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リステラス星圏史略

sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１６－２

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2016年02月）
http://p.booklog.jp/book/120902

 

からの、 
 
 
 

続きです…。
…（＾＾：）…

 



（上旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１６年３月）

（上旬）
 



（３月１日）　「ご注文のお電話ということでよろしいですか？」　（あれ？）

http://85358.diarynote.jp/201603011017103577/

めも「寝落ち椅子」＠３月１日。

2016年2月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

　

トキマサト。

寝落ち椅子。ＮｅｏＣｈｅｒｓ

パソコン椅子、

リクライニングベッド、

冷蔵庫、

電子レンジ、

食卓、

洗面台、

兼用一体型。┐(’〜`；)┌

オプションで生ビールサーバー付きとか、(^。^;)

トイレシャワー隣接型もアリ。

(-"-;)
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年5月4日19:32
　

ついでに「ドローン宅配（ピザ等）うけとり小窓」付きでカンペキ…☆

http://85358.diarynote.jp/201603011017103577/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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（人間やめれｗｗｗｗ）

（たぶん遠くない近未来の「１Ｒマンション」で、りアライズされちゃうと思う…ｗｗｗ）
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年5月4日19:39
　

てか、設計図ひきたい…っｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年1月23日23:12
　　↑

ご注文のお電話ということでよろしいですか？

　　↓

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
からめる @purinharumaki · 1月19日 

こういう作業環境が欲しいって話なんですけど

https://twitter.com/purinharumaki/status/954305277494349824
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年1月23日23:22
　

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 1月22日 

前の方で紹介したプロパンガスによる非常時電源システムをまずは自分から構築する事にしま

した。

設備業者は神奈川県に営業展開するプロパンガス配給会社「カナエル」です。

この業者も初めてとのことなので私も協力して構築します。

http://www.kana-l.co.jp/

ＵＰＳは電源進入ＥＭＰ除去の為です。
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https://twitter.com/Birkeland2nd/status/955242623815397376



（３月１日）　せっかくアルパカ狼さんと接近遭遇♪したのに、シチュエーションが間
抜け過ぎ…(ToT)…★

http://85358.diarynote.jp/201603011417024717/

3月1日の昼記。
2016年3月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

三重と滋賀で積雪とな？(^_^;)

札幌は落ち着きました。

運動不足防止に、帰りは歩こうかな検討中。(^_^;)

脳が無自覚に被曝発症しているのか意識が散漫になり見当識が途切れがち。(・_・;)

バイト中も手順とか効率が悪く電話応対もへろへろです。

ヽ（・＿・；）ノ

せっかくアルパカ狼さんと接近遭遇♪したのに、シチュエーションが間抜け過ぎ…(ToT)…★

でも夕方まで隣が珍しくノギス君なのでグレずにがんばりま〜す…☆

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月1日14:28
　

エルさん、なぜ私が２５歳頃に言ってたのと全く同じセリフを吐くんだ？(^。^;)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月1日14:28
　

風邪の予防はキムチと金柑！

(‾ー+‾)ニヤリ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月1日14:32
　

久しぶりに買ったら

coopのコロッケは
東光より不味い！(-"-;)
もう買わない！(`ヘ´)
 
 

http://85358.diarynote.jp/
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（３月１日）　ついでに食べ物の好き嫌い情報をひとつＧＥＴ♪o(^-^)o♪

http://85358.diarynote.jp/201603012203339840/

声も聴けたし姿も観れたし会話も出来たしノド飴まで上げちゃっ

たしね♪o(^-^)o♪

2016年3月1日 恋愛 コメント (1)
　

実はクライアント会社と業務受託部署が完全崩壊しかねない？

大変な事態が勃発してるんですが…、ヽ（・＿・；）ノ…★

私は明日から３連休だし(^_^;)

アルパカ狼さんが大変そうに

健気に頑張ってる姿を

真横から！(^O^)！（遠いけど）

堪能できる…という初の機会に恵まれたので、

…あとのことなんか、このさいど〜でもいいわ…σ(^◇^;)☆   
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月1日22:17
　

ついでに食べ物の好き嫌い情報をひとつＧＥＴ♪o(^-^)o♪
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201603012314093164/
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「いたずら終了」（違っ

2016年3月1日 日常
まぁそんなわけで無責任に個人的幸福だけを追求しつつ

予定外の残業２０分でどんぐりのパンは諦めつつ

ジュンク堂でパームの新刊はがっちり確保。(^_^)v

閉店直前のダイソーに急行してアルパカ狼さんに貢ぎたいノド飴と

予備の手袋を入手してからブクオフで１０８円マンガを９冊も買い込んで

ついでに狸小路の安売りスーパーでレトルトカレーとポテチも補充して、

週に一度の貴重な「夜遊び」終了。

(^_^;)
 
吹雪を避けて地下歩側を大回りしてバスセンターまで逆送。

断続的な吹雪の中ほとんど濡れずに待たずに最終バスにらくらく座って余裕の帰宅。(^_^)v

土鍋でご飯を炊いたので、今日はもう情報チェックもしないでマンガ読んで寝ちゃいます〜☆
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（３月１日）　たぶん私はもうこれ以上の苦労には耐えられない。耐えたくない。

http://85358.diarynote.jp/201603012355504638/

お♪　いい男…♪　(^-^)g
2016年3月1日 恋愛 コメント (1)
　

参照ｗ

http://85358.diarynote.jp/201506052348373505/
＞やっぱり、「庭師」サム・ギャムジー氏は最高にツボですｗ

http://85358.diarynote.jp/201505300844042116/
＞あいにくだが、私の好みって、

「庭師」サム・ギャムジーか、クリス・ハートか、キング牧師とかだよ…？

ｗ（＾◇＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
Lord of the Rings - Sound of The Shire
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これね。

http://manga-1.com/?eid=5855
逢坂みえこ／木村くんは男友だち

ちなみにこっちの書評？？は、ばかすぎる…
なんでこんな読解力皆無のやつが、出版のシゴトしてんだ…？？
http://kc.kodansha.co.jp/product?isbn=9784063803136

お、これは的確♪（＾＾）

やはり「仕事で」読むのと「ファンが」読むのでは、愛と理解が違うな…ｗ
http://webryblog.biglobe.ne.jp/affiliate/park/amazon/item/4063803139

それにしてもつくづく、

逢 坂 み え こ は 絵 が 巧 い ♪

よくまぁこれだけデフォルメされた単純なぶっとい線で、

人間の感情の機微を、たくみに表すもんだ…☆彡

（やっぱ、これも、愛と理解のちがいかな…？）

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日0:49
　

５２年も生きてきて、

今が一番ラクで幸せなので、

できることならこのままここで死にたい。

たぶん私はもうこれ以上の

苦労には耐えられない。

http://manga-1.com/?eid=5855
http://kc.kodansha.co.jp/product?isbn=9784063803136
http://webryblog.biglobe.ne.jp/affiliate/park/amazon/item/4063803139
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耐えたくない。

 



（３月２日）　昨夜から私の本能だか霊能だか超感覚だかが「もう情報チェックをした
くない！」とストライキを起こしていまして…★

http://85358.diarynote.jp/201603020845471964/

早起きと小家事は三文文士の未受精卵の前衛芸術鑑賞券お買い得

☆彡

2016年3月2日 日常 コメント (1)
　

（タイトル意味不明ｗ）

今年は気象条件が乱高下しているので、

同じ場所のツララの形が毎回違っているので、面白いです☆

ｗ（＾□＾；）ｗ

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201603021525303943/

メンテナンスのため14:30-15:30の間に20分程度サービスを停止
します。書き込み・閲覧ができなくなります。

2016年3月2日 日常
　

https://www.youtube.com/watch?v=Npt2gcG1_jM
Michael Nyman The Ogre 1 

ごぶさた？ぶりでございます。

１５：１０になっちゃいました。

昨夜から私の本能だか霊能だか超感覚だかが珍しく、

「もう情報チェックをしたくない！」とストライキを起こしていまして…★

…ｗ（－－；）ｗ…？

で、まぁ寝床に潜り込んで楽しく前々項の漫画を読んで爆睡して自然に目が覚めたら朝８時半だ

http://85358.diarynote.jp/201603020845471964/
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ったので慌ててゴミ出しと小家事だけして連休初日（限定）のお楽しみ、カップ麺朝食をかっこ

んだら、またいきなり眠くなってしまいまして…

で、また寝床に潜り込んでツボ押ししながら爆睡してたら、その間に前線が通過したらしく、午

後１時に目が覚めたら雪が降ってて、やんで晴れたら、気温がプラス２℃まで上昇しています…

空気はベクレ雪の解ける水蒸気で異臭。

良いお天気ですが、窓は閉めてます…（－－；）…★

で、あぁ。（＾＾；）編集画面にこれが出てたんですね。見損ねてましたね…★

メンテナンスのため14:30-15:30の間に20分程度サービスを停止します。書き込み・閲
覧ができなくなります。

※ ただいま不具合報告・要望を受付中です [報告]

昼寝から起きだして小家事の続きをしてＰＣ画面を開いたら、

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009347234985

Masako Tsuchiya
12分前 · 
ぅえ〜ん！　＞このページは表示できません

＞•Web アドレス http://85358.diarynote.jp が正しいか確かめてください。

状態だったので、ちょっくらパ肉って半べそかいてましたよ…★

…ｗ（＾＾；）ｗ…

Masako Tsuchiya
11分前 · 
お♪（＾＾；）復活復活♪　それにしても本当に！フェイスブックは使えないね。文

字ｇそもそもまともに入力できないじゃないか？？

…おそらくＤＮさんが消滅したら、私も一緒にゲシュタルト崩壊を起こします…

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009347234985
http://85358.diarynote.jp/


…ｗ（－－；）ｗ…

その前に、忘れたパスワードを思い出して（？）

これを使えるようにしとかないとねぇ…？？
http://ameblo.jp/temameya-seitai/
緊急避難！　【大嘘スーパーアリーナ災害対策本部】

さて。（＾＾；）

この件（だけは）一安心したところで、怖い怖い情報チェックに逝きま〜す…★

https://www.youtube.com/watch?v=hEuPS8GDouM
Michael Nyman - Child Bearer

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT2500UP】 実在していた！？まっくろくろすけの生存が確認される。わりと猫だ
けど。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212712.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CchBZNlUYAA6o-G.jpg

…黒詐欺…？？（＠＠；）？？
　

カラパイア @karapaia · 16時間16時間前 
【RT400UP】 これぞ死のドーム！獲物待ちをしているクロコサギがなんかかっこい
いぞ。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212395.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CceDaxsVIAAfBvM.jpg

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日17:55
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cmk2wl @cmk2wl · 3月1日 

掃除した？

朝起きて最初にやるべきは床掃除。

空間に舞い上がる前に、夜の間に床に堆積したホコリを、まずは除去。

 



（３月２日）　見るのが怖い情報…？？

http://85358.diarynote.jp/201603021544197741/

【 欠 測 】！（＞＜＃）！
2016年3月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

今日はしばらくNymanを聴こうと思っていたのに、
悠宙舞さん自動推奨のこれも良い感じ…♪
https://www.youtube.com/watch?
v=NBkkp9ke6CI&ebc=ANyPxKofEsdoZ9U4eWn9yWr-H5zqcUbTi0Iwylst-
DlAlr9U1wFGrY16ZL7icidnhfAPSMQOVkKKfVSAIzVf05V0vqayRH0QWQ
Анна Чайковская в Барвихе 30.09.2011 - "Dido. Prologue", Voice of Spirit 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2016年03月02日（水）【当日】

01:00 0.051 0.046 0.048 6 
02:00 0.048 0.037 0.042 6 

03:00 0.034 0.031 0.033 6 
04:00 0.031 0.029 0.030 6 
05:00 0.030 0.028 0.029 6 
06:00 0.029 0.028 0.028 6 
07:00 0.028 0.028 0.028 6 
08:00 0.028 0.028 0.028 6 
09:00 0.028 0.027 0.028 6 
10:00 0.028 0.027 0.028 6 
11:00 0.028 0.027 0.028 6 
12:00 0.028 0.027 0.028 6 
13:00 0.028 0.027 0.027 6 
14:00 
15:00
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https://www.youtube.com/watch?v=qK8InlfAQLs
Michael Nyman - Nyman Brass - 4. Göering´s Hunter Party 

2016年03月01日（火）【前日】
01:00 0.030 0.029 0.030 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.033 0.030 0.032 6 
04:00 0.033 0.032 0.033 6 
05:00 0.041 0.035 0.038 6 
06:00 0.043 0.041 0.042 6 
07:00 0.038 0.034 0.036 6 
08:00 0.036 0.032 0.034 6 
09:00 0.031 0.028 0.030 6 
10:00 0.029 0.028 0.028 6 
11:00 0.028 0.027 0.028 6 
12:00 0.028 0.027 0.028 6 
13:00 0.029 0.028 0.029 6 
14:00 0.029 0.028 0.028 6 
15:00 0.029 0.028 0.029 4 

16:00 - - - 0 
17:00 - - - 0 

18:00 0.029 0.028 0.029 6 
19:00 0.030 0.028 0.029 6 
20:00 0.036 0.030 0.034 6 
21:00 0.035 0.031 0.033 6 
22:00 0.037 0.031 0.033 6 
23:00 0.047 0.038 0.042 6 

24:00 0.051 0.048 0.049 6

https://www.youtube.com/watch?v=n3psP-FGN1M
Michael Nyman - Nyman Brass - 5. Abel’s Revolt

https://www.youtube.com/watch?v=qK8InlfAQLs
https://www.youtube.com/watch?v=n3psP-FGN1M


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

噴火するのかな。

2016年3月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=a9S5Pe-lq9s
Michael Nyman - Nyman Brass - 6. Meeting The Moose 

地震マップ @eq_map · 20分20分前 
【M5.1】JAVA, INDONESIA 80.0km 2016/03/02 15:09:12JST, 2016/03/02
06:09:12UTC
(G)http://j.mp/1nhCzS6 (USGS)http://j.mp/1pnkYda

宇宙天気ニュース @swnews · 4 時間4 時間前 
[記事] 太陽風磁場の強まりが続いています。速度は平均的な状態です。
http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.6】青森県西方沖 深さ13.6km 2016/03/02 10:02:43 http://j.mp/1TPC1AV

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 北海道 広尾町 
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603021547026968/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160302/85358_201603021547026968_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160302/85358_201603021547026968_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160302/85358_201603021547026968_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=a9S5Pe-lq9s
http://j.mp/1nhCzS6
http://j.mp/1pnkYda
http://swnews.jp/
http://j.mp/1TPC1AV


【M3.8】日高山脈 深さ56.1km 2016/03/01 22:55:02
(G)http://j.mp/1QpaC39 (Y)http://j.mp/1QpaCQx (アニメ)http://j.mp/1LSrs8C

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � 北海道 足寄町 
【M2.5】十勝地方 深さ177.0km 2016/03/01 21:30:04
(G)http://j.mp/1RiydCp (Y)http://j.mp/1Riyghy

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.7】北海道南西沖 深さ17.8km 2016/03/01 19:49:28 http://j.mp/1RCWcio

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M2.7】浦河南方沖 深さ69.1km 2016/03/01 19:06:39 http://j.mp/1T5IZBM

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M5.7】SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 10.0km 2016/03/01 18:26:40
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1T5HF22 (USGS)http://j.mp/1TjVWbR

地震マップ @eq_map · 3月1日 � 北海道 白糠町 
【M2.8】釧路地方 深さ91.4km 2016/03/01 13:24:29
(G)http://j.mp/1TNK5lY (Y)http://j.mp/1Lsjw39

地震マップ @eq_map · 3月1日 
【M5.0】OFFSHORE EL SALVADOR 72.4km 2016/03/01 10:08:44JST, 2016/03/01
01:08:44UTC
(G)http://j.mp/1QQLdVw (USGS)http://j.mp/1QQLfwN

宇宙天気ニュース @swnews · 3月1日 
[記事] 太陽風の磁場がやや強まっています。高速太陽風が始まるかもしれません。
http://swnews.jp #swnews

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3月1日 
名無し：03/01 14:01
井戸水位、原因不明の急低下…料金値上げ懸念も
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160301-OYT1T50058.html …
#石川県能美市ｏ昨年５月頃から井戸水位が急激に下がり始め８月には平均８〜１４メ
ートル低下

http://j.mp/1QpaC39
http://j.mp/1QpaCQx
http://j.mp/1LSrs8C
http://j.mp/1RiydCp
http://j.mp/1Riyghy
http://j.mp/1RCWcio
http://j.mp/1T5IZBM
http://j.mp/1T5HF22
http://j.mp/1TjVWbR
http://j.mp/1TNK5lY
http://j.mp/1Lsjw39
http://j.mp/1QQLdVw
http://j.mp/1QQLfwN
http://swnews.jp/
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160301-OYT1T50058.html


…全地球的に、Ｍ４級の地震の回数がやたらと多い…
…（＠＠；）…

https://www.youtube.com/watch?v=nKLFlEBXt0I
Michael Nyman - Water Dances (Live at Studio Halle, 2010) 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 16 時間16 時間前 
鹿児島県側の薩南諸島に属する島嶼群（トカラ列島）

https://pbs.twimg.com/media/CceIbbUUEAAlsk_.jpg
諏訪之瀬島（火口周辺警報・噴火警戒レベル２の活火山）　2月中旬ぐらいから、ずっ
とこんな感じ。火柱らしきもの。その上空の雲は、オレンジ色に染まる「火映現象」 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 18時間18時間前 
https://pbs.twimg.com/media/CcdwfdlUkAIb8yt.jpg
3月01日01時25分
桜島：爆発的噴火。「弾道を描いて飛散する大きな噴石：6合目。2月05日以降、23回
目の爆発的噴火。気象庁火山観測報

：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160301013650_506.html
…」（画像：©国土交通省）

711件のリツイート 
内閣府防災� 認証済みアカウント � @CAO_BOUSAI · 2月28日 
【火山情報】28日11時00分、霧島山に火口周辺警報（火口周辺危険）が発表されま
した。えびの高原（硫黄山）の周辺では、今後状況によっては小規模な噴火が発生す

る可能性があります。地元自治体等の火口周辺への立入規制等の指示に従い、危険な

地域に入らないでください。

MBCニューズナウ @MBC_newsnow · 2月28日 
ＭＢＣニュース　鹿児島地方気象台は硫黄山の状況について会見を開き、「今後、噴

石を飛散させるような水蒸気噴火や爆発が起きる可能性が高い」との見方を示しま

した。 #霧島山 #硫黄山 http://mbc.jp/s/00A 

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2月28日 
・微動

https://www.youtube.com/watch?v=nKLFlEBXt0I
https://pbs.twimg.com/media/CceIbbUUEAAlsk_.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CcdwfdlUkAIb8yt.jpg
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160301013650_506.html
http://mbc.jp/s/00A


・4センチの隆起
・硫化水素

・地震

まあ、それなりに役者がそろってきた。霧島硫黄山、噴火するのかな。

ＮＨＫ生活・防災� 認証済みアカウント � @nhk_seikatsu · 2月28日 
【硫黄山に火口周辺警報】霧島連山のえびの高原の硫黄山周辺で火山性地震が増加。

気象庁は、硫黄山周辺では火山活動が高まっていて、今後、小規模な噴火が発生する

可能性があるとして、火口周辺警報を発表しました。硫黄山からおおむね半径１キロ

の範囲では噴火に伴う大きな噴石に警戒を。

…今のところ「見るのがコワイ」？
ほどの情報って、それくらいかな…？

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3月1日 
米国大統領選。

BBCのインタビューで、アメリカの元CIA長官が「もしも、ドナルド・トランプ氏が米
国の大統領になったら、それは怖いことだ。」と発言した。

イギリスBBC：http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35656256 … 

Univlife-FYD @daigaku_fyd · 2月27日 
地震発生時の各大学男子の反応

東大「…」(授業を受け続ける)
早大「これで授業終わるっしょ！」

慶應「君、大丈夫？」(女を口説く)
中央「ｳﾜｱｱｱｱ噴火するｳｳｳ」

法政「即刻原発を廃止せよ！」

東工大「ｳﾜｱｱ実験結果に誤差が…」
理科大「ｳﾜｱｱ実験結果に誤差が…」

ｗ（＾＾；）ｗ

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

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35656256
https://www.youtube.com/watch?v=kFmzixKzlBg


Nyman - A la folie 

 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日20:23
　

junkoがリツイート 
高山清洲・世界平和・人類皆兄弟 @susanou666 · 3月1日 

岡山の吉備平原の高台に、密かに政府が「移転」しているぞ!!　政府機能が高台とは、何か起こる
のか? 「地震」か「津波」・・・!! 自分たちだけ助かるつもりなのか!! 国民の大半は、政府に見捨
てられているぞ!! 「見捨てられて死ぬの」と「死ぬ」のはどう違う!!
 

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


（３月３日）　「夢ッセージ」受信…？／「ＤＮ依存症」の自覚はあります…☆

http://85358.diarynote.jp/201603030911451039/

【 北海、独立！ 】　（一曲追加 ♪ ）
2016年3月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)

https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I
【Wild Heaven】extended hard core mix -TMN- 

おはようございます。０８：５０になっちゃいました。

８時には起きだして、小家事をやっつけてました。

３月の第一３連休の２日目。

予定はＰＣと机と家事と雑用と銭湯出撃と買い込み廻り。

忙しい？（＾＾；）ですね…☆

札幌はマイナス４℃。無風。明るい曇天。

午後から降雪確率５０％です…どうなるのかな…

昨夜は「情報チェック」（前項以前参照）を延々やった後、

洗濯と入浴だけして、

漫画読んて（＾＾；）

熟睡爆睡できまして、

目覚めは楽々。健康状態も良好♪

久〜しぶりに？…（＾＾；）…「夢ッセージ」らしきものを受信…？

数十年〜１００年後くらいの札幌ですが、なんとか平和に（？）繁栄。しているようです…

…てことは、フクイチとタカハマの愚行（自爆攻撃？）に負けず、むしろ他山の石として、泊原
発を廃炉に追い込み、再生ニッポン（てか、独立北海協和国）の首都として、ニホン語圏（※

）も、人口数百〜千万単位で？なんとか、生き残っているのかな…？？

まだ、「確定未来」では、ないですが…

札幌の「５０年後生存確率」は…けっこう上がってきています…？？

…（＾ｗ＾）ｇ…☆

めざせ！泊原発・即廃炉！

http://85358.diarynote.jp/201603030911451039/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201603030911451039/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160303/85358_201603030911451039_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160303/85358_201603030911451039_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160303/85358_201603030911451039_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I


追い出せ！（原発推進 福井 出身の）

よそもの！「道【痴】事」…！

北海、独立！

北海、独立…！！

https://www.youtube.com/watch?v=J_9zt61bisI&ebc=ANyPxKrMKu0-
NbAEfmfI6HfFzvE7qiwRyZgo5ThhZGgV8pMDKfKdHsByGXMj7OXIX9pigXBSoDiCtjC7rYmFZQOO25ZrZ8XsrQ
We Love The Earth (ooh,ah,ah,mix) / TMN 

（※「ニホン語圏」…本来なら「人間（アイヌ）語圏」のはずの、
「借り物」のモシリです…ごめんなさい…（－－；）…。）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.028 0.028 0.028 6 
02:00 0.029 0.028 0.028 6 
03:00 0.029 0.028 0.028 6 
04:00 0.028 0.028 0.028 6 
05:00 0.029 0.028 0.028 6 
06:00 
07:00 
08:00 
09:00

…しかしだ…（＝＝＃）★
泊原発、現に今、「急上昇！」中。じゃーないですか〜？？？

！（＝＝＃）！

https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0&ebc=ANyPxKp2GePgbw4LLG8vBtwzBu-
7NEMmKq87udNZwJsJT-S1KJzVX5wh6ExBaq3qUFGqxs-HbaRy0Y-Oxik7KTWA7XV26SvneA
TM NETWORK - Children of the New Century 

停めろ！

泊原発！

即廃炉！

ＭＯＸ不要！

追い出せ！

追い返せ…！
　

…おぉ…（＾＾；）…たいむり〜…☆
　

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT400UP】 SF小説が予言した未来の科学技術が実現したケースを時系列で見るこ
とができるイラスト図 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52162481.html … 
https://pbs.twimg.com/media/Cck4jl4UkAAYQcw.jpg

カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
【RT400UP】 フェイスブックは薬物と同等の依存性があることが判明（米研究）
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212139.html …

https://www.youtube.com/watch?v=J_9zt61bisI&ebc=ANyPxKrMKu0-NbAEfmfI6HfFzvE7qiwRyZgo5ThhZGgV8pMDKfKdHsByGXMj7OXIX9pigXBSoDiCtjC7rYmFZQOO25ZrZ8XsrQ
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0&ebc=ANyPxKp2GePgbw4LLG8vBtwzBu-7NEMmKq87udNZwJsJT-S1KJzVX5wh6ExBaq3qUFGqxs-HbaRy0Y-Oxik7KTWA7XV26SvneA
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52162481.html
https://pbs.twimg.com/media/Cck4jl4UkAAYQcw.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212139.html


「ＤＮ依存症」の自覚はあります…☆

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?
v=VJgLN9HHAWY&ebc=ANyPxKp3HDDoNbFsjvpnX3LXaE2_B1WVp6cHmlTdakC9JRDbEasKIpbR6vnViLdQ1GyEWgFIjAPEy1WSOUIf7uz_H9LffK2Q3g
H Jungle with t「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜」 

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
［03月02日］のつぶやきをまとめました ▶1番RTされたつぶやきは「「独立国家のつく
りかた」坂口恭平 著僕は三月十六日から携帯...」
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/db66ad2ce0534ba05cecb5b65cb041bd … #gbrt

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日9:59
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 

#クライシスカレンダー 03/03【1922年 水平社宣言】被差別部落の地位向上と人間の尊厳の確立を
目指した全国水平社の創立大会で採択された、日本最初の人権宣言。末尾の「人の世に熱あれ、

人間に光りあれ」は広く知られる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日10:19
ぼくとわたしの未来行進 @miraikousin · 2 時間2 時間前 

泊原発とまっていても

寒い冬をすごせたよ！

危ない原発は、

冬眠してても大丈夫。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日10:21
原発の宅急便 @gen_taku · 3時間3時間前 
泊原発1・2・3号機。加圧水型軽水炉（PWR）。3号機ではプルサーマルを予定。北海道唯一の原
発で、電力会社の本社がある都道府県に所在する原発は泊原発と東北電力の女川原発のみです。

タイプだったらRT。
 

saga-sho @sagashogo · 17時間17時間前 
岩内町役場からは泊原発が見える。最初から原発がなければ安全対策も必要ないのにと思う。1ｍ
�もある鉄筋コンクリートの壁を吹き飛ばす原子力。捨て場もない。住民には災害用の安定ヨウ
素剤が配布されている。姉妹都市の伊方町は再稼働に前のめり。

 

宮澤　望 @yuakira1 · 2月29日  
宮澤　望さんがNHKニュースをリツイートしました
北海道岩内町の猛吹雪伝えるが、北海道唯一の原発、泊原発から岩内の中心地まで5km強、道な
りでも10ｋｍと無いことを大手メディア(自称)は伝えない
過疎対策で誘致多く、緊急時交通確保疑問：私見 @iwakamiyasumi　#飛べサル 

https://www.youtube.com/watch?v=VJgLN9HHAWY&ebc=ANyPxKp3HDDoNbFsjvpnX3LXaE2_B1WVp6cHmlTdakC9JRDbEasKIpbR6vnViLdQ1GyEWgFIjAPEy1WSOUIf7uz_H9LffK2Q3g
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/db66ad2ce0534ba05cecb5b65cb041bd
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日10:29
neko-aii @neko_aii · 2 時間2 時間前 

［03月02日］のつぶやきをまとめました ▶1番RTされたつぶやきは「「独立国家のつくりかた」坂
口恭平 著僕は三月十六日から携帯...」
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/db66ad2ce0534ba05cecb5b65cb041bd … #gbrt

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日10:38
　

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 

「独立国家のつくりかた」坂口恭平 著

僕は三月十六日から

携帯電話に登録してある全ての人に電話をかけ

西日本に避難せよと伝えた。

その後、妻の知合いの国会議員の家族は三月十五日に

海外へ避難していたと知って、愕然とした。

政府は知らなかったのではなく、

言わなかったのだ。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日15:13
　

…う〜ん（－－；）いま気がついたけど、さきオトトイの東光ストアのレシート…（〜〜；）…
新人バイト君、４００円近く、私からボッてる（二重計上してる）んだけど…？？
 

