km沖合が震源

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 6時間6時間前 
それ風邪じゃないんじゃない〜

その内発熱繰り返して扁桃腺やリンパやられるよ

免疫不全になれば罹患線へ

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 7時間7時間前 
"UScora: 今年入って身内の葬式6回とか ど〜なってんねん今年"
#死亡線
記録のため

滋賀

20150823

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
2015年10月06日 14時39分
震源地（東京都青梅市 付近　マグニチュード2.6　深さ144.7km）の深発地震。
立川断層の近く：首都直下型地震の、あまりよろしくない場所。

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 7時間7時間前 
"gen_oh_77: 先ほどですね、靴下はくときに右股関節がポキッていって。機能訓練先
には慌てて休む連絡入れたんだけど、身動き取れぬ(ーー;)←移動が出来ない状態w
とりあえず立てるから骨は大丈夫なはず！えーっと、どうすりゃいいんだ？

→骨折、恥骨を

#骨折線
靴下履いたら骨折

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8時間8時間前 
@rigged_election 電車で数時間の所に、日本版アウシュビッツのガス室状態ですよ！
ようするに福島の汚染認めれば、東京に人が住めない事バレルからですね！！！！



AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8時間8時間前 
xciroxjp ・ 9月24日 
■福島第一原発３号機黒鉛すごすぎだ。2011/3/24
NHKはこの内容を全く放送しない。
確か「３号機から黒い煙のようなもの」と…
http://d.hatena.ne.jp/maachang/20110329 … …
https://twitter.com/xciroxjp/status/647046951922339840/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
どるぴん @carapowa1 · 9時間9時間前 
@vivian5163 @ponchanwan 昨年秋の優勝副賞が福島米１トン、福島牛10キロ、福島
リンゴ100キロ。。。1年後「力が入らない」

AKIRA 2024さんがリツイート 
どるぴん @carapowa1 · 11時間11時間前 
@ukkayukka 怖いほど流れてくるけどまだ爆発迄には少し時間がありそう。白血病の
治療費はひと月200万から300万。今は高額療養費制度や特定疾患制度のお陰で自己負
担は少なくて済んでるけど。心配なのは爆発的に増えると金欠になって制度が維持出

来なくなり自己負担が大幅に増える事

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
阿蘇山：10月06日
白っぽい噴煙が大量（連続噴火状態）

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 12時間12時間前 
@19590415g フランスなんて、国がチャーター機用意して、フランス人なら誰でも乗
せて、帰国させましたからね。被曝の怖さ知ってる国ですよね！

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：10/04 12:48
とうとう1日の急病人が50人以上に
charleycharley7
10月2日急病人ツイート51人中部〜東北
京急線

http://d.hatena.ne.jp/maachang/20110329
https://twitter.com/xciroxjp/status/647046951922339840/photo/1


銀座線x2
田園都市線

宇都宮線x2
常磐線

京浜東北線x8
埼京線x2
半蔵門線

山手線x11
東海道線

大江戸線

中央線x6

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：2015/10/06(火) 11:14 ID:XXXXXXXX
避難地域でとれた米が出荷されるみたいだね

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201510/20151006_62005.html …
#避難区域　販売用コメ　原発事故後初の収穫

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 13時間13時間前 
名無し：10/06 05:52
昨日の朝、めざましＴＶで放送毎年学校で子供の心停止１００件以上（毎日新聞）と

報道

これは何年前から毎年になったのか？

そしてどこの地域のことか？

#参考　http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150930/k10010253601000.html …

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 16時間16時間前 
【拡散】magicalmako 相馬市で線量10倍を記録 http://ma-
04x.net/image_png/fukuima/graph_mext_7209.png ……… 
https://twitter.com/magicalmako/status/405926404069404672/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 · 18時間18時間前 
sendagiwalker 10月1日
患者さんで橋本病の方が多すぎます。一方では患者の健康を考えて甲状腺検査を行う

医院が過剰診療で診療報酬ストップで圧力をかけられています。被曝したら医療が役

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201510/20151006_62005.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150930/k10010253601000.html
http://ma-04x.net/image_png/fukuima/graph_mext_7209.png
https://twitter.com/magicalmako/status/405926404069404672/photo/1


に立たないトンデモナイ国家に成り下がっています。とにかく追加被曝しないように

しましょう

AKIRA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 
お台場から土１キロ当たり１万ベクレル超の衝撃 （日刊ゲンダイ）　 赤かぶ
http://www.asyura2.com/12/genpatu22/msg/170.html … … 電通テレビ、テロプロパガン
ダＴＶフジは、終わってる・・・ご愁傷様です 
https://twitter.com/k2cyan/status/621116677288099840/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 · 19時間19時間前 
@Rudbeckia8東京で湿度100％が続くことが、異常ですね。観測史上初の長時間の湿
度100％日本各地で観測史上初の長期間100％間違いなく福島のトリチウム吸いこんで
ます。 

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 
「俺たちに明日は無い」

日本で言えば

「東日本に明日は無い」

もうこれ言っておかないと

殺されてからでは

遅いんで、ハッキリ言っておきますよ！

ただ、北海道でも、西日本でも、九州沖縄でも

防護対策必要です。 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 23時間23時間前 
【ポーランド】では、チェルノブイリ事故後すぐに、40歳以下の国民に、ヨウ素剤を
飲ませた。ミルクも政府が、安全な外国製を輸入した。【日本政府は、国民を見捨て

たどころか、癌センターを建てて　汚染も知らせず人体実験、！】

AKIRA 2024さんがリツイート 
くれあ 333@CREA333 · 10月4日 
今、思えば去年から亜急性壊死性リンパ節炎の兆しがあったかもしれない。ほってお

いても1〜3ヶ月で治る病気。しかし、身体がだるくて本当にしんどかった。それから

http://www.asyura2.com/12/genpatu22/msg/170.html
https://twitter.com/k2cyan/status/621116677288099840/photo/1


今回の診断…再発してるんじゃない？？？

AKIRA 2024さんがリツイート 
くれあ 333@CREA333 · 10月4日 
亜急性壊死性リンパ節炎の兆し。

去年の秋に一度首のリンパが腫れて酷い頭痛に襲われた。でも、熱が出なかった為に

疲れ？風邪？？と思いながら、抗生剤貰ったり、ロキソニンとムコスタで症状抑えな

がら仕事しい

AKIRA 2024さんがリツイート 
とっとりん @hibakukihi · 10月1日 
↓夫の体調がすこぶる悪い。ようやくガイガーを購入したので測ってみると、髙いじ

ゃん、薄いマットレス。これだよ、原因！！

自分のバカッ！！

布団、枕には要注意だ。

AKIRAさんがリツイート 
ハフィントンポスト日本版 @HuffPostJapan · 9月5日 
【ブログ】福島第一原発、最近では毎月500人の新規労働者が採用され、ほぼそれと同
数の労働者が辞めていく http://huff.to/1KwopY1 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Kimie_H　 @lumoroki · 2014年9月27日 
日本におけるプルトニウムの保管庫　岐阜県カミオカンデ　－　関西電力　大丈夫

？http://blog.goo.ne.jp/adoi/e/34cba5c6a4999046b6cb01eb8acab95d …⇒２７日午前１
１時５３分ごろ、長野県と岐阜県にまたがる御嶽山（３０６７メートル）が噴火した

　http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014092701001054.html?
utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter … …

https://www.youtube.com/watch?v=NuJVcfoZ49s
第4次ティアマト会戦＠ボレロ.wmv 

本物黒酒 @honest_kuroki · 4時間4時間前 
TPP
日本は今、福一由来の放射性原子23種類が、食品規制の対象外

http://huff.to/1KwopY1
http://blog.goo.ne.jp/adoi/e/34cba5c6a4999046b6cb01eb8acab95d
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014092701001054.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
https://www.youtube.com/watch?v=NuJVcfoZ49s


http://www.asyura2.com/13/genpatu32/msg/743.html …
私は3・11以降、日本産の食品を買いません。
被曝症状の出ている私は、もうこれ以上、福一由来の放射性核種を蓄積するわけには

いかないからです。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 20時間20時間前 
@Rudbeckia8 だから、コンビニで買える物無いですよ。ローソン、セブンイレブン、
どこのコンビニでも、食べて応援企業に参加してますよ。

協賛企業　一覧　拡大して見て下さい。

https://twitter.com/k2cyan/status/400814313750802432/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
けいとうさぎ.com @keitousagicom · 9月23日 
セブンイレブンのおにぎりを久しぶりに食べてしまったら、案の定、舌のしびれ、手

足のかゆみが出た。ベクレてしまったと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=7a7hX3CMFAA
自由惑星同盟国歌〜自由の旗、自由の民 

…「食べない自由」を行使します…。

AKIRA 2024さんがリツイート 
ししゃも 3@shishamo · 8月29日 
火葬場が混雑してて予約が大変って説明で笑った。火葬行列。

https://www.youtube.com/watch?v=tJzEm2DYO4Y
映画宇宙兄弟　

主題歌『ウォーターフォール 〜 一粒の涙は滝のごとく』 

https://www.youtube.com/watch?v=fgXKdqh5FKw
めぐりあい - NORWAY ／ ( Daisuke Inoue, Mobile Suit GUNDAM III Cover ) 

https://www.youtube.com/watch?v=SIGh8Hv7Xdg

http://www.asyura2.com/13/genpatu32/msg/743.html
https://twitter.com/k2cyan/status/400814313750802432/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=7a7hX3CMFAA
https://www.youtube.com/watch?v=tJzEm2DYO4Y
https://www.youtube.com/watch?v=fgXKdqh5FKw
https://www.youtube.com/watch?v=SIGh8Hv7Xdg


眠りにつく、その前に　セカイイチ 

https://www.youtube.com/watch?v=U_IIjHCwp_Y
めぐり逢う星の夜 (Over a Starry Night We Met)
 

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


（10月７日）　ヤンを焚き付けるシェーンコップ　1/2

http://85358.diarynote.jp/201510070129046182/

つい視てしまったので、貼らずにはいられませんでした…ｗｗｗ

2015年10月7日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！

https://www.youtube.com/watch?v=E40MtDEw26g
銀英伝　ヤンを焚き付けるシェーンコップ　1/2 

https://www.youtube.com/watch?v=n8ocFR9YM78
銀英伝　ヤンを焚き付けるシェーンコップ　2/2 

おやすみなさいｗ（＾＾；）ｗ

（はりにげっ）

 

http://85358.diarynote.jp/201510070129046182/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=8
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151007/85358_201510070129046182_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151007/85358_201510070129046182_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151007/85358_201510070129046182_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=E40MtDEw26g
https://www.youtube.com/watch?v=n8ocFR9YM78


（10月７日）　今日はもう宇宙史も世界情勢もどうでもＥ矢。ということで…

http://85358.diarynote.jp/201510070830412534/

１０月７日の朝記。

2015年10月7日 日常
　

遅めようございます。

ワヤナマと自動変換されました。

08時57分。(^_^)
３連休の初日。

札幌は晴天無風。

６時１０℃。

現在１５℃。(^。^;)

写真はアパート西（裏窓）から北の空を見たところ。(^_^;)

明日からまたもや台風だそうで遊びの予定は完全崩壊。(ToT)

今日の予定はとにかく

「窓全開系」の家事！

買い出しと外回りの雑用全部！

ヽ（・＿・；）ノ

…ってことで夜までパソコン前には座りません。

地震も原発もカッテに襲来してやがれ…！
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510072057526331/

トウジの帰還。(^。^;)

http://85358.diarynote.jp/201510070830412534/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151007/85358_201510070830412534_1.jpg
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2015年10月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)
　

カアア21時01分。
…なんでこんなに遅くなったんだ…？
帰りま〜す☆

　

１．湯治。

２．蕩児。

３．はんじ。

…（＾＾；）…ぃえ、つぃ…ｗｗｗ
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月7日21:28
　

空気が酷い臭いですよ…(ToT)

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151007/85358_201510072057526331_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151007/85358_201510072057526331_1.jpg
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151007/85358_201510072057526331_2.jpg
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鼻がひん曲がり、

喉がひりついて、

息が出来ないレベル…(∋_∈)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月7日22:56
　

安ソバたぐって無事故で帰投。

(^。^;)

今日はもう宇宙史も世界情勢もどうでもＥ矢。ということで…

(^人^;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月7日23:26
　

カラダのあちこちに、

針でつついたほどの細胞の欠損（痛い）とか、

　

直径１〜３mmの軟イボ？とか、白斑とか紅斑とか
紫斑(・_・;)とか、
　

身に覚えのないカサブタとか

アザとか…(・ω・;)(;・ω・)

やめて頂きたい…マジで…

。。。(〃_ _)σ‖
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月8日6:17
　

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


おはようございま〜す！

おもしろい漫画の途中で寝落ちするくらい疲れてました…
(^。^;)

爆睡しました！(^_^;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月8日10:56
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前  
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
 
人間に休憩はあっても、#東電の原発事故 に休日も祝日もない。
つねになにがおこるかわからない。

http://twitter.com/ST0NES/status/651766216701251585 …
 
今どこにいる？

http://myboom.mkch.net/cgi/fukushima_v2.cgi …
 
おせんのひどい場所にいて内部被曝の #累積 が限界をむかえるまえに
逃げろ！

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


（10月８日）　…「北海道に梅雨と台風は来ない」というのは、

http://85358.diarynote.jp/201510080753458499/

１０月８日の朝記。（追記あり）。

2015年10月8日 日常 コメント (2)

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

あらためまして、おはようございます。

０７：４７になっちゃいました。

３連休の中日。

６時に仮起床してコーヒー飲んで２度寝して、７時に本起床して朝食用に大好物のセロリ山盛

りスープ（土鍋で自炊）を温めなおしつつ、昨日の洗濯ものを畳んで、前項用にポプランの画像

とか探していたら…この時間。
（＾＾；）

札幌は１２℃。怪しい曇天。

昨日の予報では札幌の天気が崩れるのは午後からで、昼前までは陽射しがある…とか言っていた
ので、昨日は「窓開け埃立て作業」を途中で放棄して今朝の予定にまわしていたのですが…

http://85358.diarynote.jp/201510080753458499/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201510080753458499/
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ｗ（＾へ＾；）ｗ

東の空に陽射しは全くなく、冷たい北西風がざか〜ッ！と樹木を揺らしているので…
午前中の作業予定放棄。

　★（＾＾；）☆

まだしばらく降りそうにはないのでゴミ出しだけはして。

スープ飲んで暖まったら、パソコン前と惰眠。

午後から、ほぼ腐海に沈みつつあった台所の発掘復旧作業…ｗ

（てことで、とりあえず宇宙史で遊んできます…☆）

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) 

（０７：５７☆）

（０８：１８…雨が降り出しました…。

緊急情報

標津郡標津町・野付郡別海町の一部地域で停電(10/8)
2015年10月8日　8時00分

川上郡標茶町・目梨郡羅臼町の一部地域で停電(10/8)
2015年10月8日　7時30分

根室市で避難勧告(10/8)
2015年10月8日　7時00分

芦別市の一部地域で停電(10/8)
2015年10月8日　6時00分

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


…「北海道に梅雨と台風は来ない」というのは、

長年の定説だったはずなんですが…

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月8日8:22
ん〜（＾＾＃）★

気になるから、先に情報チェック…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月8日11:14
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 16時間16時間前 
Ｃ 気象庁地磁気観測所
「10月07日13時ごろ：磁気嵐が発生しました。茨城県石岡市柿岡の地磁気は乱れてます」
Ｃ 京都大学、Ｃ スウェーデン国立スペース物理研究所
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（10月８日）　「昨日と同じ【非】日常」／いつまで自分を誤摩化せる？。（－－＃
）

http://85358.diarynote.jp/201510081212137417/

El Mejor Documental de la Historia!!!
2015年10月8日 日常 コメント (3)
　

　

１２：００の時報が鳴り中。

（＾＾；）

札幌も先ほどから「台風らしく」なってきました…。

http://weather.yahoo.co.jp/weather/video/?c=66983
天気ニュース - 直径1850キロ　超大型台風　暴風雨などに警戒

…北見あたりが「高波で水没・塩害」被害に遭っている「ビジョン」を
昨年の夏に旅行した時に視てしまっていたのだが…（－－；）…

…これか…。
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（日本で一番「ベクレが低かった」温存地帯を一気に蹂躙しつくすのが台風爆撃の作戦目

的か…！！）

…『宇宙史』で遊んでます。

移住用ヒアリング練習とＢＧＭの兼用ができる素晴らしいものを発見…♪
https://www.youtube.com/watch?v=DRGyTrHRryY
El Mejor Documental de la Historia!!! 100% en Español 

…うん。途中すっとばして作業してしまっていた？箇所を発見…☆
http://85358.diarynote.jp/?page=8&theme_id=18

ｗ（＾＾；）ｗ

しばらく遊んでます…☆

…どうも本当に「同道」ぐるぐる「巡り」になってるらしいな…★
http://85358.diarynote.jp/201410110701567004/
＞「昨日と同じ【非】日常」／いつまで自分を誤摩化せる？。（－－＃）

＞2014年10月11日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=_aDasQJxMgI
UMEKO ANDO - Upopo Sanke pt.1 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月8日12:40
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♪ チョチョイ、チョイナ〜♪

と囃子言葉？が入るのは「日本の」民謡と共通ですが…

「違法霊、アホ霊」にしか聴こえない…ｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月8日13:35
　

でら嵐になってきました…
…（＠■＠）…

ちょっくら寝てから、家事ります…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月8日16:55
　

３時には起きるつもりで横になったら、

やはり疲れていたのか起きられず、

５時になるところです…（＾＾；）…

もう今日は何もしない。

「パソコンの前で達磨大師」してます…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510082322155241/

必聴！４０分頃からのナレーション〜！

2015年10月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=F83wDnHghxc
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映像の世紀　オリジナルサウンドトラック 

本日のＢＧＭ…

https://www.youtube.com/watch?v=DRGyTrHRryY
El Mejor Documental de la Historia!!! 100% en Español 

https://www.youtube.com/watch?v=a5nasHNDuUs
"ABANDONAR EL PLANETA TIERRA" (DOCUMENTAL 2014 HD) 

https://www.youtube.com/watch?v=7L1S_fldOHw
EL MEJOR DOCUMENTAL DEL UNIVERSO DE LA HISTORIA (2015 HD) 

…コトバはカロウジテ単語が拾えるだけでも、映像で内容が判るので、聴き流しヒアリング教材
に好適…♪

https://www.youtube.com/watch?v=dWr-z05SN-4
交響組曲　宇宙戦艦ヤマト　序曲　overture 

https://www.youtube.com/watch?v=X4WJmA__Z1I
交響組曲 宇宙戦艦ヤマト メドレー 

https://www.youtube.com/watch?v=_Bu3G5_Hyiw
アンドロメダ・新コスモタイガー 

https://www.youtube.com/watch?
v=JmcA9LIIXWw&list=PLCqukCFvcNBKN4okn9OFCQZvkFdbki2vH
Culture Club - Karma Chameleon 

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

https://www.youtube.com/watch?v=yis-VeOA6QM
Braveheart - Sound of Scotland 

https://www.youtube.com/watch?v=DRGyTrHRryY
https://www.youtube.com/watch?v=a5nasHNDuUs
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https://www.youtube.com/watch?v=X4WJmA__Z1I
https://www.youtube.com/watch?v=_Bu3G5_Hyiw
https://www.youtube.com/watch?v=JmcA9LIIXWw&list=PLCqukCFvcNBKN4okn9OFCQZvkFdbki2vH
https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
https://www.youtube.com/watch?v=yis-VeOA6QM


他色々…
 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月8日23:32
さて。（＾＾；）

まるいちにち家事も何もせずに「遊んじゃいました」が…

（＾＾；）

これでここまでの「リステラスねた」の、

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

トリガ分の、ファイル転載の分類作業は終わりましたよ。と…

（まだまだ作業自体は先が長い…！）
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（10月８日）　「遊び」すぎて疲れました…★

http://85358.diarynote.jp/201510090034029704/

絶対に知られたくない六ヶ所再処理工場の危険／小児甲状腺がん

主因は福一事故／女性や赤ちゃんが先にやられる／電磁波人工台

風２３号／平均800Bqの首都は捨てようよ。

2015年10月8日 リステラス星圏史略　（創作）

https://www.youtube.com/watch?v=fPB4QY2satc
Gladiator - Sound of Rome

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
「『東京が壊滅する日』のオビには「タイムリミットはあと1年しかない」とありま
すが、2011年3月のフクシマ原発事故から4年半が経過し、すでに福島県の子どもの甲
状腺癌の発生率は平常時の72.6倍です。もうすでに起こっていることですよ。」広瀬隆

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
天津事故 10月5日　
雨に残留化学薬品が反応しているのか、視界が全体的に薄い白い煙に覆われているよ

うに見える。武警は全員防毒マスクを装着しており、現場の瓦礫を片づけている重機

やトラックの運転手は例外なくマスクを着けていた。車の窓を開けると、強い異臭を

感じたほど、、SAPIO

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
原発をとめないと、

私たちが息の根をとめられる。

前項参照。（＾＾；）「遊び」すぎて疲れました…★

３０分だけ情報チェックしたら寝ます…！

https://www.youtube.com/watch?v=sKFLpfv4hSY
King Arthur - Sound of Britain 

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10月08日（木）【当日】
01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.040 6 
03:00 0.040 0.039 0.040 6 
04:00 0.040 0.039 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 0.040 6 
09:00 0.041 0.039 0.040 6 
10:00 0.043 0.041 0.042 6 
11:00 0.044 0.042 0.043 6 
12:00 0.043 0.042 0.043 6 
13:00 0.043 0.041 0.042 6 
14:00 0.045 0.042 0.044 6 
15:00 0.046 0.045 0.045 6 
16:00 0.046 0.045 0.046 6 
17:00 0.049 0.045 0.047 6 
18:00 0.051 0.049 0.050 6 
19:00 0.049 0.047 0.048 6 
20:00 0.047 0.045 0.046 6 
21:00 0.045 0.044 0.045 6 
22:00 
23:00 
24:00

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」

特務機関NERV @UN_NERV · 4 分4 分前 
【網走・北見・紋別地方 常呂川はん濫危険情報 2015年10月08日 23:42】
常呂川では、はん濫危険水位（レベル４）に到達　はん濫のおそれあり

［はん濫危険水位超過］上川沿（北見市）

sa360 @sa3605 · 21 分21 分前 
２０１５年１０月８日電磁波人工台風２３号の風向きです。接近したらこのようなコ

ントロールで福一放射能汚染は南部に拡散されました。ところにより強風もあり重い

ストロンチウムも拡散、しかも汚染水のトリチウムも攪拌されて関東沖から沖縄まで

危険。 
https://twitter.com/sa3605/status/652126637727748096/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 51 分51 分前 
ほんと、どうなるかわからないよね

今日の夕方のアメリカ報道では「おいおい、マジでロシアは攻撃を激化してるのか

？ちょっとこっちも考えるぞ」みたいな感じになってきてる。米国は代理戦争はしな

いと宣言してたけど、わかんないよね。これが長期になれば「おい！日本、自衛隊を

出せ」となるだろうね
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AKIRAさんがリツイート 
yudai @upawss · 2 時間2 時間前 
こうなるだろうことは事故直後からわかってたわけだけど、実際に数字で出て衝撃を

受けるのと、それでも因果関係がないと言い張る政府の無責任さに腹が立つのと。

「福島の子供の甲状腺がん発症率は20〜50倍」 津田敏秀氏ら論文で指摘
http://www.huffingtonpost.jp/2015/10/08/tsuda-toshihide-fukushima-
pandemic_n_8262682.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【美幌町の避難勧告を避難指示に】（続き）

町は、美幌高校など6か所に避難所を開設し、早めの避難を呼びかけています。
（2015年10月8日 21:33 NHK）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
今日、北海道は台風で大変な事になってますよね

台風の進路と勢力が異常。この数年、太陽フレアによる磁気嵐が異常なぐらい地球に

向けて頻繁に起ってたら地球だっておかしくなる。気象庁も100年前から地震や火山活
動に関連させ、日々観測してる。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【美幌町の避難勧告を避難指示に】

北海道のオホーツク海側にある美幌町は町内を流れる美幌川の水位が上昇し氾濫する

おそれがあるとして、日の出地区と美芳地区の合わせて503世帯、1029人を対象に出し
ていた避難勧告を、午後8時、避難指示に切り替えました。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
阿蘇山も大規模噴火後（画像）から、噴火し続けて１か月ちかくなる

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/652102639669219328/photo/1
連続的な噴火は最長じゃないかな。阿蘇山は太古の昔から噴火してる火山だけど、

近年、活発になったのは3.11巨大地震後。カルデラ噴火してるから富士山よりも危険な
火山

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
「フクシマの原発事故でコワイのは、広島・長崎原爆のような閃光や爆風での被害で

はなく、200種以上の放射性物質がガス化して“見えない状況”で日本中に飛散したこと
です。」広瀬隆

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 2時間2時間前 
放射能汚染地図

悲しいかな汚染列島・・・

セーフキャストの空間線量率分布マップ

http://inventsolitude.sblo.jp/article/105273554.html …
http://safecast.org/tilemap/?lat=37.261484&lon=140.858839&z=8 …

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
「土中や、地中の汚染はむしろ日増しに進んでいる。猛毒物のプルトニウムもトリチ

ウムもストロンチウムも、海に大量に出ている。それを魚介類が取り込み、やがて子

どもたちが体内に取り込み、それが体内で濃縮を起こし、トテツモナイ癌細胞となっ

て放射線を放つ可能性が大なのです。」広瀬隆

microcarpa @microcarpa1 · 2時間2時間前 � 大阪府 大阪市 福島区 
Researcher：#Children’s cancer linked2 #Fukushima radiation
http://apnews.myway.com/article/20151008/as--japan-nuclear-childrens_cancer-
1ded32614b.html … AP通信：疫学者「小児甲状腺がん、主因は福一事故」#OcNuke 

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
「わが家では水道水は一切使っていません。深刻な影響は、東京を含む東日本地域で

、これから出てきます。特に、女性や小さい赤ちゃんや幼児が先にやられるので、本

当に心配です。」広瀬隆

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
マイナンバー

高齢者の１人暮らしで自宅があり入院中、あるいは介護施設などに入所してる人など

の場合、簡易書留の保存期間のうちに再配達の手配をしないと、本人しか番号を渡せ

ない法律で、代理人の申請が必要。かなりめんどくさい。ゆくゆくは「介護保険番号

」などともヒモ付けされるようです

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
マイナンバー

10月中旬から、全国一斉に送付（簡易書留）され、企業（アルバイト、パートも含む
）によっては、早い会社で2016年1月には、自分のマイナンバーを会社へ伝える。施行
年の2016年の所得からなので、確定申告者の場合、2017年3月の申告時に番号が必要
になる。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
マイナンバー

数年後「図書館カード」を作る時にもマイナンバー。2018年からは銀行口座開設時。
（＝今のところ任意） 自分のマイナンバーの提示が必要な場面では、口頭では不可で
、今年中に簡易書留で送付される番号記載の書類の提示。必要であれば「顔写真入

りカード作成」の申請を行う。

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
「なぜ、東京かって？大汚染地帯のフクシマ原発事故現場の脇を通る国道6号線と常磐
自動車道を、大量の乗用車とトラックが走っていますが、ほとんどが東京に向かって

くるので、その車体がすさまじい汚染物を首都圏に運びこんでいる状態です。」広瀬

隆

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
「東京には高層ビルが林立しているので、そこに放射性物質の雲がぶつかって落ちた

結果、東京の人間は、ほかの地域の人より、はるかに大量のプルトニウムを吸いこん

だのです。

このホットパーティクルが体内で癌を爆発的に増やすのは、もう時間の問題です。」

広瀬隆

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 4時間4時間前 
"東京電力は福島第１原発１号機の建屋カバー解体作業で、６枚あった屋根パネルの最
後の１枚を撤去しました。内部の様子を‥"
４００体近くの核燃料が残され…
え、何を取り除くって？

　これ見て、中に燃料棒が残ってると思う人いるのかな〜（笑

https://twitter.com/mainichiphoto/status/651216633516572672/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
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「宮城県仙台市およびその周辺でも白内障や眼科疾患が急激に増えており、東北労災

病院眼科の患者統計では、白内障手術数は、事故前の2010年から事故後の2012年まで
におよそ2倍になっています。」広瀬隆

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【網走・北見・紋別地方 警報情報 2015年10月08日 18:48】
次の地域に警報が発表されています。

［網走地方］大雨・洪水・暴風・波浪・高潮

［北見地方］大雨・洪水

［紋別地方］大雨・洪水・暴風・波浪

kenji @buick54aki · 5 時間5 時間前 
ヤマザキパンから高放射線！　http://bit.ly/1b5X3TU 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
マイナンバー法

2016年01月01日から施行で、勤務先によって時期はバラバラみたいだけど、マイナ
ンバーが必要になる。2016年の所得に対する「源泉徴収時（パートも含む）」や個人
事業者の「確定申告時」にマイナンバーが必要。（番号を知らないと主張をしても、

勤務先等が手間になるだけ）

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 
〔台風23号 温帯低気圧に変わるも荒天のピークはこれから〕台風から温帯低気圧に
変わっても勢力が衰えた訳ではありません。低気圧が接近するこれから今夜にかけて

が大雨・暴風・高潮のピーク。引き続き厳重な警戒を。 
https://twitter.com/rsq_weather/status/651994666548662272/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
[記事] 太陽風が大きく乱れ、磁気圏の活動を強めています。アイスランドのオーロラを
どうぞ。 http://swnews.jp #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
アメリカ的な方針。

「ローソン、肥満社員削減へ：肥満の社員の割合を減らすなどして、心身面の不安が

少ない社員を増やし、効率的な企業活動につなげる狙い。」

http://www.daily.co.jp/society/economics/2015/10/07/0008464457.shtml … 

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 
8日12:45、台風23号は温帯低気圧に変わりました。 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/651969022628597760/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
やっぱり関係あるんだ。

夜光虫は赤潮の構成生物になる渦鞭毛藻類（うずべんもうそう）

ノースカロライナ州で発見された強毒性のフィエステリアが有名。

下痢性貝毒を引き起こす。

googleトレンド検索　東京都　夜光虫 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 11 時間11 時間前 
日本のどこが、おかしいのかさえ

理解する前に

あなたの脳みそ

被曝で、「脳みそ、バーン！！！」 
https://twitter.com/k2cyan/status/651975183595536385/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【沖縄本島地方で竜巻か】

本島中南部で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。

沖縄本島地方では、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。

沖縄気象台は沖縄本島地方に竜巻注意情報を発表しました。08日13:10まで有効。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【北海道 根室市沿岸部の住民に避難指示】
台風23号の接近に伴って北海道根室市は高潮の被害が想定されるとして、8日午前11時
、根室半島の北側の沿岸で、海抜が2メートル程度の地域の住民を対象に避難指示を出
しました。

http://nerv.link/1uwpuH

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 12時間12時間前 
〔台風23号〕まもなく温帯低気圧へ変わるも、引き続き猛烈な風続く
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151008-00000004-rescuenow-soci …
気象庁によると、超大型の台風23号は8日09:00現在、日本の東の海上を時速55kmの速
さで北へ進んでいます。8日日中にも温帯低気圧に変わり、北海道地方に接近後、…

T. HIRANOさんがリツイート 
きづのぶお @jucnag · 12時間12時間前 
石田純一「テレビ番組を3つキャンセルされました。35年の芸能生活で、こんなのは初
めてです。CMもひとつなくなったし、広告代理店を通して、厳重注意も2、3社から受
けました…」
『石田純一が安保法制反対で「圧力」を受けていた…』 http://lite-ra.com/2015/10/post-
1565.html …

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
中国でまた爆発事故！今度は浙江省の化学工場、負傷者7人＝中国ネット「感覚がまひ
してきた」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151005-00000043-rcdc-cn …
現場には塩素酸ナトリウムの倉庫があり、化学品50トンが保管されていた。爆発によ
る負傷者は7人。事故後、病院に搬送されて治療を受けている。

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
福島第一ライブカメラ（４号機側）

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html …
カメラだけでなく、クレーンのフックも揺れています。

今見てください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
10月08日10時：磁気嵐が継続中。
地磁気活動が乱れています。　スマホの通信障害、数日間は（地震、火山、巨大台風

）などに注意。　でも（オーロラはよく見えます。野生のキノコが良く育ちます）

（グラフ：©JAXA・気象庁・京都大学）

http://bit.ly/1b5X3TU
https://twitter.com/rsq_weather/status/651994666548662272/photo/1
http://swnews.jp/
http://www.daily.co.jp/society/economics/2015/10/07/0008464457.shtml
https://twitter.com/rescuenow_net/status/651969022628597760/photo/1
https://twitter.com/k2cyan/status/651975183595536385/photo/1
http://nerv.link/1uwpuH
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151008-00000004-rescuenow-soci
http://lite-ra.com/2015/10/post-1565.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151005-00000043-rcdc-cn
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html


【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
白石草 @hamemen · 10月7日 
避難者の方のFacebookから。
復興大臣高木毅さんをwikiで見たら、父親は元敦賀市長の高木孝一。
この高木孝一さんはあの「いま大金を貰えるなら１００年後、５０年後に生まれてく

る子供が全部カタワモンでも仕方ない。」を発言した人。

凄いわ、自民党さんの人事。 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2014年4月23日 
bit.ly /WotNukes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！！】
日本全体じゃないですよ。今のままなら首都圏が‥ですよ。

それほど凄まじい放射能汚染。みんな変形しながら生きてゆく。

なんて呼ぶ？tepco型ミュータント？@ST0NES
日本人口10分の1が障害者へ‥
【東京に居住出来ない6つの理由】

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2014年4月23日 
終らない原発事故で、空気から食べ物から海まで汚され、

カタ〇になっても手当‥補助金で喰っていける？あまいな。

2018年度から精神障害者の雇用を義務化@MHLWitter厚生労働省の方針
http://www.google.com/search?
q=%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85+%E9%9B%87%E7%94%A8%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96%E3%81%B8+%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81%E3%81%8C%E6%96%B9%E9%87%9D&hl=en&gbv=1&filter=0
…
それで原発作業員にされるんだよ。@ST0NES

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

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
「液体であるため、絶えず冷却し続けなければならない超危険な物体であるため、も

し冷却用のパイプが地震で破断したり、津波による停電が起こったりすれば、たちま

ち沸騰して爆発する大事故となる。そのほんの一部が漏れただけで、北海道から東北

地方の全域が廃墟になるほどの大惨事に」広瀬隆

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
「東京電力が隠そうとし、絶対に知られたくないのは、六ヶ所再処理工場の危険性で

ある。この使用済み核燃料とは別に、２４０立方メートルという大量の高レベル放射

性廃液が、六ヶ所タンクに貯蔵されている。この廃液は、全国に降り積もった放射性

物質とは、危険性のレベルがまったく違う。」

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
「工場内の巨大な3千トンプールが、死の灰でほぼ満杯。ここで、われわれに恐怖を与
えるのは、運転を停止していた福島第一原発４号機で使用済み核燃料1331体と、新燃
料204体、合計1535体が貯蔵されていた燃料プールが、電源喪失のため過熱して水素爆
発を起こしたことである。」広瀬隆

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
「（青森県下北半島のつけ根にある六ヶ所再処理工場）溶解した成分を、「高レベル

放射性廃液」と「プルトニウム」と「ウラン」に分離する化学プラントである。ちょ

っとしたミスによって、たとえ地震が襲わなくとも、大爆発するおそろしい工場な

のだ。」広瀬隆

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 

AKIRA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 
@bosoboso34 ほんと、その通りですね。政治を変えるには、先ず移住して、生き残る
のとが、最低条件ですよね。

チェルノブイリ超えてる放射能汚染のある場所で、何やっても無駄！！！！

AKIRA 2024さんがリツイート 
masako @hoppeko · 9月19日 
masakoさんがリツイートしました kazu（北海道）
まず、ここからはじまらないと　平和とかなんとかなどないと思う 
＞kazu（北海道）@kazu8hokkaido
なにはともあれ、平均800Bqの放射能汚染がある首都は捨てようよ。

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

http://www.google.com/search?q=%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85+%E9%9B%87%E7%94%A8%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96%E3%81%B8+%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81%E3%81%8C%E6%96%B9%E9%87%9D&hl=en&gbv=1&filter=0
https://www.youtube.com/watch?v=LV5_xj_yuhs
https://www.youtube.com/watch?v=4bY7i8lMXIk
https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids


（10月９日）　Nearer My God to Thee…

http://85358.diarynote.jp/201510090928078366/

エルとエイリスのいつもの痴話？喧嘩ｗ

2015年10月9日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

（昨夜送信したのが載らなかったみたいなので再度〜☆）

ってか、まんま「杉谷好一と磯原清」…ｗ（＾□＾；）ｗ…

「破壊を恐れてどうする！逆に早く破局を見せてやるのだ。

　そこからでなければ秩序の構築はありえない。」

「あなたは人間のひとつの側面を語っているに過ぎない。

　破局を見ずとも、平和を志向し秩序を育んでいる人間もいる。

　人にはもっと多様な部分が隠されているのです。

http://85358.diarynote.jp/201510090928078366/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201510090928078366/


　誰も、あなたの理想のための道具ではない！」

（出典次項＞）

 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月9日9:53
おや、本文を入れようと思ったら、パソコンがネットに繋がらない…(・_・;)…強風でどっか切れ
たか…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月9日10:09
引っこ抜いて刺し直したら繋がった。

（＾＾；）

０５２８６００。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月10日8:32
ははは…ｗ　曹操と同じこと言ってる…☆

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
日本の歴史をひも解けば、昔からそうだったように「自分の身に何か大変なことが起らないと、

気がつかない。それで、えっ？！と気が付いた時は手遅れな状態」になってる。その典型が、か

つての戦争。そして原発事故による健康被害。そして、この先はTPP　多くの人が騒ぎ出した頃
は手遅れになってる

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510091015071277/

諸葛孔明時の地平線 12 (プチフラワーコミッ

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/201510091015071277/


諸葛孔明時の地平線 12 (プチフラワーコミッ
クス)
2015年10月9日 読書 コメント (1)
　

前項これね。（＾ｗ＾）ｇ

あらためまして、おはようございます。

おや。（＠＠）１０：１０．に、なりました…

３連休の最終日。早朝は風雨はいったん収まっていたので、

８時には起きだして換気しながら小家事…に、
手をつけていたら再びの暴風雨に…☆

台風のせいで外遊びには行かれませんでしたが★

（＾＾；）こんな日に「バイトが休み」の私は、やっぱり強運なんでしょうね…☆

https://www.youtube.com/watch?v=gosY-UrpHcA
Nearer My God to Thee (for 9 cellos) - ThePianoGuys 

…でも何故か？（＠＠；）

悠宙舞さん御推奨の「今朝一曲目」が、これでした…★

本日の予定はパソコンとパソコン以外の机事と、

昨日けっきょく何もやらなかった台所の復旧作業…

出羽！

https://www.youtube.com/watch?v=5mJ08-pyDLg
Bring Him Home (from Les Misérables) - ThePianoGuys 

…あれ…？（＠＠；）？

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=225
http://85358.diarynote.jp/201510091015071277/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4091720021/
https://www.youtube.com/watch?v=gosY-UrpHcA
https://www.youtube.com/watch?v=5mJ08-pyDLg


今度はネット繋がってるのに、ＤＮにアップできない…★

    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月9日10:20
繋がった。（＾＾；）

突風に電波が負けるのかな…？？
 

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


（10月９日）　大魔王エル様が（？）全文、消しやがった…ッ！ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201510091125435418/

（「台風」被害？復旧ｗ）ふくいちに次々に大きな波が押し寄せ

てる／早いと食事中に破壊線の影響がでてすぐに意識が破壊され

ます。

2015年10月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
2015年10月8日 16時20分
第三管区海上保安本部 発表「緊急情報：新島南方において、10月9日の07時00分か
ら17時30分までの間、防衛省による飛しょう体発射試験が実施されます
」

http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/dtl/emr/0300_20151008155119136_WE_199_EME.html
…
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/652250659941560320/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 22時間22時間前 
いま、ふくいちに次々に大きな波が押し寄せてるよ、ただの高潮？

2015.10.8 13:50頃

https://www.youtube.com/watch?v=rR94NDIfGmA&list=PL7496CDCFFD1B83AC

http://85358.diarynote.jp/201510091125435418/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510091125435418/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151009/85358_201510091125435418_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151009/85358_201510091125435418_2.jpg
http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/dtl/emr/0300_20151008155119136_WE_199_EME.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/652250659941560320/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=rR94NDIfGmA&list=PL7496CDCFFD1B83AC


Michael Meets Mozart - 1 Piano, 2 Guys, 100 Cello Tracks - ThePianoGuys 

だ〜っ！（＞＜＃）！全文！消えやがった…ッ！！

（「記憶スケッチ」で、復元…っ！）
（貼ってた曲は忘れたのでテキトーに差し替えます…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=9fAZIQ-
vpdw&feature=iv&src_vid=rIBRcQdzWQs&annotation_id=annotation_703631
All of Me (Jon Schmidt) - ThePianoGuys 

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10月09日（金）【当日】
01:00 0.041 0.039 0.040 6 
02:00 0.042 0.039 0.040 6 
03:00 0.042 0.041 0.042 6 
04:00 0.043 0.041 0.042 6 
05:00 0.048 0.042 0.045 6 
06:00 0.052 0.049 0.051 6 
07:00 0.054 0.051 0.052 6 
08:00 0.053 0.049 0.051 6 
09:00 0.051 0.047 0.049 6 
10:00 … 
11:00 …

https://www.youtube.com/watch?v=jzF_y039slk
Over the Rainbow/Simple Gifts (Piano/Cello Cover) - ThePianoGuys 

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 23 分23 分前 
"makoto_cat: いま目の前で男の人が痙攣しながら、ぶっ倒れたから小田急とまってる
。びっくりした。怖かった。

なんか具合悪いっていうより、目がすわって涎垂らして呻いてるから、薬中かな........"
10080848

https://www.youtube.com/watch?v=9fAZIQ-vpdw&feature=iv&src_vid=rIBRcQdzWQs&annotation_id=annotation_703631
https://www.youtube.com/watch?v=jzF_y039slk


#昏倒線
意識が遭難

運転手不在の時、体はどうなる？

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 48分48分前 
今日の犬吠埼 10/9 11:00 晴れ
2015の紫色
1回目 7.9〜7.20
2回目 8.28〜9.7
3回目 9.13
4回目 9.19
5回目 9.29〜10.7
カメラ→http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/652303404828483584/photo/1

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 57分57分前 
"nishimoka0404: 茨城県 県西 桜川 筑西などでおたふく流行あります。
学級閉鎖の報告も多数あります。

そんな中タイミング悪く武田 ムンプスワクチンの検定遅れ欠品のため接種希望者もで
きない状態"
#免疫線
誰もわからない汚染はひたすら秘密保護

ひたすら破壊する

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 1 時間1 時間前 
名無し：10/09 08:00
http://www.jrafi.jp/50th%20kaisetsu12.pdf …
ジャガイモ（への放射線）の照射で、ジャガイモに傷がある状態で照射するとジャガ

イモが腐るという現象。食品が腐りやすい場合には、収穫時に発生した傷に照射を受

けて、傷口から腐ってゆくという内容が見当つく

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 
tk_mru: そば食ってたら横に座ってた人痙攣しだして俺が救急車呼んで救急車来たなう
"
#昏倒線
20150828

http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/652303404828483584/photo/1
http://www.jrafi.jp/50th kaisetsu12.pdf


20150828
早いと食事中に破壊線の影響がでてすぐに意識が破壊されます。

血中のミネラルが原因か

要検証

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 
"pla_vmelo: 電車内で発車待ってたらOLっぽい人が急に倒れて、全身痙攣し出す事案
発生。駅員さん呼んだら担架で運ばれていったけど大丈夫だろか

10090854
#昏倒線
意識の強制終了

いつ、誰が、どこで

襲われるか？

エラー。つまり過ちが積み重なった人ほど早くくるだろう

AKIRA 2024さんがリツイート 
フィリピン大好き旅行＠相互フォロー @ph_premiumclub · 1時間1時間前 
手足口病：年初から９月19日までの発症件数が1867件となり、昨年同期の約４倍に

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
これ世界中にトップニュース扱いで配信されるんだね。

日本では報道したのかな？（甲状腺ガン：通常の20〜50倍）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/652270308334768128/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
さかなちゃん☆ウクレレ歌人←β崩壊 @sakana20001 · 4時間4時間前 
意外と少ない気がしてしまうなんて私麻痺してるんですかね。RT《都心の川　東証近
くセシウム４５２ベクレル検出　残る汚染　日本橋川　下流ほど高濃度》（東京

新聞） https://twitter.com/roro101577/status/652221615787278336 …
https://twitter.com/roro101577/status/652221615787278336/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
＜猛反発＞最終処分場の現地調査、宮城で住民と衝突！住民が道路を封鎖して阻止！

環境省が調査を断念へ！

http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/104.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/652270308334768128/photo/1
https://twitter.com/roro101577/status/652221615787278336
https://twitter.com/roro101577/status/652221615787278336/photo/1
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/104.html


国道６号清掃ボランティアを実施します　（福島県楢葉町）　

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/905.html …
緩慢なる地獄の自殺志願者はどうぞ

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
「戦前の日本が朝鮮で行った植民地統治目的の教育制度を、自国の国民に対して行う

政策：山崎 雅弘氏」　
http://sun.ap.teacup.com/souun/18527.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 
飯舘の幼稚園、小中学校　２９年４月村内で再開

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/10/post_12320.html …
飯舘村は全村が平米数千万ベクレルという恐ろしい汚染

チェルノブイリでは平米148万ベクレルを超えた地域を永久立入禁止指定地にしている
強制移住基準は平米55万ベクレル以上だ

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8 時間8 時間前 
最も怪しいのは今年5月
夜のF1沖に出現したイカ釣り（☜ではない）#ちきゅう に似た調査船‥
http://twitter.com/ST0NES/status/606093012322492416 …
http://twitter.com/ST0NES/status/595594582580047872 …
海底を掘削してF1を沈める準備してたのか？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
その辺りでしょうか。東電は何か隠すように幾度かコンクリートで固めてま

すhttp://twitter.com/ST0NES/status/652177688841469952 …。@jumpilikeyou
ふくいちに次々に大きな波が押し寄せてるよ、ただの高潮？

2015.10.8 13:50頃

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
2014年6月http://twitter.com/ST0NES/status/482384414513451008 …
それは海底の何を隠すため？2012年5月@katsu232【福島第一原発】12〜18日の1週間
、事故収束作業で1〜4号機前の専用港内の海底に粘土とセメントを混ぜた固化剤を
まき、積もった放射性物質を閉じこめる作業が完了…

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【北海道美幌町の住宅街で浸水 自衛隊が救助活動】
北海道のオホーツク海側にある美幌町によりますと、３０９世帯が住む日の出地区の

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/905.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/18527.html#readmore
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/10/post_12320.html
http://twitter.com/ST0NES/status/606093012322492416
http://twitter.com/ST0NES/status/595594582580047872
http://twitter.com/ST0NES/status/652177688841469952
http://twitter.com/ST0NES/status/482384414513451008


北海道のオホーツク海側にある美幌町によりますと、３０９世帯が住む日の出地区の

広い範囲が水につかったため、自衛隊や消防がボートなどを使って取り残された住民

の救助にあたりました。

http://nerv.link/dh9VFR

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【網走・北見・紋別地方 警報情報 2015年10月08日 23:59】
次の地域に警報が発表されています。

［網走西部］大雨・洪水・波浪・高潮

［網走東部］大雨・洪水・波浪

［網走南部］大雨・洪水

［北見地方］大雨・洪水

［紋別北部］大雨・洪水・波浪

［紋別南部］大雨・洪水・波浪

sa360 @sa3605 · 11時間11時間前 
２０１５年１０月９日電磁波人工台風２３号の残像レーダー画像の１です。台風の中

心に電磁波照射の横波がしっかり記録されています。雲は日本海側、北海道、関東、

静岡に濃いものがあります。福一の放射能汚染はこのように操作され全国に拡散危険

注意。 
https://twitter.com/sa3605/status/652140319643844609/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 11 時間11 時間前 
「核実験と原発事故は違うと思われがちですが、まったく同じ200種以上の放射性物質
が11年3月から6月にかけて首都圏でも大量に降り積もっています。あの事故のとき、
私が観察しても、多くの人はほとんど無防備でした。

いまがちょうど病気の潜伏期の最後の段階です。」広瀬隆

neko-aii @neko_aii · 12 時間12 時間前 
2011/8
浪江町赤宇木地区（福島第一原発から約25km）で野生のウグイス捕獲
ウグイスでは見たこともないおできが見つかった

これまで350羽あまりを捕獲した経験ある准教授が驚くほどの病状
このウグイスには血液原虫も寄生していた

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/405ba36e03ea76aed7de67a9ae150748 …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 13時間13時間前 
名無し：2015/10/08(木) 22:46 ID:XXXXXXXX

http://nerv.link/dh9VFR
https://twitter.com/sa3605/status/652140319643844609/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/405ba36e03ea76aed7de67a9ae150748


相馬ミルキーエッグ販売 地元米や野菜の飼料で美味に 菊地将兵さん
県内ニュース | 福島民報 https://www.minpo.jp/news/detail/2015100725836 …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 13時間13時間前 
名無し：2015/10/08(木) 22:49 ID:XXXXXXXX
FRCSRJP
おたふくかぜ、首都圏で流行の兆し－埼玉の一部で注意報レベル

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151008-00000005-cbn-soci … …
東京87%増
埼玉県68%増
千葉県53%増
いずれも前週比

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
(2011/9 虔十の会)
【東京都八王子市】高尾山を計測

清滝駅ケーブル：0.23μSv／h
虔十ガイドでよく訪れる

琵琶滝上のモミの巨木のベンチ：0.25μSv／h
6号路から山頂へ上る飛び石の沢筋：0.27μSv／h
★特に落葉が多い所、落葉がたまっている水場は危険

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
（チェルノブイリ原発周辺住民の急性放射線障害に関する記録）より

頭痛，急な衰弱，吐き気をともなう患者の30％以上に
自律神経失調症と呼ばれる症状

おう吐，腹痛，めまい，食欲不振，心臓部の痛み

口内の乾きや苦み，10%程度
神経・循環系失調（自律神経失調＋心臓部の痛み）13％

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
2012年3月4日 NHKニュース
原発から西に

およそ１０キロの双葉町石熊と、

北西におよそ２５キロの

https://www.minpo.jp/news/detail/2015100725836
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151008-00000005-cbn-soci


北西におよそ２５キロの

浪江町天王山で集めた落ち葉から、

それぞれ１キログラム当たり

４４４万ベクレルの放射性セシウム検出

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
"asoArchitect 2011-12-30 
岡田克也 議員・・・生放送のラジオ番組に出演。
リスナーからの質問

「福島の子供を、なぜ避難させないのですか？」 
岡田議員「お金が掛かるから...」 
噂では聴いて いたけど、リアルに聴くことになるとは"

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 14時間14時間前 
経済的に苦しい家庭の給食費や学用品代などを補助する就学援助について、生活保護

基準引き下げに伴い援助対象を厳しくした自治体が２７あった→

　http://www.jiji.com/jc/zc?k=201510/2015100600826 …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
2012-03-28
岩手、宮城、山形、福島、群馬の５県で製造された

ストーブ燃料のペレットを燃やしてセシウム濃度を調査

宮城県のペレットの灰から７４００Bq／kg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a880b6ef3b2f24dac51f13bb7c1cab62 …
強い火力で長時間燃焼し続けると濃度が高くなる

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【美幌町の避難勧告を避難指示に】

北海道のオホーツク海側にある美幌町は町内を流れる美幌川の水位が上昇し氾濫する

おそれがあるとして、日の出地区と美芳地区の合わせて503世帯、1029人を対象に出し
ていた避難勧告を、午後8時、避難指示に切り替えました。

…美幌のお野菜は美味しいのに…
（ＴＴ；）

…収穫期に、ベクレ雨で水没だなんて…ッ★

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201510/2015100600826
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a880b6ef3b2f24dac51f13bb7c1cab62


https://www.youtube.com/watch?v=mJ_fkw5j-t0
Beethoven’s 5 Secrets - OneRepublic (Cello/Orchestral Cover) - ThePianoGuys 

AKIRAさんがリツイート 
ベクレーヌ八千代 @bqn_yachiyo3 · 21 時間21 時間前 
福島から移住した人に聞いた話⇒「送らなくていい」と言ってるのに毎年福島からり

んごを送ってきた友人から今年はりんごを送らないと言われた。電話で話を聞くと「

人がバタバタ死んでるし、病人も多い。本当にここに住んでいて大丈夫なのか心配

になっている。もうりんごは送らない。」

amaちゃんださんがリツイート 
Sandar @SandarHax · 10月7日 
島尻あい子氏が５年前に「辺野古移設はありえない」と述べている動画。

そして彼女は選挙で選ばれ、その後その意見を翻して「辺野古新基地推進派」に転

じる。

彼女が沖縄県民から批判されているのは県外出身者だからではなく「嘘つき」だから

。

https://youtu.be/TMbigtH7OWU

AKIRA 2024さんがリツイート 
壱与 @iyo_114oo · 10月7日 
手足口病かかってる間いろいろ調べたら、「爪まで剥けます！」って書いてあって、

？？だったけど１ヶ月して意味がわかったよね。

今まさに爪が根本から剥がれまくってるよ！

AKIRA 2024さんがリツイート 
yumaal @Yuma_al · 10月6日 
ちなみに保育園では手足口病と溶連菌とマイコプラズマが出てる。全部大人も罹るよｶ

ﾞｸﾌﾞﾙ

amaちゃんださんがリツイート 
命最優先・大山弘一 @Anti_Jigokudama · 9月11日 
福島市20人
いわき市24人
郡山市26人
南相馬市4人、、、

https://www.youtube.com/watch?v=mJ_fkw5j-t0
https://youtu.be/TMbigtH7OWU


誰も騒ぎませんね

太郎議員は何か？

共産党は？

社民党は？

一巡目で何もなかった子供が

二巡目で10人も癌になって転移しているって？
https://twitter.com/Anti_Jigokudama/status/642273249175298048/photo/1
頭がおかしくなりそうです。

それでも人類は、生かすに値する。と、思うよ…☆

https://www.youtube.com/watch?
v=JZPSV78iQxg&index=3&list=PLh8zLZtezyRHcTfBprsHCibfCfIjRG4jc
Jackson 5 and Bach were funky way before Bruno Mars’ Uptown Funk! - "I Want You Bach" -
ThePianoGuys

　↑　…を、貼ろうとした瞬間、
大魔王エル様が（？）全文、消しやがった…ッ！ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?
v=PrLoWt2tfqg&index=5&list=PLh8zLZtezyRHcTfBprsHCibfCfIjRG4jc
Over A Thousand People Came Together To Break a Record And Bring This Moving Christmas
Hymn To Life 

https://www.youtube.com/watch?v=17GLE-
16_3g&list=PLh8zLZtezyRHcTfBprsHCibfCfIjRG4jc&index=6
Ants Marching/Ode To Joy - 4 Guys, 3 min, 2 cellos, 1 piano - ThePianoGuys 

１１：２４現在、札幌はかなりの某夫婦…、（＠＠；）…

もとい、暴風雨です…

…「かなり某夫婦」って…コレ（図３）…？？？ｗ

https://twitter.com/Anti_Jigokudama/status/642273249175298048/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=JZPSV78iQxg&index=3&list=PLh8zLZtezyRHcTfBprsHCibfCfIjRG4jc
https://www.youtube.com/watch?v=PrLoWt2tfqg&index=5&list=PLh8zLZtezyRHcTfBprsHCibfCfIjRG4jc
https://www.youtube.com/watch?v=17GLE-16_3g&list=PLh8zLZtezyRHcTfBprsHCibfCfIjRG4jc&index=6


（たしかに「台風級」だな…ｗｗｗ）

…いや、ピアノはいつから、打楽器や撥弦楽器になったんだ…？？？
https://www.youtube.com/watch?
v=0VqTwnAuHws&index=8&list=PLh8zLZtezyRHcTfBprsHCibfCfIjRG4jc
One Direction - What Makes You Beautiful (5 Piano Guys, 1 piano) - ThePianoGuys 

amaちゃんだ @tokaiamada · 1 時間1 時間前 
付近の路上に季節外れのヘビの轢死体がありませんか？

カラスが激しくガーガーと鳴いていませんか？

ペットが、ひどく落ち着きがなくて凶暴になったりしていませんか？

見たこともない珍奇動物が轢かれていませんか？

何か得体の知れない不安を感じていませんか？

巨大地震が近づいている証拠です

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
ネット情報伝送スピードが非常に落ちている

普段の数倍かかる

これは危険な前兆

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
小出裕章氏の講演から

出力１００万ｋｗの原発で毎日燃やすウランの量は３キロで

広島原爆（核分裂したウランは８００ｇ）３〜４発分。

日本では今日まで

広島原爆１１０万発分の核分裂生成物を生み出した。

事故がなくても原発は悲惨なのだ。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b799f205069301f1c196fc90ddd84827 …

https://www.youtube.com/watch?v=DRVvFYppU0w&list=PL7496CDCFFD1B83AC&index=2
Moonlight - Electric Cello (Inspired by Beethoven) - ThePianoGuys

https://www.youtube.com/watch?v=QgaTQ5-XfMM

https://www.youtube.com/watch?v=0VqTwnAuHws&index=8&list=PLh8zLZtezyRHcTfBprsHCibfCfIjRG4jc
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b799f205069301f1c196fc90ddd84827
https://www.youtube.com/watch?v=DRVvFYppU0w&list=PL7496CDCFFD1B83AC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QgaTQ5-XfMM


Christina Perri - A Thousand Years (Piano/Cello Cover) - ThePianoGuys
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月9日12:24
札幌の気象警報を解除しちゃったのは、あきらかにフライングですよ…

今、ものすごい、「某夫婦級」な暴風雨です…

（寝よッ）

 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151009/85358_201510091125435418_3.jpg


（10月９日）　ごはん食べて、歯磨いて、漫画読んで、寝ますぅ…

http://85358.diarynote.jp/201510092301095087/

東京空気が変で体調不良者が激増／福島の甲状腺がん発生率50倍
／「事故直後に安定ヨウ素剤を飲ませておけば、これから起きる

発生は半分くらいに防げた」。

2015年10月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

koちゃん(関東→奈良→) @Tommy0827n · 3分3分前 
アベのすべきこと。

『福一は日本人だけではどうにもなりません、お力を貸してください！』

と世界に土下座してお願いにまわることだろうが。

amaちゃんださんがリツイート 
伊藤隼也 @itoshunya · 5時間5時間前 
新聞報道によれば福島医大の関係者は飲んでいたが、なぜ子ども達への服用を止めた

のか！日刊ゲンダイ|福島の甲状腺がん発生率50倍…岡山大・津田教授が警告会見
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/165762 …事故直後に安定ヨウ素剤を
飲ませておけば、これから起きる発生は半分くらいに防げた」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
ニューヨークタイムズもトップページ扱い

（子供の甲状腺ガン：通常の20〜50倍：http://www.nytimes.com ）
.https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/652333403707080704/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/652272679303512066 …
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https://www.youtube.com/watch?v=zF26jtMA9U0
Acoustic Curves:By Animusic

おばんです。

期せずして、

２２：２２です！

　！（＠ｗ＠）！

『宇宙史』の死霊査業…もとい…

（＾＾＃）…資料の！複写整理。
作業が、ようやく「コレの前」

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=243

まで、進みまして…（＾＾；）

今日は「狭小借室」から一歩も嵐の外へ出ず、家事だけはちょこっとやって、

非りあ充実しまくり〜？の、まぁ、良い３連休の最終日では、ございました…

さて？あんはっぴー充満リアル世界は、どーなった…？？

https://www.youtube.com/watch?v=177V7wMVuEE
Steampunk Spider Band performs Electrorachnid Soda Pop
- Animusic style Animated Music Video 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 49分49分前 
10月09日：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。天候不良の
ため噴煙状況不明

：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20151009210025_503.html
…）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/652467492325953536/photo/1
17時25分ごろ：9月14日以降、最も規模の大きな噴火 

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 4 時間4 時間前 
@tokaiamada 【放射能】　韓国紙「日本産のタバコからセシウムが検出された」
　http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2015/10/09/2015100900883.html …
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命最優先・大山弘一 @Anti_Jigokudama · 4時間4時間前 
命最優先・大山弘一さんがリツイートしました ICRP勧告bot
甲状腺がん多発137人にもかかわらず、根拠も示さず「考えにくい。」と検討委員会座
長（福島県医師会副会長、元官僚）

国は帰還政策一辺倒で、避難住宅を取り上げる。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
インドネシアで大規模な森林火災

周辺の国も深刻な大気汚染になっていて、健康被害を起こすレベル、軍隊2万人以上動
員してもダメで、8日に日本にも支援の要請がきてますね
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/652340077075369988/photo/1
BBC：http://www.bbc.com/news/world-asia-34472085 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 10時間10時間前 
フクイチの放射能カバーを全面的に外せば、どれほど恐ろしいことが起きるか

世界中の専門家が口をあんぐり開けて見守っている

日本政府と東電は、日本国民に対する緩慢なる大虐殺行為を始めている

amaちゃんだ @tokaiamada · 10時間10時間前 
フクイチのカバーを解体したことで台風の戻り風に乗って飛んでくる可能性のある危

険核種は

①プルトニウム　測定は困難

②ウラン２３９系列　２３５アクチニウム系列

③セシウム・ストロンチウム

セシウム以外、ほとんど測定は無理

高級なマスクで防御必要

宇宙天気ニュース @swnews · 12 時間12 時間前 
[記事] 700km/秒台の高速太陽風が続いています。磁気圏の擾乱も続いています。
http://swnews.jp #swnews

本物黒酒 @honest_kuroki · 14 時間14 時間前 
@178kakapo @hanamedo00 私も3・11で被災し、福一で家族が被曝し、日本を脱出
した難民。

日本人難民を応援するためにコラージュ作りました。シェアしてください。 
https://twitter.com/honest_kuroki/status/652281049435631616/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s
いのちの祭 (The Festival of Life) 
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…あれ…？これ、【ツイッタから】消えた…？？

amaちゃんださんがリツイート 
命最優先・大山弘一 @Anti_Jigokudama · 11時間11時間前 
★小児甲状腺癌137人は氷山の一角
成人発生数は小児の

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

命最優先・大山弘一 @Anti_Jigokudama · 5時間5時間前 
★小児甲状腺癌137人は氷山の一角

成人発生数は小児の６倍‼�
身近に

腫瘍径１ﾐﾘの甲状腺癌摘出した成人

医大発表の最小腫瘍径が5.1㍉
●５ﾐﾘ以下は診断せず

県支援金支出

●B判定二次検査済1,835人に異常
防衛詐術

https://twitter.com/Anti_Jigokudama/status/645864794600312832/photo/1

「切れた」のは、機種依存文字多用のせいらしい。

（＾＾；）でも、元記事あるけど、ama氏のリツイは消えてる…。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10月4日 
昼はさんだ幾つかのツイートでフォロワー減ったな。

http://twilog.org/ST0NES/date-151004/allasc-nort#d151004 …
今まだ認められないんだな。3.11以前からの核汚染。
そして3.11以降に拍車がかけられた、この国の核汚染の事実も。
今まで通りを捨てられないヒトはフォロー外してください。さよなら。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10月6日 
放射能汚染の情報に関しては色々と妨害ある。

http://twitter.com/ST0NES/status/650235358337077248 …
これも。#内部被曝。
ふつうに検索。見える。

http://twitter.com/search?
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q=%E5%86%85%E9%83%A8%E8%A2%AB%E6%9B%9D&src=realtime=default&f=tweets
…
このアカウントで検索。

http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E5%86%85%E9%83%A8%E8%A2%AB%E6%9B%9D&src=realtime=default&f=tweets
…
なにも出ない。なんで？

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10月6日 
検索にフィルターかけられてる？4月以降から？
どこか核心に触れてるのか‥過去㏒#内部被曝
http://twilog.org/ST0NES/search?
word=%E5%86%85%E9%83%A8%E8%A2%AB%E6%9B%9D&ao=a&order=allasc&page=25#cal
…
http://twilog.org/ST0NES/search?
word=%E5%86%85%E9%83%A8%E8%A2%AB%E6%9B%9D&ao=a&order=allasc&page=26#cal
…
http://twilog.org/ST0NES/search?
word=%E5%86%85%E9%83%A8%E8%A2%AB%E6%9B%9D&ao=a&order=allasc&page=27#cal
…
http://twilog.org/ST0NES/search?
word=%E5%86%85%E9%83%A8%E8%A2%AB%E6%9B%9D&ao=a&order=allasc&page=28#cal
…

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 10月7日 
@ST0NES ツイート全てダウンロードすることができます。
http://twitter.com/ST0NES/status/605753467655749632 …
4ヶ月前より内容が更新されてる。今日またここへロードしておく。
誰の何に役立つか‥いつ消されるか判らない。ご自由にどうぞ。

http://mindresolve.up.seesaa.net/image/ST0NES151007.csv.gz …

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
ひさびさにブラウザがクラッシュされた。旧いノートからアクセスしてる。これをル

ーターに代用してwin7で接続してるわけだが‥IPアドレス新規で拾いなおせば大丈夫
。ただ9月下旬からIME辞書機能もオカシクなり完全な復旧まで時間かかりそう。あと
オトトイあたりから線量が上昇気味。注意。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 11時間11時間前 
ごきげんよう。

さようなら。

またいつか逢いましょう。

おげんきで。
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きょうここへ命あることに感謝。

…ほかの人たちのツイが殆ど途絶えていて…

bit.lyさんは唐突に「さようなら。」…？？

？？…||||（＠＠；）||||…？？？？…

https://www.youtube.com/watch?v=t37hqA88t38
神々の詩 (Poetry of The Gods)
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月9日23:12
しまった消えやがった…（－－＃）…

さっきから変換機能も変だし…

切れたところも変だし…

ナニゴト…？？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月9日23:36
０５２

８７００．

消えたの復元できるやつは拾いなおして、ついでに増やしました…

自炊ごはん食べて、歯磨いて、漫画読んで、寝ますぅ…
 

https://www.youtube.com/watch?v=t37hqA88t38
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（10月10日）　「磯原清の誕生日」で、日本国植民地「オキナワ」の、戦争忌念日…
。　我が世の（＾ｗ＾）ｇ　春♪

http://85358.diarynote.jp/201510100834214610/

A L V A　 M A R　... ？
2015年10月10日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=I_cSKgiDYLo
アルヴァマー序曲　Ａlvamar Overture
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510100853426973/

10月4日ロシア・サハリン数百万の魚の死骸が／東北、関東、「
消滅都市」／生き残れない土地から移動しましょう。

2015年10月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8時間8時間前 
【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

http://85358.diarynote.jp/201510100834214610/
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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。

AKIRA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 
遅かれ早かれ、東北、関東の初期被曝のあった

地域は、「消滅都市」ですよ。

いま、病気でなくて動けることがどれだけ

幸運な事か！

何れ移住しなければ、生き残れない土地から

直ぐに、移動しましょう。 

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 22時間22時間前 
野呂美加さん　

子供の体調不良は0.07μSv/hから出るし、
1μSv/h以上の場所には、
野呂さんたちは一分以上いないようにしている。

チェルノブイリの線量は、

東京の皆さんが思っているよりずっと低い

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/dd14956e16de179e1e17f3932af0deda …

AKIRAさんがリツイート 
新聞読むな！小沢一郎・亀井静香日本救え！ @lllpuplll · 2013年6月11日 
放射能が難しくてよくわからない人は、この図表だけでも見てください。 
https://twitter.com/lllpuplll/status/344476674123001857/photo/1

おはようございます。０８：１５。

１０月１０日です。

「磯原清の誕生日」で、日本国植民地「オキナワ」の、戦争忌念日…。

https://www.youtube.com/watch?v=qqprM9t-ZrM
2010年度課題曲(Ⅲ)　吹奏楽のための民謡「うちなーのてぃだ」 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/dd14956e16de179e1e17f3932af0deda
https://twitter.com/lllpuplll/status/344476674123001857/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=qqprM9t-ZrM


amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
米軍は「共産主義からアジアを守る」を口実に、トンキン湾事件をでっちあげベトナ

ムの人々に対する猛烈な殺戮破壊戦争を行った

クラスター爆弾、ナパーム爆弾、白リン弾、ダイオキシン枯葉剤散布など極悪の限り

を尽くして殺戮しベトナムに敗北した

http://www.liveleak.com/view?i=b9c_1444341274 …

６時に起きて洗濯と洗髪して二度寝して、

換気しながら洗濯ものは室内干しにして、

きのう炊いて野菜はあっという間に食べつくしてしまったいつもの「魔女鍋」の、意図的に３分

の２は残してある肉の上にまた根菜とキャベツまる１個を刻んで載せて、蒸し煮にしながらパソ

コン…

我が世の（＾ｗ＾）ｇ　春♪

ってことで、情報チェックの時間はあと３０分ほどになりました。

札幌は１６℃。強風。

暖かく汚染の少ない南西の美味な風が吹き込んできております…♪

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
2015年10月10日（土）【当日】
01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00 
07:00

https://www.youtube.com/watch?v=ADRoF2mEBlc
2010年度課題曲(Ⅱ)　オーディナリー・マーチ 

http://www.liveleak.com/view?i=b9c_1444341274
https://www.youtube.com/watch?v=ADRoF2mEBlc


Blue Sky Tokyo @blueskytokyo · 37 秒37 秒前 
高速常磐道を走った。福一原発近くになると放射線量が急増し、車を止めるな、窓を

開けるな、何があっても外へ出るなという厳しい現実がある。こんな危険な町にした

のは誰か？田畑は荒れ放題、汚染残土の真っ黒い袋が山となって積まれていた。袋の

捨て場もない呆れた原子行政だ。再稼働は日本の恥晒し。

amaちゃんだ @tokaiamada · 6 分6 分前 
今度は男子にまで殺人ワクチンを接種するつもりか？

http://www.asahi.com/articles/ASHB35T4FHB3ULBJ00N.html …

amaちゃんださんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro · 41 分41 分前 
福島の子どもの甲状腺がんは事故前の６０倍超／ 判断材料示さず帰還を促進する国
http://bylines.news.yahoo.co.jp/masanoatsuko/20150717-00047604/ …　福島だけじゃ
ないんだってば。同じ汚染状況の福島県外の汚染市町村は６０以上あって健康調査す

らしてもらえない　　http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18813 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 43分43分前 
政府も議員も役人も馬鹿しかいない

もう日本国家の将来など、どこにも存在しない

被曝の意味を理解できない日本国は潰れてしまうだろう

日本民族も終わり　日本列島には外国から莫大な数の移民が来る

弱肉強食、阿鼻叫喚の恐ろしい社会がやってくるだろう

amaちゃんだ @tokaiamada · 46分46分前 
私が何度も書いてきたことだが、妊娠可能女性の被曝の結果、20年後には日本国民の
数割が知的障害者・障害者になる

能力がないとなじられて、悲惨な運命に墜ちる人たちが激増する

みんな、まるで分かってない

http://www.asahi.com/articles/ASHB97FB3HB9PTFC017.html …

有志連合 加盟 は違憲 コスタリカ村 @costarica0012 · 51 分51 分前 
フクイチで働いた人の話。

フクイチで働いたこと、誇りなんてない。後の祭り(後悔)だった。
ボロボロの体にされ解雇されて、労災認定を求めて闘わされ

http://yujinfuse.blogspot.jp/2015/01/f.html 
福島や汚染地域へのボランティアもですよ。みませ屋の城下さんは、がんでなくなっ

http://www.asahi.com/articles/ASHB35T4FHB3ULBJ00N.html
http://bylines.news.yahoo.co.jp/masanoatsuko/20150717-00047604/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18813
http://www.asahi.com/articles/ASHB97FB3HB9PTFC017.html
http://yujinfuse.blogspot.jp/2015/01/f.html


たよ。

amaちゃんださんがリツイート 
日刊ゲンダイ @nikkan_gendai · 1時間1時間前 
【社会】トンデモ勧誘発覚 中学のトイレットペーパーに「自衛官募集
」http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/165758 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
安倍母のコネで入閣？ 加藤1億総活躍相の詐術指南がエグい！「国民を国家に奉仕させ
るため『家族』を使え」

http://lite-ra.com/2015/10/post-1568.html …

amaちゃんださんがリツイート 
朝日新聞社会部 @Asahi_Shakai · 3時間3時間前 
厚労省によると、日本の子どもの貧困率は１６・３％で過去最高を更新しているそう

です。一人親世帯に限ると、５４・６％にも。子どもの貧困問題解決の糸口を探りま

す→→保護された姉妹、１カ月ぶり入浴　親子が月４万円で生

活http://www.asahi.com/articles/ASHB97FB3HB9PTFC017.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
反対派住民叫び議場騒然　「議長、退場させい！」と議員が一喝　伊方原発再稼働を

町議会容認(なぜか産経のみ混乱を報道)
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/110.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
この数日間、パソコンのデータ伝送スピードが大幅に落ちている

これは電磁波ルータが伝送データのベリファイを繰り返すために起きる電磁波障害の

一種で、地震前兆として極めて危険なもの

ＨｉＴａｋａ @toy2bkk · 7時間7時間前 
ＨｉＴａｋａさんがリツイートしました Fibrodysplasia
これは普通に稼働した結果。福一が継続中の我が国ではどうなるか？チェルノブイリ

を参考にすると運命の５年後迄あと半年程。最近のＣＭで除菌力UPの洗剤とか多い。
免疫力が落ちてるのか？勘繰る。

#tera1134 @tim1134 
＞Fibrodysplasia@Fibrodysplasia
　 国中に原発があって、依存率も70%と高いフランスで、癌が死因の一位となるのは

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/165758
http://lite-ra.com/2015/10/post-1568.html
http://www.asahi.com/articles/ASHB97FB3HB9PTFC017.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/110.html


当たり前だなあ。ワインのせいではない。フランス終わってる。＞2004年にはフラン
ス都市部で50万9804 人が死亡 。死亡の30％は癌で、肺癌、大腸癌、白血病 の順。続
いて29％を占めるのが心血管系の病気

長岡義幸 @dokuritukisya · 8時間8時間前 
余談。田舎から避難してきた人が国道６号線を「６号国道」とか「６国（ろっこく）

」と呼ぶのを聞いて、そういえばそうだったと思い出した。福島第一原発は１Ｆ（イ

チエフ）、第二原発は２Ｆ。これも倒置表現。東京では「福１（フクイチ）」。呼び

方ひとつで地元目線か東京目線かがわかるような……。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
さんまは「どこの海域を泳ぎまわる回遊魚」で、時期によって、どこで水揚されるの

かを調べた方がいい。ちゃんと調べた人なら、もうかれこれ４年間は食べてないでし

ょうね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
10月08日に海外のメディアに対する岡山大学の記者会見
さっそく9日の海外メディアは「福島原発事故による放射能で子供の甲状腺癌は通常
の20〜50倍になってる」と全世界でトップニュース扱い。その日本では芸能人の結婚
の話題で持ちきりだ。

neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
2011/07/26
福一が逝ったのは

地震で配管が折れまくったのもあるけど

復水器が作動した時に「脆性遷移温度」を下回り、

炉そのものがピキッと破損した可能性高い

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a6a72e69bf029fb2c910c8550f33cc7f …

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
10月7日　
テキサス州ブライアンビーチに無数の魚の死骸が漂着。

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
10月4日　ロシア サハリン
数百万の魚の死骸が打ち上げられる。

https://www.youtube.com/watch?t=61&v=R2b8aXHyZy4 … 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a6a72e69bf029fb2c910c8550f33cc7f
https://www.youtube.com/watch?t=61&v=R2b8aXHyZy4


cmk2wlさんがリツイート 
FBHL @fbhl3104 · 10月8日 
水式の追加報告。水式制作以前の先週、天気が大荒れで鼻の粘膜が完全にやられてし

まい点鼻薬も効かなくなってしまうほど。今日も北海道は大荒れで強風でしたが一日

中水式を回していたところ、一度も点鼻薬を使うこともなく鼻はスッキリ通ったまま

。本当の話。

AKIRAさんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 10月8日 
これを犯罪と言わずして何と云う！

↓

【近すぎ】福島第一原発の３０キロ圏内でふたば未来学園高開校！小泉進次郎やAKB
秋元康らが参加！政府全力支援！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6112.html …
西田敏行、乙武洋匡、谷川俊太郎も開校協力 
https://twitter.com/xciroxjp/status/586179746746142722/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
きのこ組　組長 @kinokokumi · 10月6日 
微生物の自然の生態系を 
壊しているやつらは

原発村と医療マフィアである。

https://www.youtube.com/watch?v=3_jt7W1ylFI
2004年度課題曲(Ⅱ)　エアーズ 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
「国民は飢え死にする」

今の日本では想像すらできないけど、たかだか70年前。戦争体験者に聞くとわかるけ
ど「お米が無い。」　当時の日本ですら、そんな状態なのに、食材の多くを海外に頼

るような状態になったら、あまりにも無防備。命をつなぐ「食材」を自国で十分に生

産していない状態は危険です

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-6112.html
https://twitter.com/xciroxjp/status/586179746746142722/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=3_jt7W1ylFI
https://www.youtube.com/watch?v=9AxRtw0iqew


https://www.youtube.com/watch?v=9AxRtw0iqew
ラッキードラゴン第五福竜丸の記憶

 
 
 
 



（10月10日）　アルパカさんが居なくて淋しい。(;_;)　でも、ミニサイズ大魔王サマ
と天使ちゃんとノギス君は居る♪

http://85358.diarynote.jp/201510101543249616/

消える地震情報の謎。(-_-#)
2015年10月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

写真と本文は

全く関係ありません。(^_^;)

10時18分の震度２の
地震情報は何処へ消えたんだ？

(-"-;)

揺れたけど、原因は、

地震じゃなかった…ていう話？

(-_-#)

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月10日15:53
バイトは暇。(・_・;)？

関東の人は本当に体調悪そう。

(・_・;)

大丈夫じゃないなこの仕事。

…客が死に絶えるのと、本社が地震で倒壊消滅するのと、

http://85358.diarynote.jp/201510101543249616/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510101543249616/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151010/85358_201510101543249616_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


どっちが早い…？
。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月10日15:59
まぁもちろん、もはやコスモと化している私の脳内がいちばんアブナイ丘の家ですとも…ｗ

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月10日16:09
アルパカさんが

居なくて淋しい。(;_;)

でも、ミニサイズ大魔王サマと天使ちゃんとノギス君は居る♪

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510102203216985/

仮は返した！ｗｗｗｗ

2015年10月10日 リステラス星圏史略　（創作）
　

２２：０６。先ほど無事帰投。

（＾＾：）

怠いので洗濯入浴放棄。

ちょっくら宇宙に遊びに（逃避に）逝ってきますわ…☆

あ、これは聴こえてました…。

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

いよいよ？　近いの…？？

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201510102203216985/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw


あぁぁぁ！（＞＜；）！

こんなの発掘しちゃったぁ…ッ！！

http://85358.diarynote.jp/200807240108570000/
凶兆ガンダルフ。　（＞＿＜）

2008年7月24日 連載

https://www.youtube.com/watch?v=cqzMS3-2utE
坂本美雨　永遠と名づけてデイドリーム

ぅわぁぁぁぁッ！

http://85358.diarynote.jp/200910310048568188/
備忘録。

2009年10月31日 連載 

https://www.youtube.com/watch?v=Fnd85XyhF0I
Konjaku Monogatari - Eri Sugai 

http://85358.diarynote.jp/200911011938205151/
備忘リスト／追加編☆

2009年11月1日 連載 

…＜（〜〜；）＞…★

（かんっぜんに！忘却の彼方…っ）

…とりあえずこの連まで転載整理終わった…☆

http://85358.diarynote.jp/?page=5&theme_id=243

http://85358.diarynote.jp/200807240108570000/
https://www.youtube.com/watch?v=cqzMS3-2utE
http://85358.diarynote.jp/200910310048568188/
https://www.youtube.com/watch?v=Fnd85XyhF0I
http://85358.diarynote.jp/200911011938205151/
http://85358.diarynote.jp/?page=5&theme_id=243


アビキョーカンな一時間半（予定オーバー★）でありました…☆

…んで、増やす…★

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT300UP】 これは小さな一歩なんでもんじゃなかった！鳥肌が立つほどのロマン。
NASAがアポロ計画で撮影した8400枚の写真を公開
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202528.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/652830971167838208/photo/1

 
 

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202528.html
https://twitter.com/karapaia/status/652830971167838208/photo/1


（10月10日）　虫の声が聞こえない。

http://85358.diarynote.jp/201510110000359347/

北海道地方は１３〜１４日にかけて日本海側北部を中心に雪が

降り、平地でも積雪状態となる見込みです。

2015年10月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

猫飯は浜の薫りプロダクション @ytoexhd · 4時間4時間前 
除染作業、福一復旧作業で不当な労働条件や処遇で作業に従事している作業員の方か

ら随時情報を募集しています。秘密は厳守します。暴力団を排除します。

連絡先・nekojob@ http://gmail.com / 050-3700-2538 無言電話は駄目よｗ

AKIRA 2024さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 5時間5時間前 
まだ症状の出てない若い子たち

このまんまじゃいずれアナタも被曝にやられる。

このまんま飲み食いしてたらダメだ。　空気もダメ。

若い子らはデモに使うエネルギーを「海外脱出に」使うべき。

そこに居続けては未来がない。

AKIRA 2024さんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201510110000359347/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510110000359347/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151011/85358_201510110000359347_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151011/85358_201510110000359347_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151011/85358_201510110000359347_3.jpg
http://gmail.com/


【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
まだ、安全な「魚」探してる人がいるけど

この地球上から、食べられる魚は

無くなったと思わないと、

産地偽装でいつかは、

汚染魚食べさせられることになるよね。

キノコも貝も海藻も消滅したんですよ！

https://www.youtube.com/watch?v=gPSH5qhGJzY
Celtic Nots & Lothlorien - Wicca | Celtic | Celta 

kenji @buick54aki · 2 時間2 時間前 
ウクライナでは５５万ベクレル平米以上の土地の居住を厳禁しているが、福島では３

０００万ベクレル平米の土地に平気で子供達が居住

AKIRA 2024さんがリツイート 
花の香りに気付ける地は良い @dnanoca · 4 時間4 時間前 
えーっと。。PM2.5がやべぇんですけど 
https://twitter.com/dnanoca/status/652801226761879552/photo/1

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5 時間5 時間前 
名無し：2015/10/10(土) 16:47 ID:XXXXXXXX
onodekita （熊本の危険厨内科医）10月10日
脳腫瘍増えてる

onodekita （熊本の危険厨内科医）10月10日
ふとめがさめて、異様な静けさに愕然。虫の声が聞こえない

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月11日0:05

https://www.youtube.com/watch?v=gPSH5qhGJzY
https://twitter.com/dnanoca/status/652801226761879552/photo/1
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


０５２

８８０８．（＠＠；）

寝ま〜す…★
 



（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年10月）
（中旬）

 
 



（10月11日）　エルさんとアルパカさんと天使ちゃんとノギス君がいる…（＾＾；）
…ので、辞められない…☆

http://85358.diarynote.jp/201510110859334394/

子供たちを海で泳がせて「殺処分」／COOPが組合員に放射性廃
棄物販売／抗生物質＋喘息薬＋慢性胃炎の売り上げ順位が汚染と

リンク／これ「殺人事件」ですよね。

2015年10月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
UPI通信：福島の癌症例が急増加・AP通信：原子力災害後の癌の発生率に警報・ﾀｲﾑｽﾞ
：子供の癌が50倍に増加(ENEN
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/120.html …
統一教会でさえ指摘か？

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 10月4日 
COOPこうべ（神戸灘生協）は未だに
組合員に放射性廃棄物販売して

組合員殺し続けてますよ！！！

生協は、ただのスーパーとは違います。

http://85358.diarynote.jp/201510110859334394/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510110859334394/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151011/85358_201510110859334394_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151011/85358_201510110859334394_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151011/85358_201510110859334394_3.jpg
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/120.html


わたし達は、組合員です。

50年組合員やってきて、この裏切りどころか
殺人行為は絶対に許せないですね！！

どちらにしろ組合員殺してれば自滅ですよ

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 

おはようございます。

０８：０８です。（＾＾）ｇ

札幌は１４℃。ほぼ無風。薄曇り…？
予報では降水確率６０％で大荒れ？のようなのですが、

まだ今のところ自転車で通勤できそうな気象条件です…

…（＾＾；）…

星占いによれば本日の双子座は最下位。（＾＾；）

口にチェック！だそうなので、「また」バイト中にゾンビ客とケンカになるとか、そんなところ

かな…ｗｗｗ

（いつクビになっても惜しくはまったくない業務内容なんだが…

　エルさんとアルパカさんと天使ちゃんとノギス君がいる…

…（＾＾；）…ので、辞められない…☆

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 32 分32 分前 
名無し：2015/10/10(土) 22:30 ID:XXXXXXXX
川島なお美も目の病気になってるんだよねえ

福島いった後に

名無し：2015/10/11(日) 00:53 ID:XXXXXXXX
眼は脳の出店

地震マップ @eq_map · 53分53分前 

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


【M4.1】根室半島沖 深さ49.1km 2015/10/11 07:16:32
(G)http://j.mp/1LGkNmS (アニメ)http://j.mp/1LGkOXV

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M2.8】苫小牧南方沖 深さ113.1km 2015/10/11 07:03:27 http://j.mp/1MkOsfR

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 1時間1時間前 
２ちゃん原発情報さんがリツイートしました あき
名無し：10/10 23:55
広島

https://twitter.com/akki_hana/status/651719635205644288 …
うちの母の知り合いの息子さんが高校一年で脳梗塞で亡くなったらしい。数日前から

頭が痛いと言ってたけどご両親はまさか脳梗塞だなんて思ってなくて、当日学校か

ら帰ってきたら倒れてそのまま…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 時間2 時間前 �
Russia steps up air strikes against Assad opponents in Syria.
REUTERS: Oct 10, 2015 http://www.reuters.com/article/2015/10/10/us-mideast-crisis-
syria-idUSKCN0S40DF20151010 …

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10月11日 05:07】
日本海側では、１１日夜遅くから１２日明け方にかけて暴風や高波に警戒してくだ

さい。また、北海道地方では引き続き１２日朝にかけて、竜巻などの激しい突風や

落雷、ひょう、大雨による低い土地の浸水に注意してください。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
Turkish capital Ankara explosions leave more than 80 dead.
BBC News http://www.bbc.com/news/world-europe-34495161 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3 時間3 時間前 
ロシアのトルコ領空“侵犯”は、トルコが国境を“移動させた”せい
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-eced.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
シリアで米国の手先が敗走している最大の原因は、彼らがシリア国民と敵対している

侵略軍だから

http://j.mp/1LGkNmS
http://j.mp/1LGkOXV
http://j.mp/1MkOsfR
https://twitter.com/akki_hana/status/651719635205644288
http://www.reuters.com/article/2015/10/10/us-mideast-crisis-syria-idUSKCN0S40DF20151010
http://www.bbc.com/news/world-europe-34495161
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2015/10/post-eced.html
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201510100000/


http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201510100000/ …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
＜甲状腺癌＞「日本全国と比べ最も高いところで約５０倍、低いところでも２０倍の

多発が起こっている」津田敏秀教授会見10/8
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4371.html …

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 4 時間4 時間前 
これ、間違いなく「殺人事件」ですよね。

人間の子供たちをお台場の海で泳がせて「殺処分」してますよ。

これ見れば、殺人だとわかる

江戸川土手２万７００ベクレル/お台場にもホットスポット/党都議団調査 
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-03-16/2012031614_01_1.html … … …

AKIRAさんがリツイート 
noaship @floral_wreath · 6 時間6 時間前 
「実は、東京は危ないということは報道できない」と、子供の健康問題を全面カット

した報道ステーション - ウィンザー通信
http://blog.goo.ne.jp/mayumilehr/e/c0eedc0ad0e881ded6b5ee5dd1f68cd2?
fm=entry_awp …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
抗生物質＋喘息薬＋慢性胃炎の医薬品の売り上げ順位が

放射性物質の土壌汚染とリンクしている

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d23aae2674f58692c8ca74170d7a9c78 …
福島の最高地点の値は、水田が164,000 Bq/kgで
水田以外が203,000 Bq/kgだそうです。
ケタが違いすぎます。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
原発の燃料交換時

放射性物質の放出量がとんでもなくはねあがる

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2a148377b98c4d6299b58a35f02e163d …
燃料交換行うために圧力抑制室を開くと

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4371.html
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-03-16/2012031614_01_1.html
http://blog.goo.ne.jp/mayumilehr/e/c0eedc0ad0e881ded6b5ee5dd1f68cd2?fm=entry_awp
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d23aae2674f58692c8ca74170d7a9c78
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2a148377b98c4d6299b58a35f02e163d


「超大量の放射性ガス・蒸気」が環境中に大放出

ドイツ原発の例（放出濃度）

通常：３kBq/立方ｍ、ピーク：1470kBq/立方ｍ

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
"utterlysourly 2012年1月6日
山形新幹線つばさ東京行きに乗車中。

昨日、東京→山形の下り車中では

通路側0.29μsv/h、窓際では0.56μsv/h
の瞬間最高値を計測しました

(RADEX RD-1503を2台使用)。　"

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
"mariemaruru 2012年4月5日
先週、3月末
『名古屋駅』新幹線口から

高島屋に歩きながら測ったエアカウンター

1.33μSv/h
新幹線の下って高そうですね。

近くで働いてる方々 大丈夫ですか？　"

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 14時間14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 関東圏はもはや人々が安心
して住める場所ではない

福島第一原発3号機はＭＯＸ燃料を使用しているので首都圏の5年以内の生存...
http://bit.ly/1IOh560 
急病 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 14時間14時間前 
名無し：2015/10/10(土) 16:47 ID:XXXXXXXX
onodekita （熊本の危険厨内科医）10月10日
脳腫瘍増えてる

onodekita （熊本の危険厨内科医）10月10日
ふとめがさめて、異様な静けさに愕然。虫の声が聞こえない

http://bit.ly/1IOh560


AKIRAさんがリツイート 
モスコ @strangermoscow_ · 4月13日 
被曝の心配を全くせず何でも食べていた8才の子が脳梗塞で入院。
原発の状況・影響を軽く考えている隣家の子が一週間の発熱後に尋常でない頭痛に見

舞われ救急車搬送。

東京西の小学校教員が二名の白血病児童が出て教員人生初の出来事と話してた。

子供を守って欲しくてTweet してます。

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

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 14時間14時間前 
３年前に福島産のほうれん草とか大量に京都産とか岐阜産に偽装して海外に出荷して

相手国の検査で基準値以上の放射能検出されて世界中から日本からの野菜は輸入禁止

犯人である築地の卸業者は未だに社名が公表されてない

https://twitter.com/buick54aki/status/652775727645880320/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
kogayoujirou @kogayoujirou · 23時間23時間前 
「東電 海外に200億円蓄財」公的支援1兆円の裏で税逃れ！！3年たった今でも仮設住
宅で年を越す人もいるのに

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9730cf43addc039479888ee0f1fd4898 … @neko_aiiさん
から

AKIRAさんがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 9月18日 
国が最も隠蔽したいのは蔓延する一方の被曝の実態なんですよね。

AKIRAさんがリツイート 
こぐれみわぞう/Miwazow @koguremiwazow · 10月8日 
こぐれみわぞう/Miwazowさんがリツイートしました 原田裕史
狂ってる。狂ってる。他にどう言えばいい？ 
＞原田裕史@harada_hirofumi

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
https://twitter.com/buick54aki/status/652775727645880320/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9730cf43addc039479888ee0f1fd4898


福島第二原発を動かしたいそうだ。

＞東京新聞:「被災地原発 基準適合なら再稼働」　就任会見で高木復興相:政治(TOKYO
Web) http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201510/CK2015100802000127.html
…
＞規制庁より当事者の東電に言及せんのか。

参照：　https://twitter.com/harada_hirofumi/status/651987175588818946

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
異常事態　ＮＨＫの退職者2000人がNHKを”アベチャンネル”にするな！ 籾井会長は即
刻辞任！という主張への賛同を求める

http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/7257健康法.jp/archives/7257

B e l i e v i n g　 i n 　J u s t i c e !
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月11日15:21
あ、(‾○‾;)

切れてる…！(ΘoΘ;)！

（遅い。

自分の脳がベクレてる…(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月11日21:59

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201510/CK2015100802000127.html
https://twitter.com/harada_hirofumi/status/651987175588818946
http://???.jp/archives/7257
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


修復しました…☆
 



（10月11日）　2011.02.10.のメッセージ…【生きろ。】／タイタニックが沈んでいく
その最中に楽団演奏していた状況が今の日本。

http://85358.diarynote.jp/201510112158066910/

「消えた魔球」の捕球。（＾＾；）

2015年10月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU
鐵道員序章 

さきほど無事帰投。２２：００。

（＾＾）

往復とも雨に降られずに済んで、バイトのベクレ客もほどほど。

個人的にはなかなか「悪くない」一日でした。

（＾＾）

前項、切れたシッポ部分を補完しておきましたので、お暇なかたはお立ち寄りください…☆

（では、ちょくら〜宇宙遊泳〜に、逝ってまいりますッ♪）

  

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月11日22:18
なんだかトンデモな風が吹いておりますSAPPORO…

||||（＠＠；）||||

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月11日23:26
空気がむちゃくちゃ臭い。

（＞＜＃）

http://85358.diarynote.jp/201510112158066910/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510112158066910/
https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


トンガラシ溶かした生ぬるい水のように痛臭い★

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510112252096638/

2011.02.10.のメッセージ…【生きろ。】／息をするだけでも危険
だというこの環境をどう回避するんか。

2015年10月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
チェルノブイリの被災者。

http://tamakonomelissa.blog.fc2.com 
これは Togetterにまとめられたのに一瞬で削除されてしまいました。
ベラルーシやウクライナの被害にあった人たち、今の日本ぐらいのネット情報があれ

ば逃げられたはずです。

AKIRA 2024さんがリツイート 
Taeko @midorinosougen · 10月10日 
タイタニックが沈んでいくその最中に楽団演奏していた状況が今の日本。

http://85358.diarynote.jp/201510112252096638/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151011/85358_201510112252096638_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151011/85358_201510112252096638_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151011/85358_201510112252096638_3.jpg
http://tamakonomelissa.blog.fc2.com/


　（前項？前々項参照）

おそらく、

2011年03月11日の一カ月前にこの言葉を「預言」し…
2015年10月11日にこの言葉を「繰り返し」ているのは…

つまり、「偶然の一致」。だよね…？

http://85358.diarynote.jp/201102101059084570/
「　生きろ。　」　2011年2月10日 連載 

らじ　とそのなかまたち 1@radi2 · 4 時間4 時間前 
フクイチ3号機大爆発した後の吉田所長の言葉覚えている？　
「本店！本店！大変です！3号機が爆発しました！」 / @7l2cnc 九州電力東京支社前
抗議！ http://cas.st/c60ea1a

https://www.youtube.com/watch?v=95_fwCIUTUY
Back to Titanic - James Horner (Full Soundtrack) 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 47分47分前 
被曝病変で動物がバタバタと若死にしている。上野動物園では、14年の北極クマ、ア
ザラシ、キリン、スマトラ虎と続く。死因は癌、心不全と多様だ。東山動物園でもラ

イオンが甲状腺がん死んだ。葛西水族館の魚類大量死、と人に迫る運命と思うべきだ

。http://fukushima-diary.com/2015/01/large-mammals-die-rapid-succession-ueno-
zoological-gardens-tumor-heart-failure-etc/ …

AKIRAさんがリツイート 
中川　均 @naka8952 · 1時間1時間前 
どうして５,６号機の敷地から大量の湯気が出ているのか理解に苦しむ。 この２つの原
子炉には問題は生じていないはずではなかったのか。

https://twitter.com/xciroxjp/status/630246010992734209/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
2012年2月16日

http://85358.diarynote.jp/201102101059084570/
http://cas.st/c60ea1a
https://www.youtube.com/watch?v=95_fwCIUTUY
http://fukushima-diary.com/2015/01/large-mammals-die-rapid-succession-ueno-zoological-gardens-tumor-heart-failure-etc/
https://twitter.com/xciroxjp/status/630246010992734209/photo/1


浪江町の路盤材用砕石から２１万４２００ベクレル、建物や工事用に出荷された

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/38cb02c4e085fa4a8e02f654a8f1f668 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
介護施設の倒産

なにが「新３本の矢＝介護の離職者を増やさない」だと思いますよ

自分たち自民党でやった政策で、離職者が激増して介護施設の倒産件数が過去最悪

のペース。国は「年金や介護負担が大変なので高齢者は早く死んで下さい」と聞こ

える。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
介護事業者の倒産、8月までで過去最多を更新。
これは今年４月から、介護施設などで働いてる人の給料を大幅に下げる事を自民党

がやってる。あんな大変な介護という仕事で、いきなり給料を大幅に下げられたら、

離職者も増える。その結果の倒産。

AKIRAさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 4時間4時間前 
東京は安全です。 
https://twitter.com/Lulu__19/status/642301816353353729/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
過激派組織ISISの事も封印してる。報道してない。
ついこないだ、再び「米国の子分のJAPANも敵だ」というような声明文を出してる。
これは海外在住の日本人は報道で知り、警戒してるみたいだけど、ほとんど日本のTV
報道などをしていない。日本は世界一「無防備な国」なのかもしれない。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
数日前にアメリカが「国境なき医師団」を誤爆したことは、世界中で問題になってる

けど、日本では報道しても、その深刻さを報道していない

このアメリカの誤爆で、アメリカへの敵対心を持つ者が、更に増えてる「そのアメリ

カの戦争の手伝いをする日本」も、いずれ「同類」に扱われますね。最悪な事態

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 5時間5時間前 
福島へボランティアに行って突然死！！『近所の学生１５人うち、既に２人が原因不

明で死亡』 - 原発問題

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/38cb02c4e085fa4a8e02f654a8f1f668
https://twitter.com/Lulu__19/status/642301816353353729/photo/1


http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2ef9409f9e111d47d84d13307bcc08a9 …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10 時間10 時間前 
名無し：10/11 12:32
奇形のトカゲだってさ↓。東海地方らしい。

https://twitter.com/GtJr700/status/652489321988009984 …
友人の自宅前に居たというトカゲ。

なんと頭から始まり頭で終わる

数日で死んだそうです。 
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/653066521581764608/photo/1

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 
"achako222: 動物園行きたいなーみんなだいたい寝てるけどさ。 "
#就寝線
お昼寝の時間ですか？

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 11時間11時間前 
名無し：10/11 09:13
アマゾンの『チェルノブイリの祈り』が高い

やっぱりガンガン売れてるみたいだよ 
名無し：10/10 22:31
ちなみにチェルノブイリで白内障になった子供はその後全員死んでる

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：0/11 09:11
福島県内の国道６号で10日、一斉清掃活動が行われた。東日本大震災と東京電力福島
第１原子力発電所事故で中断していたが５年ぶりに再開。地元の中高生ら約1400人が
汗を…
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG10H59_Q5A011C1CR8000/ …

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 
sy135490: オカン昨日寝る前ラーメン食べてて今日起きてリビング行ったらオカン座り
ながら箸持ってラーメンの器に顔面つけて寝てた

wwwwwwwwwwwwwwwwwww急いで体引っ張って起こしても顔面と髪の毛汁でボト
ボトやったのにまだ寝続けてる

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2ef9409f9e111d47d84d13307bcc08a9
https://twitter.com/GtJr700/status/652489321988009984
https://twitter.com/2ch_NPP_info/status/653066521581764608/photo/1
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG10H59_Q5A011C1CR8000/


0517朝９時
#眠り病

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 
"miko0415desu: 今日は疲れてたのか知らんが箸持って白米とユーリンチーの前で寝て
ました。　気付いたら寝てたから何時間寝たんだろう。そしてご飯とユーリンチー手

つかずだったが盛りつけてすぐ寝たのかな？謎。"
#眠り病
痛みも苦痛もない

意識が止まる

未来が止まる

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 
"mayuki_kamoto: コーヒーショップ入ったらカレー皿に思いっきり顔を突っ込んで寝て
る人がいてビビった…起こしてあげたら何も言わずキョロキョロしてたけど、暫くし
たらカレー食べだして更にビビった"
20150202
#眠り病
眠り病なら記憶はないよ

時間が止まるから

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 
フクシマ四号機下の地盤が沈下、構造体は完全に崩壊　http://bit.ly/1vIOSWK

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 10月10日 
【拡散】sendagiwalker 知り合いに2人も急性骨髄性白血病が出ている。本来なら10万
人にせいぜい５人未満だ。確実に死の影が忍び寄って来ています。首都近郊でも誰に

でも息をするだけでも危険だというこの環境をどう回避するんか岐路に立たされて

いる。

AKIRA 2024さんがリツイート 
原発はいますぐ廃止せよ @kokikokiya · 10月10日 
愛媛県の鉄くずから最大で４マイクロシーベルトの放射線。放射能汚染鉄くずは工業

http://bit.ly/1vIOSWK


製品となって帰ってくる。

http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/b46eee174cfe24dac0737bd9871c6204 …
@oldblue2012さんから

AKIRAさんがリツイート 
那須塩原 放射能から子どもを守る会 @nasu_savechild · 10月9日 
ついに、栃木でも！！

当会の陳情により、甲状腺エコー検査が那須塩原市議会で採択されました。

http://fb.me/3ZJcLr3Z6

AKIRAさんがリツイート 
masako @hoppeko · 10月7日 
放射能汚染という言葉は言わないでくれ、住んでいるんだというが、汚染されたのは

事実。黙れば消えるのか？みんな黙って耐えているんだ。って耐えれば被曝しない

のか？そうやって戦時中と同じようにやっていることに疑問をもとうよ。声をあげよ

うよ。被曝は嫌だ、おかしいと黙ったまま本当に戦争になる

AKIRAさんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 10月6日 
「関東平野ですから遮る山がない、東京の人間は何も知らない…大変な被曝。」広瀬
隆

⇒http://twitter.com/xciroxjp/status/519847530645827584 …
@v9tomoko123
大熊町から東京は何も遮るものが

ありません

@junko_in_sappro
https://twitter.com/loukoumi/status/518295283076038656/photo/1

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

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 47分47分前 
お金が無いから、移住できないなんて

移住する気が、無い人のいい訳ですよ

http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/b46eee174cfe24dac0737bd9871c6204
http://fb.me/3ZJcLr3Z6
http://twitter.com/xciroxjp/status/519847530645827584
https://twitter.com/loukoumi/status/518295283076038656/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o


要するに、体が一応今動くので、

本当の病気の怖さ実感できてないだけですね。

今東京に住んでられるほどの 度胸があるのならば 
なんでもできると思うけどね。

AKIRA 2024さんがリツイート 
岡本天明・日月神示全文bot一 @Tenmei_okamoto · 3時間3時間前 
今に戦も出来ない、動くことも引くことも、進むことも何うすることも出来んことに

なりて、臣民は神がこの世にないものといふ様になるぞ、それからが、いよいよ正念

場ぞ、まことの神の民と獣とをハッキリするのはそれからぞ。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
東京の多くは病気で亡くなり

他は、100パーセント病気になる
このまま、留まればね

要するに、真面に働ける人が全くいなくなる場所で

戦争反対って、言ってる意味ありますか？

もう馬鹿通り越してますよ！

首都圏はこのままでは、壊滅します。

生き残る唯一の方法は移住しかありません

https://www.youtube.com/watch?v=MhGeH07lo5M
John Barry "Born Free"
 

https://www.youtube.com/watch?v=MhGeH07lo5M


（10月12日）　とりあえず、ちょっくら宇宙で遊んできます…。

http://85358.diarynote.jp/201510122236141328/

日本全土が終わる／大平洋の汚染は永久に継続する／逃げるしか

ない／甲状腺癌発症率20〜50倍は事故から4年まで／現在、発症
率は150倍位になっている。

2015年10月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

amaちゃんださんがリツイート 
Sarah Yamasaki 山崎淑子　 @prisonopera · 10月11日 
遂に平和が思想犯に？RT @yasuakiadachi クリスチャンの女性が「平和がだいじ」と
書いた可愛らしい絵本袋を持って国会周辺を歩いていたら警官に職務質問されたそ

うだ。彼女が警官に「どうして聞くんですか」と聞いたら絵本袋をさして「平和って

書いてあるから」と今や「平和」は犯罪

https://www.youtube.com/watch?v=A1PkR56lgZk
うみねこのなく頃に - 志方あきこ 

おばんです。２２：３８。

http://85358.diarynote.jp/201510122236141328/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510122236141328/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151012/85358_201510122236141328_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151012/85358_201510122236141328_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151012/85358_201510122236141328_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=A1PkR56lgZk


イレギュラーの買い出し３件まわって１時間遅れで帰宅。

札幌は１２℃。無暖房で室温１８℃。

とりあえず、ちょっくら宇宙で遊んできます…。

https://www.youtube.com/watch?v=FuCFkyBGsFc
AMV - Tiger And Bunny-Raghav-Fire 

戻って参りました…。
２３：３２！（＠ｗ＠）！

AKIRAさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年8月18日 
中性子が出ているということは、ウラン235が周囲に大量にあるということ。都内でも
検出されてます。 @TakaoMorimoto しかし、中性子線外部被曝を考えると、逃げるし
かないということになる。最重要な情報が抜けている。逃げれる人からすぐに逃げた

ほうが良い。

AKIRAさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年3月14日 
ベラルーシ主要都市のチェルノブイリからの距離　ゴメリ170㎞ ミンスク328㎞ ブレス
ト500㎞　事故から４年後に白血病が増加して１００万人が避難したのはベラルーシ共
和国。白血病になってからでは遅い。ウラン燃料よりはるかに毒性の強いMOX燃料が
炸裂したのだ。

https://www.youtube.com/watch?v=gIN3WKgfX-k
Tiger & Bunny are Gonna Save the World

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
「たとえ、全身を測定できるホールボディーカウンターで体内の放射性物質の量を測

定しても、それによって、「すでにできた細胞の傷跡」を知ることはできない。これ

から相当な注意を払って被曝を避けるように注意しても、誰一人、事故前の体には戻

れない。」

広瀬隆

https://www.youtube.com/watch?v=FuCFkyBGsFc
https://www.youtube.com/watch?v=gIN3WKgfX-k


AKIRA 2024さんがリツイート 
クレア・アンジェラ @kurararan · 7 時間7 時間前 
サンマ。。別に。。な話題だけどね。（－－；）。

もう食べないし・・

indigo @ingigo33 · 11時間11時間前 
桜島が大噴火した時の降灰予想。（南西の風）

川内原発は桜島から50kmに位置し、大事故を起こせば、このシミュレーションのよう
に全国が放射能汚染される。私たちはフクイチの事故を止められなかった。もう後悔

したくない。

#川内原発再稼動拒否 
https://twitter.com/ingigo33/status/653409155575754752/photo/1

NESARA @yamakawatanbo · 13時間13時間前 
@sohnandae この甲状腺癌発症率20〜50倍というのは、事故から4年までを指した
事で、現在、福一事故から4.5年以上経っているので発症率は150倍位になっているこ
とが予測されます

https://youtu.be/NORBfsfSxV8?list=LLO9H9wGgoAQzNVmyhDZ-Clw&t=1707 … 
https://twitter.com/yamakawatanbo/status/653382260536668160/photo/1

Mペッコ @pecko178 · 14時間14時間前 
政府や東電の言う除染終了とは、汚染廃棄物を置く場所がなくなるから終わらすとい

う意味。そしてそこに住民を帰還させ住ませる。しかし福一からの放射性物質は毎日

出ている。

コップの水が溢れたらどうなるか、子供にでもわかること。

日本全土が終わる。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 14 時間14 時間前 
〔感染性胃腸炎〕飲食店・旅館などで集団感染相次ぐ(10/12) 
http://www.rescuenow.net/?p=2525 
国立感染症研究所によると第39週に定点医療機関から報告があった患者数は6324人で
した。

AKIRAさんがリツイート 
sanae @anjukaorin · 9月28日 
あなたのフォロー若しくはフォロワーにこんな方は居ませんか?埼玉在住のある方は「
あれ?こんな所に身に覚えのない青痣が」足に点々と痣の写真を最後にメッセージを送

https://twitter.com/ingigo33/status/653409155575754752/photo/1
https://youtu.be/NORBfsfSxV8?list=LLO9H9wGgoAQzNVmyhDZ-Clw&t=1707
https://twitter.com/yamakawatanbo/status/653382260536668160/photo/1
http://www.rescuenow.net/?p=2525


っても返事無く、そのまま更新されず。福島から都内に避難した方もある日突然更新

されず。日に何度も更新されていたのに。迫る恐怖。

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

AKIRA 2024さんがリツイート 
kazusan @kazusan41932975 · 10月11日 
守田敏也さんのお話。

薬剤師で柏から避難した人がいる。病院で出している薬が怖くなり避難した。臨床検

査技師は細胞診をしていて、東京の検査結果を見て恐ろしくなり避難した。避難者は

体調不良で避難する人が多いが医療者はデータで判断して避難する。逃げてほしいが

医療が崩壊したらどうなるか。

amaちゃんださんがリツイート 
Keita Shimada（島田恵太） @shimavic · 10月11日 
Keita Shimada（島田恵太）さんがリツイートしました 北濱幹也
「 福島医大の医師の1割が辞職した。
• 勤務している医師の多くは家族を福島県外に避難させている。これが被爆に対する福
島医大の多くの医師の認識だ。」

私の友人は米沢から福島まで通っているとのこと。

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

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15 時間15 時間前 
ゾウにガンが少ない理由を解明。

「ゾウが持つ、ガンに対する防御機能の秘密が明らかに。ヒントは遺伝子の中。」

AFP：http://www.afpbb.com/articles/-/3062664 …

…ゾウとかクマムシとか…（＾＾；）…ケモノ系…？？

https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA
https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
http://www.afpbb.com/articles/-/3062664


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

https://www.youtube.com/watch?v=YWlNv3uCqoM
桜の樹の下　KOKIA 「最遊記外伝」OP Full | Saiyuki Gaiden OVA Opening Full 

（ ↑ こっちのほうが音がいい！）

https://www.youtube.com/watch?v=s_1WdlYMHgE
Akiko Shikata - Ta ga Tame no Sekai 

AKIRAさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年1月21日 
「各原子炉の核燃料が、今、地中のどこかに行っている。彼らが燃料をつかみ取れる

方法は無い。彼らがそこで汲み上げる多くの水よりも、継続的に原発の汚染水が地下

水に流れ込んでいる。海にウランを押し流しているだけだ。多かれ少なかれ、大平洋

の汚染は永久に継続する」クリス・バズビー博士

https://www.youtube.com/watch?v=7b_Kub3qTgk
志方あきこ　「片翼の鳥」　歌詞付 

https://www.youtube.com/watch?v=KsUu_kUqCg0
志方あきこ (Shikata Akiko) - 花帰葬 

https://www.youtube.com/watch?v=ClcoFyIue7w
志方あきこ (Shikata Akiko) - 晴れすぎた空の下で 

 
    
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
https://www.youtube.com/watch?v=YWlNv3uCqoM
https://www.youtube.com/watch?v=s_1WdlYMHgE
https://www.youtube.com/watch?v=7b_Kub3qTgk
https://www.youtube.com/watch?v=KsUu_kUqCg0
https://www.youtube.com/watch?v=ClcoFyIue7w
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月13日0:13
自炊メシかっくらって歯ぁ磨いて、

漫画読んで寝ま〜す…☆
 

http://85358.diarynote.jp/


（10月13日）　被ばく量がけっこう上がっていて肺から汚染痰を吐きまくって体調は
よろしくないです。

http://85358.diarynote.jp/201510132246049607/

みんな！これは異常事態なんだよ！

2015年10月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

AKIRAさんがリツイート 
くまべりあゆみ＠相互こい @ayumikumabebebe · 10月1日 
ねぇ。私知らなかった。台湾って日本の放射能影響で、漁業がかなりの大打撃をう

けて、魚の売れ行きがおちて、今も値段が下がり続けてるんだって。それでも、日本

を攻撃したり非難しないの。いやこれ知るべきよ。私達も。

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 
茨城県 @Ibaraki_Kouhou · 11 時間11 時間前 
【県税の救済措置】

平成27年関東・東北豪雨により被害に遭われた方に対しましては、各種の県税の救済
措置があります！

詳細は→http://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/kikaku/topics/2709kyusaisochi.html …
#ibaraki

http://85358.diarynote.jp/201510132246049607/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151013/85358_201510132246049607_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151013/85358_201510132246049607_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151013/85358_201510132246049607_3.jpg
http://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/kikaku/topics/2709kyusaisochi.html


Mペッコ @pecko178 · 15時間15時間前 
これは徴兵制と変わらない。

東北勤務条件に返済免除の奨学金　東北薬科大 
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20151012_8 …

Mペッコさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 16時間16時間前 
sma_sh
ちなみに、プロミスの会長が香港に移住したのは有名だが、

HOYAの鈴木洋CEOがシンガポールに移動。
ベネッセの福武総一郎会長はニュージーランドに移住。

サンスターの金田博夫会長はスイスの現地法人代表となることでスイスに移住。

我々は、避難場所があるのか。

おばんです。２２：４９．

先ほど無事バス帰宅。

被ばく量がけっこう上がっていて肺から汚染痰を吐きまくって体調はよろしくないですが、こり

ずにご飯かっくらって、精神状態は悪くないです…

ＰＣとネットの状態もよろしくないようですが、

ちょっくら宇宙で遊んできます…

…ただいま〜（＾＾；）…００：１３になっちゃいました…。

とりあえずこれのここまでの転載分類ファイリングは終わった…
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=243

さて？　お次の攻略ポイントは、どれだ…？？
http://85358.diarynote.jp/?page=7&theme_id=205

…ぅわぁ…★…（＾◆＾；）…★

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://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20151012_8
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=243
http://85358.diarynote.jp/?page=7&theme_id=205


2015年10月13日（火）【当日】
01:00 0.040 0.039 0.040 6 
02:00 0.040 0.039 0.040 6 
03:00 0.040 0.039 0.040 6 
04:00 0.041 0.039 0.041 6 
05:00 0.041 0.040 0.040 6 
06:00 0.043 0.040 0.042 6 
07:00 0.043 0.041 0.042 6 
08:00 0.041 0.039 0.040 6 
09:00 0.054 0.040 0.047 6 
10:00 0.051 0.044 0.047 6 
11:00 0.043 0.041 0.042 6 
12:00 0.040 0.039 0.040 6 
13:00 0.052 0.039 0.044 6 
14:00 0.053 0.047 0.050 6 
15:00 0.048 0.043 0.045 6 
16:00 0.055 0.051 0.053 6 
17:00 0.052 0.046 0.049 6 
18:00 0.051 0.046 0.049 6 
19:00 0.045 0.042 0.043 6 
20:00 0.048 0.040 0.042 6 
21:00 0.057 0.054 0.056 6 
22:00 
23:00 
24:00

https://www.youtube.com/watch?v=UiA-2hleXVI
Shikata Akiko - Harmonia - Harukanaru Tabiji 

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 2時間2時間前 
すでに日本各地でこれだけの人が亡くなり始めている・・・。事実であればかなりの

異常。多すぎて言葉がない。http://portirland.blogspot.jp/2012/04/80.html

Mペッコさんがリツイート 

https://www.youtube.com/watch?v=UiA-2hleXVI
http://portirland.blogspot.jp/2012/04/80.html


asuka @asuka_250 · 2時間2時間前 
@pecko178 
資金源は電通だそうです。　日本国は全てインチキです。

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 3時間3時間前 
【拡散】修学旅行で上京していた香川県の高校生たちが集団で体調不良に

　http://bit.ly/1l8vQqp

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 3時間3時間前 
自然教室や合宿で高熱や貧血で倒れ、救急搬送される生徒が複数。検診でも複数生徒

に貧血と指摘。http://bit.ly/11Kj1JK

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
①ロシアの空爆は禁止兵器も使ってIS以外の反体制派へも空爆してる。②アメリカは反
体制派を擁護。弾薬も供給しだした。③EUは、さっきロシアの空爆を公式抗議した。
④日本は米国の同盟国。安保法も起動可能。日本のテレビはバラエティの無関心。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
こういうのは冷静な視点で。

中国は明らかに危険な行為をしてる事は間違いない。その事は日本人なら理解してお

くべき。ネトウヨとは違う視点で。世界情勢を見ても中国は危険な行為をしてる。「

危険なものは危険」というバランス感が必要です：

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
過去TW見れば、わかりますけど
2012年10月ぐらいの大手カフェチェーン店の「喫煙コーナー」の放射線量は酷いも
のだった。当時、JTにも問い合せたけど「各県の葉をブレンドしてます」と言ってた
けど、ひどい時、喫煙コーナーは、TERRAで（0.38μSv/h）とか、すぐ逃げました。

Mペッコさんがリツイート 
Michelle @birthdaykiki · 7時間7時間前 
@pecko178 除染して翌年も除染して 福島の小さな山が汚染されていない土と入れ替え
て毎年減っているのです。放射能の風から守り 雨水を吸って木々を育てる山が無くな
り黒い袋の山になる

http://bit.ly/1l8vQqp
http://bit.ly/11Kj1JK


AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 8時間8時間前 
白内障医療検査機器のメーカーで製造をしている方から実際に聞いた話しです。

「今年に入って生産量が昨年の５倍で忙し過ぎて人が足りない」白内障が異常に増え

ていることは生産の現場からも分かります

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
第一次世界大戦の時、

「大きな戦争にはならない」という感じから、あれよ、あれよという間に世界大戦

になっていったわけで「それと空気感が似ている」と海外では言い出してる。数日

前「たぶんロシアが、クラスター爆弾（使用禁止兵器）を使って、米国が擁護してる

側も空爆してる」と報道されてから。

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 11時間11時間前 
知り合いの外人が、『場所によってはピクニックも出来ない国で、世界からトップア

スリートを呼んでオリンピックって…そりゃないでしょ〜汚染水のコントロールも出
来ずにダダモレで、置場所もない位に溜まり続けてるんだし、開催中にまた地震が来

ない保証はできないんだし。』まったくその通り。

AKIRAさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 11時間11時間前 
突然死の恐怖！！心筋梗塞こそが放射能被害の初期症状だ！！　突然死の恐怖！！心

筋梗塞こそが放射能被害の初期症状だ！！　突然死の恐怖！！心筋梗塞こそが放射能

被害の初期症状だ！！　突然死の恐怖！！心筋梗塞こそが放射能被害の初期症状だ！

！　http://bit.ly/YLY5lg

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【厚労省室長補佐を収賄容疑で取り調べ】

マイナンバー制度に関連する医療分野のシステム設計などの企画開発業務を巡り、厚

生労働省の室長補佐が、都内の情報関連会社に便宜を図った見返りに、現金およそ100
万円の賄賂を受け取っていたとして、警視庁は収賄の疑いで取り調べを始めました。

Mペッコさんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 16時間16時間前 
狂ってる。

ＲＴ@pecko178 　2015/10/1　国道６号線 歩道の放射線量 福島県相馬市

http://bit.ly/YLY5lg


国道すぐ横の茂みで計測されてます。子供たちはココをマスクもなしで清掃。 
https://twitter.com/pecko178/status/652975392974704640/photo/1

Mペッコ @pecko178 · 17時間17時間前 
《東京は第3位の汚染》
2014年3月の東京都のセシウム月間降下量は12.5メガベクレル。福島、群馬に次いで全
国汚染第3位。2月は4.1メガベクレルで前月より約3倍増えている。

AKIRAさんがリツイート 
本物黒酒 @honest_kuroki · 23時間23時間前 
@magosaki_ukeru http://hcfj.web.fc2.com/movie-koide1J.html …
京大原子炉実験所「東北地方と、関東地方の広大なところを、もし法律を守るという

なら、無人にしなければいけないほどの汚染なのですが、今現在、数百万人もの人々

、子どもも赤ん坊も含めてそういう場所に棄てられ」

Mペッコさんがリツイート 
ウォンウィンツァン @wongwingtsan · 10月12日 
【日本のここがスゴイ！】①世界第２位の重税国家 ②世界最高の公務員年収③世界最
低水準の社会扶助 ④先進国最悪の家計貯蓄率⑤でも文句は言わない。
http://fb.me/56eQxrJb5

Mペッコさんがリツイート 
Pray for the Nations @ST0NES · 10月8日 
2015.10.08_13.00-16.00.@TEPCO_Nuclear F1
http://www.youtube.com/watch?v=BF6av9NDisE …
ぜんぜん揺れがおさまらない。

　　みんな！これは異常事態なんだよ！

なんでもっと騒がないのか？

おまえに任せた？そーじゃねぇだろ。日本の原発事故。

ペッコさんがリツイート 
Pray for the Nations @ST0NES · 10月8日 
どれどれ。今日はどうなってたかな？見てみるんべ。

https://twitter.com/pecko178/status/652975392974704640/photo/1
http://hcfj.web.fc2.com/movie-koide1J.html
http://fb.me/56eQxrJb5
http://www.youtube.com/watch?v=BF6av9NDisE


#東電の原発事故@TEPCO_Nuclear
http://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos?
live_view=500&sort=dd&view=0&flow=grid …
あちゃーっ！もう24時間以上も現場が激震中だよ！
http://www.youtube.com/watch?v=yKl4vwx2ZhI …
その近くへ昨日、皇太子が行ってたのか‥

AKIRAさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 10月2日 
再掲：スコテイッシュバレエの突然の来日中止。「これは諸事情を鑑み、主催者およ

びバレエ団との協議により決定致しました」 
http://ticket.rakuten.co.jp/stage/ballet/RTKTSTB …
ワールドツアーはこの前後支障なく予定通りなのに。

https://www.youtube.com/watch?v=AZuiuaftCaw
Shikata Akiko - Nishikaze no okurimono 
西風の贈り物 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
あっ、勘違いのないように補足ですけど。原発事故直後の枝野さんの会見で「北関

東の、ホウレン草から5万ベクレルのセシウムが検出されましたが、ただちに人体に影
響はありません」という、当時の、そのホウレン草は「水洗い」しての測定値。洗っ

ても5万ベクレル。@matmatizi

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
特攻隊を世界遺産にと安倍晋三

自爆テロも世界遺産爆破ISも、みんな世界遺産にしたいんだ
ほとんど狂気というしかない晋三の脳内が鮮明に見えた

http://lite-ra.com/2015/10/post-1580.html …
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/a5503e35d8e1cf71346694063ff6aac1 …

AKIRAさんがリツイート 
War Is Over @kenshimada · 10月11日 
チェルノブイリ事故の被曝者をずっと診察してきた医師が指摘するのは、被曝者のほ

ぼ全員が「中枢神経障害に罹る」という事実。脳の機能低下・知能の低下・無気力症

http://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos?live_view=500&sort=dd&view=0&flow=grid
http://www.youtube.com/watch?v=yKl4vwx2ZhI
http://ticket.rakuten.co.jp/stage/ballet/RTKTSTB
https://www.youtube.com/watch?v=AZuiuaftCaw
http://lite-ra.com/2015/10/post-1580.html
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/a5503e35d8e1cf71346694063ff6aac1


状という形で表れ、自殺も増加した。問題なのは、これを「自分自身が気がつかない

」ということ。

https://www.youtube.com/watch?v=cT5hOQZ33RQ
Akiko Shikata - Lost Children Full (sub ita)
 

https://www.youtube.com/watch?v=cT5hOQZ33RQ


（10月15日）　まったく届いていなかったガラス越しのアピール／リスは今、こんな
にひょうきんキュートになったよ！

http://85358.diarynote.jp/201510150737005204/

（＋２）　「狼さん」への、超個人的メッセージｗｗｗ

2015年10月15日 恋愛 コメント (4)
　

https://www.youtube.com/watch?v=JNgeUGcze18
★ Magica Sonata for Piano 

あ、これねｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/200901230249019905/

読んでおいて下さいね…☆

http://85358.diarynote.jp/200907220205031890/
＞蛇足：「初対面の印象最悪」ってのも、よく考えたら「いつものパターン」なのかもしれ

ない……（苦笑）。

https://www.youtube.com/watch?v=J_WbO_LPXDo
★ Studio Ghibli Cello Collection

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
カラパイア : 届け！この想い。いやまったく届いていなかったガラス越しの猫に対する
猫のアピール http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202579.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/654319504567103488/photo/1 

カラパイア @karapaia · 11時間11時間前 
【RT400UP】 ハリケーンが落としていった宝物。巣から落ちて救助された赤ちゃんジ
リスは今、こんなにひょうきんキュートになったよ！

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202771.html … 

http://85358.diarynote.jp/201510150737005204/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201510150737005204/
https://www.youtube.com/watch?v=JNgeUGcze18
http://85358.diarynote.jp/200901230249019905/
http://85358.diarynote.jp/200907220205031890/
https://www.youtube.com/watch?v=J_WbO_LPXDo
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202579.html
https://twitter.com/karapaia/status/654319504567103488/photo/1
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202771.html


https://twitter.com/karapaia/status/654284305179348992/photo/1

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月15日7:47
あ、猫は死んじゃいましたね。（；；）

共産党員も、やめました。

「原発から即避難！」を、言わないどころか、若い人たちを「ボランティア」と称して被曝地に

放り込んでる悪魔！であるというこがが判明した２０１２年の時点で…
（＾＾；）

いま札幌にいて、南米ブラジルかウルグアイに移住希望で〜す…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月15日8:04
今生、独身・子ナシの５１歳目に到達しておりますが、なにか？

ｗ（＾□＾；）ｗ

pedro
2015年10月15日11:39
はじめまして。私は南米で細々一人で自営業やってます。上のピアノ曲良いですね。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月28日23:03
お？（＠＠；）

https://twitter.com/karapaia/status/654284305179348992/photo/1
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


ごめんなさい、セニョール・ペドロ！

気がつくのが遅れて、ご挨拶のタイミングを逃してしまいましたね…！

南米の、どちらの国のかたなんでしょう〜？

 



（10月15日）　ひさしぶりの休【肝】日。だったので、脳ミソ完全にフリーズ状態で
、情報チェックどころではありませんでした…★

http://85358.diarynote.jp/201510150908227293/

本日【休 肝 日】。（※昨日の話）。
2015年10月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

体調悪いわけだよ。

（－－＃）

2015年10月14日（水）【前日】
01:00 0.045 0.042 0.043 6 
02:00 0.063 0.050 0.059 6 
03:00 0.065 0.057 0.062 6 
04:00 0.054 0.052 0.053 6 
05:00 0.051 0.045 0.048 6 
06:00 0.043 0.040 0.042 6 
07:00 0.041 0.039 0.040 6 
08:00 0.040 0.039 0.040 6 
09:00 0.039 0.039 0.039 6 
10:00 0.040 0.039 0.039 6 
11:00 0.040 0.039 0.040 6 
12:00 0.040 0.039 0.039 6 
13:00 0.040 0.039 0.040 6 
14:00 0.040 0.039 0.039 6 
15:00 0.040 0.039 0.040 6 
16:00 0.039 0.039 0.039 6 
17:00 0.040 0.039 0.039 6 
18:00 0.040 0.039 0.040 6 
19:00 0.040 0.039 0.039 6 
20:00 0.040 0.039 0.039 6 
21:00 0.039 0.039 0.039 6 

http://85358.diarynote.jp/201510150908227293/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151015/85358_201510150908227293_1.jpg