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


（３月３日）　いざとなったら、宇宙移民。

http://85358.diarynote.jp/201603031004052468/

十 勝 圏 【 航 空 宇 宙 】 産業基地。
2016年3月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

（承前）とはいえ、不安材料は山積み、わだつみ…★

（…昨夜から悠宙舞さんの反応速度がやけに遅いのも気がかりなんですが…★）
https://www.youtube.com/watch?v=fFj_jdBgJWo&ebc=ANyPxKp56GW2Qw8ecm-
Yw6innQdjvd2TtuTURi2pcLjHxAN_eF-FOpCC72cRBcjata6EzsohPciyAUSO-
TlYU2PbWPA_60UI3Q
TM NETWORK / KISS YOU 

…いざとなったら帯広（十勝）宇宙港から直接、

宇宙脱出！（宇宙移民）（＾＾；）

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/seisakusuisinbu/kikakuka/kouikirenkei/d071104.html

というルートも、考えられるんですが…

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 幕別町 
【M2.7】十勝地方 深さ96.0km 2016/03/03 05:37:31
(G)http://j.mp/1Qsjg0I (Y)http://j.mp/1QM8TUS

http://85358.diarynote.jp/201603031004052468/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160303/85358_201603031004052468_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160303/85358_201603031004052468_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160303/85358_201603031004052468_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fFj_jdBgJWo&ebc=ANyPxKp56GW2Qw8ecm-Yw6innQdjvd2TtuTURi2pcLjHxAN_eF-FOpCC72cRBcjata6EzsohPciyAUSO-TlYU2PbWPA_60UI3Q
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/seisakusuisinbu/kikakuka/kouikirenkei/d071104.html
http://j.mp/1Qsjg0I
http://j.mp/1QM8TUS


地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 鹿追町 
【M3.0】大雪山系 深さ6.7km 2016/03/03 05:06:38
(G)http://j.mp/1QmGfMS (Y)http://j.mp/1QmGfMU (アニメ)http://j.mp/1QmGgAD

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 芽室町 
【M2.5】十勝地方 深さ98.9km 2016/03/03 02:29:19
(G)http://j.mp/1UyYaTD (Y)http://j.mp/1OQdvbh

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M5.4】SOUTHWEST INDIAN RIDGE 15.6km 2016/03/03 01:34:15JST, 2016/03/02
16:34:15UTC
(G)http://j.mp/1RHcDu9 (USGS)http://j.mp/1pnQiZe

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.1】SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 16.4km 2016/03/03 00:12:08
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/218aY3g (USGS)http://j.mp/218aWs0

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M7.9】SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 10.0km 2016/03/02 21:49:46
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1L5BWH1 (USGS)http://j.mp/1TRINFi

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 北海道 東神楽町 
【M3.5】上川・空知地方 深さ83.9km 2016/03/02 22:00:31
(G)http://j.mp/1TRI2vO (Y)http://j.mp/1TRI3zP (アニメ)http://j.mp/1TRI3zN

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ51.6km 2016/03/02 21:57:57 http://j.mp/1L5AkwP

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.6】津軽海峡 深さ160.0km 2016/03/02 21:22:32 http://j.mp/1TRBrl2

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 北海道 豊頃町 
【M3.5】十勝地方 深さ107.9km 2016/03/02 20:11:00
(G)http://j.mp/1TQhpsv (Y)http://j.mp/1T7w2aF (アニメ)http://j.mp/1LwGd65

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 北海道 北見市 
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http://j.mp/1QmGfMU
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【M3.2】大雪山系 深さ184.5km 2016/03/02 18:11:06
(G)http://j.mp/217IUgr (Y)http://j.mp/1LwnZle (アニメ)http://j.mp/217IUgn

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M5.1】JAVA, INDONESIA 80.0km 2016/03/02 15:09:12JST, 2016/03/02
06:09:12UTC
(G)http://j.mp/1nhCzS6 (USGS)http://j.mp/1pnkYda

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.6】青森県西方沖 深さ13.6km 2016/03/02 10:02:43 http://j.mp/1TPC1AV

宇宙天気ニュース @swnews · 21 時間21 時間前 
[記事] 太陽風磁場の強まりが続いています。速度は平均的な状態です。
http://swnews.jp #swnews

…よく「揺れる」んだよなぁ、この宇宙港…★

…（＾＾；）…★

（でも、今後の種子島（宇宙港）よりは、

「灰と放射性粉塵が少ない」点が、有利なんじゃないかと思う…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=5ZS8BDdy3c8
初音ミク SELF CONTROL （TM NETWORK カバー）

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 45分45分前 
昨夜のスマトラ沖の巨大地震

ここインドネシアは火山も多く、地震も多発地帯。プレートの境界が沖合にあり、

2004年にM9.1の巨大地震の津波で約22万人が犠牲、2005年にM8.7。
　http://www.bbc.com/news/world-asia-35704845 … 

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 
#クライシスカレンダー 03/03【1933年 昭和三陸地震】02:30頃発生 M8.1 死者・不
明3064人負傷者12053人 家屋流出約6800棟 仙台市や岩手県宮古市などで震度5観測。
地震発生30〜50分後から三陸沿岸に巨大津波来襲、岩手県大船渡市で28.7mに達する
。

日野美歌さんへの返信 
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 

http://j.mp/217IUgr
http://j.mp/1LwnZle
http://j.mp/217IUgn
http://j.mp/1nhCzS6
http://j.mp/1pnkYda
http://j.mp/1TPC1AV
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=5ZS8BDdy3c8
http://www.bbc.com/news/world-asia-35704845


インドプレートの巨大地震ですね。ここで起ると日本も要警戒ですね。RT @MicaHino
インドネシア・スマトラ島南西沖でM7.9の地震（テレビ朝日系（ANN）） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20160302-00000051-
ann-int … … #Yahooニュース

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 
日本時間3月2日21:49頃、インドネシア南西沖を震源とするM7.9の地震が発生しました
。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160302-00000007-rescuenow-int … 
https://pbs.twimg.com/media/Cci-xv3VAAQh8Sh.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【インドネシア スマトラ島沖でＭ７．９の地震】
アメリカのUSGS=地質調査所によりますと、2日、インドネシアのスマトラ島の南西
の沖合いを震源とするマグニチュード7.9の地震がありました。震源の深さは10キロだ
と推定されています。

http://nerv.link/gjo7mp

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
3月02日20時11分：諏訪之瀬島
今夜も火柱がすごい。 
https://pbs.twimg.com/media/CcihKFpVIAAJuzD.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
鹿児島「トカラ列島」

南海トラフ巨大地震は、西日本から九州にかけてのプレート境界部。前兆とすると、

沈み込むプレートで陸地で地震が増え、火山も活発になる。いつ起っても慌てないよ

うに「南海トラフ地震」の備えはしておいた方が良いです。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 16時間16時間前 
やっぱり噴火したな。

https://pbs.twimg.com/media/Cch_MivW0AA1kIn.jpg
03月02日17時27分：諏訪之瀬島（噴火）　
©気象庁
（

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160302173918_511.html
…）

https://www.youtube.com/watch?
v=hwHoDeJqzGM&ebc=ANyPxKohMUCuY9UXnITAKnf3mNjAfqyGZK8cwRZCxEZRKuG6Z4oqzWkGbKeJ-

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20160302-00000051-ann-int
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160302-00000007-rescuenow-int
https://pbs.twimg.com/media/Cci-xv3VAAQh8Sh.jpg
http://nerv.link/gjo7mp
https://pbs.twimg.com/media/CcihKFpVIAAJuzD.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cch_MivW0AA1kIn.jpg
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160302173918_511.html
https://www.youtube.com/watch?v=hwHoDeJqzGM&ebc=ANyPxKohMUCuY9UXnITAKnf3mNjAfqyGZK8cwRZCxEZRKuG6Z4oqzWkGbKeJ-l75h5o1cHe7-U16Xc9CJTyph1nM5EZCeqWJtA


l75h5o1cHe7-U16Xc9CJTyph1nM5EZCeqWJtA
初音ミク Human System （TM NETWORK カバー） 

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【2016年3月3日 0:22 NHK】
国連安保理 北朝鮮制裁決議を全会一致で採択
http://nerv.link/RImWY1

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【NHKニュース速報 00:19】
国連安保理　北朝鮮への制裁決議採択

核実験やミサイル発射受け

https://www.youtube.com/watch?v=S-opl3GWB58
映画に観る名シーン08「宇宙へ」王立宇宙軍 オネアミスの翼
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日11:32

amaちゃんだがリツイート 
中津川　昴 @subaru2012 · 11時間11時間前 

高知で異常音の情報相次ぐ、「地鳴りのよう」原因は不明　米軍機でも竜巻でもなく…異常現
象か - 産経ニュース http://www.sankei.com/west/news/160302/wst1603020068-n1.html …
@Sankei_newsさんから

http://nerv.link/RImWY1
https://www.youtube.com/watch?v=S-opl3GWB58
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月３日）　今まで通りにしか生きられない。

http://85358.diarynote.jp/201603031137333810/

福島 若年 甲状腺癌 流行／世田谷で紫斑病の子が多い／高浜原発
白煙／メチャ増えてるね。急性白血病。

2016年3月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=s1miaJfMqms
City hunter ost - Get wild (ending by TM Network) 

HIRO 89@Geigers · 14時間14時間前 
フクイチで更なる破局的な事態が起きた時、どう行動するかは考えておいた方がいい

。避難する準備、籠城する準備、いずれも必要。避難するならどのタイミングでする

のか。車なのか、その他の乗り物なのか。どのルートでどこに向かうのか。籠城の場

合はその必要物品の確認。など。

参照：http://85358.diarynote.jp/201603021736582698/

https://www.youtube.com/watch?v=DRtY-Ndlrwg
【Just One Victory】single 7’ version -TMN- 

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
福島県で湿度100パーセントが出始めました。
2016年03月03日　若松(ワカマツ) 
https://pbs.twimg.com/media/Cck-mo4UcAABiTa.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
3月3日AM7:48 福島第一ライブカメラ（１号機側）
やっぱりモヤモヤしています。 
https://pbs.twimg.com/media/Cck99yLVAAACoao.jpg

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
高浜原発４号機の自動停止、変圧器に過大な電流か(TBS)　ん、この白煙はいったい何
？

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/167.html …

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 5 時間5 時間前 
メチャ増えてるね。急性白血病 厚生労働省の医療データー、急性白血病から見た原発
事故後の日本を見てみる。

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/166.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
ロシア・ベラルーシ・ウクライナの居住基準では、土壌平米あたり55．5万ベクレル（
キロ換算で8500ベクレル）で強制移住、148万ベクレル（キロ換算で2．7万ベクレル
）だと永久立入禁止

日本では8500ベクレルの土を普通に焼却できることに自民党がした

http://85358.diarynote.jp/201603031137333810/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=s1miaJfMqms
http://85358.diarynote.jp/201603021736582698/
https://www.youtube.com/watch?v=DRtY-Ndlrwg
https://pbs.twimg.com/media/Cck-mo4UcAABiTa.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cck99yLVAAACoao.jpg
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/167.html
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/166.html


amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
栃木県北部には強いガンマ線源が点的に存在する場所がある

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174291207.html …
那須の温泉街の土壌はキロ当たり1万ベクレルを大きく超しています

amaちゃんだ @tokaiamada · 6時間6時間前 
関東の友人が久しぶりに顎下リンパ腺が腫れたと連絡、セシウム食品を摂取すると必

ず晴れる　警報機のような生体反応

私も昨日あたりから気管支に不調、おかしな咳が出るようになった

フクイチモニタリングは、どうみても異常な放出のようだ

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

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
2011-10-2
東京都東部、世田谷で紫斑病の子が多いのことですが、

わが子も紫斑病に罹っております

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/88d5eec9e8bee5897692104e4e719079 …
東京都世田谷の友達

2歳の女子が『紫斑病』と診断
『紫斑』

原爆症や劣化ウラン弾を

扱っていた米軍兵士にもおきていた症状

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
2014年：都内清掃工場の飛灰。
（この値が、2016年は公表されてない）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/504246001176035328
右が「セシウムの値」これ全部、家庭の「燃やすゴミ」の結果。つまりは食べ物や、

燃やすゴミにセシウムが含まれてるという事なので、注意した方が良い。

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
2013-02-17
表面汚染度の測定をしてみました。

１秒間に１cm×1cmの平面に
どれだけのγ線、β線が存在するか？という数値

カリフォルニア産プルーン　2.46
私の机上　0.92
世田谷区から郵送されてきた封筒　3,04
値段高めの中国産ピーナッツ　0,38

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
科学誌：ネイチャーの見解。

https://pbs.twimg.com/media/Cci-vDCUYAA_Mj0.jpg
「福島の若年人口における甲状腺癌が非常に流行している。チェルノブイリとは異

なる」　去年、ニューヨークタイムスにも掲載されてる記事。

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
"kyougenki 2014年6月
３０前後の成人男性の知人は

２０１１年夏の甲状腺検査で数ミリだった結節が

１２年春には１ｃｍ

細胞診をしたら癌がみつかった。

大人でもそのペースで大きくなるのなら、

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174291207.html
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/88d5eec9e8bee5897692104e4e719079
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/504246001176035328
https://pbs.twimg.com/media/Cci-vDCUYAA_Mj0.jpg


半年に１回は甲状腺検査（エコーと血液）を、

受けるのがいいと思う

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
例えば、福島原発の沖の魚で（5万ベクレル）とか、あるけど、あれをもし食べても症
状は出ない。敏感な人だと蕁麻疹とか、異常な眠気とか、内部被曝の症状はあるだろ

うけど、その値を食ったって人間はわかんない。でも体内の「細胞」は悲鳴を上げる

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
「1度に（1000ベクレル）の高濃度汚染の物を食べるのと、（10ベクレル）という低
汚染の食べ物を食べ続けた場合、後者の方が内部被曝は深刻な状態になる」という事

を多くの人が、3.11以降、知った
https://pbs.twimg.com/media/Cci0ThjVIAAZSYZ.jpg
毎日、食べるのは米。これに気をつける 

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
"USUBENI 2011年11月16日
10月半ばに友人が
癌と診断され即手術

一昨日別の友人から経過観察してた

口内の膿胞を年明けに手術すると報告あり

今日人間ドックを受けた知人が

甲状腺が腫れてると診断され

そのまま専門院へ行ったそう

みな東京在住者。偶然と思いたい"

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
【奇形】顔にぽっかり穴！！

東京都世田谷区で、奇形のハムスターが生まれた（写真あり）

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9ec7d9a6161223f8a858071c6686f0ef …
妊娠中のハムスターに放射性物質を与え実験した結果

そのほとんどの子供に先天性異常。たった２週間で 
https://pbs.twimg.com/media/CcjA_2AUsAEy0AE.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【東海道本線[東京〜熱海] 運転再開 2016年3月2日 21:32】
品川〜川崎駅間で発生した動物支障の影響で、運転を見合わせていましたが、21:23頃
、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【京浜東北根岸線 運転見合わせ 2016年3月2日 21:22】
21:02頃、東海道本線内で線路内点検を行っている影響で、運転を見合わせています。
なお、振替輸送を行っています。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
汚染水：トリチウム

水と分離できないので、除去は無理で福島原発に数百基あるタンクの中は「β線核種：

トリチウム」

https://pbs.twimg.com/media/Ccit1zdUAAAACij.jpg
地下水の汚染もトリチウム。海へ薄めて放出してるのもトリチウム。「危ないな。

これ」と思う物は食べないことが、内部被曝防護 

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 

https://pbs.twimg.com/media/Cci0ThjVIAAZSYZ.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9ec7d9a6161223f8a858071c6686f0ef
https://pbs.twimg.com/media/CcjA_2AUsAEy0AE.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Ccit1zdUAAAACij.jpg


福島第一ライブカメラ（１号機側）

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index2-j.html …
悪化しています。 
https://pbs.twimg.com/media/CcifFc7VAAAhUWB.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【五日市線 運転見合わせ 2016年3月2日 19:21】
19:08頃、秋川〜武蔵引田駅間で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせています
。

Out Of Our Headsがリツイート 
あかね @akanenene · 21時間21時間前 
@hontounokotoga_ @mimi_panda_nana そして、ホワイトフードの空間線量。 
https://pbs.twimg.com/media/CchH05FWAAEnbK7.jpg

otenkimame @osiete_tukachan · 22時間22時間前 
【福一原発事故】千葉県柏市で１割に小児甲状腺がんの疑い

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=309243&g=132108 …
柏市は「Ｃ判定は癌検診を前提にしていない」と言ってるが★Ｂ判定は明らかに「癌

検診」の結果★しかも小学生に集中

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【東京メトロ丸ノ内線 運転再開 2016年3月2日 11:56】
新宿御苑前駅で安全確認を行った影響で、銀座〜中野坂上駅間の運転を見合わせてい

ましたが、11:46頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 
【中央総武線(各停) 運転再開 2016年3月2日 11:35】
錦糸町駅で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、11:27頃、運転
を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 24時間24時間前 
【2016年3月2日 10:16 NHK】
中学生殺害事件 １８歳少年が起訴内容認める
http://nerv.link/V7myq7

https://www.youtube.com/watch?v=TcKGxEnXNzQ
Still Love Her(失われた風景) -TM NETWORK 

Out Of Our Headsがリツイート 
ばんそこ @vansox · 3月1日

いろいろあるかもしれないが

いま本気で原発の再稼働とめないと本当にまずいとおもう。

そこから先の未来は戦争の世。たとえそうなっても

またどこかで原子炉が爆発しても

今まで通りにしか生きられないように核に支配されてる。@N0NUKES
http://twilog.org/ST0NES/date-160226/asc#d160226 …

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index2-j.html
https://pbs.twimg.com/media/CcifFc7VAAAhUWB.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CchH05FWAAEnbK7.jpg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=309243&g=132108
http://nerv.link/V7myq7
https://www.youtube.com/watch?v=TcKGxEnXNzQ
http://twilog.org/ST0NES/date-160226/asc#d160226


https://www.youtube.com/watch?
v=M9T73C8cXBs&ebc=ANyPxKrafIv0F8keC3pz_Y1X6AtqPKCP03NC6TK9d_3uYG0Mjf1_pHzaaofZ5AGPn5MpoDKGO_lMgKGJAILw4HO-
xLuf6XrJlA
鈴木あみ 『love the island』

https://www.youtube.com/watch?
v=eYkQiLJdB5U&ebc=ANyPxKqRICh8RPMMaL2Z4ScMYnzDdDGhWEL0cph6R3ltfHMeHzc4F7Ghp5yCh75aeWnQJI-
JLseU2_P_l5Dcd4wXiCmtNwckMw
H Jungle with t「GOING GOING HOME」
 

https://www.youtube.com/watch?v=M9T73C8cXBs&ebc=ANyPxKrafIv0F8keC3pz_Y1X6AtqPKCP03NC6TK9d_3uYG0Mjf1_pHzaaofZ5AGPn5MpoDKGO_lMgKGJAILw4HO-xLuf6XrJlA
https://www.youtube.com/watch?v=eYkQiLJdB5U&ebc=ANyPxKqRICh8RPMMaL2Z4ScMYnzDdDGhWEL0cph6R3ltfHMeHzc4F7Ghp5yCh75aeWnQJI-JLseU2_P_l5Dcd4wXiCmtNwckMw


（３月３日）　選択肢は２つある。

http://85358.diarynote.jp/201603031146525023/

白血病について知っておくべきこと／甲状腺にトイレの芳香剤も

影響／「抗がん剤の副作用は発がん性」／海外から送られてきた

大量の放射線線量計は何処へ消えたのか？

2016年3月3日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=kKGvGUKz2dg
MAD王立宇宙軍オネアミスの翼「ロケット打ち上げシーン音楽：窪田晴男」

junko @junko_in_sappro · 6時間6時間前 
『白血病について』〜生還の為に知っておくべきこと！

http://ameblo.jp/64152966/entry-12134881667.html …
抗癌剤も、その他の品もカルト独占

→ちょっと知られていないような食材や成分を探し出し

国立大学教授に実験報告を出させる

高額な報酬を得た教授は、思い通りの結果を出してくれる

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
抗がん剤の説明書に載ってる「抗がん剤の副作用は２次発がん性」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/47f6fee8676b4adbf57e453c2e54e492 …
日本でも多く使われる抗がん剤のシクロフォスファミドは

ベトナム戦争で枯葉剤としてまかれ

多くの癌や奇形を出したマスタードガスから製造されていると

塩野義製薬の説明書に

cmk2wlがリツイート 
ポッキー 憲法改悪原発再稼働許さない @pokky0808 · 2014年6月18日 
甲状腺を守る為に、トイレの芳香剤やら、衣服の芳香剤も影響するんだ、びっくり

です。 http://togetter.com/li/540755

参照：http://85358.diarynote.jp/201603022037089541/

https://www.youtube.com/watch?
v=Ae2v16q8RyE&ebc=ANyPxKr6S_7LkfZyQyzN0VDhxoQ72uDnqaWy0_kbW88pjyX3Yq2iftXevfZVC3wHi-
0MBsMZehsx_EEQCnchU9jMv6udY1ffPA
puffy アジアの純真 

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
自衛隊陸幕長の手元には「ＳＰＥＥＤＩ」が届けられていた

「ホウ酸とコンクリートの『石棺』で原 子炉を封じ込める」「極秘作戦」検討
１号機再爆発も想定　決死隊で原子炉に水と砂を混ぜたスラリー流し込む幻の作戦計

画も 判明　
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-745b.html#more …

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
海外から送られてきた

大量の放射線線量計は何処へ消えたのか？

約5万個の放射性線量計が

http://85358.diarynote.jp/201603031146525023/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201603031146525023/
https://www.youtube.com/watch?v=kKGvGUKz2dg
http://ameblo.jp/64152966/entry-12134881667.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/47f6fee8676b4adbf57e453c2e54e492
http://togetter.com/li/540755
http://85358.diarynote.jp/201603022037089541/
https://www.youtube.com/watch?v=Ae2v16q8RyE&ebc=ANyPxKr6S_7LkfZyQyzN0VDhxoQ72uDnqaWy0_kbW88pjyX3Yq2iftXevfZVC3wHi-0MBsMZehsx_EEQCnchU9jMv6udY1ffPA
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-745b.html#more


支援物資として送られてきたようです。

(blueのためいき2011-05-23)

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
"tokaiama
５０ミリシーベルト程度の被ばくで

小児の脳腫瘍や白血病が有意に増える

２０１１年３月、関東東北に居住する

大半の人々が数百ミリという被曝を受けた

原発事故初期には

半月後の数百倍の短寿命核種がある

それを測定させないため

外国からの援助計器を封鎖した"

Out Of Our Headsがリツイート 
LN BB-45 @BB45_Colorado · 12時間12時間前 
LN BB-45さんが宍戸俊則（shunsoku2002)をリツイートしました
これ、映画チャイナシンドロームで，ヴェンタナ発電所が過酷事故に陥りかけた１度

目の事故の時，広報担当のギブソンが，取材に来ていて偶然居合わせたキンバリー達

についた嘘と全く同じなのよ。 

＞宍戸俊則（shunsoku2002)@karitoshi2011 
2016年3月1日放送の「ちちんぷいぷい」から｡
前日、送電開始と同時にアラームが鳴って、自動停止した瞬間の、高浜原発4号機の中
央制御室。

つなぐと毎回アラームが鳴る、という見え透いた嘘をつく関西電力社員｡

https://www.youtube.com/watch?v=-4npnpn_Llg
谷山浩子　風になれ〜みどりのために 

amaちゃんだがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 4時間4時間前 
北濱幹也さんが124zzdkyをリツイートしました
【再稼動にやっきになる本当の理由】

原発産業９社から自民党に献金１００億円、安倍政権のもとで進む原発推進

詳細→　http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=299372&g=132108%20%E2%80%A6 …
原発推進のための安全デマを、いつまで信じ続けるの？

そろそろ気付こう！ 

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
東芝の家電事業に買い手なし

http://www.globaleye-world.com/2016/03/573.html …

junko @junko_in_sappro · 6時間6時間前 
原発避難者の住宅支援打ち切りはオリンピックのためだった　

政府「方針変わるものではない」 
http://tanakaryusaku.jp/2016/03/00013125 …
復興庁原子力被災者生活支援チーム

「国内外から注目を浴びる大会

復興できている点を海外にアピールする必要がある」と答えた

政府の本音

https://www.youtube.com/watch?v=-4npnpn_Llg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299372&g=132108 %E2%80%A6
http://www.globaleye-world.com/2016/03/573.html
http://tanakaryusaku.jp/2016/03/00013125


The White Houseさんへの返信 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 10時間10時間前 
Out Of Our Headsさんが@N0NUKESをリツイートしました
ミサイルは三菱製？http://twitter.com/ST0NES/status/486794939263496192 …
@WhiteHouse"North Korea must abandon these dangerous programs & choose a better
path for its people."@POTUS
＞@N0NUKES @ST0NES 
@N0NUKESさんが@N0NUKESをリツイートしました
北朝鮮ミサイルに3ダイヤのマークが‥
http://mizunamayuneko.blog.fc2.com/blog-entry-1206.html …
三菱重工の正体「むだなミサイル」

http://twitter.com/ST0NES/status/454937521860796416 …
北ミサイルは日本の技術・頭脳流出!?
http://news.livedoor.com/article/detail/6661394/ …
@toshio_tamogami

amaちゃんだがリツイート 
ジョンレモン @horiris · 13時間13時間前 
報道ステーション

政府の「子供の未来応援基金」

1949万円集めるのに、すでに税金２億円以上注ぎ込む。
蓮舫議員「この２億円、基金に入れればよかったんじゃないですか」

もっともだ。

https://www.youtube.com/watch?
v=KpHPizOiRbE&ebc=ANyPxKozzDN3jmkB59IwZvlQ3SOEnwXIaGUxUgEmUo4hJqV5EaSOXd0zQFiP-
wwkslKVIpq4XE8HCIRSnWbKrp8uiF3y35Of2w
王立宇宙軍(Royal Space Force) - Fight Scene 

Out Of Our Heads @N0NUKES · 6 分6 分前 
あと、最近は、#Fukushima のタグを遣う海外ツイートに日本の原発事故、3.11の真相
をゆがめるモノが多くなってきた。もう何年も前に錯綜した情報や #東電の原発事故
だけが放射能汚染の源と認識してるのは読むだけ時間の無駄だよ。

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
「出エジプト記」が旅行コーナーに！ TSUTAYA図書館の斬新すぎる分類問題はなぜ
起きたのか？ その危うさを考える
http://lite-ra.com/2016/03/post-2027.html …

Out Of Our Headsがリツイート 
シバヘイズ @world420 · 2012年10月17日 
「ネット工作員の仕事は基本的に、対立をつくり出すこと。罵詈雑言や意味のないコ

メントにつき合わせて、あなたを疲弊させること。誤解させ、方向を誤らせること。

だから、絶対に対応してはいけない。彼らと接触してはいけない」と強く注意を促し

ている。 http://j.mp/Tukgn1

Out Of Our Headsがリツイート BadLife @BL373 · 2014年9月9日 
決して、そこへハメられてはならない。もうそんなヒマはない。@ST0NES 政府がネ
ット工作員を仕込む目的は放射能汚染の隠蔽、税収を維持する為の風評対策など、感

情と入り乱れ錯綜する情報により敵でない者を敵同士に分断、対立させ、庶民の意識

を結束させない、生きる時間を無駄にさせること‥

http://twitter.com/ST0NES/status/486794939263496192
http://mizunamayuneko.blog.fc2.com/blog-entry-1206.html
http://twitter.com/ST0NES/status/454937521860796416
http://news.livedoor.com/article/detail/6661394/
https://www.youtube.com/watch?v=KpHPizOiRbE&ebc=ANyPxKozzDN3jmkB59IwZvlQ3SOEnwXIaGUxUgEmUo4hJqV5EaSOXd0zQFiP-wwkslKVIpq4XE8HCIRSnWbKrp8uiF3y35Of2w
http://lite-ra.com/2016/03/post-2027.html
http://j.mp/Tukgn1


Out Of Our Headsがリツイート 
@N0NUKES @ST0NES · 2014年4月22日 
日本政府がツイッターで工作員募集！2012年10月11日 RT @kantei 【職員急募！】あ
なたのIT力を、国の広報力に。－内閣広報室では、首相官邸HPの運営、各種SNSでの
情報発信等を行う非常勤職員を募集…詳しくはこちら
⇒http://twitter.com/ST0NES/status/369980054983290880 …（再送）

https://www.youtube.com/watch?
v=c2AYZVb1HoA&ebc=ANyPxKrafIv0F8keC3pz_Y1X6AtqPKCP03NC6TK9d_3uYG0Mjf1_pHzaaofZ5AGPn5MpoDKGO_lMgKGJAILw4HO-
xLuf6XrJlA
鈴木あみ 『BE TOGETHER』 

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
運命は自分の中にある。

必要なのは、それと向き合う勇気。

映画「メリダとおそろしの森」

https://www.youtube.com/watch?
v=J4C9et9OWn4&ebc=ANyPxKp0uiCGBbZvgGR13KXLo8z6NmBP_BVUqvKIcH7gKTFxZ4bAk7LtbW9OIaJAG_sbMfeU2dyz2I3z7f68jJwOm0LI8-
4tWg
FRIENDSHIP - H Jungle with t

https://www.youtube.com/watch?v=rDGPuB8bIHs
DESERT MOON ( 谷山浩子 ) 

https://www.youtube.com/watch?
v=pX_YvoCe0tU&ebc=ANyPxKoEi59RQmy7cgW_EutVDcHkOmUE0is1zqjTPZWitlKnLjA2AABNBSoW5R3XNsWoiQR1Mtf9iiw-
ekKzqOPF8KBxVBx1Nw
谷山浩子　銀河通信 

https://www.youtube.com/watch?v=5l6_XDfQtfU
EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERÁ VENCIDO (AMLO 2012).wmv 

賢い（かどうかはともかく？）選択肢は２つある。

北海独立！革命やって、宇宙開拓に参加するか、

ブラジル移民になって、宇宙開拓に参加するか…

２つに１つ。だな…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=VKrSG2ykvto
25 S MADRID " EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO " 

 
    

http://twitter.com/ST0NES/status/369980054983290880
https://www.youtube.com/watch?v=c2AYZVb1HoA&ebc=ANyPxKrafIv0F8keC3pz_Y1X6AtqPKCP03NC6TK9d_3uYG0Mjf1_pHzaaofZ5AGPn5MpoDKGO_lMgKGJAILw4HO-xLuf6XrJlA
https://www.youtube.com/watch?v=J4C9et9OWn4&ebc=ANyPxKp0uiCGBbZvgGR13KXLo8z6NmBP_BVUqvKIcH7gKTFxZ4bAk7LtbW9OIaJAG_sbMfeU2dyz2I3z7f68jJwOm0LI8-4tWg
https://www.youtube.com/watch?v=rDGPuB8bIHs
https://www.youtube.com/watch?v=pX_YvoCe0tU&ebc=ANyPxKoEi59RQmy7cgW_EutVDcHkOmUE0is1zqjTPZWitlKnLjA2AABNBSoW5R3XNsWoiQR1Mtf9iiw-ekKzqOPF8KBxVBx1Nw
https://www.youtube.com/watch?v=5l6_XDfQtfU
https://www.youtube.com/watch?v=VKrSG2ykvto


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日11:57
　

「…あんまり痛そうなことは、したくないんだがなぁ…」（ by 某提督ｗ）
 

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


（３月３日）　ペマ・ギャルボ氏と、お話させていただいたことがあります…♪

http://85358.diarynote.jp/201603031525365834/

【 第三の方法 】…高度に柔軟、かつ臨機応変に…☆（＾＾；）
★

2016年3月3日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！
　

前項までマトメ？終わって、宅急便も受け取って、さて！と外出準備を始めたら…雪…（－－；
）…
しかも、けっこうな本降りの、吹雪…。

バイトだったらこのくらい、ものともせずに出勤しますが、

露天風呂が愉しめる天気じゃないのはカクジツ…

今日はもう、このまま「原稿の日」に突入…★

…ｗ（＾＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=luc70gTwILk
銀河英雄伝説 第24話 「「誰が為の勝利」 ヤンの言葉 

https://www.youtube.com/watch?
v=H4SC_nPqmqo&ebc=ANyPxKrpW5ranEdLLLS6junYvqThvkmYbWR7oXAO2B1YUCttB32lDwXrtixpqUuqQ5Of7KSHUgtLSQwm04n7BVZ5erdK37i0Yw
銀河英雄伝説 第16話 「新たなる潮流」 ヤンの言葉

https://www.youtube.com/watch?
v=jdC1CR06_8I&ebc=ANyPxKrpW5ranEdLLLS6junYvqThvkmYbWR7oXAO2B1YUCttB32lDwXrtixpqUuqQ5Of7KSHUgtLSQwm04n7BVZ5erdK37i0Yw
銀英伝　ヤン　必勝の戦略

…思わず途中で停止ボタンを押した私は、「ヤンと同じ性格」ですとも…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=TF8p8odqhRA
Chávez, Correa, Evo, Ortega, Zelaya, el pueblo unido jamas será vencido 

https://www.youtube.com/watch?v=Hs86OFXkqx4
21世紀への伝言1/5【非暴力・不服従】ガンジーとキング牧師 

…あ、そういえば、ペマ・ギャルボ氏とは直接、お話させていただいたことがあります…♪

https://www.youtube.com/watch?v=KKYkZ2g5UB8&ebc=ANyPxKoQgj1OKQO5rsMnzc4iD6-
qrnib61nCoMdOgYi9pOlTxiyPnwq3KaGAhsZIka0FtPsJINR3aeMMWaEcmJZ1HkSzly-s8w
21世紀への伝言2/5【非暴力・不服従】ガンジーとキング牧師 

「私は一切抵抗しない」

…あ、そういえば、これ、すごい役に立ちました…この時。…ｗｗｗ
http://85358.diarynote.jp/201602022014213935/
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 http://85358.diarynote.jp/201603031545187371/

「地獄からぬけだす方法が、ひとつだけある。

」

http://85358.diarynote.jp/201603031525365834/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=8
https://www.youtube.com/watch?v=luc70gTwILk
https://www.youtube.com/watch?v=H4SC_nPqmqo&ebc=ANyPxKrpW5ranEdLLLS6junYvqThvkmYbWR7oXAO2B1YUCttB32lDwXrtixpqUuqQ5Of7KSHUgtLSQwm04n7BVZ5erdK37i0Yw
https://www.youtube.com/watch?v=jdC1CR06_8I&ebc=ANyPxKrpW5ranEdLLLS6junYvqThvkmYbWR7oXAO2B1YUCttB32lDwXrtixpqUuqQ5Of7KSHUgtLSQwm04n7BVZ5erdK37i0Yw
https://www.youtube.com/watch?v=TF8p8odqhRA
https://www.youtube.com/watch?v=Hs86OFXkqx4
https://www.youtube.com/watch?v=KKYkZ2g5UB8&ebc=ANyPxKoQgj1OKQO5rsMnzc4iD6-qrnib61nCoMdOgYi9pOlTxiyPnwq3KaGAhsZIka0FtPsJINR3aeMMWaEcmJZ1HkSzly-s8w
http://85358.diarynote.jp/201602022014213935/
http://85358.diarynote.jp/201603031545187371/


2016年3月3日 チベット有問題 ！ コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=za5U040S7wg&ebc=ANyPxKoCl4GGUoS--

9KhjXpSTPtYfLi0MqOV5o146RFXeEHFh2QHPi2vaGfrsK8ppUwKdyc6dVDCwgRwtS0Xk83HByQYjGDnDQ#t=313.696884
21世紀への伝言4/5【非暴力・不服従】ガンジーとキング牧師 

　かくありたし。

　たとえ、撃たれても…。

https://www.youtube.com/watch?v=_CiNsJM08l8&ebc=ANyPxKoCl4GGUoS--
9KhjXpSTPtYfLi0MqOV5o146RFXeEHFh2QHPi2vaGfrsK8ppUwKdyc6dVDCwgRwtS0Xk83HByQYjGDnDQ#t=408.6657123
21世紀への伝言5/5【非暴力・不服従】ガンジーとキング牧師 
　

　けして、ひとりには、させない。

　かならず、あとを継いで歩く者たちが…

　つぎつぎに…

　つぎつぎに…

　だ。

https://www.youtube.com/watch?v=mNOOTM3s2fw
A Thousand Winds (Erhu Version) 千の風になって （二胡バージョン）

https://www.youtube.com/watch?v=7SpTWoelmGc
MADONNA - Don’t Cry For Me Argentina (Lyrics) 

    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日20:55
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 

#クライシスカレンダー 03/03【1922年 水平社宣言】被差別部落の地位向上と人間の尊厳の確立を
目指した全国水平社の創立大会で採択された、日本最初の人権宣言。末尾の「人の世に熱あれ、

人間に光りあれ」は広く知られる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日21:50

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 2時間2時間前 

言葉を、言語を奪われた民族の未来は暗い、というより消滅する。近いところではアイヌ、米イ

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=2
http://85358.diarynote.jp/201603031545187371/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4042693016/
https://www.youtube.com/watch?v=za5U040S7wg&ebc=ANyPxKoCl4GGUoS--9KhjXpSTPtYfLi0MqOV5o146RFXeEHFh2QHPi2vaGfrsK8ppUwKdyc6dVDCwgRwtS0Xk83HByQYjGDnDQ#t=313.696884
https://www.youtube.com/watch?v=_CiNsJM08l8&ebc=ANyPxKoCl4GGUoS--9KhjXpSTPtYfLi0MqOV5o146RFXeEHFh2QHPi2vaGfrsK8ppUwKdyc6dVDCwgRwtS0Xk83HByQYjGDnDQ#t=408.6657123
https://www.youtube.com/watch?v=mNOOTM3s2fw
https://www.youtube.com/watch?v=7SpTWoelmGc
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


ンディアンなどあげるまでもない。今すべきは、日本語によ る思考を研ぎ澄まし、グローバリゼ
ーションに対抗するしかないのに、日本語を捨てて英語による思考を入れてどうする。本当にこ

の国は瀬戸際にいる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月17日8:54
アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 

【監視社会】FBIがアメリカ中の高校に「政府に批判的でテロリストになる可能性のある生徒」を
報告するよう指導 
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/14342健康法.jp/archives/14342
 
 

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


（３月３日）　◎宝玉物語　１

http://85358.diarynote.jp/201603031747093421/

◎宝玉物語　１ （ハルアキ君と「アニメ創ろう！」とかほざいて
いたコワイモノ知らずな（＾＾；）高校生？だっけ？時代の

メモ。）

2016年3月3日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=8KLZvq4PiTU
ゆずれない願い　田村直美 

https://www.youtube.com/watch?v=wnpEoYU02iE
Nordic Union - Hypocrisy (Feat. Erik Martensson & Ronnie Atkins) 
[Official Music Video] 

https://www.youtube.com/watch?v=3v636I5HHew
Nordic Union - When Death is Calling (Official Audio) 

…う〜ん（＾＾；）ちょっと違うな…★

https://www.youtube.com/watch?v=SJTdvTfEFGc
Inglorious - Until I Die (Official Music Video) 

これだと「鬼王」サイドだ…☆

…お♪　こういうの、こういうの…♪

https://www.youtube.com/watch?v=LkOUh6kR89k
Epic nordic music - Faraway 

…イメージぴったり…♪

　（＾ｗ＾）ｇ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◎宝玉物語　１

『宝玉物語…山百合と銀の楡…』
１．山の少女マシカ、行き倒れた飛仙族（エルフエリ）フェルラダルを救ける。

２．フェルラダル、

http://85358.diarynote.jp/201603031747093421/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=8KLZvq4PiTU
https://www.youtube.com/watch?v=wnpEoYU02iE
https://www.youtube.com/watch?v=3v636I5HHew
https://www.youtube.com/watch?v=SJTdvTfEFGc
https://www.youtube.com/watch?v=LkOUh6kR89k


　　マシカに宝玉"ルマルウンのかけら"を渡し、『山百合』と名づけて去る。

『宝玉物語』

３．落武者マリシアル（＝ミヤセル）、

　　妹を尋ねあぐねて"ゆきあたりの村"に来、マシカに出会う。
４．マシカ、ミヤセルと恋におちる。

５．"鬼王"の配下、遠出した２人を見かけ、王に報告する。
６．鬼王、月祭の晩にマシカをかどわかす。

７．ミヤセル、預けられた宝玉を懐に、鬼王城に乗り込み、深傷を負う。

８．マシカ、転がり落ちた宝玉を使い、鬼王城に破滅をもたらす。

９．ミヤセル（＝皇子マリシアル）、マシカに素性を明かし、

　　仙女皇の白弓と妹皇女への伝言をたくして息をひきとる。

10．エンディング…草原と森のはざまをマシカは１人、立ち去って行く。
　　（鬼王の復活、示すか否か？）

◎悪い噂もまだこのような奥山の村へまでは広まっていませんでした。ただ不穏な空気、落ちつ

けぬ、熱病のようにあたりをおおっていく、よくない予感のようなものだけが、山々を支配して

いるのでした。"大地母神の国"（ダレマス・ダレルアス）と人々に呼ばれる世界の、広く平らか
な"大地の国"（ダレムアス）世界の、皇のおわします"美わしの白き都"（ルア・マルライン）の辺
りで、それは起こりつつある事のはずでした。そして…この昔語の伝えられるミアテイネアの王
の治める地方では、聖皇美白都からの伝令が届くまでに１年と半は…確実にかかるのでした。

◎「あの、あたし、夢を視ました。良く判らないですけれど、流れ込んで来てしまったんです。

」

☆ダレムアスの地の王や諸侯達を統べる、皇（おう）と女皇（めのきみ）のおわします美わしの

白き都…その、聖皇美白都（ルア・マルライン）からは旅をすれば１年と半もかかる所に、ミア
トの国の都はあるのでした。ミアトの国王は国の周辺のミアテイネア地方全体の諸侯達の盟主を

も兼ねます。だから、ミアテイネアと呼ばれる地方全体は、南境を聖域である"大地の背骨山脈"に
深く入り込ませ、北は沿海１８州とティクト、

　ミアトの国（ミアタス）は小さいながらも昔から隊商の要路として盛えた土地柄ｄす。代々の

国王が周辺諸侯をも取りまとめる。盟主の役割をつとめるしきたりで、人々は、その辺り一帯

をひっくるめてミアテイネア地方と呼び習わしていました。

　ミアテイネアの南辺は谷筋に沿って大地の背骨山脈に深く入り込んでいます。東南の山奥の集

落と言えば、殆ど、禁断の聖域マドリアウィ・滅びし上つ方の都の周囲にめぐらされた結界線ｔ

、堺を接しているようなさまでした。

　その、問う名んお古い古い街道の、

※ミアト・エイ＝統べる。

　ネア＝地方。



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?
v=kLTbBnBS3gE&ebc=ANyPxKrwA2VVtNhCsqeVCwDxpem2rq6AhUGs6rNjUhHujvWxDZRRaC6CsBBrnrlJBGhy-
We2-KZBPLAeANaq2AFUpfSFF_cD-w
Epic viking battle music - To Valhalla!
 

https://www.youtube.com/watch?v=kLTbBnBS3gE&ebc=ANyPxKrwA2VVtNhCsqeVCwDxpem2rq6AhUGs6rNjUhHujvWxDZRRaC6CsBBrnrlJBGhy-We2-KZBPLAeANaq2AFUpfSFF_cD-w


（３月３日）　あれ？　ずいぶん、「初期設定」…？？

http://85358.diarynote.jp/201603031820507810/

宝 玉 物 語 〜 星の娘と銀の楡 〜　（１９８３．１０．８）

2016年3月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?
v=nuqVBfq4YMQ&ebc=ANyPxKpYyvbzsDVxFGN_5LWHenG2M3pRk3O3mDSiJw_Fd0wqm7ERPBVmW-
Zn9Lx1hh-Q75w88QMQJDahfoIkULhWQhYWVlUY3w
Rise to Åsgard (Epic viking metal) 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　宝 玉 物 語 〜 星の娘と銀の楡 〜

（大地世界シリーズ・第３巻にあたる）

　落都

　主人公フェルラダル。名は伏せておくこと。皇都近郊で戦列に加わっていた彼は急に気づい

てとってかえすが、皇の自害に間に合わず、救出を拒む妹女皇の死を見とどけて失意のうちに都

をおちる。

　銀の楡

　主人公マシカ。社会状勢・生活形態に関する描写は避ける。

　満月の晩に水浴に出た沼でエルフエリに出会い、旅を続けようとするのをおしとどめて看病

する。１週間後、彼はひとそろいの弓矢と宝玉を残して飛び立って行く。

　ルマルウンのかけら

　主人公ヤスカミヤセル（皇子マリシアル）。所々マシカ中心に生活描写。

　仮の宿

　皇都からの落ち武者ヤルスミヤセルは妹を探して"いきあたりの村"”道の果ての村"にたどりつく
。崖くずれして足止めされるうちに、ある日、妹によく似た瞳を持つ少女、マシカに出会う。

　長い逗留

　出発を１日のばしにするうちに、村人たちの好意に見守られて２人は次第に親しくなってい

った。互いに断片的な身の上話などしあっているうちに、マシカはふとしたことで疑問を抱くよ

うになる。（ヤルスの正体と彼の愛する者について）

http://85358.diarynote.jp/201603031820507810/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201603031820507810/
https://www.youtube.com/watch?v=nuqVBfq4YMQ&ebc=ANyPxKpYyvbzsDVxFGN_5LWHenG2M3pRk3O3mDSiJw_Fd0wqm7ERPBVmW-Zn9Lx1hh-Q75w88QMQJDahfoIkULhWQhYWVlUY3w


うになる。（ヤルスの正体と彼の愛する者について）

　そんなある日、遠のりに出た２人の姿を鬼の王ブルグムヌットが目にする。

　鬼の王

　さらわれるマシカをとり戻そうとして重傷を負ったヤルス。彼を救うために身の護りである宝

玉を使ってしまい、マシカは鬼王に捕われて行く。後を追ってヤルスも鬼王城に潜入するが、見

知らぬ武器をこん棒がわりに使って暴発させてしまい、致命傷を負う。かろうじて救い出したマ

シカに自分が本当に愛しているのは妹皇女であると告白し、破邪の弓と剣を託して火薬庫と運命

を共にする。

　皇の子（仮題）

　ヤルスの消息を追って"行きあたり村"にたどりついたマーシャたち。村人に教えられてマシカの
家を訪ずれると、１目会った途端に正体を言い当てられてしまう。本題に入ろうという時に村か

ら急が伝えられ、隠れ道づたいに鬼たちに追われながら古洞に入る。道すがらマシカがヤルスの

最後を話して聞かせ、東の大草原についた時、ヤルスの剣と弓をマーシャに、マーシャの地球製

の短刀をマシカに、互いに与えて彼らは別れた。

１９８３．１０．８．

"宝玉物語"は私にとっての"旅立ちの類型"のひとつなのだと思う。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＞見知らぬ武器をこん棒がわりに使って暴発させてしまい、

…え〜★ｗ（＾◆＾；）ｗ…そんなアホな初期設定あったなんて、完全に忘れてた…★ｗｗｗ

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日18:24
　

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


…え〜と…私が１９６４年生まれなんだから…

１９８３年？（＾＾；）

てぇと、１８〜９歳の時か…？？

あれ？にしちゃ、ずいぶん、「初期設定」…？？



（３月３日）　☆テーマ：　ダレムアス・ファンタジー書きたい！

http://85358.diarynote.jp/201603031835392685/

宝玉物語 設定ノート （あけみとの合作アニメの原作として。）

2016年3月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=NwawjAMTfx4&ebc=ANyPxKp-v-
jgOytXBU3ZkRtdrL_ap4G5ZECpLk4saCsgWf6h6Y9vQLTSltjs2HlqA5Auddq_SJ7zRp-
Dx_1K18tQELBLaEfc4Q
Epic pagan battle music - The God of Thunder 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

"宝玉物語" 設定ノート ♪

☆題名：　宝玉物語 … ルマルウンのかけら …

☆舞台：　ダレムアス（大地世界）・ミアテイネア地方。

　　　　　行きあたり村　星ヶ沼　近辺。

☆登場人物：

・マシカ（星の娘）・サユライ（山百合）

　孤児の村娘、"おばば"に育てられる。
　空想好きで奔放。村一の薬師、弓手。

・フェルラダル（銀の楡）

　飛仙族の若長。仙女皇セイラの実兄。

・ミヤセル　＝皇子マリシアル。

・etc.　（村人達。鬼王とその配下。）

http://85358.diarynote.jp/201603031835392685/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201603031835392685/
http://85358.diarynote.jp/201603031835392685/
https://www.youtube.com/watch?v=NwawjAMTfx4&ebc=ANyPxKp-v-jgOytXBU3ZkRtdrL_ap4G5ZECpLk4saCsgWf6h6Y9vQLTSltjs2HlqA5Auddq_SJ7zRp-Dx_1K18tQELBLaEfc4Q


☆目標枚数：　１５０枚。

☆テーマ：　ダレムアス・ファンタジー書きたい！

☆目的：　あけみ との 合作アニメの原作として。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=T8k9y2hunuU&ebc=ANyPxKp3SWy6w16-
2GKaI7oPMjn011TecTzb1WYSvKO3beeMQvbsNmGrTG-
5EpFxiScaUq1vJGhkZfpfNokMQc1UTP7JxTbwCQ
Epic pirate battle music - Treacherous Waters 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日18:37
　

…ハルアキ君を本名で呼んでるから、まだ高校生だ…ｗ
 

https://www.youtube.com/watch?v=T8k9y2hunuU&ebc=ANyPxKp3SWy6w16-2GKaI7oPMjn011TecTzb1WYSvKO3beeMQvbsNmGrTG-5EpFxiScaUq1vJGhkZfpfNokMQc1UTP7JxTbwCQ
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月３日）　どういう頭のナカミの、中学生。だったんでしょおか…☆☆

http://85358.diarynote.jp/201603031908599575/

（草稿／仙女皇セイラの辞世の句。とフェルラダルの返歌？)…
だよな、たぶん…（＾＾；）…☆　（中学生？？）

2016年3月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=pcO2OK2jGu0&ebc=ANyPxKrq3U-5Ah9_-

nBrMUaMzEhxqcykoNj6mmhdVYdsq_N_88RU59gA948flwHVf1cy5mBPCTXDnF4NvQyCpXcrEp6QH99aSw
Pirate battle music - New Horizons 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「飛仙なんだわ!!」
「行っちゃう！行っちゃうわ。マ・バルナ！」　マシカの声はもうほとんど泣きそうでした。と

、丁度その時、まるでどこかよそから飛び込んででも来たように唐突に、もうせんに教わった昔

語りの１つを思い出したのです。

「おねがいエルフエリ！　行かないで！」

　エルフエリというのは、"翼なくして天空（あま）駆ける者"。仙族語で彼ら自身の事をさす言葉
の１つで、エルフェリ、とか、エルフィーリ、とも言うのでした。

　飛仙は今度こそ少女の声に気づいた様子で…落ちて来てしまったのです!!
　…まだ若い人のようでした。男の人です。緋衣と見えたものが、実は全て血の色なのです。全
身が傷だらけです！…折れた矢がささったまま、何本も突き立っています。たっ、と枝をけって
、マシカは落ちて来た飛仙に飛びついていました。ザバン！　背中を打つ水面がまるで氷のよう

、ショックで息が止まるようです。何か固い物が胸に当たり、思わず開けた口から水がなだれ込

んで来ます。飛仙は気を失ったままなのでしょうか？　高い空から落ちて来たいきおいのそのま

まに、しがみついているマシカをもひきずって沈んで行くのです。

　上は、空気のある所はどこ？！…

　ザバン！　激しい水音がして、身動きひとつできないでいるうちにエルフエリは飛仙はぐんぐ

ん沈んで行きました。はっと気づいて後を追ったマシカも精一杯潜ってゆくのですが、なにぶん

飛仙の方が倍近くも重いうえに、落ちて来た時の勢いがついてしまっていて、いってもいっても

追いつく事ができないのです。十尋、二十尋、この沼はこんなにも深かったでしょうか？更に奥

へと暗い淵は続いています。この沼はこんなにも深かったでしょうか？　マシカはこんなにも苦

しい思いをしたのは初めてでした。それに、いったい飛仙はまだ気を失ったままでいるのか、そ

れとも、もうとうに死んでしまっていて、仮にマシカが追いつけたとしても無駄な話なのかもし

れません。馬鹿な真似をするな、と本能が頭の中で叫びましたが、それでもマシカは必死で潜っ

て行くのでした。もう駄目だ…と思った一瞬、何も見えなくなった瞳の奥に、楡の木の姿が浮か

http://85358.diarynote.jp/201603031908599575/
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https://www.youtube.com/watch?v=pcO2OK2jGu0&ebc=ANyPxKrq3U-5Ah9_-nBrMUaMzEhxqcykoNj6mmhdVYdsq_N_88RU59gA948flwHVf1cy5mBPCTXDnF4NvQyCpXcrEp6QH99aSw


びます。その時、最後にとさしのべた手が固いものにに当たり、必死でしがみつきながらも、意

識が遠のいて行くのは、どうしようもありませんでした。

　いえ、ここはもう沼の中ではありませんでした。ごうごうと音をたてる炎のうず、熱に耐えか

ねて崩れ落ちる石の壁。どこか大きなお城。でなければ神殿の中に、マシカは今、立っているの

でした。

　いつの間にかエルフエリの姿は消えています。炎との赤い舌の中を歩いていながら、マシカの

体は燃えず、それどころかひどく寒いと感じるのです。虚しい絶望感が心をおおう…一面の炎が
喰い散らしているんは、ありとある希望と、幸福の面影。降りかかる巨石の柱がマシカに傷一つ

つける事がなかったので、マシカにも今、歩いているのは幻影の中なのだ、と、思考の停止して

いるマシカにも理解できました。

荒風に　森の木倒れ

木の枝の　折れて枯るとも

人の子の　働き疲れて

糧ひさぐ　その炊き屋の

飯炊く　かまどみたして

炎となるらむ

生涯　通して　ただの一度も

嘘つくことをしていぬと

おまえはいつも自慢にしては

誇らかに

笑っていたのに森の花

とうとう最後に約束を

破って逝くのか　わたしとの

こんなことなら　わたしはおまえを

手放したりは　しなかった

　ひかりに　わらい

　ながれに　はなし

※セリアを　従え

　風に駆け

おまえはいつでも全てを愛して

誇らかに

歌っていたのに森の花

愛を痛みに



笑いを哀に

変えて逝くのかどうしても

こんなことならわたしはおまえを

手放したりは　しなかった

※一角獣。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=MlmaiAgWmHg&ebc=ANyPxKp-
US292yKgCqViuieAQRnW1MoECKicSZ2tOndOMjpJYKgEZxovh0N1jl3ZeUrYMjBXZuP6Opr7QDNUr15yKCvIIqz4bQ
Epic pirate music - Destination Tortuga 

※「エルフィーリ」出典：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E9%83%81%E6%82%A0%E7%B4%80%E5%AD%90
フェネラ 1977年11月30日 ISBN 4-253-07091-4
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日19:15
　

…シツコクあきれておりますが…

ほんっと、われながら…ｗ（＾□＾；）ｗ…

どういう頭のナカミの、中学生。だったんでしょおか…☆☆

https://www.youtube.com/watch?v=MlmaiAgWmHg&ebc=ANyPxKp-US292yKgCqViuieAQRnW1MoECKicSZ2tOndOMjpJYKgEZxovh0N1jl3ZeUrYMjBXZuP6Opr7QDNUr15yKCvIIqz4bQ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E9%83%81%E6%82%A0%E7%B4%80%E5%AD%90
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月３日）

http://85358.diarynote.jp/201603031920312652/

ミアテイネアの山人が森に入る時の普通のカ

ッコ。（これもハルアキ君に見せる用に描いた

やつ。）

2016年3月3日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=Awk_1S5L5ZY&ebc=ANyPxKrig6_vX8RbEut9A521co3Z-
VcttXQwu7au7c7LHsLEMrhIdtM-IZJXBo-a58JIw74PWcHbZHs-EB45ZRjEV1lIEEYWAw
Epic pirate adventure music - Beyond The World’s Edge
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ミアテイネアの山人が森に入る時の普通のカッコ

しょいこ背負ったり

http://85358.diarynote.jp/201603031920312652/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=Awk_1S5L5ZY&ebc=ANyPxKrig6_vX8RbEut9A521co3Z-VcttXQwu7au7c7LHsLEMrhIdtM-IZJXBo-a58JIw74PWcHbZHs-EB45ZRjEV1lIEEYWAw