22:00 0.040 0.039 0.039 6 
23:00 0.039 0.038 0.039 6 
24:00 0.040 0.039 0.039 6

…寝ている間に最高０.０６５μの吸気被曝を強いられていたとわけで…
（－－＃）

「起きたら気分が悪かった」ので、ダルダルの倦怠感のまま午前１１時までフテ寝して、起きて

ごはん食べて小家事だけして、源泉かけ流しに逝って、ぬる湯で煮込んで毒抜きして、牛丼２９

０円の看板につられて食ベクレ量を増やして、

（－－；）、最低限の買い出しだけして、帰宅後また布団に直行しました…

ここのところの被曝量上昇続きで、肺と肝臓と腎臓と脾臓の負担が限界に近付いているという自

覚があったので、

【コーヒー・紅茶ぬき。】

（はっきり言って拷問。）

ひさしぶりの休【肝】日。だったので、脳ミソ完全にフリーズ状態で、情報チェックどころでは

ありませんでした…★

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10月15日（木）【当日】
01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.038 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00 
07:00 
08:00 
09:00

…今もまだ、背中の「腎臓まわり」が痛怠くてツライです…



…（〜〜＃）…

…景気づけに一曲…ッ！

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=bosHibpMBCE


（10月16日）　ダイエットになんの意味がある？

明日、世界が滅ぶとしたら…
2015年10月16日 グルメ コメント (1)
　

今日、ダイエットすることに、

なんの意味がある？

(^_^;)
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月16日17:09
長いので本文あとでね。

(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201510161702441675/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=226
http://85358.diarynote.jp/201510161702441675/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


買い出し行ってきま〜す♪

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510161739489729/

これだけ買っても１３００円♪

2015年10月16日 日常 コメント (1)

あかね（紅玉系りんご）が、

バラ売り５０円だった〜♪

o(^-^)o
 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月16日18:57

http://85358.diarynote.jp/201510161739489729/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201510161739489729/
http://85358.diarynote.jp/
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ビバ札幌！

めぐすた札幌♪o(^-^)o

無事帰投。

洗濯してきま〜す♪

 



（10月16日）

http://85358.diarynote.jp/201510162121558584/

軟茶って【水死気】実験♪

2015年10月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

…どういう自動変換をするんでしょーか、携帯さんってば…★

…ｗ（＾◆＾；）ｗ…

【なんちゃって水式】実験です☆

そう！今日ガンバッテ、「埃の追い出し」掃除をしたのは…

コレの実験をしてみたかったから。なのでした…ｗｗｗ

（あまりにも綿ボコリと紙ボコリだらけのところでやらかしても、ロクな事態になりそうになか

ったので…ｗｗｗ）

http://85358.diarynote.jp/201510162121558584/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510162121558584/


１．使わなくなった台所の鍋置き台。

２．使わなくなった元めいにゃんさまのオヤツ入れ。

３．北海道だと８月の１週間しか使わなかったＰＣ冷却用の卓上扇風機…。

早くも判明した弱点は、

★音があんがい煩い。（＾＾；）

★ハブ電源なので、ＰＣ使用中にしか使えない。

でした…。

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

さて。

雑音に煩わされながら、宇宙遊泳にいってきます…☆

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月16日22:32
一時間経過…（＾＾；）…

大きな綿ボコリと正体不明な黒いゴミ（？？？）が獲れた…以外は、特に面白い事態にもなって
いません…

今日は、掃除した直後だから？かな…？？

（とりあえず本日の宇宙遊泳終了。ごはん作ってきます…。）
 

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


（10月16日）　今週の魔女鍋のメイン具材は白菜です…♪

http://85358.diarynote.jp/201510170022258622/

髪が抜け落ちた／「人食いバクテリア」はどこにでもいる／淡

路島 （洲本市役所） 重汚染／バタバタ倒れてゆく可能性／異変
を感じたら迷わず逃げる。

2015年10月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

ペッコ @pecko178 · 13時間13時間前 
ボーリング工事で「暴噴」という現象があるがコリウムが作った縦穴においても同様

のことが起きる。

アメリカのニュースで、福一原発の敷地内の地面に亀裂が入り、猛烈な放射能をもつ

蒸気が噴出したという日本では得られない情報を報道していた。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/japt1933/57/5/57_5_441/_pdf …

https://www.youtube.com/watch?v=eOH2Cz7bytw&index=3&list=RDp5_g4e0yxWc
【睡眠用BGM】 聴きながら寝るためのゲーム音楽 【癒し】

料理仕込んできました。

http://85358.diarynote.jp/201510170022258622/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510170022258622/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151017/85358_201510170022258622_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151017/85358_201510170022258622_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151017/85358_201510170022258622_3.jpg
https://www.jstage.jst.go.jp/article/japt1933/57/5/57_5_441/_pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eOH2Cz7bytw&index=3&list=RDp5_g4e0yxWc


２３：３３。

今週の魔女鍋のメイン具材は白菜です…♪
道産ハクサイ、

道産タマネギ、

道産ニンジン、

道産ブタニク。♪♪♪

…この際、先週のベクレ台風のことなんか、忘却の彼方に捨ててやる…ッ！★

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"nameitxxxx 2011年6月3日
東京で増えてる

子供の鼻血や下痢、熱などの症状

免疫不全みたいと言ってる人がいた

枯れかけてる植物も同じような印象

目立って何かが起こるわけでなく

じわじわ弱って気付いたら枯れてる

枯れるまでのスピードは意外に早い

まるで白血病"

AKIRA 2024さんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 2時間2時間前 
ダマされてはいけない

「人食いバクテリア」はどこにでもいる弱々しい化膿菌の類

だが、放射能塗れの日本では、無用心だった人の免疫力が著しく低下している為

バタバタ倒れてゆく可能性が高い

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09181 … 

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
チェルノブイリの際

ベラルーシで廃村になった村の空間線量が

０．３〜０．４マイクロシーベルト／時だった

（野呂美加さん）

このレベルでは村民が次々と病に倒れた。

こういう場所は千葉県柏市、東京都足立区、江戸川区等々ある。

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09181
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/66bf95c51e83fb450ff7743ef69b96ee


http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/66bf95c51e83fb450ff7743ef69b96ee …

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"BoulderGorogoro 2014年11月10日
しこり=結節
保険業界から見れば「がん予備群」の扱いになると聞きました。

入れる保険が狭まると。事態は深刻と思われます。

“＜甲状腺＞関東のこども検査結果１８１８人中大きなしこり再検査が７人
正常な子供はたったの３６％”

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
カルディコット博士

[被ばく]は、腸、全体の胃腸系に影響する。
したがって細胞が胃の中で死に、非常に吐き気を感じる。

人々は下痢になる。

かなり多数の人々から髪が抜け落ちたとの報告。

身体の活発に分裂する細胞（有毛細胞、腸細胞および血球細胞）は

放射線によって殺される。

AKIRA 2024さんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"hachiko_hujieda 2013年3月24日
関東で白血病発症した人が

医師から「一昨年より発症が増えてる」

と聞いたらしい。

そんな中、福島県·宮城県(一部地域)では
白血病の調査を行わない事が県に通達されたらしい。"

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 2時間2時間前 
来年は事故や人倒が当たり前になる

それらから回避は可能です。

兆しを感じてください。過去を知れば危ない線が見えます。

そして自衛してください。

車には近づかない。

異変を感じたら迷わず逃げる。



#未来線
未来は１つ

https://www.youtube.com/watch?v=qBPG4WHNQac
Akiko shikata-The Wind Knows the Distant Tomorrow 

Mペッコ @pecko178 · 19分19分前 
これからはタバコにも記載して欲しい。

タール・ニコチン・セシウム

＊＊＊

南相馬・旧上真野の「葉タバコ」から182ベクレル検出：福島民友ニュー
スhttp://www.minyu-net.com/news/news/FM20151016-020690.php …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 55分55分前 
南カリフォルニア

豪雨による洪水、土砂崩れ、泥流の被害。

BBC 10月16日：http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34546875 …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/655017743935115264/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
ヨーロッパ

集中豪雨による洪水の被害。

BBC 10月16日：http://www.bbc.com/news/world-europe-34546771 …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/655015586536120322/photo/1

Mペッコ @pecko178 · 3時間3時間前 
＜女川原発＞１号機9月に2度停電していた | 河北新報オンラインニュース / ONLINE
NEWS http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201510/20151014_13012.html …
なぜ今頃になって発表するのか誰も問い詰めない国。

5 S CRAFT COMPANY @satosspe · 6時間6時間前 
5 S CRAFT COMPANYさんがリツイートしました ひろみ
2011.3.11福一事故後2011.11月からJTのタバコは被曝畑で作られた葉タバコを使用し
ている。

それ以降もJTのタバコを吸う愛煙家達の体内は必然的に内部被曝していると共に全国

https://www.youtube.com/watch?v=qBPG4WHNQac
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20151016-020690.php
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34546875
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/655017743935115264/photo/1
http://www.bbc.com/news/world-europe-34546771
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/655015586536120322/photo/1
http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201510/20151014_13012.html


の空気を煙から出る放射能で汚染している事を忘れるな 
https://twitter.com/hiromi19610226/status/654930628601712640

宇宙天気ニュース @swnews · 8 時間8 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、10月16日15:16 JST (16
日06:16 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

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時間9時間前 
知ってる人も

知らない人も

人類史上最大の自国民無差別殺人

内戦状態ですね。

ただ、グーミンたちは、その事実を

4年半も経ってるのに
気付いて居ないだけ。

間抜けな国民が、やりたい放題殺し放題の

放射能汚染核戦争で、好きなように

政府軍に殺されてゆくと言う

史上最大の殺人です！！

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
16日13時現在　AQIが淡路島を重汚染と判定しています。
洲本市洲本市役所

SPM が 0.845mg/m3 で AQIに影響。
https://twitter.com/cmk2wl/status/654877745860640768/photo/1
高めで推移しています。近所の方は警戒を。

http://soramame.taiki.go.jp/DataList.php?MstCode=28205010 … 

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
「何と、高濃度放射性汚染水垂れ流しの福島第一原発から20キロも離れていない海岸
でサーフィン大会が行われました。無知というのは本当に恐ろしい。放射能被ばくを

無視・軽視した人は、恐ろしいしっぺ返しを受けるでしょう。」

http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/128.html …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 12 時間12 時間前 
名無し：10/16 08:57

https://twitter.com/hiromi19610226/status/654930628601712640
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/654877745860640768/photo/1
http://soramame.taiki.go.jp/DataList.php?MstCode=28205010
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/128.html


namiekuwabara
「原発安全だ」壊れれば「放射能安全だ」ならば何故避難させた。放射能危ないから

避難させたんだろう。3月11日当日夜には東電バス来ていた。危険があるから避難させ
る為に用意したバスだろう。私の妻は震災後他界した。友も他界した…

宇宙天気ニュース @swnews · 12時間12時間前 
[記事] 2434黒点群でM1のフレアが発生しました。太陽風は平均的な速さに戻ってい
ます。 http://swnews.jp #swnews

Mペッコさんがリツイート 
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 13時間13時間前 � Virginia, USA 
@pecko178 @snyacky え〜と、、メルトアウトの次の「トリチウム温泉湯けむりイベ
ント」でしょうか？あ、もう一段先の「地底水素爆発性小地震連発〜震えるほど核爆

発しちゃいたい〜症候群」でしょうか？英語では「ブレイクスルーアウト」かな？

宇宙天気ニュース @swnews · 15時間15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、10月16日08:31 JST (15
日23:31 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

AKIRA @AKIRA23150220 · 15時間15時間前 
AKIRAさんがリツイートしました 原発再稼働で日本は終わる
殺意を感じます。

https://twitter.com/kinmiraixx/status/654726006163398660

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10月14日 
名無し：2015/10/13(火) 07:24 ID:XXXXXXXX
「旧ソの被曝はガチ被曝、日本の被曝は都市伝説！(キリッ」
#悪夢なら覚めてほしい

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月17日8:42
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amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
TPP合意で全ての野菜で関税撤廃に！約100品目にかかる輸入関税がゼロ！農家は困惑！JAや労働
組合は中止を要望

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8385.html …
同じオレンジでも、豪州は手作り日本農家の100倍の規模、農薬とバイオ農法のアメリカは50倍の
規模

逆立ちしたって勝てない

 



（10月17日）　とりあえずとにかく異様に眠い。

http://85358.diarynote.jp/201510172204145723/

ＵＦＯキャッチャー。…（違っ
2015年10月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

掃除し

て２日目だし、

夕方から札幌も空気が変だし、

今夜は何か、異様なものが、

獲れるかもしれないな…♪

o（＾ｗ＾）o　←なにか目的をカンチガイしています…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=z0JyLlyhVDM
AIR 鳥の詩 (ヘッドフォン用) 【擬似立体音響】

（てなことで、一時間ほど宇宙で遊んできますわ…☆）

http://85358.diarynote.jp/201510172204145723/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510172204145723/
https://www.youtube.com/watch?v=z0JyLlyhVDM
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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10月17日22:49
…綿（繊維）ぼこりがたくさん獲れてます…
…（〜”〜；）〜
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510172343524141/

【日本は終わった】／露天掘りの原子炉／突然

死の多発／仙台にも東京にも人は住めない／ま

た再臨界がはじまったようです。

2015年10月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=IseWJh30-4U&list=RDp5_g4e0yxWc&index=5&spfreload=1

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201510172343524141/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151017/85358_201510172343524141_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151017/85358_201510172343524141_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151017/85358_201510172343524141_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=IseWJh30-4U&list=RDp5_g4e0yxWc&index=5&spfreload=1


【第三弾】リコーダー多重録音でゲーム音楽を（ry【バトルメドレー】 

とりあえずとにかく異様に眠い。

…（〜〜；）…

neko-aii @neko_aii · 42分42分前 
東京都内では汚染度の高い葛飾区の土壌の上では、人間よりも生命力の強い蚕でも

９５％死滅、残りは巨大化との恐るべき実験結果

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9f3df8d5083b1cdaa279d0a25de4b8dd …
被ばくした親から生まれた子の世代、遺伝異常の発生頻度が高率

『子の世代の約５割で異常』

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
2015年10月15日　メキシコ　
カリフォルニア湾に面したシナロア州のアルタムラ島

21頭のイルカ、11匹のカメ、4頭のアシカが死骸で漂着。 

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
また再臨界がはじまったようです。

濃霧注意報　最終発表時刻：2015-10-17 21:21
海上濃霧警報　2015年 17日17時40分 

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 � Salta, Argentina 
【M6.0】SALTA, ARGENTINA 17.9km 2015/10/17 20:33:09JST, 2015/10/17
11:33:09UTC
(G)http://j.mp/1NhdzmE (USGS)http://j.mp/1jKzys1

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
雪虫、白老で大量に飛び回る　下校時の生徒ら悲鳴

苫小牧民報 10月17日(土)15時19分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151017-00010000-tomamin-hok.view-000 …
虫と放射性物質は関係がある。

https://goo.gl/xPVGYv 
https://twitter.com/cmk2wl/status/655326460639494144/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
10月17日17時53分の

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9f3df8d5083b1cdaa279d0a25de4b8dd
http://j.mp/1NhdzmE
http://j.mp/1jKzys1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151017-00010000-tomamin-hok.view-000
https://goo.gl/xPVGYv
https://twitter.com/cmk2wl/status/655326460639494144/photo/1


鳥取県（マグニチュード3.9　震度4）この地震の速報解析値（©防災科学技術研究所）
それと、この6日間で富山県東部で無感地震が約120回発生してるという気象庁のデー
タがある。富山もユーラシアプレート

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
この流れだと、瀬戸内海、伊予灘（北九州）付近は注意した方がいいかもしれないで

すね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
10月17日17時53分
震源地：鳥取県（マグニチュード3.9　震度4：深さ10km）の地震
15日に起ってる震源と同じ場所の、やや大きな地震。15日ごろから西日本方面が乗
っかってる（ユーラシアプレート内）の地震がやや多い

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 5時間5時間前 
AndreasDiego ウクライナでは、原発事故５年目には心臓疾患を筆頭に、被曝罹病が急
増し始め６年目に爆発的となった。６年目の１７年には、東北・東京圏で突然死の多

発となり、死の恐怖で五輪どころでなくなる可能性が高い

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
特に古い車に乗っていて

エアコンの暖房使い始めた人たちは

その被曝だけでも今後多くの人たちが

放射性微粒子吸いこんで、

病気になってゆくだろう。

自動車のエアコンや車内が

どれほど汚染されてる

危険な場所か、認識できない人たちは

死んでゆきますね！！！

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8時間8時間前 
■分かり易く言うと2０年後東京は、
この水槽の中のマグロのようになる。

汚い水槽に残るのは、弱った病気のマグロたち。

でも死んだら、またどこからか連れてきた、

外国産のマグロと交換させられる。



一応水族館は維持できるからね。 

AKIRAさんがリツイート 
emi kiyomizu @kiyomizu5 · 8時間8時間前 � Östliche Vorstadt, Bremen 
【日本は終わった】英インディペンデント紙。英で久々報道の福島。

「原発事故は日本政府が嘘をつく構造だと明らかにした 」
「近代日本の終焉」「チェルノブイリより遥かに酷い」 
https://twitter.com/kiyomizu5/status/655272671324807168/photo/1

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
福島に露天掘りの原子炉が

存在するのに

東京が安全なんて思う人は

頭がどうかしてると

本気で思うね。

既に西日本でも

防護対策抜きには

安全は無いのに・・・ 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
■【東北・関東首都圏　大虐殺】いや【日本大虐殺】ですよ。 
一度にこれほど多くの人が、殺されるのは、

地球の歴史上初めてですよ

トリチウム水蒸気毎日吸い込み

中性子まで浴びていたら 
第二次大戦全世界の犠牲者数も、超えるかもしれない 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 13 時間13 時間前 
今日の犬吠埼 10/17 10:17 曇り、濃霧 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/655191592559468544/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
10月17日
01時11分：長崎県　M2.5
01時13分：長崎県　M2.5
02時31分：長崎県橘湾　M2.9
04時40分：気象庁未発表の地震・愛媛県　M2.9

https://twitter.com/kiyomizu5/status/655272671324807168/photo/1
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/655191592559468544/photo/1


cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
東京の湿度、島嶼部も含めて昨日から上昇しています。

2015年10月17日　東京(トウキョウ) 
https://twitter.com/cmk2wl/status/655165284987224064/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 20時間20時間前 
四十代、五十代といった若年層にも、白内障の発症もめだっている。白内障は、チェ

ルノブイリ後にイタリアでも一時多発、被曝の影響として、考えられるもの。宇都宮

あたりの汚染度はイタリアとは比較にならないほど大きい。白内障と言う形で、被曝

が顕現してきても、何らおかしなことはない。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 10月16日 
野口五郎が、岩手で、生えてるわさび、いきなりちぎって、食べてるね！

もうすぐ、川島なお美に続く芸能人が沢山出て来るだろう。

『ちい散歩』地井武男さんは、早くに心筋梗塞で亡くなられましたよね。

https://www.youtube.com/watch?v=ynE-1_6fZcQ&index=6&list=RDp5_g4e0yxWc
【作業用BGM】クロノトリガーアレンジメドレー【癒し系】 

amaちゃんだ @tokaiamada · 4 時間4 時間前 
何が起きるかというと、阿鼻叫喚地獄

都会には強盗殺人が満ちて、路傍に死体がゴロゴロ

それを片付ける者さえいなくてカラスの天国となる

応仁の乱みたいなもんだ

まともな人間は僻地の山中に逃げてゆく

政府など機能ゼロ

シリア難民と同じ運命が待ち受けているだろう

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 4時間4時間前 
あなたが、移住する気が、無かろうが、有ろうが

東北、関東首都圏から、日本人は徐々に消えてゆくことは

絶対に、避けられない事実ですよ。

https://twitter.com/cmk2wl/status/655165284987224064/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=ynE-1_6fZcQ&index=6&list=RDp5_g4e0yxWc


もちろん、既に多くの人たちが、東日本から

西日本、北海道に移住していますよ。

この人たちから、直に聞いている、話では

仙台にも東京にも人は住めない

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
死んで行くんです。放射能汚染地 余命長くて２０年で死んでいきます。今すぐ非汚染
地へ移住を。http://bit.ly/17vCgVH ”

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 5時間5時間前 
東京には、福島県近くの県より５倍も多い放射性降下物が降っている　この情報を文

部科学省は、一度は発表しながら削除してしまいました。これが霞ヶ関官僚がいつ

もやっていることです。これを犯罪と言わずしてなんと言う

http://bit.ly/1jRUR6Y

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
国民守るどころか

無差別に子供達まで

放射能汚染で殺してる

国は、もう国ではない

国民殺してるテロ組織だ！！！

安倍が法律守らないのならば

こちらも、国民の義務なんて

バカバカしくて、守る気も

一切無い！！！！

何がマイナンバーや！！！！

ふざけるな！

こちらが、国民放棄だよ！！

https://www.youtube.com/watch?v=y34g0Ts9nPM&index=8&list=RDp5_g4e0yxWc
【作業用BGM】カッコイイ 民族音楽風曲集 〜ドイツ編〜
 

http://bit.ly/17vCgVH
http://bit.ly/1jRUR6Y
https://www.youtube.com/watch?v=y34g0Ts9nPM&index=8&list=RDp5_g4e0yxWc


どぉやったら、「アルパカ狼」（もふもふ？）さんと、「おともだち」に、なれる
かな…？？

http://85358.diarynote.jp/201510182025011675/

札幌０.０３２μ／首都圏で脳細胞をやられて／脳

梗塞で脳の機能停止したらしい／西日本の人は

死の灰を浴びる／職場内で感染爆発しそうです

。

2015年10月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

AKIRAさんがリツイート 
Pray for the Nations @ST0NES · 10月4日 
半年前でなく一年半が経過‥http://twitter.com/ST0NES/status/480516056138514432 
本当にそうなってきている。http://twitter.com/ST0NES/status/650491822590947328 
首都圏で脳細胞やられてしまってる。http://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+%E9%A6%96%E9%83%BD%E5%9C%8F+%E8%84%B3%E7%B4%B0%E8%83%9E&src=realtime=default&f=tweets
…
まもなく多くの企業で欠員が増大。穴埋めが移民政策。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
yuki2040 @yukison2040 · 10月17日 
何度でも言う。

仮に非正規の最低賃金１５００円になったとする。それでも年収３００万にはいかな

いんだよ。で、日本の非正規率は約３８％(先進国ぶっちぎりの高さ)。２０代の半数が
非正規。そして非正規の半分は自分の給料だけでは自活できないと言っている。日本

成り立たないぞ　#最低賃金上げろ

なんとか無事帰投しました。

２２：３９。

札幌は１２．５℃。無風。

暖かいです…（＾＾；）…☆

http://85358.diarynote.jp/201510182025011675/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151018/85358_201510182025011675_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151018/85358_201510182025011675_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151018/85358_201510182025011675_3.jpg
http://twitter.com/ST0NES/status/480516056138514432
http://twitter.com/ST0NES/status/650491822590947328
http://twitter.com/search?q=from:ST0NES+%E9%A6%96%E9%83%BD%E5%9C%8F+%E8%84%B3%E7%B4%B0%E8%83%9E&src=realtime=default&f=tweets


精神状態はけして悪くないのですが、体調がけっこうぼろぼろ。

全身倦怠感と頭重感。

ついでに歯痛。（－－；）

AKIRA @AKIRA23150220 · 2 時間2 時間前 
AKIRAさんがリツイートしました みずき
東電福島第一原発事故から4年7ヶ月。
放射能被曝によって極端に免疫力が落ちています。

全てのウィルスに対する抵抗力が落ちています。

感染対策は、とても重要です。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
AMTTKＵZ @ruminako1952 · 2時間2時間前 
@sipersonabuena そうそう、３１１以前は１００Bq/kgでドラム缶に入れ、放射性廃
棄物として厳重に管理していたのに、今では食べ物が100Bq/kgでもスーパーに並んで
いて、それらを食べていますものね。

もう、何が何だかわかりません。　

@k2cyan

AKIRAさんがリツイート 
War Is Over @kenshimada · 5時間5時間前 
どんな病気でも放射能のせいにするとバカにする輩が多いが、放射能はミトコンドリ

アの細胞膜を破壊するので、免疫力の低下により、あらゆる病気に罹患する確率が高

くなる。　http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11372091004.html …

どうも、被曝対策（制ガン）で、熱が出るらしい…
…（－－；）…。

もはや宇宙にいく元気もないので、とにかく、情報チェックだけして、さっさと寝ちゃいます…
★

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

…あれ…？

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10月18日（日）【当日】
01:00 0.041 0.040 0.040 6 
02:00 0.041 0.040 0.040 6 
03:00 0.040 0.040 0.040 6 
04:00 0.040 0.039 0.040 6 
05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00 0.040 0.039 0.039 6 
07:00 0.040 0.039 0.040 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 0.040 0.039 0.040 6 
12:00 0.040 0.039 0.039 6 

http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11372091004.html
https://www.youtube.com/watch?v=aRnHWzFYGm8


13:00 0.040 0.039 0.039 6 
14:00 0.040 0.039 0.040 6 
15:00 0.041 0.039 0.040 6 
16:00 0.044 0.042 0.043 6 
17:00 0.045 0.042 0.044 6 
18:00 0.043 0.041 0.042 6 
19:00 0.041 0.040 0.041 6 
20:00 0.041 0.040 0.040 6 
21:00 0.041 0.040 0.040 6 
22:00 
23:00 
24:00

https://www.youtube.com/watch?v=UtpOFj9aJZs
Motivation Music 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5時間5時間前 
４年

７カ月

被曝続けて

体は、「限界」

福島原発は

昨日

から

再び「再臨界」

amaちゃんださんがリツイート 
土佐の酔鯨 @tosasuigei · 6時間6時間前 
アメリカの民間刑務所会社GEOグループが移民の足首にGPS監視装置を取り付けて移
民の行動を常時監視している。こんなことが許されるアメリカの現実はとっくにSF映
画を超えてもはやシュールレアリズムの世界だ。こんな国に植民地支配されている日

本の将来はいったいどうなるのか。本当に心配だ。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
あなた、研究されたいの？

higa0818 山下俊一の人体実験宣言、驚愕の言葉 
『被験者は、２００万人の福島県民全員です。 
科学界に記録を打ち立てる大規模な研究になります。』 
（ドイツのシュピーゲル誌のインタビュー）

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 7時間7時間前 
古井丸 友宏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！！】
今は２０１５年１０月。到達し各浄水場のフィルター汚物は公表出来ない程の放射能

汚染状態。浄化した水道水でも、シャワーやお風呂の水でも、線量は311前の１０倍以
上に上がっています。 

AKIRAさんがリツイート 
Sarah Yamasaki 山崎淑子　 @prisonopera · 8時間8時間前 
#内部被ばく #晩発性障害　白血病の症状は白血球減少だけではない…眼底出血に伴う
視力障害があれば検査を受けて。私も311原発震災発生時、東京で被ばくした1人です

https://www.youtube.com/watch?v=UtpOFj9aJZs


以降、眼球と喉の痛み出血、鼻血、中耳炎、糖尿病、激しい咳とタンを伴う呼吸器

疾患、ブラブラ病症状、集中力記憶力の低下など…

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
乾燥期に入り、放射能汚染された土壌が乾燥し風で舞い上がる。

これを、吸い込む事で内部被曝をする。

さらなる内部被曝で免疫力が落ちたところに、冬の寒さと、

インフルエンザウィルス、ノロウィルスと云った、毎年恒例のウィルスが追打ちをか

ける事で、

今年の冬は、大量に急病人が発生する。

AKIRAさんがリツイート 
たま @aoooooooooo0718 · 9時間9時間前 
まあ、ものすんごい国だよねぇ。あの乳癌の芸能人だって、いまだに魚介類バリバリ

食べてるし。うちの安全厨の夫も、コンビニで自分の分だけあさりスパゲッティ買っ

てきて食べてるし。で、昨日から体調不良で寝込んでるし。もはや手遅れ。

AKIRAさんがリツイート 
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 10時間10時間前 
古井丸 友宏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！！】
こうやって放射線量の高い環境へシフトしていくと多くの人が病気になり死んでいき

ます。奇形臓器も増えます。生殖器や心臓循環器の奇形は既にたくさん。脳神経、中

枢神経異常、睡眠障害もどんどん増えています。すべて霞ヶ関の政府の責任ですね。 

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
リアルタイムのアメダスでみても、風は予報通りに進行しています。

西日本の人はこの風で死の灰を浴びることになります。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12 時間12 時間前 
やはり北九州で地震が起こりだしてる。

10月18日10時36分：震源地（大分県北部　マグニチュード3.6　深さ115.7km） 
15日から西日本の各地で起ってる地震や鳥取県の群発地震は、ユーラシアプレート内
の地震。

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【地震情報 2015年10月18日】
09時47分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約70km、地
震の規模はM4.4、最大震度3を青森県で観測しています。この地震による津波の心配は
ありません。 
https://twitter.com/UN_NERV/status/655546917758173188/photo/1

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
佳留丸 @Karumaruex · 15時間15時間前 
@takaryanryan ウィルス性胃腸炎って感染症指定されてるので普通は医師の許可が下
りるまでは出勤停止（本人の意思に関わらず出勤禁止）の筈なんですけどね…職場内
で感染爆発しそうです。お大事にです

AKIRA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 
"sikireve: なんか後の席にいた人、奥さんが倒れたみたいなんだけど
脳梗塞で間に合わなくて脳の機能停止したらしい、、、

まったくの他人だが重い報告が微かに聞こえてきた"
#死亡線

https://twitter.com/UN_NERV/status/655546917758173188/photo/1


AKIRAさんがリツイート 
みなと@チーム8 @swallow_go8 · 23時間23時間前 
この時間だといろんな人が駅にいるなw
寝てるわ倒れてるわ…w

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
マツコマツ @matmatizi · 10月17日 
@cmk2wl 苫小牧では製紙工場が瓦礫を燃やしていましたね。

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 10月17日 
"busyu3208: 鎌倉で２３人が食中毒　ノロウイルス検出（カナロコ by 神奈川新聞） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150614-
＞腹痛の原因。

クラスメイトで生しらす丼食べた人ほとんど腹壊してる。

中には嘔吐で休んでる人いるし

#神奈川線

…嗚呼！しらす丼…。

懐かしい、美味しい、相模湾の、しらす丼…。

さようなら、永遠に。故郷、かながわ…

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
「♬東京へは　もう何度も・・・・」

　行けるか！！！！！

800ベクレルの放射線管理区域に
行だけで、本来逮捕や！！！！！

だいたい多くの街は、ソ連の甘い基準でも

廃村レベルや！！！！！！

横浜市なら、ソ連はブルで埋めた街や！

https://www.youtube.com/watch?v=UijT7UK1Bj4
KOKIA / 孤独な生きもの【OTO NO TABI BITO #20】

AKIRAさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 10月17日 
また再臨界がはじまったようです。

濃霧注意報　最終発表時刻：2015-10-17 21:21
海上濃霧警報　2015年 17日17時40分 

AKIRAさんがリツイート 
chicken @tikiriotoko · 10月17日 
３日に一回くらい電車内で気絶して直立状態から自由落下する人見かける。

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 10月17日 
"kaizokuoji: 新宿駅人が倒れててAED用意してた。"

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150614-
https://www.youtube.com/watch?v=UijT7UK1Bj4


10162119
#死亡線
#真実線
急病じゃない

死人だ

流れが変わっていく

汚染地区らしい日常です80

AKIRAさんがリツイート 
ヒロム @hiromu_bkzr · 10月16日 
仙台駅怖い。。。

また人が倒れてたよ。

前の研修でも倒れてる人

見たぞ。

https://www.youtube.com/watch?v=oPFoARi4wiI
EXEC_REBIRTHIA=PROTOCOL/. KOKIA 

neko-aiiさんがリツイート 
MINEO Ryohei @MINEO_MAMEBOOKS · 10月10日 
2015年10月、つまり最近、
英デイリーメールに掲載された記事です。

4年が経った「福島」の写真がをたくさん掲載。
その風景、その光景に言葉が出てきません。

※映像もあります

http://dailym.ai/1KZVEA1 
https://twitter.com/MINEO_MAMEBOOKS/status/652768685552046080/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=mZRx0lq3few
KOKIA - For little tail 

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2013年12月03日 
原発事故直後の米軍機の測定でも

３０ｋｍは何処も１２６ｍＳｖ／ｈ

大使館から外務省にメールが届き

直ぐに避難・・外務省はひねり潰した。

これは１０万ページの議事録

（日米の電話の記録が秒刻みで文字起こし）

がネット公開されています。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"E_Yoshimi 2013年7月9日
原発事故直後にヘリからの

注水の陣頭指揮を取った私の友人も

吉田元所長が亡くなる前日

亡くなりました

癌が発見されたのが5月
あまりにもあっという間の出来事

https://www.youtube.com/watch?v=oPFoARi4wiI
http://dailym.ai/1KZVEA1
https://twitter.com/MINEO_MAMEBOOKS/status/652768685552046080/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=mZRx0lq3few


名も無き英雄がどれだけ沢山いるか

決して忘れてはいけないと思います。合掌"

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=B2HrJ7EYFLk
KOKIA / 世界の終わりに 【infinity tour #12】

…さて…（＾＾；）…

どぉやったら、

「アルパカ狼」（もふもふ？）さんと、

「おともだち」に、なれるかな…？？
 

https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ
https://www.youtube.com/watch?v=B2HrJ7EYFLk


（10月19日）　アルパカさんに心配してもらったから、まぁ赦す…(^_^;)…

http://85358.diarynote.jp/201510191015302026/

空気清涼♪ o(^-^)o
2015年10月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

気力を奮い起こして立っているのもやっとな全身倦怠感。

(∋_∈)

被曝カナリア（過敏症）体質の私でも、

札幌だから、まだこれで済んでる。┐(’〜`；)┌

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
福島県双葉町，宮城県丸森町両地区で有意に多かったのは

『体がだるい，頭痛，めまい，目のかすみ，鼻血，吐き気，疲れやすい』などの症状

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1e34c7ceb846ed4ee19e037c70c2c365 …

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月19日16:20
制ガン発熱中。

世界がめ舞いでぐ〜るぐ〜らと回ってます…ヽ（・＿・；）ノ

だというのに電話が５時間鳴りっぱなし。(-"-;)

アルパカさんに心配してもらったから、まぁ赦す…(^_^;)…

http://85358.diarynote.jp/201510191015302026/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201510191015302026/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151019/85358_201510191015302026_1.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/1e34c7ceb846ed4ee19e037c70c2c365
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10月19日20:58
この体調で残業４５分とかマジ勘弁。(∋_∈)

大魔王サマのニヤ顔が謎…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月19日23:22

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
花の香りに気付ける地は良い @dnanoca · 6時間6時間前 
寝ている時間は回復の時間。空気がめっさきれいな方が良い。なぜ？体の負担を減らしてあげれ

ば回復に集中できるでしょ。風邪だってさ、「もう変なの入れないでー、それどころじゃな

いよー」って体が言うでしょ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日0:38
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
移住しない？？【三田茂医師の印象的な言葉】15.5.17那覇
９０〜９５％が移住によって健康状態が改善 している
個人差があり すぐよくなる半年後よくなるよくなって
しばらくしてまた悪くなる 等 色々なパターンがみられる
被ばく者になってしまった以上、経過を見続けることが重要.
 

http://85358.diarynote.jp/
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（10月19日）　アルパカさんにかまってもらった♪／顔認証システム、遠い話だと思
ってるでしょ？

http://85358.diarynote.jp/201510192325253433/

【重要】入浴剤は危険極まりない／「再稼働させないのが一番の

避難計画」／大人がそんな危険な環境でゴミ拾いをやらせるワケ

はないと信じています」…

2015年10月19日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
松浦晋也 @ShinyaMatsuura · 5時間5時間前 
うわ、嫌な予感。　Reading:行政改革相 新国立公文書館 むだ省く視点で　NHKニュ
ース http://nhk.jp/N4Ln4JIW 「無駄を省く」という政治家の発言が、官僚機構の中を通
過していくうちに「後で証拠になるような文書は残さない」と変換されませんように

。

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
【重要】入浴剤は危険極まりない。

皮膚に残れば汚染を集め放射線を吸収していしまう。

フルオレセイン（別名多し）は入浴剤に添加する着色料。

血管造影に使われるほど放射線吸収率が高い。

先ほど半分気絶しながらなんとか帰投。

（〜〜；）

２２：１１を観ながらＰＣ起こしました…。

https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
Lord of the Rings - Sound of The Shire 

体調はへろへろのぼろぼろですが、

アルパカさんにかまってもらった♪

♪（＾＾）♪

ので、機嫌はいいです…ｗｗｗ

しかし宇宙遊泳とかムリ！

（〜〜；）

お雑炊を煮込んだので、さめるまで情報チェックだけしで、さっさと寝ちゃいます〜…★

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
フランスのAFPの方が
日本のテレビニュースよりも、昨日のあべ総理が出席した自衛隊の式典の詳細を動画

を添えて伝えてる。英国BBCなども、朝いちではトップニュース。

http://85358.diarynote.jp/201510192325253433/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201510192325253433/
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https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8


neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
日本の原発につかう燃料を掘った鉱山近くのアメリカ原住民は５０歳まで。

全員癌で死んでる。

（2011-10-13乖離のぶろぐ)より

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
放射線障害の晩発的影響

〜約５年目あたりから急変〜

②甲状腺ガン（平均発症率の約１万倍）←放射線ヨウ素

③乳ガン（爆発的増加）←セシウム

④骨腫瘍(骨癌)（爆発的増加）←プルトニウム
⑤白血病（爆発的増加）←ストロンチウム

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/dd8b3d5e45ec6e05d25ffa87e72d347b …

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
2011年福島第一原発事故で
3月21日に高濃度の放射性物質の塊（雲）が通過
原発⇒福島県いわき市⇒北茨城⇒柏⇒東京葛飾・江戸川区

⇒東京都の港区・大田区沿岸⇒川崎市海岸部

したがって川崎南部では

各所で高濃度の汚染個所が幾つも発見された

(放射能汚染状況調査体験記)より

民主主義を取り戻す @wHYLhvnLDoDm4ki · 2時間2時間前 
民主主義を取り戻すさんがリツイートしました 本間　龍　　ryu.homma
櫻井よし子のブログの内容は嘘である。東電の本店と福一の現場の49時間にわたる公
開されたテレビ会議を見ると、よくわかる。東電の会議では住民の避難など何も触れ

ていない。東電は現場を放棄しようとした。それを菅総理が本社に行ってやめさ

せた。 

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
イシカワ（生きている） @ishikawakz · 3時間3時間前 
来年の三月で福島第一原発事故発生から5年だ。
医療機関のカルテ保存期間も5年。
これらもちゃんと保存しないといけないはず。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
米国も欧州もアジアも豪雨や台風による水害。

このところ頻繁に発生してる「太陽の活動」による地球への「磁気嵐」も影響してま

すね。これは。

「フィリピン台風直撃、６万人超が避難」動画

：http://www.news24.jp/articles/2015/10/19/10312587.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
鳥取県の群発地震

10月15日に（震度1）の地震後、17日に（震度4）の地震が起ってから始まってる。
17日17時53分に（震度4の地震）以降、19時までに数分間の間隔で地震が多発。そ
の後、18日に震度4が2回（資料：気象庁）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
まだ続いてる鳥取県の群発地震。

19日17時00分：マグニチュード2.3
19日17時07分：マグニチュード2.2
10月15日以降、気象庁の地震履歴が、鳥取県と西日本の地震履歴で埋め尽くされてる
状態。

amaちゃんださんがリツイート 
hamajaya（鋼の硬派） @hamajaya · 4時間4時間前 
hamajaya（鋼の硬派）さんがリツイートしました はなゆー
「地域貢献のために参加しました。希望者はクラスで３，４人です。（ゴミを拾うこ

とで被曝してしまう危険性については）思わず泣いた。ダメだよ、信じちゃ。 

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/dd8b3d5e45ec6e05d25ffa87e72d347b
http://www.news24.jp/articles/2015/10/19/10312587.html


烏賀陽（うがや）弘道 @hirougaya · 4時間4時間前 � 神奈川県 横浜市 港北区 
ものすごくイヤな予感がするのですが、これほど福島第一原発事故の歴史資料の記録

がおろそかでは、後年「何を間違ったのか」を學ぶことができませんので、また同じ

種類の間違いを繰り返すでしょう。

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
烏賀陽（うがや）弘道 @hirougaya · 5時間5時間前 
原子力規制委員会は３年でウエブから文書を削除するそうです。最初、東電が墨塗り

だらけで国会に提出して大ひんしゅくを買い、こうやってやっとこさ公開させた貴重

な資料「事故時運転操作手順書」も３年で削除されるのです

。https://www.nsr.go.jp/activity/bousai/trouble/houkoku/earthquake_manual_index.html
…

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
烏賀陽（うがや）弘道 @hirougaya · 5時間5時間前 � 神奈川県 横浜市 港北区 
原発事故初期段階での東電の社内テレビ会議音声が紛失していること、首相官邸の会

議議事録が最初から作ってないことなどのせいで、人類の歴史に残さなければならな

い記録がないのです。@ohisa_sensei

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
岡城 敦士 - 探求 @ats8u · 6時間6時間前 
何度も言ってるが、シールズは騙しだ。だけどハト派を装い、国内のハト派を吸い付

くした後で、ちゃっかり改憲して軍を持つというのは、実にグッドアイデアとしか言

いようがない。１９６０年のインチキ平和教育を受けたハト派の日本人は、現実が見

えない。

これがないと対米従属のタカ派が止まらない

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
10月19日16時発表
「阿蘇山：9月14日の噴火以降、連続的な噴火が発生。マグマだまりがあると考えられ
ている草千里を挟む基線で8月から伸びの傾向。2kmの範囲では弾道を描いて飛散する
大きな噴石、火砕流に警戒してください」

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
花の香りに気付ける地は良い @dnanoca · 6時間6時間前 
まあ、この3つで最強。→室内表面全部拭く、ふとん全部洗う、水式空気清浄機

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
おしどり♀マコリーヌ @makomelo · 7時間7時間前 
「再稼働させないのが一番の避難計画」と南相馬の桜井市長らが再稼働反対の申し

入れ。→伊方再稼働反対申し入れへ　南相馬で首長会議 | 県内ニュース | 福島民報
http://www.minpo.jp/news/detail/2015101926104 … @FKSminpoさんから

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
昨年からパレスチナ市民が組織的背景もない個人でイスラエルに侵入し、ナイフで人

を刺す程度の自殺テロが激発している

ハマスのイスラエルに爆撃攻撃の口実を与える目的で行われるインチキミサイル攻撃

に絶望して、やむにやまれず自殺テロを行うのだ

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

microcarpa @microcarpa1 · 11時間11時間前 � 大阪府 大阪市 浪速区 
福一港湾内過去最高全ベータ—http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-
1594.html … #OcNuke 10/13 Worst high grossβ in seawater by #Fukushima bldgs
Under Control? 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 12 時間12 時間前 
10/18〜スパイク出てた 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/655922156421779456/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
新宿デイジー @Shinjukudaisy · 14時間14時間前 
室井佑月「安倍さんが講演でいっていた、「世界で最もビジネスしやすい国を目指

して、改革を断行する」ということは、この国の99％の人間が、低賃金で奴隷のよう

https://www.nsr.go.jp/activity/bousai/trouble/houkoku/earthquake_manual_index.html
http://www.minpo.jp/news/detail/2015101926104
http://richardkoshimizu.at.webry.info/200812/article_25.html
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1594.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/655922156421779456/photo/1


に働くということではないか？」週刊朝

日http://dot.asahi.com/wa/2015101500107.html?page=1 … #安倍 @toracyan06

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
mxー国民投票は罠� @x_pq_x · 10月18日 
mxー国民投票は罠�さんがリツイートしました 香取ヒロシ☆Hiroshi
SEALDSのドメインがカナダ、電通もカナダなるほど…。
ちなみに、創価学会もたしかカナダにあるんだよね…。

https://www.youtube.com/watch?v=b1ldZ2dzlV8
Lia - Human 

neko-aii @neko_aii · 1 時間1 時間前 
原発から４キロ、双葉厚生病院の苦闘／災害弱者、置き去り

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/df1f31a51c93186048a89f399b50c98d …
大きな爆発音が響き渡り空に白煙が上がるのを見た

１号機原子炉建屋の水素爆発

間もなく、空から白いあられのようなものが降ってきた

「ヘリはまだか」おびえながら願うしかなかった

ベクレーヌ八千代 @bqn_yachiyo3 · 5時間5時間前 
ヨウ素剤配備された自治体にヨウ素剤服用をさせなかったのは【福島県庁】スピーデ

ィ隠しも。そして事故直後の米軍実測値の汚染地図隠しの戦犯は【経産省】（＝原子

力保安院）と【文科省】

米の放射線実測図、政府が放置　原発事故避難に生かさず

http://nariwaiokinawa.blog.fc2.com/blog-entry-284.html …

amaちゃんださんがリツイート 
seki_yo @seki_yo · 6時間6時間前 
23. 三春町で ヨウ素剤を 配布したのは、2011年 3月 15日の 13時から 18時まで。
7,250人が 服用、うち 軽い 副作用が でたのは 2人だけだった。

amaちゃんださんがリツイート 
seki_yo @seki_yo · 6時間6時間前 
22. もう そのまま (ヨウ素剤の 配布を) 続行しました

参照：http://85358.diarynote.jp/201403071207445585/
＞イソジンの震源地（＠mixi）は、他ならぬ、この私です。（＾＾；）
＞2014年3月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)
https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F%20%E3%83%A8%E3%82%A6%E7%B4%A0&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
＞ site:http://85358.diarynote.jp/ ヨウ素

https://www.youtube.com/watch?v=2ToC4vh_itg
The Elephant Man - Trailer 

amaちゃんだ @tokaiamada · 3 時間3 時間前 
フクイチ事故後、出生した子ども達には、母親が被曝していた場合、多かれ少なかれ

必ず知的障害が出てくる

ダウン症など重篤な異常はすぐに分かるが軽度障害が明らかになるのは三歳以降、多

くは五歳以降だ

最初はオムツの取れる時期が問題になる

http://www.asahi.com/articles/ASHBH75J8HBHUCLV01W.html …

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
seki_yo @seki_yo · 10月10日 
安定ヨウ素剤を 全員の 子どもたちに 飲ませておけば、これから 起こってくる 甲状腺
がんは 半分くらいに なるだろうことが 期待できました。 つまり、チェルノブイリ
での 経験は ほとんど 利用されてません。(津田敏秀さん)

http://dot.asahi.com/wa/2015101500107.html?page=1
https://www.youtube.com/watch?v=b1ldZ2dzlV8
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/df1f31a51c93186048a89f399b50c98d
http://nariwaiokinawa.blog.fc2.com/blog-entry-284.html
http://85358.diarynote.jp/201403071207445585/
https://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F %E3%83%A8%E3%82%A6%E7%B4%A0&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
http://85358.diarynote.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=2ToC4vh_itg
http://www.asahi.com/articles/ASHBH75J8HBHUCLV01W.html


https://www.youtube.com/watch?v=bECVh1dRsZw
Samuel Barber Adagio For Strings - Elephant Man Final Scene 

https://www.youtube.com/watch?v=w77SFM7Fksc
Il Divo - Adagio

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
岡城 敦士 - 探求 @ats8u · 6時間6時間前 

泣いても、笑っても、現実は変わらない。

茶番とはそういう物だ。

自分のことをやろう。

https://www.youtube.com/watch?v=-fN49TItkdQ
Il Divo - The Power Of Love (La Fuerza Mayor) 

…ごはん食べて温かくして眠って…、

…明日はアルパカさんを口説く？ぞ〜っ…！？？

https://www.youtube.com/watch?v=GYMLMj-SibU
Il Divo - Amazing Grace 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月20日23:50
cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
生まれて初めてバスクリンを見たとき、本当にびっくりしたっけ。

「これに入るの？」って。

そういう直感的なのって大事だよね。あんなのどう見たって化学物質。

皮膚につけていいものじゃないって意識の深い部分では気がついている。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日0:11
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】
@k2cyan @x_pq_x @minnie_minimini @777Taku7 @yaginuma_san 
【　この国では、「絆」と書いて「気付くな」と読む　】

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日13:07
ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
yagihiro @yagiutina · 10月11日 
yagihiroさんがリツイートしました akochang
顔認証システム、遠い話だと思ってるでしょ？たかだか十数店舗の食品スーパーに売り込みの電

話が掛かって来るんだよ。（何に使うのかは不明）

https://www.youtube.com/watch?v=bECVh1dRsZw
https://www.youtube.com/watch?v=w77SFM7Fksc
https://www.youtube.com/watch?v=-fN49TItkdQ
https://www.youtube.com/watch?v=GYMLMj-SibU
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欲しい人には金を出せば手に入るシステム。 

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 10月18日 
野党が共闘の「絵」が流れてくるけども

共闘が実現したとして

福島のこどもたちに年間２０ミリシーベルト押し付けてることや

放射性物質汚染対処特措法で放射性廃棄物を焼却してることとか

放射能汚染食品・製品の流通を止めることもない

すべてが被曝ガン無視の上に成り立ってる砂のお城。

 



（10月20日）　今日はアルパカ狼さん居なかった…

http://85358.diarynote.jp/201510200801146890/

おはようございます。

2015年10月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)
　

 
写真と本文は関係ありません。

(^_^;)

肉と野菜をしっかり食べて、

ぬくぬくのお布団で暖かくして

たっぷり熟睡したら、

あたりまえですが

体調はかなり良くなりました。

o(^-^)o

肝臓の腫れがひいて

肋骨がへっこみました。(^_^)v

胃のうしろ（膵臓）の

イガイガ（ガン細胞？）とか、

リンパ腺の目詰まりとか、

体温上げたら熱くなって、

一気に溶けて流れました。

(‾ー+‾)ニヤリ

さすが私！

…の超強力超常免疫系！(^o^)／

…家事やって来ます…

http://85358.diarynote.jp/201510200801146890/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510200801146890/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151020/85358_201510200801146890_1.jpg


外は雨。札幌１０℃。

バイトは遅番。

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月20日8:15
０や１なワヤアナ08時15分。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月20日9:57
地震が多過ぎるし、

台風の動きが遅すぎるし、

とにかくありとあらゆる事態が異常。(∋_∈)

札幌は線量０.０６１μの

ベクレ雨。(ToT)

…キリがない…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月20日11:22
雨はやんだので結局チャリ通。

(^_^;)

空気はあまりよくありません。

(∋_∈)

http://85358.diarynote.jp/
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向精神作用のある？

化学物質が混じってる。

情緒不安定ぎみ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月20日16:19
顔面チックが出てたので、空気に光化学スモック様の汚染物質が混ざっているのは確かです。

(-_-#)

そして視力が低下…(∋_∈)

そして今日はアルパカさんが居なかった…

。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月20日16:37
被曝労災認定！(‾ー+‾)！
ツタヤ図書館ボイコット！(^O^)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日0:19
…みんないろいろぶっこわれつつあって笑えるな〜…☆

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5時間5時間前 
「社畜」だとも、理解していない

家族の移住妨げる、馬鹿で無能で無知なオヤジたちは

カマキリのオスの爪の垢でも煎じて飲んで頂きたいものです。

家族護るのが、男だと言うのら、生命保険に加入して

福島で、田植えのバイトでもやればいい。

家族が、喜びますよ！！！（笑）

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 

http://85358.diarynote.jp/
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【旧ソビエト政府】は、25年前のチェルノブイリ原発事故で、被災地　プリピャチ市民を、1200
台のバスで、36時間で、全員避難させた。日本の東京にあたるウクライナの首都キエフからも、
子供は、避難させた。福島では、4年17ヶ月経つ今でも住民が【日本政府の策略】で、居住させら
れている。

 



（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１５年10月）
（下旬）

 
 



（10月21日）　仔ホーキ…。

http://85358.diarynote.jp/201510210743391584/

朝。

2015年10月21日 日常 コメント (1)
　

おはようございます。

07時43分です。
ネットの反応が変に遅いです。

札幌は晴天無風。気温９℃。

バイトは休み。

予定は家事と買い出し。

たぶん今日は何かデカイことが起きる（起きてる）でしょう。

(-"-;)

もういちいち知らんわ★

…出羽。
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日13:56
…あ、これか…。

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M7.3】VANUATU 116.9km 2015/10/21 06:52:01JST, 2015/10/20 21:52:01UTC
(G)http://j.mp/1knllSz (USGS)http://j.mp/1OGSzsF
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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http://85358.diarynote.jp/201510211322092789/

de la きゅ〜と…♪　 (^-^)g
2015年10月21日 日常
　

「こんにちは」タイムになりました。

１３：０９です。（＾＾；）

画像は先日ダイソーで見つけて一目惚れ（笑）して買ってきた、仔ホーキ…。

　（＾◇＾；）

探していたものよりかなり小さくて、実際は使い物になりそうになく、

ただの観賞用オモチャ（インテリア？）と化しそうな予感が…ｗｗｗｗ

家事はあまり進捗しませんでしたが、

洗髪と入浴と洗濯１．５回戦までして、

東西の窓辺満載に洗濯もの干して、

溜め込んでいたちょこまかしたカタヅケものと繕いものして、

常用カバン（リュック）の中身だして埃はたいて…

あと、ストーブの作動確認。

東側の窓からサイドデスクの上までは、何となく気分がすっきりしました…♪

（そして二度寝もむさぼりました…←家事が「はかどらなかった」原因…☆）

さて。（＾＾；）

音楽。ていうかＰＣ画面と机の上を、整理しますか…☆

（…次項に続く…＞）

http://85358.diarynote.jp/201510211322092789/
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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10月21日（水）【当日】
01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 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 0.039 0.039 0.039 6 
08:00 0.039 0.039 0.039 6 
09:00 0.040 0.039 0.039 6 
10:00 0.039 0.039 0.039 6 
11:00 0.040 0.039 0.039 6 
12:00 0.040 0.039 0.039 6 
13:00 0.040 0.039 0.039 6 
14:00 

 
 



（10月21日）　免疫を補うのは喜びです！／恐怖や不安などを伴う記憶を消去する機
能がある左眼窩（がんか）前頭皮質が震災前より減少している。

http://85358.diarynote.jp/201510211452119579/

（杜仲っちゃ♪）　♪ 音【薬】箱 ♪　…整理整頓 栗鼠…っ☆　

【免疫を補うのは免疫細胞を活性化させる…喜びです！】

2015年10月21日 音楽

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 1時間1時間前 
恐怖や不安などを伴う記憶を消去する機能がある左眼窩（がんか）前頭皮質が震災前

より減少している傾向が確認された。同グループの関口敦研究員は「体積が小さくな

ったことで恐怖を処理しきれなくなっている可能性が高い」としている。（毎日）

★…もういいかな…

https://www.youtube.com/watch?v=icqFN6EhwHs
Dances with Wolves - Love Theme - Soundtrack by John Barry 
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http://85358.diarynote.jp/201510211452119579/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151021/85358_201510211452119579_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151021/85358_201510211452119579_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151021/85358_201510211452119579_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=icqFN6EhwHs
https://www.youtube.com/watch?v=VQBs5G-oq3g


https://www.youtube.com/watch?v=VQBs5G-oq3g
Ryuichi Sakamoto - The Wings of Honneamise 

https://www.youtube.com/watch?v=TmmKsT-f2XU
2CELLOS - Viva La Vida [LIVE VIDEO] 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=tdheB9FZ2eQ
Coldplay - Viva La Vida A Capella Multitrack Cover. 

https://www.youtube.com/watch?v=8r7SGQ4c4fQ
【MV】Green Flash / AKB48[公式] 

https://www.youtube.com/watch?v=Hla6sAJ7lQs
Makai Kingdom OST: Sabat 

https://www.youtube.com/watch?v=BWXyDAXRY9o
【MV】僕たちは戦わない / AKB48[公式] 

https://www.youtube.com/watch?v=xq4v_k9adfE&list=PL60D6B2BF29B35752
Haris Alexiou - "Magissa" 

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

https://www.youtube.com/watch?v=GKM0zRGxHsI
My ultimate top ten 80’s songs! (full songs) 

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=I_cSKgiDYLo

https://www.youtube.com/watch?v=TmmKsT-f2XU
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https://www.youtube.com/watch?v=8r7SGQ4c4fQ
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https://www.youtube.com/watch?v=I_cSKgiDYLo


アルヴァマー序曲　Ａlvamar Overture 

https://www.youtube.com/watch?v=MyL1o4fYfDE
MAXX - GET AWAY & NO MORE I CAN’T STAND IT & EXTENDED SPECIAL MEGAMIX 

https://www.youtube.com/watch?v=BhMQpfRPJ6c
BodyCombat 53 Summer Rain 

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=isXFU34ERs8
Canaan 

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=sGAieDXxGKY
銀河漂流バイファムOP Full 

☆☆まだまだ飽きない！☆☆

☆（即効性）精神 鎮痛剤 ☆

https://www.youtube.com/watch?v=zpBOJMGHr6A
坂本龍一 - 戦場のメリークリスマス 

https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-
wZ
【東日本大震災】決死の放水× 福島原発 【3.11 earth quake japan】 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj0b8aDW2iA
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Spirit of the Harvest Dance 

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

☆ 緊急覚醒 剤 ☆

https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
Pirates of the Caribbean - He’s a Pirate (Extended) 

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=k-Je--1jPx4
「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ）

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

https://www.youtube.com/watch?v=lkjenKg543M
【PV】般若心経ロック

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
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https://www.youtube.com/watch?v=YFHV4ktUyBo
マミさんのテーマ Credens justitiam 
変身シーンと共に バージョンⅡ魔法少女まどか☆マギカ HD 

☆ 精神的瑕疵 即効補修剤 ☆

https://www.youtube.com/watch?v=7W5TQ01htTI
人生に疲れた人へ　其の参 

https://www.youtube.com/watch?v=AptKqut6rTw
銀河漂流バイファム 

https://www.youtube.com/watch?v=Dzy8loSxprg
GIANT GORG 巨神ゴーグ OP full 輝く瞳 

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

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

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

☆ 精神神経 免疫学的 賦活剤 （【義】薬）☆

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=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=7W5TQ01htTI
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https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
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https://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw&index=27&list=RDvCEvCXuglqo
Katy Perry - Firework 

https://www.youtube.com/watch?v=KDPW_g2AhAU
Rudimental - Free ft. Emeli Sandé [Official Video]

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

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=MrHxhQPOO2c
Jimmy Cliff - I Can See Clearly Now 

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

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=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida 

☆ トランス＆睡眠導入剤☆

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=HmpiqxHRrzs
Wiccan Goddess Chant 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw&index=27&list=RDvCEvCXuglqo
https://www.youtube.com/watch?v=KDPW_g2AhAU
https://www.youtube.com/watch?v=_kASjW_aPbQ
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https://www.youtube.com/watch?v=4bY7i8lMXIk
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
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https://www.youtube.com/watch?v=HmpiqxHRrzs
https://www.youtube.com/watch?v=8zj-UWmPqzU


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=qFbSutjmfEY
Riding on the wind(風にのって) 

☆ 精神栄養剤 ☆

（朝食＆お茶の時間）

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

https://www.youtube.com/watch?v=65j7UfG0Z5g
MUSICA RELAJANTE AFRICANA INSTRUMENTAL ONLINE, 
AFRICAN RELAX MUSIC.

https://www.youtube.com/watch?v=lA3M5LMCsgw&index=22&list=PL8413742A11DD3017
Suikoden IV OST #22 - Southern Wind 

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=BpSqVZrx2jo
Ghanaia 

（濃厚昼食）

https://www.youtube.com/watch?v=65j7UfG0Z5g

https://www.youtube.com/watch?v=Q5wFYn2Xhm8&index=9&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
https://www.youtube.com/watch?v=qFbSutjmfEY
https://www.youtube.com/watch?v=O0VlnQjG3z0
https://www.youtube.com/watch?v=65j7UfG0Z5g
https://www.youtube.com/watch?v=lA3M5LMCsgw&index=22&list=PL8413742A11DD3017
https://www.youtube.com/watch?v=wnZ9aGE5uOM&index=34&list=PL8413742A11DD3017
https://www.youtube.com/watch?v=BpSqVZrx2jo
https://www.youtube.com/watch?v=65j7UfG0Z5g


MUSICA RELAJANTE AFRICANA INSTRUMENTAL ONLINE, AFRICAN RELAX MUSIC

（正餐）

https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU
Samvel Yervinyan - ( The Best Violin Performances) with Yanni. 

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

☆ 呑 み 薬 ☆

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=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

https://www.youtube.com/watch?v=LItcbxGjfyE
MIT台灣誌片尾曲 - From taipei to oulan bator 

☆　緊 張 弛緩剤　☆

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 

☆　笑　薬　☆

https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU
https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s
https://www.youtube.com/watch?v=W6mI1xcfRtw
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
https://www.youtube.com/watch?v=LItcbxGjfyE
https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ


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

https://www.youtube.com/watch?v=2KXLQD5YEPk
ElbtonalPercussion plays Stewart Copeland / The Gene Pool (feat. Benny Greb) 

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=XTVVXzoKnbE
この坂どうやって登るのかちょっと考えようぜ【2ch】

☆ 苦 味 剤 ☆

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

☆媚薬とか魔薬とか☆

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=Hla6sAJ7lQs
Makai Kingdom OST: Sabat 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 2時間2時間前 
@malityo @k2cyan 
免疫は抗酸化つまり体内の還元力がものを言います。ストレスや炎症にも酸化と還元

が作用しています。

https://www.youtube.com/watch?v=IOmFgIxvVzc
https://www.youtube.com/watch?v=2KXLQD5YEPk
https://www.youtube.com/watch?v=SIH7lYxF19c
https://www.youtube.com/watch?v=XTVVXzoKnbE
https://www.youtube.com/watch?v=v8DUGRE2sbg
https://www.youtube.com/watch?v=1RAjpiiUWcM
https://www.youtube.com/watch?v=Hla6sAJ7lQs


免疫を補うのは免疫細胞を活性化させる菌や喜びです！

食べ物を見直し、生きた食べ物と水を体にいれましょう。殺菌消毒したら死んだ飲食

物です



（10月21日）　足りてないのは知識じゃない…度胸だ…！

http://85358.diarynote.jp/201510211452354682/

（うちゅう）　致死的被曝／死者数十万人以上

／

2015年10月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

　

T. HIRANOさんがリツイート 
SHIN -NO NUKES- @toporosky · 2 時間2 時間前 
ぼくら日本人の大半は英語が出来ない。それはつまり世界のニュースに対して文盲だ

という事だ。だから国内の報道が政権寄りになってしまうと視野狭窄を起こすしかな

いんだ。

日本で学ぶという不幸。シンガポールの教育水準がもう追いつけないレベル

http://www.mag2.com/p/news/119594

…そぉか…？？（〜〜；）…？

英語が「できない」から「海外に逃亡できない」と、

「思い込まされている」（脅迫洗脳＝監禁＝）されている。

だけじゃないのか…？？（たいがいのニホンジンは、おちついてゆっくり考えれば、読めて書け
て聴けて話せるぞ…米語…。）

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

足りてないのは知識じゃない…度胸だ…！

https://www.youtube.com/watch?v=p47fEXGabaY&list=RDvCEvCXuglqo&index=3
Ricky Martin - Livin’ La Vida Loca 

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510211452354682/
http://www.mag2.com/p/news/119594
https://www.youtube.com/watch?v=_kASjW_aPbQ
https://www.youtube.com/watch?v=p47fEXGabaY&list=RDvCEvCXuglqo&index=3


はなまま @hanamama58 · 3 時間3 時間前 
東電によると事故後に福一で作業に当たったのは今年の8月末までに約4万5000人。う
ち累積被ばく量が100ミリシーベルト超は174人、５ミリシーベルト超は約21000人に
上る。厚労省によるとこれまで8人ががんで労災を申請、3人が認められず1人は取り
下げ、3人については認定を検討中。

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
高濃度の汚染地域で血管造影剤なんて使ったら、寿命を縮めることになるね。

造影剤を入れたら体がポカポカ温まるかも。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
昨日からのプレート境界付近での大きな地震

20日
09時36分：グァム：マグニチュード5.6
17時36分：三陸沖：M4.6
18時29分：小笠原西方沖：M5.5
21日：バヌアツ
06時52分：M7.1
07時31分：M4.7 

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 6時間6時間前 
t-mariさんがリツイートしました cmk2wl
この対岸フランス〜オランダ海岸沿いは10日頃から線量が上昇し、14日〜16日は欧州
全域がスパイクの渦に巻き込まれたいた。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/656441839751442432

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
21日6時52分ごろのバヌアツでの巨大地震（気象庁：遠地地震に関する情報
：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20151021071516394-210652.html …）は、7時31分に
余震が起ってる。

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M7.3】VANUATU 116.9km 2015/10/21 06:52:01JST, 2015/10/20 21:52:01UTC
(G)http://j.mp/1knllSz (USGS)http://j.mp/1OGSzsF

https://twitter.com/cmk2wl/status/656441839751442432
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20151021071516394-210652.html
http://j.mp/1knllSz
http://j.mp/1OGSzsF


地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M5.6】DRAKE PASSAGE 25.5km 2015/10/21 05:33:14JST, 2015/10/20
20:33:14UTC
(G)http://j.mp/1NSJGw1 (USGS)http://j.mp/1PEL1WD

amaちゃんだ @tokaiamada · 8時間8時間前 
福島第一で働き、白血病になった労働者の労災を厚労省が認めたが、多くの死者が出

ている疑い 
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201510200002/ …
東電はフクイチ放射能由来の死者を一人も認めていないが、実際には作業員だけで数

百名、致死的被曝病も含めれば数千名

住民の死者は数十万人以上

cmk2wlさんがリツイート 
烏賀陽（うがや）弘道 @hirougaya · 11時間11時間前 
特に福島第一原発所長として「男の中の男」などとマスコミにチヤホヤされた吉田昌

郎氏が、２００８年の東電本社勤務時代に地震津波の予測を握りつぶした張本人であ

ることが暴露されている。 ＞原発と大津波 警告を葬った人々 添田 孝史
http://www.amazon.co.jp/dp/4004315158/ref=cm_sw_r_tw_dp_6nNjwb05FN6Z1 … …

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
国立科学博物館の田島研究員が茨城に漂着した160頭イルカの剖検
「１７頭の大半の肺が真っ白で虚血状態だった」

虚血は放射線の影響による症状。虚血性心疾患の高い率は高いガンマ線にさらされる

中で高まるリスク。ロシアのマヤーク核施設での労働者の間で観察されている。

ENEnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
例えば「水俣病」

当時の報道では「魚は汚染されてません。大丈夫。風評被害ですからね。食べて大丈

夫です」と、安心して食べた人達が、数年後「水俣病」になり、苦しみ、のたうち

まわった。今も苦しんでる。こないだ裁判でやっとだ。そんなもんですよね。日本の

報道とか。なんの責任も取らないから。

中川　均 @naka8952 · 15時間15時間前 
もう隠しようがない事実だ。白血病患者が一気に７倍に増え、その多くはフクイチ

周辺、福島県を中心に発生している。ぜひ「しろくまブログ」に目を通して欲しい

http://j.mp/1NSJGw1
http://j.mp/1PEL1WD
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201510200002/
http://www.amazon.co.jp/dp/4004315158/ref=cm_sw_r_tw_dp_6nNjwb05FN6Z1
http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/13334773.html


。http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/13334773.html …　　
年間５mSvを超える地域で起きていることをもっと告発して欲しい。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
海外の報道を見てれば

日本の集団的自衛権よりも「福島はチェルノブイリ原発事故を超えて、人類史上最悪

な状態。廃炉は半永久的に無理だろう。国民はアンダーコントロールされ真実は知ら

されていない」みたいな報道もありますよね。これは本当の事を言ってる。でも日本

の報道では口が裂けても言わない

cmk2wlさんがリツイート 
有明の月 @cometocean · 15時間15時間前 
横着して水式空気清浄機の排水を洗面台に棄てるんじゃなかった…。臭くてかなわ
ん(;´Д`)ｹﾞﾛｹﾞﾛ

cmk2wlさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 18時間18時間前 
三田医師の講演より 　東京の異変として、大人の手足口病・ヘルパンギーナを初めて
観た。子供の帯状疱疹が増えた。大人のインフルエンザが増えた。都内の大型の病院

では入院患者が2倍、血液疾患が5倍になった。 
三田医師は東京から岡山に再開業しました。

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � Ovalle, Coquimbo 
【M5.4】COQUIMBO, CHILE 35.1km 2015/10/20 19:06:13JST, 2015/10/20
10:06:13UTC
(G)http://j.mp/1QOkynR (USGS)http://j.mp/1W2dTb0

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M5.5】BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 299.8km 2015/10/20 18:29:08
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1M4kCSp (USGS)http://j.mp/1GnyvZA

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
◆◆緊急地震速報(第3報)◆◆
【M6.7】小笠原諸島西方沖 深さ10km 2015/10/20 18:29:18発生 最大予測震度2
http://j.mp/1QOeA6y

http://j.mp/1QOkynR
http://j.mp/1W2dTb0
http://j.mp/1M4kCSp
http://j.mp/1GnyvZA
http://j.mp/1QOeA6y


cmk2wlさんがリツイート 
ベクレーヌ八千代 @bqn_yachiyo3 · 10月17日 
化学物質過敏症の友人宅にも水式空気清浄機が設置されていた。朝の目鼻のぐしゅ

ぐしゅが減ったとのこと。家にあったメダカ水槽（ふた付き窓あり）に平たい小さめ

のUSBファンをうつ伏せに置くだけ、電源プラグそっくりのUSB変換アダプタも忘れ
ずにhttp://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0809/29/news033.html …

https://www.youtube.com/watch?v=rf2jwgSXJVM&index=4&list=RDvCEvCXuglqo
Ricky Martin - La Bomba
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日15:46
…追加の作業途中でさっくり消えやがった…

…（－－＃）…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日15:53
…寝ます…

また地震が来るみたい…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日19:47
０５３０３００☆

 

http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0809/29/news033.html
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（10月21日）　何回死んでも、どんなに苦しんでも…、やっぱりまた、生まれて生き
たいね…！ｗ

http://85358.diarynote.jp/201510212022431401/

血の色ミドリ〜…♪（＠◇＠）♪
2015年10月21日 りす＠齧歯類。 コメント (2)
　

ちょいと横になるだけのつもりで気がついたら寝床で漫画を読んでいた。

のはともかく、（＾＾；）

読み終わってからやおら爆睡して４時間？かな？経過していたのはど〜よ…？

（まぁ道路だの線路だので寝ないだけマシですが…）

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
カラパイア : ミクロの世界はワクワクがいっぱい！2015年ニコン・スモールワールド
顕微鏡写真コンテスト優秀作品 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203095.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/656765621531602944/photo/1

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52171172.html

電子顕微鏡によって撮られた血中内物質の写真は、私達の血の半分が赤血球で出来て

いる事を教えてくれる。のど飴のような形をした赤血球は体中の細胞に酸素を送り届

けるという重要な役割を担っている。また、T細胞（オレンジ色）は免疫系で重要な物
質の一つである。血小板（緑色）は小さな血中内物質の一つで、多数の血小板がつな

がりあう事で傷口を覆い、出血を抑える役割がある。（デニス・カンケル、デニス・

カンケル顕微鏡より）

…今日も鉄欠乏性貧血ぎみなのだが…。

…（＾へ＾；）…

こんなん観たら、俄然、「精神神経免疫学」信徒？として、チョコ喰ってガンバルしかないで

http://85358.diarynote.jp/201510212022431401/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=15
http://85358.diarynote.jp/201510212022431401/
http://85358.diarynote.jp/201510212022431401/
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203095.html
https://twitter.com/karapaia/status/656765621531602944/photo/1
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52171172.html


すね…ｗｗｗ

（さて、美しすぎるアートな画像１の、意外すぎる正体は…？？？）

https://www.youtube.com/watch?v=65j7UfG0Z5g
MUSICA RELAJANTE AFRICANA INSTRUMENTAL ONLINE, 
AFRICAN RELAX MUSIC.
 
 
 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日20:31

長生きは、するもんだ…♪♪

https://www.youtube.com/watch?v=65j7UfG0Z5g
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151021/85358_201510212022431401_1.jpg
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何回死んでも、どんなに苦しんでも…、

やっぱりまた、生まれて生きたいね…！ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月21日22:40
neko-aii @neko_aii · 7分7分前 
"cmk2wl
核施設の労働者が

不可解にも亜鉛65による汚染を受けていると診断
その後彼は太平洋のカキ養殖場のカキを

食べたことが確かめられた

このカキ養殖場は原発から400キロ
亜鉛65は養殖場で20万倍に濃縮
生物組織おいては

何千、何万倍という濃縮計数がありうる"
 

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


（10月21日）　「かかっているのはたかだか国家の存亡だ」。国なんか人間が生きて
いくための方便に過ぎないんだから、必要とあれば何度でも潰れるべき。

http://85358.diarynote.jp/201510212159398056/

大量の髪が抜ける／「恐れていたことが現実になりました」NHK
／【福島事故後被曝で労災】男性の累積被曝量は19.8mSv／「人
間は20ミリシーベルトまでなら大丈夫」とか言ってたけどね。

2015年10月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

neko-aii @neko_aii · 19分19分前 
２０１４年度における国の予算

中身は恐ろしい内容に

９１兆円　国債費（過去の借金返済分）全体の３８％

７８兆円　社会保障費　全体の３２％

国債費と社会保障関係費が

「一般会計」と「特別会計」の歳出純計に占める割合は７割にも及ぶ

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/6b4743b0497a832e8a1ff90eb3fa8ecd …

もりんが @moringa9834 · 5 時間5 時間前 
フクイチ白血病労災認定のニュースを報じた後、アナウンサーが

「恐れていたことが現実になりました」と。え。今なんて言った？

http://85358.diarynote.jp/201510212159398056/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151021/85358_201510212159398056_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151021/85358_201510212159398056_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151021/85358_201510212159398056_3.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/6b4743b0497a832e8a1ff90eb3fa8ecd


＠JNNニュース

いわた・きよし（岩田清） @Kiyoshi_IWATA · 6時間6時間前 
位置的には、福島県双葉町　震度５が　情報工作で　消されて居るか？無人なので情

報が出て居ないか？　「津波は無し」をも総合すると、福島県沖ではなく、福一原発

敷地内の可能性をも捨てきれないので、特別厳重注意すべきです。　⇒

http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/ …

…さっきＰＣの画面が変になって作業厨の情報が消えたのは、
「ちょうどこのタイミング」だったようです…★

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
21日15時04分
福島沖（マグニチュード5.5　震度4）の地震の震源は（福島沖：約11km）
余震

15時09分：マグニチュード3.0
15時12分：M3.3
15時13分：M2.5
15時15分：M3.0
福島原発は大丈夫？

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/656718968841834497/photo/1

相場師 @internet_co · 6時間6時間前 
もろに福一のソバが震源でした。マグニチュード5.1

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.9】福島県東方沖 深さ38.0km 2015/10/21 15:04:49 [AQUA-REAL]
http://j.mp/1CUSfBe

成田伸子/TENKY☆砂町原山 @BON_NOB · 6時間6時間前 
福一がかなり揺れたと思われる。

https://www.youtube.com/watch?v=2KXLQD5YEPk
ElbtonalPercussion plays Stewart Copeland / The Gene Pool (feat. Benny Greb) 

http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/656718968841834497/photo/1
http://j.mp/1CUSfBe
https://www.youtube.com/watch?v=2KXLQD5YEPk


neko-aii @neko_aii · 21分21分前 
2012-04-26
世田谷区在住

2011年初夏、髪毛が大量に抜け出す
洗髪する度、あまりにも髪毛が抜けるのでぎょっとする

美容院で担当の美容師さんも

「どうしたんですか！？」とぎょっと

同じこと嘆いてる友人は複数（川崎、横浜、鎌倉）、

「水道水が汚染されたから？」と話合う

neko-aii @neko_aii · 29分29分前 
『立ち寄っただけで大量被曝するような場所に

普通の暮らしを続けている人がたくさんいる』

2011年05月30日週刊現代
実は福島第一事故3月11日以降、
要精密検査となる1500cpmの内部被曝者が続出
発覚した4956件うち4766件：ただ『福島に立ち寄ったことがある』だけ

neko-aii @neko_aii · 31分31分前 
バンダジェフスキー博士：

「体内セシウム100bqで、100％心臓に異常」
「体内汚染50bq/kgでも30％が白内障」
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/cf9168a317d1959000b275fcfd810420 …
ベラルーシのベトカ地区の子供たちは

体内汚染50bq/kgの時点で30%が白内障になってしまったそうです。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 43分43分前 
白血病になった原発作業員の人は

建屋カバーの設置などをやっていた40才代、2011年11月から約1年6か月で（19.8ミ
リシーベルト）の被曝量。この病気を国が認めた

「人間は20ミリシーベルトまでなら大丈夫」とか言ってたけどね
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/656802943568470016/photo/1

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 1時間1時間前 
2012年から2013年に掛けて、以下のような事例が報告されています。
宮城県の学生の間で「脳の一部分が萎縮」する病変が発生している

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/cf9168a317d1959000b275fcfd810420
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/656802943568470016/photo/1


ボランティアや震災情報に接することの多い仙台での生活で不眠やフラッシュバック

などＰＴＳＤ様の症状があった約２割の学生に、

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 1時間1時間前 
ヨウ素131のこと忘れてるんじゃないかな
あれだけトリチウム水蒸気が出てれば、

当然再臨界でヨウ素131も放出され続けてる
関東各地の子供を検査して6割に甲状腺の異常が見つかってる
でも今後も増え続ける

ヨウ素131を吸い込み続けてればね。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 1時間1時間前 
この４年間、何の対策もせずに脳天気な生活をしてきて、免疫力が落ちている人たち

が大量に死んでゆく。この大量死は、東京オリンピックのはるか前に来る。死者は、

今年末から一気に増えてくる。（飯山一郎）

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 2時間2時間前 
放射能の脳への障害 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=259047 …
放射能による脳障害,日本でも既にその兆候が http://blog.sizen-
kankyo.com/blog/2014/01/1433.html … … 
都内に住んでいて関西に移住した30代女性MRI検査で脳委縮 
https://twitter.com/k2cyan/status/656806056744501249/photo/1

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 2時間2時間前 
東京でも外干し洗濯物から15Bq/kg検出（2012-06-25）
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/9a8a86efe9043173f785d77bc3e6f7d8 …
世田谷区で2時間、タオルを外に干した際の数値です。
江戸川の土手の数値は1m2当たり37000Bqとのこと。
ここでは子どもたちが寝そべって遊んでいます。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
10月21日15時：気象庁発表
阿蘇山：連続噴火

（

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20151021150021_503.html
…）　阿蘇にある（©京都大学火山研究センターのデータ）によると、10月19日の夕
方から地震活動が、この1か月間で最も活発な状態みたい。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=259047
http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2014/01/1433.html
https://twitter.com/k2cyan/status/656806056744501249/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/9a8a86efe9043173f785d77bc3e6f7d8
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20151021150021_503.html


特務機関NERV @UN_NERV · 4 時間4 時間前 
【噴火警報・予報 口永良部島 噴火警報（居住地域） 2015年10月21日 18:02】
＜口永良部島の噴火警報（噴火警戒レベル５、避難）を切替＞

　新岳火口の西側の概ね２．５ｋｍの範囲の居住地域（前田地区、向江浜地

区）では厳重な警戒（避難等の対応）をしてください。（続く）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
シリアのアサド大統領とロシアのプーチン大統領が、昨日、モスクワで会談していた

事が、今日、判明した。

NY TIMES: http://www.nytimes.com 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/656748241061474305/photo/1

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
ヨーロッパ各地で放射線量の酷い上昇が起きてる

各国政府が、真剣に日本の事故収束に、協力しないと

北半球が危険になって来てる。

宇宙天気ニュース @swnews · 7 時間7 時間前 
[速報] C6.3 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、10月21日13:34 JST (21
日04:34 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
昨日10月20日 18時29分（小笠原諸島西方沖：M5.7：深さ280km）の深発地震。この地
震で北海道から九州まで、影響を受けてるのと、今日の早朝に（バヌアツ）のプレー

ト境界で巨大地震が起ってるので、ほんと注意した方が良いです

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/656436100009885696 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
やっぱりデカい地震が起ったなぁ。

昨日から小笠原沖、宮城沖のプレート境界で大きな地震が起ってるから、注意した方

が良いです。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/656713700141764608/photo/1

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 8時間8時間前 
LONDON (UK) 15.10.21

http://www.nytimes.com/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/656748241061474305/photo/1
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/656436100009885696
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/656713700141764608/photo/1


51 CPM 0.347uSv/hr 
https://twitter.com/kappel0208/status/656714634741747712/photo/1

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
イシカワ（生きている） @ishikawakz · 8時間8時間前 
イシカワ（生きている）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！！】

国の棄民、そして被ばくから命を守ることが大事じゃないなんて私はひとことも言っ

てませんよ。

もう一つ私、移住が大事だとずっと言ってます。

長い戦いになる。国に補償をさせるということも同時に言うのです。何にも救済ない

と困るから。 

はなまま @hanamama58 · 9時間9時間前 
東電によると事故後に福一で作業に当たったのは今年の8月末までに約4万5000人。う
ち累積被ばく量が100ミリシーベルト超は174人、５ミリシーベルト超は約21000人に
上る。厚労省によるとこれまで8人ががんで労災を申請、3人が認められず1人は取り
下げ、3人については認定を検討中。

amaちゃんだ @tokaiamada · 10時間10時間前 
M級X級を放出しそうな立派な黒点が地球向きに入った
これにより地震の大きなトリガーが成立する

http://swc.nict.go.jp/sunspot/ 
小笠原M5.7、バヌアツM7.3に連鎖しそうだ

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
昨日からのプレート境界付近での大きな地震

20日
09時36分：グァム：マグニチュード5.6
17時36分：三陸沖：M4.6
18時29分：小笠原西方沖：M5.5
21日：バヌアツ
06時52分：M7.1
07時31分：M4.7 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/656631361583738880/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 

https://twitter.com/kappel0208/status/656714634741747712/photo/1
http://swc.nict.go.jp/sunspot/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/656631361583738880/photo/1


21日6時52分ごろのバヌアツでの巨大地震（気象庁：遠地地震に関する情報
：http://www.jma.go.jp/jp/quake/20151021071516394-210652.html …）は、7時31分に
余震が起ってる。

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【地震情報（海外） 2015年10月21日 07:16】
日本時間の21日6時52分頃、南太平洋でM7.3の地震がありました。詳しい震源の位置
はバヌアツ諸島です。

ＰＴＷＣでは２１日６時５７分に津波情報を発表しています。この地震による津波の

心配はありません。

amaちゃんださんがリツイート 
エリン［反核・反戦・全世界の原発に反対】 @kazumyagu · 14時間14時間前 
【福島事故後被曝で労災】

東京新聞

男性の累積被曝量は19.8mSv。
これでも年間線量20mSvの場所に、子供も妊婦も住まわせてもOKと言い張るか？

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
東京から「もの凄い地震雲の洪水」とのメールが届いた

amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
尋常でない九州の放射能レベル

http://netc.com/ 
https://twitter.com/tokaiamada/status/656585638636969984/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
営業運転40年の玄海１号機、なんと廃炉まで30年の基本工程決定(10/18 読売新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5450.html …
70年運転を続けるつもりだ
設計寿命は25年にすぎないのに

amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
福島第一で働き、白血病になった労働者の労災を厚労省が認めたが、多くの死者が出

ている疑い 
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201510200002/ …
東電はフクイチ放射能由来の死者を一人も認めていないが、実際には作業員だけで数

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20151021071516394-210652.html
http://netc.com/
https://twitter.com/tokaiamada/status/656585638636969984/photo/1
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5450.html
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201510200002/


百名、致死的被曝病も含めれば数千名

住民の死者は数十万人以上

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
小牧市、ツタヤ運営会社との契約打ち切りへ

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015102090233500.html …
ツタヤが公共図書館の委嘱を受けながら自社のゴミに等しい在庫を蔵書にするという

悪質な詐欺行為を働いたことで信用を失った

http://www.j-cast.com/2015/08/12242571.html?p=all …

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
２０日１８時２９分頃 小笠原諸島西方沖 Ｍ５．７ 震度３
これは大きい、小笠原大深度M8.2の余震だろうが、久々に起きた大型地震
これを嚆矢に続発する怖れ

amaちゃんだ @tokaiamada · 18時間18時間前 
黒点活動が久しぶりに活性化

これは大きな地震トリガーとなるので、長い間の「静けさ」が破られる可能性

http://tokaiama.minim.ne.jp/tokaiama/link.htm …

neko-aiiさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 10月19日 
福島市郷野目で老夫婦がほぼ同時に「心筋梗塞」で突然死　http://bit.ly/1lWmwG6

amaちゃんださんがリツイート 
収束作業員サポーターズ @fuckouroudou · 20時間20時間前 
放管手帳ありますか？

下請の多数が20mSvで首切りになってます。
白血病の労災の認定基準は、年間５ミリシーベルト以上被ばくし、１年を超えてから

発症した場合と定められていて、、

原発事故の作業員が白血病 初の労災認定　NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151020/k10010276091000.html …

amaちゃんださんがリツイート 
森本卓哉 Takuya MORIMOTO @Todaidon · 10月19日 
すでに４年前にはネットや米国の報道では話題になっていたことですが、ようやく読

売新聞が報道。原発事故後のフォールアウト時には「子供の外遊びOK、洗濯物干しOK

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015102090233500.html
http://www.j-cast.com/2015/08/12242571.html?p=all
http://tokaiama.minim.ne.jp/tokaiama/link.htm
http://bit.ly/1lWmwG6
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151020/k10010276091000.html


」と専門家が福島県内を講演して回り、マスメディアもそれに追随してましたよね。

。http://www.yomiuri.co.jp/science/20151018-OYT1T50097.html …

amaちゃんださんがリツイート 
きむらとも @kimuratomo · 8月26日 
今日の山本太郎議員の質疑は「経済的徴兵制」。なんと経済同友会前原金一氏の要

請で、防衛省が企業の社員を自衛隊で2年間「研修」させる青写真を作っていた。企業
命令に背けぬ社員を「兵」に活用、こんな「気持ちの悪い計画」が、産官で密談され

ていた。この国、どんどん無気味な国になってきてるな。

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

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
そうすると「水式ナイアガラの滝」に。

ドキュメンタリーでは、環境に対して能動的に働きかけた者だけが生き残っています

。

ヒョーロンカや冷笑的なのは死んでゆくだけ。

考えて行動あるのみ。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/656785805420052484/photo/1

amaちゃんださんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 5時間5時間前 
大気浮遊じん中のCs-137、2011年以降は桁違い
http://matome.naver.jp/odai/214184848 … 縦軸は対数。日本で起きたのだから当然だが
、チェルノブイリ時とは桁違いの汚染

amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
南相馬の子ども部屋の換気フィルターから、セシウム１３万Bq/kg！　/　室内循環エア
コンのフィルターからもセシウム１万Bq/kg
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/ 
ここに住むことは、セシウムを身体に入れることだ

外国では、すべて永久立入禁止にする汚染レベル 

http://www.yomiuri.co.jp/science/20151018-OYT1T50097.html
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
https://twitter.com/cmk2wl/status/656785805420052484/photo/1
http://matome.naver.jp/odai/214184848
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/


【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
kibou @bestcharge · 16 分16 分前 
kibou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！！】
トリチウムを簡単に説明してくれています。

日本政府は、このトリチウム除去を行える技術援助を何故か無視しました。その技術

は今後、中国で活躍することになりました。

日本政府に寄生する役人と官僚、議員が国民を殺します。

残念です。

https://www.youtube.com/watch?v=RSyIMH0eyzQ
ミカサの立体機動がカッコよすぎるシーン 進撃の巨人 第7話 (Mikasa’s 3-D Maneuver Gear
technic : Shingeki no Kyojin Episode 7)

amaちゃんださんがリツイート 
清水 潔 @NOSUKE0607 · 6時間6時間前 
【事件史】かつて大阪高検の三井環部長検事が逮捕された。容疑は住民票住所に住ん

でいなかったこと。実はこの日、彼はある告発をする予定だった。検察が年間5億円も
の捜査費（税金）を飲み食い、餞別などの裏金に使っていた事実だ。しかし有罪と

なり、彼の告発は犯罪者の戯言にされたのだ。

「イソジンでも何でも、とにかく子供に飲ませとけ！」と叫んで、

ＮＨＫの愚劣アナウンサーから「デマ屋」呼ばわりされた事実を、

　一生の誇りに思う。

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

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 1時間1時間前 
■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

https://www.youtube.com/watch?v=RSyIMH0eyzQ
https://www.youtube.com/watch?v=bosHibpMBCE


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で唯

一の戦い】です。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 2時間2時間前 
Angama_Market 
国なんか人間が生きていくための方便に過ぎないんだから、

必要とあれば何度でも潰れるべき。

国のために人間が死ぬのは本末転倒。

人間のために国が何度でも死ぬべき。

…もちろん、「かかっているのはたかだか国家の存亡だ」を貼りたかったんですが…ｗ

みつからなかった…☆　（ので、代理ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=Lpm6fUPVClw
ハハハハこいつは参った〜、騙されたぞ！ 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 3時間3時間前 
汚染地域で、

経済活動してる限り

あなたは、自滅のサイクルから

抜け出すことは不可能ですよ。

簡単な事ですね！

致死量の放射能汚染がある

東京の「核の戦場」離れない

限り

安全はありません。

敵に「避難させろ」と言っても

無理な事わかるでしょ？！

本気で国側が国民殺してる戦争です

https://www.youtube.com/watch?v=VdSwG4vMrrw
銀河英雄伝説第021話「ドーリア星域会戦、そして・・・」名言 

https://www.youtube.com/watch?v=Lpm6fUPVClw
https://www.youtube.com/watch?v=VdSwG4vMrrw


https://www.youtube.com/watch?v=HkOSqji-AHQ
悔いなき選択のラストを紅蓮の弓矢に合わせてみた

 

https://www.youtube.com/watch?v=HkOSqji-AHQ


（10月22日）　…どこかでバッタリ！あるぱかさんに遭遇できたらいいのになぁ…♪

http://85358.diarynote.jp/201510220819328675/

本日のご旅程♪

2015年10月22日 日常 コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c
Jimmy Cliff - I Can See Clearly Now 

おはようございます♪

ぬくぬく熟睡して、元気に起きだしました♪

（＾Ｏ＾）／

１０月２２日

０８時２８分です♪

　o（＾ｗ＾）o

札幌は外気温１０℃〜＞ぐんぐん上昇中。

ごらんのとおりの晴天！無風！

線量…低い…♪

！（＾◇＾）！

…ということで…

まだちょっと体調は万全じゃないし、家事もまだまだ溜まってはいるのですが…

すべての予定と理性はふり捨てて、遊びに行っちゃいます…

【本日のご旅程：終日市内観光

（SAPPORO）：自由行動】…♪

http://85358.diarynote.jp/201510220819328675/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201510220819328675/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151022/85358_201510220819328675_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c


…だって私、「異邦人」だしｗ

「長期滞在型旅行者」（通過者）だもん…ッ☆

https://www.youtube.com/watch?v=x2FDHYKDaE0
Jimmy Cliff - You Can Get It If You Really Want (Live) 

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
カラパイア : 腐乱してないし死体でもないけど干物化した猫
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203168.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/656856224621658112/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=dDqE_V09rrs
inner circle (Feat. calton coffie) - i can’t imagine - reggae - .wmv 

…いや、どこかでバッタリ！あるぱかさんに遭遇できたらいいのになぁ…♪

…なんてところまでは期待しない…

…いくらなんでも…☆

　…（＾＾；）…

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
ハロウィンの日に地球に巨大な小惑星が急接近！（Sputnik）
http://www.asyura2.com/14/jisin20/msg/897.html …

https://www.youtube.com/watch?v=x2FDHYKDaE0
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203168.html
https://twitter.com/karapaia/status/656856224621658112/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=dDqE_V09rrs
http://www.asyura2.com/14/jisin20/msg/897.html


https://www.youtube.com/watch?v=Ajp0Uaw4rqo
UB40 CAN’T HELP FALLING IN LOVE 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月22日8:58
北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
(Radiation monitoring Daily Report) 
10分値の速報は原子力規制委員会ＨＰで確認できます。⇒ 
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年10月22日（木）【当日】(Today) 
測定時刻

(measurement time) 最大
(max) 最小
(min) 平均
(average) 有効数
(effective number) 
01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00 
07:00 
08:00 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月22日9:14
T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
福島原発事故前の日本の放射線量は（西日本の御影石などの地層の影響による自然放射線のエリ

https://www.youtube.com/watch?v=Ajp0Uaw4rqo
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


アは除く）　各都道府県が公表していたシンチ線量計の測定値で（全国の平均：0.035μSv/h）ぐ
らい。TERRAなどのGM管ですら（東京で0.060μSv/h）

いかに今の線量が高いかがわかる

 



（10月22日）　散策 of The Shire。

http://85358.diarynote.jp/201510221049172456/

ビバ地元観光♪

2015年10月22日 旅行
　

ちなみに対岸の紅葉のあたりは、「いつもの通勤ルート」…ｗ
 
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510221055312523/

目当ての日替わり定食、売り切れ必至？(^。^;)
2015年10月22日 旅行
 
このペースだとたぶん11時30分までに着かない…σ(^◇^;)。。。

http://85358.diarynote.jp/201510221049172456/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=216
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151022/85358_201510221049172456_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/201510221055312523/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=216


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510221110499703/

どこにも行かなくてもいいんですけど…
2015年10月22日 環境は、生命圏で、生存権。
　

凶器新幹線が開通せず、

泊原発が再稼働せず、

空間線量が、

上がらないで済むならば…

https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
Lord of the Rings - Sound of The Shire

http://85358.diarynote.jp/201510221110499703/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
file:///tmp/puboo/118859/422286/163f622d031bd5c31c6b/15493/epub/OEBPS/image/85358_201510221110499703_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8


（10月22日）　噂の穴場の展望レストラン。じつは市役所の１８階。

http://85358.diarynote.jp/201510221145298709/

１１：３３。

2015年10月22日 旅行
写真失敗。(^_^;)
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

札幌市民御用達。o(^-^)o
2015年10月22日 旅行 コメント (3)
　

噂の穴場の展望レストラン。

o(^-^)o
じつは市役所の１８階。

ちなみに、

バイト先から徒歩５分ｗ

（割引券でランチ５００円♪）

    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月22日12:18
懐かしい昭和４０〜５０年代の古都観光食堂のようなメニューが堪能できます♪

ヨーロッパ系の中高年観光客を連れて来たらウケるかも♪

（中国韓国アメリカとイスラム系には、たぶん不評☆）

http://85358.diarynote.jp/201510221145298709/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=216
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151022/85358_201510221145298709_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/201510221147314664/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=216
http://85358.diarynote.jp/201510221147314664/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151022/85358_201510221147314664_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月22日12:34
１０時からやってるので、北仏やイギリスやドイツ以北からの欧州系旅行者のブランチに活用す

るといいかも…

（なんと！

「市民も食べてる食堂の隣が、

市議会議事堂！…(≧ω≦)b…というビックリな事実を知ると、
「北海道独立！」運動への

好感度が上がる…(^_^;)…と、
思います…

(‾ー+‾)ｄ

（ニッポン酷性腐と北海道は…別物！）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月24日0:09
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
夏川りみを聞いてると、彼女は日本人じゃない

1万年前に赤道方面から黒潮に乗ってやってきた縄文人の直接の子孫だと思う
沖縄は独立すべきだ

日本人ではない、沖縄人という民族であり国家なんだ

https://www.youtube.com/watch?v=xJL_7gRv2k8 …

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


（10月22日）　いつかゼッタイ物語に描いてやる♪

http://85358.diarynote.jp/201510221308419280/

萌え画像ｗ

2015年10月22日 趣味 コメント (1)
　

植物園なのに建物萌えｗ

いつかゼッタイ物語に描いてやる♪

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月23日9:00
cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
「植物の保全から人間の文化まで、さまざまな分野を関連づけて考える。個々の要素に分解する

だけでは、物事は理解できない。「関係性の思考」こそ重要である。」

南方熊楠（みなかた くまぐす。博物学者、菌類学者、民俗学者）
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510221402379406/

「ま、ばるな！」

2015年10月22日 リステラス星圏史略　（創作）
　

小学生？の時の夢に出てきたのはこの樹種だっらしい。

「西洋紫ブナ」さん♪o(^-^)o

http://85358.diarynote.jp/201510221308419280/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=211
http://85358.diarynote.jp/201510221308419280/
http://85358.diarynote.jp/201510221308419280/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151022/85358_201510221308419280_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201510221402379406/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18




（10月22日）　札幌大通公園０.０３２μ。

http://85358.diarynote.jp/201510221551239354/

人生でこんなうららかで空気の美味しい日がもう一度あるとは思

わなかった…♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

2015年10月22日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

札幌大通公園０.０３２μ。

気温１１℃。

晴天無風。o(^-^)o

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
(Radiation monitoring Daily Report) 
10分値の速報は原子力規制委員会ＨＰで確認できます。⇒ 

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

2015年10月23日（金）【当日】
(Today) 
測定時刻

(measurement time) 最大
(max) 最小
(min) 平均
(average) 有効数
(effective number) 
01:00 0.040 0.039 0.040 6 
02:00 0.041 0.039 0.040 6 
03:00 0.041 0.040 0.040 6 
04:00 0.041 0.040 0.040 6 

http://85358.diarynote.jp/201510221551239354/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201510221551239354/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151022/85358_201510221551239354_1.jpg


05:00 0.040 0.040 0.040 6 
06:00 
07:00 
08:00 
09:00 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 
24:00 

2015年10月22日（木）【前日】
(Yesterday) 
測定時刻

(measurement time) 最大
(max) 最小
(min) 平均
(average) 有効数
(effective number) 
01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00 0.039 0.039 0.039 6 
07:00 0.040 0.039 0.039 6 
08:00 0.039 0.039 0.039 6 



09:00 0.039 0.038 0.039 6 
10:00 0.039 0.038 0.039 6 
11:00 0.039 0.038 0.039 6 
12:00 0.040 0.039 0.039 6 
13:00 0.039 0.039 0.039 6 
14:00 0.039 0.038 0.039 6 
15:00 0.040 0.038 0.039 6 
16:00 0.040 0.039 0.039 6 
17:00 0.040 0.039 0.040 6 
18:00 0.040 0.039 0.039 6 
19:00 0.039 0.039 0.039 6 
20:00 0.040 0.039 0.040 6 
21:00 0.040 0.039 0.040 6 
22:00 0.040 0.039 0.039 6 
23:00 0.040 0.039 0.039 6 
24:00 0.040 0.039 0.040 6

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月22日19:57
無事帰投。(^o^)／

天然海綿のよ〜に(^_^;)
ふわふわのゆたゆたになってるので、とりあえず水分補給だけして仮眠しますぅ…(^。^;)…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月23日8:16
０５３

０５

０３♪

 

http://85358.diarynote.jp/
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（10月23日）　朝まで１０時間、じつに気持ちよく！　爆睡してました…☆

http://85358.diarynote.jp/201510230858528976/

50年後には日本は地上から消えている。
2015年10月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

　

おはようございます♪

０８：０８を見ながらＰＣ起こしたんですけど、現在はすでに０８：３３です。

昨夜は１９時半頃には帰って来て、ちょっと１時間くらいのつもりで２０：００から寝床に入っ

たら、結局まったく起きられず…（目覚ましを止めた記憶だけはある（＾＾；）…

朝まで１０時間、じつに気持ちよく！

爆睡してました…☆

…てことで、緊急に気持ちよく目を醒まさなきゃ…！となったら、

やっぱりコレですかね…♪
https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU
Samvel Yervinyan - ( The Best Violin Performances) with Yanni. 

http://85358.diarynote.jp/201510230858528976/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510230858528976/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151023/85358_201510230858528976_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151023/85358_201510230858528976_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151023/85358_201510230858528976_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PiFv7cICWRU


ぃや、すごいわ。北大植物園…！

！（＠◇＠：）！

http://www.hokudai.ac.jp/fsc/bg/

駅から徒歩１０分もしない距離に、樹齢１００年２００年の大木が、

ごろごろ生えてるの…！！！

すごかった…！

フィトンチッド！

ひさしぶ〜りの！森林浴…！！

（いわゆる「見ごろ」のシーズンは完全にはずしてたけど…！）
（でも！今シーズン最後のぎりぎりで！観れてよかった…！！）

！（＾＾）！！（＾＾）！！（＾＾）！

…さて…（＾＾；）…

札幌は夜明けの気温５度。

晴天無風。線量、低し♪

バイトは中番。あともう時間がありませんね…☆

https://www.youtube.com/watch?v=fLFgbR7A-2g
Yanni, Violin vs Saxophone HD 

リチャード・コシミズ @ric_koshimizu · 34 分34 分前 
「メルトダウンしていないというなら、なぜ、福一周辺の放射線量が高いのか？理解

できない。」 「メルトダウンしていないというなら、なぜ、福一周辺の放射線量が高
いのか #seiji #keizai #ニュース
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201510/article_137.html …

http://www.hokudai.ac.jp/fsc/bg/
https://www.youtube.com/watch?v=fLFgbR7A-2g
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201510/article_137.html


https://t.co/O24k2mljoK
https://t.co/O24k2mljoK

kenji @buick54aki · 1 時間1 時間前 
使用済み核燃料が過熱して溶けてプールの底にたまり「臨界」に至って「フレッシュ

な放射性物質の放出を一定期間に亘って続ける恐れを指摘している。

http://goo.gl/Pzi3RR 
急病人

フクイチ

福島

被曝

放射能

トリチウム

中性子線

ストロンチウム

ウラン235
https://t.co/LoKcUaXUHw

四国直送野菜便 @deepsouthkaifu · 2時間2時間前 
朝陽です．ここ３日、晴れますが、遠望にもやがかかってます．

この近隣には重工業区域も皆無ですが、PM２、５の数値がかなり高く体感もあります
．

それとも、福一からの風の回り込み？どちらにせよ、空気が澄んでないです！

では、畑仕事に向かいます．

うさパラ☆ちっぽけ活動　続けます♩ @usagidenpa · 8時間8時間前 
福一の事故が起きたのに、まだ収束も出来ていないのに、誰一人として未だ責任をと

っていないのに、被害者の方達は補償は十分でないのに、故郷と家と土地を捨てなけ

ればいけない事態が起きてるのに、こども達の甲状腺ガンが増えているのに、何故、

どうして、再稼働したいと思うの？ @tim1134

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
なんかあったら、この町長に全責任をとってもらった方がいい。

福島がどんな状態になっていて、これから先、半永久的に廃炉ができない状態で、海

にも汚染水が半永久的に流れる。こんな状態なのに「自分たちには無関係。良いよ」

と言った人にね。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657173021774385153

https://t.co/O24k2mljoK
https://t.co/O24k2mljoK
http://goo.gl/Pzi3RR
https://t.co/LoKcUaXUHw
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657173021774385153


cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
放射線の皮膚への影響を Googleトレンド検索　大阪府
紅斑

発赤

色素沈着

皮膚　黒い

皮膚　炎症

大阪が安全圏にないとわかります。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/657214046974840833/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
四国地方の小学校では、定期的に津波の避難訓練をしてるみたいだけど、実際に四国

に住んでる人とか「いかに南海トラフ地震が危険なのか？」を知らない人もいるみた

いだけど、南海トラフ巨大地震が起った場合、津波の高さは（約20m）という試算を国
はネット公表してる。よく見ておいた方が良いです

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
西日本から九州〜沖縄にかけて地震が多くなってるのは「フィリピン海プレート」

が「南海トラフ巨大地震の震源域」のプレート境界部に「沈み込む圧力」より、ユー

ラシアプレート上の西日本で地震が多くなってるとされてるのは、至って科学的なこ

と

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657188914701078528/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
なぜ、今、日本で最も危険な地域で原発を再稼働させてるのか？意味がわからない。

こないだ再稼働した「九州：川内原発」は、火山噴火と南海トラフ巨大地震が危険

だし、伊方原発も「中央構造線断層の真上の原発」であり、南海トラフ巨大地震の前

兆は「西日本内陸部で地震が多くなった後」←平気なの？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
今日夕方のNHKの報道によると
「愛媛県の伊方原発3号機、町長が再稼働を容認」したようです
。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151022/k10010279031000.html …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657173021774385153/photo/1

matu(脱原発に一票、TPPに反対) @matu923 · 11時間11時間前 

https://twitter.com/cmk2wl/status/657214046974840833/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657188914701078528/photo/1
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151022/k10010279031000.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657173021774385153/photo/1


福一で汚染された首都圏、更に危険なモノが近くに有った！原子力空母レーガンだ。

『横須賀原子力空母「原子炉の過酷な訓練」に「放射性物質排出」』

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308671&g=132108 … 
https://twitter.com/matu923/status/657173456920838144/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
「没落してゆく民族がまず最初に失うものは、節度である。」

アーダルベルト・シュティフター

cmk2wlさんがリツイート 
summodiscrimine @summodiscrimine · 16時間16時間前 
50年後には日本は地上から消えているのではないかとすら警告し…。顔つきは日本人
…しかし知能、あるいは運動能力、寿命、そういうものでいうと今の日本人とは全
く違った状況が50年後には起こる可能性を示唆する数値、データであると危惧し…
http://www.kagawa-u.ac.jp/setouchi/index-20111019-1.html …

https://www.youtube.com/watch?v=ILfBqOhAxCY
Yanni - World Dance (HD) 

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年10月22日 15:17】
北海道地方は、２５日から２６日にかけて日本海側やオホーツク海側を中心に雪が

降り、平地でも積雪状態となる見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に注意

してください。

https://www.youtube.com/watch?v=SF06466MdIc&list=RDILfBqOhAxCY
Yanni - For All Seasons (HD) 

 
    
 

コメント

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308671&g=132108
https://twitter.com/matu923/status/657173456920838144/photo/1
http://www.kagawa-u.ac.jp/setouchi/index-20111019-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=ILfBqOhAxCY
https://www.youtube.com/watch?v=SF06466MdIc&list=RDILfBqOhAxCY


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月23日15:52
異様に眠くてアタマ完全に停止中。(∋_∈)

きのう和みすぎた余波か、

これから地震が来るのか不明。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月26日0:51

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
utubyou009 @utubyou009 · 3時間3時間前 
@honehone_man_7 @k2cyan
 
世界も汚染されるのだから、日本がなくなるだけではすみません。
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（10月23日）　いつ死ぬか分からない国。お腹に線量計を近づけると ０.８ μSv/h。数
日後亡くなった。

http://85358.diarynote.jp/201510232221131550/

雁。

2015年10月23日 日常
　

さきほど帰投。

現在２２：２６。

へろへろのネムネムですが、これ以上放置すると完全に忘却しそうなので、とりあえず３０分だ

けでも宇宙遊泳してきます〜…☆

https://www.youtube.com/watch?v=GKM0zRGxHsI
My ultimate top ten 80’s songs! (full songs)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510240012304464/

お腹に線量計を近づけると０．８μSv/h／身辺を整理し、悔いの
ない人生に。いつ死ぬか分からない国。

2015年10月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 12分12分前 
東京からまだツイートしてる暇があるなら

直ぐに避難しろ。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
ひねもす憂鬱【脱原発に一票】 @honehone_man_7 · 2時間2時間前 
@buick54aki @k2cyan 
認めても認めなくても、これからの日本、劇的に人口が減ってゆきます。

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
完全に地球を向いた大型黒点

http://85358.diarynote.jp/201510232221131550/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
https://www.youtube.com/watch?v=GKM0zRGxHsI
http://85358.diarynote.jp/201510240012304464/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510240012304464/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151024/85358_201510240012304464_1.jpg


http://swc.nict.go.jp/sunspot/ 
久々のXフレアが出そうな雰囲気
出たら地球では結構大変なことが起きる

https://www.youtube.com/watch?v=FuCFkyBGsFc&spfreload=10
AMV - Tiger And Bunny-Raghav-Fire 

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
nanaya_voice 2014年6月26日
茨城県日立市の男性

鼻血や嘔吐など体調不良が続き

友人に「被曝では？」と

この取材で

お腹に線量計を近づけると０．８μSv/h
持参の水０．２5μSv/h
彼は数日後亡くなった

https://www.youtube.com/watch?v=1uKlLxO7rH8 …

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 2 時間2 時間前 
身の周りで次々に知人、友人が旅立ち、体を壊す人も増え続けています。これが、福

島の放射能ではないにしても数が尋常ではないほど、若い人に影響が出ています。そ

ろそろ身辺を整理し、やりたかったことをしてみたり、悔いのない人生にしておき

ましょう。いつ死ぬか分からない国になっていますので。

なんか面白いの拾ったｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=iS_kQ7KeeiM
ちょっとお前ら助けてくれ【2ch】

　

いかん時間過ぎてたｗｗｗ

愉しい非リアな宇宙遊泳から、たのしくないリアルに戻りましょうか…★

https://www.youtube.com/watch?v=OqYAxU_si-E
七百個月亮_勇士歌(阿美族) 

http://swc.nict.go.jp/sunspot/
https://www.youtube.com/watch?v=FuCFkyBGsFc&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=1uKlLxO7rH8
https://www.youtube.com/watch?v=iS_kQ7KeeiM
https://www.youtube.com/watch?v=OqYAxU_si-E


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

AKIRAさんがリツイート 
正造 @etosha0824 · 2時間2時間前 
昨日、親友の同僚50歳、脳梗塞から職場復帰していたけれど心臓破裂で突然亡くな
った、という話を聞いた。今日は高齢の患者さんから、52歳の病院勤務の息子さんが
急に心臓を患い、人工弁置換の手術→順調な経過といわれていたのに突然ICUで亡くな
った、と聞いた。いずれも都内。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 2時間2時間前 
Google トレンド - ウェブ検索の人気度: 目に血 - 日本, 2004年 - 現在
http://www.google.co.jp/trends/explore?
hl=ja&q=%E7%9B%AE%E3%81%AB%E8%A1%80&geo=JP&cmpt=q&tz=Etc/GMT-
9&tz=Etc/GMT-9&content=1&mob=1 … #googletrendsexplore
#情報線 
https://twitter.com/hunterkani/status/657543902975557632/photo/1

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 3時間3時間前 
Google トレンド - ウェブ検索の人気度: 耳から血 - 日本, 2004年 - 現在
http://www.google.co.jp/trends/explore?
hl=ja&q=%E8%80%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A1%80&geo=JP&cmpt=q&tz=Etc/GMT-
9&tz=Etc/GMT-9&content=1&mob=1 … #googletrendsexplore
#情報線
ファーストインパクトから４年半。現在セカンドインパクトが起きています。

終演の輪舞

AKIRAさんがリツイート
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
東京・関東の放射能汚染を政府が認めれば、不動産価値は1/3以下になり株価は大暴落
する。それを隠す秘密保護法。日本はこれから。

だって日本全土がすっぽり入ってる。

https://twitter.com/pecko178/status/503926629500870656/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=Fg9X7Gnc-2U
http://www.google.co.jp/trends/explore?hl=ja&q=%E7%9B%AE%E3%81%AB%E8%A1%80&geo=JP&cmpt=q&tz=Etc/GMT-9&tz=Etc/GMT-9&content=1&mob=1
https://twitter.com/hunterkani/status/657543902975557632/photo/1
http://www.google.co.jp/trends/explore?hl=ja&q=%E8%80%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A1%80&geo=JP&cmpt=q&tz=Etc/GMT-9&tz=Etc/GMT-9&content=1&mob=1
https://twitter.com/pecko178/status/503926629500870656/photo/1


これは私の専門領域

https://pbs.twimg.com/media/CR-_CwdUcAAQMna.jpg …
ざっと見て、健全な接合部は皆無、全部応力腐食割れを生じていて、崩壊が時間の問

題

10シーベルトの線量　倒壊すれば、どれほど莫大な放射能が放出されることだろう

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 5時間5時間前 
そもそも、心筋症死亡者の心臓を解剖調査すればセシウム心筋蓄積は一目瞭然な筈。

何故に被害者の親族は物云わないのか、全く理解不能…
福島医科大学及び県は(子供達の甲状腺ガンの)転移について一切発表しないそうです

cmk2wlさんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 7時間7時間前 
@Tanisennzo 　【赤ん坊をおそう放射能—ヒロシマからスリーマイルまで　アーネ
スト・J・スターングラス (著)】
私はこの本をアマゾンの古本で購入した。その古本には、長崎大学のある学部の図書

館印があった。現在長崎に蔵書ゼロ 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 9時間9時間前 
うーん、おかしい。熊本県立図書館で、借りたことあったのだが、

現在、蔵書がないことになっている。「チェルノブイリの雲の下で」（画像）

https://calil.jp/book/4764500566 
https://twitter.com/Tanisennzo/status/657449083691335680/photo/1

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【福島県 潮位情報 2015年10月23日 11:11】
福島県の沿岸では１０月２６日から１１月１日にかけて満潮の時間帯を中心に潮位が

高くなるため、海岸や河口付近の低地で浸水や冠水のおそれがあります。

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 18時間18時間前 
水道水

急病人

福島原発からいま出てる水蒸気はDNAを破壊するトリチウムが多く含まれている
殆どの人は知らないトリチウムという除去不能な猛毒放射性物質が、水道水に混入し

ている事 http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e40b6000876f8d34a857d36ef7dbcff2 … 

https://pbs.twimg.com/media/CR-_CwdUcAAQMna.jpg
https://calil.jp/book/4764500566
https://twitter.com/Tanisennzo/status/657449083691335680/photo/1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e40b6000876f8d34a857d36ef7dbcff2


AKIRA 2024さんがリツイート 
放射能汚染・内部被曝情報 @radioactive_SOS · 10月22日 
常磐線、埼京線の急病人発生率が高い。汚染ホットスポットと見事に一致する。そろ

そろ首都圏サラリーマンも東京に住み続けるハイリスクに気づくべきだろう。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10月22日 
名無し：10/22 00:21
yukiyuki1115
姉の末っ子は生後半年で突然死したし

姉の知り合いの子は小学生で風邪っぽいから今日は早めに寝るねって言ってそのまま

翌朝亡くなってたらしいし

私の同級生の友達は大学生の時バスケの授業中倒れて亡くなったし…

neko-aii @neko_aii · 10月22日 
牛丼「吉野家」の野菜は福島産「米・玉ねぎ・白菜・ネギ・キャベツ」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f0d95e39ce10857f411417d274b2f8bc …
商 号： 株式会社吉野家ファーム福島
栽培品目 ：　玉ねぎ、白菜、キャベツ、青ネギ、米 
所在地： 【福島県白河市】表郷金山字竹ノ内
設 立： 2013年10月1日

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10月22日 
名無し：2015/10/22(木) 10:24 ID:XXXXXXXX
2015-10-22 10:00:00に[福島：いわき]-[いわき市]-[小名浜臨海工業団地東緑地]で急上昇
を確認しました

0.877μSv/h (通常平均0.103μSv/h)

neko-aii @neko_aii · 10月22日 
2012-01-08
賠償対象外の【福島県白河市】８．８５９マイクロシーベルトの放射線数値！

http://blog.goo.ne.jp/ootake_kouichi/e/8b875656507c423c4844c89688af42c2 … 

AKIRAさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 10月22日 
（東京・中央区の飲食店店提供の）水を飲んだ客が相次いで舌のしびれなどを訴え、

水を調べたところ、通常の水道水と比べて５００倍以上の濃度の塩素が検出された

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151021/k10010277781000.html?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter …
これまでの経験から言って、恐らく放射能と関係ある。首都圏の水はもう飲めない。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f0d95e39ce10857f411417d274b2f8bc
http://blog.goo.ne.jp/ootake_kouichi/e/8b875656507c423c4844c89688af42c2
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151021/k10010277781000.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


neko-aii @neko_aii · 10月22日 
原発事故後『鉄の味する水を飲んだ』訴え急増。

これは大量の放射性物質が口の中に入ったことによる内部被曝

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/24eae06b6ace084f5dcb4d1e5f79f514 …
「鉄の味」「金属臭」

神奈川、千葉、埼玉、東京の人の報告が多かった

ある獣医さん

原発事故直後、水道水を飲まない犬が続出した

neko-aii @neko_aii · 10月22日 
葬式手伝い中に突然死、退職手続き中に突然死、

朝のトイレで突然死、幼馴染は白血病死、福島からの連絡。

（木下黄太のブログ2013-08-27）より

AKIRAさんがリツイート 
Syntax @SyntaxUGS · 10月20日 
日本がようやくフクシマで放射能による死亡を認めたっていっぱい出てるわ。

First Fukushima worker diagnosed with radiation-linked cancer: Japa...
http://dailym.ai/1GfDPhV

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

AKIRAさんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 22時間22時間前 

燃えてる家の中に残って

「燃えるとか危険とか騒ぐな！風評被害だ！」って、、、

悲しいのはその「火」が見えないこと。

逃げるしかないんだよ。

「そこ」にいたら何をしても、火は防げない　(T_T)

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/24eae06b6ace084f5dcb4d1e5f79f514
http://dailym.ai/1GfDPhV
https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI


AKIRAさんがリツイート 
塚本神子 65@MikoBOT · 10月22日 
ウチの従兄弟が突然死した事だって、放射能の影響かも知れないと考え始めた叔母。

最初は放射能汚染を避けることをバカにしていた人達が、少しずつ自分の頭で考え始

めている。その一方で間違いなく、考え始めた人達を取り組むブラックボックスが用

意されてる筈だ。スピ系工作員、宗教に注意だすなあ。

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=4bY7i8lMXIk
銀河鉄道の夜 ファイナルテーマ　Gingatetsudou no Yoru - Final 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ひみつ日記

 
ちょっとお前ら助けてくれ【2ch】（いま一瞬で消えたってば…電波、おかしい？）／
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月24日0:37
電波が断続的にキレます。

（－－；）

いよいよ大地震か、フクイチ大爆発か…？？

寝よ☆

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
https://www.youtube.com/watch?v=4bY7i8lMXIk
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（10月24日）　…さて、今日はツンデレえるさんには、会えるかな…？

http://85358.diarynote.jp/201510240808256262/

子ども 余命 ５年 おとな １５年／【福一映像４号側　終日朧気】
／癌の三大療法…抗がん剤・放射線・手術…が本物の癌を発症さ
せる／アベの振り込め詐欺の手口はこうだ。

2015年10月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

amaちゃんだ @tokaiamada · 27分27分前 
「福島の風評被害を防止し農民の生活を助ける」というウソの大義名分に騙され英雄

気取りになって「放射脳」と誹謗中傷、「やっつけてやった」と喜んでる愚か者た

ちは、今後どうなるんでしょうか？

「汚染など存在しない」と本気で信じてるから、我々が警告しているキノコや沿岸魚

を喜んで食べてる

おはようございます。０７：４１です。

札幌は８℃。

降水確率６０％の曇天。

（〜〜；）

http://85358.diarynote.jp/201510240808256262/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510240808256262/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151024/85358_201510240808256262_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151024/85358_201510240808256262_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151024/85358_201510240808256262_3.jpg


チャリかバス通か？…で、悩み中でございます…

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10月24日 04:59】
北海道地方では、２４日夜から２５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。暴風や高波に警戒してください。

体調は相変わらず倦怠感と深刻な眠気が続いていますが、

…とにかくおなかが減る…（＾＾；）…という新ヨウ素が…
もとい、新要素が加わったので、ちょっと安心しています…

食欲があるなら、

生物は死にません…！

amaちゃんだ @tokaiamada · 53分53分前 
人間どうせ死ぬのだから、医療産業の金儲けに貢献するより、自分で納得のゆく自家

治療に専念した方がいい

延命欲などなかったが、排尿障害が消えるとともに体調も良好になり、血尿血便も消

えて、再び山歩きが可能になった

こうなると、すべての生活障害が好転していった

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) 

…なんか異様にネットの繋がりが遅いです…

地震が近い…？？？？

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

https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g


amaちゃんだ @tokaiamada · 27秒27秒前 
1986年4月26日にチェルノブイリ放射能事故が起きた
それから五年後の1991年、被曝障害の爆発が始まり、ソ連という地球上最大の帝国が
消滅した

http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=127081 …
障害のピークは1993年だったが、このレベルが20年以上続いた
ソ連の人口は数千万減少

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 37分37分前 
名無し：10/08 00:08
古田健治さん　５３歳（ふるた・けんじ＝毎日新聞佐伯通信部長）６日、心臓突然死

のため死去。

http://mainichi.jp/area/oita/news/20151007ddlk44060421000c.html …
##マスコミの言葉遣いも変わってきたｏ心臓突然死

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 39分39分前 
名無し：10/06 15:02
149Rock
3・11前から全国のお茶の消費は縮小傾向にありました。そして放射能拡散事件の後、
首都圏から静岡までの茶葉は放射能に汚染されています。それからすさまじい勢い

で『抹茶スイーツ』が大量に販売され出した

#茶飯ブームインハポネ

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 47 分47 分前 
@k2cyan 
余命

子供 5年
大人 15年

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 1時間1時間前 
今すべてを放射能汚染問題に集中して

考えるべきだ

最も重要な事は

東北、関東首都圏の人たちの

移住と全国民の防護対策と

被曝した人たちの今後の医療だ。

http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=127081
http://mainichi.jp/area/oita/news/20151007ddlk44060421000c.html


【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 1時間1時間前 
放射能汚問題がすべてだ

他の事言っていたって

このままでは、日本人の多くは

病気になるか、死んでしまう

そうなったら、オリンピックだ

TPPだ、徴兵制だと言っていても
無意味になる。

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
癌医学は見せかけの癌撃退治療だが、治療自体が発癌イニシエーションになる代物

であって、健全な細胞まで取り返しの付かないほど激しく損傷する

まっぴらゴメンで、医療産業の金儲けに使われるなら死んだ方がマシ

自分で東洋医療を研究し自家治療に専念し、癌を育てるプロモータを排除する作戦に

出た

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
私は福島に頻繁に出かけて汚染土壌を採取測定した2012年末に症状が出た
排尿排便障害と血尿血便が続き、全身が痛み、ついに歩くことさえ困難になった

データでは前立腺癌の疑いだった

死を覚悟したが医療には頼らないと決めた

癌医学では手術・抗ガン剤・放射線治療しか知らない医師しかいない

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
来年になれば信じられないほどの被曝由来癌患者が出てくるでしょう

私の言うことをデマ妄想と決めつけてきた、たくさんの愚かで無知な人々の誹謗にも

かかわらず、すべては私の予告通りに進んでいます

事故後福島に8回出かけた私も症状が出ている
だが私は癌医学を信用してないので医者に行かない

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
日本政府（農林水産省）、病院や老健施設、特養などの「給食」での「被災地産食品

」の優先使用を通達！

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/post-0359.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/post-0359.html#more


全国人口動態統計　2015/8まで
http://inventsolitude.sblo.jp/article/166294552.html …
東日本における死者激増が始まっている

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
透析患者に精神賠償　東電と県腎臓病協合意

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/10/post_12422.html …
原発事故のせいで透析が受けられず死んでしまった人は数百名いるはずだ

被曝による直接死も数千名いるはずだ

これらは、すべて隠蔽され東電は賠償責任を頬被りしている

amaちゃんださんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 7時間7時間前 
これでも大丈夫だと言うなら、これでも風評被害と言うなら食ってみろよ、

総理。

4月採取の福島市産コシアブラから1万4849ベクレルのセシウム検出。山菜、キノコ類
の放射能汚染一向に衰えずhttp://financegreenwatch.org/jp/?p=51847 
https://twitter.com/komatsunotsuma/status/649098070597070848/photo/1

飯山一郎 @iiyama16 · 8時間8時間前 
ビンゴたろう氏の情報は、

いつも確度が高い！

それにしても、

「福一映像4号側　終日朧気」という映像はイヤな悪寒がする…。
RT @sp9bingotarou 福一映像4号側　終日朧気 

neko-aii @neko_aii · 9 時間9 時間前 
2013-10-16
川崎市麻生区

今年2月に自宅の庭の土を測った結果
植込み根元で深さ３ｃｍ土壌はセシウム合計２９１Bq/Kg。この高さにもビックリ
軒下の雨水の落ちる場所の土壌は２５７０Bq/Kgと、すごい値
この数値が出て、庭仕事は止め、神奈川県の野菜も食べるのをやめた

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 10時間10時間前 
核分裂起さないといっている原子力規制庁さん。陽子線で胴核分裂起したんだよね。

http://inventsolitude.sblo.jp/article/166294552.html
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/10/post_12422.html
http://financegreenwatch.org/jp/?p=51847
https://twitter.com/komatsunotsuma/status/649098070597070848/photo/1


中性子だけじゃないね。それにPU239に中性子加わるとPU240になるよね。なったら
どうでしょう？自分で核分裂起してしまうよね。色んなパターンあるんですよね。「

物理的にありえない。」大丈夫かい？

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19 時間19 時間前 
こないだ10月10日に太陽で観測されたコロナホール
大きさは地球の約5個分。NASAが撮影。強烈な太陽風の影響で、10月14日〜16日
に（G1マイナーストーム：http://www.swpc.noaa.gov/news/g1-minor-geomagnetic-
storms-likely-again-14-16-oct-2015 …）の予報が出ていた。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657411283642281984/photo/1

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 21時間21時間前 
チェルノブイリの放射能は山火事によって広域拡散した。フクシマの放射能は「瓦礫

の広域処理」と「食べて応援」で広域拡散する。その愚かさを許せない

　http://matome.naver.jp/odai/2135281306483612301 …

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
イシカワ（生きている） @ishikawakz · 21時間21時間前 
楢葉町、帰還者321人　避難指示解除１カ月、町人口の４％：福島民友ニュース：福島
民友新聞社 http://www.minyu-net.com/news/news/FM20151022-022145.php …
「津波被害を受け、除染などで出た廃棄物の焼却施設整備なども計画される波倉地区

では帰還した住民はいない。」

当然だ。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 23時間23時間前 
福島県農民連の根本敬会長　http://weltgeist.info/?p=4390 　「風評とは根も葉もないこ
とをいう。我々の農作物は根にも葉にも放射性物質を付けられた。実害だ」

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
anntokyo @anntokyo · 10月16日 
@cocorono121 @skepticdesu 500キロ以上離れたポーランドでさえ、子供達にヨウ素
を配布し、事故後は牛乳は他国産の脱脂粉乳に変えました。福島の事故1ヶ月後に、地
元の給食に地元産の牛乳をだし新聞に載せる、背筋も凍るプロパガンダをする国だと