かご持ったり

男女共通。（男はスソが短め。）

期節によって蛇追い鈴をつける。

深めの鹿ぐつ。

手っ甲、脚絆は、場合によりけり。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201603032008203076/

キャラ設定的ならくがき。…（高校？）
2016年3月3日 リステラス星圏史略　（創作）

https://www.youtube.com/watch?v=Awk_1S5L5ZY&ebc=ANyPxKrig6_vX8RbEut9A521co3Z-
VcttXQwu7au7c7LHsLEMrhIdtM-IZJXBo-a58JIw74PWcHbZHs-EB45ZRjEV1lIEEYWAw
Epic pirate adventure music - Beyond The World’s Edge 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

上：マリシアル皇子

http://85358.diarynote.jp/201603032008203076/
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中：マシカ、年齢差。

下：フェルラダルと出会った頃のマシカ。９齢。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

本日、作業ここまで！

http://p.booklog.jp/book/103201/read

（＾＾；）☆

…ぅわ〜☆「ボルドム文化圏」そのもの…！！☆
https://www.youtube.com/watch?v=9VYaN6MfRrQ
icelandic vikings battle song
 
 

file:///tmp/puboo/121507/432358/509df5c65e0131f8892a/book/103201/read
https://www.youtube.com/watch?v=9VYaN6MfRrQ


（３月３日）　みょうに眠い。眠い！眠い〜…！！★

http://85358.diarynote.jp/201603032209003147/

高浜原発異常／熊本 0.２1μSv/h ／急性白血病３倍くらい増えて
るね／離婚したら憲法違反／ネタなのかリアルなのか…／こんな
事してないで「避難」を叫ぶべきなんだよ。

2016年3月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=hP9HuT2frZU
Futuristic Music - Alien Pirates 

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
高浜原発周辺のモニタリング値に異常が出ているようですが、原発事故で最初に出る

のは、運転初期にあっては放射性希ガス、トリチウム・キセノン１３３・クリプトン

８５・ヨウ素１３１などで、ガンマ線としては少ないと思いますのでガンマ線検出器

を持参しても無意味です

行くならベータ線検知GM計を

amaちゃんだがリツイート 
nozomu_sea @NozomuSea · 5時間5時間前 
@athliajp @tokaiamada横レスすみません。 幽霊探知機「ばけたん」が、地震の前に
も点滅する（電磁波を感知する仕組み）と聞いたので持ち歩いていますが、それが今

朝８時半前から今も赤点滅しっ放しで、こんなことは所有してから初めてで気になり

ます。

（承前）

今日の分を入力した順番に読みたい、

というかたは、こちらをどうぞ…☆
http://85358.diarynote.jp/?day=20160303
【 北海、独立！ 】　（一曲追加 ♪ ）

https://www.youtube.com/watch?
v=ZQ3aNjz1ObU&ebc=ANyPxKoKnglvOs2KnqpTwi3U3JEloQFNs8GT1aatdMbzoIVmZ8H7qqQzrRxjk6vm3KdSwgnk3oxzw8wT4YM0PLljIzhpNoHidw
Viking Music - Rúnatal Óðins Rune Song 

もいちど情報チェックして寝ちゃいますぅ…★
みょうに眠い。眠い！眠い〜…！！★

カラパイア @karapaia · 1 分1 分前 
カラパイア : 海外写真家が撮影した福島原子力発電所の最新写真。現在もここで働いて
いる人々のポートレート http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212813.html …
https://pbs.twimg.com/media/CcntXINUMAAltNE.jpg

カラパイア @karapaia · 4時間4時間前 
カラパイア : 誰よりも犬らしく。ボストンダイナミクス社のあの犬ロボットが、本物の
犬とご対面 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212794.html … 
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https://pbs.twimg.com/media/Ccm2brHUEAEU6bo.jpg

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT100UP】 ここが防衛最前線。世界20の印象的要塞
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52211772.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CcmZ1G3VAAQzn1k.jpg

カラパイア @karapaia · 10時間10時間前 
【RT100UP】 5次元ブラックホールが相対性理論を覆す。物理学を否定する超重力の
リングの存在（英研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212721.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CclpyO7UMAA-Zzx.jpg

レスキューナウ危機管理情報センターがリツイート 
yonhapnews @yonhapjp · 10 時間10 時間前 
［速報］北朝鮮　東海上に短距離ミサイル発射＝午前１０時ごろ : ［速報］北朝鮮　東
海上に短距離ミサイル発射＝午前１０時ごろ http://bit.ly/1LWA7qs

…だから！ネタなのかリアルなのか、はっきりしてくれ〜…ッッ！★

https://www.youtube.com/watch?v=mxc8OVhxXa0&ebc=ANyPxKq23RTZzfvnN-
sw6RgZq6iVJFB7ofM-nkf_yCueF_pvC3qstu-
ynM_YwnYtYcoJ8xb4_gfhSOZy4LYeZhbpyvEXDtmp6Q
【公式】爺-POP from 高知家 ALL STARS 「高齢バンザイ！」

so　sora @sosorasora3 · 2 分2 分前 
「ご安全に〜」 
普通のコンビニと、ここだけ違うような。福一にローソン。動画あり。

正門のすぐちかくなのね。 
https://pbs.twimg.com/media/Ccnyq3uUEAA-67R.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
イオンとか徳洲会とか、国策なんでしょ？

中に入ってるテナント企業も。

cmk2wlがリツイート 
まゆ(千葉→東京→奈良) @pemuperu · 9時間9時間前 
うう。 
https://pbs.twimg.com/media/Ccl2SDbVIAAHyhn.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【北朝鮮が日本海に向け短距離ミサイル発射か】

韓国国防省によりますと、北朝鮮が3日午前10時ごろ、東海岸のウォンサンの付近から
日本海に向けて、短距離ミサイルとみられる数発を発射したのを確認したということ

です。

http://nerv.link/TLlTzc

カラパイア @karapaia · 10時間10時間前 
【RT800UP】 どんな画像でも映画ポスター風に仕上げてしまう海外掲示板のコラ職人
が手掛けた作品 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212165.html … 
https://pbs.twimg.com/media/Cclpx35UMAAf5Bg.jpg

neko-aiiがリツイート 
きっこ @kikko_no_blog · 12 時間12 時間前 
伊藤惇夫氏「自民党の憲法草案はとんでもない内容です。たとえば『夫婦は仲良くし

なくてはならない』と書いてあるので、夫婦が離婚したら憲法違反になってしまい

ます。安倍首相は任期中の憲法改正を明言しましたが、まずはこのとんでもない草案

を白紙撤回すべきです」（「くにまるジャパン」3月3日）

カラパイア @karapaia · 13時間13時間前 
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【RT400UP】 SF小説が予言した未来の科学技術が実現したケースを時系列で見るこ
とができるイラスト図 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52162481.html … 
https://pbs.twimg.com/media/Cck4jl4UkAAYQcw.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=d89zr6SDrZM
Steampunk Music Instrumental - Time Machine 

…ネタだね…ｗ
「夢に出て来たニセミドリ」。

http://76519.diarynote.jp/200610220055580000/
そのまんまだも〜ん…ｗｗｗ

Out Of Our Headsがリツイート 
@N0NUKES @ST0NES · 2015年5月12日 
どうやら、#国立環境研 という機関も、
環境省やhttp://www.nies.go.jp/sosiki/health.html#tab6 …
厚生労働省の官僚のアマクダリ先なのかhttp://www.nies.go.jp/sosiki/yakuin.html …
報道や行政機関を通じて、国民に様々なデータを提供して善意の仮面を被ったショー

もない役人クズレ組織かもな。

Out Of Our Headsがリツイート 
@N0NUKES @ST0NES · 2015年5月12日 
環境省とグルで原発トリチウム汚染で脳細胞ダメになること知ってんじゃねぇのか

？2013年1月23日；#国立環境研 ほかhttp://onouno.blogspot.com/p/blog-page.html …脳
の性差形成には性腺だけでなく脳自体の遺伝的な性が重要な役割を果すこと発見

？http://www.nies.go.jp/whatsnew/2013/20130123/20130123.html …

Out Of Our Headsがリツイート 
@N0NUKES @ST0NES · 2015年5月12日 
ともあれ、#国立環境研 とかいう、たいそうゴリッパな機関を徹底的に糾弾しているが
http://twilog.org/ST0NES/search?
word=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%A0%94&ao=a&order=allasc#tw474020504748032001
…
#除染廃棄物 という本来は絶対に移動させてはならない危険な放射性廃棄物を全国へ回
す企ての官僚、そのアマクダリ先の #JESCO とグルであることは明確。

Out Of Our Headsがリツイート 
@N0NUKES @ST0NES · 2015年5月4日 
人類が起してはならない原発事故後、震災の復興を装いながらビジネス展開を謀る事

業者、団体は多岐にわたりますが、まず日本財団という組織が早くから復興支援に深

く関っています。http://twitter.com/search?
f=realtime&q=from:ST0NES+%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%B2%A1%E5%9B%A3+OR+%23%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%B2%A1%E5%9B%A3
…
この団体には #閨閥 に並ぶ闇があります。@jackiemopsy

Out Of Our Headsがリツイート 
@N0NUKES @ST0NES · 2015年3月7日 
これが現実。@JunjiHattori 天皇ら金融マフィアは笹川ら戦争屋の日本財団といっし
ょに、また中国らと戦争しようと準備しています。もちろん安倍や麻生ら天皇ファ

ミリー田布施の輩達といっしょに「日英協力の動きがアジア・太平洋で拡大」

http://blog.goo.ne.jp/khosogoo_2005/e/6e4bb2ddee4b9a737690c75a34db4b9c …

Out Of Our Headsがリツイート 
yamada　原発電気イラネ @sudenitoki · 2014年5月22日 
【胡散臭い】ありました。⇒http://fields.canpan.info/organization/detail/1865855892
…　.@pecko178 ：飯田哲也氏の特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所の事業
報告は、原発推進団体である日本財団の関連サイトに置かれている。 わかりますよね
？

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52162481.html
https://pbs.twimg.com/media/Cck4jl4UkAAYQcw.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=d89zr6SDrZM
http://76519.diarynote.jp/200610220055580000/
http://www.nies.go.jp/sosiki/health.html#tab6
http://www.nies.go.jp/sosiki/yakuin.html
http://onouno.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.nies.go.jp/whatsnew/2013/20130123/20130123.html
http://twilog.org/ST0NES/search?word=%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%A0%94&ao=a&order=allasc#tw474020504748032001
http://twitter.com/search?f=realtime&q=from:ST0NES+%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%B2%A1%E5%9B%A3+OR+%23%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%B2%A1%E5%9B%A3
http://blog.goo.ne.jp/khosogoo_2005/e/6e4bb2ddee4b9a737690c75a34db4b9c
http://fields.canpan.info/organization/detail/1865855892


Out Of Our Headsがリツイート 
日本のために @izimo_ssp · 2013年11月3日 
山下を裏で操っているのが笹川財団のダミー独立法人の日本財団。山下と高田に資金

や活動家を暴力団から送り込んでいるのが、幸福の科学というバチカン系偽仏教団体

と統一教会というカルト。

政治家に大量の情報を送りつけてデマで洗脳し安全説で被曝を推進したのがこの二社

。住吉会はこのバック

https://www.youtube.com/watch?v=zYtvaAw8AsE&ebc=ANyPxKoMVcDQI7nAKZhEDfYO-
nE3bsB9GX1t_iW-mrsjVTmNgugz-JAjgMgQB1kqzmUvAUWjwoMAjEqNAn21VYxvN9VqaOU50Q
Ragnarök (Viking Music) 

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 
【M5.5】EAST TIMOR REGION 28.8km 2016/03/03 17:36:32JST, 2016/03/03
08:36:32UTC
(G)http://j.mp/1TqGuuj (USGS)http://j.mp/1Ta7g9Z

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.6】EAST TIMOR REGION 27.9km 2016/03/03 17:34:56JST, 2016/03/03
08:34:56UTC
(G)http://j.mp/1Qtm55k (USGS)http://j.mp/1Qtm6pC

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
震源地：宮崎県南部・震度4
ここでの地震としては、過去10年間で最大のマグニチュードと震度
https://pbs.twimg.com/media/Ccm2k6fUsAAZWv-.jpg
フィリピン海プレートが（南海トラフ巨大地震の震源域）に潜ってる陸側（ユーラシ

アプレート）で、大きな地震は、十分注意した方が良いですね。

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 宮崎 宮崎市 
【M5.2】KYUSHU, JAPAN 53.4km 2016/03/03 16:11:15JST, 2016/03/03
07:11:15UTC
(G)http://j.mp/1QNkUcv (USGS)http://j.mp/1niPq6B

特務機関NERV @UN_NERV · 5 時間5 時間前 
【宮崎県で震度４】

3日午後4時11分ごろ、宮崎県で震度4を観測する地震がありました。震度4が宮崎県南
部平野部です。

http://nerv.link/bFseph

宇宙天気ニュース @swnews · 6 時間6 時間前 
[記事] 太陽風の速度はやや高速になっています。太陽は穏やかです。 http://swnews.jp
#swnews

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M5.5】SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 15.9km 2016/03/03 09:10:52
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/218JKcO (USGS)http://j.mp/1niuzQT

amaちゃんだがリツイート 
あーちゃん @athliajp · 12時間12時間前 
@tokaiamada 東京・渋谷より、２月半ばからギーン音とキーン音が混じる圧迫性耳鳴
りが続く。スマトラM7.8以降もこれは変わらない。セミの鳴く状態。ただ雲等に前兆
確認できず。恐らく直下等近傍の大きめの震源と思うが発震が遅れている様子。ずっ

と要注意状態。念の為報告まで

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
昨夜のスマトラ沖の巨大地震

ここインドネシアは火山も多く、地震も多発地帯。プレートの境界が沖合にあり、

https://www.youtube.com/watch?v=zYtvaAw8AsE&ebc=ANyPxKoMVcDQI7nAKZhEDfYO-nE3bsB9GX1t_iW-mrsjVTmNgugz-JAjgMgQB1kqzmUvAUWjwoMAjEqNAn21VYxvN9VqaOU50Q
http://j.mp/1TqGuuj
http://j.mp/1Ta7g9Z
http://j.mp/1Qtm55k
http://j.mp/1Qtm6pC
https://pbs.twimg.com/media/Ccm2k6fUsAAZWv-.jpg
http://j.mp/1QNkUcv
http://j.mp/1niPq6B
http://nerv.link/bFseph
http://swnews.jp/
http://j.mp/218JKcO
http://j.mp/1niuzQT


2004年にM9.1の巨大地震の津波で約22万人が犠牲、2005年にM8.7。
　http://www.bbc.com/news/world-asia-35704845 …

…で…？（－－＃）…★

川内原発は、どこだって…？？

https://www.youtube.com/watch?
v=9eIHHL2ZKjE&ebc=ANyPxKqH2RJncLaiaFJSM8ignrsvRCDLwvamoLkyanH9OzT2dOuCM0HyYCHSIVEk7Mii-
L526iOt0ImHDWsgSDAKsurOQg0o-w
Nordic Folk Music - Viking Raiders 

Out Of Our Heads @N0NUKES · 3 分3 分前 
九州の放射線量http://new.atmc.jp/prefs.cgi?a=kyusyu&mode= …
小野先生のところでは@:http://onodekita.com/ 
http://twitter.com/ST0NES/status/630653381460144133 …
きのう3月2日、熊本で、max:0.21μSv/h 
https://pbs.twimg.com/media/Ccn09s_UEAA-kYl.jpg

amaちゃんだ @tokaiamada · 3 時間3 時間前 
高浜原発の場合は、もしベータ核種が出ている（GM計が驚くほどの線量を示す）なら
キセノン１３３とクリプトン８５です

いずれもガンマ線検出器では検出不能、GM計だけに超異常な反応を示します
この場合は地面に沈着するのでなく空間を全面汚染するので、GM計が空中にあっても
大量表示されます

amaちゃんだがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 3時間3時間前 
福島県いわき市、交通事故犠牲者が2013年の3倍に！緊急事態宣言発令！放射能被ばく
による脳障害などが要因か？

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=297389&g=131208 …
チェルノブイリ事故の時も被ばく量が高い方は… 

Out Of Our Headsがリツイート 
Chick フラジャイルな逆襲 @chicksmbox · 4時間4時間前 
日付が変わり金曜日になると、福島第一からの大気が、首都圏に漂ってきます。 
https://pbs.twimg.com/media/CcnFmpsUEAAKTiH.jpg

ホワイトフードさんへの返信 
∞音∞ a.k.a. 風＊月 @fuhgetsu · 7時間7時間前 
#泊原発 #六ヶ所村再処理工場 RT @whitefood1: 3月3日12時13分、空間線量の月の平
均値を25％以上の上回る拠点が、259箇所以上存在します。詳しくはこちらでご確…
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 7 時間7 時間前 
神奈川県中部から黄色い粉情報

2016/3/1
大和市にほど近い、横浜市在住

さて昨夜降雨があり、今朝、車の上に黄色い粉がびっしりついていました。

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174285153.html …

amaちゃんだがリツイート 
善川チャーリ @GoodBye_Nuclear · 7時間7時間前 
福井県の線量が上昇　高浜原発緊急停止について http://golden-tamatama.com/blog-
entry-2288.html …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
PM2.5
空が霞んでるなぁ、と思ったら、東京都、ほぼ全域で（PM2.5）の値が高め。一部は基

http://www.bbc.com/news/world-asia-35704845
https://www.youtube.com/watch?v=9eIHHL2ZKjE&ebc=ANyPxKqH2RJncLaiaFJSM8ignrsvRCDLwvamoLkyanH9OzT2dOuCM0HyYCHSIVEk7Mii-L526iOt0ImHDWsgSDAKsurOQg0o-w
http://new.atmc.jp/prefs.cgi?a=kyusyu&mode=
http://onodekita.com/
http://twitter.com/ST0NES/status/630653381460144133
https://pbs.twimg.com/media/Ccn09s_UEAA-kYl.jpg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=297389&g=131208
https://pbs.twimg.com/media/CcnFmpsUEAAKTiH.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174285153.html
http://golden-tamatama.com/blog-entry-2288.html


準値超え。花粉もすごいけど、肺が弱い人はマスクした方が良いですね。 

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【停電情報 2016年3月3日 10:22】
東京電力停電情報によりますと、神奈川県 藤沢市の約600軒で停電が発生しているとい
うことです。

http://nerv.link/hHEfFj

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【停電情報 2016年3月3日 8:48】
東京電力停電情報によりますと、埼玉県 深谷市の約700軒で停電が発生しているという
ことです。

http://nerv.link/WdPeeb

非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 21時間21時間前 
〔フクイチ核惨事　５周年〕◆除染作業員が自殺していた！…
「ＴＩＭＥ」誌が電子版記事の中で

「フクシマの自殺：語られざる惨事のレガシー（動画アリ　

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/suicide-in-fuku.html#more …
体調不良に苦しまれていたのだろうか？ 
https://pbs.twimg.com/media/CcjNTQQVAAAWjFc.jpg

Out Of Our Headsがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 24時間24時間前 
厚生労働省の医療データの急性白血病から見た原発事故後の日本を見てみる。

3倍くらい増えてるね。 
https://pbs.twimg.com/media/Cciv8_aUkAAhMbb.jpg

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 3月1日 
とんとかいも(tomtokaimo)さんが田原総一朗をリツイートしました
作業員の「やる気」に、この国の存亡を託すつもりか？　何を考えているんだ。ジャ

ーナリストなら、作業員が日雇いであり、彼らが生きようが死のうが東電には下請け

企業の人事であり、それじゃ未曾有の事故収束のしようがない事を書くべきじゃない

のか 

amaちゃんだがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 3月1日 
みえないばくだんさんがしろくまをリツイートしました

あかんわ〜

http://new.atmc.jp/prefs.cgi?pref=18 …
高浜原発４号機？

深夜にもスパイク

Out Of Our Headsがリツイート 
@N0NUKES @ST0NES · 2012年5月23日 
連中の目的は、くすり教育を基に抗癌剤を売り捌くことです

。http://twilog.org/tweets.cgi?
id=ST0NES&word=%E3%81%8F%E3%81%99%E3%82%8A%E6%95%99%E8%82%B2¶m=asc#d120326
…
@tatsuofujii 文科省は害悪 @tsunamiwaste @irukatodouro 国立環境研の、電磁波が小
児白血病と関連があるとした疫学研究を、文科省がつぶしたという…

https://www.youtube.com/watch?
v=wQiv0wOuQuA&ebc=ANyPxKqH2RJncLaiaFJSM8ignrsvRCDLwvamoLkyanH9OzT2dOuCM0HyYCHSIVEk7Mii-
L526iOt0ImHDWsgSDAKsurOQg0o-w
Nordic Folk Music - Norse Tribe

cmk2wl @cmk2wl · 14 分14 分前 

http://nerv.link/hHEfFj
http://nerv.link/WdPeeb
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/suicide-in-fuku.html#more
https://pbs.twimg.com/media/CcjNTQQVAAAWjFc.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cciv8_aUkAAhMbb.jpg
http://new.atmc.jp/prefs.cgi?pref=18
http://twilog.org/tweets.cgi?id=ST0NES&word=%E3%81%8F%E3%81%99%E3%82%8A%E6%95%99%E8%82%B2&param=asc#d120326
https://www.youtube.com/watch?v=wQiv0wOuQuA&ebc=ANyPxKqH2RJncLaiaFJSM8ignrsvRCDLwvamoLkyanH9OzT2dOuCM0HyYCHSIVEk7Mii-L526iOt0ImHDWsgSDAKsurOQg0o-w


記事のこの部分

＞おがくず業者が安値だが買い取ってくれた。一三年の分も依頼するつもりだ。

何に使うのか？

腐葉土に混ぜ込んで、田畑、園芸用にするのでは？

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
この記事の内容に注意。

販売されてるカブトムシ、クワガタムシの生育には「ほだ木」が使われている。昆虫

飼育マットの殆どはシイタケなどの廃原木。

子供が放射能汚染物を触ることになりかねない。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
シイタケ原木など３００万本使えず

http://goo.gl/SMau1U 
「放射性物質の影響により、一四年度に県内の二十五市町村で計約三百万本、約二万

トンのシイタケ原木と植菌した「ほだ木」が使えず」

一本 1キロぐらいはありそうだけど？　原木は300万トン？

https://www.youtube.com/watch?
v=YLzsh9Pb4v8&ebc=ANyPxKqr78Wgqz4PmpjjSuSOOkgaSgD9nKL67IW5-SyjKlVdDGW3-
jEKlAAtQ7L95VjvLTyW8tcrRxVzljEoi1UVWEI4GwH7xQ
Futuristic Battle Music - Robot Metropolis 

Out Of Our Headsがリツイート 
@N0NUKES @ST0NES · 2015年5月12日 
そういうオバサンも今まだ都内に？早く逃げなきゃ！

http://twitter.com/ST0NES/status/598057603357286400 …
その55年後に健康な都民いないよ！@kikko_no_blog
「日本のサンゴ2070年代に全滅の恐れ、#国立環境研」の記事を投稿しました
？http://twitter.com/search?
f=realtime&q=from:kikko_no_blog#http://socialnews.rakuten.co.jp/link/139416 …

Out Of Our Headsがリツイート 
@N0NUKES @ST0NES · 2015年3月7日 
4号機だけ？3号機、2号機の放射線量が高すぎてヒトが入れないことを隠すパフォーマ
ンス？2015年3月6日。@pecko178
杉良太郎が防護服で福一原発を訪問し、作業員を激励。

http://www.sanspo.com/smp/geino/news/20150306/oth15030605050009-s.html …
著名人はこんな事してないで「避難」を叫ぶべきなんだよ。

https://www.youtube.com/watch?v=5xzOVbGyJUI&ebc=ANyPxKq23RTZzfvnN-
sw6RgZq6iVJFB7ofM-nkf_yCueF_pvC3qstu-
ynM_YwnYtYcoJ8xb4_gfhSOZy4LYeZhbpyvEXDtmp6Q
Futuristic Music - Android Girl 

Out Of Our Headsがリツイート 
大槻シン Shin. Ohtsuki♪ @o2key_shin · 2013年4月3日 
この船が海底掘削を行った

地点で地震が起こる

と言われている

「海底掘削調査船・ちきゅう」

「ちきゅう」を持っている

独立行政法人

海洋研究開発機構には、

毎年、日本財団から

多額の寄付金が入っている…

http://goo.gl/SMau1U
https://www.youtube.com/watch?v=YLzsh9Pb4v8&ebc=ANyPxKqr78Wgqz4PmpjjSuSOOkgaSgD9nKL67IW5-SyjKlVdDGW3-jEKlAAtQ7L95VjvLTyW8tcrRxVzljEoi1UVWEI4GwH7xQ
http://twitter.com/ST0NES/status/598057603357286400
http://twitter.com/search?f=realtime&q=from:kikko_no_blog#http://socialnews.rakuten.co.jp/link/139416
http://www.sanspo.com/smp/geino/news/20150306/oth15030605050009-s.html
https://www.youtube.com/watch?v=5xzOVbGyJUI&ebc=ANyPxKq23RTZzfvnN-sw6RgZq6iVJFB7ofM-nkf_yCueF_pvC3qstu-ynM_YwnYtYcoJ8xb4_gfhSOZy4LYeZhbpyvEXDtmp6Q


Out Of Our Headsがリツイート 
Mペッコ @pecko178 · 2014年3月4日 
木質チップの対応の件で嘉田知事も脱原発は叫んでも反被曝ではないということが

わかった。飯田哲也氏の特定非営利活動法人環境エネルギー政策研究所の事業報告は

、原発推進団体である日本財団の関連サイトに置かれている。

Out Of Our Headsがリツイート 
クレア・アンジェラ @kurararan · 2013年4月2日 
「ちきゅう」を持っている独立行政法人海洋研究開発機構には、毎年、日本財団から

多額の寄付金が入っています。

また、日本財団は、“日本のメンゲレ”山下俊一と福島県を発起人にして、「放射線と健
康リスク」国際専門家会議を主宰した団体ですhttp://kaleido11.blog111.fc2.com/blog-
entry-1987.html …

Out Of Our Headsがリツイート 
ETotti @etrapozzo · 2012年12月9日 
笹川氏の日本財団がアメリカ大使館のすぐ近くなのも頷けますね。 "@tokaiama:
@lancia12 A級戦犯として逮捕されたが起訴前に巨額の資金を米軍に提供して釈放され
ただけのこと。正力松太郎・岸信介・笹川良一・里見甫　みんな麻薬を中国朝鮮で販

売して巨額の資産を得た者たち"

Out Of Our Headsがリツイート 
ドクター桃子 @drmomoko · 2012年5月26日 
東京財団仮想制度研究所というものがあります。ここには青木昌彦氏がいます。東京

財団の資金提供によって行われています。東京財団は日本財団の出先機関です。東京

財団の理事長に大蔵省官僚の加藤秀樹（宮沢喜一の縁戚）が、大蔵省時代の同僚に新

井将敬（朴景在）がいます。政財学官界の複雑な絡みです

https://www.youtube.com/watch?
v=tLwMKSNe_ng&ebc=ANyPxKpwwU7puLQDiJvs4njR09YYtXaH37z8ADYhNjqtA688Zobl8wvnNJqdu0yJM5xF9PQELlFbXP9AyeDsE2sWXoR25oPwJA
Dark Adventure Music - Skull Island 

https://www.youtube.com/watch?
v=Eh60kxaJllk&ebc=ANyPxKppN5NKmW_UwAETOojzcGLoYkSXiPp3eE66RUzfYy2kOT8jcp5LlNdQFj0Feo6gUlPRQUT-
KNBS7KtacSiv8hRkr6fhuQ
Dark Rpg Music - Dungeon Quest 

AKIRA 2024がリツイート 
きっこ @kikko_no_blog · 22時間22時間前 
ロイター通信「アベノミクスは失敗した」

ニューズウィーク「アベノミクスはすでに失敗している」

ウォールストリートジャーナル「アベノミクスは完全に行き詰った」

安倍晋三「アベノミクスが失敗したなどという言説はまったく根拠がない」

https://www.youtube.com/watch?v=vqX4of9mUr0&ebc=ANyPxKo2vards8JJia-
Sju5ih7LyfmP4BubVbaOv7jG20eLCgqtUgIvEOdVni8WKqLVXdVijt8YbjQvPDxW5pSW62tKedcaCvA
Celtic Music - Frostblade Inn 

AKIRA 2024がリツイート 
Dr.NOMURA @Chooemon92 · 2012年8月17日 
NHKは良い公共放送である。すべて逆だと考えれば簡単に理解できる。汚染瓦礫受け
入れキャンペーンをしているから瓦礫は危険である。NHKが応援する地域は全て高濃
度汚染地域である。牛乳や魚やキノコが安全というのは危険であるということだ。

https://www.youtube.com/watch?v=UtI-uf-VXG0&ebc=ANyPxKqD9qxfycD3-

http://kaleido11.blog111.fc2.com/blog-entry-1987.html
https://www.youtube.com/watch?v=tLwMKSNe_ng&ebc=ANyPxKpwwU7puLQDiJvs4njR09YYtXaH37z8ADYhNjqtA688Zobl8wvnNJqdu0yJM5xF9PQELlFbXP9AyeDsE2sWXoR25oPwJA
https://www.youtube.com/watch?v=Eh60kxaJllk&ebc=ANyPxKppN5NKmW_UwAETOojzcGLoYkSXiPp3eE66RUzfYy2kOT8jcp5LlNdQFj0Feo6gUlPRQUT-KNBS7KtacSiv8hRkr6fhuQ
https://www.youtube.com/watch?v=vqX4of9mUr0&ebc=ANyPxKo2vards8JJia-Sju5ih7LyfmP4BubVbaOv7jG20eLCgqtUgIvEOdVni8WKqLVXdVijt8YbjQvPDxW5pSW62tKedcaCvA
https://www.youtube.com/watch?v=UtI-uf-VXG0&ebc=ANyPxKqD9qxfycD3-loGWGHcAKbzFVvTKTXtwYXzeeAb-0VwwuJJuK8fV3hD-YNBtDNzj55vw6bI93AU7LR0ufpPJHr3SrVXZQ


loGWGHcAKbzFVvTKTXtwYXzeeAb-0VwwuJJuK8fV3hD-
YNBtDNzj55vw6bI93AU7LR0ufpPJHr3SrVXZQ

https://www.youtube.com/watch?v=UtI-uf-VXG0&ebc=ANyPxKqD9qxfycD3-
loGWGHcAKbzFVvTKTXtwYXzeeAb-0VwwuJJuK8fV3hD-
YNBtDNzj55vw6bI93AU7LR0ufpPJHr3SrVXZQ
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日22:13
ねまーす〜…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日22:13
０

５４

８０

８０☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月4日21:13
　

amaちゃんだ @tokaiamada · 38分38分前 

1979年公開のマッドマックスは、荒廃した近未来社会を描いたが、当時は、まだ米ソ冷戦の安定
した枠内にあってベトナム戦争も終わり、こんな荒唐無稽な社会が来るはずがないと誰もが思っ

た

ところが2014年に突如出現した奇怪な国家規模のテロ集団ISは、マッドマックスどころじゃなか
った

 

https://www.youtube.com/watch?v=UtI-uf-VXG0&ebc=ANyPxKqD9qxfycD3-loGWGHcAKbzFVvTKTXtwYXzeeAb-0VwwuJJuK8fV3hD-YNBtDNzj55vw6bI93AU7LR0ufpPJHr3SrVXZQ
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月４日）　「バラ園でだらだら昼寝」（＾＾；）の夢を視まして…

http://85358.diarynote.jp/201603040935272493/

箱根が噴火の危機です／（３月４日の朝ねぼうというか、朝き夢

みし記。…（＾＾；）…）

2016年3月4日 恋愛 コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=Lrle0x_DHBM
Earth, Wind & Fire - Let’s Groove 

neko-aiiがリツイート 
中野浩一 45321234@yk · 16時間16時間前 
箱根が噴火の危機です

JR が箱根、富士山の噴火のに備えて線路の上の火山灰を取り除く機械を配備し始めま
した

噴火は間近です

湖畔ゴルフ場入り口で撮影

下はグリーンプラザ右手に元箱根 
https://pbs.twimg.com/media/CcnICTnUYAAWXjF.jpg

http://85358.diarynote.jp/201603040935272493/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201603040935272493/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160304/85358_201603040935272493_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160304/85358_201603040935272493_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160304/85358_201603040935272493_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Lrle0x_DHBM
https://pbs.twimg.com/media/CcnICTnUYAAWXjF.jpg


おはようございます。

０３月０４日の、

０８時４８分。（だからなんだ！）

https://www.youtube.com/watch?v=dIJlfrJ2YYs
アルパカが好きすぎて夜も眠れないうた。

昨夜はたしか２２持過ぎには寝床に潜り込んで、

漫画を２冊読んでそのまま寝落ち。

（＾＾；）

たっぷり爆睡したせいか、久〜しぶり？に、自分では前世記憶だと思っている

「バラ園でだらだら昼寝」（＾＾；）の夢を視まして…

え〜と…あれも「独立革命戦争やって勝って終わった後、疲れて２年くらい長期休暇とって寝
てた」…という状況で…（＾＾；）…★

あの時は「アルパカ狼さん」が家事と庭の手入れをやってくれてたので、

ひたすらネクタレテいられて、ラクで良かった♪ という夢なんですが…ｗｗｗ

（でも結局、あの回「も」「近くにいたけど、他人で終わった」のであった…
（〜〜；）…★）

いやそれはおいときましょう。（＾＾；）

たぶん私が他のイケメンメンバーより「慎吾ママの女装？」姿の方が好きだったりするのは、あ

のへんが原因なんですけどね…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=TqlyXfGDylc
慎吾ママのせたよん 

（いや、女装はしてなかったし、あっちも軍人？なんで、ガタイのいいおっさんｗでしたけど

…☆）

明日は観れるかな？（＾＾；）

入れ違いであっちが休みかな…？

https://www.youtube.com/watch?v=dIJlfrJ2YYs
https://www.youtube.com/watch?v=TqlyXfGDylc


とか考えつつ、起きだしたら札幌はマイナス３℃。

降雪確率は２０％の予報だったのに、現在、けっこうしっかり、ぼたん雪が舞い踊っていますよ

…（－－＃）…★

…源泉かけ流したいけど、マイナス３℃の雪の中を徒歩って銭湯出撃！する気力が、ちょっと湧
かない現在…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=IOF3NYj2v4I
慎吾ママのおはロック 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.028 0.027 0.028 6 
02:00 0.029 0.027 0.028 6 
03:00 0.034 0.028 0.030 6 
04:00 0.034 0.031 0.032 6 
05:00 0.030 0.029 0.030 6 
06:00 
07:00 
08:00

https://www.youtube.com/watch?v=AfKtUhXbRKA
猫がかまってほしいのをアピールするのがかわいい！ 

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 � 青森 むつ市 
【M3.0】下北半島付近 深さ107.8km 2016/03/04 07:57:20
(G)http://j.mp/1WXWsKh (Y)http://j.mp/21aoovs (アニメ)http://j.mp/1TtbQ3r

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M5.1】BISMARCK SEA 10.0km 2016/03/04 06:58:00JST, 2016/03/03 21:58:00UTC
(G)http://j.mp/1WXQXLH (USGS)http://j.mp/21akJOe

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M5.3】BISMARCK SEA 10.0km 2016/03/04 06:47:49JST, 2016/03/03 21:47:49UTC
(G)http://j.mp/1Tt1XTs (USGS)http://j.mp/21ajoa8

https://www.youtube.com/watch?v=IOF3NYj2v4I
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=AfKtUhXbRKA
http://j.mp/1WXWsKh
http://j.mp/21aoovs
http://j.mp/1TtbQ3r
http://j.mp/1WXQXLH
http://j.mp/21akJOe
http://j.mp/1Tt1XTs
http://j.mp/21ajoa8


特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【阿蘇山 噴火に関する火山観測報 2016年03月04日 07:05】
火山：阿蘇山

日時：2016年03月04日 06:56
現象：噴火

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 長万部町 
【M3.0】渡島半島 深さ145.6km 2016/03/04 04:48:58
(G)http://j.mp/1oSE8am (Y)http://j.mp/1VTmkGN (アニメ)http://j.mp/1VTmiin

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M5.3】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 99.5km 2016/03/04 04:28:32
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1ppm9cf (USGS)http://j.mp/1QOYKqp

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M5.0】KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 108.1km 2016/03/04 01:23:08
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1njzyAQ (USGS)http://j.mp/1TVnx1a

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M5.0】STRAIT OF GIBRALTAR 10.0km 2016/03/03 20:36:27JST, 2016/03/03
11:36:27UTC
(G)http://j.mp/1LWGwCc (USGS)http://j.mp/1TapXdz

https://www.youtube.com/watch?v=zPQS55Y3Vds
中村 中 / 友達の詩 

…う〜むいま現在いまだにトモダチにすらなれていない、
たんなる「職場の顔見知り」…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=RlMWJBchtGQ
gorie 

http://j.mp/1oSE8am
http://j.mp/1VTmkGN
http://j.mp/1VTmiin
http://j.mp/1ppm9cf
http://j.mp/1QOYKqp
http://j.mp/1njzyAQ
http://j.mp/1TVnx1a
http://j.mp/1LWGwCc
http://j.mp/1TapXdz
https://www.youtube.com/watch?v=zPQS55Y3Vds
https://www.youtube.com/watch?v=RlMWJBchtGQ


レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 1時間1時間前 
#クライシスカレンダー 03/04【1952年 十勝沖地震】10:22頃発生 M8.2 死者・不明33
人負傷者287人 浦幌で最大震度6観測。地震の揺れによる被害は十勝・釧路地方の低湿
地で、津波の被害は釧路・根室地方の沿岸部で大きく、津波の高さは厚岸町で6.5mに
達した。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 1時間1時間前 
#クライシスカレンダー 03/04【1977年 ルーマニア地震】21:22頃発生 Ｍ7.2 死者1570
人負傷者11275人 東部ヴランチャ地方を震源とする大地震、首都ブカレストで家屋倒
壊多数。

…もうはや、いつ何が起きるか判らない人生後半戦です。

…好きなことだけして、悔いのないように、遊ぶぞ〜ッ！☆

https://www.youtube.com/watch?v=7adGbv8LL10
【MIDI】 慎吾ママのおはロック / 慎吾ママ 

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月4日10:35
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 

ネットの伝送速度が低下しています

これは大きな地震の前兆　電磁波干渉

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=7adGbv8LL10
http://diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201603040935272493
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2016年3月4日10:36
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 

心霊現象（テレパシー等）の存在が量子力学の実験によって確認されつつある

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=312862 …



（３月４日）　何処へ行っても、音楽はある

http://85358.diarynote.jp/201603042039171456/

クイチ「露天臨界」悪化／東日本は放射能の海／辺野古、警視庁

機動隊の暴力／阿蘇噴火／高知で地鳴り／そこに住んでいれば殺

される…

2016年3月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

…気に入ったのでもう一回…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=GeeUSDW3tcA
恋のマイアヒ　Full 

junko @junko_in_sappro · 29分29分前 
フクイチの「凶変」に加速度がついてきている。良くない。

昔から良くなったコトはないのだが…，
ここにきて水蒸気や陽炎の噴出量が「露天臨界」の悪化を思わせる

http://grnba.jp/ 

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年03月04日 15:54】
北海道地方は、６日は気温が４月上旬から中旬並みに上がる見込みです。雪解けによ

http://85358.diarynote.jp/201603042039171456/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603042039171456/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160304/85358_201603042039171456_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160304/85358_201603042039171456_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160304/85358_201603042039171456_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=GeeUSDW3tcA
http://grnba.jp/


る低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水、積雪の多い傾斜地でのなだれに注意して

ください。

amaちゃんだがリツイート 
辺野古ゲート前通信 @freehenoko · 2月27日 
2016.2.27 アメリカからの圧力の影響でしょうか？最近、警視庁機動隊の暴力的な行為
が目にあまります。今朝は女性にも乱暴でした。特に拡声器を持ち赤いベルトの方は

手荒ですが階級も高い方のようです。映像オープンにし自制を求めます。

参照：https://twitter.com/freehenoko
https://www.youtube.com/watch?v=vDX-uKq_Lvk
かぎやで風 

てことでおばんです。

さきほど無事帰投。２０：０７。

３連休終了。（＾＾；）

まぁまぁの時間活用率？だったかな…？
明日からまた４連勤です。しかも大変な事態になっている可能性が高い…★
（－－；）

てことで、さくさく情報チェックだけして早目に寝ますぅ…★

…ってところでイキナリ悠宙舞さんが「陸自のイメージＣＭ」を流しやがった…（－－＃）…★

もちろん、「不適切！」つって、ぶった斬ってやりましたとも…ッ★

https://www.youtube.com/watch?v=HwIe5myChCQ
平和連　鳴り物　毎日おどる阿波おどり　阿波おどり会館 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

10:00 0.031 0.030 0.031 6 
11:00 0.031 0.028 0.029 6 
12:00 0.029 0.028 0.028 6 

https://twitter.com/freehenoko
https://www.youtube.com/watch?v=vDX-uKq_Lvk
https://www.youtube.com/watch?v=HwIe5myChCQ
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


13:00 0.028 0.028 0.028 6 
14:00 0.029 0.028 0.028 6 
15:00 0.028 0.028 0.028 6 
16:00 0.028 0.028 0.028 6 
17:00 0.028 0.028 0.028 6 
18:00 
19:00

https://www.youtube.com/watch?v=l1X8cLBKxyw
DRAGOSTEA DIN TEI（恋のマイアヒ）

…元歌からして何だかフザケテいるらしい…☆
…で…ところでこれは、何語なんだ…？（＾＾；）？
（スペイン語と英語とフランス語とドイツ語と中国語と朝鮮語と日本語

「ではない」ことだけは解る…☆）

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.5】苫小牧南方沖 深さ100.2km 2016/03/04 16:26:54 http://j.mp/1QQpQNL

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M3.2】北海道東方沖 深さ15.0km 2016/03/04 15:59:44
(G)http://j.mp/1VUEKHf (アニメ)http://j.mp/1WYHyDD

宇宙天気ニュース @swnews · 5 時間5 時間前 
[記事] 太陽風は平均的な速度に戻っています。太陽は穏やかです。 http://swnews.jp
#swnews

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6 時間6 時間前 
今日、3月04日06時56分ごろ
https://pbs.twimg.com/media/CcrhMYrUMAEOIFS.jpg
阿蘇山の噴火（©気象庁
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160304070359_503.html
…）　14時13分、現在の阿蘇山（©京都大学） 

https://www.youtube.com/watch?v=l1X8cLBKxyw
http://j.mp/1QQpQNL
http://j.mp/1VUEKHf
http://j.mp/1WYHyDD
http://swnews.jp/
https://pbs.twimg.com/media/CcrhMYrUMAEOIFS.jpg
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160304070359_503.html


地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M5.3】FIJI REGION 612.4km 2016/03/04 13:25:15JST, 2016/03/04 04:25:15UTC
(G)http://j.mp/1oTIduV (USGS)http://j.mp/21LFhil

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 青森 むつ市 
【M3.0】下北半島付近 深さ107.8km 2016/03/04 07:57:20
(G)http://j.mp/1WXWsKh (Y)http://j.mp/21aoovs (アニメ)http://j.mp/1TtbQ3r

AKIRA 2024がリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 20時間20時間前 
みえないばくだんさんが ▲motty ▲をリツイートしました
なんだろう？

高知で異常音の報告が相次ぐ！

今年に入ってから関東地方でも地鳴りに類似するような異常音の報告がとても増えて

います。ここまで地鳴り音の報告が増えたのは東日本大震災以来で、いずれも飛行機

や突風の類は確認されていません。

https://twitter.com/novtnerico/status/705371494767984640

https://www.youtube.com/watch?v=pD7r-7ffJpc
正調よさこい鳴子踊り YouTube

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 18 分18 分前 
東日本は放射能の海だ

そこに住んでいれば長い時間をかけてジワジワと殺されることを世界中が知っていて

、驚愕の目で日本人を見つめている

子ども達の未来が殺されようとしているのに、ほとんど反応しないで脳天気で生きて

る日本人

日本人がこうなるなんて、80年代を若さで通った私には理解不能

kenji @buick54aki · 34分34分前 
急病人

フクイチ三号機が核爆発を起こした理由はMOX燃料の中に含まれる超危険物質プルト
ニウム２４０

核兵器にPu２４０が含まれていると点火してもPu240だけが先に臨界爆発を起こして

http://j.mp/1oTIduV
http://j.mp/21LFhil
http://j.mp/1WXWsKh
http://j.mp/21aoovs
http://j.mp/1TtbQ3r
https://twitter.com/novtnerico/status/705371494767984640
https://www.youtube.com/watch?v=pD7r-7ffJpc


他の核燃料を吹き飛ばしてしまうから核兵器として使えない

この世で最も危険な爆弾がMOX核燃料

kenji @buick54aki · 35分35分前 
急病人

フクイチ4号機が定期点検中で冷却されているにもかかわらず、事故後、米軍サーモ写
真に稼働時の熱が写りこんでいたという不可解な事実の謎は、結局、誰もがウランを

プルトニウムに変える富化実験という結論に至る

おそらく政府公認で4号機の定検という名目で、軍事用プルトニウム製造

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 42 分42 分前 
2月から弁護士をかたり爆破予告を送る事案が、35都道府県であわせて67件も発生して
います。

http://www.rescuenow.net/?p=3272 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：2016/03/04(金) 18:37 ID:XXXXXXXX
東電「汚染水を希釈して海洋放出することも選択肢の一つ」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160304-00000011-khks-soci …
#現在も垂れ流し中だが

rima @risa_mama117 · 2時間2時間前 
高浜緊急停止　原発扱う責任感に欠け

るhttp://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20160302/KT160301ETI090003000.php …「
原発は一度暴走すると、国土と後世に取り返しがつかない深刻な影響を与える…危険
性が少しでもあるのなら、対策を施さず運転することは許されない。関電はそのこと

を理解しているのだろうか」信濃毎日社説3/2

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3時間3時間前 
【放射線量の情報】

福島県伊達市粟野農業構造改善センターで4日17時40分頃、1.018μSv/hを観測との情
報（通常0.094μSv）。本ツイートは自動送出しており誤検知、誤認の可能性もありま
すが、注視願います。

特務機関NERV @UN_NERV · 4 時間4 時間前 
【ＪＲ京浜東北線と中央線快速 運転再開】（続き）
また、同じ事故の影響で運転を見合わせていたJR中央線の快速電車の東京駅と新宿駅

http://www.rescuenow.net/?p=3272
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160304-00000011-khks-soci
http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20160302/KT160301ETI090003000.php


の間の上下線も、運転を再開しました。

（2016年3月4日 16:22 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【ＪＲ京浜東北線と中央線快速 運転再開】
神田駅で起きた人身事故のため、大宮駅と大船駅の間で運転を見合わせていたJR京浜
東北線は、午後4時ごろ、全線で運転を再開しました。
http://nerv.link/haMnJH

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【上野東京ライン 運転再開 2016年3月4日 15:15】
京浜東北根岸線内で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、

15:03頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【山手線 運転再開 2016年3月4日 15:15】
京浜東北根岸線内で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、15:10
現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

堀内良樹 ＜健康プロデューサ＞ @yoshi1129 · 5時間5時間前 
高浜4号機 緊急停止
保存用にシェアー

TVカメラに緊急停止の瞬間が捉えられる貴重なかつてない映像(防災訓練ではありま
せん)... http://fb.me/7Nz6cDQaO

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 
〔インフルエンザ〕2週連続減少もピーク続く・高知と愛媛で急増中(3/4)（レスキュー
ナウニュース） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160304-
00000007-rescuenow-soci … #Yahooニュース 

ハマのシルバー @shinobun1208 · 6 時間6 時間前 
ドローンからの空撮で判明！ 東電が隠したがったイチエフ“謎のタンク”の正体（週プ
レNEWS） - Yahoo!ニュース http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160304-
00061637-playboyz-soci … #Yahooニュース 東電はフクイチの真実をどこまで隠し続
けるのか。被曝は日々拡散。

amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 

http://nerv.link/haMnJH
http://fb.me/7Nz6cDQaO
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160304-00000007-rescuenow-soci
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160304-00061637-playboyz-soci


放射性物質含む金属片を不正販売、２人逮捕】2012年
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1295565882 …
現在キロ8500ベクレルの有機物を何の防御措置も講ぜず一般ゴミとして焼却処分する
ことを国が許可している

8500ベクレルは、この金属片の放射能より、はるかに多い

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 7時間7時間前 
年間42マイクロシーベルトの校正用セシウム線源を販売して逮捕された人
毎時0.05マイクロシーベルトしかない線源なのに放射線障害防止法で逮捕投獄された
年間20ミリシーベルト、毎時2.3μSv地に子ども達を住まわせる政府は
http://on-the-japanese-beach.blog.eonet.jp/default/2013/01/post-be15.html …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7時間7時間前 
名無し：03/04 13:23
福島・三春の子 ヨウ素欠乏ゼロ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160304-00000012-khks-soci …
海草類を多く食べる食生活の面からも放射性ヨウ素を取り込む余地が少なかった…
嘘ばっかり書くな！

三春町町長が国や県の判断を待たず、ヨウ素服用を指示したからだろ

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7時間7時間前 
名無し(関東・甲信越)：2016/03/04(金) 13:38 ID:XXXXXXXX
最近は葬儀抜きで病院から焼き場へ直送なんてのがある。確か、５万円くらいだった

かな？

AKIRA 2024がリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 9時間9時間前 
めいちゃんさんがamaちゃんだをリツイートしました
沸点が低い核種↓が、まず先に出て来ますよね。

カナリアさん達が、MPや降下物データ（いずれもガンマ線のみ計測）より半日〜１日
先行して具合が悪くなるのとも一致しています。

＊福島市放射性降下物は３年前まで２日遅れで日々公表してた。

https://twitter.com/tokaiamada/status/705527838175133700

北濱幹也さんへの返信 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 11時間11時間前 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1295565882
http://on-the-japanese-beach.blog.eonet.jp/default/2013/01/post-be15.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160304-00000012-khks-soci
https://twitter.com/tokaiamada/status/705527838175133700


@kitahamamikiya フクイチ由来のセシウムが確実に入ったシャワー水を一日に家族
で100リットル程浴びます。60日間通水させたゼオライトから、実際にセシウムだけ
で81Bq/kg出ています。http://geiger.grupo.jp/blog/1226268

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【ＪＲ中央線・総武線の各駅停車 運転見合わせ】
JR東日本千葉支社によりますと、中央線と総武線の各駅停車は、千葉県の西船橋駅で
起きた人身事故の影響で午前9時39分から三鷹駅と千葉駅の間の上下線で運転を見合わ
せています。

http://nerv.link/YYoooJ

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【ＪＲ常磐線の各駅停車 運転再開】
JR東日本によりますと、常磐線の各駅停車は綾瀬駅の信号故障の影響で、綾瀬と松戸
の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前7時28分ごろに運転を再開しました
。

http://nerv.link/G6aLMT

AKIRA 2024がリツイート 
yukinnk0 @a_i_R_u · 3月1日 
黄色い粉はたぶん酸化テだね。首〜肩→脳神経系に行くんはテだったんか？

テは半減期3日でヨの132に変わるし吸い込んだらもれなく甲状腺や心臓がやられるか
ら要注意だね。今日は梅昆布茶に梅酒の梅入れて飲んどるｖ

https://www.youtube.com/watch?v=sV6epfHSLN8
会津磐梯山踊りinふくしま大交流フェア 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 24 分24 分前 
名無し：03/04 19:45
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160304-00000030-asahi-soci …
５年前のスーパーひたち、駅に止まったまま

#２０１１年３月１１日１５０９発スーパーひたちｏＪＲ原ノ町駅で 
https://pbs.twimg.com/media/CcsySHmUEAAYtjP.jpg

http://geiger.grupo.jp/blog/1226268
http://nerv.link/YYoooJ
http://nerv.link/G6aLMT
https://www.youtube.com/watch?v=sV6epfHSLN8
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160304-00000030-asahi-soci
https://pbs.twimg.com/media/CcsySHmUEAAYtjP.jpg


…o（ＴへＴ；）o…★

https://www.youtube.com/watch?v=1AyseTzgSRs
『相馬盆歌』東郷町民踊講習会2011 

https://www.youtube.com/watch?v=mQMeYgSIxTk
H24　相馬盆唄 

https://www.youtube.com/watch?v=0CeLUYgmFOA
WAWAWAWA / 相馬盆唄 (Live at 音や金時) 

何処へ行っても、音楽はある。

逃げろ。

逃げて、生きて、歌え…！

https://www.youtube.com/watch?v=nVvRXv8sb8o
今年こそ復活‼　これが会津の「かんしょ踊り」 

https://www.youtube.com/watch?v=dCN1Qw83UC4
「原発いらない福島の女たち」 国会正門かんしょ踊り〜官邸前　2012-6-29 

https://www.youtube.com/watch?v=p2C2m4LSZBc
全島エイサーまつり 2010 道じゅねーVol.3 

https://www.youtube.com/watch?v=Qg_g_yqm8i4
第８回ゆんたく高江CM 

https://www.youtube.com/watch?v=RS5BkW4s8h4
辺野古／キャンプ・シュワーブ・ゲート前／右翼デモとカチャーシ— 

https://www.youtube.com/watch?v=wvJUn8zk7MI
街宣には　「歌と踊り」で丁重にお引き取りを【撮影@atsushi_mic】

https://www.youtube.com/watch?v=1AyseTzgSRs
https://www.youtube.com/watch?v=mQMeYgSIxTk
https://www.youtube.com/watch?v=0CeLUYgmFOA
https://www.youtube.com/watch?v=nVvRXv8sb8o
https://www.youtube.com/watch?v=dCN1Qw83UC4
https://www.youtube.com/watch?v=p2C2m4LSZBc
https://www.youtube.com/watch?v=Qg_g_yqm8i4
https://www.youtube.com/watch?v=RS5BkW4s8h4
https://www.youtube.com/watch?v=wvJUn8zk7MI


https://www.youtube.com/watch?v=DuVSbEItqHQ
Ainu Song and Dance, Shiraoi, Hokkaido 

https://www.youtube.com/watch?v=tiJrNldtJKA
やなわらばー「平和の歌」 

https://www.youtube.com/watch?v=mW7vC7umnVA
ジンタらムータ with リクルマイ - 平和に生きる権利 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月4日23:35
…寝ま〜す…★（＾□＾；）☆
 

https://www.youtube.com/watch?v=DuVSbEItqHQ
https://www.youtube.com/watch?v=tiJrNldtJKA
https://www.youtube.com/watch?v=mW7vC7umnVA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月５日）　今日は会えるかな〜せめて遠目でいいから、「鑑賞」したいなぁ〜…☆

http://85358.diarynote.jp/201603050816237091/

３月５日の（個人的なことは社会的なことである？）朝、記。

2016年3月5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。

０７：５２になっちゃいました。（＾＾；）

０６：３０には起きだして、３連休にもかかわらず、のたのたと積み残していた家事を慌てて片

付けていたら、この時間に…★

気に入っちゃったのでもう一度…☆
https://www.youtube.com/watch?v=4pVAesn6Ltg
恋のマイアヒ　/ 歌詞 

スペイン語でもポルトガル語でもない？けど、文法？と単語は「ラテン語族」っぽいし、ロシア

語に近い発音もあるし、ヨーデルで歌ってるから、

…オーストリー語かな〜…？？とか推測しつつ…

…おやおや、歌詞の内容が、縁起でもない…ｗ

口直〜し！

http://85358.diarynote.jp/201603050816237091/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603050816237091/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160305/85358_201603050816237091_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160305/85358_201603050816237091_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160305/85358_201603050816237091_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4pVAesn6Ltg
https://www.youtube.com/watch?v=ZqsxTPRDqVs


https://www.youtube.com/watch?v=ZqsxTPRDqVs
あの夏を忘れない PV / TMN (TM NETWORK) 

いや今度は、季節感が無かったでしたかね…★

札幌は午前６時がマイナス６℃でカチカチ。

現在すでにマイナス３℃まで急上昇中で、昼間の予想最高気温はプラス３℃…

…（＠へ＠；）…

路面状況はサイアクと思われますが、明日はなんと！豪雨（豪「雪」じゃなくて豪「雨」！）の

予報なので、ヘタすれば雪景色とは今日でお別れかもしれません…？？

歩きますとも…！

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.029 0.027 0.028 6 
02:00 0.029 0.028 0.028 6 
03:00 0.028 0.028 0.028 6 
04:00 0.029 0.028 0.028 6 
05:00 0.029 0.028 0.029 6 
06:00

https://www.youtube.com/watch?v=1-uyCaEmrQE
【Human System】cafe de paris mix -TMN- 