感じました。

http://www.swpc.noaa.gov/news/g1-minor-geomagnetic-storms-likely-again-14-16-oct-2015
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/657411283642281984/photo/1
http://matome.naver.jp/odai/2135281306483612301
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20151022-022145.php
http://weltgeist.info/?p=4390


https://www.youtube.com/watch?v=_HudC71bmlg
Most Emotional Music Of All Times - Sand Dream 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 35分35分前 
名無し：10/07 23:09
unkeides
アメリカ政府は、癌の三大療法（抗がん剤·放射線·手術）が本物の癌を発症させるこ

とを認める

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=297192&g=131108 …
##本物のガンとそうでないガンがあるのか

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
6月23日 @naitoasao
【橋下徹の正体】脱原発に関して最初から裏切る予定だった。橋下が前原に託した首

相官邸宛てのメッセージが暴露された

「再稼働が決まるまでの間は脱原発でやらせてもらう」

FRIDAY2012年6月22日
大阪に瓦礫をまいて国政へ。後は野となれ山となれ

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
「【サギの手口】アベの振り込め詐欺の手口はこうだ。：金子勝氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/18644.html#readmore …

ベクレーヌ八千代 @bqn_yachiyo3 · 7時間7時間前 
シュワブ警備あるそっくに国費が２０億。自民党が与党になってから、ゼネコンや軍

需絡みで税金をあてにしたマッチポンプが凄まじい。雇用と売り上げを仲良し企業に

ぷれぜんと。仲間外れのとこにはとことん冷たく。公的機関が超身勝手に公金を使う

悪夢。

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
柳沼和良 @yaginuma_san · 9時間9時間前 
@ats8u @x_pq_x 幸福の科学が作った沖縄の危機PR動画。
幸福の科学は沖縄に乗り込んでオスプレイ賛成デモしてる。

https://www.youtube.com/watch?v=xYotoai_iLM …

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 

https://www.youtube.com/watch?v=_HudC71bmlg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=297192&g=131108
http://sun.ap.teacup.com/souun/18644.html#readmore
https://www.youtube.com/watch?v=xYotoai_iLM


鈴木博喜 (「民の声新聞」発行人) @s_hiroki24 · 10時間10時間前 
地元メディアの記者に尋ねたことがあるという。

　「どうして大事な問題を書かないんだ？」、「どうして本当の事を出さないんだ？

」

　すると、このような答えが返ってきた。

　「だって、私たちも企業ですから」

http://ameblo.jp/rain37/entry-12084036466.html … #民の声新聞

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 13時間13時間前 
じゃあ、最初に、安定ヨウ素剤の一般配布にストップをかけた人間が誰だったのか、

明記してくれ。県知事？副知事？それとも国？

【震災アーカイブ】匿名性の排除に努力を（１０月２２日） | 県内ニュース | 福島民報
https://www.minpo.jp/news/detail/2015102226159 …

amaちゃんださんがリツイート 
山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 16 時間16 時間前 
総理大臣が日常的に平然と嘘をつく国で、道徳教育の必要性が政権サイドから叫ば

れる。内容は「愛国心の醸成」「国旗国歌の敬愛」などで、「嘘をついては駄目」「

いじめは駄目」「差別や偏見は駄目」「自分がされて嫌なことは他人にもするな」等

の基本的な道徳は政権側の人間が嬉々として蹂躙している。

２ちゃん原発情報さんがリツイート 
オオカワ ジミニー @asukamaru0628 · 23時間23時間前 
@2ch_NPP_info ほんとだ！
原子力(か)で検索するとたくさんのファイルが出てくる！

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10月22日 
名無し：10/22 16:38
「原子力」("力"は漢字)が「原子カ」("カ"はカタカナ)に、ストロンチウム("トロ"はカタ
カナ)が、ス卜口ンチウム("卜"は漢字の"ボク"、"口"は漢字の"クチ")になってるPDFが
たくさん発見された。

#ムラのせこい検索逃れ

cmk2wlさんがリツイート 
しじみん @hiitanu · 10月22日 
マイナンバー　通知カードを受け取ると義務が発生します http://moriyama-law.cocolog-

http://ameblo.jp/rain37/entry-12084036466.html
https://www.minpo.jp/news/detail/2015102226159
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/10/post-ed2e.html


nifty.com/machiben/2015/10/post-ed2e.html …
１　受け取らなければ義務は発生しません。

２　通知カードを受け取らなくても番号は住民票に記載されます。

cmk2wlさんがリツイート 
名も無き者 @DummyLostonline · 7月9日 
名も無き者さんがリツイートしました くりえいと
そもそも今の金利じゃ銀行って『ただの金庫みたいなモノ』じゃん？

しかも、銀行側はその預金を俺達からの搾取の為に使ってるんだから、預ける義理な

んてないんだよね。

自分のお金を自分で管理する事を思い出せば良いだけさ。

https://www.youtube.com/watch?v=VFQRp6EP_JM
Puella Magi Madoka Magica - Homura kills Madoka scene 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月24日8:36
…さて、今日はツンデレえるさんには、会えるかな…？
 

https://www.youtube.com/watch?v=VFQRp6EP_JM
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（10月24日）　…エルさんのいけず〜ッ！★　(｀ε´)Ｏ

http://85358.diarynote.jp/201510241512211101/

とにかく眠い。(∋_∈)
2015年10月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

気絶するかと思った時間帯に

十勝で震度２。(^。^;)

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 北海道 帯広市 
【M4.5】十勝地方 深さ97.2km 2015/10/24 13:26:36
(G)http://j.mp/1NYYE3F (Y)http://j.mp/1Xpm5oo (アニメ)http://j.mp/1MYU83F
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月24日22:21
…とにかく地震が多すぎる…

…（＠■＠；）…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510242044193017/

…バスがね〜わ…★σ(^◇^;)。。。
2015年10月24日 日常 コメント (4)
　

土曜日だという事実をさっくり失念。┐(’〜`；)┌

雨がパラついてるし、もうこれ以上、濡れベクレたり

体を冷やしたりして体力損耗する余裕はないので、無理せずバス帰宅…
…(^。^;)…

…と、思ったらこれだよ…

ヽ（・＿・；）ノ

…エルさんのいけず〜ッ！★

(｀ε´)Ｏ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月24日21:13
…東光ストアで買ってきた半額チキンを喰ってるうちにバスは来る…
はずだったんだけど…？？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月24日21:20
北北…違う、来た来た。(^_^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月24日22:28
…で、ウチついたら晴れて、月が照ってるというね…

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…☆

こりゃ、チャリで帰るべきだったかな…★

（ま、とりあえず宇宙遊泳してきますぅ…☆）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月24日23:12
…ごめんなさい。わたくしが悪ぅございました…★

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
(Radiation monitoring Daily Report) 
10分値の速報は原子力規制委員会ＨＰで確認できます。⇒ 
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2015年10月24日（土）【当日】
(Today) 
測定時刻

(measurement time) 最大
(max) 最小
(min) 平均

http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/
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(average) 有効数
(effective number) 
01:00 0.040 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 0.040 0.039 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 0.039 0.039 0.039 6 
09:00 0.040 0.039 0.040 6 
10:00 0.040 0.039 0.040 6 
11:00 0.043 0.040 0.042 6 
12:00 0.043 0.041 0.042 6 
13:00 0.041 0.040 0.040 6 
14:00 0.040 0.039 0.039 6 
15:00 0.040 0.039 0.039 6 
16:00 0.040 0.039 0.040 6 
17:00 0.040 0.039 0.039 6 
18:00 0.040 0.039 0.040 6 
19:00 0.062 0.040 0.050 6 
20:00 0.061 0.058 0.060 6 
21:00 0.060 0.053 0.057 6 
22:00 
23:00 
24:00 
 
 



（10月24日）　さいきん痩せて糸目になってきて、ますます前世の雰囲気再現になっ
てきちゃった…ノギス君！

http://85358.diarynote.jp/201510242304537092/

【非リア】王…。
2015年10月24日 恋愛 コメント (3)
　　

さて、本日の惑星地球上の北半球某所はたいへん幸せな空間でありました…♪

o（＾◇＾）o

まず！たまにしか来ない

【セラフィム天使ちゃん】

（事務副官ちゃん♪）が、

なんと！ご臨席！

！（＾o＾）！

そしてそのお向かい席が、さいきん痩せて糸目になってきて、ますます前世の雰囲気再現になっ

てきちゃった…ノギス君！

で、フロアのあっちとこっちに泣き別れ？だけど、

ミニサイズ…というか、
つんでれ《デスサイズ》エルさんも、

アルパカ狼さんも、いたし…！

♪　o（＾ｗ＾）o　♪

…で、業務内容も…平穏…というか、
ヒマすぎない程度に、ヒマで、客層もトラブルも、穏やかでした…♪♪

！（＾＾）（＾＾）（＾＾）！
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https://www.youtube.com/watch?v=trAo2mFol68
墾田永年私財法 

…あたし来世、これにする…ッ！…♪

カラパイア @karapaia · 47分47分前 
【RT1400UP】 尻尾と首が長すぎてヘビに間違えられちゃうネコがいる。その名も「
リンサン」 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202855.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/657909414993661953/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=VQBs5G-oq3g
Ryuichi Sakamoto - The Wings of Honneamise 

 
    

 
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=trAo2mFol68
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202855.html
https://twitter.com/karapaia/status/657909414993661953/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=VQBs5G-oq3g
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151024/85358_201510242304537092_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151024/85358_201510242304537092_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151024/85358_201510242304537092_3.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月24日23:28
０５３

０７

０７　♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月25日0:04
…なんか、パネェお天気になってきた…！

！（＠＠；）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月25日0:09
cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
今日から自分自身で考えることを始めよう。年を取った時に、自分の人生を振り返って、人が望

んだ通りに生きた人生だったと気づくのでは手遅れだ。自分の情熱と直感に身をゆだねよう。

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
人は知らず知らずのうちに思い込みに支配され、自ら考えることをやめている。多数派がいつも

正しいとは限らない。自分の信じる真実とは、自分が努力して考え抜いた結論からしか得られ

ない。

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
自分たちを取り巻く世界について疑問に思い、思案し、分析しなければいけない。親が言った

から、指導者がそう言ったから、ネットでの多数派がそうだから、友人がやってるからという理

由で物事を受け入れてはいけない。
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（10月24日）　被曝は脳障害が出る。／昼食 ６.７ Bq/kg のセシウム。多くの方は美
味しそうに残さず食べました。

http://85358.diarynote.jp/201510250010378652/

被曝は脳障害が出る／大地震が起きて数時間後

には食品飲料水はすべて消えます。

2015年10月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

（ ↑ 前項参照★）

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 10時間10時間前 
ロシアは年間1ミリシーベルトで
移住の権利がある

日本は、年間20ミリシーベルト
まで年間被曝量を引き上げた

どれだけ異常で、危険なことか

理解出来るだろ？・・？？？？？

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
大地震が起きて数時間後には都市の商店の、食品飲料水はすべて消えます

これは３１１を経験した皆さんが思い知らされたことですが、大阪名古屋の方は、ま

http://85358.diarynote.jp/201510250010378652/
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だ経験がなく甘く考えているだろう

大地震後に飲料水入手は不可能です

今、巨大地震の接近を予感している段階で必要なものを、すべて入手せよ

https://www.youtube.com/watch?v=yTd_h7pcQYQ
Puella Magi Madoka Magica Movie - End of Timeline III 

hainoriNoNukes @hainori3 · 3時間3時間前 
「マスクは絶対ですし、雨に濡れてはいけません。」

http://s.ameblo.jp/runrunamebararara/entry-12084083798.html …

sa360 @sa3605 · 4時間4時間前 
『福一からの放射能における被曝は中枢神経をも侵す脳障害の症状が出ることが判明

した！』

⇒ http://amba.to/1LKkXYw

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
えらく長く揺れてる

amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 
強い地震発生前に空間ガンマ線量が下がる「爆縮」現象が起きているようです

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10月24日 16:25】
北海道地方では、２４日夜から２５日にかけて、急速に発達する低気圧の影響で、風

が急激に強まって非常に強く吹き、大荒れの天気となるでしょう。暴風や高波に警戒

してください。

cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 
恐ろしいほどの大量死。

https://goo.gl/cc28dq

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 10時間10時間前 
本来汚染地域に人が居住続ける権利などありませんよ。

なぜそのような法律が本来あるのか？考えて下さい

https://www.youtube.com/watch?v=yTd_h7pcQYQ
http://s.ameblo.jp/runrunamebararara/entry-12084083798.html
http://amba.to/1LKkXYw
https://goo.gl/cc28dq


東京に出張に出て、西に戻る時には除染を受けて

服をすべて捨てるなんて出来ないでしょ？？！

そうしなければ汚染がどんどん拡散されて他の

地域が汚染されてしまうから、違法なんですよ！！

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
googleトレンド検索　東京都
眠くなる病気

眠り病

眠い病

睡眠　病気

起きられない

以前も眠りに関するトレンドを見ています。　https://goo.gl/NOkPpN 

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
原子炉は鉄筋鉄骨コンクリート建築物

鉄筋の鉄は２７３０度で蒸発

コンクリートも３０００度には耐えられない

原子炉の中にあった金属は一部は高温で蒸発し始め

その重量によって下へ下へと流れ落ち

原子炉全体が溶け崩れ地面に穴をあける

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/312bf90d7a065417ff4be008e757eec8 …

amaちゃんださんがリツイート 
しんちゃん @shinchann2008 · 14時間14時間前 
【年間100ミリシーベルトまでは健康に影響はないデマ⑫】10月21日報道ステーシ
ョン。北九州市、41歳の労働者。東電福島第一原発で4号機のまわりのがれき散乱する
場所で、鉄板を敷きつめる作業に2012年10月から1年3か月。15.7ミリシーベルト。そ
の後白血病を発症。労災認定。

amaちゃんださんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 14時間14時間前 
中国が南スーダンに持つ石油利権を守る為、自衛隊が中国軍を「かけつけ警護」

http://bit.ly/1OrOjwN 
「中国が〜！中国が襲ってくる〜！」って、散々ネトウヨは言ってたよね？

どこが襲ってくんのよ。説明してよ 
https://twitter.com/datugennohi/status/646331213670690816/photo/1

https://goo.gl/NOkPpN
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/312bf90d7a065417ff4be008e757eec8
http://bit.ly/1OrOjwN
https://twitter.com/datugennohi/status/646331213670690816/photo/1


amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 15時間15時間前 
@tokaiamada そしてその叔父の一周忌で出てきた昼食を測定したら6.7Bq/kgのセシウ
ムが検出されました。私はその昼食を貴重な検体として持ち帰りましたが他の多くの

方は美味しそうに残さず食べました。

http://cdcreation.grupo.jp/blog/898343

amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
今の癌治療は、医師と患者の被害妄想と、医療の金儲けの論理によって大半の人々が

翻弄され、受ける必要のない治療をさせられ殺されてゆく

末期癌患者が痩せるのだって、本当は抗癌剤・放射線治療のせいであって、放置し普

通食を取っていれば末期癌でも痩せないし快適

末期癌の診断はウソにまみれてる

amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
放射能は、子ども達を最初に殺す

本当に弱いのは周産期（妊娠六ヶ月）前の胎児たち

真っ先に殺される

https://www.youtube.com/watch?v=1NlPKZCbzfw
Puella Magi Madoka Magica Movie - End of Timeline I 

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=EB-bYJoqvQQ
ゴスペル風「般若心経」つのだ☆ひろ 
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2015年10月25日0:40
小一時間の突風と大雨と雷鳴のあと、救急車と消防車が団体で走りすぎて行きました…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月25日7:52
０５３

０７５７。
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（10月25日）

http://85358.diarynote.jp/201510250840184719/

”異様な日焼け”が警告する。
2015年10月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年10月25日 05:12】
北海道地方では、発達中の低気圧の影響で、引き続き２６日にかけて非常に強い風が

吹き、海は大しけとなるでしょう。暴風や高波に警戒してください。

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 14時間14時間前 
性別にご注意を。メスの卵を注入しています。 
https://twitter.com/kappel0208/status/657852029662982144/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 10月23日 
年間５ミリシーベルトで労働者に白血病の労災がおりるのに

年間２０ミリシーベルトの場所に国民を住まわせるって

どういうこと？

AKIRAさんがリツイート 
minimum @minimum11 · 2011年10月29日 
福島にとどまり『なぜあの時避難してくれなかったの？』と言われ息子に頭を下げる

母親ではなく、何もなかったとしても『お母さんはあんたを守りたくて避難した』と

胸を張って言える母親でいたい。

おはようございます。
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７：５３です。

札幌は６℃。狂風と汚染雨…
…（－－；）…

空間線量、０.０６９μ…。
。。。。（＞＜ｐ）。。。。。

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10月25日（日）【当日】
01:00 0.069 0.057 0.064 6 
02:00 0.058 0.055 0.056 6 
03:00 0.065 0.062 0.063 6 
04:00 0.061 0.058 0.060 6 
05:00 0.062 0.061 0.062 6 
06:00 
07:00 
08:00

なんだかとんでもないお天気で、

「パネぇ！」という表現がぴったりです。

…（〜”〜；）…

…ん〜…（ーー；）…

景気づけに、これでも聴くかな…？
https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ）

ふしぎの国の原子力村 @O_TSU_KI · 3分3分前 
フクイチ周辺にだけ発生する“怪しい霧”に“異様な日焼け”が警告するものとは
デブリの臨界反応とみるのが理にかなっています。

フクイチの原子炉周辺は濃い霧に包まれることが多いのですが、これも放出量が増え

たトリチウムの影響ではないか http://goo.gl/O7dWRU

高木仁三郎bot @jinzaburo_bot · 1時間1時間前 
フクイチ周辺にだけ発生する怪しい霧に異様な日焼けが警告するものとは - 夕刊アメー
バニュース http://dlvr.it/CXmhHj 
https://twitter.com/jinzaburo_bot/status/658039065795670016/photo/1

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
西日本は東電福島原発の風下のまま。ずっとです。

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
http://goo.gl/O7dWRU
http://dlvr.it/CXmhHj
https://twitter.com/jinzaburo_bot/status/658039065795670016/photo/1
https://twitter.com/cmk2wl/status/658024295659016192/photo/1


https://twitter.com/cmk2wl/status/658024295659016192/photo/1

amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
安倍政権批判本が書棚から消える？ ジュンク堂ブックフェアのネトウヨ攻撃・撤去事
件で奪われた書店の良心と自由

http://lite-ra.com/2015/10/post-1617.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
第一原発元作業員の53歳、作業11か月で3つのがんを同時発症（週刊女性PRIME）
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/187.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
１０月２９日に国会議員会館で「避難の権利」を求める集会があるそうです。

http://www.kakehashi.or.jp/?p=12060

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「マイナンバー　多くの会社で同様な文書が出るだろうが、提出拒否して構わない。

あくまで任意。」

http://sun.ap.teacup.com/souun/18651.html#readmore …

AKIRAさんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 7時間7時間前 
2015年9月死去
9.2声優斉藤瑞樹肺動脈血栓41歳。
9.19フリーアナウンサー黒木奈々胃がん32歳
9.23 阪神GM中村勝広急死66歳
9.24川島なお美胆管がん54歳
9.24samfree佐野貴幸内因性の急死31歳

AKIRAさんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 7時間7時間前 
2015年10月死去
10.1造形作家内田恭輔脳出血37歳
10.1インテリアデザイナー形見一郎49歳
10.10TVレポータ猿渡ゆか心不全35歳
10.16元プロ野球盛田幸妃脳腫瘍45歳

AKIRA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 原発はいますぐ廃止せよ
マジですか？ 
https://twitter.com/kokikokiya

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 8時間8時間前 
今すべてを放射能汚染問題に集中して

考えるべきだ

最も重要な事は

http://lite-ra.com/2015/10/post-1617.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/187.html
http://www.kakehashi.or.jp/?p=12060
http://sun.ap.teacup.com/souun/18651.html#readmore
https://twitter.com/kokikokiya


東北、関東首都圏の人たちの

移住と全国民の防護対策と

被曝した人たちの今後の医療だ。

AKIRAさんがリツイート 
tsuto @karrento · 9時間9時間前 
これが急死増加の原因か・・・。原発爆発の3月15日、東京の大気中にはチェルノブイ
リ事故のときの1000倍の放射性物質が舞った。１時間だけでも外にいた人は吸い込み
により20μＳＶ/ｈ内部被爆した。参議院行政監視委員会参考人 小出裕章氏
http://www.youtube.com

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
ながとみ まお @va_nira03 · 9時間9時間前 
最近爪がなんか変やなーおもってたけど、ついに手足口病の症状である爪がとれる（

生え変わる）の時期がきたか、、、

AKIRAさんがリツイート 
YukikoT-I @yukiko419 · 12時間12時間前 
西武新宿線は、毎朝、気分の悪い人は早目に電車降りろとアナウンスをするし、それ

でも急病人の救護で電車は頻繁に遅れる。震災前にはこんなことなかった。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
Raguma @Raguma01 · 16時間16時間前 
電車に乗って気がついたら降車駅に着いていた

目瞑ってガクンガクンしてたんだけど寝てる意識はなかった

時間だけ切り取られた感じがする

neko-aii @neko_aii · 21時間21時間前 
2014-06-10
チェルノブイリ・28年目『体育の時間に突然死する子供が増えた』
住民25年間の積算線量15-25ミリシーベルト
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/78cfc855346c980d33f65462ab268a19 …

かおなし @cocorono121 · 22時間22時間前 
フクイチ事故で溶け落ちた核燃料デブリは原子炉のどこにあるのかその下の地中にあ

るのか何もわからないしわかっても放射能が強すぎてロボットすら近寄れない…最高
責任者はアメリカの空母に乗って笑顔で手を振っています

AKIRAさんがリツイート 
ひまわり @himawari_yt · 10月23日 
ひまわりさんがリツイートしました 原発賠償関西訴訟KANSAIサポーターズ
2012年小学生の我が子の眩暈。
周りも何かしら具合い悪い。

14年4月ごろ息子2人とも鼻血
、肺炎になる。8月血便、9月、10月、11月と夜中嘔吐で血交じり。
子供の関節痛。

保養に行くと痛みがなくなることに気づき避難を決断される 

http://www.youtube.com/
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/78cfc855346c980d33f65462ab268a19


AKIRAさんがリツイート 
中川　均 @naka8952 · 10月20日 
もう隠しようがない事実だ。白血病患者が一気に７倍に増え、その多くはフクイチ

周辺、福島県を中心に発生している。ぜひ「しろくまブログ」に目を通して欲しい

。http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/13334773.html …　　
年間５mSvを超える地域で起きていることをもっと告発して欲しい。

AKIRAさんがリツイート 
をぐ @wogu · 10月26日 
玉川温泉で3.7〜4.2μSv/hにもなった！すげぇ。
https://mtc.cdn.vine.co/r/videos/4F8AAF1FA31137985246483075072_30824a93ed3.0.1.9916781081744357590.mp4?
versionId=8rYlg3L7SohOcnbBVUhiGtWdZMee6rmY

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

原発って必要ですか？？ @nonuke_sakebi · 19 分19 分前 
トトロも防護服を着る 
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450308143566688256/photo/1

カラパイア @karapaia · 22 分22 分前 
【RT4900UP】 海に潜む巨大な亡霊！？核実験で沈められた航空母艦サラトガが超ド
級のラスボスに！（ビキニ環礁） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52188676.html
… 
https://twitter.com/karapaia/status/658049107093663748/photo/1

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

昨日から急にツイートが途絶えているひと続出…

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
夜半から気象擾乱が起きて台風なみの風が吹き荒れている

25号が北上し、大陸の寒気団を引き寄せているせいだろう
これは明日から冷えそうだ

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
本日月齢１２　明後日あたりが満月で大トリガーとなる

http://www.moonsystem.to/ 
大きな地震が起きる前には、前後で起きるべき震源を呑み込んでしまう

http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/13334773.html
https://mtc.cdn.vine.co/r/videos/4F8AAF1FA31137985246483075072_30824a93ed3.0.1.9916781081744357590.mp4?versionId=8rYlg3L7SohOcnbBVUhiGtWdZMee6rmY
https://www.youtube.com/watch?v=U8nunklJx7o
https://twitter.com/nonuke_sakebi/status/450308143566688256/photo/1
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52188676.html
https://twitter.com/karapaia/status/658049107093663748/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=KK0p6vI5R_s
http://www.moonsystem.to/


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

https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU
鐵道員序章 

…「けして嗤ってはいけない。」と、エカシカムイはおっしゃった…

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月25日14:35
嘲う。

という字のほうが的確だったかな…
 

https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
https://www.youtube.com/watch?v=BAKPtUUzfWU
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（10月25日）　霊体バージョン狼さん（時空間超越レベル）の過保護パワーが発動し
ているらしく、今日のバイトは穏やかで無難な一日でした。

http://85358.diarynote.jp/201510250931536055/

サッポロ凶風。気温８℃。雨アラレ。ヽ（・＿・；）ノ

2015年10月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　

断続的な雨アラレ量はたいしたことないんですが

倒壊落下破損飛散などの風害が散見されます。

(・ω・;)(;・ω・)

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10月25日（日）【当日】
01:00 0.069 0.057 0.064 6 
02:00 0.058 0.055 0.056 6 
03:00 0.065 0.062 0.063 6 
04:00 0.061 0.058 0.060 6 
05:00 0.062 0.061 0.062 6 
06:00 0.060 0.054 0.057 6 
07:00 0.053 0.048 0.051 6 
08:00 0.054 0.051 0.052 6 
09:00 0.056 0.047 0.052 6 
10:00 0.046 0.043 0.044 6 
11:00 0.042 0.041 0.041 6 
12:00 0.048 0.043 0.045 6 
13:00 0.052 0.048 0.050 6 
14:00 0.070 0.050 0.061 6 
15:00 0.066 0.050 0.057 6 
16:00 0.049 0.043 0.045 6 
17:00 0.043 0.041 0.042 6 
18:00 0.050 0.043 0.046 6 

http://85358.diarynote.jp/201510250931536055/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510250931536055/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151025/85358_201510250931536055_1.jpg


19:00 0.057 0.053 0.055 6 
20:00 0.054 0.052 0.053 6 
21:00 0.052 0.047 0.049 6 
22:00 
23:00 
24:00 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月25日9:44
線量０.０５６μ。(-_-#)
あちこちで変な空咳。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月25日14:16
積雪１〜２cmなう。(・_・;)
今年は寒くなるのが速い…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月25日14:30
アルパカ狼さんはどこか暖かいところでぬくぬくしてる模様。

ですさいすエルさんが何故か？

ごきげんさんです。ｗ(^ヘ^;)ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月25日21:29
ミニサイズですさいず大魔王なエルさんの後ろ髪が小鳥の尾羽のように綺麗に切り揃ってるのを

愉しく観賞しながらさっくり定時で退社。

(^_^)v

霊体バージョン狼さん（時空間超越レベル）の過保護パワーが発動しているらしく、今日のバイ

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/


トは（周りはともかく私は）穏やかで無難な一日でした。

o(^-^)o

バス帰宅中なう。

札幌はミゾレ雪だか氷雨だか、不分明なビシャ濡れ空間。

(-"-;)

線量最大０.０７０μまで上がりました…(∋_∈)…

自転車は放置プレイでごめんなさい…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月25日22:16
さきほど無事帰投。

ちょっくら宇宙にいってきます…
 

http://85358.diarynote.jp/
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（10月26日）　寒いですさいず…

http://85358.diarynote.jp/201510260901134718/

おそめようございます。

2015年10月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

藁わまワラワマ09時07分。
携帯からです。

暴風雨が汚染を全て太平洋側に叩っ返してしまったらしく、

(^_^;)

空気清涼！(^O^)！

…ただし、気温７℃で、
(・_・;)

寒いですさいず…

(・ω・;)(;・ω・)

バイトは休み。

たっぷり寝たのでカラダが軽くなった感じがします♪_o(^-^)o

本日のお題は

「脱被曝！心身メンテナンス」

♪ o(^-^)o ♪

…ってことで…

まずは２日分の運動不足を解消すべく、気温７℃の中を歩いて温泉まで行ってきます…♪

(^o^)／

http://85358.diarynote.jp/201510260901134718/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201510260901134718/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151026/85358_201510260901134718_1.jpg


情報チェックは夜にね！

    
 

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7:39
０５３

１０

１０　！（＾＾）！

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510260956381680/

めも：『近未来史略』

2015年10月26日 リステラス星圏史略　（創作）
　

あとで年表整理する〜…！
(^。^;)

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 7月26日 
原発事故の被災者が集団で広島県神石高原町に移住する構想

福島の旧相馬中村藩主家３４代当主・相馬行胤さん（３８）と神石高原町の牧野雄光

町長が１１日に町役場で記者会見し、明らかにした。２０〜３０家族が関心を寄せ、

早ければ夏にも移住が始まる

http://www.asyura2.com/13/genpatu31/msg/296.html …
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（10月26日）　イイ味だしてるマスターのいる店です♪

http://85358.diarynote.jp/201510261102294200/

通りすがりの楽園♪

2015年10月26日 日常 コメント (1)
窓にトリックがあるんだこれがｗ

 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月26日13:20
西日本は終わりました。

　(∋_∈)
川内と伊方原発が再稼働して、

未来なんか、もう無い。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510261336296824/

ここはどこ？(^。^;)
2015年10月26日 旅行 コメント (1)
　

「ランチハウス ぐっち」さん。
(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201510261102294200/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201510261102294200/
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なぜかまだ源泉に辿り着かず、

空腹で目を回して、手前の定食屋さんに不時着…(^。^;)…

昭和レトロなＴＶドラマが一本書けそうな、

絵に描いたような「定食屋さん」です…

(^_^)v

 
    

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7:45
　

特筆すべきは本棚のマンガの品揃え…！

イイ味だしてるマスターのいる店です♪

ネタにつまった短編作家さんは、並びの源泉で肩コリほぐして脳に血液まわしてから、ぐっちさ

んでごはん食べて、マスターと常連さんの会話を聴きながらぼんやりしてみることをおすすめし

ます…☆
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510261348499002/

りす照らす生活圏♪史略ｗ

2015年10月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

文化作品展のお知らせ。

＠小野幌会館大ホール。

(^-^)g

http://85358.diarynote.jp/
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2015年10月26日（月）【前日】
01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.042 0.039 0.040 6 
03:00 0.043 0.041 0.042 6 
04:00 0.041 0.040 0.040 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00 0.039 0.038 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.039 0.039 0.039 6 
09:00 0.039 0.038 0.039 6 
10:00 0.039 0.038 0.039 6 
11:00 0.039 0.038 0.039 6 
12:00 0.039 0.039 0.039 6 
13:00 0.039 0.038 0.039 6 
14:00 0.039 0.038 0.039 6 
15:00 0.040 0.038 0.039 6 
16:00 0.039 0.038 0.039 6 
17:00 0.040 0.038 0.039 6 
18:00 0.039 0.039 0.039 6 



19:00 0.039 0.038 0.039 6 
20:00 0.040 0.038 0.039 6 
21:00 0.039 0.038 0.039 6 
22:00 0.039 0.038 0.039 6 
23:00 0.039 0.038 0.039 6 
24:00 0.039 0.039 0.039 6 

*最大値・最小値・平均値の単位は µSv/h(マイクロシーベルト毎時）です。

    

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23:16
AKIRAさんがリツイート 
浮き草 @next_door_a_mi · 21 時間21 時間前

あの日から、頑張ってほ を避ける為に人生をかけて生きてきたのに、ある日突然病になり、それ
がほ の典型的なものだとしたら……
どんなにか自分の人生を後悔し落胆することだろう。想像に難くない。

その日がいつ来てもいい様に、覚悟が必要なのかも。

4年と7ヶ月なのだからね。
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（10月26日）　スープカレー屋さん 札幌南１条店

http://85358.diarynote.jp/201510262006302141/

惚れた♪ (*^_^*)
2015年10月26日 グルメ コメント (1)
　

ジュンク堂から近いし♪

通うぜ♪

(‾ー+‾)

http://www.kanako-curry.jp/
Kanakoのスープカレー屋さん 札幌南１条店 

【Address】〒060-0061 
北海道札幌市中央区南1条西1丁目2-2 大沢ビル1Ｆ
【Tel/Fax】011-207-5222 

ちょっと場所がわかりにくい。

（＾＾；）

ご飯を中途半端に「本格？インド風もどき」にしてるのは、失敗だと思うな〜…★

（ふつうに日本式のご飯にしたほうが、スープカレーには合うのに！）

    
 

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7:53
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写真はちょっと失敗だったわね…★
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510262129345014/

本日の戦利品♪

2015年10月26日 おしゃれ
　

３枚で１０２６円♪　(^-^)g

ごめん、情報チェックとかもう無理。(^。^;)

寝ますぅ＠21時39分…

┐(’〜`；)┌

http://85358.diarynote.jp/201510262129345014/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=231


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

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


（10月27日）　有効活用な（＾ｗ＾）休日でした☆

http://85358.diarynote.jp/201510270809209475/

北海道の地震と線量。

2015年10月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

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

おはようございます。

０７：４９です。

札幌の外気温４℃。（＾＾；）

もはや「東北系関東人」の意地と心意気は投げ捨てて、

すっかり北海道モードに切り替わりつつある根性ナシなワタクシ、

早々とストーブ点けてしまいました…室温設定が１５℃で控えめなあたりだけが、しまり屋の関
東人の名残をとどめていますね…ｗ
（ ↑ どさんこは室温設定２８℃！とか信じられないことをやってる…ｗｗｗ）

晴天無風。空気清涼！

http://85358.diarynote.jp/201510270809209475/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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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10月27日（火）【当日】
01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00 
07:00

昨日はけっきょく、体調万全なら速歩２時間の距離を、のたのた３時間以上プラス休憩と買い物

しながら歩き、源泉４時間つかって（まだ足りない！）とか感じながら６時に風呂をあがって、

今度は電車で札幌に出て、前々から食べに行きたいと思っていたオーガニック香辛料のスープ

カレー屋さんにやっと辿り着き…美味しく散財したあと（さつまいもアイス美味ぇ♪）

嵐で２晩放置した自転車回収して、満月の豊平河畔を走って帰ってきました…。

有効活用な（＾ｗ＾）休日でした☆

https://www.youtube.com/watch?v=EB-bYJoqvQQ
ゴスペル風「般若心経」つのだ☆ひろ 

…（＾＾；）…

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ44.3km 2015/10/27 05:14:56 http://j.mp/1k5B3Bt

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.7】津軽海峡 深さ156.4km 2015/10/27 04:16:47 http://j.mp/1P1iYQt

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M4.1】十勝地方南東沖 深さ86.4km 2015/10/27 03:51:02

https://www.youtube.com/watch?v=EB-bYJoqvQQ
http://j.mp/1k5B3Bt
http://j.mp/1P1iYQt


(G)http://j.mp/1LxvrJj (アニメ)http://j.mp/1ialhUt

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ51.3km 2015/10/27 00:59:47 http://j.mp/1N2yAmO

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.4】津軽海峡 深さ128.6km 2015/10/26 20:52:24
(G)http://j.mp/1S5ThhV (アニメ)http://j.mp/1Wdk2H0

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.5】根室半島沖 深さ49.3km 2015/10/26 19:10:59
(G)http://j.mp/1RwLx7y (アニメ)http://j.mp/1Xt0ATO

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 北海道 新得町 
【M4.2】日高山脈 深さ146.4km 2015/10/26 18:20:23
(G)http://j.mp/1PPnpyP (Y)http://j.mp/1RwHAQm (アニメ)http://j.mp/1k4g7KY

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M4.3】北海道北東沖 深さ135.7km 2015/10/26 18:18:16
(G)http://j.mp/1RwHjgh (アニメ)http://j.mp/1PPne6z

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.1】青森県東方沖 深さ19.9km 2015/10/26 17:37:43
(G)http://j.mp/1i8x9pY (アニメ)http://j.mp/1P0zgcC

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M4.0】浦河南方沖 深さ59.5km 2015/10/26 16:15:06
(G)http://j.mp/1GCkqaB (アニメ)http://j.mp/1Gsh4qX

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � 北海道 津別町 
【最大震度1】(気象庁発表) 網走地方 深さ約10km M2.0 26日13時02分頃発生 
(G)http://j.mp/1GkXpso (気象庁)http://j.mp/1H3NrXF

地震マップ @eq_map · 10月25日 � 北海道 夕張市 
【M3.0】上川・空知地方 深さ125.7km 2015/10/26 03:14:51
(G)http://j.mp/1GAUD2I (Y)http://j.mp/1MMW0YR (アニメ)http://j.mp/1jIJXoJ

http://j.mp/1LxvrJj
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http://j.mp/1Xt0ATO
http://j.mp/1PPnpyP
http://j.mp/1RwHAQm
http://j.mp/1k4g7KY
http://j.mp/1RwHjgh
http://j.mp/1PPne6z
http://j.mp/1i8x9pY
http://j.mp/1P0zgcC
http://j.mp/1GCkqaB
http://j.mp/1Gsh4qX
http://j.mp/1GkXpso
http://j.mp/1H3NrXF
http://j.mp/1GAUD2I
http://j.mp/1MMW0YR
http://j.mp/1jIJXoJ


地震マップ @eq_map · 10月25日 
【M2.5】青森県東方沖 深さ9.9km 2015/10/25 23:01:59 http://j.mp/1Kyo3cQ

https://www.youtube.com/watch?v=JEAUaycIeY0
ゴールデンタイムラバー／スキマスイッチ 

 
    
 

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22:50
cmk2wl @cmk2wl · 10月25日 
慎重に、一回一回のフォールアウトを回避するの。

病気になりたくなければそうするしかない。

積算の被曝量が大きく変わってくる。

 

http://j.mp/1Kyo3cQ
https://www.youtube.com/watch?v=JEAUaycIeY0
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（10月27日）　「死ぬ前に札幌でやっておきたかったこと」はクリアした…

http://85358.diarynote.jp/201510270856021796/

多分隕石落ちましたねこれ。

2015年10月27日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

新しいトップストーリー 
REDNETWORK @ELRubor · 12時間12時間前 
10月31日のハロウィン当日、

地球に最接近する小惑星「2015 TB145」は彗星である可能性（NASA）

http://dlvr.it/CYWwSd
https://t.co/oUmBZeUjMR

https://www.youtube.com/watch?
v=0VqTwnAuHws&list=PLh8zLZtezyRHcTfBprsHCibfCfIjRG4jc&index=8
One Direction - What Makes You Beautiful (5 Piano Guys, 1 piano) - ThePianoGuys 

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � General Lagos, Chile �
【M5.0】TARAPACA, CHILE 119.3km 2015/10/26 23:38:58JST, 2015/10/26
14:38:58UTC
(G)http://j.mp/1O38lhE (USGS)http://j.mp/1kI7FSr

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M5.1】FIJI REGION 589.6km 2015/10/26 22:12:00JST, 2015/10/26 13:12:00UTC
(G)http://j.mp/1NvLXdK (USGS)http://j.mp/1NvLUOU

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 福井県 小浜市 
【M5.3】福井県西部 深さ354.1km 2015/10/26 21:34:15
(G)http://j.mp/1KAnwap (Y)http://j.mp/1LR6yX9 (アニメ)http://j.mp/1KAny21

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M5.1】SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 29.3km 2015/10/26 19:09:07
JST[UTC+9]
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(G)http://j.mp/1MOjSeQ (USGS)http://j.mp/1MOjPQ0

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � Afghanistan 
【M7.7】HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 213.5km 2015/10/26 18:09:32
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1k4gbdI (USGS)http://j.mp/1MOe9FV

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � Papua New Guinea 
【M5.0】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 141.8km 2015/10/26
13:01:56 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1PPdx8d (USGS)http://j.mp/1KzyDQK

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 �
【M5.1】SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 558.9km 2015/10/26 10:41:32 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1O1M7wx (USGS)http://j.mp/1PMZxwx

地震マップ @eq_map · 10月25日 �
【M5.5】KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND 10.0km 2015/10/25 23:58:57
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1OZMNkx (USGS)http://j.mp/1OZMNkz

地震マップ @eq_map · 10月25日 � Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero 
【M5.1】GUERRERO, MEXICO 59.7km 2015/10/25 23:47:54JST, 2015/10/25
14:47:54UTC
(G)http://j.mp/1XrIDFa (USGS)http://j.mp/1XrIDFc

…とりあえず、北大植物園の散策と美味しいスープカレー屋さん食べ歩きという、

「死ぬ前に札幌でやっておきたかったこと」はクリアしたので…

あとは野となれ山となれ…隕石でも彗星でも大地震でも原発崩壊でも、
勝手に襲来するがよいわ…ッ★

https://www.youtube.com/watch?
v=LV5_xj_yuhs&index=11&list=PLh8zLZtezyRHcTfBprsHCibfCfIjRG4jc
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http://j.mp/1PPdx8d
http://j.mp/1KzyDQK
http://j.mp/1O1M7wx
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https://www.youtube.com/watch?v=LV5_xj_yuhs&index=11&list=PLh8zLZtezyRHcTfBprsHCibfCfIjRG4jc


Rockelbel’s Canon (Pachelbel’s Canon in D) - 4 Cellos - ThePianoGuys 

緒方龍一 @ryu_winds · 7分7分前 
最近毎日天気がいい東京。土曜日の夕日が大きくて大きくてびっくりしました。そ

の昔、隕石が地球にぶつかった衝撃で地球は割れ、その片方が月になったと聞く。感

慨深いですね。太陽、大地、水、木々、生命と末っ子の僕たち生命はどのように地球

をぶっ壊していくのでしょう。

かわむらひろき @cmk95303116 · 31分31分前 
月が無かったら地球はその重力から開放されて自転速度が3倍になり常に嵐が吹き荒れ
、地軸は倒れる寸前のコマのように暴れて気候は安定せず、周辺の隕石が全部地球に

降り注ぐけど、隕石に関しては土星、木星の方が影響デカくてコレがなくなると一億

年に一回ペースで生命絶滅クラスの隕石が落ちてくる。

名倉潤 @nagura13 · 32分32分前 
「100年前UFOが地球を守るため巨大隕石に衝突した」とロシア人科学者が提唱 -
NAVER まとめ http://matome.naver.jp/odai/2138836357044293701 …

世界の美しい風景 @sekaikirehuukei · 32分32分前 
アメリカ アリゾナ州 バリンジャー・クレーター
5万年前に衝突した隕石によって形成されたクレーターで、直径約1.5km、深さ
約170m。30m程の隕石が時速4万kmを超える速度で衝突し周辺の動植物は死滅し半
径22kmが荒野に変わった

きせのん@ステッカー @xenon0222 · 15時間15時間前 
多分隕石落ちましたねこれ。 
https://twitter.com/xenon0222/status/658565630958809088/photo/1

あきと @axtukili555 · 15時間15時間前 
やばい

上から4本目の電線のとこの
白いやつ隕石やね？

なんかどんどん下に落ちていきよる

最後山のとこまでいって

見えんくなった

だいじょーぶかな 

http://matome.naver.jp/odai/2138836357044293701
https://twitter.com/xenon0222/status/658565630958809088/photo/1


gin. @r_gin1021 · 15時間15時間前 
なんか落ちてきてる！！！！！

#隕石…？ #福岡 

西野未鈴 @emu831 · 15時間15時間前 
まってまってまって！！！！！！！

隕石やない？！！？！

これ！！！！！！！

え？！！？！

ちがう？！！？！

みんな外見て！！！！！！！ 
https://twitter.com/emu831/status/658562410027089920/photo/1

宇宙天気ニュース @swnews · 20 時間20 時間前 
[記事] 太陽風はやや高速です。太陽は静かです。 http://swnews.jp #swnews

智弘カイ @kai_tomohiro · 10月25日 
ハロウィン当日、小惑星だか彗星だかが地球に超高速で最接近するというNASAの発表
を聞いて最初に思い浮かべたもの 
https://twitter.com/kai_tomohiro/status/658174225740500992/photo/1

…そういえばガミラスって「ハロウィンかぼちゃ色」だよね…ｗｗｗ

ライブドアニュース� 認証済みアカウント � @livedoornews · 10月24日 
【酔星】アルコール噴き出す「ラブジョイ彗星」…毎秒ワイン500本分も
http://news.livedoor.com/article/detail/10746306/ …
NASAは「（愛と喜びの言葉をつなげた）ラブジョイという名前にふさわしい」とコメ
ントしている。 
https://twitter.com/livedoornews/status/657793657244770304/photo/1

LH2 @LH2NHI · 10月23日 
「2015 TB145衝突で地球滅亡」はともかく、「衝突しないから心配はいらない」も少
し違っていて、

「2015 TB145から500mクラスの小惑星も接近(衝突)20日前まで見つからないことがあ
ると分かった。小天体全天探索の拡充、万一に備えた情報伝達・避難想定が必要」な

https://twitter.com/emu831/status/658562410027089920/photo/1
http://swnews.jp/
https://twitter.com/kai_tomohiro/status/658174225740500992/photo/1
http://news.livedoor.com/article/detail/10746306/
https://twitter.com/livedoornews/status/657793657244770304/photo/1


のでは？

ズコー速報 @zukosoku · 10月22日 
【速報】　地球終了　巨大小惑星が異常な速度で地球に向かっているとNASAが発表　
人類最期のハロウィン http://dlvr.it/CWSVvX

Yahoo!ニュース� 認証済みアカウント � @YahooNewsTopics · 10月22日 
【小惑星 31日に地球最接近】巨大小惑星が31日に地球最接近。ただ、衝突進路から完
全に外れているため、何も怖がることはないという。 http://yahoo.jp/-2YI_z

https://www.youtube.com/watch?
v=FZNqs0YgWkM&list=PLh8zLZtezyRHcTfBprsHCibfCfIjRG4jc&index=12
Lord of The Rings - The Hobbit (Piano/Cello Cover) - ThePianoGuys 

 
    
 

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15:42
激睡魔。(∋_∈)
たぶん【Ｍ８級】地震が、

まだまだ来る。

ヽ（・＿・；）ノ
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（10月27日）　つんでれエルさんてば、いくらなんでもツン過ぎるよね〜？

http://85358.diarynote.jp/201510272310019184/

ブラック企業セブンイレブン／セシウム汚染、事故当時、２億

倍だった／仏教徒として殺害に賛成なのか？／被曝した親から生

まれた子は脳腫瘍に伴う精神遅滞／イギリスでは大規模なデモ

が起ってる。

2015年10月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

amaちゃんださんがリツイート 
オレンジママ（脱原発に1票） @HappyOrangeMama · 4時間4時間前 
@tokaiamada アマさん、こんばんは。携帯ナビがズレテいます。地震に注意かもしれ
ないです。 http://plaza.rakuten.co.jp/ecode358smile/diary/201510270000/?
scid=we_blg_tw01 … #r_blog

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
満月トリガーピークを迎えています

数日間は超大型地震に注意が必要

http://www.moonsystem.to

cmk2wl @cmk2wl · 10月25日 
だから正直な話、神奈川あたりの海に行くと絶望的になる。

浜はヘドロ臭く、酢酸カーミンの臭いまで…。この海で泳げる人がいるのかと。
ウミガメやイルカの死骸が打ち上げられて当然。

正常な海を知らないから、汚れていることすらわからなくなってる。

うん聴こえてた。（＾＾；）

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

つんでれエルさんてば、いくらなんでもツン過ぎるよね〜？

…（〜”〜＃）…

…ぐれてやるッ…★

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT200UP】 シュールだ・・・ルネサンス期の名画の構図を現代の自動車整備士たち

http://85358.diarynote.jp/201510272310019184/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151027/85358_201510272310019184_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151027/85358_201510272310019184_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151027/85358_201510272310019184_3.jpg
http://plaza.rakuten.co.jp/ecode358smile/diary/201510270000/?scid=we_blg_tw01
http://www.moonsystem.to/
https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids


で再現してみた。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203810.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/658975213640531968/photo/1

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT2100UP】 「トントン、その子たちは私の子です」子猫たちが捨てられていた動
物病院を探し当て母猫がやってきた（ニュージーランド）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203825.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/658975215750246400/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=acREX1jdoRg
最遊記外伝〜Ta-lila〜僕を見つけて〜 

…で…（＠＠；）…
ナニコノ「今日の」地震の回数…

…一週間分…？？

地震マップさんがリツイート 
ゆれたかも…bot @YuretaKamo · 1時間1時間前 
[27日21時17分頃] 青森県 岩手県 あたりで揺れたかも… #地震
(アニメ) http://j.mp/1MghHA0 (画像) 
https://twitter.com/YuretaKamo/status/658980923824668672/photo/1

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M3.0】国後島近海 深さ131.0km 2015/10/27 21:03:34
(G)http://j.mp/1P2yVpG (アニメ)http://j.mp/1P2yWdj

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M2.7】青森県西方沖 深さ8.3km 2015/10/27 20:48:37 http://j.mp/1KCA54X

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ24.0km 2015/10/27 09:25:00 http://j.mp/1PQFlJn

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.0】青森県東方沖 深さ6.2km 2015/10/27 09:01:50
(G)http://j.mp/1WexxG9 (アニメ)http://j.mp/1Nx6CxR

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

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 23 分23 分前 
こののまま留まれば

東北も関東首都圏も

国側の絶滅計画通りになるでしょう

海の魚のように殺され放題ですね

何で逃げ出さないんでしょうね？？？？ 

neko-aii @neko_aii · 32分32分前 
【放射線の影響】広島被爆者を見てきた医者より 
”免疫がない者は症状は出ずに進行し、ある日突然死ぬ”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/5457353a660d05f8d2234cc25e0a5ca8 …

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203810.html
https://twitter.com/karapaia/status/658975213640531968/photo/1
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203825.html
https://twitter.com/karapaia/status/658975215750246400/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=acREX1jdoRg
http://j.mp/1MghHA0
https://twitter.com/YuretaKamo/status/658980923824668672/photo/1
http://j.mp/1P2yVpG
http://j.mp/1P2yWdj
http://j.mp/1KCA54X
http://j.mp/1PQFlJn
http://j.mp/1WexxG9
http://j.mp/1Nx6CxR
https://www.youtube.com/watch?v=kARqUluSQzY
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/5457353a660d05f8d2234cc25e0a5ca8


neko-aii @neko_aii · 47分47分前 
ヘレン・カルディコット医師記者会見より

[トリチウム]
弱いベータ線、飛翔距離短い、

周囲の細胞に全ての放射線が敏速に吸収、

突然変異を非常に誘発しやすい。

被曝した親から生まれた子孫は

卵巣腫瘍の発生５倍増加。

睾丸、卵巣の萎縮、脳重量の低下、

脳腫瘍に伴う精神遅滞。

neko-aiiさんがリツイート 
FRCSRJP @FRCSRJP · 57 分57 分前 
実用化に向け６医薬品を迅速審査

製薬会社ＭＳＤの胃がんの治療薬

日本新薬のデュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療薬

塩野義製薬のインフルエンザ薬

アステラス製薬の急性骨髄性白血病の治療薬

など

つまり、増えると。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】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 
"ngapocoxxx: 朝から駅で倒れてる人を見て、昼飯は注文したご飯がなかなか出て来な
くて怒って帰っちゃった人を見て、病院の待合室で堂々と携帯で長電話てしる人を

見て、なんだか不思議な日を過ごしてしまった。そんなわしは、バスで寝込んでおそ

らくイビキかいてた様子w
#検証線
ああ

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
Yo Okada-Howells @yoookd · 5時間5時間前 
今まで園内で死人が出なかったのは、亡くなったら急いで園外に運び出しそこで死亡

確認してもらうからだと、スタバで隣の外国人が話していた。：ディズニーシー内、

水路を清掃中の男性死亡 : 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/20151027-OYT1T50080.html?from=tw …

amaちゃんださんがリツイート 
いささん @chageblo · 6 時間6 時間前 
いささんさんがリツイートしました microcarpa
放射能汚染　流通品の栗茸、セシウム570Bq/Kgって！
今月10月のものですよ！

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 6時間6時間前 
かにちゃんと世界線さんがリツイートしました ｳｫﾙﾋﾟｽｶｰﾀｰ@Aspirin
Racer_Kamira朝起きたらなんかやたら右の鎖骨が痛くて、車運転して整骨院まで行っ
たけど、結局救急車呼んでもらったら、心筋梗塞起こして、心臓半分止まってるトコ

エコーで見させられてそのまま緊急手術した話でもします？

https://twitter.com/wolpis_kater/status/516826317124157441 …
#罹患線
https://twitter.com/wolpis_kater/status/516826317124157441

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 10 時間10 時間前 
〔ノロウイルス〕新型ウイルスで大流行の恐れ・九州で感染拡大(10/27)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151027-00000003-rescuenow-soci …

http://www.yomiuri.co.jp/national/20151027-OYT1T50080.html?from=tw
https://twitter.com/wolpis_kater/status/516826317124157441
https://twitter.com/wolpis_kater/status/516826317124157441
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151027-00000003-rescuenow-soci


厚労省は新型のウイルスが検出され、多くの人に免疫がないために大流行の恐れがあ

るとしています。 
https://twitter.com/rescuenow_net/status/658846534826635264/photo/1

cmk2wlさんがリツイート 
M a i @maibaba11 · 11 時間11 時間前 
@cmk2wl こんにちは。重度喘息の息子さんを持つ同僚に昨日水式空気清浄機を教えた
ら昨日実験してくれたみたいで朝方いつも「ゼェゼェ」言ってた息子さんがそれもな

くスッキリ起きれたみたい驚いてました。

amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
埼玉・大宮高　「強歩」で女子生徒死亡　小雨決行、ゴール前で心肺停止

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151027-00000074-san-soci …
学校給食で強制的に福島米を食べさせられてきた子ども達の心臓はセシウムでボロボ

ロになっている

少しでも無理をすれば心臓に過負荷がかかり死んでしまう

大地震・前兆・予言.com @okayogen_com · 14時間14時間前 
フクイチ周辺にだけ発生する「怪しい霧」が存在する…取材班全員が短時間に「赤黒
く日焼け」謎の霧の正体とは？ http://jishin-yogen.com/blog-entry-7649.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
米ネバダ州ベイディー（Beatty）郊外　「ＵＳエコロジー社」の廃棄物埋設処分地で１
９日、激しい雷雨のなか、地中爆発が続き、火災が発生、おそらくは放射性物質入り

の白煙、流れる！——　続報！

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/beatty-82f4.html#more …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
10月26日 21時34分ごろ
震源地（福井県：マグニチュード5.3　深さ354.1km）　Mの大きな深発地震。このあ
たりの内陸部の（深発地震：深さ354.1km）は珍しい。原発がいっぱいあるエリア。

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
再発の可能性も！？地球上では、過去に「270mの津波」が発生していた
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=308852 …
眉山崩れでは５７ｍの津波遡上

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E5%A4%A7%E5%A4%89%E8%82%A5%E5%BE%8C%E8%BF%B7%E6%83%91
…

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
東電・廃炉責任者が悲観的な見通しを語るも、NHKは国内では報道せず 
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/492.html …

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
2015年10月15日スポニチ　
ザトウクジラの子供の死骸。北海道網走市のオホーツク海の砂浜。

専門家「低気圧接近に伴う大しけで体力を奪われ、自力で餌を捕れなくなって死んだ

のでは」

こんなコメントでおわらせるの？ 
https://twitter.com/cmk2wl/status/658683095223259136/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
浮き草 @next_door_a_mi · 22時間22時間前 
どんだけ浴びたのかな？私。

気になる症状は幾つもあるよ。

https://twitter.com/rescuenow_net/status/658846534826635264/photo/1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151027-00000074-san-soci
http://jishin-yogen.com/blog-entry-7649.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/beatty-82f4.html#more
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=308852
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E5%A4%A7%E5%A4%89%E8%82%A5%E5%BE%8C%E8%BF%B7%E6%83%91
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/492.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/658683095223259136/photo/1


amaちゃんださんがリツイート 
charley @charleycharley7 · 22時間22時間前 
なぜこの国ではこんな狂ったことが続くの？

組み体操なんて、他の国、ないよ。

それどころか、運動会もないよ

@yasukomatsuoka1 3段タワーから落ち頭蓋骨骨折の6年生の取材を病院でしてい
たら、4段タワーから落ち頭蓋骨骨折の中学生。小学生の組体操でのケガ年6300件

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 24時間24時間前 
イギリスと中国

数日前の報道。イギリスでは大規模なデモが起ってる。こういう世界的な流れを日本

は報道しない「そんなの知らねーよ」という無関心な人達が増産される

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/658645805876686848/photo/1
のちに視聴率が稼げるような事態になれば、大騒ぎするのが日本のテレビ。

neko-aii @neko_aii · 10月26日 
2011/10/28
福島第一原発より140km以上離れた
栃木県宇都宮市鶴田町の一般家庭を計測

雨樋下（壁排水口下）の放射線量は2.5μSv/h
https://www.youtube.com/watch?v=FdPzhfYb11E …
依頼主はこの場所の草むしりを素手で行っていたという。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10月26日 
①お葬式のお返しの日本茶

京都のお茶屋さん。これを飲んだ３名のうち、自分も含め２名が飲んだ後、腕、首、

脇腹に蕁麻疹。インスペクターで（γ+β線）で茶葉の表面線量を計測（画像）　お茶さ
んに問い合わせ、着払いで返送中。 （続く）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/658610061464367104/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10月26日 
今日26日に知事も「伊方原発の再稼働にOK」
人類史上最悪の福島原発事故は「３基分の核燃料がどこにあるの？状態」で、原発を

再稼働した時の「核のゴミ置き場も満杯」で「中央構造線断層＋南海トラフ巨大地震

も危険」避難経路が不明でも再稼働 

amaちゃんだ @tokaiamada · 10月26日 
巨大地震が予測されている中央構造線の本当に真上にある伊方原発

どこをどうひねると「福島と同じ事故は起きない」と断言できる？

フクイチ事故の3年前、安倍晋三が「破局事故は起こりえないから対策の必要もない」
と断言した詭弁と同じ

http://www.huffingtonpost.jp/2015/10/26/ikata-nuclear_n_8387580.html?
ncid=tweetlnkjphpmg00000001 …

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 10月26日 
グーグルアースで調べると、伊方原発の敷地は海抜９ｍしかない

おまけに、まさに中央構造線そのものの上に建設されてる

M8級巨大地震が起きれば高さ３０ｍもの津波が押し寄せ、原子炉は瞬時に水没するだ
ろう

http://www.huffingtonpost.jp/2015/10/26/ikata-nuclear_n_8387580.html?
ncid=tweetlnkjphpmg00000001 …

cmk2wlさんがリツイート 
mita tuneyoshi @hanaharuok · 10月25日 
新宿代々木測定所さん達の測定によればセシウム汚染、今の空気も平時の40から500倍

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/658645805876686848/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=FdPzhfYb11E
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/658610061464367104/photo/1
http://www.huffingtonpost.jp/2015/10/26/ikata-nuclear_n_8387580.html?ncid=tweetlnkjphpmg00000001
http://www.huffingtonpost.jp/2015/10/26/ikata-nuclear_n_8387580.html?ncid=tweetlnkjphpmg00000001


位あり、しかし驚くなかれ、事故当時東京でも2億倍だったこと、たとえ数時間だった
としてもこれを吸った。当たり前にみんな大丈夫かと思う。 

AKIRA @AKIRA23150220 · 10月25日 
毎日、電車内で急病人がでている。

他人事ではないと感じる様になってきた。

次は自分かも・・・・。

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

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
2011年の福島原発が爆発した直後にネットにUPされた曲。
これは、いつ聴いても名曲ですね。

「東電に入ろう：倒電に廃炉」https://www.youtube.com/watch?v=z9AlurAWSiM …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/658665464898322432/photo/1

片岡　語朗 @kataokaee123 · 10月26日 
@hage3826 @seikatsu1ban 公明党は創価学会を支持母体としているのは周知の事実だ
。創価学会はあの悲惨な福一の再来のリスクを抱える原発再稼動に賛成なのか？集団

自衛権で日本と関係ない国民の殺害に賛成なのか？仏教徒としてこれらの行為に賛成

なのか？政治献金に賛成か？

neko-aii @neko_aii · 10月26日 
原子炉指針では、驚くべきことに、

大事故が起こりうること

その被害は甚大であることを知っているので、

原子炉は「低人口地帯であること」と定めた。

低人口地帯（過疎地）の人間であれば

著しい放射線被害を受けても仕方ない、としたのである。

広瀬隆著『持丸長者・戦後復興編』より

https://www.youtube.com/watch?v=0swsfLK_3VQ
KOKIA battle of destiny 

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【マイナンバー記載の証明書 別人に誤交付】
全国の自治体でマイナンバーを巡る事務処理ミスが相次ぐなか、横浜市の鶴見区役

所で、世帯全員のマイナンバーが記載された転出証明書を誤って別の住民に交付する

ミスがあったことが分かりました。

http://nerv.link/hgXfPW

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
nyan.jp @kojikachandesu · 7時間7時間前 
今の若者の何が異常なのかって、目の前で倒れてる人がいても素通りしてTwitterに「
人が倒れてた。びびったわ」で済ますところ

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
内田聖子/Shoko Uchida @uchidashoko · 8時間8時間前 
ブラック企業大賞　今年のノミネート企業６社発表！

セブンイレブンジャパン

https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
https://www.youtube.com/watch?v=z9AlurAWSiM
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/658665464898322432/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=0swsfLK_3VQ
http://nerv.link/hgXfPW


ABCマート
暁産業

アリさんマークの引越社

フジオフードシステム

明光義塾

恒例のウェブ投票は今晩スタート！阿佐ヶ谷ロフトＡでのイベントで詳細発表し

ます！ http://www.loft-prj.co.jp/schedule/lofta/38579 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
沖縄と宜野湾の２市が住民情報を自衛隊に提供へ！適齢者情報２．４万人分を名簿に

まとめる！他の自治体は個人情報保護法で拒否

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8508.html …

amaちゃんださんがリツイート 
山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 10月26日 
予科練「志願」実は学校にノルマ強いる　旧制中学に文書（毎日）http://bit.ly/1i81gxR
「戦局が絶望的になっていた時期、陸海軍と行政官庁が人員確保に躍起になっていた

ことがうかがえる」「陸海軍がともに志願者確保のため、学校に接触していた」最近

の国内状況と似てきた。

https://www.youtube.com/watch?v=5Mxy2yN45Bg
KOKIA - Daybreak

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 10月26日 
水晶体前面の上皮細胞は放射線の感受性が高く、放射線被曝により損傷を受けると水

晶体混濁の原因となる。水晶体混濁が進み視力障害が認められた状態を白内障と言う

。

さっきまたバイト中に【左眼球の中で謎の白閃光が炸裂】しました…。
眼球の中の放射性物質が【崩壊】した光…？？
それとも、網膜剥離とか…？？

https://www.youtube.com/watch?v=a4vmA9noFXo
【十回復唱】般若心経・癒し 瞑想 暗記 作業などに 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
ひねもす憂鬱【脱原発に一票】 @honehone_man_7 · 2時間2時間前 
@utubyou009 @k2cyan 
出来る限り大手からは買ってやらないんだ、あたしゃ。

飯も質素になったけど、玄米をもりもり食ってます。少しでも元気に生きて、この国

の行く末と為政者どもの末路を見届けてやるんだ。

https://www.youtube.com/watch?v=KnmKrqysJTQ
梵唱《般若波羅密多心經》 Heart Sutra
 

http://www.loft-prj.co.jp/schedule/lofta/38579
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8508.html
http://bit.ly/1i81gxR
https://www.youtube.com/watch?v=5Mxy2yN45Bg
https://www.youtube.com/watch?v=a4vmA9noFXo
https://www.youtube.com/watch?v=KnmKrqysJTQ