…で…（＾＾；）…☆

今日は会えるかな〜せめて遠目でいいから、「鑑賞」したいなぁ〜…☆

地震マップ @eq_map · 11 分11 分前 
【M3.1】青森県東方沖 深さ63.6km 2016/03/05 07:48:58
(G)http://j.mp/1RMPvu5 (アニメ)http://j.mp/1nmf0HP

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=1-uyCaEmrQE
http://j.mp/1RMPvu5
http://j.mp/1nmf0HP


【M3.7】青森県東方沖 深さ123.6km 2016/03/05 06:20:20
(G)http://j.mp/1Qr3w0a (アニメ)http://j.mp/1VWJigs

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.1】SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 12.7km 2016/03/05 05:20:54
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Rtmm4o (USGS)http://j.mp/1oW7ogj

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M3.2】青森県東方沖 深さ17.7km 2016/03/05 05:10:18
(G)http://j.mp/1TZkUeV (アニメ)http://j.mp/1TZkSDV

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.6】浦河南方沖 深さ59.0km 2016/03/05 04:29:29 http://j.mp/1p5ehws

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 日本 
【M3.9】北海道南西沖 深さ192.8km 2016/03/05 02:04:11
(G)http://j.mp/1pqqUCn (アニメ)http://j.mp/1LYzKM9

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 北海道 大樹町 
【M4.0】日高山脈 深さ104.7km 2016/03/04 23:15:29
(G)http://j.mp/1TUEDxv (Y)http://j.mp/1TUEBFP (アニメ)http://j.mp/1TUEBpB

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.5】根室地方 深さ73.5km 2016/03/04 22:04:36
(G)http://j.mp/1p4m0Li (Y)http://j.mp/1UEybu1

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 北海道 北見市 
【M3.1】網走地方 深さ176.0km 2016/03/04 21:05:43
(G)http://j.mp/1RsOK6Z (Y)http://j.mp/1RsOIvS (アニメ)http://j.mp/1TuXKi8

https://www.youtube.com/watch?v=hwHoDeJqzGM&ebc=ANyPxKr8u5zqH-
PoAHn0DLaJ_Hl0rYl6w-nQlTUeFj9qWqB-
WaN0xUKtC6cTftGgcmPfkLe0zeBSo7_Ul9yMV9LLuzStxNEC_w
初音ミク Human System （TM NETWORK カバー） 

http://j.mp/1Qr3w0a
http://j.mp/1VWJigs
http://j.mp/1Rtmm4o
http://j.mp/1oW7ogj
http://j.mp/1TZkUeV
http://j.mp/1TZkSDV
http://j.mp/1p5ehws
http://j.mp/1pqqUCn
http://j.mp/1LYzKM9
http://j.mp/1TUEDxv
http://j.mp/1TUEBFP
http://j.mp/1TUEBpB
http://j.mp/1p4m0Li
http://j.mp/1UEybu1
http://j.mp/1RsOK6Z
http://j.mp/1RsOIvS
http://j.mp/1TuXKi8
https://www.youtube.com/watch?v=hwHoDeJqzGM&ebc=ANyPxKr8u5zqH-PoAHn0DLaJ_Hl0rYl6w-nQlTUeFj9qWqB-WaN0xUKtC6cTftGgcmPfkLe0zeBSo7_Ul9yMV9LLuzStxNEC_w


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
九州に住んでる人なら知ってるけど、阿蘇山は桜島よりも危険な火山

関東で言えば「富士山の噴火は、たいした事はない、それよりも箱根山が本気で噴火

したら最悪」と言われてるのと同じ

。https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/705623897404628992 …

https://www.youtube.com/watch?v=iyiaGTiH7Yw
TMN あの夏を忘れない　インスト版 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
「とりあえず、選挙が終わるまでは工事は中止」

という事だと思うけど。裁判所の和解勧告を受け入れることで合意という事は、判決

が出れば「双方とも結果に従う」と明記した契約で、むしろ沖縄県にとっては『不利

な状態』になったという事ですね

…不安材料は山積みなんですが…★
…（－－；）…★

とりあえず、たっぷり休んだので、心身の状態は良好！♪

死ぬのは構わないけど、

あんなアホどもにムザと殺されてたまるか〜ッ！

あと、１００年は、生きてやる…ッ！？？

https://www.youtube.com/watch?v=FOY2ASBFFz4
My Revolution 

 
    
 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/705623897404628992
https://www.youtube.com/watch?v=iyiaGTiH7Yw
https://www.youtube.com/watch?v=FOY2ASBFFz4


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月5日10:23
札幌の気温、急上昇。

日向はプラス１０℃くらいまで

逝きそうです。

雪崩、浸水、

漏電、漏水に注意〜★(・_・;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月5日10:24
　

そう言えば、

彗星はどうなったんだ…？？
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（３月５日）　今回同職？のこのメンツ、「前世で親しい順」というより、「困った時
にはとりあえず厄介ゴトを押し付けてしまえば必ず解決してもらえる人たち」基準な
人選。

http://85358.diarynote.jp/201603051523378339/

禍福はやっぱりアザキエルさんのクチナワの五徳…（意味フ〜☆

2016年3月5日 恋愛 コメント (9)
　

もしくは怪談「猿の手」状態？ (・ω・;)(;・ω・)

…詳細後述…(∋_∈)…

帰りたい… 。。。(〃_ _)σ‖
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月5日15:40
本州〜九州の「汚客様はバ神怠様death」のキレっぷり、心拍数の上がりっぷり、短気一発触発ぶ
りが、「限界超えた」感じ？

(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月5日15:47
「どんな結界をも破る」(-.-;)
電話回線越しディメンター連続攻撃のダメージで、現在ヒットポイント急落。(ToT)
防御発熱中〜…★(-"-;)★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月5日20:27

http://85358.diarynote.jp/201603051523378339/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201603051523378339/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160305/85358_201603051523378339_1.jpg
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過保護大魔人サマが発動して、災厄担当係からは免除。(^。^;)

その代わり隣席の天子ちゃんにいつもながら？ご厄介をかける結果に…(・ω・;)(;・ω・)

今日はエルさんもノギス君もいたし、リータはいなかったし…

(≧ω≦)b

画竜点睛は欠いたけど。(^。^;)

ト〜タルで…中吉？(^-^)g

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月5日21:11
間違い(^_^;)
一発触発

天子ちゃん

正しい(^。^;)
一触即発

天使ちゃん

σ(^◇^;)。。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月5日21:19
前半戦は

被曝ディメンタだらけで、

後半戦は

被曝認知症患者だらけ★

老化、入院、複雑骨折、認知症に、死亡プラグ…(-"-;)…

気の滅入る電話ばっかし！★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/
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2016年3月5日21:28
いま気がついたが、今回同職？のこのメンツ、(^_^;)「前世で親しい順」というより、
「困った時にはとりあえず厄介ゴトを押し付けてしまえば必ず解決してもらえる人たち」基準な

人選の気がする…σ(^◇^;)。。。

ノギス君がなんだか面食らったような顔をしてるのはそのせいだな…(^。^;)…

「親しい順」だって言ったら、

兎さんや虎さんや、ザクロ兄がこ〜わ〜い〜…ｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月6日0:26
cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 

運命の中には偶然はない。

人間はある運命に出会う以前に、自分がそれをつくっているのだ。

T・W・ウィリソン

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月6日14:31
なんか消えた気がする？

(・ω・;)(;・ω・)

「ちなみに私は自他共に認める

トラブル・メーカーであって、

間違っても、逆立ちしたって、

トラブル・シューターには向いていない…σ(^◇^;)。。。

ちなみに兎さんは私に輪を掛けたトラブルメーカーで？

私をさらなるトラブルに（積極的に）「巻き添えに」する人。

┐(’〜`；)┌

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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虎さんは山盛りトラブルに更にＶＳＯＰぶっかけて点火してイベントにしちゃう人。(^。^;)

ザクロ兄は…ヽ（・＿・；）ノ…想像するのがコワイわ…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月7日16:12
　

「ザクロ兄」と

「トラブル」という単語を並べて脳内（だか異次元だかアカシックだか）検索をかけたら、

畏れ多くも「金剛石榴」兄様が

「彼は非常に優秀なトラブル・シューターだよ。」というコメントをわざわざ御下賜下さった

ので、

ヽ（・＿・；）ノ

これ以上の追及は避けマス漁業〜…☆
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http://85358.diarynote.jp/


（３月５日）　すでにもしかして、アルカスとかイルレアーナとか！

http://85358.diarynote.jp/201603060008531517/

【#念のため用心を】／【 北斗七星型 】発震…
？

（＠■＠；）？

2016年3月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3 時間3 時間前 
名無し：2016/03/05(土) 20:28 ID:XXXXXXXX
東海三県で一時電圧低下。原因不明。

引用元：http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016030590125246.html …
#念のため用心を

（承前コメント欄）

https://www.youtube.com/watch?v=I8N-GjwCoIo
【We Love The Earth】single overdub mix -TMN- 

そんなわけで脳内妄想大全開で、

（＾＾；）現実なんて完全無視だよ〜ｗｗｗ

な霧樹里守ですよ( ゜▽゜)/コンバンワ〜☆

カラパイア @karapaia · 5時間5時間前 
【RT100UP】 NASAが公式発表を変更。2016年3月8日に地球に最接近する、小
惑星”2013 TX68”は、約500万kmの地点を通過。2017年に衝突の可能性は微小。
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212871.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CcxnZ12UMAQVbeA.jpg
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…え〜っと、もしかして〜…？☆

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

すでにもしかして、アルカスとかイルレアーナとか！

【発動発現発見！】

（実在実働実わ実話！）中ですかぁ〜…？？？

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

２３：４８、揺れた！？

除雪機か！？（＾□＾；）！？

https://www.youtube.com/watch?v=N8apdtUK3MQ
「幻想魔伝 最遊記」STILL TIME 

んで〜ナニコノ震央分布図…？？

地震マップ @eq_map · 6 分6 分前 
【M3.7】根室半島沖 深さ43.2km 2016/03/05 23:41:58
(G)http://j.mp/1TWnZ0A (アニメ)http://j.mp/1TWnZ0y

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 青森 三戸町 
【M3.3】青森県東部 深さ10.8km 2016/03/05 18:30:06
(G)http://j.mp/1Tgw8wH (Y)http://j.mp/1TgwaVu (アニメ)http://j.mp/1TgwaVs

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.4】北海道南西沖 深さ186.7km 2016/03/05 14:52:27
(G)http://j.mp/21PfCoZ (アニメ)http://j.mp/1LZvv30

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.9】根室半島沖 深さ46.5km 2016/03/05 13:48:36 http://j.mp/1QYRuyp

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ23.9km 2016/03/05 13:34:52 http://j.mp/1YdzPTb

宇宙天気ニュース @swnews · 11 時間11 時間前 
[記事] 太陽風は低速になり、磁気圏も静穏です。 http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.5】十勝地方南東沖 深さ46.6km 2016/03/05 12:16:44 http://j.mp/1pr2RD3

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M5.1】HOKKAIDO, JAPAN REGION 29.3km 2016/03/05 09:33:24JST, 2016/03/05
00:33:24UTC
(G)http://j.mp/1QznmV3 (USGS)http://j.mp/1QznkfF

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=2zqKm_4Rjnc
https://www.youtube.com/watch?v=N8apdtUK3MQ
http://j.mp/1TWnZ0A
http://j.mp/1TWnZ0y
http://j.mp/1Tgw8wH
http://j.mp/1TgwaVu
http://j.mp/1TgwaVs
http://j.mp/21PfCoZ
http://j.mp/1LZvv30
http://j.mp/1QYRuyp
http://j.mp/1YdzPTb
http://swnews.jp/
http://j.mp/1pr2RD3
http://j.mp/1QznmV3
http://j.mp/1QznkfF


特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【地震情報 2016年3月5日】
09時33分頃、十勝沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規
模はM4.8、最大震度1を北海道、青森県、岩手県、宮城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://pbs.twimg.com/media/CcvqI6PUsAEQo9a.jpg

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M3.1】青森県東方沖 深さ63.6km 2016/03/05 07:48:58
(G)http://j.mp/1RMPvu5 (アニメ)http://j.mp/1nmf0HP

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年03月05日 03:25】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年03月05日 03:16
現象：爆発

https://www.youtube.com/watch?
v=7sHyC4PnL1s&ebc=ANyPxKoX9nBYZ_zQOAQb6_fffPMpIDdqkY8fxfAnYEeVnrSHK3Jmi1f0LwQa8kibyUiRIDl3R8HIioAGvn4Aho2-
Z374PhBtaw
saiyuki reload wild rock

https://www.youtube.com/watch?v=acREX1jdoRg
最遊記外伝〜Ta-lila〜僕を見つけて〜 

…なんかさっきから、スゲェ狂風が吹き荒れ始めております…札幌…★

…||||（＠■＠；）||||…

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月6日14:32
なんか後ろ消えた？(^_^;)

４人について書いたのどこだ？

 

https://pbs.twimg.com/media/CcvqI6PUsAEQo9a.jpg
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http://j.mp/1nmf0HP
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（３月６日）　しかしながら「呑み過ぎ」だ！　そばに居られたら、酒量にストップか
けるのに~ッ！(`ヘ´)！

http://85358.diarynote.jp/201603062055555459/

３月６日の夜記。（＋１曲）。

2016年3月6日 恋愛 コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=9Gagxx5MSBI
Still Love Her （失われた風景） － City Hunter 2 Ending Theme 

定時終業。買い物がっちり。

バス待ち時間です。(^_^;)

札幌は断続的な雨風。

大したこともなし。(^_^;)

今日のアルパカ狼さんは

疲れた顔して可哀想でした。

(・ω・;)(;・ω・)

思わずベルクカッツェ・マクゴナガルが憎いけど、

そもそも悪いのは昏い蟻（アント）会社だしな…(-_-#)…★

http://85358.diarynote.jp/201603062055555459/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201603062055555459/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160306/85358_201603062055555459_1.jpg
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160306/85358_201603062055555459_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9Gagxx5MSBI


（そして「私が」戦列に参加

　しないせい…★(^人^;)★）

しかしながら「呑み過ぎ」だ！

(-_-#)と思う。
顔が昨日よりあきらかにむくんでた〜★(`ヘ´)★

…いや昔からああ見えて、意外にメンタル弱い人ではあるけどさぁ〜…┐(’〜`#)┌

（某過去世でほぼアル中死寸前だったりしたのを蹴り起こしたこと有るぞ！(-_-#)！）

そばに居られたら、酒量にストップかけるのに~ッ！(`ヘ´)！

https://www.youtube.com/watch?v=KHkzN41mh3E
シティーハンター　OP 

…以上、バス待ち時間の「妄想日記」でありました…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=DkOAnJ1SXjI
PIANO-Beyond The Time-TMN 

https://www.youtube.com/watch?v=OG6u8CDvpI4
Kalafina　『storia』 

（リアルみにさいずエルさんは今日もミカサのコスプレ(^_^;)で通勤しつました…ｗ
話しかけてもどうせ無視されるから、こっちもムキになってガン無視返し！

(^。^;)

ムだな緊張感で、まるでマリーアントワネットとボヴァリー夫人のよぉですわ…ｗ(^。^;)ｗ

ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

訂正ｗ

ｘ　ボヴァリー夫人

https://www.youtube.com/watch?v=KHkzN41mh3E
https://www.youtube.com/watch?v=DkOAnJ1SXjI
https://www.youtube.com/watch?v=OG6u8CDvpI4


Ｏ　デュバリー夫人…

ｗ（＾□＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=IywBcCwfW8w
マリー・アントワネット（予告編）

https://www.youtube.com/watch?v=2tJ2H8kOuTY&list=PLWbngMG8ulw-
3gD6vbFAIWm9wZejU0lF0&index=2
黒執事 OP ED 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月6日21:18
　

間違えて携帯から秘密日記に入れちゃった☆(^。^;)

後で直します〜onバスなう。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月6日22:13
　

出しました。（＾＾；）

あとで２〜３曲足します〜☆

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月6日23:21

https://www.youtube.com/watch?v=IywBcCwfW8w
https://www.youtube.com/watch?v=2tJ2H8kOuTY&list=PLWbngMG8ulw-3gD6vbFAIWm9wZejU0lF0&index=2
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 

観察力の優劣は、人間に大きな差をつける。

ロシアのことわざにあるように、注意力の散漫な人間は、

「森を歩いても薪を見つけられない」のである。

サミュエル・スマイルズ

 



（３月６日）　「ここはベネツイアかはたまたオリノコフロウかアーキペラゴか」…！

http://85358.diarynote.jp/201603062335147430/

強風に注意／北海道は福一から風下側／雨に濡れないことをお勧

めします。

2016年3月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?
v=D3o4yEyhCrQ&ebc=ANyPxKrDFxNLCSdO8z5E4f7iJnAfKr3LtEV7VIHj3BL7Z4sOcf0AzD8GntGf2I8AFWbT1S0hhVYzZ9ow6Ycwjg0AjgmKAkJY1Q
Kalafina　『Lacrimosa』

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【上川・留萌地方 警報情報（解除） 2016年03月06日 20:14】
上川・留萌地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

留萌地方では、強風に注意してください。上川、留萌地方では、急な強い雨や落雷、

融雪、なだれに注意してください。

ごろんごろん！（核いらん） @BoulderGorogoro · 4時間4時間前 
【北海道/風向き】
低気圧が日本海上を北上しています。

これにより、北海道は福一から見て風下側に入ると思われます。

前線の通過により、降水もあるので、念のため雨には直接濡れないことをお勧めし

ます。

https://www.youtube.com/watch?v=Obl1gRE43H0&ebc=ANyPxKp-
84tXWAhpvhU3pnkfUpjhj4LK99NZgzI5r14wBYeK04wQgeu50WMR1XWBjflD9Jc1G4-
NalaVFGyWGswUzro3erVHrw
Kalafina　『「believe」MV(Short ver.)』

そんなわけで（承前）

さくさくらくらく無事帰投。

今のところ線量低めで快適な強風。

（＾＾）ｇ

現在プラス６℃！（＠＠；）！

積雪が溶け溶けで道路がすべて、「ここはベネツイアかはたまたオリノコフロウかアーキペラ

ゴか」…！（＾□＾；）！状態なんですが…★ｗｗｗ
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土鍋でご飯炊いて、でかい魔女鍋スープの温め直しをしているところです。

さくさく情報チェックだけしちゃいます〜…☆

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

12:00 0.030 0.028 0.029 6 
13:00 0.029 0.028 0.029 6 
14:00 0.031 0.029 0.030 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.032 0.032 0.032 6 
17:00 0.031 0.030 0.030 6 
18:00 0.032 0.030 0.031 6 
19:00 0.032 0.031 0.032 6 
20:00 0.033 0.032 0.032 6 
21:00 0.032 0.031 0.031 6 
22:00

https://www.youtube.com/watch?v=iEoap0fc7X0
PIANO-We Love The Earth-TMN

地震マップ @eq_map · 8 分8 分前 
【M5.0】ALASKA PENINSULA 227.0km 2016/03/06 22:19:08JST, 2016/03/06
13:19:08UTC
(G)http://j.mp/24JzvAj (USGS)http://j.mp/24JzvAl

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.1】BONIN ISLANDS, JAPAN REGION 10.0km 2016/03/06 16:02:30
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/21OV6bF (USGS)http://j.mp/1psqETb

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 青森 平川市 
【M3.0】青森県西部 深さ6.0km 2016/03/06 14:59:09
(G)http://j.mp/21RUj6i (Y)http://j.mp/1LIKYd5 (アニメ)http://j.mp/1p85mdV

宇宙天気ニュース @swnews · 8 時間8 時間前 
[記事] 太陽風は低速ですが、磁場強度が高まっています。太陽は穏やかです。
http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 鹿追町 
【M3.4】大雪山系 深さ6.8km 2016/03/06 14:52:49
(G)http://j.mp/1LIKunc (Y)http://j.mp/1U3h8kB (アニメ)http://j.mp/1OWuIQd

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ46.0km 2016/03/06 13:57:36 http://j.mp/1QWaiIu

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.8】津軽海峡 深さ132.9km 2016/03/06 13:24:31 http://j.mp/1OWsAYT

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 24 De Mayo, Ecuador 
【M5.1】NEAR THE COAST OF ECUADOR 55.6km 2016/03/06 09:54:47
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1X3f7Ep (USGS)http://j.mp/1VZlicz

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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http://j.mp/1p85mdV
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http://j.mp/1LIKunc
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https://www.youtube.com/watch?v=VYIDRTq3APo
PIANO-Wild Heaven-TMN

https://www.youtube.com/watch?v=farZts9CaOY
Kalafina　『夢の大地』
 

https://www.youtube.com/watch?v=VYIDRTq3APo
https://www.youtube.com/watch?v=farZts9CaOY


（３月７日）　画【狼】点睛を欠く。

http://85358.diarynote.jp/201603071550045147/

…まんじゅう怖い…ヽ（・□・；）ノ
2016年3月7日 恋愛 コメント (3)
　

副題：「みにさいずエルさんの陰謀（笑）」┐(’〜`；)┌

待て次号！ｗ

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

（2016.03.11.忘れそうなのでメモだけ追記）

なぜかアルパカ狼さんが、隣の部署からこっちに異動？してきてる…
（トラブル対応の一時的応援か？）

いつもの私の最近の指定席「隔離＋監視＋拷問いじめ椅子」に座ると…
（＠ｗ＠）

アルパカ狼さんの顔が直近に鑑賞できる〜♪♪

…と、喜んでいたら…★（－－；）★

いつも邪魔する意地悪みにさいずエルさんが、私の指定座席を勝手に移動決定。

（業務上のもっともらしい理由があるようなフリして、実は無い★）

…（＞＜ｐ）…アルパカ狼さんが観られなくなった〜…★

…と、エルさんを恨んで泣いてたら…☆

なぜか済ま〜した顔して、むりやり（？）エルさんが、

席移動してきて、私の隣に…ｗｗｗ
（このへんが「面倒くさいが解り易い〉性格…☆）

http://85358.diarynote.jp/201603071550045147/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201603071550045147/


正面が天使ちゃん、隣がエルさん、後方すこし離れたところにノギス君、

…そしてアルパカ狼さんが、「巡回」と称して、しょっちゅうすぐそばを通って、なにかとかま
ってくれる…♪

！（＾＾）！

！（＾＾）！

！（＾＾）！

…なんだこの「絶対護衛陣形」は…？？

…ｗ（＾□＾；）ｗ…★

…と、いうことで、終日、「まんじゅう怖い〜…ｗ」と、
リアルできごとども思えずに、

ガクブル笑いをしていたのでした…ｗｗｗ

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月7日15:53
　

…ま〜(^_^;)
狼さんの機嫌と体調は良さそうなので、あとはどうでもいいわ〜…☆(^。^;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月7日20:57
　

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


画【狼】点睛を欠く。

…┐(’〜`；)┌…

帰りにエレベーターホールとかでわざとらしく待ち伏せして、「途中まで一緒に帰る」大作戦

(^_^;)（※ストーカーすれすれです★）

めったに退社タイミングが合わない超稀少なチャンスだったんですが…(^_^;)…、

今日やらかしたら、８連勤明けで疲労困憊しているアルパカ狼さんの心臓負担がでかすぎそうな

ので(-.-;) あえなく断念。
…(∋_∈)…

ゆっくり休んでくださ〜い…☆

（それにつけてもエルさんてば本ッ当にめんどくさい(^_^;)
性格をしている…┐(’〜`；)┌

こんだけめんどくさい(-"-;)
ある意味「とても解りやすい」

(^_^;)言動パターンのやつなんて、何度生まれ変わっても、
そうそう他には居ないわ〜…☆

┐(’〜`；)┌
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月7日20:59
 
そして天使ちゃんが

悪影響(^_^;)を受けて
堕天使ちゃんというか、

ちょっぴり小悪魔さんでした…
〜ヽ(^。^;)ノ〜
 

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


（３月７日）　アルパカ狼さんに一献進上☆

http://85358.diarynote.jp/201603080011217948/

高崎線 線路内点検／東京メトロ東西線 人身事故／佐野市 停電／
京浜東北根岸線 人身事故／横浜線 人身事故…

2016年3月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年03月07日 15:59】
日本海側では、８日夜のはじめ頃から雪を伴った西の風が急速に強まり、９日にかけ

て暴風雪となるでしょう。猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風に警戒してく

ださい。

（承前）（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201603071550045147/

「８連勤あけ」で、

さぞかし呑んだくれているであろう（＾＾＃）

アルパカ狼さんに一献進上☆
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https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

まぁ定番ですが…☆

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 � Maluku Utara, Indonesia 
【M5.0】HALMAHERA, INDONESIA 139.5km 2016/03/07 20:43:41JST, 2016/03/07
11:43:41UTC
(G)http://j.mp/1X6u0G5 (USGS)http://j.mp/21S1yhU

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年03月07日 17:04】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年03月07日 16:59
現象：爆発

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
2016年03月07日
5時58分：福井県若狭湾（深さ11.9km）マグニチュード4.0
https://pbs.twimg.com/media/Cc7UcHDUkAAOGp7.jpg
13時47分：福井県高浜町（深さ365.4km）マグニチュード4.3の深発地震。 

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 福井 高浜町 
【M4.3】福井県西部 深さ365.4km 2016/03/07 13:47:51
(G)http://j.mp/1QYOGLJ (Y)http://j.mp/1RvWTYl (アニメ)http://j.mp/1RvWSDH

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年03月07日 14:30】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年03月07日 14:23
現象：爆発

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M3.2】十勝地方南東沖 深さ50.3km 2016/03/07 13:14:01
(G)http://j.mp/1W1Z9u9 (アニメ)http://j.mp/1W1Z75u

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
http://j.mp/1X6u0G5
http://j.mp/21S1yhU
https://pbs.twimg.com/media/Cc7UcHDUkAAOGp7.jpg
http://j.mp/1QYOGLJ
http://j.mp/1RvWTYl
http://j.mp/1RvWSDH
http://j.mp/1W1Z9u9
http://j.mp/1W1Z75u


【M3.0】北海道東方沖 深さ26.0km 2016/03/07 12:20:57
(G)http://j.mp/24KJwNH (アニメ)http://j.mp/1W1TAvO

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � Южно-Курильский район, Россия 
【M4.2】国後島近海 深さ156.8km 2016/03/07 09:56:12
(G)http://j.mp/1L9CZFR (アニメ)http://j.mp/1ULrFSa

宇宙天気ニュース @swnews · 13時間13時間前 
[記事] 太陽風磁場の南向きが強まり、磁気圏の活動を強めています。速度は500km/秒
に上がっています。 http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M4.3】若狭湾東部 深さ11.9km 2016/03/07 05:58:43
(G)http://j.mp/1YjETWi (アニメ)http://j.mp/1LKeG1f

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 北海道 初山別村 
【M4.3】留萌地方 深さ266.5km 2016/03/07 05:45:38
(G)http://j.mp/1QXTxg4 (Y)http://j.mp/1QXTxg6 (アニメ)http://j.mp/1QXTwc2

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.8】知床半島付近 深さ158.4km 2016/03/07 00:51:38
(G)http://j.mp/1RO4zb5 (Y)http://j.mp/1Qv5LzN

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.7】襟裳岬南東沖 深さ21.5km 2016/03/07 00:10:02 http://j.mp/1Ss034b

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 

特務機関NERV @UN_NERV · 4 時間4 時間前 
【高崎線 運転再開 2016年3月7日 19:48】
岡部〜本庄駅間で線路内点検を行った影響で、籠原〜高崎駅間の下り線の運転を見合

わせていましたが、19:38頃、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出てい
ます。
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http://j.mp/1Qv5LzN
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https://www.youtube.com/watch?v=W6mI1xcfRtw


特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【東京メトロ東西線 運転再開 2016年3月7日 18:01】
日本橋駅で発生した人身事故の影響で、九段下〜東陽町駅間の運転を見合わせていま

したが、17:52頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【停電情報 2016年3月7日 13:59】
東京電力停電情報によりますと、栃木県 佐野市の約2,100軒で停電が発生しているとい
うことです。

http://nerv.link/5oGZyC

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【京浜東北根岸線 運転再開 2016年3月7日 12:23】
北浦和駅で発生した人身事故の影響で、大宮〜南浦和駅間の運転を見合わせていまし