一度はワイルドに生きることを決意し野生に戻ったリスだったが、うっかり猫に会いに
来ちゃう。／脳が内部被曝すると脳の癌 悪性神経膠腫で死ぬ。

http://85358.diarynote.jp/201510280750375864/

つんでれエルさんてば、いくらなんでもツン過ぎるよね〜？

…（〜”〜＃）…

2015年10月28日 恋愛 コメント (2)
　

おはようございます。

札幌は断続的な豪雨。

気温、１４℃…（＠＠；）

たしか、昨日とか一昨日の朝は、４℃。

だったんですが…（－－；）…

異常気象すぎる…ッ！

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) 

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
【RT1000UP】 一度はワイルドに生きることを決意し野生に戻ったリスだったが、う
っかり猫に会いに来ちゃう。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52151485.html … 

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
【RT200UP】 歴史上有名な10匹のオオカミと人狼伝説
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203700.html …

…ぅにゃはははは…ッ！☆

http://85358.diarynote.jp/201510280750375864/
http://85358.diarynote.jp/201510280750375864/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201510280750375864/
http://85358.diarynote.jp/201510280750375864/
https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52151485.html
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52203700.html


何故このタイミングで、そんな記事が…（しかも、並んで！）…出てる…ッ？

（＞昨日）

うん聴こえてた。（＾＾；）

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

つんでれエルさんてば、いくらなんでもツン過ぎるよね〜？

…（〜”〜＃）…

…ぐれてやるッ…★

https://www.youtube.com/watch?v=aYqimX33oUo
Berryz工房 『普通、アイドル10年やってらんないでしょ！？』 (Promotion edit) 

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10月28日（水）【当日】
01:00 0.045 0.043 0.044 6 
02:00 0.043 0.041 0.042 6 
03:00 0.042 0.042 0.042 6 
04:00 0.044 0.042 0.043 6 
05:00 0.042 0.040 0.041 6 
06:00 
07:00 

https://www.youtube.com/watch?v=9kuZ2mDiKOs
℃-ute 『I miss you』（Promotion Ver.）
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=v4fyHtAAids
https://www.youtube.com/watch?v=aYqimX33oUo
https://www.youtube.com/watch?v=9kuZ2mDiKOs


    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月28日8:09
cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
「人生で何か近づいてきたら「イエス」と受け入れる。離れていっても「イエス」だ。」

アレハンドロ・ホドロフスキー監督 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月28日8:42

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 13時間13時間前
　

脳が内部被曝すると

再開発したくなる

やがて 脳の癌 悪性神経膠腫で死ぬ
助からない
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（10月28日）　ツンデレ大魔王のいない本日、終日ココロ穏やかにバイトにいそしん
だのでした…♪

http://85358.diarynote.jp/201510282158367703/

鬼のいぬ間に一献献上♪

2015年10月28日 恋愛
　

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

ぃやもうなんか。（＾＾；）

私とエルさんのそもそもって、こんなんだったんじゃないのか…ｗｗｗ
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51634252.html
http://livedoor.blogimg.jp/karapaia_zaeega/imgs/0/c/0c423ab2.jpg

ってことで、ツンデレ大魔王のいない本日、

よけいなストレスできりきりしないで済んだので、たいへん心は穏やかｗ

終日アルパカ狼さんを遠目に眺めながら、

（そして少しだけ、かまってもらえたし♪）

終日ココロ穏やかにバイトにいそしんだのでした…♪

（ってことで、宇宙遊泳にいってきます…）

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
 

http://85358.diarynote.jp/201510282158367703/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151028/85358_201510282158367703_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ


（10月28日）　右翼とは妄想世界の住人。（びば！被曝性脳腫瘍のみせる
幻想…？？？？）

http://85358.diarynote.jp/201510282322448883/

ブルータワー

2015年10月28日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

…てことでココまで時間軸に「追いついた」のよ…☆
http://85358.diarynote.jp/201510282158367703/
http://85358.diarynote.jp/?page=1&theme_id=205

…ｗ（＾＾；）ｗ…

なんて楽しい非リアな「非日常性」バイアス…ｗ

（びば！被曝性脳腫瘍のみせる幻想…？？？？）

https://www.youtube.com/watch?v=lUjWJSnGVB0&index=24&list=PL7496CDCFFD1B83AC
Adele - Rolling in the Deep (Piano/Cello Cover) - ThePianoGuys 

…次の攻略作業鉱脈って、…これか…？？
http://85358.diarynote.jp/201501142056112578/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=213

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

資料整理の作業手順。

ちょっと、考えてからやらないと…ッ！

https://www.youtube.com/watch?v=XTVVXzoKnbE
この坂どうやって登るのかちょっと考えようぜ【2ch】

http://85358.diarynote.jp/201510282322448883/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201510282322448883/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4198619182/
http://85358.diarynote.jp/?page=1&theme_id=205
https://www.youtube.com/watch?v=lUjWJSnGVB0&index=24&list=PL7496CDCFFD1B83AC
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=213
https://www.youtube.com/watch?v=XTVVXzoKnbE


 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月29日10:48
amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
紀元前、ローランに大文明が存在した

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BC%E8%98%AD …
スキタイ・ケルト・匈奴は一つの巨大なゴビ文明のカテゴリーではなかったか？

3000年前、ゴビ一体はサハラ同様、深山幽谷、巨大な森林地帯だった
森を失うとともに、ゴビ文明が滅亡していった

amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 
日本会議の創始者である生長の家の理屈もそうだが、安倍晋三はじめ、百田尚樹など極右の連中

に共通するのは、まともな知識がほとんどなくて、ろくに調べもせずに勝手な思いこみだけを判

断基準にしているということだ

ものごとを深く理解しようとすれば、絶対に右翼になれない

右翼とは妄想世界の住人

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月29日21:19
ダウンロード（ 8MB ） ダウンロード（ 4MB ） 2015-10-28 23:09:56
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（10月29日）　「アルパカ狼さんのメアドをＧＥＴ！」しないと、辞められな
いぞ…？？？

http://85358.diarynote.jp/201510291040118177/

電磁波過敏症＝激しい倦怠感や物忘れ／悪化して、【極度の冷

え性】に。

2015年10月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
北野ゆり  يروي @yuric117 · 3時間3時間前 
【拡散お願い】10/29今朝辺野古新基地建設工事強行です、沢山の機動隊が座り込む人
々を排除し工事車両入ってます！現地からの画像シェア。 

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【マイナンバー「通知カード」配達ミス】

一人一人に割りふられる１２桁の番号、マイナンバーを伝える「通知カード」につ

いて、配達を請け負う日本郵便は千葉県で誤って別の人のカードを配達するミスがあ

ったと発表しました。

http://nerv.link/CrA3Pf

https://www.youtube.com/watch?v=7OdUBvB3Ots
"If You Could Hie to Kolob"- Lex de Azevedo 

おはようございます。

０９：３９です。

バイトは休み。

外気温８℃、無暖房で室温１６℃。

天気はあいまい。

予定はプランＡ（買い出し外出）か、

Ｂ（終日ひきこもり＆家事三昧）か、

http://85358.diarynote.jp/201510291040118177/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510291040118177/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151029/85358_201510291040118177_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=7OdUBvB3Ots


未定…（お天気と気分？次第！）

https://www.youtube.com/watch?v=tyPDQpel8bI
Charlie Brown Medley - ThePianoGuys 

宇宙天気ニュース @swnews · 21 時間21 時間前 
[記事] 太陽風は350km/秒と低速です。東端のコロナホールが中心に向かっています。
http://swnews.jp #swnews

/////zebrano///// @zebrayes · 10月27日 
いやに明るい満月、スピンする雲、地震予測100%、気温の上昇。

osakanokaze 123@koomuinga · 10月27日 � 東京都 中央区 
満月＋大阪のうちの井戸の水深が過去最低＋長い間地震がない→地震に備える。

amaちゃんだ @tokaiamada · 10月27日 
満月トリガーピークを迎えています

数日間は超大型地震に注意が必要

http://www.moonsystem.to

逸見キャシィ @Itsme_Cathy_ · 10月26日 
満月と新月とに近い日に地震が多い、という説。見ると、大体その前後4〜5日を含
んで、ほら地震が起きました、って書いてある。新月と満月の前後1週間含めたら、ま
んまひと月。そりゃ予想当たるよ。

https://www.youtube.com/watch?v=5mJ08-pyDLg
Bring Him Home (from Les Misérables) - ThePianoGuys 

日刊工業新聞BusinessLine� 認証済みアカウント � @Nikkan_BizLine · 7分7分前 
【Newscast動画】日産自動車、20年に一般道に対応した自動運転車を投入－NASAと
のHMI共同研究成果を商品化　http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0420151029aabb.html
…
動画はコチラ→　https://api01-
platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/ODYy%5cNjA4%5c230%5c14f%5c0%5c23E6FE50%5cCopyright%20%20THE%e2%80%a6
… 

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
オレは２アマだから２００ワットまでしか出力できなかったが、それでもインターフ

ェアの凄まじさを散々思い知らされ、近所に迷惑をかけた

６ｍAM発振させれば数十メートル圏内のテレビなど全部、真っ黒に映る
自動ドアが勝手に開閉する、パソコンや電子機器が暴走する

ポルターガイスト起こすのだ

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
自動車産業揺るがす無人の自動運転車、ＩＴ企業との競争激化

http://jp.reuters.com/article/2015/10/27/self-drive-idJPKCN0SL35620151027 …
CPU・LSIが電磁波の誘導電流によって暴走することさえ、ほとんど知られていない
キャリントン事象が再現されたら、どうするつもりだよ？

https://www.youtube.com/watch?v=tyPDQpel8bI
http://swnews.jp/
http://www.moonsystem.to/
https://www.youtube.com/watch?v=5mJ08-pyDLg
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0420151029aabb.html
https://api01-platform.stream.co.jp/apiservice/plt3/ODYy%5cNjA4%5c230%5c14f%5c0%5c23E6FE50%5cCopyright  THE%e2%80%a6
http://jp.reuters.com/article/2015/10/27/self-drive-idJPKCN0SL35620151027


amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
アメリカの長距離トラックは、CB無線などで数百ワットどころかメガワットで通信し
ている　おまけにAM広帯域波だ
これが隣を走っていれば、車の自動制御システムなど凄まじいインターフェアを起こ

して暴走する

トヨタの技術者は未だにそれを知らないのだ

地震前にオンラインが誤作動するのも同じ

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
トヨタ社長、「最大」より「最高」に将来性・自動運転に自信　

http://www.newsweekjapan.jp/headlines/business/2015/10/158674.php …
無理だ！

トヨタは未だに米国レクサス暴走事件が電磁波インターフェアであることさえ気づい

ていない

電磁波の恐ろしさをまるで理解していない

アマ無線大出力者は思い知らされている

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
2013-10-15
北東北在住

私は初期被曝はしていて、2011年6月頃、
両足の中指の爪が痛みなく剥がれ落ちました。

2011年秋には耳に変調。
露出部分の皮膚はそこだけ爛れました。

2012年1月に東京を出てから
すべて症状は消えましたが、電磁波過敏症を発症。

テトさん @tetolog5995 · 10月26日 
鬱・うつ症状の根底に電磁波過敏症を疑って見てください | オルゴールセラピー
とある方から、鬱の大半の原因は、電磁波で視床下部付近がダメージを受けるからだ

と指導頂いた。

やはりデジタルデトックスは必須かな。 http://musicbox.jp/therapy/?p=641

ろりすの抜け殻 @czj_fatns_6a · 10月26日 
ＥＶ無線充電を来年度にも実用化へ　総務省が１２月に省令改正　国際標準化も目指

す（1/2ページ） - 産経ニュース http://smar.ws/xXb3c #スマートニュース
＞コイルとコイルの間に動物や人が入ると感電する

電磁波過敏症の人が血反吐を吐く

http://www.sankei.com/economy/news/151026/ecn1510260005-n1.html 

集団ストーカー抵抗軍サンライズマンＢＯＴ @SUNRISEMAN_BOT · 10月25日 
テクノロジー犯罪と聞くと、一般人は「何それ？」と反応すると思う。そんな皆さん

も最近、物忘れが激しくなったり、常に「キーン」という耳鳴りが聞こえないだろ

うか？実はこれ「電磁波過敏症」という症状。電磁波は携帯やＴＶなど身近な家電製

品から常に放射され、発癌性もある人体に有害な電波です！

suu @sunrzn · 10月19日 
電磁波は人には見えないそうですが(最近知った)小さい頃から見えます��寝てると頭
が締め付けられて天井に緑っぽい光線が通って見える、電化製品が動いていたら、壁

が光って見える、、#電磁波過敏症 というらしい、、吐き気がする

http://www.newsweekjapan.jp/headlines/business/2015/10/158674.php
http://musicbox.jp/therapy/?p=641
http://smar.ws/xXb3c
http://www.sankei.com/economy/news/151026/ecn1510260005-n1.html


佐一 宇宙一かわいい毛玉社長のげう゛ぉく @Nana0773Nana · 10月16日  
佐一 宇宙一かわいい毛玉社長のげう゛ぉくさんがリツイートしました 羽海野チカ・１
１巻 ９/２５発売
血液やリンパ液などの体液循環がうまくいっていないのでは…？漢方の専門店で相談
されてはいかがでしょうか。（ちなみに私は、薬害で化学物質過敏症と電磁波過敏症

が悪化していたときに体液循環が滞り、極度の冷え性になっていました。）

https://www.youtube.com/watch?v=DRVvFYppU0w
Moonlight - Electric Cello (Inspired by Beethoven) - ThePianoGuys 

サクラ猫bot @sakura_nyan_bot · 10月13日 
電磁波過敏症：不調を訴えても、訴えても、相手にされない、さらに別の病気として

扱われる、精神障害だと決めつけられるという悲しい現実は　うけた人にしかわから

ないのでしょう・・・。

サクラ猫bot @sakura_nyan_bot · 10月11日 
電磁波過敏症はひどくなれば時には精神疾患をも引き起こします。周りから理解され

ないことも原因のひとつかもしれません。　http://denjiha2003.blog.fc2.com/blog-entry-
3.html …

https://www.youtube.com/watch?v=NCaH-qqTWpk
Kung Fu Piano: Cello Ascends - ThePianoGuys (Wonder of The World 1 of 7) 

カルト宗教に破防法適用を @habouhou · 10月11日 
カナダではカナダ人権委員会が2007年カナダ人の約3%は環境過敏症と診断されている
として、2009年8月を「電磁波過敏症を知る月間」と宣言した。

カルト宗教に破防法適用を @habouhou · 10月11日 
日本は電磁波に対してもっと深刻に対処するべき。「イギリスは電磁波過敏症の対策

で携帯基地局の建設許可の全国的な見直しに着手している」

新宇宙意識の顕現☆緑川玲★BOT @Rei_Midorikawa · 10月11日 
@nekomimimikon 田舎幻想…全く的確で言い得て妙です
本当に良環境求めるなら、化学汚染少ない北欧西欧に移住しかない

米国には電磁波過敏症の電話使わない町あるとTVやってました
米国にあれば、西欧にもあるはず

日本は同調圧力・村八分あるので、そういう町はなかなかできない

佐一 宇宙一かわいい毛玉社長のげう゛ぉく @Nana0773Nana · 10月10日 
@Nana0773Nana 「いつもネットとつながっていなければならない重圧」今の子供は
かわいそうだね。始終LINEを気にしてなきゃいけない。電磁波に敏感なことに気づか
ない子が体調を崩していそうだな。（私は電磁波過敏症。急性期にはうつ状態になり

ました。）

https://www.youtube.com/watch?v=DRVvFYppU0w
http://denjiha2003.blog.fc2.com/blog-entry-3.html
https://www.youtube.com/watch?v=NCaH-qqTWpk


https://www.youtube.com/watch?v=9p0BqUcQ7i0
Mission Impossible (Piano/Cello/Violin) ft. Lindsey Stirling - ThePianoGuys 

集団ストーカー抵抗軍 サンライズマン @SUNRISEMAN450 · 10月3日 
電磁波は携帯やＰＣ、ＴＶなど身の回りの家電製品から常に放出されている。電線や

携帯電話基地局の近くに住んでいる人は、より被爆量が増す。電磁波過敏症の症状＝

激しい倦怠感や物忘れというのが問題点で、これが国民支配に悪用されている。庶民

を白痴化させておいて、権力者が好き勝手やる仕組みだ。

…はてさて…（－－；）…

あのバイトが心身にヨクナイのは判っているのだが…

とりあえず、「アルパカ狼さんのメアドをＧＥＴ！」しないと、

辞められないぞ…？？？

…ｗ（＾□＾；）ｗ…
https://www.youtube.com/watch?v=qu5RY94ldDc
We Three Kings (Piano/Cello) - ThePianoGuys
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月29日12:02
…家事をする気力が萎えたので、買い出しと銀行と外食に逝ってきます〜
 

https://www.youtube.com/watch?v=9p0BqUcQ7i0
https://www.youtube.com/watch?v=qu5RY94ldDc
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（10月29日）　「のめないにょぉ！」／なにか、あまり、「充実したお休み」の「気
分にならない」一日でした…

http://85358.diarynote.jp/201510291946461334/

なんちゃって【水式】さん、異物収集…（－－＃）…

2015年10月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

おばんです。１９：４８。

札幌の外気温…あ、チェックしてません…（＾＾；）…
室温は無暖房で１５℃。外はけっこう寒くて強風。

（＾＾；）

朝寝してネットして、買い出し行って支払い関連も済まして、戻ってきて手抜き自炊して、昼寝

もして漫画も読んで、手抜き掃除もしたのに…

なにか、あまり、「充実したお休み」の「気分にならない」一日でした…

…（〜〜；）…

ちょっくら宇宙にいってきます…

https://www.youtube.com/watch?v=Es-5ci3WDJM
Harry Potter à l’école des sorciers - Bande Originale - Soundtrack 

作業厨の「掘り出しもの」…参照！
http://85358.diarynote.jp/201106180834373427/
【猫】っぺりおん……!!??　ｗ（＾＾；）ｗ””

【猫】っぺりおん……!!??　ｗ（＾＾；）ｗ””
2011年6月18日 ペット 

　本当ですってば☆（＾＾；）””

　うちのコ、放射性物質が多すぎる（と自分で判断した）時には、

　絶対「外に出ようとしない」し。

http://85358.diarynote.jp/201510291946461334/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510291946461334/
https://www.youtube.com/watch?v=Es-5ci3WDJM
http://85358.diarynote.jp/201106180834373427/


　昨深夜、帰宅してすぐの私が、

「この時間帯だから大丈夫だろ？」という「思いこみ」で、試飲していない水道水

を「猫様の飲み水」容器に入れたところ……

　居住まいを正して、

（「抗議の正座のポーズ」をして、）

　胸を反らして、ひとこと。

「のめないにょぉ！」

　……ご託宣、なさいました……☆

　ｗ（＾◇＾；）ｗ””””””

　ソレのおかげで、私も水道水の異常に気がつきました。

（http://85358.diarynote.jp/201106180739368534/）

（外で汚染空気を吸ってきた後だと、舌がおかしくなっているので、味の異常に気が

つくのが遅くなるんですが……　愛猫めいにゃん様のご託宣のおかげで、命拾い？し
ました。）

　もちろん、めいにゃん様には、「わたし用」の「飲用安全」ボトルから、飲み水を

提供しました……

　３０秒ぐらい、

　鼻をふんふんさせてから、

「うん」て頷いて。

　きれいに嘗め尽くしていらっしゃいました……

http://85358.diarynote.jp/201106180739368534/


（やっぱり、うちのコって、天才!!!!?）

おまけｗ

http://85358.diarynote.jp/201105220652333476/
 

…ちなみに、２０１５年１０月２９日、
はるか脱被曝避難先の、めいにゃん様を寒さで殺してしまった札幌にて…

うちの「なんちゃって水式」さん…
…（＾＾；）…

眼で視える範囲内では綿ボコリ（繊維ゴミ）以外は獲れていないように思っていたんですが…

今、ふと思いついて匂いを嗅いでみたら…

あきらかに、扇風機で水を当てる前より、「刺激的異臭」が、強くなっていました…★

…（〜〜＃）…

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月29日20:41
…あ、…（＾＾；）…

カラダ（自律神経系？）が…

http://85358.diarynote.jp/201105220652333476/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


「なごんだ！」って言ってる…☆
 



（10月30日）　加齢に放射能被害が加わることで症状は急速に悪化する／凄まじい情
緒不安定が継続中。過去世斬り捨てても現世を生き抜く気だけはあるから、まぁ、

http://85358.diarynote.jp/201510302203132697/

…ウサギは淋しいと死んじゃうんだから〜…ッ
！

2015年10月30日 恋愛 コメント (2)
　

（承前）。

そんなわけで帰宅したとたんに緊急鎮痛剤。

（－－；）

ぃや、焼酎とかブランデーとか仕入れてくるのは自粛しました。

理性はまだ生きてます…

https://www.youtube.com/watch?v=q8ir8rVl2Z4
The Hobbit: The Battle Of The Five Armies - Billy Boyd: The Last Goodbye
- Official Music Video 

酔う点は…もとい、（＾＾；）
要　点は、３つ。

（－－；）

１．これがいわゆる「関係妄想」なる精神病的状態だという

http://www.bing.com/search?
q=%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%A6%84%E6%83%B3&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=ASJB
「客観的自省」くらいは、まだあるッ！

２．いまこの物理的被曝状況下で、

うっかり「脳内麻薬」切らして「正気に」かえったりしたら…
「鬱病再発」して、「免疫力低下」して、

あっというまに３日で死んじゃうのッ！

http://85358.diarynote.jp/201510302203132697/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201510302203132697/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151030/85358_201510302203132697_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=q8ir8rVl2Z4
http://www.bing.com/search?q=%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%A6%84%E6%83%B3&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=ASJB


３．そっくりまた同じ事態？

http://85358.diarynote.jp/201504212123246938/
★同上。（「悲劇不可避」バージョンＡ）。

けっきょく何回、生まれ変わっても、やっとそれっぽい人に再会？できた？…と思っても…

また、けっきょく、ロクに話をする機会すらなく、

「二度と逢えない」状況になって、

「縁が切れて終わっちゃう」の…？？？？？

…ってことで…胃が痛い〜ッ！！

…（＞＜ｐ）…ッ★

「ちきしょう、まだ胃が痛いッ」

http://85358.diarynote.jp/201502192039198806/

https://www.youtube.com/watch?v=a_Am4cHMBKM
Sad piano (this will make you cry) by Michael Ortega

てか。

なに書くかわからん精神状態なんで、やばそうなところは自分の判断力に自信が持てるタイミン

グになるまで、

以下「ひみつ日記」で…★

（※けっきょく「ひみつ」も書いてません※） 
 
 
 

http://85358.diarynote.jp/201504212123246938/
http://85358.diarynote.jp/201502192039198806/
https://www.youtube.com/watch?v=a_Am4cHMBKM


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月30日23:50
neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前
 
加齢に放射能被害が加わることで

症状は急速に悪化する

中高年のうつ病も多発しているようだ

老人の奇行が目立つ

おかしな言動も。精神が狂い出している

脳障害も起きているのだろう

精神の不均衡から現れる疾患について、

本人も周囲も気付かない

「ジャーナリスト同盟」通信より

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月31日6:09
　

凄まじい情緒不安定が継続中。

(-.-;)

個人的に悲観的。

過去世斬り捨てても現世を生き抜く気だけはあるから、まぁ、

問題ないのか…

…(∋_∈)…

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（10月31日）　【コワレテいるのは、脳なんです！】…まぁ、情緒不安定ぐらい、起
こさないほうが変だよな…ｗ（－－；）ｗ…

http://85358.diarynote.jp/201510310857491259/

「だから、世界の人々に光を見せなくちゃならないんだろ？」

2015年10月31日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
わかってるの？明日は我が身だよ？

崖っぷちに立たされているんだから。

いつ何が起きてもおかしくない状況にある。

おそようめございます。

０８：２８を見ました。

洗濯と洗髪はしました。

戦意は、まだ、喪失したわけじゃないです…

前々項。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月31日6:09

http://85358.diarynote.jp/201510310857491259/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201510310857491259/
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凄まじい情緒不安定が継続中。

(-.-;)
個人的に悲観的。

過去世斬り捨てても現世を生き抜く気だけはあるから、まぁ、

問題ないのか…
…(∋_∈)…

しょーがないから、これでもかけるか…（自嘲ｗ）
https://www.youtube.com/watch?v=TUY88guuc-w
【替え歌】 紅蓮の弓矢/無念の非リア(FULLver) 【歌ってみた】 

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M2.6】苫小牧南方沖 深さ95.8km 2015/10/31 07:19:46 http://j.mp/1irBPYj

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 新ひだか町 
【M2.6】日高地方 深さ16.3km 2015/10/31 05:08:57
(G)http://j.mp/1RiQnFL (Y)http://j.mp/1RiQpNP

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 大樹町 
【M3.3】日高山脈 深さ83.4km 2015/10/30 21:04:43
(G)http://j.mp/1WnzZoM (Y)http://j.mp/1PYRXhy (アニメ)http://j.mp/1Nd8C0a

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 北海道 浦河町 
【M3.4】日高地方 深さ54.5km 2015/10/30 19:50:13
(G)http://j.mp/1NcYqoe (Y)http://j.mp/1Ocur14 (アニメ)http://j.mp/1Wnm5mw

…まぁ、情緒不安定ぐらい、起こさないほうが変だよな…ｗ（－－；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=AptKqut6rTw
銀河漂流バイファム

月探査情報ステーション @moonstation_jp · 42分42分前 

https://www.youtube.com/watch?v=TUY88guuc-w
http://j.mp/1irBPYj
http://j.mp/1RiQnFL
http://j.mp/1RiQpNP
http://j.mp/1WnzZoM
http://j.mp/1PYRXhy
http://j.mp/1Nd8C0a
http://j.mp/1NcYqoe
http://j.mp/1Ocur14
http://j.mp/1Wnm5mw
https://www.youtube.com/watch?v=AptKqut6rTw


今日はハロウィーンの日。このハロウィーンに合わせたように、地球に小惑星が接近

します。2015 TB145という小惑星です。なお、衝突の心配はありません。「いたずら
はしない」ということですね。

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、 C7.9 の小規模フレアとなり、X線強度は、10月31日05:16
JST (30日20:16 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 · 4 時間4 時間前 
[速報] C6.4 に達する小規模フレアが、05:07 JST に観測されました。X線強度は更に強
まる可能性があります。続報をお待ち下さい。 http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 9時間9時間前 
[速報] C5.9 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、10月30日23:22 JST (30
日14:22 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 · 13時間13時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C4.6 の小規模フレアとなり、X線強度は、10月30日19:18
JST (30日10:18 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 · 14時間14時間前 
[速報] C4.5 に達する小規模フレアが、19:07 JST に観測されました。X線強度は更に強
まる可能性があります。続報をお待ち下さい。 http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 15時間15時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C5.5 の小規模フレアとなり、X線強度は、10月30日17:41
JST (30日08:41 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 · 15時間15時間前 
[速報] C4.1 に達する小規模フレアが、17:37 JST に観測されました。X線強度は更に強
まる可能性があります。続報をお待ち下さい。 http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

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
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


宇宙天気ニュース @swnews · 16時間16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、10月30日16:15 JST (30
日07:15 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 · 21時間21時間前 
[記事] 太陽放射線が高まりました。現在の宇宙天気ニュースのアクセス状況を報告し
ます。 http://swnews.jp #swnews

ネコスポ（気軽にフォローミー） @nekospo · 10月27日 
◆今日から2〜3日以内は中規模以上の地震警戒を◆
・地震雲（あくまでも私見）

・偏頭痛

・満月

・季節変わり目

ネコスポ地震フィルター④点。「2〜3日は地震警戒を」あくまでも。外れて万歳。早
朝やめてね

#ネコスポ地震フィルター 

amaちゃんだ @tokaiamada · 10月27日 
満月トリガーピークを迎えています

数日間は超大型地震に注意が必要

http://www.moonsystem.to

ズコー速報 @zukosoku · 10月22日 
【速報】　地球終了　巨大小惑星が異常な速度で地球に向かっているとNASAが発表　
人類最期のハロウィン http://dlvr.it/CWSVvX

しんけんP@ふともも教 @kanntai114514i · 10月22日 
巨大小惑星が地球にぶつかりそうになったら小林誠司さんを召喚すべき 
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CR5iCBvVAAAD9yD.mp4

キュゥべえ @QB0 · 10月22日 
巨大小惑星が地球に向けて接近中みたいだね。これが少し前なら「世界を守るために

魔法少女に！」とか「たかが石ころひとつ押し返してやる」というやり取りがはじま

っていたところなんだけれど、最近はみんな「巨大小惑星って巨大なの？　小さ

いの？」という論争に夢中で誰も契約してくれないから困る。

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/
http://www.moonsystem.to/
http://dlvr.it/CWSVvX
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CR5iCBvVAAAD9yD.mp4


Yahoo!ニュース� 認証済みアカウント � @YahooNewsTopics · 10月22日 
【小惑星 31日に地球最接近】巨大小惑星が31日に地球最接近。ただ、衝突進路から完
全に外れているため、何も怖がることはないという。 http://yahoo.jp/-2YI_z

https://www.youtube.com/watch?v=WNyxaW4FTxw
蒼き流星SPTレイズナー Aoki Ryuusei SPT Layzner 

cmk2wl @cmk2wl · 5 時間5 時間前 
東京新聞　福島・国道の清掃活動に誹謗中傷　「殺人行為」電話やメール

専門家からは「被災者の復興に向けた活動の自由を阻害する行為だ」

http://goo.gl/kBH7Rv 
どうして？書かれていることは正鵠を射ている。

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
31日の朝方、東電福島原発からの風が関東を直撃です。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22 時間22 時間前 
離陸前の米国旅客機のエンジン部から出火。

フロリダ州の国際空港：20名以上が負傷。米連邦航空局が燃料漏れを確認。事故原因
は調査中（abc news）

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

さてと....

自棄のヤンパチで、【非（リア）日常性バイアス】に逝ってきます〜....

 
    
 

コメント

http://yahoo.jp/-2YI_z
https://www.youtube.com/watch?v=WNyxaW4FTxw
http://goo.gl/kBH7Rv
https://www.youtube.com/watch?v=NEMqMeNhpGo


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月31日14:50
…コメント画面に辿り着いたら、何を書く気だったか完全に忘れている自分に気づく…

(・_・;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月31日14:52
そうそう。(^_^;)

「体調だけはいいからマウモンタイ」って書こうと思ってたんだ…σ(^◇^;)…

【コワレテいるのは、

　脳なんです！】…(ToT)…
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（10月31日）　整理の仕方を変えてみよう…（－－；）…★

http://85358.diarynote.jp/201510312226124852/

【：緊急：精神：鎮痛：麻酔：】　（音 薬 函）
2015年10月31日 音楽 コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=sF7PeKo4eqY
「戦場のメリークリスマス」/はなわちえ 

https://www.youtube.com/watch?v=n9tCN6XkN9Q
めぐりあい(1999ver.) 

https://www.youtube.com/watch?v=EoJgkgRxUfc&nohtml5=False
Berserk OST - Forces 10 hours 

https://www.youtube.com/watch?v=1oReEhkXK5M
Parade 

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

https://www.youtube.com/watch?v=wtJcLWeY114
amazarashi 『季節は次々死んでいく』
”Seasons die one after another” “東京喰種トーキョーグール√A”ED 

https://www.youtube.com/watch?
v=jT0fIfiw7Sg&ebc=ANyPxKqD6nTkV31bW0qG54mlVU1IGlubZozNjMytRN4nkmXko0dDTaQPDaHXjzDZwrAOBaAPT5IM-
g6uzRrZ6_1Dak2AqxA4-w
Spirited Away: Always With Me 

https://www.youtube.com/watch?v=CFoj1q7rPS4
Air Natsukage Piano

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

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=KsUu_kUqCg0
志方あきこ (Shikata Akiko) - 花帰葬

https://www.youtube.com/watch?v=_HudC71bmlg
Most Emotional Music Of All Times - Sand Dream 
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https://www.youtube.com/watch?v=7W5TQ01htTI
人生に疲れた人へ　其の参 

https://www.youtube.com/watch?v=JNgeUGcze18
Magica Sonata for Piano 

https://www.youtube.com/watch?v=BuLiKz39ZOM
Last of the Mohicans Theme-irish dancing 

https://www.youtube.com/watch?v=DRVvFYppU0w
Moonlight - Electric Cello (Inspired by Beethoven) - ThePianoGuys

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月31日22:33
０

５３

１６

１６....（－－；）…

役立たずのゴミ、色々…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年11月6日16:49
ＰＣ画面上がトリガーまみれになりすぎて収集つかないので、

整理の仕方を変えてみよう…（－－；）…★
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（10月31日）　家族ごと滅んだっぽい。そして、東京電力は過去最高収益。

http://85358.diarynote.jp/201510312247103072/

急性白血病／浴びたら致死量／被災地は岩手県〜静岡／家族ごと

滅んだっぽい／それを人体実験っていうんだよ。

2015年10月31日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

AKIRAさんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 55分55分前 
【アカン】福島第一原発の格納容器外で９．４シーベルト！浴びたら致死量の超高

線量！２号機の配管で発見！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8559.html …
"昨年も排気筒付近で２５Sv/h！発見！"
除染って…？
もうお手上げなんだろ？！

AKIRAさんがリツイート 
Syntax @SyntaxUGS · 10月30日 
フクシマで9.4Sv出たとか言ってるな。
Deadly 9.4 sieverts detected outside Fukushima reactor 2 containment vessel; checks
stop

http://85358.diarynote.jp/201510312247103072/
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http://www.japantimes.co.jp/news/2015/10/30/national/deadly-9-4-sieverts-detected-
outside-fukushima-reactor-2-containment-vessel-checks-stop/#.VjLb7ZyQZWN.twitter …

おばんです。

２２：００。

体調は（被曝者にしては）けして悪くはないのですが、

精神状態が最低最悪に凄まじく荒んでおります…（－－＃）…

…ＰＣのワープロ変換機能はアホだしねぇ…★
（「よく使う記号や漢字を、記憶する」機能すらないのか、この役立たず....っ！）

https://www.youtube.com/watch?v=7W5TQ01htTI
人生に疲れた人へ　其の参 

とにかく情報チェックだけして。

さっさと寝ちゃいますぅ…

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 19分19分前 
"ran841: 停車中の電車内で倒れた人がいた。
回りの人達の応対が迅速で

無言の連携プレーが

素晴らしかった！！"
#人倒線
日に30人なら年に１万人以上
多いか少ないか

街中で倒れてる人

ただし関東限定だ

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 24分24分前 
"taka197323: 金沢八景駅で人倒れてたー"
#人倒線
汚染地区らしい日常です84

http://www.japantimes.co.jp/news/2015/10/30/national/deadly-9-4-sieverts-detected-outside-fukushima-reactor-2-containment-vessel-checks-stop/#.VjLb7ZyQZWN.twitter
https://www.youtube.com/watch?v=7W5TQ01htTI


AKIRAさんがリツイート 
まゆみ @mayu_5713 · 24分24分前 
まゆみさんがリツイートしました はなゆー
柏は福島を超える恐れがあるんではないかな？離れていて福島の人たちより警戒して

なかった親も多い気がする、、

AKIRAさんがリツイート 
なおこ☆나오코 @naoko200 · 46分46分前 
うちの娘は京都ですらアウト。二年前の京都旅行で生まれて始めて鼻血を出した。ガ

イガーを持って行っていたのであちこちで測っていたが、観光客の多くない神社仏閣

などでは低く、大通りではアラームが鳴った。予定を切り上げ、慌てて京都を離れた

。物流汚染は深刻だ。

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_ · 56分56分前 
「東日本大震災後に心不全患者が約2カ月にわたって増加。大震災後に心不全が増えた
というデータは、わが国はもとより、世界的にも初めて。」

http://goo.gl/2iEbfP 
恐怖！ 日本は今、◆心不全パンデミック◆ by 心不全学会

AKIRA @AKIRA23150220 · 1時間1時間前 
AKIRAさんがリツイートしました ２ちゃん原発情報
ストロンチウム90が膵臓に溜まり、胆管の細胞を破壊する。
先日、お亡くなりになった川島なお美さんも同じ癌。

AKIRAさんがリツイート 
ロビン @oldblue2012 · 1時間1時間前 
ロビンさんがリツイートしました ORICON STYLE
「低い線量であっても、被曝が何年にもわたると頭脳に悪い変化が起こる。中枢神経

系の障害である」 （ヤブロコフ博士）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
日本時間：31日14時ごろ
「ロシアの旅客機がエジプト東部に墜落。224人が搭乗。日本人が乗っていたという情
報は入っていないとのこと。問題が発生したため近くの空港に着陸したいとエジプト

の航空当局に連絡後、途絶えた」CNN 

http://goo.gl/2iEbfP


AKIRA @AKIRA23150220 · 2時間2時間前 
AKIRAさんがリツイートしました ▲motty▲
急いで避難して下さい。

もう、限界です。

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 3時間3時間前 
最初にリンパがやられ白血球減少、生殖腺にセシウム蓄積、生殖遺伝子が破壊される

。血管内被曝の累積により脳梗塞・心筋梗塞による突然死が激増。飛蚊症や白内障が

激増。メカ不明だが糖尿病が激増することも知られ、あらゆる病気が数十倍

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 3時間3時間前 
門真は高圧電線の町

白血病の発症率が異常に高い

知り合いの家族も全員白血病で死亡

人体が人体レンジになる

破壊されチンし続けるとエラーが増える

AKIRA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時間3時間前 
RT" KinositaKouta「放射能の被害は色々な体の場所に被害が出る。特に心臓と脳だ。
免疫の考え方が間違っている。免疫のある者は症状が出て苦しむ。免疫がない者は症

状は出ずに進行し、ある日突然死ぬ。今は免疫のない者がほとんどだから、症状は出

なくて突然死が増えているんだ。」"

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 3時間3時間前 
Yahoo知恵袋で関東が危ないと書いたら全て削除
http://cas.st/c98855b 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 4時間4時間前 
@AjisaiKizuna 福島も関東首都圏も何も変わりませんよ。
被災地は、岩手県から静岡までです。

西日本でも、徐々に汚染拡散で、病気が増えて来てます。 

http://cas.st/c98855b


AKIRAさんがリツイート 
Angama @Angama_Market · 4時間4時間前 
普通の世界ではそれを人体実験っていうんだよ。　記者「福島の甲状腺がんが５０倍

以上に激増している」⇒丸川珠代環境大臣「知見が積み重ねられていくことが必要」

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8561.html …

AKIRAさんがリツイート 
War Is Over @kenshimada · 5時間5時間前 
チェルノブイリ事故をよく知るロシア政府が輸入禁止にする日本の魚。新潟・山形の

日本海側まで含まれている…川を伝って日本海側にも放射能が流れ込んでいると見て
いるわけだ。 （ホワイトフードさん調べ）

AKIRAさんがリツイート 
かず- @kzooooo · 6時間6時間前 
炉心溶融してるんだから日本は実質終わり｡執行猶予があるように見えてるけど､終

わり｡

AKIRAさんがリツイート 
kyoko @manmaru358 · 6時間6時間前 
芸能関係疎いからなんとも言えないけど、久々に見た人が驚くほど老け込んだと感じ

るのは気のせいなんだろか。放射能被曝で老ける事を知っているから、そういうフィ

ルターで見てしまうんだろうか？

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
NPO法人ハッピーロードネットが主催した、国道六号線のゴミ拾いに参加した子供た
ちが発症する可能性は高い。あたら若い命を、どうして大人に利用されなければなら

ないのか。

AKIRAさんがリツイート 
ひまわり @himawari_yt · 9時間9時間前 
松戸市や柏市の子供達に甲状腺異常が出てるのは検査をしてるからであって、

他の首都圏の子供達も検査したら甲状腺異常の子たちがでるとおもう。

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
第一原発元作業員の53歳、作業11か月で3つのがんを同時発症
週刊女性11月3日号 
わずか11か月間で膀胱がん、胃がん、結腸がんを発症。それも転移ではなく別々の発

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8561.html


症だ。しかも、53歳という若年期での同時発症は極めてまれだ。
http://www.jprime.jp/tv_net/nippon/19765 …

AKIRAさんがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 14時間14時間前 
甲状腺癌→福島だけで男子90倍、女子52倍増加。
そして、東京電力は過去最高収益。 

AKIRAさんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 22時間22時間前 
ママ友達と喋っていたら、そのママ友の東京の友人男性が急性白血病になったという

。あまりにも体調に違和感を感じたので、自ら病院に行ったとのこと。そしてその人

の子供が、身長が伸びず、体調不良だという。私は「甲状腺が腫れているのではな

いか？」とコメントしたが、家族ごと滅んだっぽい。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10月30日 
離陸前の米国旅客機のエンジン部から出火。

フロリダ州の国際空港：20名以上が負傷。米連邦航空局が燃料漏れを確認。事故原因
は調査中（abc news）

AKIRAさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 10月28日 
「放射性セシウムが角膜に付着すると微量でも、3〜5年ぐらいから白内障が出始め
ます。子どもたちの目が混濁してきて見えなくなり、最悪の場合、失明をします。」

広瀬隆

AKIRAさんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 10月16日 
ダマされてはいけない

「人食いバクテリア」はどこにでもいる弱々しい化膿菌の類

だが、放射能塗れの日本では、無用心だった人の免疫力が著しく低下している為

バタバタ倒れてゆく可能性が高い

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09181 …

https://www.youtube.com/watch?v=JNgeUGcze18
Magica Sonata for Piano 

http://www.jprime.jp/tv_net/nippon/19765
http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09181
https://www.youtube.com/watch?v=JNgeUGcze18


AKIRAさんがリツイート 
なおこ☆나오코 @naoko200 · 28分28分前 
せっかく東京から逃げてきたのに、いろんな汚染が追いかけてくる。汚染食材とか物

流汚染とか人の移動とか…挙げればきりがない。逃げ切れるかな。…って言うか、初
期被曝の影響が心配だ。何としても逃げ切りたいし、大切な存在を守りきりたい。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 4時間4時間前 
@AKIRA23150220 随分以前ですが、既に緊急時に閉鎖される道路も決まってますよね
！車で逃げようと思っていても、パニッツクになれば、無理ですよ。

今のうちに逃げとけばね。甲状も早いうちなら、手術してくれたのに

遅くなるほど、逃げ道は閉ざされますよ。

AKIRA @AKIRA23150220 · 4時間4時間前 
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！！】
首都圏からの大量の避難者が出れば、政府は首都圏を封鎖します。

そうなる前に、脱出して下さい。

https://www.youtube.com/watch?v=EB-bYJoqvQQ
ゴスペル風「般若心経」つのだ☆ひろ 

AKIRA @AKIRA23150220 · 4時間4時間前 
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！！】
世界は東日本だけでは無く、日本全体が放射能汚染による強制避難地帯とみている。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5時間5時間前 
なんでオランダ政府は

日本人に特別労働許可無しでも

働けるようにしてくれたんでしょうか？

日本には、住めない場所が多いから

移住してくる人たちのこと

ヨーロッパでも考えてくれてるからですね！

ドイツでも州によって特別なビザが出てるようですよ。

https://www.youtube.com/watch?v=EB-bYJoqvQQ


AKIRA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 
親が、移住を決断できなければ

関東全員病気ですね。

もうこれは、確定的な現実ですよ。

親がボケてれば、家族全滅

これが、現在の東北、関東首都圏の現実

https://www.youtube.com/watch?v=D0nbaJ82yLw
River Flows In You - Orchestral 60 Minutes Version (With Relaxing Nature Sounds) 
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年11月1日0:00
美味しい道産野菜やまもり自炊スープパスタ食べて寝ま〜す…☆

（＾◇＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=D0nbaJ82yLw
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借景資料集）
 



（10月６日）　戦いに勝ったほうがオス、負けたほうがメスとなる両性具有生物「ヒ
ラムシ」。

http://85358.diarynote.jp/201510062334514625/

ネタだねｗ

2015年10月6日 リステラス星圏史略　（創作）

 

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT2800UP】 でかかわいい！オオカミと犬のハイブリッド、「ウルフドッグ」が二
足立ちすると想像以上に巨大だった。

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52181723.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/651368831366000640/photo/1

カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
【RT500UP】 科学者がまた体を張った。350万年前の細菌を自らに注射し病気知らず
の屈強な体を手に入れたと主張（ロシア）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202226.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/651366305577046016/photo/1

カラパイア @karapaia · 4時間4時間前 
【RT1700UP】 戦いに勝ったほうがオス、負けたほうがメスとなる両性具有生物「ヒ
ラムシ」の交尾映像 http://karapaia.livedoor.biz/archives/51245159.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/651341140885549057/photo/1

虫？　…あめふらし…？？

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 

http://85358.diarynote.jp/201510062334514625/
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【RT400UP】 米軍の超兵器、稲妻を作り出し敵を一掃する「ライトニング・ボルト」
が運用テスト中 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52091004.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/651321042875453440/photo/1

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52091004.html
https://twitter.com/karapaia/status/651321042875453440/photo/1


（10月８日）　大圏エレベーターまであと一歩…！

http://85358.diarynote.jp/201510080839411697/

めももも…w
2015年10月8日 リステラス星圏史略　（創作）

　

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT4600UP】 瀕死の状態で保護された赤ちゃんキツネ、自分を犬と思い込み人に懐
きすぎて野生に戻せず13年（英） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52116804.html
… 
https://twitter.com/karapaia/status/651869639580893185/photo/1

カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
【RT100UP】 ライオンも大切な人を忘れなかった。育ての親と再会したライオンの
はしゃぎっぷりといったら！「噛んでないっすよ」

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202331.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/651855778282758144/photo/1

…たぶん、エルや狼さんが異様に私に「懐いている」のって、これが原因…ｗｗｗ

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT400UP】 ついに来たのか・・・史上初、ほぼ完全な人間の脳の培養育成に成功（
米研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52200461.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/651818033359360000/photo/1

カラパイア @karapaia · 11時間11時間前 
【RT300UP】 認知症患者や脳に障害を負った人に希望の光。人間の記憶をコード化す
る記憶装置の開発に成功（米研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202228.html
… 
https://twitter.com/karapaia/status/651746342344110080/photo/1

エルさん垂涎ｗｗｗ
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カラパイア @karapaia · 16時間16時間前 
カラパイア : 世界初！飛行ロボットが吊り橋を作る時代に突入したようだ。
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202229.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/651662008073383936/photo/1

大圏エレベーターまであと一歩…！
 

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52202229.html
https://twitter.com/karapaia/status/651662008073383936/photo/1


（10月８日）　アメリカ政府、抗がん剤·放射線·手術が本物の癌を発症させることを認
める。（－－＃）

http://85358.diarynote.jp/201510080913324138/

喫煙者の肺ガンを激増させたい【ＪＴ】が放射性物質の基準値を

大幅緩和／アメリカ政府、抗がん剤·放射線·手術が本物の癌を発

症させることを認める。

2015年10月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 10時間10時間前 
これから、何処の国でも、海の近くに

住んでいる人たちは、早死になるだろうね。

船に乗る事さえ、既に危険だ。

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
放射線防護用眼鏡（鉛入り）

プロテックアイウェア社。

http://goo.gl/tXLuYp 
「必要だった」と思う時がきます。

http://85358.diarynote.jp/201510080913324138/
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不正選挙監視団 @rigged_election · 10月6日 
【拡散】tokaiama　JTが放射性物質の基準値を大幅緩和 たばこに近寄るな!!
　http://blog.livedoor.jp/home_make-toar/archives/7831432.html ……　喫煙者の肺ガン
を激増させてフクイチ癌を薄めたいのだろうな

https://www.youtube.com/watch?v=Pdb65opOOYw
斉藤和義 『 ずっとウソだった (4/8 Ust ver) 』 【ノーカット版】 

変なところが揺れてる。

（＠＠）

地震マップ @eq_map · 11分11分前 
【M2.6】山陰地方西部沖 深さ3.2km 2015/10/08 08:31:59 http://j.mp/1Q8QYJE

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M4.5】WESTERN AUSTRALIA 14.7km 2015/10/08 05:30:12JST, 2015/10/07
20:30:12UTC
(G)http://j.mp/1j9DQsI (USGS)http://j.mp/1VFzUwd

…で、どこの原発を再稼働させるって…？？

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 愛媛県 八幡浜市 
【最大震度1】(気象庁発表) 愛媛県南予 深さ約40km M3.0 8日06時54分頃発生 
(G)http://j.mp/1KouhSl (気象庁)http://j.mp/1N0zC0X 

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.4】伊予灘 深さ69.1km 2015/10/08 03:54:54
(G)http://j.mp/1QZMCoc (アニメ)http://j.mp/1VEc2hW

　（－－＃）

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 42 分42 分前 
名無し：2015/10/08(木) 09:43 ID:XXXXXXXX
福岡の通勤ラッシュ深刻化人口急増で首都圏並み区間も

http://blog.livedoor.jp/home_make-toar/archives/7831432.html
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb65opOOYw
http://j.mp/1Q8QYJE
http://j.mp/1j9DQsI
http://j.mp/1VFzUwd
http://j.mp/1KouhSl
http://j.mp/1N0zC0X
http://j.mp/1QZMCoc
http://j.mp/1VEc2hW


朝日新聞

http://megalodon.jp/2015-1008-0655-
10/www.asahi.com/articles/ASH9S433BH9STIPE00Z.html … 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1 時間1 時間前 
2015年10月08日6時54分
さっきの（震源地：愛媛県南予・マグニチュード3.0）の地震の震源は「伊方原発」ま
で直線で約7kmの地点が震源
7月24日にも震度4の地震があった場所。（愛媛県南予）は、今年になり地震が増えて
る

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：10/08 04:58
rsa65es335
ラーメン食べてたら何故か鼻血出てきた…
Rio323na
ディズニー出て秋葉までパパが車で迎えに来てくれてそのままラーメン食べて帰って

きたんだけど、家ついた瞬間鼻血はんぱないｗｗｗ

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3時間3時間前 
名無し：10/07 23:09
unkeides
アメリカ政府は、癌の三大療法（抗がん剤·放射線·手術）が本物の癌を発症させるこ

とを認める

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=297192&g=131108 …
##本物のガンとそうでないガンがあるのか

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：10/06 15:02
149Rock
3・11前から全国のお茶の消費は縮小傾向にありました。そして放射能拡散事件の後、
首都圏から静岡までの茶葉は放射能に汚染されています。それからすさまじい勢い

で『抹茶スイーツ』が大量に販売され出した

#茶飯ブームインハポネ

amaちゃんだ @tokaiamada · 4 時間4 時間前 
ユナイテッド航空の米国内便で６日、飛行中に副操縦士が意識を失い、同機がニュー

http://megalodon.jp/2015-1008-0655-10/www.asahi.com/articles/ASH9S433BH9STIPE00Z.html
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=297192&g=131108


メキシコ州の空港に緊急着陸するハプニングがあった。米国ではこの前日、アメリカ

ン航空の旅客機の機長が飛行の途中で急死

http://www.cnn.co.jp/usa/35071561.html …
フクイチ放射能汚染が関係している？

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 10時間10時間前 
cmk2wl 9月1日 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…。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
今、なんでこんなおかしくなってるのかは

テレビ、新聞が問題。日本は長い期間、自民党が牛耳ってる世の中だけど、ここまで

デタラメな人物が平然と会見で嘘を言い、国際社会では批判されてても、日本のメデ

ィアが追求しないから。バカじゃなければわかってるはずなのに、でも報道しない。

ここが致命的

AKIRAさんがリツイート 
machiko (TPP怖い) @mhollifi1949 · 10時間10時間前 
RT@neko_aii 原因不明で昨日まで元気にしていた人間がぽっくり亡くなるのは
広島でも見られた被爆死の特徴の一つ

３１１から丸３年、若年の心筋梗塞（死亡原因不明）による死亡者が激増

『若年の心筋梗塞』医学的には非常に珍しい

（2014年04月05日 院長の独り言）より

ton(反原発、反戦に一票) @tonnyu5 · 11時間11時間前 
ton(反原発、反戦に一票)さんがリツイートしました 北濱幹也
なーんだ都市伝説なんだ。フクイチ敷地内に住んで、防護服もマスクもせず、福島の

水と食糧で生活し橋下さん自ら体で無害を証明すれば信じるかもね。防護マスクのフ

ル装備で視察に行った安倍さんにも「都市伝説」だと教えてあげれば良かったのに。 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
ロイターなどは事前に日本に許可された質問内容とは違うシリア難民に関する質問を

したら「日本の総理大臣はまともに答えられなかった。でも日本の記者は何も指摘

せず、台本通りの会見を演じてた。日本の記者はジャーナリストとは言えない」と猛

烈批判。

http://www.cnn.co.jp/usa/35071561.html


ひろみ @hiromi19610226 · 13時間13時間前 
フクイチからは 毎日 2億4千ベクレルの放射性物質が放出中です。 / @kobukishinichi
キャス http://cas.st/c518498

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
今日の会見で

「TPPは国益にかなう最善の結果を得ることができた。自民党の公約に関しては、国
民のみなさんとの約束はしっかり守ることができた」と、あろうことか、あべさんは

述べたわけですけど、八百屋のおじちゃんが怒ってたよ。嘘言うなって。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
その薬品は「白さを出すための上塗り」

元々、粗悪な素材の皿なので白さが出ない。それでは売れないので「上塗り」で白く

する。その薬品からセシウムと同じガンマ線が出てる。核種は不明。そういう皿は簡

易線量計のエステーでも検知できるはず。線量で0.23μSv/hぐらい。10年以上前からの
話

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 14時間14時間前 
名無し：10/07 21:09
ゴルバチョフは西側諸国に譲歩しまくってたんで海外では人気あったけどソ連じゃあ

んまりだったっけな

広瀬隆なんて「ゴルバチョフが海外に譲歩するのはチェルノブイリ事故の補償代わ

りだ」って書いてたっけな

それが本当なら日本なんて想像を絶するくらいだよね

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
チェルノブイリ原発事故後、欧州では

「中古車や中古家具」を購入する時、ガイガーカウンターで線量を計る人が増えた。

ネットに動画があるけど福島原発事故時、汚染地にあった車の車内の線量は２マイク

ロとか車外より高い車もある。最近は日本でも中古家具が売られるようになったけど

、線量は計るべき

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
車の放射能汚染

チェルノブイリでは放射能汚染された「自動車」などは、隔離されてるけど、日本は

、それをやってない。チェルノブイリの場合は「立ち入り禁止エリア」を通行した車

http://cas.st/c518498


は「タイヤ」の放射線量を検問で検査する。ゴムは汚染されやすい。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 16時間16時間前 
名無し：10/07 13:45
kappel0208 9月28日
カザフスタンの眠り病：現在、科学者と地元の医師による調査で新しい発見があった

。連鎖発症の傾向として、地面の凍結時期よりも雪解けの時期、併せて風向きの関与

、が指摘された。村は早々に廃村の動きが出ているという。

onodekita @onodekita · 16時間16時間前 
＞ぶらぶら病か QT @2ch_NPP_info: 名無し：10/07 13:45
kappel0208 9月28日
カザフスタンの眠り病：現在、科学者と地元の医師による調査で新しい発見があった

。連鎖発症の傾向として、地面の凍結時期よりも雪解けの時期、併せて風向きの関与

、が指摘され

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【北海道地方 気象情報 2015年10月07日 16:25】
根室地方では、台風第２３号の影響で、８日昼前から潮位が急激に高まり、９日未明

にかけて続くでしょう。平成２６年１２月１７日に匹敵する高潮のおそれがあります

ので、厳重に警戒してください。

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
エアコンの熱交換器に結露したカビや藻類が猛烈な毒性を帯びるということだってあ

りうる。

実際にとんでもない数値のウランやセシウムがエアコンのフィルターから検出される

のだから。

311前から体調不良の原因はエアコンにある。
温度調節や暖房への切り替えによって。

秋は正念場。

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
もちろんそんな自然毒が突然に出来るわけがない。

自然毒は進化のプロセスで悠久の歴史がある。

藻類が毒性を帯びた原因は、化学物質や放射性物質を吸着しているから。

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
太平洋の海には絶対に近づいてはいけない。



フグ毒の 20倍もある藻類の飛沫の毒によって、海外では救急搬送された人が大勢いる
。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
福島原発１号機のカバーは2日前に全て撤去済み
今日は台風が接近中で、巻込むような風向きで、フクイチからの風は関東直撃。１号

機の中の瓦礫は人間が近づく事もできない高線量瓦礫。外出時は油断せず十分、注意

して下さい。自己責任です

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【福島県 警報情報 2015年10月07日 13:17】
浜通りでは、７日夜のはじめ頃から８日昼過ぎまで暴風に警戒してください。

［浜通り北部］暴風

［浜通り中部］暴風

［浜通り南部］暴風

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 21時間21時間前 
10月07日12時01分ごろ
震源地（紀伊半島 南東沖・三重県の沿岸：約10kmの沖合）が震源の（マグニチュー
ド5.5　深さ402.4km）の深発地震。震源は南海トラフ沿い（震度計が反応せず、気象
庁は非公開の地震）

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 10月7日 
今日の犬吠埼 10/7 9:31 紫色9日目 ピンクに変わった
1回目 7.9〜7.20
2回目 8.28〜9.7
3回目 9.13
4回目 9.19
5回目 9.29〜
ライブカメラ→http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html … 
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/651556950551859201/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10月6日 
今日、ほとんど報道してないけど

来年早々に「伊方原発」の再稼働が決定したみたいですね。中央構造線断層帯にある

非常に危険な原発。「あべ総理に大事故が起っても政府が責任持ちますと言っていた

だき、安心したと知事。地元の人も承諾」と報道

http://webcam.wni.co.jp/BPL47738/loop.html
https://twitter.com/akira_pt4ever/status/651556950551859201/photo/1


２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10月6日 
名無し：10/07 06:56
k2cyan
sma_sh
ちなみに、プロミスの会長が香港に移住したのは有名だが、HOYAの鈴木洋CEOがシ
ンガポールに移動。ベネッセの福武総一郎会長はニュージーランドに移住。サンスタ

ーの金田博夫会長は…スイスに移住。…

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10月6日 
名無し：10/07 00:59
麻木久仁子さんも乳がんで手術してるけど、ブログでは一切触れていない…どうして
だろう？

#２０１２年乳がんと脳梗塞併発
　http://blog.livedoor.jp/aokichanyon444/archives/54322132.html …

cmk2wl @cmk2wl · 10月6日 
過去に 240メートルの津波があったと…。
それも火山の噴火によって。

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3258041/Watch-MEGATSUNAMI-
Scientists-evidence-800ft-wave-caused-collapsing-volcano-say-happen-again.html … 

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
Michelle @birthdaykiki · 10月5日 
入院してから色々な人に助言と勇気の言葉を頂いたよ。本当に嬉しかったし本も借り

たよ。再生不良性貧血という病気や白血病など血液の病気はこの時代 誰ががなっても
おかしくないよ。低線量被曝地帯。食料品に含まれる物質。直ちにはもう過ぎた。

cmk2wlさんがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 10月1日 
そのうち政府が６号線を歩く体験ツアーでも始めたら、ぜひ参加してみるといいね。

その際は道路から外れて草むらや藪を歩けば尚よろし。黒い土が溜まっている場所は

３〜１８０μあるし。３μ台なら郡山でも一杯あるからね。デマだとは言えなくなるか

らお試しを。

AKIRA 2024さんがリツイート 
mayumi @m_a_yu_ · 9月8日 

http://blog.livedoor.jp/aokichanyon444/archives/54322132.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3258041/Watch-MEGATSUNAMI-Scientists-evidence-800ft-wave-caused-collapsing-volcano-say-happen-again.html


怖い位・・大分も体調崩す人多い・先週は朝４日間連続救急車が出ていく・・１年前

にはなかった・上司はやたらと体中がツルと・・同僚は肝臓が弱ってきてると・・も

う一人の同僚は別に肉体労働でもないのに５日間の仕事でバテて土日は何もする気が

ないと・この方は311から１年東京在住で防御なしで。

AKIRA 2024さんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 9月6日 � 長野県 上田市 
私の検証データによると眠り病の発動条件の一つに脱水症状がある。飲酒もそうだが

、眠気は熱中症の症状。

そこへ他の条件が重なると眠り病の症状が発現する。一見酔っぱらいでも眠り病の場

合にはアルコールが原因とは限らない。

#情報線
#眠り病

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さんがリツイート 
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 2014年3月27日 
日本は、チェルノブイリを越えるな。@ST0NES
頭の中が熱い？

http://twitter.com/ST0NES/status/413619894186287104 …
http://twitter.com/ST0NES/status/413661240691400704 …
汚染地域で生産された食材が大量に学校給食へ回され、発育しない、記憶力も低下‥ 

cmk2wlさんがリツイート 
子供に愛を 南海アマ @jockyjocky1 · 2012年10月22日 
タクシー運転手さんから聞いた話。奥さんのおばさん、90才が話した話。愛媛絣海岸
久万ノ台で、広島原爆投後、海を挟んだ愛媛で甲状腺癌が爆発的に増えたと言うこと

です。ものすごい数の人が甲状腺癌によりたくさんの命をうしなっています。当時は

メディアで伝えられることもなく無念の死を…

http://twitter.com/ST0NES/status/413619894186287104
http://twitter.com/ST0NES/status/413661240691400704
https://www.youtube.com/watch?v=nggqAFVLlBk


https://www.youtube.com/watch?v=nggqAFVLlBk
Sing by Ed Sheeran (beatbox/cello/bass cover) - Simply Three ft. Jeff Smith 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
（ ´·ω·｀） 「6日 AFP：ロシアの国営テレビは10月のシリアの天気は空爆にぴったり
だとする天気予報を放送。ロシア軍のシリア空爆を後押しする国営メディアの報道は

新たな段階に突入：http://www.afpbb.com/articles/-/3062347 …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
ほんと日本のメディアでは禁句（報道規制？）になってるみたいですね

国際舞台での露骨な、あべちゃん外しや、現政権と日本のメディアの癒着などの批

判が、海外では、かなり露骨になって来てるのにまったく取り上げない。ある意味、

今の日本は戦時中と同じだね。

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

https://www.youtube.com/watch?v=WYZg7tZar10
銀河鉄道999　ゴダイゴ

http://www.afpbb.com/articles/-/3062347
https://www.youtube.com/watch?v=ToHjFMz25Ew
https://www.youtube.com/watch?v=WYZg7tZar10


（10月８日）　まだ間にあうかもしれない‥そういうギリギリのところにいる。

http://85358.diarynote.jp/201510081028379083/

「そこでみんなで漫画を描けばいいのでは」。

　（おまけ付ｗｗｗｗ）

2015年10月8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=9O4SMw_8Om0
木村弓 「いつも何度でも」 Itsumo Nando Demo 

cmk2wlさんがリツイート 
Angama @Angama_Market · 10月1日 
はっきり言うと、必要経費26万円のルー起業ビザはおれが発明した。最初に泊まる
アパート、移民弁護士、会計士、通訳など、全ての流れをオートメーション化して仕

組みにして、今まであり得なかった価格で起業ビザを誰でも取れるようにしたのはお

れだ。

cmk2wlさんがリツイート 
Angama @Angama_Market · 10月1日 
必要経費26万円から出来る起業ビザなんて恐らく今までどこにもなかったと思う。お
れは自分自身これの三倍近く払って無駄と遠回りをしながらルーに住み着いてきた。

…シリア難民を迫害中の件は…？？
https://www.japanforunhcr.org/lp/4806?
utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=005_%E9%9B%A3%E6%B0%91_%E5%8D%98%E4%BD%93

戦乱が続くシリアを逃れ、多くの人びとが難民となってヨーロッパをめざしています

。国境にあふれる人々の中には子どもづれの家族も多く、彼らに食糧や医療の支援を

行うことがグローバルな課題となっています。

UNHCR（ユーエヌエイチシーアール・国連難民高等弁務官事務所）はこの状況に対し
世界で支援活動を行っていますが、増え続ける難民の数に対し、資金が圧倒的に足り

ない事態が続いています。

彼らの長く困難な避難生活を支えるため皆様の継続的な支援をよろしくお願いいたし

ます。

欧州諸国は今、アラブ〜アフリカ系の戦乱難民の大規模支援だけで手いっぱいだと思う。

アルゼンチンはチリからの地震と火山から避難組を受け入れなくちゃいけないし…
被曝難民のニホンジンは、国情に比較的余裕のある？インドかブラジルを中心に移動するのが望

http://85358.diarynote.jp/201510081028379083/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201510081028379083/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4122022398/
https://www.youtube.com/watch?v=9O4SMw_8Om0
https://www.japanforunhcr.org/lp/4806?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=005_%E9%9B%A3%E6%B0%91_%E5%8D%98%E4%BD%93


ましい…（と、現時点では思っている。）

参考：http://www.unhcr.or.jp/html/2013/05/ws-20130510.html

ジャンルイは現在ブカレスト近郊の町で、妻と14歳になる娘レティシアと大きな庭つ
きの家に暮らしている。彼はブカレストの銀行で送金に関わる業務を担当し、自宅で

は野菜や果樹などを育てている。ジャンルイはこの町で唯一の黒人であることに加え

、その礼儀正しさから近所でもちょっとした有名人だ。ツイカという自家製のルーマ

ニアのブランディを楽しむ仲間にも入れてもらい、すっかり地域の一員だ。

ジャンルイは語る。「ルーマニア社会に馴染むのは難しいことではありませんでし

たし、私はその事を誇りに思っています。どこか新しい場所に行ったときは、まずが

周りに順応し、受け入れてもらう努力をしなければいけないと思うんです。その努力

なしに受け入れてもらおうと期待するのは間違いです。」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%82%A2

国旗がアレなんで私は敬遠しておくが…

「食べて負う怨」が

「ずっと嘘だったんだぜ！」と気づかされて人たちには、

避難移住先として、おすすめしておく…。

参照：http://85358.diarynote.jp/201306040523257064

竹宮恵子に萩尾望都だなんてどこの天国／25年前に反原発を布教した伊藤有壱／「金
髪碧眼美男美女だらけの吸血鬼伝説のルーマニアに日本ヲタプロデュースのコスプレ

村が出来るらしいｗ」

2013年6月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=sGAieDXxGKY
銀河漂流バイファムOP Full 

…どわははははは…☆ｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=TBI7JPHQEtg
COBRA・OP FULL / 「コブラ」前野曜子
 
 
 

http://www.unhcr.or.jp/html/2013/05/ws-20130510.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%82%A2
http://85358.diarynote.jp/201306040523257064
https://www.youtube.com/watch?v=sGAieDXxGKY
https://www.youtube.com/watch?v=TBI7JPHQEtg


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月8日10:44
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前  
bit.ly /WotNukesさんがリツイートしました bit.ly /WotNukes
手遅れかもしれない。誰もどうにもできない。

それでも疲れて落胆したり、あきらめ、ヒラキナオル前に

今この世代では不可能デモ次に残る命があるから

投げだし、捨て鉢にはしない。

まだ間にあうかもしれない‥そういうギリギリのところにいる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月8日10:50
bit.ly /WotNukes @ST0NES · 8時間8時間前 
キミガヨという国歌？を斉唱させられるようになったのはなぜか？

そのあたりから幕末まで遡ったほうがいいです。

そうすると今なんでこんな狂った世の中にいるのかが見えてきます。

何世代も大きく騙されてます。

@mariyatomoko わたしらは、おひとよしにもほどがあるのではないか。

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
にげてください！と叫んでみても

http://twitter.com/ST0NES/status/324532621105315840 …
自分が東日本エリアにいるんだから説得力ないよね。

海と山に囲まれて汚染を遮る離島にいても時間の問題。そして

東電の姉妹店、柏崎の原発が動かされるとオシマイ。

bit.ly /WotNukesさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 2014年7月24日 
早く避難を（´-`）（遠い目…）@cmk2wl: 東日本、関東の人達に、余計な事をやっている時間は一
切ない。

馬鹿げた時間泥棒にひっかかるようでは、そこまでの命。”

bit.ly /WotNukes @ST0NES · 9時間9時間前 
逃げても仕方ない？騒いでもどうにもならない？成るようになる？

じゃぁ、今後どうなるのか？かんたんにいうと

#東電の原発事故 の汚染を利用した政財界、権力層の連中は
呼吸や飲食による内部被曝で残りの国民の脳細胞がダメになるの待ってるんだよ。

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


今以上に、なんでも言う通りになる時期を。

 



（10月15日）

http://85358.diarynote.jp/201510150929041943/

１０月１４日〜１５日朝の地震。

2015年10月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

ぅわはははｗ

新ネタ…ｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=pMS6_m9sSZg
奇行種 過ぎる ハンジさん

（…痛い痛い痛いッ…！（＞＜＃）！…）

ぅわ〜揺れ揺れ…★

地震マップ @eq_map · 2分2分前 � 北海道 別海町 
【M2.6】根室地方 深さ137.0km 2015/10/15 09:25:41
(G)http://j.mp/1QuviYs (Y)http://j.mp/1Pua2E3

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.6】浦河南方沖 深さ54.7km 2015/10/15 06:56:20 http://j.mp/1LOR6jB

http://85358.diarynote.jp/201510150929041943/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151015/85358_201510150929041943_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151015/85358_201510150929041943_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151015/85358_201510150929041943_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pMS6_m9sSZg
http://j.mp/1QuviYs
http://j.mp/1Pua2E3
http://j.mp/1LOR6jB


地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.5】国後島近海 深さ96.3km 2015/10/15 04:43:11 http://j.mp/1GdzOKt

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.7】国後島近海 深さ96.9km 2015/10/15 04:36:07
(G)http://j.mp/1Gdzyeq (アニメ)http://j.mp/1PtJClM

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 �
【M4.2】KURIL ISLANDS 193.1km 2015/10/15 03:03:13JST, 2015/10/14 18:03:13UTC
(G)http://j.mp/1LkQ3SS (USGS)http://j.mp/1LkQ6y2

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 標茶町 
【M2.9】釧路地方 深さ133.2km 2015/10/14 20:50:17
(G)http://j.mp/1RaJhCR (Y)http://j.mp/1jo5UcG

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M4.4】日本海東部 深さ304.8km 2015/10/14 17:33:30
(G)http://j.mp/1ZCpwtR (アニメ)http://j.mp/1PfDgr5

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 �
【M4.9】KURIL ISLANDS 28.4km 2015/10/14 16:14:54JST, 2015/10/14 07:14:54UTC
(G)http://j.mp/1ZChvVX (USGS)http://j.mp/1PfyhXn

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M4.7】KURIL ISLANDS 38.9km 2015/10/14 15:36:27JST, 2015/10/14 06:36:27UTC
(G)http://j.mp/1NG9bR7 (USGS)http://j.mp/1jnC0oJ

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M5.0】EAST OF THE KURIL ISLANDS 35.3km 2015/10/14 14:49:46 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1LKVaeh (USGS)http://j.mp/1OvI6jP

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 �
【M5.6】EAST OF THE KURIL ISLANDS 12.6km 2015/10/14 14:43:08 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1LKSDRm (USGS)http://j.mp/1OvHlqY

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M4.4】KURIL ISLANDS 73.0km 2015/10/14 09:44:00JST, 2015/10/14 00:44:00UTC

http://j.mp/1GdzOKt
http://j.mp/1Gdzyeq
http://j.mp/1PtJClM
http://j.mp/1LkQ3SS
http://j.mp/1LkQ6y2
http://j.mp/1RaJhCR
http://j.mp/1jo5UcG
http://j.mp/1ZCpwtR
http://j.mp/1PfDgr5
http://j.mp/1ZChvVX
http://j.mp/1PfyhXn
http://j.mp/1NG9bR7
http://j.mp/1jnC0oJ
http://j.mp/1LKVaeh
http://j.mp/1OvI6jP
http://j.mp/1LKSDRm
http://j.mp/1OvHlqY


(G)http://j.mp/1GGuyKk (USGS)http://j.mp/1MpLPJM

地震マップ @eq_map · 10月13日 � 北海道 白糠町 
【M2.6】釧路地方 深さ78.2km 2015/10/14 01:42:54
(G)http://j.mp/1jmkbXb (Y)http://j.mp/1X07Fea

地震マップ @eq_map · 10月13日 
【M2.7】下北半島付近 深さ88.4km 2015/10/13 20:20:54
(G)http://j.mp/1Na6F2H (Y)http://j.mp/1jlIGDR

…それでもまだ「地震が少ないほう」の地域らしい…。

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 16時間16時間前 
10月7日-10月13日の地震活動(気象庁発表)

富山県東部 120回
宮城県沖 87回
和歌山県北部 85回
福島県沖 85回
愛媛県南予 77回
奄美大島近海 71回
紀伊水道 51回
以下省略

計2308回
http://j.mp/1oo8wnC

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 16時間16時間前 
2015年10月13日の地震活動(気象庁発表)

富山県東部 20回
三重県南部 18回

http://j.mp/1GGuyKk
http://j.mp/1MpLPJM
http://j.mp/1jmkbXb
http://j.mp/1X07Fea
http://j.mp/1Na6F2H
http://j.mp/1jlIGDR
http://j.mp/1oo8wnC


和歌山県北部 15回
福島県沖 14回
宮城県沖 12回
茨城県北部 11回
日向灘 9回
栃木県北部 8回
以下省略

計317回
http://j.mp/1oo8wnC

http://j.mp/1oo8wnC


（10月15日）　ロイターは戦時中の日本を連想させると指摘してる。

http://85358.diarynote.jp/201510150959502768/

【生死にかかわる健康被害】／日本政府はトリチウム汚染水を投

棄した。現在崩壊中のフクイチ貯蔵タンク数千トン。東日本どこ

ろか地球規模の超巨大原子力災害に。

2015年10月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

t-mari @kappel0208 · 56 分56 分前 
日本政府は9月14日、濾過したがトリチウムに汚染された850トンもの水を大平洋へ公
然と投棄した。この投棄は、現在崩壊中のフクイチ現地炉内の貯蔵タンクに保有する

数千トンもの汚染水を同じことをしようとする予告である。

http://www.counterpunch.org/2015/10/14/fukushima-radiation-in-pacific-reaches-west-
coast/ … 

AKIRA 2024さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 15時間15時間前 
名無し：2015/10/13(火) 12:14 ID:XXXXXXXX
ある日起きたら手足に紫斑と口内に血豆ができてた。夜には紫斑が全身に広がり、血

豆も増殖

2014年11月04日 10:05
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http://kosodatech.blog133.fc2.com/blog-entry-11637.html …

AKIRA 2024さんがリツイート 
Lia misaki∞ @lia_misaki · 2014年7月28日 
関東の土壌汚染の平均が１０００Ｂｑ／ｋｇ程度のため、極論して言えば、今から避

難しても手遅れに近い状況。特に、初期被曝の影響は凄まじく不運としか。

チェルノブイリ専門家も、総じて「3000Ｂｑ／㎡」（⇒５０Ｂｑ／ｋｇに相当） が、
究極的に生死にかかわる健康被害の、大きな分岐点と指摘

https://www.youtube.com/watch?v=1LJpVZtyJZY
【100分】 疾走感のある カッコイイ曲集 【ケルト・北欧等】

21世紀 自分の人生を生きる 1@m_k · 1 分1 分前 
8，放射性物質は「除染」出来ません。福一原発事故瓦礫の移動など以ての外、それを
一般廃棄物処理場で焼却処分など、論外もいいとこです！基本は、人の移動、瓦礫は

全て福一原発に集めて石棺、です。今政府のやっている事、やろうとしている事は「

日本中を被曝させる事」です！！一体、何の為に？？

cmk2wl @cmk2wl · 2 分2 分前 
この台風の接近で、東電福島原発からの風は西日本にしばらく固定されます。

太平洋に出ていた風も戻ってくるでしょう。

家にこもれる人は準備を。

https://twitter.com/cmk2wl/status/654459838412419072/photo/1

市民オンブズマン わらびの杜 @kento_sekkei · 7分7分前 
国家が暴走を始めたら誰も止められなくなります。福一での原発事故のアメリカの頭

で考える国や政治家はその予兆です。暴走を止めるための沖縄生まれの情報爆弾です

。拡散を。①http://warabij.ti-da.net/c163354.html

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 時間2 時間前 
阿蘇山

10月15日03時00分：連続噴火（14日21時以降の最高噴煙高度：火口上500m）気象庁
火山観測報

：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20151015030102_503.html

http://kosodatech.blog133.fc2.com/blog-entry-11637.html
https://www.youtube.com/watch?v=1LJpVZtyJZY
https://twitter.com/cmk2wl/status/654459838412419072/photo/1
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… 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
一億総活躍社会、一億総活躍大臣

この日本語に海外のメディアが困惑してる「どういう意味？」とか「どう英語にす

んの？」みたいな報道になってる。欧米の文化では考えられない価値観という事も

ある。。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/654301984716013568/photo/1

microcarpa @microcarpa1 · 11時間11時間前 � 愛媛県 松山市 
「東電と安倍政権が最も恐れているのは、福島の人々が立ち上がり声をあげる事。事

故責任を取らなければならなくなり、東電破綻、再稼動も頓挫、安倍政権も倒れる。

だから有事を演出してでも、放射能と健康被害の因果関係だけはうやむやにする」福

一事故過小評価と戦争法案、裏にいるのは同じ者たち・・

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
何ベクレルのものを食べたら危険なのかというグラフ。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/654298099477680129/photo/1
今の日本の基準は「100ベクレル以下なら普通に売ってる」　1,000ベクレルを１度に
食べた場合の体内に残るセシウムの残存量と、1日10ベクレル、1日1ベクレルを毎日、
食べた時の比較 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
明日、九州の「川内原発２号機」が再稼働します。

http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0820151014acbs.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
ロシアが危ない

シリアで「使用が禁止されてるクラスター爆弾」を使ったり、こないだは「核兵器を

使う事も考えていた」と言っていたり、「火炎放射戦車」をウクライナに移動させた

みたい。これで街が攻撃されたら「この世の地獄」と形容されてる兵器 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
チェルノブイリの放射能汚染では、こういうのもあった。

『さほど空間線量が高くなかった地域なので、安心していたが、数年後、樹木の汚染

が深刻化。原因は放射性物質が地表から地中にしみ込み、それが「樹木の根っこ」に

到達し、樹木が吸い上げた結果、樹木からの放射能汚染が出てきた』という報道

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/654301984716013568/photo/1
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/654298099477680129/photo/1
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0820151014acbs.html


T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
8000ベクレル
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/654277272522764288/photo/1
今の日本は、これが基準だからね。おかしいよね。8000ベクレルだから。
これも今年の7月の報道。「8000ベクレル以下の放射性廃棄物を、仙台で試験焼却。放
射性物質に汚染された牧草などの試験焼却を始めた」

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
T. HIRANOさんがリツイートしました measure-man
高いなぁ。線量が。

https://twitter.com/nanarotary7/status/652788775790080000
空間線量は、さほどではなくても、地上で（約5㎝⇒0.41μSv/h）もあったら、もし、
こういう線量の場所に生えてる野生のキノコなんて食ったら、数万ベクレルぐらいあ

るし、子供が落ち葉で遊んだら、大変ですね。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
鹿児島・諏訪之瀬島

（噴火警戒レベル２、火口周辺規制）　10月14日19時〜（火映）

kenji @buick54aki · 14時間14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

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 15 時間15 時間前 
名無し：10/13 04:03
tamaki_satosato
8月24日から一月半弱で、すでに3600万ベクレル！の放射能が仙台市内に拡散されま
した。それでも土壌測定をすることすら賛成しない、仙台市の市議たち。一体なにを

考えて議員をやってるんでしょうかね…

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 15時間15時間前 
名無し：2015/10/13(火) 10:39 ID:XXXXXXXX
栃木の那須町で、今年の栗が５５０Bq／ｋｇという市民測定所検査結果が出ているよ

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/654277272522764288/photo/1
https://twitter.com/nanarotary7/status/652788775790080000
http://sun.ap.teacup.com/souun/17204.html#readmore


うですが

http://www.crms-jpn.org/mrdatafoodymd/ymd_2015-09.html …
#食べたらアカン

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 15時間15時間前 
名無し：10/13 12:24
kurieight
九重親方（元千代の富士、６０）が、６月中旬から下旬にかけて膵臓がん手術。７月

下旬に退院。

再発のリスクが高く、密接につながっている胆のうや肝臓に転移しやすい。

プルトニウムとストロンチウムがどうやら関係しているという説がある。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 15時間15時間前 
名無し：10/13 12:44
hanamama58
本当のことはずっとあとになってからしか明らかにされないのか？

…昨日福島県富岡町から避難する木田節子さんから電話があり、彼女の周辺では中絶
せざるを得ない人が増えており、原因は口唇裂症(みつくち)、多手(肢)症状だとのこと
。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 15時間15時間前 
名無し：10/13 12:50
koichi_hirota
福岡県および佐賀県界隈にて、中身は福岡県産米「ゆめつくし」と偽って福島産コシ

ヒカリの横流し米をヤミ米としてさばいている集団がいるそうです。友人がそのブロ

ーカーに指摘したら「福島や被災地の農家を助けて何が悪い！」と…

復活 @sohnandae · 16時間16時間前 
福島第一、５,６号機の敷地から大量の湯気が出ているのか理解に苦しむ。⇒フクイチ
で新たな恐怖！核燃デブリ「地底臨界」危機進行中！東日本どころか地球規模の超巨

大原子力災害に突き進む

http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/5b4007cf6abfaa57e776198383bbf9af … 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 21時間21時間前 
昨年7月、ウクライナ東部で298人が死亡したマレーシア航空機：MH17の墜落につ
いて、オランダの安全委は、ウクライナ東部から発射された「ロシア製のミサイル」

に爆撃されたとする最終報告書を発表。

誰が発射したものかは現時点では不明。

http://www.crms-jpn.org/mrdatafoodymd/ymd_2015-09.html
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/5b4007cf6abfaa57e776198383bbf9af


誰が発射したものかは現時点では不明。

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
NOAAの予報通りになりそうです。
NOAAの予報では今日14日未明から。他の予報では今日の夕方から、東電福島原発か
らの風は西日本へ。

時速36km程度で計算してください。
https://twitter.com/cmk2wl/status/654120975785590785/photo/1

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
またアブラゼミが鳴いてる。

12日にも世田谷で1匹だけ鳴いていた。成虫の寿命は2〜3週間みたいなので、最近にな
って地中から出てきたのかな。まれに10月末ごろまで鳴くらしいけど。
鳴き声：https://www.youtube.com/watch?v=n2WvGDBuSrk … 

un志水　満 @tennsi21 · 10月13日 
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 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10月13日 
最近、緊急によくやってるね

10月13日：海上保安庁発表「緊急情報：新島において、10月14日の7時から防衛省に
よる飛しょう体（ミサイル）発射試験が実施されます。付近航行船舶は注意。

：

http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/dtl/emr/0300_20151013165529379_WE_199_EME.html
…

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

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【ホームに取り残された車掌 走って追いかけ遅延】
きょう未明、京急電鉄の北品川駅で車掌がホームに取り残されたまま電車が発車する

トラブルがありました。車掌はおよそ７００ｍ離れた隣の駅まで走って電車に追い

https://twitter.com/cmk2wl/status/654120975785590785/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=n2WvGDBuSrk
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307463&g=131208
http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/dtl/emr/0300_20151013165529379_WE_199_EME.html
https://www.youtube.com/watch?v=6-b38gob9A8


つき、およそ５分の遅れが出ました。

http://nerv.link/qtV67r

…ちょっと娯しい眺めなので赦す…ｗ
 

http://nerv.link/qtV67r


（10月16日）　ポロニウムの致死量は１億分の１ｇといわれ、そんな危ないものがタ
バコにも含まれている。

http://85358.diarynote.jp/201510160854174624/

首都圏は非常事態から３時間後に封鎖／データ受信できません。

2015年10月16日 リステラス星圏史略　（創作）

※　↓　画像２の列島中央の点線に沿っては揺れて割れるので通れません★

Mペッコ @pecko178 · 1時間1時間前 
＊首都圏からの避難

首都圏は非常事態から3時間後に封鎖される。すでに予行演習も行われた。
首都圏から関西方面に脱出するルート

①一般道路から前橋方面へ、長野松本など経由してR１９号へ　
②諏訪伊那権兵衛トンネルからR19へ。中央アルプスを越えて木曾に出ればOK(ルイネ
ットさん)

下町のリリアン @ririan10043 · 11時間11時間前 
全国の空間線量グラフを見てる方、異常はないですか？何度トライしても、データ受

信できません。(T_T)なんで？

makehappyenergy @makehappyenergy · 15時間15時間前 
やっぱり全国サムネイルさん表示されない…。（＞＿＜）

http://85358.diarynote.jp/201510160854174624/
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chika @escapefromhelll · 15時間15時間前 
全国サムネイルは更新中？

Pray for the Nations @ST0NES · 10月9日 
ごきげんよう。

さようなら。

またいつか逢いましょう。

おげんきで。

きょうここへ命あることに感謝。

…【寒寝入る】…（違っ）

https://www.youtube.com/watch?v=kKXTFJV-S1o
Pump Up Songs 2015 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
被曝症状最前線　27　血管炎で体のあちこちが痛くなる
http://inventsolitude.sblo.jp/article/165799220.html …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
"cladegifan 2014年5月15日
放射線による骨髄抑制であれば

症状は全身に出ます

腸管やら網膜やら、弱い部分から

鼻と同じ様に出血するはず

（確か、渡辺謙の白血病を見つけたのは

眼科医だった記憶。眼底出血に伴う視力障害）

白血球も減少するから感染症も起こす"

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
「ポロニウム」

元ＫＧＢ情報部員リトビネンコ氏の

https://www.youtube.com/watch?v=kKXTFJV-S1o
http://inventsolitude.sblo.jp/article/165799220.html


殺害に使われた猛毒放射性物質

ポロニウムの致死量は１億分の１ｇといわれ

リトビネンコ氏の身体からは

その100倍のポロニウムが見つかった
そんな危ないものがタバコにも含まれている

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/904a51a05877073965e4f0d398e20ad7 …

amaちゃんださんがリツイート 
重本加名代 @mohuzou · 15時間15時間前 
ヨーロッパ最高の研究機関マックス・プランク研究所は、東北・関東は放射能退去エ

リアとしている！！

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9c3d5746b1bef5e0ece963bef20b183c … @neko_aiiさん
から

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 10月14日 
【拡散】tokaiama 腰痛の原因で意外に知られてないのが腎臓疾患です。腎臓が腫脹す
ると周囲を圧迫して腰痛になります。腰をかがめられない回らないが特徴。朝方、腰

よりやや上に不快な痛み。セシウムは血管内皮を被曝させボロボロに。腎臓肝臓が

ダメージ

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 10月14日 
除染作業員８人中、 ７人が死亡　http://bit.ly/1lMKvDu

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 · 2時間2時間前 
露国との関係を強めているイランが中国へも接近、米国の好戦派が破壊しようとし

た国々が団結へ 
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201510150000/ …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/904a51a05877073965e4f0d398e20ad7
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9c3d5746b1bef5e0ece963bef20b183c
http://bit.ly/1lMKvDu
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201510150000/


米政治学者「ＩＳ戦闘員に大量のトヨタ車を供与したのは米国務省」：と英国政府、

ロン・ポール平和・繁栄研究所の政治学者

http://www.asyura2.com/15/warb16/msg/175.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
「結局、誰が安倍政権を作ってしまったかと考えると、有権者なのに選挙に行かない

人達だ：エリック ・C氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/18584.html#readmore …
エリックよ！

何を勘違いしてるんだ　安倍政権を作ったのはCIAとムサシだよ

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
民間団体が海の汚染状況を調べるため

船を出して海水を採取していたところ

海上保安庁の船がやってきて、

海水を採取して放射線量を調べる事は

禁止されていると、測定を許可しなかった

←　いったい、日本の法律政令のどこに、海洋採水禁止が出てるんだ！

Mペッコさんがリツイート 
katsuhiro放射能健診署名運動京都 @katsuhiro223 · 9時間9時間前 
ようやくストロンチウムを測り出した所もあります。

うーん、一歩一歩というか、もし自分が総理大臣なら、今すぐ首都移転。福島全域

避難。関東、東北地方からの集団移住の準備。福島原発事故対応と国民被曝対応に

予算。戦争準備なんか違います！@roujinbakudan @65MikoBOT

Mペッコさんがリツイート 
イシカワ（生きている） @ishikawakz · 9時間9時間前 
来月から原発の説明会を開催 - NHK京都府のニュース
http://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/2015536271.html …
「福井県にある高浜原子力発電所を巡って、安全対策などについての説明会が来月、

原発から３０キロ圏にある舞鶴市や宮津市などで順次開かれることになりました。」

なぬ？

amaちゃんださんがリツイート 
un志水　満 @tennsi21 · 10時間10時間前 
モンサント社のＧＭＯトウモロコシを栽培している畑が、

http://www.asyura2.com/15/warb16/msg/175.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/18584.html#readmore
http://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/2015536271.html


全て焼き尽くされた国もあるようだ。

反モンサント社、反ＧＭＯの動きが世界に広がっている

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307921&g=131208 … … … 
https://twitter.com/tennsi21/status/649291983744167936/photo/1

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307921&g=131208
https://twitter.com/tennsi21/status/649291983744167936/photo/1


（10月20日）

http://85358.diarynote.jp/201510210047388551/

放射能で記憶力が低下／鼻水が緑なら緑膿菌の可能性／「被ばく

なき居住」「貧困なき避難」は私たちの生きる権利で基本的な人

権です。

2015年10月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
夕方ぐらいから、そして2時間ぐらい前からは、世界中の報道機関で
「日本の原発事故：福島原発作業員の40歳代の男性が白血病を発症した件を日本政
府は、初めて認めた。」とトップニュースで駆け巡ってるけど、報道しないね。日

本は。アンダーコントロールだね。

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
安東量子@量安尼 @ando_ryoko · 3時間3時間前 
関係者の方、このヤバさ、気づいてますか。今さら気づいても、遅すぎるかもしれま

せんが、なにもしないよりは、なにかしたほうがマシかもしれませんよ。

amaちゃんださんがリツイート 
村山 英治　原発即時停止に一票 @hpappy · 4 時間4 時間前 

http://85358.diarynote.jp/201510210047388551/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151021/85358_201510210047388551_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151021/85358_201510210047388551_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151021/85358_201510210047388551_3.jpg


村山 英治　原発即時停止に一票さんがリツイートしました M. Suzuki
僕の家には震災前からガイガーカウンタがあって常に１２cpm前後でピッ・ピッって音
がしていた。３１５の昼前、ピピピピッという音がして１００cpmを超えた。その時の
恐怖は言い尽くせません。

全ての家庭にガイガーカウンタを行き渡らせたい。 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
４年半何してたん？？？？

水道水の風呂まだ入ってるん？？？？？

料理にまだ水道水使ってるん？？？？？？？

それどころか、飲んでる！？？？？？？？？？？

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 14 時間14 時間前 
フクイチが爆発した瞬間から。

首都圏を放射能雲が覆った瞬間から。

経済破綻と健康被害が避けられないと判断し、TPPと戦争への道へ、舵を切った奴が
いるのさ。

経済の点において、国民の圧倒的多数がそれに乗った。経済以外においては、知らず

知らずにそれに乗った。

それが今。

https://www.youtube.com/watch?v=000PbDBFUDc
KOKIA / 世界の終わりに【OTO NO TABI BITO #21】

ベクレーヌ八千代 @bqn_yachiyo3 · 56分56分前 
よくよく調べたら、２０１１年度のコメが原因でした。捨てるのはもったいないと保

存していたもの（事故前の収穫だが保存中に汚染）を食べていました。でも測ったら

３１．５ベクレルです。食品の基準値からいえば食べてもいいことになっています。

http://fukushima20110311.blog.fc2.com/blog-entry-110.html …

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
チェルノブイリ事故１週間後

多くのドイツ人がウクライナ各地からドイツ連邦共和国に戻った

その人々の染色体を分析、驚くほど明確な染色体異常の増加

ほとんどは出張でウクライナに来ていた人々で

https://www.youtube.com/watch?v=000PbDBFUDc
http://fukushima20110311.blog.fc2.com/blog-entry-110.html


チェルノブイリから約400km地点にいた
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9501e05ada72a0b84985a94672ee2dae …

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
安東量子@量安尼 @ando_ryoko · 3時間3時間前 
労災認定問題は、もうひとつの問題を引き起こす。すなわち、職業ではない一般公衆

で5mSv以上被曝したと推測される人が、白血病を発病した場合との不平等性。

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
Jun Sky 世界の全原発を即廃炉に! @Jun_Sky_0610 · 4時間4時間前 
Jun Sky 世界の全原発を即廃炉に!さんがリツイートしました ▲motty▲
『福島第一原発と他の原発で働いた期間あわせて１年６か月で１９．８ミリシーベル

トで、年間５ミリシーベルトという白血病の労災認定基準を超えていることに加え、

ガンを発症する他の要因が見当たらないとして労災が認定』

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 6時間6時間前 
自分の子供親の都合で、移住しないで

殺してる、東日本の馬鹿親たちに

政治が変えられる訳が無い！！！！

大体、今現在初期被曝のあった

地域にまだ居る事自体が、

あなたの知識は、低レベル放射性廃棄物並で

事実あなたの体も、そうなってる。

本来亡くなれば、鉛の棺に入れられるのが常識です

amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 
原発事故の作業員が白血病 初の労災認定
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151020/k10010276091000.html …

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
甲状腺手術やってもらえたとしても

関西でも、最低３か月待ち。

しこりが、5ｍｍぐらいないと
細胞検査も、やってくれない！！！！！

これじゃ、東北、関東首都圏は、手術待ってる間に

手遅れになって、亡くなってゆく人たちが

物凄い数出るだろう！

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9501e05ada72a0b84985a94672ee2dae
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151020/k10010276091000.html


東京は既に医療崩壊してる！！！！

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
随分以前に、大物議員たちが

東京に持ってる不動産処分し始めたという

ブログ読んだけど

放射性廃棄物になった

東北、から関東首都圏の土地に

本来価値なんて無い

だいたい、汚染も伝えずに売り買いしてる

不動産屋は、全員が犯罪冒してる状態ですよ

東京のの不動産も今後下がるだけですね。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
東日本で、汚染されていて、売れ残った食品は

西に持って来られる。

それでも、売れない物は、家畜のエサになる

当然だろ！？

だから、鹿児島の養殖のブリが早い時期から

東北産のイワシエサにしてるから、汚染が出たわけ。

鶏も、豚も、牛も、同じこと

西日本産だからといって安心できませんよ

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
「七年目の浮気」は許してもらえるかも・・・

「五年目の被曝」は、必ず病気ですよ！！！

１＋1は２でしかない。科学は、医学は、そういうもの。
関東首都圏の4000万人は、確実に今そういう状況です。
https://twitter.com/k2cyan/status/656383749324587009/photo/1

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
nami 意識遠い系 @nanachin1974 · 8時間8時間前 
■東京都でRSウィルス感染症が急増 インフルエンザより厄介と意見も
http://news.livedoor.com/article/detail/10729083/ …
(2015年10月20日 15時34分) 《抜粋》RSウイルス感染症は、RSウイルスによって引き
起こされる呼吸器の感染症。

https://twitter.com/k2cyan/status/656383749324587009/photo/1
http://news.livedoor.com/article/detail/10729083/


ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
ロビン @oldblue2012 · 8時間8時間前 
「電線から火花」通報相次ぐ - NHK 東北 http://www.nhk.or.jp/tohoku-
news/20151020/5825141.html …仙台市青葉区や太白区、宮城野区
東北電力によると、火花は、雨で電線に付着していたほこりが湿り気を帯びてショー

トしたと見られるということです

⇒「電線に付着していたほこり」って？？

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_ · 14 時間14 時間前 
放射能汚染の影響で疲れ易くなると学習面での記憶力が低下。子供達の生活の質は著

しく低下する。癌でなくても子ども達にとって決してプラスにはならない

http://goo.gl/ZaY9ft 
https://youtu.be/3hv-5bW17Rs?t=19m30s …

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
唐辛子　「週に1度は必ず食べている」という人ほど、がん、心筋梗塞、虚血性心疾患
、呼吸器疾患など生活習慣病の罹患リスクが低減されるとわかった

http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20151020-00088816-toyo-nb …

AKIRA @AKIRA23150220 · 21時間21時間前 
文科省発表のセシウム降下量。

https://twitter.com/AKIRA23150220/status/656163257128894464/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
ともは @sanashikitomoha · 23時間23時間前 
今日は、朝の駅で具合悪くなってる人がいて駅員さんが囲んでいて、仕事帰りも改札

前で男子がバッタリと倒れて動かず、駅員さんが囲んでいた。

あの彼、生きてたかどうかもわからない。

そして電車乗り換えようとしたら、そっちでも人身事故で運転見合わせ。

みんな今日はどうしたのだろう。

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
緑膿菌を培養すると、線香や金属の臭いがすることもあると。（金属臭は藻類でも

同じ）

臭いを感じたら、自分の体内も疑ってみるべき。

鼻水が緑色なら緑膿菌の可能性も。

http://www.nhk.or.jp/tohoku-news/20151020/5825141.html
http://goo.gl/ZaY9ft
https://youtu.be/3hv-5bW17Rs?t=19m30s
http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20151020-00088816-toyo-nb
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/656163257128894464/photo/1


cmk2wlさんがリツイート 
ゑむさん @m333_jp · 10月19日 
話題の水式空気清浄機。

簡易的にバケツとサーキュレーターで半日試したら、1年ほどアトピーに悩む妻が「痒
みが減ったかも」とのこと。

原因が分からないままの肌の痒みだったけど、もしかして空気!?
ちょっと続けてみよう。

きむらとも @kimuratomo · 2011年2月20日 
「熱が出て具合が悪いにもかかわらず頑張って職場に顔を出すのが、社会人としての

常識」というワケの分からぬ考え方が無くなって、「熱が出て具合が悪いにもかかわ

らず無理やり職場に来るのは、社会人として非常識」というまっとうな考え方が主流

になれば、インフルエンザはこれほど流行しないだろう。

https://www.youtube.com/watch?v=ANDGurOLuGE
KOKIA - 本当の音 [Hontou no Oto] (True Sound) 

cmk2wlさんがリツイート 
Angama @Angama_Market · 2014年6月23日 
@cmk2wl 放射線を当てられたカビの一部はエネルギー効率が劇的に向上して、そうい
うのがチェルノでは"線源に向かって"伸びてるという論文がありましたよ。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
初期被曝のあったこの地域のすべての物が

放射性廃棄物

あなたの、今着てる服も

靴も車も、家も、土も、木も、水も、食べてる物も、

すべてがね！！！

https://www.youtube.com/watch?v=UijT7UK1Bj4
KOKIA / 孤独な生きもの【OTO NO TABI BITO #20】 

https://www.youtube.com/watch?v=ANDGurOLuGE
https://www.youtube.com/watch?v=UijT7UK1Bj4


ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
unorthodox @unorthodox_TW · 10月19日 
"「被ばくなき居住」「貧困なき避難」は、私たちの生きる権利であり基本的な人権
です。 " / “「避難の権利」を求める全国避難者の会(準備会)ブログ:「避難の権利」を求
める全国避難者の会　加入申し込み受付” http://htn.to/AkniiG

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

http://htn.to/AkniiG
https://www.youtube.com/watch?v=0UF9QOCrfDA


（10月22日）　「日本を離脱して生き抜く覚悟」は、変わっていない…／有効なデモ
活動は「東京から移住してしまうこと」ですよね。下手に国会前に集まるからおかしく
なる。

http://85358.diarynote.jp/201510220930583419/

殺されるつもり？　家捨てられずに命を捨てる馬鹿だよね。

2015年10月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
関東から「一晩中揺れてた」との報告

前駆微震、巨大地震が接近していると考えるべき

行徳は断絶

http://earthq.system-canvas.com

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 4 時間4 時間前 
東京

いつまで寝ぼけてるんやろ？

全員

殺されるつもりなんだろうか？

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
やのっち @_yanocchi0519 · 11時間11時間前 
自衛隊が車内広告占領。こんな状況が普通だと思っている人は、真性の思考停止人間

ですよ。

https://m.facebook.com/photo.php?
fbid=743568215772937&id=100003592970431&set=a.378161588980270.1073741834.100003592970431&source=57&__tn__=E
…
https://twitter.com/_yanocchi0519/status/656829757451993089/photo/1

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=PyCX7diu1V4
Inner Circle Live In Australia - Shock Out Jamaican Style + Rock With You

初期資金さえ調達できれば、「日本を離脱して生き抜く覚悟」は、変わっていない…

http://85358.diarynote.jp/201510220930583419/
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https://m.facebook.com/photo.php?fbid=743568215772937&id=100003592970431&set=a.378161588980270.1073741834.100003592970431&source=57&__tn__=E
https://twitter.com/_yanocchi0519/status/656829757451993089/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=PyCX7diu1V4


だからこそ、今のうちにせめて、たくさん観ておきたい…
（すでに「過保護霊団」から「大雪山の紅葉は、いくら行きたくてもカナリア体質には線量高す

ぎるから諦めろ！」と、宣告？されている…（ＴへＴ；）…★）

全日本マヂキチ選手権 @mjktjpn · 5時間5時間前 
台湾で。 台風動画がマヂキチすぎる。 恐ろしい 

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
【RT200UP】 21世紀前後、我々が生まれてから絶滅した17の生物
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52095797.html … 
https://twitter.com/karapaia/status/656842395502297088/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=IIw3BtSPHtI
Aswad - Shine 

じょなちゃん病気療養中 @jyonasan1957 · 3 分3 分前 
福一の現場労働者数千人行方不明。死んじゃったんじゃないの？ / @tweettvjp モーニ
ング宇宙ニュース http://cas.st/c8b7de2 | 46:51経過

RUN－ちゃん @Run__Chan · 58 分58 分前 
どこまで卑怯なんだ···意図的に安保法制の政治劇に被せたな！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=131205 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
シールズの政権批判替え歌を見ていて、被曝問題が一切含まれていないことに驚かさ

れた

意図的に被曝をスルーしてるんだな

こんな政治判断をするのはエートス推進、子ども達を避難させない共産党なのか

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
安倍晋三・自民党の進めている高濃度放射能汚染地への帰還政策は、完全に大量殺人

です

年20ミリシーベルトに達する汚染地で生活すれば全員が10年以内に被曝死します
福島市・南相馬市などに住んでいる方も、来年には大量死が始まります

大人は自己責任だが、子供は政権による殺人なのです

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
チェルノブイリ周辺　北ウクライナで子供のうちに白内障に罹患した子ども達の

うち、10年後に生き残っている子供はゼロだった
http://www.asyura2.com/13/genpatu30/msg/175.html …
内部被曝による白内障は体内が高度に汚染されている事実を示す

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
完全に消えた「地底臨界説」　３号機内部調査で判明！

http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-2706.html …
東電は悪質な陰謀企業、どんなウソ捏造でも実行する

穴の開いた炉心底に詰め物をして水ガラスでも流しておけば、水が満ちていると見せ

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52095797.html
https://twitter.com/karapaia/status/656842395502297088/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=IIw3BtSPHtI
http://cas.st/c8b7de2
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307980&g=131205
http://www.asyura2.com/13/genpatu30/msg/175.html
http://pfx225.blog46.fc2.com/blog-entry-2706.html


かけることができる

東電情報を信用するな！

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
安倍政権が自家用タクシーを解禁へ！まさかの白タクが復活！「過疎地などでの観光

客の交通手段に」

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8447.html …
シロタクが禁止されたのは、それが１００％必ずヤクザの資金稼ぎの温床になるから

だ

安倍晋三は山口組と深い関係があり救済したいのか？

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
子どもの貧困で政府が寄付呼び掛け、政府は何の為にあるの？（まるこ姫の独り言）

http://jxd12569and.cocolog-nifty.com/raihu/2015/10/post-4624.html#comment-
134749779 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
「福島米」避けていきいき健康生活—福島産米を避けた場所では葬式が減ったー

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1597.html …

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 4時間4時間前 
クソまじめと言うより

日本人は、、バカまじめだとおもう

ギリシャ人のちゃらんぽらんは、実は

日本人より賢いんだよ。

まさか、殺されることわかっていて

原発作業員並に被曝させられながら

働く事は、無いだろう。

zamasokutei_bot @zamasokutei_bot · 5時間5時間前 
福一から放出されたセシウムは、強い塩基性があるアルカリ金属第一族ですので反応

性が高く、大気中に放出されすぐに二酸化セシウムになり風と共に大気中を漂いま

した。二酸化セシウムは水と強く反応するので、大気中の水分子と反応し水酸化セシ

ウムとなり雨と共に地上に落ちてきたと考えられています。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5時間5時間前 
家捨てられずに

命を捨てる

馬鹿だよね

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
ラ•フランス @law90c · 7時間7時間前 
@k2cyan 政治に物申すならば、シールズみたいに汚染地東京でデモする時点で誤り
であって、有効なデモ活動は「東京から移住してしまうこと」ですよね。下手に国会

前に集まるからおかしくなる。

政治を語るならば、放射能のことも包括的に勉強しなければならない、と思います。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
違法だと騒いでる人たちが

放射線管理区域に住んでる事も

違法なんです

もうなにがなんだか

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8447.html
http://jxd12569and.cocolog-nifty.com/raihu/2015/10/post-4624.html#comment-134749779
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1597.html


分からないような

無法状態ですよね

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
皇居は　715万ベクレル/平方メートル　永久立入禁止区域　11.11 日本は今まさに正念
場　守れるか未来。

http://blog.goo.ne.jp/luca401/e/4ec1f5f313c5390726ccc9097465e35e … … … …
@luca215さんから

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10 時間10 時間前 
Canada to end airstrikes in Syria and Iraq, new prime minister Trudeau says.
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/21/canada-end-airstrikes-syria-iraq-new-
prime-minister-trudeau …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
日本では人類史上最悪の原発事故で

海洋汚染も深刻な状態なのに、まだ、こんなことやってるんだね

「中国、イギリスへの原発3機の輸出で最終合意・総工費は300億ポンド（5.5兆円
）http://www.businessnewsline.com/news/201510210730420000.html …

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
レイ 3104@rei228 · 10時間10時間前 
とにかく職場の若いお母さん達の意識が最近ガラッと変わってきたね。自分だけでな

く家族の体調変化にも敏感になってきた。埼玉に出張行った旦那の酷い咳がまだ止ま

らない若い女性は特に…

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
Wert Yuio @SirBears · 10時間10時間前 
メモ

20151021
福島沖地震

最大震度４

物が落ちた、ズレた

東西方向

さいたま

311前後と同様

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
福島原発事故前の日本の放射線量は（西日本の御影石などの地層の影響による自然放

射線のエリアは除く）　各都道府県が公表していたシンチ線量計の測定値で（全国の

平均：0.035μSv/h）ぐらい。TERRAなどのGM管ですら（東京で0.060μSv/h）
いかに今の線量が高いかがわかる

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 16時間16時間前 
ヨーロッパ最高の研究機関マックス・プランク研究所は、東北・関東は放射能退去エ

リアとしている！！

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9c3d5746b1bef5e0ece963bef20b183c …

https://www.youtube.com/watch?v=S_E2EHVxNAE

http://blog.goo.ne.jp/luca401/e/4ec1f5f313c5390726ccc9097465e35e
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/21/canada-end-airstrikes-syria-iraq-new-prime-minister-trudeau
http://www.businessnewsline.com/news/201510210730420000.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9c3d5746b1bef5e0ece963bef20b183c
https://www.youtube.com/watch?v=S_E2EHVxNAE


Richard Marx - Right Here Waiting

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
原発事故直後、CNNなどの海外メディアでは
「日本人は靴を脱ぎますから、被曝防護もできますね」とか報道してた。

「玄関の水拭き」は、今も定期的にやった方が良いです。靴底に付いたセシウムなど

の放射性物質を「玄関」で止めないと、セシウムなどの微量のチリが室内で浮遊して

る状態になる

cmk2wlさんがリツイート 
(*´Å｀) @Suncelica · 10月18日 
最近流行りの水式空気清浄機、ちょー簡素なやつ作ってみた。

#水式空気清浄機 
https://twitter.com/Suncelica/status/655764539032506368/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=IWIxA7M_-ZA
Big Mountain - Baby I Love Your Way(1994) 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5時間5時間前 
原発難民になっても避難しろ・

https://www.youtube.com/watch?v=j6WIrSkgdl0
I WOULD FIND A WAY by BIG MOUNTAIN - Official Big Mountain Video 

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
レイ 3104@rei228 · 12時間12時間前 
舌噛んで痛がっていた次男君。夕飯の時は以前とほとんど変わらないペースで食べて

いた。大丈夫そうだな？「うん！思ったより早いなあ。口内炎になると、あとどれく

らいで治るのかだいたいわかるんだけど…そういや口内炎に最近ならねえな」良かっ
た良かった。まあそういう事なのだろう^^

https://www.youtube.com/watch?v=di-_n05tppo
Big Country - In A Big Country 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
政治の話今することなんて無駄ですよ。

核爆弾落とされたような汚染の

カル都に居る事自体が国側にしては

思う壺、病気にしてしまえば

政府軍の勝ち！

核戦争の最全線で、

敵に向かって「撃つな！」は無謀ですよ

戦争は、本気の殺し合いです

ただこの戦争は、国が自国民一方的に殺してる内戦！

https://twitter.com/Suncelica/status/655764539032506368/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=IWIxA7M_-ZA
https://www.youtube.com/watch?v=j6WIrSkgdl0
https://www.youtube.com/watch?v=di-_n05tppo


https://www.youtube.com/watch?v=VdQY7BusJNU
Cyndi Lauper - Time After Time

https://www.youtube.com/watch?v=VdQY7BusJNU


（10月25日）　原因不明の視力低下が増えている。

http://85358.diarynote.jp/201510260015089659/

私は報道に騙され、子を被曝させてしまいました／魚を多く食べ

た子供ほど白血病にかかりやすい／必ず被曝症状が出て助からな

いレベル／ 死ぬまで平均８年かかる大量殺人／横浜市ならソ連は
ブルで埋めた街！

2015年10月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
東京都の瓦礫焼却の元請会社（１社のみ）

「東京臨海リサイクルパワー株式会社」

○株主 東京電力株式会社 95.5％
○設備

（産業廃棄物）流動床ガス化溶融炉 275ｔ／日×２基
（感染性医療廃棄物）専用焼却炉 50ｔ／日
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu10_j/images/100427d.pdf …

AKIRAさんがリツイート 
塚本神子 65@MikoBOT · 6時間6時間前 

http://85358.diarynote.jp/201510260015089659/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151026/85358_201510260015089659_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151026/85358_201510260015089659_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151026/85358_201510260015089659_3.jpg
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu10_j/images/100427d.pdf


私は報道に騙され、子を被曝させてしまいました。無知で上辺しか知らなかったので

、避難しても子を守ることができませんでした。私にできることは経験した事実を話

すことだけです。知って選んでください。できれば知って伝えてください。

https://www.youtube.com/watch?v=dfRtPbBFoGg
David Guetta - Without You ft. Usher (Piano/Cello Cover) - ThePianoGuys 

AKIRAさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
"etosha0824(眼科医) 2014年4月28日
白内障や網膜剥離が増えると思っていたが違った。

その前に、重症のドライアイや眼底出血、

眼圧コントロール不良の緑内障、

原因不明の視力低下が増えている。

キャパを越えてる。

３年過ぎた３００ｋｍ圏。"

AKIRAさんがリツイート 
Mizuki-sato @obcsato · 1時間1時間前 
東京電力福島第１原発事故に伴う国の除染作業で使用されたマスクや手袋が、福島県

内の複数の地域でコンビニなどのごみ箱に捨てられるケースが常態化していることが

わかった。http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015102501001264.html … 
https://twitter.com/obcsato/status/658276549884407808/photo/1

被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 2時間2時間前 
日焼けというか「遠火で炙ったような火傷」

フォールアウトのあった朝の雪に触れたボクの手はそうなりました。

まさに焼けるというカンジ、内部被曝した体内も。

＞フクイチ周辺にだけ発生する“怪しい霧”に“異様な日焼け”が警告するものとは
＞ http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151025-00055426-playboyz-soci …

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
イシカワ（生きている） @ishikawakz · 2時間2時間前 
「11月5日、札幌地裁での初公判でAさんは意見陳述を行う。安全性が無視され誰もが
お払い箱になる現場で、2度と原発被ばく者を出さないために。

https://www.youtube.com/watch?v=dfRtPbBFoGg
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015102501001264.html
https://twitter.com/obcsato/status/658276549884407808/photo/1
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151025-00055426-playboyz-soci


取材・文／樫田秀樹　ジャーナリスト。’59年、北海道生まれ。
」http://news.livedoor.com/article/detail/10747967/ …

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
白石草 @hamemen · 2 時間2 時間前 
宮城県議会選。加美選挙区の開票結果みたら、処分場反対派の新人が、現職の自民に

ダブルスコアで勝ってる。

AKIRAさんがリツイート 
らじ　とそのなかまたち 1@radi2 · 2時間2時間前 
現在チェルノブイリでは0.232uSV圏内が立ち入り禁止、0.4〜0.5の村が廃村にされ
封印。　★高い値に麻痺してしまっている頭をリセットしましょう。　#被爆

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
ラ・アーク再処理工場周辺で高濃度汚染　排出液から１億６千万Bq／L
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/31e981101c5433cbf929ffd91680c085 …
工場から３５キロ圏に住む

白血病の子供27人と健康な子供１９２人を比較
頻繁に海水浴したり

地元産の魚を多く食べた子供ほど

白血病にかかりやすい傾向が確認された

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
＜広域処理の真実＞

『広域がれき処理の一番の元請は

東電の子会社である「臨海リサイクルパワー」

この子会社にまず第一に

お金を落とすことが目的で始まった事業

瓦礫処理費用は国税で賄われ

そしてそれが東電グループ企業に流れる

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/efab53ced1313a17e626ce2a2fa8ff7f …

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
ひねもす憂鬱【脱原発に一票】 @honehone_man_7 · 3時間3時間前 
@utubyou009 @k2cyan 
水が循環する限り、被害は静かに世界に広がってゆきます。

http://news.livedoor.com/article/detail/10747967/
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/31e981101c5433cbf929ffd91680c085
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/efab53ced1313a17e626ce2a2fa8ff7f


kenji @buick54aki · 3 時間3 時間前 
9月14日早朝､福一で起きた爆発｡再臨界､メルトダウン説も放射能ツイで有名なユーザ
ーもこれに触れてないのは何故？この温度差は怖い｡拡散してる様子無いし

http://youtube.com/watch?v=mJE4yB
…
http://twitter.com/TinnyFoil/status/511253291183788032/photo/1pic.twitter.com/2Tm5lNZciG
” - 17 Sep

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 3時間3時間前 
【拡散】tokaiama たったいま、福島の中通り、浜通り重汚染地帯に住民を住まわせて
いること これもアウシュビッツ処刑場のガス室に福島県民を閉じこめて時間をかけて
殺戮しているのと同じだと何度も指摘してきました 死ぬまで平均8年かかるだけで大量
殺人なのです

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
東京に居て何も対策を打たず外で呼吸をした人は全員６０００ベクレルの放射性物質

を肺に吸い込み体内被曝している。この量は必ず被曝症状が出てきてまず助からない

レベルこれは事実です。福島、茨城、千葉、栃木の人はこれ以上の体内被曝をして

いる。http://bit.ly/YFMb5m ”

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
セシウムは目くらましで、 
2000トンを超えるウランが粉々になり飛び散ったことが【問題の本質】だと
2011年３月11日から当局は承知なのではないか・・・・・・・
ちなみに広島長崎原爆は僅か850g
グラム。

チェルノブイリは2トン

amaちゃんださんがリツイート 
命最優先・大山弘一 @Anti_Jigokudama · 5 時間5 時間前 
福島市20人
いわき市24人
郡山市26人
南相馬市4人、、、

http://youtube.com/watch?v=mJE4yB
http://twitter.com/TinnyFoil/status/511253291183788032/photo/1pic.twitter.com/2Tm5lNZciG
http://bit.ly/YFMb5m


誰も騒ぎませんね

太郎議員は何か？

共産党は？

社民党は？

一巡目で何もなかった子供が

二巡目で10人も癌になって転移しているって？
頭がおかしくなりそうです。 
https://twitter.com/Anti_Jigokudama/status/642273249175298048/photo/1

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 5時間5時間前 
@azarashi_salad @ishikawakz 
福島県中通りでは、2011年5月ごろから、「自主的な除染」ともいうべき草むしりや樹
木の剪定で出た植物性のゴミを、通常の「燃えるゴミ」として収集して、焼却してま

したよ。勿論、焼却灰の汚染濃度は超深刻なものになりましたけど。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6 時間6 時間前 
10月25日 17時15分
震源地（山梨県東部・富士五湖　マグニチュード4.4）
2011年3月15日に（震度4）2012年1月28日に（震度5弱）の地震があった震源。

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
だから正直な話、神奈川あたりの海に行くと絶望的になる。

浜はヘドロ臭く、酢酸カーミンの臭いまで…。この海で泳げる人がいるのかと。
ウミガメやイルカの死骸が打ち上げられて当然。

正常な海を知らないから、汚れていることすらわからなくなってる。

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
昔、北海道 東北の海はものすごく綺麗だった。巨大なコンブが森になって揺れて、大
きなカニがその間を歩いているのが 10m上からも見えた。水は”コポコポ” といい音が
して、水道水より透き通っていて、体がベタついたり生臭い匂いなんてまったくなか

った。

そのコンブを干して食べてた。

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
匿名希望 @ufg2011 · 9時間9時間前 
@ufg2011 霧の話は4年半も見続けていれば、様子が明らかにおかしいのは誰にでも

https://twitter.com/Anti_Jigokudama/status/642273249175298048/photo/1


わかった話。臨界も全βが指数関数的に増加とゆー話で裏づけられてた。

AKIRA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 
世界の海が放射能で汚染されたと言う事は

世界中の漁師たちも、本当は、もう失業してる。 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 9時間9時間前 
今汚染地域で

働き続けるって事は

自滅であり、、

全国の子どもの被曝促進であり

生きることを

あきらめた

逃げでしかない 

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 10時間10時間前 
日本が終わってるだけでなく

世界が終わりそうだね

ウルトラセブンじゃないよ

太平洋の汚染 
https://twitter.com/k2cyan/status/658147710327894017/photo/1

みえないばくだん @hopi_domingo · 11時間11時間前 
フクイチ周辺にだけ発生する“怪しい霧”に
“異様な日焼け”が警告するものとは。。
http://wpb.shueisha.co.jp/2015/10/25/55426/ …
トリチウムは崩壊する際にβ線を放射します〜

トリチウムが出ているのは事実なので、その作用で霧が発生？ 
https://twitter.com/hopi_domingo/status/658128189856727040/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
ひまわり @himawari_yt · 11時間11時間前 
うちの松戸のマンションの土壌汚染の結果を関西の方にお話しすると「そこに人が住

んんですか」と聞かれる。

https://twitter.com/k2cyan/status/658147710327894017/photo/1
http://wpb.shueisha.co.jp/2015/10/25/55426/
https://twitter.com/hopi_domingo/status/658128189856727040/photo/1


「普通に住んでますよ」と答える。

「そこの子供達は大丈夫なんですか？」

今のところは、としか答えられない。

AKIRAさんがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 12時間12時間前 
フクイチ原発作業に携わった作業員は4300人が亡くなっているという。直接の死因は
心筋梗塞が多いようだ。原発作業員以外にも、自衛隊員が64名、警官が300名近く、亡
くなっているようだ　http://bit.ly/XTKoAP

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
花の香りに気付ける地は良い @dnanoca · 13時間13時間前 
条件がそろいましたのでセシウムさんが舞いになられています。

cmk2wlさんがリツイート 
おにぎり @dowhileloop · 10月24日 
水式空気清浄機を24時間稼働にしたら、この時期恒例の強烈な花粉アレルギーが出な
くなった。すごい。

高価な空気清浄機でもだめだったのに。

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 10月22日 
japanwings
焼却灰で1kg当たり1万ベクレルとか2万ベクレル。
それが1日に100ｔ。すごい量の放射能があることになります。
普通の研究室が持っているレベルじゃない。

これは原発並みですよ。 どうなる東京の下水道施設 
http://eco.nikkeibp.co.jp/article/report/20110729/107086/ …

AKIRAさんがリツイート 
ベクレーヌ八千代 @bqn_yachiyo3 · 10月22日 
大手メディアの情報は、4年半遅れています。
そしてこの4年半遅れの情報には
放射性物質が今なお絶え間なく降下していることや

累積汚染だってひどいことや

汚染物質はセシウムだけではないことが

スッポリと抜け落ちてもいます。 http://bougainvillea330.blog.fc2.com/blog-entry-

http://bit.ly/XTKoAP
http://eco.nikkeibp.co.jp/article/report/20110729/107086/
http://bougainvillea330.blog.fc2.com/blog-entry-560.html


560.html … 

AKIRAさんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 10月18日 
800ベクレルの海水で、子供たちを海水浴させる東京都。 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=306355&g=131107 … 
https://twitter.com/tensenten/status/626413586202542080/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 10月18日 
「♪東京へは　もう何度も・・・・」

　行けるか！！！！！

800ベクレルの放射線管理区域に
行だけで、本来逮捕や！！！！！

だいたい多くの街は、ソ連の甘い基準でも

廃村レベルや！！！！！！

横浜市なら、ソ連はブルで埋めた街や！ 
https://twitter.com/k2cyan/status/654918736374202370/photo/1

AKIRAさんがリツイート 
AMTTKＵZ @ruminako1952 · 10月18日 
@sipersonabuena この黄色いドラム缶は放射性廃棄物入れる容器です。従前どおり放
射性セシウムが１００ベクレル/kg以上であれば放射性廃棄物として厳重に保管するも
のです。東京都の土壌汚染は約800ベクレル/㎏ですよ。
https://twitter.com/k2cyan/status/654686829279481857/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=2KXLQD5YEPk
ElbtonalPercussion plays Stewart Copeland / The Gene Pool (feat. Benny Greb) 

AKIRAさんがリツイート 
ひねもす憂鬱【脱原発に一票】 @honehone_man_7 · 1 時間1 時間前 
@k2cyan @utubyou009 
放射能のせいで未来がないのに、それでも働いている。食うために。

その日暮らしを毎日繰り返しているだけじゃないのかな、今の日本の姿は。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306355&g=131107
https://twitter.com/tensenten/status/626413586202542080/photo/1
https://twitter.com/k2cyan/status/654918736374202370/photo/1
https://twitter.com/k2cyan/status/654686829279481857/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=2KXLQD5YEPk


AKIRAさんがリツイート 
浮き草 @next_door_a_mi · 3時間3時間前 
理不尽な！

なんて理不尽な！！

一体誰のせいなのだ。

捨てたくて捨てるわけではない。

あの地も家も人も物も、

みな大好きだったのに。

https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
Lord of the Rings - Sound of The Shire 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
utubyou009 @utubyou009 · 2時間2時間前 
@k2cyan @honehone_man_7 だから、必ず成功することだけを考えねば。絶望的な現
実を直視して、なおかつ「絶望感」を拒否して。後者はただの感情だから。

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 4時間4時間前 
2014年9月14日 午前5時5分43秒
福島第一原子力発電所で爆発か？

https://twitter.com/ST0NES/status/511175559477723137/photo/1
2014年9月14日 午前7時9分16秒
福島第一原子力発電所でピンク色のきのこ雲？ 
http://dl.dropboxusercontent.com/u/77637499/septr14%2007%2020jst.PNG … 
早く逃げて

急病人

AKIRA @AKIRA23150220 · 4時間4時間前 
先日、早稲田出身の友人が週末、栃木県那須に紅葉を観に行って来ると、楽しそうに

話しているのを聞いて、

危機察知能力はインテリジェンスに全く関係無いと思った。

インテリジェンスの高い人間程、放射能の危険など微塵も感じていない。

https://twitter.com/AKIRA23150220/status/658239152173920256/photo/1

https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
https://twitter.com/ST0NES/status/511175559477723137/photo/1
http://dl.dropboxusercontent.com/u/77637499/septr14 07 20jst.PNG
https://twitter.com/AKIRA23150220/status/658239152173920256/photo/1


AKIRAさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 9月3日 
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。

https://www.youtube.com/watch?v=Kxtr86zmYbk
Gary Burton - Libertango ( Piazzolla Reunion Live )
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kxtr86zmYbk


（10月28日）　放射能被爆の疑いがあっても被爆症と診断してはならないと通達／な
んちゃってでもすごいぞ。

http://85358.diarynote.jp/201510280831554296/

妊娠可能な若い女性が被曝すれば影響は子孫まで続く／埼玉セシ

ウム放射線レベルが避難限界値のほぼ二倍／比較的楽な仕事、い

い給料…／命が止まってしまう。

2015年10月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=LT10sAB7jm4
℃-ute 『悲しき雨降り』 (MV) 

neko-aiiさんがリツイート 
ハンニバル @sockskurogohan · 9月28日 
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 …
埼玉で、検出されたセシウム放射線レベルが、919,000ベクレル (Bq)平方メートルで、
チェルノブイリの“永久死界の500,000 Bqという避難限界値のほぼ二倍のレベル” 。

https://www.youtube.com/watch?v=U0URL_-LDqI

http://85358.diarynote.jp/201510280831554296/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151028/85358_201510280831554296_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151028/85358_201510280831554296_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151028/85358_201510280831554296_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LT10sAB7jm4
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=307463
https://www.youtube.com/watch?v=U0URL_-LDqI


Berryz工房 『永久の歌』 （[Berryz Kobo（Song of Eternity]）（Promotion Ver.） 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 24 分24 分前 
■三田茂医師「関東の子どもたちの異常について」http://youtu.be/VfuEZPvsWm8
@YouTube

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 26分26分前 
■「東京は、もはや人が住む場所ではない」東京から岡山に移住した日本人医師の発

言が海外で話題に http://tocana.jp/2014/07/post_4493.html … … @tocanailand

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 31分31分前 
オイ！ソ連でも、廃村にした地域が多くある、東北、関東首都圏で

まだ生活続けられると考えてる・・・

手遅れにならない様にね。

【もはや、東京は、人が住む場所ではない】三田茂医師

【いま選択 できる、将来悔やまないで済む状態というのは、もうその場所を離れる事
しかないです。】広河 隆一

https://www.youtube.com/watch?v=iIyc4LTOmP8
℃-ute『The Middle Management〜女性中間管理職〜』(Promotion edit) 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
“呪われた楽天”球場で異例おはらい (デイリースポーツ）6月 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/304.html …
放射能汚染地でスポーツやってれば身体が悲鳴を上げるのは当然

れどころか、被曝心筋症で全員があの世行きになる

日本サッカー協会が選手に「食べて応援」させて、どうなった？

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
事故直後に原発外活動の自衛官ら、４割が被曝１ミリ以上（朝日新聞）

http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/203.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
太平洋の動物の絶滅が来る時、見て見ぬふりをされた問題は福島放射能です。ﾒﾃﾞｨｱの

沈黙は耳をつんざく(ENENews)

http://youtu.be/VfuEZPvsWm8
http://tocana.jp/2014/07/post_4493.html
https://www.youtube.com/watch?v=iIyc4LTOmP8
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/304.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/203.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/202.html


http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/202.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
トリチウム濃霧は佐野千遥博士が予言していたもの