たが、12:08頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【宇都宮線[上野〜宇都宮] 運転再開 2016年3月7日 12:23】
京浜東北根岸線内で発生した人身事故の影響で、浦和〜大宮駅間の運転を見合わせて

いましたが、12:15現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【高崎線 運転再開 2016年3月7日 12:23】
京浜東北根岸線内で発生した人身事故の影響で、浦和〜大宮駅間の運転を見合わせて

いましたが、12:15現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【停電情報 2016年3月7日 12:17】
栃木県、埼玉県で停電が発生しています。

停電軒数：約1,500軒
http://nerv.link/zq9Wy8

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【京浜東北根岸線 運転見合わせ 2016年3月7日 12:04】
11:06頃、北浦和駅で発生した人身事故の影響で、現在も大宮〜南浦和駅間の運転を見
合わせています。また、運転区間の列車に遅れが出ています。なお、振替輸送を行っ

ています。

http://nerv.link/5oGZyC
http://nerv.link/zq9Wy8


特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【高崎線 運転見合わせ 2016年3月7日 11:55】
11:06頃、京浜東北根岸線内で発生した人身事故の影響で、現在も浦和〜大宮駅間の運
転を見合わせています。また、運転区間の列車に遅れが出ています。なお、振替輸送

を行っています。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【湘南新宿ライン 運転再開 2016年3月7日 11:53】
京浜東北根岸線内で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、11:45
現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【ＪＲ宇都宮線と高崎線 運転見合わせ】
JR東日本によりますと、人身事故の影響で、宇都宮線が東京と宇都宮の間の上下線で
、高崎線が東京と高崎の間の上下線で、午前11時すぎから運転を見合わせています。
http://nerv.link/yDGBl7

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【横浜線 運転再開 2016年3月7日 9:55】
相模原〜橋本駅間で発生した人身事故の影響で、町田〜橋本駅間の運転を見合わせて

いましたが、09:47頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

…ここはどこの国なんだ…？　インドか…？？

https://www.youtube.com/watch?v=0a7wTn6f0LE&ebc=ANyPxKoHK7dJJ6-
SFaaZ9R7m_aIprr6VI8oo0m61Oo1bCHvq4dhnyEEUCmF-wZQLU4G6nYoyaTuVl3g-
gUmSUgUFhMPEDUOP-A
SAKEROCK / Emerald Music [Music Video & Best Album Trailer]
サケロック / エメラルドミュージック 

    
 

コメント

http://nerv.link/yDGBl7
https://www.youtube.com/watch?v=0a7wTn6f0LE&ebc=ANyPxKoHK7dJJ6-SFaaZ9R7m_aIprr6VI8oo0m61Oo1bCHvq4dhnyEEUCmF-wZQLU4G6nYoyaTuVl3g-gUmSUgUFhMPEDUOP-A


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月8日0:23

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 11時間11時間前 

おとといの夜８時ごろ、家の地上波デジタルに、電界強度不足のデジタルノイズ（デコード異常

）が入った。地上波デジタル受信するようになって、７年はたつが、初めての経験だ。衛星デジ

タルならわかるが、地上波デジタルで電界強度不足になる理由は地球自身の影響と考えるほか

ない。要警戒だと思う。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月8日0:29

junkoがリツイート 
Nob @Nob_hsj · 16時間16時間前 

RT
まさか過ぎるわ。

とある駅の手前で緊急停車。

どうやら踏切の直前横断があったらしい。

ひとまず、踏切ギリまで進んで再停車で、運転手さん達が踏切確認するらしい。

いやー、暗い電車は久しぶりに体験したわ。

0:35 - 2016年3月7日
またまたデッドセクション。１日何回？
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（３月８日）　 "アルパカパワー"

http://85358.diarynote.jp/201603080743418694/

【重要情報】急性白血病が急激に増えています。避難移住が最良

です／親子代々創価学会員だけど原発反対運動に参加してる。被

曝症状で避難移住してる学会員だっているよね。

2016年3月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=OdoklQK9O4c
以心電信 ORANGERANGE 歌詞付き 

dadajiji39 @dadajiji · 3月6日 
重要な情報。原発事故後から、急性白血病が急激に増えています。

気をつけてくださいといっても、避難移住が最良の対処です。

医者たちは、急性白血病の研究のため、避難移住しなさいと言わない。

急性白血病 厚生労働省の医療データー、http://j.mp/1oUKvdg

咲来さん@駅メモ激闘編 @sakkurusan · 3月3日 
でも北海道の図書館いくと、震災避難移住者のためか、福島民報や河北新報がおい

てあったりする。郵送なんで2日遅れだが

ダダ dada @EXdadaSIN · 3月2日 
我が家はうちら１世代ぶんしかエピソードがないので3.11以降のあれこれをふんだんに
織り込んで書き上げた息子。学校で原発事故避難移住をズバッとカミングアウト。先

生は「去年も同じ理由で日本から来たって子１人いたよ。○○くんって知ってる？

」と。友人のお子だってば。w

るぽん @sharonnobara · 2月26日 
子連れで別天地で人生仕切り直しをしてまもなく四年。本当に大勢の方に助けていた

だき、仕事も幾つも変わって、良いことも悪いこともありました。

避難移住ではその人の総合力が試されます。暮らしぶりを他人と比べても意味はあり

ません。事情はみんな違うからです。

Ｄe-GaulledeRainbow @sipersonabuena · 2月25日 
いつもコメントありがとうございます。今日の酷いニュースは、福一のすぐそばで葡

萄の栽培を開始、そして東京五輪で売る為のワインを作るそうです。

同時に、セシウム移行係数も調査するらしい。

早く避難・移住させてよね。怒

RT @punko0108 うわぁ〜〜〜酷いね(。·´д`·。)

不正選挙監視団 @rigged_election · 2月20日 
【拡散】2012wat 『再確認』食べ物による内部被曝は食べ物に気をつけることで防げ
るが、吸気被曝は防げない。食による内部被曝は尿や便による排出もある。しかし、

http://85358.diarynote.jp/201603080743418694/
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吸気（呼吸）による内部被曝は、喉から肺に入り、そこからリンパや血液に入り、ほ

とんどが体内に溜まり続けるという。避難・移住

ゆり @Liliumoon · 2月19日 
避難移住の方で、同じ小学校のママさんと繋がれた！

ｸﾞｯ! ( *˙︶˙*)

Angama @Angama_Market · 2月11日 
ちなみにイワナさんの弟の彼女氏はウクライナ人で、チェルノブイリ後にカナダに避

難移住。チェルノ周辺に残った知り合いはみんな癌になって死んだと言ってますね。

被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 2月11日 
親子代々創価学会員だけど３１１後、原発反対運動に参加してるひともいるんだよね

。モチロン被曝症状がでて避難移住してる学会員だっているよね。ネットに顔出しで

政治体制に反対するのはすごく勇気がいると思うんだ。それだけ世間一般の意識が

変わってきてるってことなんだろうね・・・酷すぎるもの。

masahiro(脱原発に1+3票) @marby1023 · 2012年6月18日 
福島から北海道に避難移住して、もうすぐ1年になる。
北海道は、ほんとうに良いところだ。自然溢れる環境は素晴らしいし、人も良い。食

べ物も美味い。

札幌で家も持った。友人も出来た。

でもね...
福島に帰りたいよ！！

原発事故前の福島を返せよ！！！

https://www.youtube.com/watch?v=_SZwJZQzAQk
「銀河鉄道の夜」 by 不可思議/wonderboy 

Mペッコさんへの返信 
泰幸@リバースウィーブ大好き @ysykkykn · 2014年7月20日 
“@pecko178: 拡散しましょ！@k2cyan: 避難、移住した人たちが
自分の体験を自分の言葉で

1日1回でも、ツイートしてもらえれば
移住する人が、もっと増えると思います。””
1年前に横浜から札幌に移住！きっかけは、武田教授のブログで放射能について知っ
てm(._.)m

早尾貴紀 @p_sabbar · 2014年3月6日 
避難移住では、合理的に場所を選び、現実的に生活を再建しなければなりません。北

海道や甲信北陸以西は、大事な避難先です。数千ベクレル／kgの汚染がある福島県の
各地と数百ベクレルはある関東平野と比べれば、札幌や静岡や滋賀や高知などの10ベ
クレル／kgは、比較にならないほど低いのです。

いちご姫 @senchan71 · 2013年10月23日 
原発から離れたくて札幌に来たけど、転入届は旦那が行った。

避難、移住関係の集まりには一度も行ったことがない。

役所で一言言う必要があったのかな？

我が家みたいな横との繋がりのない単独移住？結構あるのではないかな？

私は単独行動派。

旦那は繋がり派で、繋がりが欲しいそうだ（笑）。

レインボーさんへの返信 
宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 2013年7月2日 
@ori2rainbow1 　いらっしゃいませ、北海道へ。私たちが今すんでいる住宅は、今新
規入居ができませんが、札幌市とその近所には、関東からもたくさんの人が避難、移

住してます。なんかあったら、連絡ください。

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


木下黄太 @KinositaKouta · 2013年6月18日 
【バンダジェフスキー博士のポイント】⑭全年齢で放射性物質の影響はあるため、逃

げることのできる人は、全て、逃げるべきであると。沖縄、札幌、京都などで、博士

は関東東北から避難移住した全ての人々に「あなたたちの選択は正しい」と明言した

こと。http://bandazhevsky.jimdo.com

https://www.youtube.com/watch?v=DWGDt0pBbXQ
Def Tech - Catch The Wave

そしていつも新しい明日へ @yoko_m_poet · 2012年7月15日 
私が今回札幌に避難移住して学んだことは、避難するってことは「生活する」ことの

延長線上にあるべきだってこと。次の災害をあれこれ考えるより「今どう生活するか

」の方が優先事項なのだ、皮肉だが。保身に徹しても現実にそぐわなければただのス

トレスになるだけ。すごく勉強になった。

クァッド @izutawaraya · 2012年4月5日 
札幌市は金と利権、政治圧力に屈しない地方自治体のようだ。そこに被曝の無責任且

つ理不尽、そして不当な押しつけから逃れる為に避難移住した人達はほっとした事だ

ろう。今後汚染地域から脱出を検討し、札幌市を選んだ人達を暖かく迎えて欲しい。

それが真の絆だから。

https://www.youtube.com/watch?
v=AbHzv3QeEC0&ebc=ANyPxKrEg9DPpT2LkV0yAdvnRRnKWPkC5ACcjyywEgPgpVdoRHeeN1x8v52uLMQKLogBmIFHsqSgju3Gw2lYS7T1Z0wtpBMJ7w
Def Tech - My Way 

やっそっさ @yassossa · 2012年3月14日 

あなたの勇気とご両親のご理解に敬意

“@marby1023: 永住を覚悟して北海道に避難移住したが、考えに考え、女房と議論を
重ねた結果、札幌に永住することにした。

福島には帰らない、と、福島に残っている両親に告げた。

私の想いをを受け止めてくれた両親に

https://www.youtube.com/watch?v=8RXUBBKAIs0
PUFFY　『これが私の生きる道』 

https://www.youtube.com/watch?v=i04Wv64hB3o
alaki - "アルパカパワー" 

おや…ｗ（＾◇＾；）ｗ…すみ…☆
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（３月８日）　今日はアルパカさんがお休みで逢えない！ことが決定しているので、

http://85358.diarynote.jp/201603080821055700/

都内は霧？／フクイチ「露天臨界」／【致死性の放射性物質の放

射能雲】が日本列島全域を襲／あらゆる手段を使って除湿してく

ださい／高浜原発が逝った今、奴らの次の狙いは、東海沖地震に

よる浜岡原発です。

2016年3月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

cmk2wl @cmk2wl · 1 分1 分前 
福島第一ライブカメラ 
https://pbs.twimg.com/media/Cc-yaKNVAAEg57I.jpg

ひろくん @karupiy · 1 時間1 時間前 
あれは多分、泊原発だな 
https://pbs.twimg.com/media/Cc-fEz9UUAAEMdL.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年03月08日 04:53】
日本海側では、８日夜のはじめ頃から雪を伴った西の風が急速に強まり、９日朝にか

けて暴風雪となるでしょう。猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風に警戒して

ください。

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 

あらためまして、おはようございます。

０７：３７だったです。

札幌はプラス２℃。無風曇天。

昨日からどんだけスゴイ勢いで雪が融けてるか、証拠写真をとっておくべきでした…ｗ（＾＾；
）ｗ…

で、明日はまたマイナスに戻るんだそぉです…★（－－；☆
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今日はアルパカさんがお休みで逢えない！ことが決定しているので、

疑似成分？で栄養補給をしておきましょう…☆

https://www.youtube.com/watch?v=dIJlfrJ2YYs
アルパカが好きすぎて夜も眠れないうた。

地震マップ @eq_map · 3 時間3 時間前 � 北海道 浦河町 
【M4.0】日高地方 深さ48.1km 2016/03/08 04:55:40
(G)http://j.mp/1LMGr9q (Y)http://j.mp/1LMGr9s (アニメ)http://j.mp/1purKOj

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M4.0】北海道北西沖 深さ275.6km 2016/03/08 01:07:46
(G)http://j.mp/1TZAEQq (アニメ)http://j.mp/1QG6QT8

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.7】浦河南方沖 深さ81.6km 2016/03/08 00:46:15 http://j.mp/24M4yeB

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 雨竜町 
【M3.1】上川・空知地方 深さ190.1km 2016/03/07 23:22:49
(G)http://j.mp/1QBDybH (Y)http://j.mp/21gWwpD (アニメ)http://j.mp/1R2YCdi

https://www.youtube.com/watch?
v=1TRKfrMbwhM&ebc=ANyPxKowswYUSXLuapNZg5lx4cXDtg8RFsZOH0N9wLLzpQUpmaCPJekqSRSOhQ24Aq9buiQBejLM_X5Cx0-
NP4PM7Z--RDkb8w
ちぃむｄｍｐ☆ミニアルバム「ちょこっと電波♪」クロスフェード 

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 愛知 新城市 
【M2.6】三河湾 深さ35.6km 2016/03/08 01:49:24 http://j.mp/21hdDHM

エム（Behind the Days） @Behind_the_Days · 11時間11時間前 
そこに震源がある事実と向き合いましょう。　→　【浜岡原発の東5.8km地点に震源　
静岡県西部連続地震（北緯３４．６度、東経１３８．２度）】 http://bit.ly/1fThSrW 

いわた・きよし（岩田清） @Kiyoshi_IWATA · 11時間11時間前 
東電が悪魔な所は、柏崎刈羽原発が「地震で壊れた」のにも拘らず、防潮堤・防潮壁

・防潮板を造って、福一原発の事故原因を「未曽有の津波・天災」との大嘘で国民を

騙し続けて居る所。 http://www.tepco.co.jp/kk-np/safety/tsunami/index-j.html … 

AKIRA @AKIRA23150220 · 15時間15時間前 
南海トラフの震源上に存在する浜岡原発が、おそらく奴らの次のターゲットです。

こんな薄っぺらな防波壁など意味ありません。

全電源損失で、またメルトダウンでしょう。 

919を忘れないbot@緊急事態条項阻止 @remember919 · 3月6日 
浜岡原発では1000億円を費やして防波壁を造ったから安全だなどというプロパガンダ
が行われているが、ぜひ見ていただきたい。なんだろう、この薄い壁は。このような

危機管理ではまた福島の悲劇が繰り返されるだろう。
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原発の宅急便さんへの返信 
あかねさす @akanesasu12345 · 3月6日 
電力会社がいかに事故など心配していないかが明白。「原発持ってれば政府が守って

くれる」（東芝幹部談）@gen_taku 浜岡原発の防波壁。いざ津波となったら紙切れ同
然なのは見ての通りだから防波壁と呼んでいます。波なら防げそうですね。 

エム（Behind the Days） @Behind_the_Days · 3月5日 
【浜岡原発を考える会・伊藤実さん講演（４）異常出産が多発する地元の病院】　＋

　【大飯原発1基あたりの管理目標値】原発問題さん http://ow.ly/nisor

AKIRA @AKIRA23150220 · 3月4日 
高浜原発の次の狙いはここです。

浜岡原発は南海トラフ巨大地震の想定震源域にあります。中部電力は再稼働の準備

を着々と進めています。

浜岡原発の再稼働後、南海トラフ巨大地震が来ます。

インドネシア、スマトラ島沖地震M8はその呼び水です。 

原田裕史 @harada_hirofumi · 3月3日 
中部電力浜岡原発に至っては、プレート境界の真上に立ってるからね。よりによって

プレート境界だよ？

それで平気な顔をしてるのだから、原子力業界は無神経業界だ。

47NEWS 47@news · 3月3日 
中部電、浜岡原発で訓練　炉心溶融発生を想定 http://bit.ly/1Qt8tn9

AKIRA @AKIRA23150220 · 3月2日 
スマトラ島沖地震はフィリピンプレートを動かし、日本海溝に歪みを作り東海沖地震

を起こす為の呼び水です。

高浜原発が逝った今、奴らの次の狙いは、東海沖地震による浜岡原発です。 
https://pbs.twimg.com/media/Ccj2GPiVIAA9Gvs.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=qwUI0vrHSds
BEYOND THE TIME（メビウスの宇宙を越えて）　-TM NETWORK- 

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年03月08日 06:39】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年03月08日 06:29
現象：爆発

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【関東の天気 2016年3月8日】
今日の朝は濃霧の可能性があるので、視界不良に注意してください。明日は雨が降る

ので、昼間の日差しの有効活用を。ポカポカ陽気になり上着要らずの体感となりま

すが、花粉症の方はマスクや目薬が必須です。

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
ライブカメラで見る福島原発。

https://pbs.twimg.com/media/Cc9n-qrUEAAQmur.jpg
水蒸気が若干おさまってきました。
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cmk2wlがリツイート 
25歳は、とてもいいぞ。 @ikdn06 · 8時間8時間前 
すごい濃霧だ

cmk2wlがリツイート 
T.M @qVdvWylK2rP82sU · 8時間8時間前 
濃霧 
https://pbs.twimg.com/media/Cc9EOqyUEAApxes.jpg

cmk2wlがリツイート 
きょう @kyooapc_enst · 8時間8時間前 
@g_lom33 おかあり！！
まじでこんなの初めてってレベルに濃霧だった..........:(；ﾞﾟ’ωﾟ’):

cmk2wlがリツイート 
ニートの王子さま(笑) @otintinmilk · 8時間8時間前 
ふと外見たら経験したことのないほどの濃霧に火事かと思った。

cmk2wlがリツイート 
XYZ @xyzvv · 8時間8時間前 
スゴいどころじゃなく、半端じゃなかった。ここまでの濃霧は初めてか。橋の光が見

えない。 
https://pbs.twimg.com/media/Cc9EXn5UIAA-QJP.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
水蒸気とともに、イオン化した放射性物質が水和物となって、人が生活している街に

来る。

除湿を。

あらゆる手段を使って除湿してください。

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
7日23時30分　福島第一ライブカメラ
まずいことになってます。

各地で湿度上昇。100パーセント連続地点も。 
https://pbs.twimg.com/media/Cc89KXNUYAM8yE5.jpg

cmk2wlがリツイート 
六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー @tokyo_cityview · 10時間10時間前 
都内は霧（？）に包まれて見たことない夜景が広がっています。

ちょっと不穏…
https://pbs.twimg.com/media/Cc8mHoAUkAAaYLn.jpg
カメラ：OM-D E-M1 

cmk2wlがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 · 10時間10時間前 
@cmk2wl 2016/3/7 22時現在、千葉北西部、外の様子。 
https://pbs.twimg.com/media/Cc8q7p4UkAE6ZEe.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=uvQkcwaJ4Ik
Nights of the Knife　-TM NETWORK- 

https://pbs.twimg.com/media/Cc9EOqyUEAApxes.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cc9EXn5UIAA-QJP.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cc89KXNUYAM8yE5.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cc8mHoAUkAAaYLn.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cc8q7p4UkAE6ZEe.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=uvQkcwaJ4Ik


安保 多稼士 @AmboTakashi · 11 時間11 時間前 
堕落しきった日本の知識人。フクイチでは「露天臨界」が継続し，致死性の放射性物

質の超微粒子を含んだ放射能雲が日本列島の全域を襲い続けた！このことを知らない

はずがないニッポンの知識階級は，マスコミと歩調をあわせて頬かむりをしてきた

。http://grnba.com/iiyama/index.html#zz03073 …

cmk2wlがリツイート 
べくれーぬ八千代 @bqn_yachiyo3 · 20時間20時間前 
原発事故による放出物への曝露はほんとうに危険だと思う。調査や支援のためにあえ

て行った人々、２０１１年の緊急時に避難者を受け入れに関わった人々に何が起こっ

ているか。自分は大丈夫、流通してるものは安全だと信じ、積極的にリスクを背負う

人たちの言動のこわばり、顔色の悪さ、老化...

渡部篤 @watanabeatushi · 3月5日 
原発の再稼働が遅々と進まないのは、菅直人氏が首相在任当時に仕掛けた原発不再稼

働三点セットが効いていると澤田哲生東京工業大学助教が書いている。①浜岡原発停

止要請②ステレステスト③原子力規制委員会の設置であるとと。さらに菅直人氏は、

北海道新聞に「原発の再稼働は進まないと」語った。

https://www.youtube.com/watch?
v=2WtlXlv2Ygg&ebc=ANyPxKpc684dfOIXZ6PEjEbPGVaRWAyT1zQfsGwTgSbreY7WoBBxnoPCPO05g8e02T2AXQuxdl-
merrfNfLvo1UkEZdCgTocuw
Seven Days War　-TM NETWORK- 

https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0
TM NETWORK - Children of the New Century 

ＧＥＴ　ＲＵＮ！　ＫＥＥＰ　ＡＬＩＶＥ!!
 

http://grnba.com/iiyama/index.html#zz03073
https://www.youtube.com/watch?v=2WtlXlv2Ygg&ebc=ANyPxKpc684dfOIXZ6PEjEbPGVaRWAyT1zQfsGwTgSbreY7WoBBxnoPCPO05g8e02T2AXQuxdl-merrfNfLvo1UkEZdCgTocuw
https://www.youtube.com/watch?v=asyOd2jWav0


（３月８日）　今日はなぜか終日エルさんのご機嫌が悪かったです…(^_^;)…どうさた
のかな〜…？？

http://85358.diarynote.jp/201603081017032513/

（めも）北海道【独立革命】準備委員会のための心得。

2016年3月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

ぬた…じゃなくて(^_^;)
ネタです。

長文なので明日ね。

（覚えてたら！）

早尾貴紀さんへの返信 
早尾貴紀 @p_sabbar · 4 分4 分前 
私の『国ってなんだろう？』（平凡社）でも、東北戊辰戦争のときの奥州列藩同盟の

独立問題について論及しています。この戦争で敗北して平定された東北地方のその後

の運命は、東電フクイチの原発事故にまでつながっています。@p_sabbar

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月8日15:23
　

爆弾低気圧的なものが接近しているらしく、ものすごい眠気を感じます。ヽ（・＿・；）ノ

彗星も通過中なんまだよな？

(・ω・;)(;・ω・)

http://85358.diarynote.jp/201603081017032513/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201603081017032513/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160308/85358_201603081017032513_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


羽田が濃霧で欠航。

異様に電話が少ないバイト中。

…関東、いま、まだ、人間は、
息してんでしょうか…？？

…(・_・;)…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月8日15:39
　

右上のオヤシラズが噴火予測。

(・_・;)…あまり痛くならないといいなぁ…★(-.-;)★

昨日が「まんじゅう怖い」的に冗談みたいなバイト天国(^。^;)だったんで、

比較すると今日は（アルパカ狼さんもいないし）色褪せてますが、

今のとこ「暇がヒマラヤ山脈」以外の大厄はないです…(^_^;)…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月8日22:23
　

何故か夕方から急に忙しくなって結局残業２０分。(^。^;)★

閉店まぎわのどんぐりで明日のパン買ってジュンク堂ひやかしてブクオフで１０８円の漫画８

冊買って

外食はあきらめてバスセンターの椅子でどんぐりパン２コ喰っちゃって(^。^;) 今週の「夜遊び」
終了。

最終バスにて帰宅中。

今日はなぜか終日エルさんのご機嫌が悪かったです…(^_^;)…どうさたのかな〜…？？
 
 

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


（３月９日）　昨日バイト先で話題にした「トマトトマトトマト！」の唄が、悠宙舞さ
んで見つからない。

http://85358.diarynote.jp/201603091109316078/

「トマトないですか〜？」…「トマト、トマト、トマト！」の…
唄☆／台湾が日本での強い地震を予測「20日以内にM7以上の可
能性」。

2016年3月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

（※タイトル曲はこっちじゃないです☆→後述）

https://www.youtube.com/watch?v=yJO3iF6UlT0
「トマトの森」　谷山浩子　歌詞付き 

おそようございます。

１０持前には起きてたんですが、

小家事をやっていたら、

１０：３８になっちゃいました。

札幌は現在すでにプラス６℃！

「寒の戻り」予報をぶっちぎって、無風の明るい曇天。

（明け方は晴れてました…）

３月の第２三連休の初日。

今日と明日の行動予定は、

「高度に柔軟かつ臨機応変に」天気や体調管理を勘案して順列組み合わせを考え中…
ということで、未定。（＾＾；）

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
カラパイア : 誤った判断をしてしまう理由は選択肢の多さにあった。脳内に生じた”ノ
イズ”が非合理的な決定をしてしまうことが判明
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212894.html …

昨日バイト先でちょろっと話題にした

http://85358.diarynote.jp/201603091109316078/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160309/85358_201603091109316078_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=yJO3iF6UlT0
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212894.html


「トマトトマトトマト！」の唄が、悠宙舞さんで見つからないので、代理…☆

https://www.youtube.com/watch?v=RE2R5o8kknI&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=29
キャロットスープの歌 - 谷山浩子 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.034 0.033 0.033 6 
02:00 0.033 0.033 0.033 6 
03:00 0.034 0.033 0.033 6 
04:00 0.033 0.033 0.033 6 
05:00 0.034 0.033 0.033 6 
06:00 0.034 0.033 0.033 6 
07:00 0.034 0.033 0.033 6 
08:00 0.034 0.033 0.034 6 
09:00 0.033 0.033 0.033 6 
10:00

…あったあった…ｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=MnyY-PQIJQI
「パセリ　パセリ」　谷山浩子　歌詞付き

「トマトとまと〜」のほうが印象強かったんだけど、

２番の歌詞だったのか…ｗｗｗ

地震マップ @eq_map · 1 時間1 時間前 � 北海道 足寄町 
【M2.5】十勝地方 深さ163.0km 2016/03/09 09:36:39
(G)http://j.mp/1TJqtA3 (Y)http://j.mp/1Yu3k3g

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � Олюторский район, Камчатская область 
【M5.2】NEAR THE EAST COAST OF KORYAKIA, RUSSIA 17.8km 2016/03/09
03:18:43 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1W6B31i (USGS)http://j.mp/1W6B31k

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 芽室町 
【M2.6】十勝地方 深さ110.9km 2016/03/08 23:19:17

https://www.youtube.com/watch?v=RE2R5o8kknI&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=29
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=MnyY-PQIJQI
http://j.mp/1TJqtA3
http://j.mp/1Yu3k3g
http://j.mp/1W6B31i
http://j.mp/1W6B31k


(G)http://j.mp/1X9NDgo (Y)http://j.mp/21jc8sS

https://www.youtube.com/watch?v=5fRXX2UWeXE
てんぷら★さんらいず - 谷山浩子 

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【東海道本線[東京〜熱海] 運転再開 2016年3月8日 23:33】
東京〜新橋駅間で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、

23:18頃、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【山手線 運転再開 2016年3月8日 23:31】
有楽町駅付近で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、23:18頃
、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【京浜東北根岸線 運転再開 2016年3月8日 23:31】
有楽町駅付近で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、23:18頃
、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

https://www.youtube.com/watch?v=f5UWlPUsK8k
「土曜日のタマネギ」　斉藤由貴　谷山浩子　聴き比べ 

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【兵庫、99歳女性が自殺か「100歳なりたくない」】
神戸市の海岸で女性の遺体が浮いているのが見つかり、尼崎市の女性（99）と確認さ
れた。女性は家族に「100歳になりたくない」と悩みを漏らしていたといい、警察は自
殺とみて調べている。

http://nerv.link/SoyQZv

…どうせなら１９歳ぐらいで死んでおいたら、

http://j.mp/1X9NDgo
http://j.mp/21jc8sS
https://www.youtube.com/watch?v=5fRXX2UWeXE
https://www.youtube.com/watch?v=f5UWlPUsK8k
http://nerv.link/SoyQZv