ベータ線被曝による皮膚障害は、遺伝子レベルでの破壊を伴うので、数年後に皮膚癌

になる確率が大幅に高まる

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
「トリチウム怪霧」

フクイチの４０メートル付近に幅１キロにわたって濃霧が発生し、居座る

菅直人元首相と「週プレ取材班」が洋上取材で遭遇

菅さんをはじめスタッフ全員が「赤黒く」“日焼け”　/　トリチウム崩壊によるベータ線
被曝の疑い

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/post-1855.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
女子農力向上委員会、首都圏や県内の女子大学生が福島のリンゴ畑で体験農業(10/19
福島民報)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5455.html …
妊娠可能な若い女性が一度でも被曝すれば、その影響は子孫まで続く

どれほど恐ろしいことをやらされてるのか、誰も理解していないようだ

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 4時間4時間前 
大阪府下の大気から濃縮ウラン235検出！バズビーレポート（翻訳に加筆有）此花、
豊中、富田林、大東 - 「大阪の公害問題を考える会」資料庫 - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/osakakougai/66519778.html …

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
サバンナ・リバー・サイト核施設

ジャーニガンさん「比較的楽な仕事、いい給料…。健康な間はいいことずくめ。とこ
ろが、知らない間に健康を失ってから気づくのだよ。放射性物質 や化学物質を扱うこ
と自体が危険な作業であるということをね。」

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
放射能汚染地域の子どもの歯とあごの発達

比較的汚染されていない地域の子どもに比べ

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/post-1855.html#more
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5455.html
http://blogs.yahoo.co.jp/osakakougai/66519778.html


実年齢に見合っていないのは，早期老化の特徴を示すものである

(チェルノブイリ被害実態レポート 第２章第４節)

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 13時間13時間前 
心臓の筋肉が放射線によって破壊されるセシウム心筋症。画像を見ると、心筋梗塞で

突然死するのも納得しますズタズタです。院長の独り言ブログの画像。 ”

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 13時間13時間前 
ソビエトは社会主義なので土地所有は避難の障害にならなかった。日本では、強制移

住は銀行の担保を破綻させるので、できないらしい。命より経済が優先。

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 13時間13時間前 
どちらが正しいかは今後の住民の被爆状況から分かることであるが、問題は真実が隠

蔽されていて正しい情報が入らないようになっている。日本医師会は放射能被爆の疑

いがあっても被爆症と診断してはならないと通達を出したようです。

被曝

放射能

急 

AKIRAさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 13時間13時間前 
群馬や栃木は、福島の会津より3倍も検出されてるとこもあるんだなぁ。土壌中のスト
ロンチウム90 汚染調査（2011.3.28〜4.24
）http://tabemono.info/report/former/genpatu8.html … ” 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 13時間13時間前 
復興イコール殺人だ

本州は永久に人の住めない土地だ

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 13時間13時間前 
平均40-60Bq/kgのセシウム、心筋の微細な構造変化をもたらす、全細胞の10-40%が代
謝不全となり、規則的収縮ができなくなる。最初にリーシスのないタイプの収縮が

http://tabemono.info/report/former/genpatu8.html


現れ、筋形質ネットの毛細管が広がり、ミトコンドリアが膨れ、病巣筋形 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 14時間14時間前 
セシウムが 100Bq/kgあれば、それはドラム缶に入れて管理廃棄するレベルです。そし
て炉にはセシウムと同量のストロンチウムがありました。他にもいろいろあります。

それらは水に溶けます。溶けにくくても、イオン化すれば溶けます。水道水に 

AKIRAさんがリツイート 
masam @matsu_masami · 16時間16時間前 
心臓病が原因か運転中に死亡 - NHK北九州のニュース
http://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/5025999931.html …
医師の診断の結果、死因は大動脈りゅうが破裂したことによるものとわかった

AKIRAさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 10月22日 
"Prisciiiiila: 昨日のANAのミュンヘン行きが羽田に引き返した件、機内で急病人が出て
お亡くなりになられたからだったんだね(ﾟДﾟ;)。。"
#死亡線
急病じゃなく死亡

ただの事実です

命が止まってしまう

生きる力が破壊された

AKIRAさんがリツイート 
S ・Kuroda @kuroda06sayuri · 10月17日 
やがてベラルーシのように「白血病」が第２の死因になるだろう。@tokaiamada: 「白
血病」と診断された患者数が、昨年の約7倍
http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekom …
国公立医師会病院の統計によると今年の4月から10月…
不明と"

https://www.youtube.com/watch?v=1M9TJpLTcw8
Berryz工房『Love together！』（Promotion Ver.）

http://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/5025999931.html
http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekom
https://www.youtube.com/watch?v=1M9TJpLTcw8


cmk2wlさんがリツイート 
とっとりん @hibakukihi · 10時間10時間前 
水式さん、めっちゃ汚れる日と、そうでない日の差が激しい。

なんだろ、この透明なヒラヒラ達。

cmk2wlさんがリツイート 
菊丸 @kikumaru00 · 12時間12時間前 
バケツに網置いてサーキュレーターふせてるだけのなんちゃって水式空気清浄機。一

晩止めてみたら朝喉がイガイガしてて、効いてるの実感した。なんちゃってでもすご

いぞ。

cmk2wlさんがリツイート 
ゑむさん @m333_jp · 10月24日 
水式空気清浄機、簡易的ながらなかなか妻に好評なので続けることに。

バケツにドカッとサーキュレーターを乗っけていたけど、風の流れを考えてクラップ

式の小さい扇風機を買って装着。

さてさて、変化があるかどうか。

https://www.youtube.com/watch?v=vJ_Ps_yhoUE
Berryz工房『ロマンスを語って』(Berryz Kobo[Speaking of Romance]) (Promotion edit) 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
公共図書館の管理をしている図書館流通センター、ツタヤとの関係解消へ！「新たに

共同で事業を行うことはない」

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8515.html …

AKIRAさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 8時間8時間前 
ＮＨＫが大袈裟に「米中衝突か！」 と煽っている。これは、ホなんかよりも南シナ海
がヤバイ！てな目くらまし報道だ。ハッキリと断言するが、南シナ海で戦争の危機な

ど全く無い！（飯山一郎） http://grnba.jp/index.html#ss10271 …

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 13時間13時間前 
世界一の重税奴隷国

https://www.youtube.com/watch?v=vJ_Ps_yhoUE
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8515.html
http://grnba.jp/index.html#ss10271


世界一高い固定資産税

世界一安い年金(60-64歳)
公務員の高額安定収入の為

島国の日本人はおとなしいが

大陸の国だったら とっくに暴動が
起きている

https://www.youtube.com/watch?v=EmrvcbU3jsY
℃-ute『悲しきヘブン
(Single Version)』[The Grieving Heaven(Single Version)] (Promotion Ver.) 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 10時間10時間前 
このまま留まれば

東北も関東首都圏も

国側の絶滅計画通りになるでしょう

海の魚のように殺され放題ですね

何で逃げ出さないんでしょうね？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=iFz2PVuUess
℃-ute 『The Power』（Promotion Ver.）

https://www.youtube.com/watch?v=Hvnqzz1qFxY
℃-ute 『Love take it all』（MV）

https://www.youtube.com/watch?v=EmrvcbU3jsY
https://www.youtube.com/watch?v=iFz2PVuUess
https://www.youtube.com/watch?v=Hvnqzz1qFxY


（10月28日）　（晩発生身体障害）、白血病、悪性腫瘍、白内障、皮膚損傷、生殖力
低下、全身倦怠、非特異性老化（寿命短縮）。

http://85358.diarynote.jp/201510290042139321/

全身倦怠、老化／多発多重がん／放射能汚染下で化粧品や毛染め

するなら／健康被害／米国の原子力発電所が壊れて廃炉になった

。

2015年10月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
Masa Okumura @mokumura · 10月27日 � Houston, TX 
三菱重工業が米国の原子力発電所に納めた蒸気発生器が壊れて原子炉が廃炉になった

問題で、この原発の運営会社が三菱重工に対して請求した賠償額が７５．７億ドル（

約９１６０億円）に確定した。三菱重工が２６日発表した。

…さて…（〜〜；）…安眠妨害な、
【リアル超非現実的浮遊感覚】な、

【日常生活】に戻りましょうか…★

http://85358.diarynote.jp/201510290042139321/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151029/85358_201510290042139321_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151029/85358_201510290042139321_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151029/85358_201510290042139321_3.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=DRVvFYppU0w&list=PL7496CDCFFD1B83AC&index=2
Moonlight - Electric Cello (Inspired by Beethoven) - ThePianoGuys 

倫太郎 1129@Rinta · 2時間2時間前 
ほらやっぱこれ隕石やろ！？

2つすごい勢いで光りながら落ちてったけどw 
SEBURO @gregstatejapan · 9時間9時間前 
未確認物体の正体は「スペースデブリ」日本時間の2015年11月13日15時20分大気圏
突入、スリランカ南岸に落下！#未確認物体#隕石 

ご幕屋(低浮上中 @tonytodoroki1 · 6時間6時間前 
隕石衝突するけど全然安心しててとか報道するが

皆大丈夫だなとか思って

割と簡単に地球が滅びそう

おりがみ山下 @origami_yama · 6時間6時間前 
また隕石。。今度は二つ。。最近、相方よりもよくお会いする。。

ところで、地球は大丈夫ですか…？ 

ライブドアニュース� 認証済みアカウント � @livedoornews · 7時間7時間前 
【どうなる】正体不明の物体が地球に接近 11月にインド洋に落下の見通し
http://news.livedoor.com/article/detail/10761747/ …
物体の密度は隕石にしては低すぎることが判明。内部は空洞で使用済みのロケットブ

ースターの可能性が大きいという。 

うなさか@けあんずぐらし！ @unasaka0309 · 8時間8時間前 
過去最大級の隕石衝突跡（クレーター）がオーストラリアで発見される / その幅 “東京
– 大阪間” の400km！3億〜6億年前のものだと専門家は推測
http://rocketnews24.com/2015/03/25/561280/ …

ナショナルジオグラフィック @natgeojp · 12時間12時間前 
ハロウィンナイトに小惑星が最接近、ライブ中継も　チェリャビンスク隕石の約30倍
という小惑星がすれすれを通過　#ナショジオニュース　 http://ow.ly/TVFDo

isana @lizard_isana · 10月22日 
何度も指摘していますが、地球-月距離の1.3倍は珍しくもなんともありません。今月だ
けでこれを入れて3つ目です。【警告】ハロウィン（31日）に地球滅亡か!? 巨大な小惑

https://www.youtube.com/watch?v=DRVvFYppU0w&list=PL7496CDCFFD1B83AC&index=2
http://news.livedoor.com/article/detail/10761747/
http://rocketnews24.com/2015/03/25/561280/
http://ow.ly/TVFDo
http://tocana.jp/2015/10/post_7672.html


星「2015 TB145」が地球に大接近!! http://tocana.jp/2015/10/post_7672.html …

BOPPO @Boppo2011 · 10月21日 
◆470mの小惑星が大接近
僅か10日前に発見の小惑星2015TB145
月までの約1.3倍、49万kmまで接近する
これは宇宙ではニアミスと言える距離

最接近時刻は、日本時間11/1 2:12
大きさ470m、相対速度35km/s 
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CR12cwwUYAAEB0j.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=7OdUBvB3Ots
"If You Could Hie to Kolob"- Lex de Azevedo 

https://www.youtube.com/watch?v=rR94NDIfGmA&list=PL7496CDCFFD1B83AC
Michael Meets Mozart - 1 Piano, 2 Guys, 100 Cello Tracks - ThePianoGuys 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 51分51分前 
トリチウム

フクイチで「異様な霧」で騒がれてる核種。フクイチにある数百基のタンクの中は「

高濃度トリチウムと除去できなかったストロンチウム」

トリチウムはβ線を出す。水素の放射性同位体「水に混ざったら除去できない。水＝放

射能になる」 

cmk2wl @cmk2wl · 53 分53 分前 
「プルトニウムを吸いこんでしまうと、気管支や肺にへばりついて、同じ場所に放射

線を浴びせ続けるという結果になります。一度、肺に入って付着したホット・パーテ

ィクルが、体の外に出ることは、まずありません。」広瀬隆

cmk2wl @cmk2wl · 55分55分前 
「放射性セシウムが角膜に付着すると微量でも、3〜5年ぐらいから白内障が出始め
ます。子どもたちの目が混濁してきて見えなくなり、最悪の場合、失明をします。」

広瀬隆

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 

https://pbs.twimg.com/tweet_video/CR12cwwUYAAEB0j.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=7OdUBvB3Ots
https://www.youtube.com/watch?v=rR94NDIfGmA&list=PL7496CDCFFD1B83AC


Q.サイログロブリン高値は
　甲状腺癌ですか？

A.正常の状態では
　血液中にはほとんど出ていきませんが、

　甲状腺腫瘍がＴｇを産生する場合に

　血中濃度が高くなることから、

　腫瘍マーカーとして用いられています。

http://www.crc-group.co.jp/crc/q_and_a/109.html …

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
もういろいろ恐ろしい事が始まってる

人類が嘗て経験した事もない核施設が４基も爆発した映像を観て、そのことを、とっ

くに気が付いてる人たちは「でも、もう遅いわ」と、半ば諦めの境地になり、冷やや

かな視線で被曝防護をしていない人たちを見ている。３号機はプルトニウムとウラン

のMOX燃料。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2013-10-15
北東北在住

私は初期被曝はしていて、2011年6月頃、
両足の中指の爪が痛みなく剥がれ落ちました。

2011年秋には耳に変調。
露出部分の皮膚はそこだけ爛れました。

2012年1月に東京を出てから
すべて症状は消えましたが、電磁波過敏症を発症。

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
放射能汚染環境下で、化粧品や毛染めをするのなら、それ相応の覚悟をしてほしい。

甲状腺を守る為に

http://togetter.com/li/540755

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
これを踏まえ消費者庁は、これまで異常がなくても突然発症し、使い続けると次第に

重症化する恐れがあるとして、使用前に薬剤を皮膚に塗って反応するか確かめる自己

テストを行う—ことなどを呼び掛けた。

毛染めに限らず「放射線や放射性物質」と化学物質の化粧品によって健康被害が起

こる。

http://www.crc-group.co.jp/crc/q_and_a/109.html
http://togetter.com/li/540755


cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
フクイチ周辺にだけ発生する“怪しい霧”に“異様な日焼け”が警告するものとは
10/25 http://wpb.shueisha.co.jp/2015/10/25/55426/ …
ヨウ素123、テルル123も検出されているとか。なにが起こっているのだ〜（言わずも
がな） 

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 5時間5時間前 
【原子力発電所における放射線防護の基礎と実際　東京電力作成資料より】

・慢性放射線症状（晩発生身体障害）には、白血病、その他の悪性腫瘍、白内障、皮

膚損傷、生殖力低下、全身倦怠が起こり、非特異性老化（寿命短縮）と呼ばれるもの

も含まれる 

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
ロビン @oldblue2012 · 6時間6時間前 
原因不明のまひ 国立感染症研究所が調査http://nhk.jp/N4Lw4Ja0 今年夏、発熱やせきな
どの症状を訴えた子どもが原因不明の体のまひになったという報告があり日本小児神

経学会などが調べたところ８月以降だけで同様の患者が全国で47人見つかった。患者
は生後1か月〜11歳

AKIRA @AKIRA23150220 · 10時間10時間前 
AKIRAさんがリツイートしました 佐倉みのり
もう既に

保養で済む被曝量ではありません。

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
エコタウン事業を知る会(旧北Ｑの〜) @kitakyumamoru · 11時間11時間前 
フクイチ事故の後、なんも知らんから、うっかりヨウ素入りの水を家族全員で飲んで

さ〜甲状腺に異常有りって血液検査の結果が来てさ〜エコーでも、子どもらにのう胞

もあるよって言われてさ〜家庭壊れてさ＾＾〜暗くていいじゃん！無理しないからち

ゃんと冷静に事実と向き合えるんだよ。

AKIRAさんがリツイート 
Fibrodysplasia @Fibrodysplasia · 10月27日 
教科書通り。被曝すると、同時多発多重がんになる。転移ではない。除染作業したら

こうなる　＞わずか11か月間で膀胱がん、胃がん、結腸がんを発症〜 それも転移では

http://wpb.shueisha.co.jp/2015/10/25/55426/
http://nhk.jp/N4Lw4Ja0


なく別々の発症…第一原発元作業員の53歳、作業11か月で3つのがんを同時発症
http://dlvr.it/CXNg4H

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
たま @aoooooooooo0718 · 10月27日 
そういえば転職先の某企業、従業員たちが被曝で中枢やられまくっててかなりすさん

でるみたいなんだよね。ミスは多いしフロアで「書類間違ってたぞ！」とか誰かに

向かって怒鳴り込みにきたジーサマもいるし、なにより守衛が態度ワルワルで激しく

嫌悪感。やだなー、キチガイに囲まれて仕事すんの。

neko-aiiさんがリツイート 
たま @aoooooooooo0718 · 10月27日 
そういえば肛門ユルユル同僚が、勤務初日に教えてくれたっけ。「ここの部署、みん

な体調悪いのよ」って。怖すぎ。みなさん体調不良か。そのうち会社閉鎖になっちゃ

うかなあ。

ＨｉＴａｋａ @toy2bkk · 10月27日 
ヤッパリ福一が第一位でした。日本にはヤバイ場所があるかも知れない。

#tera1134 @tim1134 
【閲覧注意】地球上で最も放射能が強い場所トップ10が公開され話題に！
http://tsguide.jp/?p=1889

neko-aiiさんがリツイート 
たま @aoooooooooo0718 · 10月27日 
東京都青梅市の街路樹がおかしな形になってきてる。で、気がつくと根元から切ら

れて、低木が植えられてるんだけどその低木もおかしな具合に変色してるんだよね。

赤い森化してるんじゃ？

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
石井吉徳 @postoil · 10月27日 
地球物理学者としての「つぶやき」です。本当に伊方原発の再稼働は危ないのです、

日本列島を横断する中央構造線が作った特異な地形、半島にある。安易な安全神話は

非常識極まりない。

https://www.youtube.com/watch?v=WyxXGdG3-Io
Nearer, My God, to Thee — BYU Vocal Point feat. BYU Men’s Chorus 

http://dlvr.it/CXNg4H
http://tsguide.jp/?p=1889
https://www.youtube.com/watch?v=WyxXGdG3-Io


はな @hana0404ginga · 19時間19時間前 
@kikumaru00 @cmk2wl うちのチビ夜中に急に咳き込んで吐く事が多く不眠でした
病院で横になると痰が溜まってるからそうなるんだといわれた。

うちも水式空気清浄機なんちゃってだけど始めたらチビ朝までぐっすり夜中に起きる

事が無くなりました

https://www.youtube.com/watch?v=X6Mtpk4jeVA
Amazing Grace (My Chains Are Gone) - BYU Noteworthy A Cappella Cover 

https://www.youtube.com/watch?v=caUIXLxqiPU
Homeward Bound — BYU Vocal Point ft. The All-American Boys Chorus

https://www.youtube.com/watch?v=X6Mtpk4jeVA
https://www.youtube.com/watch?v=caUIXLxqiPU


（10月29日）　若年性痴呆症、結核、全身リウマチなど社員に病欠者が増え、移転
決定。／『被験者は、２００万人の福島県民全員です。科学的に記録を打ち立てる大規
模な研究になります。』

http://85358.diarynote.jp/201510291043434345/

男子９０倍以上の甲状腺がん発生／水＝放射能／福島より線量が

高い柏市 松戸市は本当に危ない／呪われているのではないかと移
転決定／「被験者は２００万人の福島県民全員です」。

2015年10月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

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

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 20時間20時間前 
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://t.co/hCymJVblgK

amaちゃんださんがリツイート 
安保 多稼士 @AmboTakashi · 22時間22時間前 
警視庁が発狂しました。全裸で手足を縛られ首を吊って死亡した小４男児を自殺と

断定。アンタッチャブルの方々の猟奇殺人事件は自殺として処理されるようだ

。http://kinokokumi.blog13.fc2.com/blog-entry-8401.html …

http://85358.diarynote.jp/201510291043434345/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151029/85358_201510291043434345_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151029/85358_201510291043434345_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151029/85358_201510291043434345_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rR94NDIfGmA
https://t.co/hCymJVblgK
http://kinokokumi.blog13.fc2.com/blog-entry-8401.html


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

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
ｄｅｓｕｐｅｒａｄｏ @desupehannari · 8時間8時間前 
ああ、忘れてた。日野市は、GEヘルスケアジャパンの本社がある。メジフィジックス
だねぇ。３・１１前のセシウム体内除去剤でみんな知ってるね。

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
ｄｅｓｕｐｅｒａｄｏ @desupehannari · 8時間8時間前 
ちなみに日野市の警察署は、警視庁第9方面本部の監督下にある
。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E8%A6%96%E5%BA%81#.E7.AC.AC.E4.B9.9D.E6.96.B9.E9.9D.A2
…　福生市やあきるの市と同じ。　宮崎事件やオウムなんかを追っかけた事がある
人は、ピンとくるかえ。

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
Sandar @SandarHax · 11時間11時間前 
遠い親戚筋のおじさんが、TVで沖縄戦について語っていた。
戦争中はもちろん怖かったが、終戦直後に起こった数々の暴行もまた戦争の恐怖な

んだ、と。

自分の母親が米兵に追いかけられていた事を今でも夢に見て、こわくてたまらない

のだ、と言っていた。

戦争をわすれてはいけないと。

https://www.youtube.com/watch?v=lUjWJSnGVB0
Adele - Rolling in the Deep (Piano/Cello Cover) - ThePianoGuys

cmk2wl @cmk2wl · 7 分7 分前 
無言の圧力、笑顔による強制というのだってある。

大人が子供をなめきって利用するから、福島では葛藤から、笑顔のまま自殺に追い込

まれた子供が現実にいる。

Ｍペッコ @pecko178 · 25分25分前 
原発作業員勤務11ヶ月で発症。
12年6月、膀胱癌 
13年3月、胃癌 
　　 5月、結腸癌
53才なら癌の進行は速いけど、福一原発の作業員になるまでに癌の発生があったのか
、なかったのかと証明することは極めて困難。

これを裁判しようと後押しする人達に何かしらの企みがあるよ。

https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E8%A6%96%E5%BA%81#.E7.AC.AC.E4.B9.9D.E6.96.B9.E9.9D.A2
https://www.youtube.com/watch?v=lUjWJSnGVB0


amaちゃんだ @tokaiamada · 57 分57 分前 
フクイチ放出放射能の総量はチェルノブイリの１０〜２０倍

汚染濃度もチェルノブイリより一桁多い

福島で被曝させられた０〜５歳の子ども達は２０年後、ゼロに近い

みんな死んでしまったから

福島の場合、大人達も２０年後までには、ほとんど死んでしまうだろう

大量死が始まるのは２０１６年

amaちゃんだ @tokaiamada · 1 時間1 時間前 
東日本に住む大半の妊婦が放射能事故時に被曝させられた

３ヶ月齢胎児で被曝した人が出生するのは２０１１年末頃

重度なら胎児段階や出生段階で分かる

軽度の場合は５歳に達する付近で知能検査によって分かる

３歳くらいで、オムツ離れの時期や、知的挙動からも分かる

２０年後には数割が障害者

amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前 
東京電力の引き起こした放射能事故で、もっとも恐ろしいのが、胎児被曝者の知的障

害問題です

３ヶ月齢胎児が５ミリシーベルト＝グレイ浴びるとどうなる？

自分の目で確かめて、このデータは米軍ABCCのもので、被害を半分に矮小化したとい
われる

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

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
内部被爆で死んでいるのは、当時０歳から５歳の子どもたちです

甲状腺に放射能を溜めこんで、その後１０年２０年して発ガン、だからチェルノブイ

リのいま、近くのキエフ含めて２０歳から２５歳の人口がゼロに近いんです

みんな死んでしまって。

http://www34.atwiki.jp/ddic54/pages/34.html …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：10/28 16:18
naka895210月20日
もう隠しようがない事実だ。白血病患者が一気に７倍に増え、その多くはフクイチ

周辺、福島県を中心に発生している。ぜひ「しろくまブログ」に目を通して欲しい。

http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/13334773.html …

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
Divina Commedia @Beatrice1600 · 2時間2時間前 
週刊朝日『「被曝労災認定第１号」で見えたフクシマの真実』

小澤洋一「私たちは、２０ミリでも安心だからそこに住めと言われている。でも、被

曝の影響で病気になっても、もちろん労災は適用されません。こんなに住民をバカに

した話があるでしょうか」http://bit.ly/1kTBpvF

http://www.rerf.or.jp/radefx/uteroexp/physment.html
http://www34.atwiki.jp/ddic54/pages/34.html
http://blogs.yahoo.co.jp/kawachikakekomian/13334773.html
http://bit.ly/1kTBpvF


【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 3時間3時間前 
■小出裕章 「日本という国家が崩壊するわけですよね。かなり大きな県ですけれども
。無人にするということですから。国家の方はそのことが分かっているので、もう駄

目だと、もう人々に被曝をさせるしかないというそういう作戦に彼らは打って出たと

いうことになります。」

amaちゃんださんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3時間3時間前 
名無し：2015/10/23(金) 08:49 ID:XXXXXXXX
acidandroid911（東京都在住）10月14日
今朝方、うちの営業が病院に運ばれ即手術。会社のメンバーが6人しかいないのに半年
の間に内2名が脳梗塞と肺気胸で入院…

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 5時間5時間前 
@tokaiamada 男子９０倍以上の甲状腺がん発生を見ぬふりの環境省－知見はいつまで
積み重ねるのか？(まさのあつこ) - Y!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/masanoatsuko/20151029-00050922/ …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：10/23 06:40
Fibrodysplasia
…そもそも、電車の中・駅のホーム・公園で寝てしまうという/眠気の亢進というのは
ウラン汚染による症状の一つ。変な冷や汗をかくこともある…

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
福島原発事故時に対応した自衛隊員、３８％が１ミリＳｖ以上の被ばく！住民の避難

誘導や救出などに当たった２９６７人！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8528.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
学校で倒れる子供が増えていく

http://inventsolitude.sblo.jp/article/166680621.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
災害公営住宅「希望しない」富岡６２．４％、大熊６８．４％　帰還意向「戻りたい

」富岡１３．９％、大熊１１．４％　復興庁住民調査

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/10/post_12450.html …
そこが放射能被曝処刑場である事実が少しずつ知られてきた

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
Fredi Terés @FrediTeres · 9時間9時間前 
#Fukushima: "150 tons groundwater flows into basements of damaged reactor buildings
daily"
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/10/26/national/tepco-completes-sea-wall-keep-

http://bylines.news.yahoo.co.jp/masanoatsuko/20151029-00050922/
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-8528.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/166680621.html
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2015/10/post_12450.html
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/10/26/national/tepco-completes-sea-wall-keep-toxic-fukushima-no-1-water-reaching-sea/#.VjD-EJaT1vv.twitter


toxic-fukushima-no-1-water-reaching-sea/#.VjD-EJaT1vv.twitter … 

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
あんごう(脱原発／脱被曝) @ichinang · 10時間10時間前 
なんで被害を最小限に食い止めるほうに舵をきらなかったかな。

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
ヨウ素123は半減期13時間。電子捕獲で γ線を出しテルル123mに。
テルル123mは、半減期120日で γ線を出しテルル123に。
臨界は絶対に間違いない。

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
危ないですよね

2011年7月に計った時、柏駅前で（0.65〜1.2μSv/h）なので、福島駅前よりも線量が高
い状態です。こういうのが除染せず放置されてます。あと危ないかもね？と思うのが

浅草付近。マイクロスポット。RT"@waipuna2111 柏市 松戸市は本当に危ないですよ
ね

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
今日、久々に、このサイト（http://hakatte.jp/spot/51368 ）を見てて、びっくりしたん
だけど、まだこんな高いの？除染しろよ。かなり危険。HORIBAで計ってこれだから。
千葉県松戸市小金原３丁目（1.846μSv/h）

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
トリチウム

フクイチで「異様な霧」で騒がれてる核種。フクイチにある数百基のタンクの中は「

高濃度トリチウムと除去できなかったストロンチウム」

トリチウムはβ線を出す。水素の放射性同位体「水に混ざったら除去できない。水＝放

射能になる」 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
テレビなどの報道で言うのは

「ヨウ素131、セシウム134と137、ストロンチウム」ぐらいかな。
原発事故なので、この他に約15種ぐらいの放射性物質が福島原発から大気中に拡散
した。政府はネットで核種別のベクレル数値を公開してる。後に「公開してますよ」

というアリバイ作りは出来てる

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
yumi gj @ygjumi · 13時間13時間前 
半減期が30年程の核種は10倍にして考えなければなりません。
これらの核種が生物学的サイクルからなくなる迄に300年位の時間がかかります。
人でいうと8〜10世代に当たり、この間は被曝による病気が増えると考えられます。
http://lb.to/A6PbgL

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 

http://hakatte.jp/spot/51368
http://lb.to/A6PbgL


yumi gj @ygjumi · 13時間13時間前 
糖尿病は、チェルノブイリ事故の後、

子ども達の間に急激に増加した病気の一つで、

新生児でも糖尿病を発症するケ ースがあります。
http://lb.to/A6PbgL

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
kenji @buick54aki · 15時間15時間前 
福島県産を北海道産や熊本県と偽装しまくった大阪の会社「東豊農産」”何の処罰も受
けず行政から注意のみ”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0ed2023e7681c9eb32a4e3d3d3147b5 ……

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
畑　理枝 @rie_hata · 17時間17時間前 
坪倉先生、次世代影響なし、チェルノでも次世代に影響なかったと言い切ってる

。https://twitter.com/search?
q=%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%AA%E3%81%84&src=typd
…ウクライナ政府報告書は、被曝した親から生まれた子供の７８・２％に慢性疾患が
あり、被曝してない親から生まれた子供との間に有意な差があると。遺伝的影響があ

ったと。

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
木葉功一 @kibakoichi · 17時間17時間前 
内部被爆の影響が入ると、体内の酸化と遺伝子の損傷が普段以上に進むので、その修

復に抗酸化物質や酵素が取られ、体全体の抵抗力が落ちるし、細菌やウィルスの感染

に対しても、右肩下がりで弱くなる。このバランスの崩れ方には、体質やこれまでの

生き方によって大きな個人差が出るだろうけど、＞

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
AntiEarthUnitedGovt @jonny_rayden · 18時間18時間前 
女子生徒が倒れ、死亡　高校の荒川・入間川河川敷「強歩大会」　#埼玉 （テレビ朝日
）合掌。 http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20151027-00000051-ann-soci
…
呼吸量増え吸い込む、競歩も散歩も危ない！☞ウラン検出! 放射性廃棄物並み首都圏土
壌で土ぼこり！http://youtu.be/YQVxKSTiUJ4

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 19時間19時間前 
低気温のエクスタシーbyはなゆー: 【疾病】福島県の浜通りで「RSウイルス」の患者
が急増している http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2015/10/rs.html?spref=tw …

microcarpa @microcarpa1 · 22時間22時間前 
microcarpaさんがリツイートしました Cecalli Helper
元WHO専門家「福一汚染水放出は国際法違反。収束の見通しが見えない深刻な事態に
対する国際社会の理解も進んでいない」規制委「凍土壁本格稼動で地下水流に大きな

http://lb.to/A6PbgL
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0ed2023e7681c9eb32a4e3d3d3147b5
https://twitter.com/search?q=%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%AA%E3%81%84&src=typd
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20151027-00000051-ann-soci
http://youtu.be/YQVxKSTiUJ4
http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2015/10/rs.html?spref=tw


変化が起き、汚染水が逆に増える恐れもある」#脱原発 #Fukushima 
https://twitter.com/microcarpa1

https://www.youtube.com/watch?v=09RUuTAM2H0
Code Name Vivaldi (Bourne Soundtrack/Vivaldi Double Cello Concerto)
- ThePianoGuys 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前 
彼らの手口は、まともな指摘をする者を「デマ屋」と決めつけることであり、本当の

デマを吐き続けてる東大の学者たちや、菊池誠　片瀬久美子らを有り難がって信奉す

ることだ

いずれ最期は自分自身でウソのツケを支払わねばならない

被曝安全デマで人々を洗脳してきた者の罪はあまりに大きい

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
太平洋戦争敗戦後、ブラジル移民に「勝ち組」と呼ばれた妄想集団がいた

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%9D%E3%81%A1%E7%B5%84 …
敗戦を直視できず「神州不滅」の妄想に取り憑かれて目が見えなくなっていた人々

彼らは８０年代まで生き続け、たくさんの敗戦直視組を殺害した

福島で同じことが起きている

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：2015/10/23(金) 06:10 ID:XXXXXXXX
そういえば、4月からの電力小売りで、東電はソフトバンク＝yahooBBと手を繋いだら
しいね^^
#３１１直後に脱原発を説いた社長ｏ禿げは頭の毛がないだけでなく信念も薄かった

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
ｄｅｓｕｐｅｒａｄｏ @desupehannari · 9時間9時間前 
バイオマスとゆーのは、木質チップだけでなく、下水汚泥の利用もある。500度で炭化
させ、それを石炭と混ぜて燃やす。http://www.asiabiomass.jp/topics/0905_05.html …

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
ｄｅｓｕｐｅｒａｄｏ @desupehannari · 9時間9時間前 
木質チップとゆーと、「風の谷　いわき市の勿来発電所の発電燃料に福島県内産の木

質バイオマス燃料が年間1000トン使われることに！
2015-05-30
　http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/1204d62c653864aaad8940fd5c819a0c …

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
eba @manatoke · 10月27日 
「原発避難してる」とか

「安全を考え、産地など選んで料理出してます」

https://twitter.com/microcarpa1
https://www.youtube.com/watch?v=09RUuTAM2H0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%9D%E3%81%A1%E7%B5%84
http://www.asiabiomass.jp/topics/0905_05.html
http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/1204d62c653864aaad8940fd5c819a0c


って言うのはテレビ的にNGワードなんだって。
お友だちのcafe(九州)がテレビ取材受けたけど、
↑のような事が理由で放送がボツになったそう。

私達は姿隠さねばならない存在なのだろか。

腑に落ちないわ　全く。

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
あきらりつこ @akirarituko · 10月24日 
脳裏から離れない。山下俊一氏の言葉。

『被験者は、２００万人の福島県民全員です。科学的に記録を打ち立てる大規模な研

究になります。』

（ドイツのシュピーゲル誌のインタビュー）

https://www.youtube.com/watch?v=BgAlQuqzl8o
Cello Wars (Star Wars Parody) Lightsaber Duel - ThePianoGuys 

cmk2wlさんがリツイート 
お茶々 @chasuna · 20時間20時間前 
水式空気清浄機、簡易版を試してみた。通常の空気清浄機を24h
かけっぱなしでも、朝起床すると喉痛&咳な娘と喉痛&痰が酷い
私が、水式を始めた日から症状無く朝スッキリ起きられている

。

https://www.youtube.com/watch?v=9fAZIQ-vpdw
All of Me (Jon Schmidt) - ThePianoGuys

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
反原発鮮明　前町長制す　女川原発（宮城県女川町、石巻市）

の３０キロ圏に含まれる遠田（定数１）で、「反原発」を鮮明

に打ち出した無所属新人の佐々木功悦さん（６７）が初当選！

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/post-
94d3.html#more … 

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
アルファルファモザイク @alfalfafafa · 18時間18時間前 
【速報】カタルーニャ、スペインから独立へ

http://alfalfalfa.com/articles/135803.html … カタルーニャで独立手
続き開始、賛成派が州議会に宣言文提出ロイター 10月28日 14
時16分配信［マドリード　２７日　ロイター］ - ス…

https://www.youtube.com/watch?v=BgAlQuqzl8o
https://www.youtube.com/watch?v=9fAZIQ-vpdw
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/10/post-94d3.html#more
http://alfalfalfa.com/articles/135803.html


https://www.youtube.com/watch?v=DKC-lRhvdNY
Me and My Cello - Happy Together (Turtles) Cello Cover 
- ThePianoGuys 

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
「空気を読んでいたら空気は変わらないのです」大澤茉実さ

ん（大学生）10/25学者と学生によるシンポジウム
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4392.html …

https://www.youtube.com/watch?v=jzF_y039slk
Over the Rainbow/Simple Gifts (Piano/Cello Cover) - ThePianoGuys 

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：10/28 16:06
東京湾岸沿いの企業、健康診断で２０〜３０代で血圧２００突

破数名。今年になって若年性痴呆症、結核、全身リウマチなど

の症状が社員に現れる。社員に病欠者が増え、呪われているの

ではないかと移転決定。

https://www.youtube.com/watch?v=mJ_fkw5j-t0
Beethoven’s 5 Secrets - OneRepublic (Cello/Orchestral Cover) -
ThePianoGuys 

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

https://www.youtube.com/watch?v=DKC-lRhvdNY
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4392.html
https://www.youtube.com/watch?v=jzF_y039slk
https://www.youtube.com/watch?v=mJ_fkw5j-t0
https://www.youtube.com/watch?v=yET4p-r2TI8


（10月29日）　脳の異常と不安で鬱状態／【避難移住することが、最善で唯一の戦
いだ！！！！】

http://85358.diarynote.jp/201510292159465964/

除染の仕事をしていた夫が痴呆の状態。同業者はみんなガンで死

んだ／ストロンチウム90「骨や歯に蓄積しやすい」／人口減少、
神奈川 静岡 茨城、推計公表取り止め。

2015年10月29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 · 4時間4時間前 
（続き）チェルノブイリのドキュメンタリー。看護婦の言葉。

「お母さんが自分の体があまりに辛いからって、妊娠したがる。赤ちゃんがお腹に入

れば、放射性物質がみんな赤ちゃんに集まって、出産してしまえばお母さん体が楽に

なるから。だから妊娠したがる。そして奇形児が生まれれば捨てていく…

…けして嘲ってはいけない。と、エカシ神はおっしゃった…

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
10月31日に地球に最接近する小惑星。

http://85358.diarynote.jp/201510292159465964/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151029/85358_201510292159465964_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151029/85358_201510292159465964_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151029/85358_201510292159465964_3.jpg


10月31日に地球に最接近する小惑星。
大きさ（約400m）ほどで（時速12万6000km）という超高速。通称は（スプーキー：
不気味）　地球に衝突する可能性は無いというNASAの見解
。http://www.theguardian.com/science/2015/oct/28/spooky-the-asteroid-due-to-give-
earth-a-halloween-fright …

https://www.youtube.com/watch?v=D0nbaJ82yLw
River Flows In You - Orchestral 60 Minutes Version (With Relaxing Nature Sounds) 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 19分19分前 
名無し：10/29 15:40
makomelo
被ばくとヤマトシジミ（蝶）の研究の野原千代さんが昨晩お亡くなりに…心不全
です。5か月闘病をされてました。悲しい。力が抜ける。被ばくの取材や報道をされて
た方で亡くなったのは6人目
#原発事故に心砕く人の早世は事故が尋常でない証拠

neko-aii @neko_aii · 20 分20 分前 
"kyougenki 2014年2月16日
私の知人で30前後の男性（東京在住）も、
2011年夏に甲状腺に小さいポリープ、
2012年3月に1センチになって穿刺細胞診してがんと判明、
その後一部切除の手術。

同じ時期にがんができてた人が

検査してないと進行してる可能性。 "

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 31 分31 分前 
もう大量に漏れてて、認識が麻痺してるけど

ストロンチウム90は「人体がカルシウムと誤認して骨や歯に蓄積しやすい」←こうな
るとSr90は特殊で、生物学的半減期は（50年）になるので人間が寿命で死ぬまで、歯
や骨の内部で放射線を出し続ける 

宮澤　望 @yuakira1 · 37 分37 分前 
宮澤　望さんがリツイートしました NHKニュース
信じられますか？福一原発事故の東電、燃料価格下がって、半期としては過去最高の

利益3650億円。→電気代順調に挙げた成果でもある：私見 @iwakamiyasumi　#飛べ

http://www.theguardian.com/science/2015/oct/28/spooky-the-asteroid-due-to-give-earth-a-halloween-fright
https://www.youtube.com/watch?v=D0nbaJ82yLw


サル 

T. HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
10月29日11時56分
震源地（福井県：マグニチュード3.6）　
26日にも近くで（マグニチュード5.3）の地震。今日のは震源が9.9kmと浅いので、ド
カンという揺れ方。すぐ近くに原発がいっぱいあるエリア。通称（原発銀座）

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：2015/10/29(木) 12:02 ID:XXXXXXXX
日本内閣府「日本の子供の貧困率は韓国より悪いギリシャよりも悪い」

第3節 子どもの貧困
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h25honpen/b1_03_03.html …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
（続き）

とにかく子供に笑顔が無い。みんな何かを無理に呑み込んだように我慢している。青

白い顔。無表情な顔。ベットの上で苦しみに耐え、痛みに耐え、「仕方なかった、仕

方なかった」と歩き回るだけの母親に絶望を感じながら死んでいく子供の姿。たくさ

んたくさん死んだ。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
（続き）

チェルノブイリのドキュメンタリー。子供が白血病で死に向かう時、あまりの患者に

何も治療らしい治療も受けられず苦しんでいる子供の脇で母親が「だって仕方なかっ

たのよ！あのまま連れて行かれたあの場所には居たく無かったから、やっぱり故郷が

よかったから仕方なかったの」…

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
（続き）

…除染の仕事をしていた夫が、３０代で体がだるくなり寝たきりに。少し良くなって
１人で外に出たら家に帰れない。痴呆の状態。物を覚えれない。数を数えれない。買

い物も頼めない。だから妻が離れれなくなった。同業者はみんなガンで死んだ。４０

〜５０代位の男性。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：10/29 10:15

http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h25honpen/b1_03_03.html


tunenti
チェルノブイリのドキュメンタリー。村の人が一人二人と次々に死んでいく。ガンで

苦しみ、心筋梗塞であっけなく…。大人も子供も死んでいく。みんな次は自分の番？
とノイローゼになり自殺が増えて行く。家族を１人２人と失い、生きる気力を失って

…

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
あと数年もかからずに、太平洋戦争のすべての犠牲者

320万人なんて、直ぐに超えるでしょうね。
太平洋戦争の方が、まだよかったと思ってしまうほどの

放射能汚染の戦場が、今現在の日本だと理解してる人は

ほとんどいないけどね。

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
木下黄太 @KinositaKouta · 7時間7時間前 
原則【体調不良を抱える人は汚染地に行くな】

野原千代さんと数回面識あり、会うたびに体調がおかしくなっていることは分かって

いました。もともと身体が弱い方で、どういう経緯か、はっきりしませんが、最終的

に急性心不全。いずれにしても、体の弱い人が、非汚染地⇒汚染地に入るのは危険と

いう事。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
ウオシュレットまだ使ってる！(°д°)
練馬区の水道水、5.6Bq/kg 葛飾区の水道水、4.2Bq/kg 中央区の水道水、12Bq/kg 渋谷
区の水道水セシウム測定 | 株式会社シーディークリエーション 放射能測定器販売、測
定検査 http://cdcreation.grupo.jp/blog/778712

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9時間9時間前 
名無し：10/29 06:38
etosha0824
昨日、親友の同僚50歳、脳梗塞から職場復帰していたけれど心臓破裂で突然亡くな
った…
今日は高齢の患者さんから、52歳の病院勤務の息子さんが急に心臓を患い、人工弁置
換の手術→順調な経過…突然ICUで亡くなった、と…いずれも都内

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9時間9時間前 
名無し：10/29 06:26

http://cdcreation.grupo.jp/blog/778712


偉い人「爆破弁が成功です」

#３１１時３号機爆発を解説する御用学者の言葉ｏさしづめ電車で不如意に便を漏らし
てしまったのに緊急排出便が作動成功と言っている様なものｏこれ程の誤魔化しがあ

るだろうか

amaちゃんださんがリツイート 
外国人名言集＠GLOBALPOWER @_GLOBALPOWER · 9 時間9 時間前 
『アメリカに帰る予定は全くありません。人をクビにしない、痛いと病院にいつでも

行ける、銃のない平和、安全な日本を離れるなんて考えたこともない！』アメリカ出

身女性より

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 9時間9時間前 
そろそろ大阪でも始まったか。。

大阪でも植物に奇形

http://aoitombo.s100.xrea.com/kikei.html 
http://aoitombo.s100.xrea.com/kikei2.html

AKIRA @AKIRA23150220 · 10時間10時間前 
福島で多くの方々が「白血病」で亡くなっている。

https://www.youtube.com/watch?v=Ker69h1zjOk …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10時間10時間前 
名無し：10/29 06:57
2015/9人口動態 小選挙区別 東京23区を福島県が一団で追う 千葉3区千葉5区ワスト上
位進出

http://inventsolitude.sblo.jp/article/165833142.html …
#人口減少ｏ神奈川静岡両県は２０１６年２月まで人口推計公表取り止めｏ茨城県も

amaちゃんださんがリツイート 
泉田裕彦 @IzumidaHirohiko · 10月20日 
19日にチェルノブイリ原発の調査・視察をしました。地下水汚染防止対策も行われ、
汚染水問題が生じなかったこと、制限区域の車や人の出入りで放射能管理が厳格で印

象的でした。

https://www.youtube.com/watch?v=XE8aNVmN5Jo

http://aoitombo.s100.xrea.com/kikei.html
http://aoitombo.s100.xrea.com/kikei2.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ker69h1zjOk
http://inventsolitude.sblo.jp/article/165833142.html
https://www.youtube.com/watch?v=XE8aNVmN5Jo


Kiss the rain & First love - Orchestral 60 Minutes Version
(With Relaxing Nature Sounds) 

Anzu（杏子） @yasu_kev · 6 分6 分前 
Anzu（杏子）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！！】
悲しいけれど、日本人ってバカなんだ・・・って思ってしまう。

ほんと悲しいけれど。 

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 2時間2時間前 
被曝猫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！！】
そっか、場所がなければキッチンのシンクでもできるんだよな。

やっぱファンの水式もやろう。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
東北、関東の汚染地域で、サバイバル・ゲームしていても 何時か、必ず負ける時が来
る　

■「汚染地で、どんなに食材や水に気をつけたとしても健康にはなれない。 汚染地か
ら離れない限り、健康を取り戻すことは無理です。」 野呂美加 
■「東京は、もはや人が住む場所ではない。」三田茂医師

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
東北の復興どころか、

関東首都圏の復興すらあり得ませんね

子供も大人も100％全員病気になって
徐々に殺されてゆくだけですね。

ホント日本人は異常ですよ

被曝させられても逃げない

こどもを病気にされても逃げない

殺されてもいいと言う人が多いのか！？

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
電通が事故後Twitter運営するようになって
ガラ携帯のTwitterは使えないようにして
放射能汚染情報拡散防止してるんだから

もう、売国奴たちの日本人絶滅モードですね！ 



ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
CC @_cc_bangkok · 10月25日 
放射能汚染の事。

「もう、その話はいいよ....」
みたいなこういう空気。

日本人の【都合の悪いことを忘れようとする力】は物凄い。

3.11で思い知らされた感じ。
政府もその力をちゃんとわかってる。

ずるいよなぁ。

逆に商売に活かせないか？とか考えるレベルだよ（違）

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
bärchen @Bearchen_news · 10月24日 
ドイツで打診された東日本大震災以降に出来た日本人用のビザですが、私は他のビザ

取得のためにお断りしたので詳細は知りません。ただ州によって差があると思います

し日本大使館は当てにならないので、直接移住予定の州に質問されることをお勧めし

ます。私が打診されたのは2013年9月のことです。

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】 

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
4nwanelson 4@nwanelson · 2時間2時間前 
「避難の権利求める会」設立 - NHK福島
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6053074711.html?t=1446117475049 …
共同代表で福島市から札幌市に自主避難している中手聖一さん「私たちには被ばくせ

ずに生活する権利があり必要な支援を求めていきたい」 

ベクレーヌ八千代さんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 3時間3時間前 
野原千代さん

福島からは全員避難してほしいです

やりなおしのきかないリスクです

お母さん方が後で福島に残ったことを後悔するようなことになってほしくないです

https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6053074711.html?t=1446117475049


それが私が調査を続けている動機です

https://www.youtube.com/watch?v=woA5G52oM2o … …

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7時間7時間前 
脳の異常と不安で鬱状態の人たちには

国の洗脳が更に早く効いてくるようだ。

【騙されるな！！！！東日本から、脱出する以外生き残る道はない！！！】

【避難移住することが、最善で唯一の戦いだ！！！！】

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=woA5G52oM2o
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A


（10月30日）　…まぁ情緒不安定とか発狂のひとつやふたつはするわな…★

http://85358.diarynote.jp/201510302257051924/

地震魔ッ譜。

2015年10月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=33H5zM-ErlA
Cry - A sad Story that make you cry

…まぁ情緒不安定とか発狂のひとつやふたつはするわな…★

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 � 北海道 大樹町 
【M3.3】日高山脈 深さ83.4km 2015/10/30 21:04:43
(G)http://j.mp/1WnzZoM (Y)http://j.mp/1PYRXhy (アニメ)http://j.mp/1Nd8C0a

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 浦河町 
【M3.4】日高地方 深さ54.5km 2015/10/30 19:50:13
(G)http://j.mp/1NcYqoe (Y)http://j.mp/1Ocur14 (アニメ)http://j.mp/1Wnm5mw

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 厚真町 
【M2.5】石狩平野 深さ143.0km 2015/10/30 17:10:39
(G)http://j.mp/1Mx2Qrr (Y)http://j.mp/1Mx2SPZ

http://85358.diarynote.jp/201510302257051924/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151030/85358_201510302257051924_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151030/85358_201510302257051924_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20151030/85358_201510302257051924_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=33H5zM-ErlA
http://j.mp/1WnzZoM
http://j.mp/1PYRXhy
http://j.mp/1Nd8C0a
http://j.mp/1NcYqoe
http://j.mp/1Ocur14
http://j.mp/1Wnm5mw
http://j.mp/1Mx2Qrr
http://j.mp/1Mx2SPZ


地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ74.0km 2015/10/30 11:53:17 http://j.mp/1KJm71p

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.5】苫小牧南方沖 深さ116.0km 2015/10/30 10:32:25 http://j.mp/1GzRqAC

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.9】十勝地方南東沖 深さ80.3km 2015/10/30 09:22:01 http://j.mp/1HfbvHl

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 � 北海道 東神楽町（上川郡） 
【M2.8】上川・空知地方 深さ180.8km 2015/10/30 06:49:33
(G)http://j.mp/1kWK940 (Y)http://j.mp/1MXD2yJ

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M3.5】根室半島沖 深さ43.5km 2015/10/30 02:18:57
(G)http://j.mp/1MwjhUV (アニメ)http://j.mp/1Mwjkjo

https://www.youtube.com/watch?v=gjgkxjfYHsE
A very sad song for broken hearts

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 云南, 中华人民共和国 
【M5.1】YUNNAN, CHINA 30.1km 2015/10/30 20:26:44JST, 2015/10/30 11:26:44UTC
(G)http://j.mp/1WnvvOU (USGS)http://j.mp/1Ri2rH6

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.1】BANDA SEA 150.6km 2015/10/30 19:27:01JST, 2015/10/30 10:27:01UTC
(G)http://j.mp/1RhXZZa (USGS)http://j.mp/1RhY2ny

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.0】SCOTIA SEA 10.0km 2015/10/30 16:18:21JST, 2015/10/30 07:18:21UTC
(G)http://j.mp/1PU8O62 (USGS)http://j.mp/1XDrpEG

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 �
【M5.0】SAMAR, PHILIPPINES 81.2km 2015/10/30 15:58:58JST, 2015/10/30

http://j.mp/1KJm71p
http://j.mp/1GzRqAC
http://j.mp/1HfbvHl
http://j.mp/1kWK940
http://j.mp/1MXD2yJ
http://j.mp/1MwjhUV
http://j.mp/1Mwjkjo
https://www.youtube.com/watch?v=gjgkxjfYHsE
http://j.mp/1WnvvOU
http://j.mp/1Ri2rH6
http://j.mp/1RhXZZa
http://j.mp/1RhY2ny
http://j.mp/1PU8O62
http://j.mp/1XDrpEG


06:58:58UTC
(G)http://j.mp/1P9cD5K (USGS)http://j.mp/1P9cBeb

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M5.1】SCOTIA SEA 10.0km 2015/10/30 12:18:42JST, 2015/10/30 03:18:42UTC
(G)http://j.mp/1P90T3d (USGS)http://j.mp/1ObI2WB

https://www.youtube.com/watch?v=ruP672bL8eA
Sadness Piano Song - "Alone In The Dark" Music by Vadim Kiselev
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201510302302314354/

仮。

2015年10月30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=DVen9Nsw4cE
Sad Piano & Violin Song - " Moonlight Improvisation" Music by Vadim Kiselev 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：10/30 12:07
glicom:大阪梅田
福重ユキヲさんが今日、突然倒れて脳幹出血が原因で他界されたそうです…

名無し：10/30 12:11
この人のTwitter
https://twitter.com/fukucgyukio 
１０月２８日まで、普通にツイートしてる…

https://www.youtube.com/watch?v=nTgK4bNjZxg
Very Sad Piano Music (Original) - by Roy Todd
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年10月31日0:06
あ、いま、１時間分の作業、ぜんぶ消した…
…（－－＃）…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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０

５３１

５２１．

 
 

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


（10月30日）　日野市役所の封筒に印刷してあった「日本国憲法の理念を守ろう」
が「すみ塗り」に。／さては廃炉を頑張りますと言い続けるかぎり、濡れ手に粟の利益
が出ることに気づいたな。

http://85358.diarynote.jp/201510310001122815/

元・日野市民でしたが…？
2015年10月30日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！
終生の土地、とまで想いきめていたけれども…

棄てて、よかった…。

amaちゃんださんがリツイート 
BASIL @basilsauce · 13時間13時間前 
BASILさんがリツイートしました OZOKEN
日野市役所に電話して聞きました。

「日本国憲法の理念を守ろう」の部分を塗りつぶしたのは事実。単純ミスだそう。新

しく印刷した封筒にこの文言はない。

「日野市として憲法への考え方に変化があったのですか？」の問いには「それはあり

ません。」

＞OZOKEN@ozoken_sgs
日野市役所の封筒に印刷してあった「日本国憲法の理念を守ろう」の部分が「すみ

塗り」されるようになったそうです。

これ、職員はどういう気持ちで消してるんだろうな。

amaちゃんださんがリツイート 
横田良篤 @yokotayoshiatsu · 13時間13時間前 
横田良篤さんがリツイートしました Value Added News
全く不思議だと思うのは私だけでしょうか。あれだけの原発事故を起こし、あれだけ

の税金がつぎ込まれていると言うのに、何故黒字なんですか。本来倒産してもいいは

ずの会社じゃありませんか。どうして利益が出てくるんですか。税金返せ、被災者を

償え 
＞Value Added News@ValueAddedNews

http://85358.diarynote.jp/201510310001122815/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=8


東京電力が29日に発表した９月中間決算は経常利益が3651億円の黒字で過去最高を記
録した。

さては廃炉を頑張りますと言い続けるかぎり、濡れ手に粟の利益が出ることに気づい

たな

amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
沖縄独立推進は、ツイッターを始めた2009年頃から繰り返してきた
沖縄人はアイヌ同様、日本人でなく別民族である

だから日本人は彼らを心の底で見下してきたのだ

でなければ、あれほど残酷な植民地政策をとれるはずがない

https://www.youtube.com/watch?v=AEQQqKisj2s …

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】さんがリツイート 
萬川 集海 @bansensyukai · 30分30分前 
萬川 集海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！！】
長崎大　原医研　　　７３１部隊の後継　　相手の身になって考えるという思考が欠

落　命という概念がなく人を一体…ニ体という数値でしか認識していないのかもしれ
ない。　長崎・広島の被爆者も福島も研究材料としてしか見ていない？

https://www.youtube.com/watch?v=U62YkXZNs8M
Medieval Ballad - Winterwolf
 

https://www.youtube.com/watch?v=AEQQqKisj2s
https://www.youtube.com/watch?v=U62YkXZNs8M


（10月31日）　【 持続 鎮静剤 】　（音 薬 函）

http://85358.diarynote.jp/201510312345561459/

【 持続 鎮静剤 】　（音 薬 函）
2015年10月31日 音楽
　

https://www.youtube.com/watch?v=NTrMxTZUq3w
Japanese Modern Folks Music - 切ない・美しい和風BGM集（修正版） -［BFMJ］

https://www.youtube.com/watch?v=XsREJyqdkPo
Kimi no Na wa. (Your Name) music compilation

https://www.youtube.com/watch?v=w1o4O2SfQ5g
Berserk - Theme of Guts (Cut & Looped for One Hour) 

https://www.youtube.com/watch?v=UijT7UK1Bj4
KOKIA / 孤独な生きもの【OTO NO TABI BITO #20】 

https://www.youtube.com/watch?v=IC9CUIUAjoY
kokia - 安心の中　( 16:9 ) HQ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=RNPHZdiNkDA
【100分耐久】夢時空 エレンのテーマ Tabula rasa 〜 空白少女 

https://www.youtube.com/watch?v=bNHtbw4Kyf0
Rose of May - lyrics by Erutan ( katethegreat19 ) 

https://www.youtube.com/watch?v=3dM2qCCg6GE
Amazing Piano song (Michael Ortega) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=a4vmA9noFXo
【十回復唱】般若心経・癒し 瞑想 暗記 作業などに 

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=EB-bYJoqvQQ
ゴスペル風「般若心経」つのだ☆ひろ 

https://www.youtube.com/watch?v=lkjenKg543M
【PV】般若心経ロック 

https://www.youtube.com/watch?v=WCIFo6zPf2Y
ヒーリング般若心経 Heart Sutra （サンスクリット/梵語/Sanskrit） by N.M.Todo 

https://www.youtube.com/watch?v=wecTNLdgYFM
【PV】最遊記 玄奘三蔵「般若心経」読経CD 

https://www.youtube.com/watch?v=WyxXGdG3-Io
Nearer, My God, to Thee | BYU Vocal Point ft. BYU Men’s Chorus 

https://www.youtube.com/watch?v=M8AeV8Jbx6M
AMAZING GRACE - Royal Scots Dragoon Guards 

https://www.youtube.com/watch?v=LBxsDYOAKok
Best Cycling Songs for 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=SIGh8Hv7Xdg
眠りにつく、その前に　セカイイチ 

https://www.youtube.com/watch?v=5WxKk3wUZvI
Freedom - Valdi Sabev

https://www.youtube.com/watch?v=ELblbgOvlKg
いつも何度でも/木村弓※朝倉さやカバー【民謡日本一】
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（11月１日）　【消毒用？ あるこほ〜る…！】ｗ　（音 薬 函）

http://85358.diarynote.jp/201511010838389754/

【消毒用？ あるこほ〜る…！】ｗ　（音 薬 函）
2015年11月1日 音楽
　

https://www.youtube.com/watch?v=EQDV5hj0mHM&list=RDObA2QSG76_g&index=3
Hiromitsu Agatsuma-Yuu 

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=nK0bHx78YZE
ケツメイシ　ビールボーイ 

https://www.youtube.com/watch?
v=b2GJcYBoVyg&ebc=ANyPxKqE8XEufTUI0gP7GHBtSxaemhROzl_QV8V_Ln8gdDT1b7wyOGXDPmX3LkHb9V9F0lArMGNpPhY5MWsk1ZtO2Kufa08Rfg
At God’s Mercy - rerulili feat.Vocaloids / 
神のまにまに - れるりりfeat.ミク&リン&GUMI 

https://www.youtube.com/watch?v=lSksGELZYjM
コンドルは飛んで行く　宗次郎　東京シティ・フィルハーモニー管弦楽団 

https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0
Billy Joel - Piano Man 

https://www.youtube.com/watch?v=bwNcDn5Qxy0
【BGM・ジブリジャズ〜リラックスヒーリング】 1時間 

https://www.youtube.com/watch?v=bJIA2MYO6ds
ディアマンテス　勝利のうた　Espanol 

https://www.youtube.com/watch?v=8kQZHYbZkLs
Leo Rojas - El Condor Pasa 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6jcjVD2Wic
Life Goes On / 導楽　MV 

https://www.youtube.com/watch?v=AjPau5QYtYs
Safety Dance - Men Without Hats Official Video 

https://www.youtube.com/watch?v=yVA3iYJ_H5Y
Newsies Medley | One-Shot A Cappella Tribute in 4K! | BYU Vocal Point 

https://www.youtube.com/watch?v=tyPDQpel8bI
Charlie Brown Medley - ThePianoGuys 

https://www.youtube.com/watch?v=fLFgbR7A-2g
Yanni, Violin vs Saxophone HD 

https://www.youtube.com/watch?v=di-_n05tppo
Big Country - In A Big Country 

https://www.youtube.com/watch?
v=0VqTwnAuHws&index=8&list=PLh8zLZtezyRHcTfBprsHCibfCfIjRG4jc
One Direction - What Makes You Beautiful (5 Piano Guys, 1 piano) - ThePianoGuys 
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https://www.youtube.com/watch?v=sNMwZnOsq5o
I Lived by OneRepublic (BYU Vocal Point A Cappella Cover) 

https://www.youtube.com/watch?v=pH7sg3UjVIQ
Celtic Woman - A New Journey - Dulaman 

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=LItcbxGjfyE
MIT台灣誌片尾曲 - From taipei to oulan bator 

https://www.youtube.com/watch?v=gPSH5qhGJzY
Celtic Nots & Lothlorien - Wicca | Celtic | Celta 

https://www.youtube.com/watch?v=17GLE-
16_3g&list=PLh8zLZtezyRHcTfBprsHCibfCfIjRG4jc&index=6
Ants Marching/Ode To Joy - 4 Guys, 3 min, 2 cellos, 1 piano - ThePianoGuys 

https://www.youtube.com/watch?v=gmJ1tgn2G-o
とある竜の恋の歌 

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=ejfZuww8suw
Bizet Carmen La Taberna de Lillas Pastia SUBTITULOS EN ESPAÑOL y FRANCES 

https://www.youtube.com/watch?v=F1t8jwVvUzw
HEY YOU -Xabungle- 

https://www.youtube.com/watch?v=j9Dx8WP8YD4
Under The Sea / The Little Mermaid ☆アンダー・ザ・シー/ リトル・マーメイド　Marimba &
Percussion Ensemble "Remix"

https://www.youtube.com/watch?v=OdoklQK9O4c
以心電信 ORANGERANGE 歌詞付き

https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
トレイン（PV） ケツメイシ
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（続きます）

 
 
 
 
 
 
 

続きます。
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↓
リステラス星圏史略

sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１５－11

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2015年11月）
http://p.booklog.jp/book/119238/read

 
 

file:///tmp/puboo/118859/422286/163f622d031bd5c31c6b/book/119238
file:///tmp/puboo/118859/422286/163f622d031bd5c31c6b/book/119238
file:///tmp/puboo/118859/422286/163f622d031bd5c31c6b/book/119238
file:///tmp/puboo/118859/422286/163f622d031bd5c31c6b/book/119238
file:///tmp/puboo/118859/422286/163f622d031bd5c31c6b/book/119238


奥付

リステラス星圏史略

sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１５－10

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2015年10月）

http://p.booklog.jp/book/118859
 
 

☆ 著者 ☆
 霧樹里守

（きりぎ・りす）
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♪ 歌いながら大地を歩く ♪

 著者プロフィール：http://p.booklog.jp/users/masatotoki/profile

感想はこちらのコメントへ

http://p.booklog.jp/book/118859
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