ふつうに悲しんでもらえた。と思うよ…？

…ｗ（〜〜；）ｗ…

AKIRA 2024がリツイート 
宇宙人ぶー @Bu_uuu · 2時間2時間前 
2016年3月7日地震関連情報 台湾の研究所が日本での強い地震を予測「20日以内にM7
以上の可能性」 http://www.buzznews.jp/?p=2053178

…検索副産物…（＾＾；）…
「ララル中将」の唄…？？

https://www.youtube.com/watch?v=8UspNs2WdJs&index=91&list=PL2F86081EE7A8A5E8
初音ミク-ラ・ラ・ルウ-谷山浩子

 

http://www.buzznews.jp/?p=2053178
https://www.youtube.com/watch?v=8UspNs2WdJs&index=91&list=PL2F86081EE7A8A5E8


（３月９日）　（参照）→（めも）北海道【独立革命】

http://85358.diarynote.jp/201603091127552249/

歩む時／歩む道／歩むちから／〜時には起こせ

よムーヴメント〜／I Know Were I’ve Been 。
2016年3月9日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (1)
　

（参照）→（めも）北海道【独立革命】

http://85358.diarynote.jp/201603081017032513/

原曲が悠宙舞さんに無いわ…☆
https://www.youtube.com/watch?v=s7_rsK5kGF0
槇原敬之　名曲コレクション　彗星　歌詞付き　short verson by Canaan Canaan 

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【通報窓口の弁護士 内部告発者名、市に伝える 京都】
内部告発を受け付ける京都市の公益通報外部窓口の弁護士に通報した男性職員の氏

名が、市側に伝えられていたことが８日、分かった。（京都新聞）

http://nerv.link/6Yox8j

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【中３男子生徒自殺 誤り判明後もデータ未修正で残る】
去年１２月、広島県府中町の中学３年生の男子生徒が自殺した問題で、学校と町の教

育委員会が会見し、学校側は情報管理に問題があったと謝罪しました。

http://nerv.link/pPb6GN

otenkimame @osiete_tukachan · 15時間15時間前 
忘れっぽい日本人も覚えておかなきゃ「テレ朝・報道ステーションのディレクター不

審死」

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=294890&g=132108 …
この人は福一原発事故問題を追求していた★見せしめ？

junkoがリツイート 
HIRO(安倍政権打倒！) @hsggg · 3月7日 
報道ステーションで誰もが思う素朴な疑問を古舘キャスターが、東京地検特捜部が田

母神俊雄の件では着手しながら、何で甘利明の件では動かないのかと勇気ある報道を

していた。 
https://pbs.twimg.com/media/Cc9F6SaUMAEixys.jpg

…う〜ん槇原敬之の唄は、オススメのに限って悠宙舞さんに無いわ〜★
（代理★）

https://www.youtube.com/watch?v=1AJOZR4d1Ps
大好きな槙原敬之 Ask　を聞きながら２００６の思い出

森森森 @morimori_naha · 6分6分前 

1923年　関東大震災
1925年　治安維持法制定
前年の昭和金融恐慌を越えて

5年後の1928年　張作霖爆殺事件

2011年　東日本大震災と福一爆発
2013年　特定秘密保護法制定
アベノミクスが失敗して

5年後の　2016年　憲法変更？

香取ヒロシ☆Hiroshi @EG_Hiroshi · 5時間5時間前 
立ち返って。 @outlaw2828
１８歳選挙権の目的には。

●１８・１９歳層を政治に参加させる事（#SEALDs の役目はその促進）。
●それで生まれる社会的責任から軍事への参加を強要しやすくする事（フクイチ後始

末も？）。

が含まれてると思います。（続

ひでさん @Sirius717 · 14 時間14 時間前 
ドス黒い疑惑の江川に桑田、シャブ中のチンピラ清原、そして複数の現役選手の野球

賭博。

このぶっ壊れた福一の原発のようなナベツネが汚染の源。

もう巨人は終わったね。

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6193870
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhLaHR0cDovL2kueWltZy5qcC9pbWFnZXMvanBuZXdzL2NyZS9jb21tb24vYWxsL2ltYWdlcy9mYmljb19vZ3BfMTIwMHg2MzAucG5nFOASFOYJHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=EDI0bSAcqOg02k3-

http://85358.diarynote.jp/201603091127552249/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=8
http://85358.diarynote.jp/201603091127552249/
http://85358.diarynote.jp/201603081017032513/
https://www.youtube.com/watch?v=s7_rsK5kGF0
http://nerv.link/6Yox8j
http://nerv.link/pPb6GN
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=294890&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/Cc9F6SaUMAEixys.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1AJOZR4d1Ps
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6193870
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhLaHR0cDovL2kueWltZy5qcC9pbWFnZXMvanBuZXdzL2NyZS9jb21tb24vYWxsL2ltYWdlcy9mYmljb19vZ3BfMTIwMHg2MzAucG5nFOASFOYJHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=EDI0bSAcqOg02k3-3YtLvu64cYLPMQeFNbkNTi4HCL4


t=HBhLaHR0cDovL2kueWltZy5qcC9pbWFnZXMvanBuZXdzL2NyZS9jb21tb24vYWxsL2ltYWdlcy9mYmljb19vZ3BfMTIwMHg2MzAucG5nFOASFOYJHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=EDI0bSAcqOg02k3-
3YtLvu64cYLPMQeFNbkNTi4HCL4

junkoがリツイート 
やのっち @_yanocchi0519 · 14時間14時間前 
直近ですと、農協組合長らへのアンケート調査では、アベシ政権の農政改革への支持

率は３％台です。現時点において、各地方紙による世論調査を実施すれば、政権支持

率はさらに低下しているものと予想されます。

https://twitter.com/_yanocchi0519/status/705763640327032832 …
@caviarsuite
https://twitter.com/_yanocchi0519/status/705763640327032832

KAO @kao_tabasa · 24時間24時間前 
今週の週刊金曜日！アベノミクスの失敗感が良く出せてます！表紙が良く見えるよう

に電車の中で読まなきゃね（≧∇≦）

https://pbs.twimg.com/media/Cc_qJ8UUMAEY18m.jpg

junkoがリツイート 
フクシマから国の偽装を暴く @Anti_Jigokudama · 3月5日 
フクシマから国の偽装を暴くさんがきむらともをリツイートしました

「健康問題」を

物理学者に訊くことと

答えることと

報道することは

「科学的」以前の

『政治的社会的問題』ですね。 

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 3月4日 
官民対話 首相 国家公務員の有給休暇取得促進へ
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160304/k10010431711000.html … 
年がら年中、休みみたいなもんじゃねーか。何が有給取得促進だ！　ふざけるのもた

いがいにしろ。

cmk2wlがリツイート 
カール・セーガン博士 @carl_sagan_bot · 3月1日 
『権威者の言うことは信用するな』というのは、科学の偉大な戒律の一つである。

（もちろん科学者も霊長類なので集団内の順位には弱く、いつもこの戒律が守れると

はかぎらないのだが）

https://www.youtube.com/watch?v=j-dpKq-awCs
槇原敬之 - 『Overture 〜 The Future Attraction』 (2005年 日本武道館) 

junkoがリツイート 
やのっち @_yanocchi0519 · 3月7日 
イスラエルのオルタナティブメディアによると、ＮＡＴＯがロシアへの先制攻撃を計

画しているようです。米国らがトルコと連携してクリミアを奪還しようとしていると

ウクライナ政府が明らかにした。

http://blog.livedoor.jp/wisdomkeeper/archives/51981415.html …

https://www.youtube.com/watch?v=S5bKgKOhF3I
ドイツ軍歌 兵士たちが歩む時 Wenn die Soldaten 

https://www.youtube.com/watch?v=JuPgji326EU
応援歌　共に歩む道　LIFriends 

https://www.youtube.com/watch?
v=3SPyKkJeSM8&ebc=ANyPxKoywkR1Ufv1h7PjJ75h8RNXIzvWfnN7sPBfbeLj5iqVDm9XDWhv-
5kzvndJMIgxLGngczP2XDSPrYudZ0R-eRWVK3nXFA
ドイツ軍歌　アドルフヒトラー親衛隊旗連隊行進曲 

https://www.youtube.com/watch?v=5l6_XDfQtfU
EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERÁ VENCIDO (AMLO 2012).wmv 

きみは、どっちが好きかな…？

https://www.youtube.com/watch?v=H-2He8cNHdw
I Know Were I’ve Been 

https://www.youtube.com/watch?v=yrHNig2aIjQ
The March on the Salt Works - Gandhi (1981) 

立ち上がれ！

北海、独立…！

https://twitter.com/_yanocchi0519/status/705763640327032832
https://twitter.com/_yanocchi0519/status/705763640327032832
https://pbs.twimg.com/media/Cc_qJ8UUMAEY18m.jpg
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160304/k10010431711000.html
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https://www.youtube.com/watch?v=4WFbSp_KYH8
RUSSKAJA - El Pueblo Unido (Official Video) | Napalm Records 

https://www.youtube.com/watch?
v=zJB_74Xl9aw&ebc=ANyPxKofrg6z6T9VpcFbrrCd90EN49faFXGUGW5z3tb25Cilf56BYoN9cxT9Z-
jV9iz_aTpAslrpmkmB8RtaWyJzGltUK_d7_g
Russkaja - Get Lucky [BARADA] 

https://www.youtube.com/watch?
v=VJgLN9HHAWY&ebc=ANyPxKpZuazCsQj_FtVSqQaRMF4JfJOGP8eCWEg1Fc5pG57F5Vsm202x6vcdgMphr5bZv54kIZns5XxgdEd_YhJJbSOKipnZ0w
H Jungle with t「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜」

https://www.youtube.com/watch?v=G1_Dm1ZjRAM
Mahatma Gandhi, The Salt March, The Dandi March - Story for Children "BookBox.com" 
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amaちゃんだがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 10時間10時間前  
文鳥さん　ぶんちょうさんさんがインドア派キャンパーをリツイートしました

@yamamototaro0 @hyodo_masatoshi @hanayuu @hiromi19610226
RT 公開討論会で「お前ら、貧乏だから保育園が必要なんだろ?」と言い出す北海道五区補選候補
、世襲のボンボン和田……。
 

https://www.youtube.com/watch?v=4WFbSp_KYH8
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（３月９日）　人生は優しさを見失ったら生きる根拠がないからだ。

http://85358.diarynote.jp/201603091914176181/

【設問】 次の準備！／「自衛隊って世界で唯一、殺した数より救
けた人数のほうが多いんだってね！」／おれは知らないよ。おま

えら見たことあんのか？

2016年3月9日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (5)

　

【設問】

「道内在住ジエイタイ現役ならびに予備役と、その家族、友人知人の皆さん！

　ニホン性腐が「道民を弾圧せよ！」と命じたら…
　上官の命令と、道民の自由と権利…

　どちらを、まもりますか…？」

https://www.youtube.com/watch?v=8YBm22xVuvk
いつか来るその日のために

まいど〜（＾＾；）１７：０７。

札幌はプラス２℃。雲の多めの晴れ。

けっきょく悩むまでもなく体調不良というか、徒歩＋バス通４連勤の後はどうしても体力が尽き

るらしく、「連休初日に銭湯出撃したほうが時間活用効率は高くなろんでは？」という欲得ず

く（？）の計算に基づく実験は今日も不発。

（＾＾；）

鉄欠乏性貧血で酸欠を起こして、寝床で漫画読んで寝てました…★
（－－；）

さて。雑資料整理と、ＰＣ系の雑用〜☆

https://www.youtube.com/watch?
v=mCVDI5j_Ga0&ebc=ANyPxKp3GcX0H4IzzwdKs75fIaT2k_0tAvK-Qdow3zQ8taY93-
GFC0_Vw_578fAXOwHZoOLK1T7_Y0K-BnVb4NYaxlr-R76R8g
槇原敬之 19 SING OUT GLEEFULLY MEDLEY Encore 2010年 日本武道館 YouTube 

…ヒノマルかよ！ｗ（〜〜；）ｗ…

歌はけっこう好きなんだけど、なんか、思いっきり、ズレてんだよなぁ、このシト…★

https://www.youtube.com/watch?
v=tWSBdes_UOU&ebc=ANyPxKpc0RsJ80AAI8MA1S5lmmN8zfFLy8OJ_IOfIFI1dLuxjE-
3wUMEwAhQTys7HTnVxatzRauJPaO2F1e3tGM476hek7XcPw
槇原敬之(마키하라 노리유키) - どんなときも (한국어 자막) 

…まぁハングンマル使用者にも愛されてるなら、いいか…☆
…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=UXI70Fc8cp0
それが大事 

https://www.youtube.com/watch?v=kZJrkIu-ZEg
愛は勝つ

…アタマだいじょうぶか？おまえら…

https://www.youtube.com/watch?v=xLhzKqD7saA
ドイツ軍行進曲 バーデンヴァイラー行進曲 Badenweiler March

https://www.youtube.com/watch?v=LlHvSzyYvXw
Have You Ever Seen The Rain 雨を見たかい - CCR　(訳詩付）

https://www.youtube.com/watch?v=xcVIUHCds_c&ebc=ANyPxKrc74YdLlJEru86FNfj-
ZdKrqhNZugRylGjUayYidB_OysuAxZjeb9U05gaU2u5Fj3xMfLuFu2ZriBG3VAY797yKWEw2g
ドイツ戦車行進曲　パンツァー・リート 

https://www.youtube.com/watch?v=2cLnfDAhu9w
意味が分かると怖い話「ベトナム戦争」※解説付き※【ゆっくり】 

https://www.youtube.com/watch?v=7ykKaA0mFAg&ebc=ANyPxKrc74YdLlJEru86FNfj-
ZdKrqhNZugRylGjUayYidB_OysuAxZjeb9U05gaU2u5Fj3xMfLuFu2ZriBG3VAY797yKWEw2g
ドイツ戦車行進曲　パンツァー・リート２

https://www.youtube.com/watch?v=ceRoBdQkMyc
Platoon（プラトーン）－Adagio For Strings 

https://www.youtube.com/watch?v=GjwoxoRCcRs
夏休み （本当は切ない反戦歌だった？）　吉田拓郎 

92件のリツイート 
古賀茂明@フォーラム4� 認証済みアカウント � @kogashigeaki · 2時間2時間前 
福島の放射能で汚染された田畑。出荷停止のFAXが届いた翌日樽川和也氏のお父さん
は命を絶った。「5年の節目だとか、そういうふうに周りは言ってるけど」「うちらか
らしたら、ただ月日が流れただけ」「5年たって、怒りだけです。込み上げるのは」
怒りとともに悲しみが伝わる　#news23

山本太郎 次の準備を！ 
�認証済みアカウント� 
@yamamototaro0 
放射能をばら撒き安全とうそぶき、TPPで国の財産を切り売りし、不都合は秘密保護
法で葬り去り、雇用破壊を進め健康で文化的な最低限度の生活すら保障もしない政府

…
伏魔殿 周辺 • taro-yamamoto.jp

https://www.youtube.com/watch?v=fTfxkXm7nGU
拝啓大統領殿 / 高石友也（カバー / TSUNE）

河本 猛(こうもと たけし) @empetakeshi · 35分35分前 
大津地裁で高浜原発３、４号機の運転差し止めを命じる仮処分決定が出ましたね。

仮処分だと直ぐに効力が生じるから高浜原発停止です。

関西電力と規制委員会は、厳格な審査・点検をやっても放射能漏れやトラブルを起こ

して危険を実証したんだから止めるのが当然！

住民の勝利だ〜(*‾∇‾)ノ

戸谷真理子 @irukatodouro · 7時間7時間前 
11年5月22日時点での、東京都江戸川区の放射線量　異常な高さ。この汚染は、東京で
は無視されていた。東京都でも子どもの健康診査が必要では　5月中旬で０．４μSvな
どの線量のなかで、屋外活動をして暮らしていたのだから

　https://www.youtube.com/watch?v=OqCMVIi6wbU …

https://www.youtube.com/watch?v=GtjlYa88hCs
【非暴力・不服従】「ゴボウ抜きされる悔しさを耐えてほしい」12/21辺野古 

きっこ @kikko_no_blog · 12時間12時間前 
「福島第1原発事故から5年を前に、安倍晋三首相は「原発事故は風化させない」と決
意を述べた」とのことだけど、「風化させない」というのは「すでに収束した事件や

事故」に対して使う言葉だろが！汚染水すら止められずに今も周辺への放射能汚染を

続けてるのに、何言ってんだ？この天ぷら野郎は！

https://www.youtube.com/watch?v=Kgh4gTq5GHg
最後の砦を守る人々〜辺野古「木曜行動」開始〜 

あおてん農園 @aoten49003 · 3月6日 
海外で、日本の放射能汚染に関する報道が増えてきている。こうなる事は分かりきっ

てたのに。放射能から逃げろと５年前から鳴らされてた警鐘。これを妨害してきた

日本。警鐘を鳴らす人は叩かれ続け、東海アマさんも再びアカ凍結。放射能対策放置

の日本は早晩つぶされる。不穏な情報が聞こえてくる。

https://www.youtube.com/watch?v=BshYg5BWUE4
El derecho de vivir 平和に生きる権利 

https://www.youtube.com/watch?v=mW7vC7umnVA
ジンタらムータ with リクルマイ - 平和に生きる権利 

　北海、独立…！

　

 
編集する
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月10日10:58
cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 

悪い命令であることを承知しながら、しかもそれを甘んじて受ける人々は、悪い命令の甘受を勧

めることになる。不正の存在を前に沈黙する人々は、まさしく不正の共犯者にほかならない。

ジョン・ラスキン「近代国家における自由」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月17日9:10
アマちゃんだ @tokaiama · 20時間20時間前 

オレだって短気、集団で事実無根の嫌がらせを受けているからヤツラを一人一人殺ってしまいた

い衝動にかられる

カッとくるのは人間の性だから仕方ないが、やがて冷静になるときが必ずくる

何も殺さずともよかったと思うにちがいない

人生は優しさを見失ったら生きる根拠がないからだ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月17日9:18
アマちゃんだ @tokaiama · 3月15日 

山 東省の5つの都市で、１元紙幣が硬貨に変更された。理由は「反体制の言論を広める」ことを防
ぐため

言論抑制が厳しい中国では民衆は流通量が多い小額の１元紙幣にメッセージを書き残して真実を

伝えています

は地味ですが確実に拡散し効果

http://jp.ntdtv.com/news/15541/%E3%80%90%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%8C%E8%A6%8B%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%80%91%E3%81%9D%E3%81%AE%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%8C%E3%82%B9%E3%82%B4%E3%82%A4%20%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%EF%BC%91%E5%85%83%E7%B4%99%E5%B9%A3%E3%81%8C%E5%BB%83%E6%AD%A2%E3%81%95%E3%82%8C%E7%A1%AC%E8%B2%A8%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%9B%B4#sthash.ng8sECHj.dpuf
…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月23日12:23
アマちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 

「非暴力革命のすすめ 〜ジーン·シャープの提言〜」: またはジーン・シャープの妄想
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/post-3783.html …

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


（３月９日）　【オホーツク紋別空港を土台に改造する】。

http://85358.diarynote.jp/201603092025301927/

オホーツク女満別【宇宙港】／「泊原発」は北海道で一番「ガン

死亡率」が高いんだ。

2016年3月9日コメント (3)

Bachacha @magnitude999 · 2 時間2 時間前 
北電とその工作員共が「再稼働」を叫ぶ「泊原発」。その立地泊村は、北海道で一

番「ガン死亡率」が高いんだ。後世に解決しがたい負荷を残して死んで行くのが、現

世代の望む仕事か？当然だが、4月以降は、クソな北電の電気を買わないことにして
ある。http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/1564428.html …

https://www.youtube.com/watch?v=CI7b0_7ra4w
【不可思議/wonderboy】君は今いったい何を考えているのだろう？
未知との遭遇 ワンダーボーイ 

（承前）

理想は、北海道独立共和国に、
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理想は、北海道独立共和国に、

アイヌ語＋シサム語文化圏を、

保護しつつ、十勝から宇宙へ、

直接ルート確立を模索しつつ、

ブラジル〜ウルグアイ移民も、

応援し、共栄していく方途を、

構築していく。ただそれだけ。

https://www.youtube.com/watch?v=4WFbSp_KYH8
RUSSKAJA - El Pueblo Unido (Official Video) | Napalm Records 

カラパイア @karapaia · 20分20分前 
【RT100UP】 米軍兵士の生命線はピザだから。アメリカの軍事開発部が3年間常温保
存可能なおいしい戦闘食用ピザを遂に完成

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213186.html … 

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
カラパイア : ダチョウ参戦！サイクリストをロックオンしたダチョウ、ひたすら後ろか
ら追いかけて煽る煽る http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213191.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CdErTgeUYAADa4B.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=zcVpXb3qqEU
Runner / BAKUFU-SLUMP 80年代の音楽番組より 

地震マップ @eq_map · 1 時間1 時間前 � 北海道 鹿追町 
【M3.2】大雪山系 深さ6.1km 2016/03/09 19:31:12
(G)http://j.mp/1LQMaes (Y)http://j.mp/24QfEzq (アニメ)http://j.mp/1nvRoAE

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 � 北海道 鹿追町 
【M3.2】大雪山系 深さ6.8km 2016/03/09 19:20:39
(G)http://j.mp/24QeQuo (Y)http://j.mp/1pfFxIM (アニメ)http://j.mp/1pfFxIG

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ41.5km 2016/03/09 17:22:57 http://j.mp/1p7a8rd

宇宙天気ニュース @swnews · 5時間5時間前 
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[記事] 太陽風は平均的な状態に戻っています。C1の小さいフレアが起きています。
http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � Piedecuesta, Colombia 
【M5.0】NORTHERN COLOMBIA 144.2km 2016/03/09 15:27:17JST, 2016/03/09
06:27:17UTC
(G)http://j.mp/1XbKPQ5 (USGS)http://j.mp/1UdecC6

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111.3km 2016/03/09 15:04:28
(G)http://j.mp/1TrCMQS (Y)http://j.mp/1QFQz46

…「十勝で航宙技術開発」は、既にリアルに進行中なわけだけど…
…（＾＾；）…

でも実際に【宇宙港を造る】のは、たぶん、

【オホーツク紋別空港を土台に改造する】ほうが、

立地的に安全だろうと思う…☆

https://www.youtube.com/watch?v=QnKykvIp4Yg
忌野清志郎 IMAGINE 

（…紋別には、すてきな海と温泉があるんだよ〜♪）

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1 時間1 時間前 
草津と蔵王山の火山活動が再び活発で、噴火の兆候

いずれも活火山。日本に110もある活火山。だから地震大国になる訳で、そんな逃げ場
のない島国で（原発＝核発電所）なんて、やってる場合じゃないね。地球上で日本だ

けだよなぁと、つくづく思う 
https://pbs.twimg.com/media/CdGZHEWUMAAWY6D.jpg

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 9時間9時間前 
#クライシスカレンダー 03/09【2011年 三陸沖でM7.3の地震】11:45頃発生 負傷者2人
宮城県栗原市・登米市・美里町で震度5弱。東北太平洋沿岸に一時津波注意報、大船渡
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で60cmの津波を観測。約51時間後となる東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)を誘発
したとみられる。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 9時間9時間前 
#クライシスカレンダー 03/08【1669年 エトナ火山噴火】死者1万人 有史では直近とな
る大噴火。地表の断裂が長さ18kmに及び、火口20個形成。大量の火山灰や溶岩流など
により麓のニコロシ村の全域とカタニア市の半分が壊滅。カタニア市は1693年1月の大
地震で全滅した。

https://www.youtube.com/watch?v=pWgt1v4cfVg&list=PL9E7A4B9D32E07D7C&index=8
オネアミスの翼〜ハリボテRemix 

（※とりあえず※　♪ 道立 宇宙軍 〜♪ ）

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【停電情報 2016年3月9日 15:37】
栃木県、山梨県で停電が発生しています。

停電軒数：約3,500軒
http://nerv.link/GruDMx

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【京王高尾線 運転再開 2016年3月9日 13:41】
狭間駅構内で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、13:35現在、
運転を再開しています。なお、列車に遅れや運休が出ています。

https://www.youtube.com/watch?
v=_hVaRiOPZLE&ebc=ANyPxKryMRuOOFetXLw8Jrg_nbHISMSSOLsYxNmTXp-
tSpmg5oRQyKscZj9Dp5h0fnTAnzsK_bsmuWIKTPUPIrFAutT9UBxcmg
トレイントレイン 
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月9日21:38
　

あ、もちろん【オホーツク宇宙港】実現のためには、

【ロシアとの友好 協力 関係】が、不可欠です…☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月9日22:54
　

余談ですが『_町立 宇宙軍』というギャグ漫画がその昔(^_^;)実在して、
舞台はたしか北空知だったと思う…けっこう好きだったｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月10日11:29
junko @junko_in_sappro · 2時間2時間前 

ニセコに１００億円投資へ　香港系企業が分譲宿泊施設計画 
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/economy/economy/1-0244460.html … 

★ニセコは既に異国だな

１室当たり４千万〜５億円程度で分譲

主に中国や香港の企業経営者ら海外の富裕層を中心に販売する計画で

オーストラリアや欧米への販売にも力を入れる
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（３月９日）　【求ム！「闘わない軍隊」＝「自衛隊」員の、集団 宇宙 転職…！】／
日本列島でいちばん【安全】なのが、紋別〜興部あたり…。

http://85358.diarynote.jp/201603092209212080/

【全数死亡】浜岡原発／高浜原発【運転停止】／那須塩原プルト

ニウム検出／あいつもこのごろ抜け毛が多い／ぼくらは薄着で嗤

っちゃう／福島郡山市 死亡率１６％上昇。

2016年3月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=KfAZRkKm5kM
デイ・ドリーム・ビリーバー ザ・タイマーズ? 

特務機関NERV ?@UN_NERV ? 5時間5時間前 
【高浜原発３号機・４号機 運転停止命じる決定】（続き）
稼働中の原発の運転の停止を命じる仮処分の決定は初めてで、関西電力は、速やかに

原子炉を止めなければならなくなりました。

（2016年3月9日 15:42 NHK）

特務機関NERV ?@UN_NERV ? 5時間5時間前 
【高浜原発３号機・４号機 運転停止命じる決定】
福井県にある高浜原子力発電所3号機と4号機について、大津地方裁判所は、運転の停
止を命じる仮処分の決定を出しました。

http://nerv.link/dHonnB

https://www.youtube.com/watch?
v=AW4MiYudAJI&ebc=ANyPxKoy4Ow0iTVbT3OrSfX0h49u51msOn8jh3Wl6hKPb0L0eSSHSgq6bMLCkVseBfc1LwNw89kdTu7rBLDYUKfhsXDTeL0ppg
忌野清志郎　雨あがりの夜空に

neko-aii ?@neko_aii ? 5 分5 分前 
特殊なガイガーカウンターで那須町、那須塩原市の土壌を測定

大量のアルファ線〜すなわちプルトニウム検出

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/91d926c6c906dc41b240746a6a175232 …
10.00μSv/h 栃木県那須塩原市下田野

neko-aii ?@neko_aii ? 14分14分前 
東京農業大学の林隆久教授

相馬市や南相馬市などの山林を調査

◎標高４00m以上の山のふもとで
　放射性物質による汚染が悪化傾向。

◎スギやヒノキ等を詳しく調査、

　樹木の内部にまでセシウムが浸透。

　濃度は数百から数千Bqに。
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/73ef53530d3f958299a77e2c1af44ad2 …

あはは星人 ?@ahaha38i ? 15分15分前 
原発避難者「私たちは低線量被ばくのモルモットじゃない」 http://fb.me/81X4X8tFx
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBg-
aHR0cDovL2xwdC5jLnlpbWcuanAvYW1kLzIwMTYwMzA5LTAwMDI0OTM2LWpwcmltZS0wMDAtdmlldy5qcGcUgBAUrggcFIQGFJQDAAAWABIA&s=1kinsNUkTcJipf8VaxG7Gp4hdSo6cwg2oprvNbmdbAc

asuka ?@asuka_250 ? 26 分26 分前 
昨夜私に返事があった「医学的には議論の余地はありません。子供の(甲状腺)がん
は100万人に1人です。(県民健康調査の)症例は完全に福一事故の放射能が原因です」カ
ルディコット博士 / @kobukishinichi 文部科学省前 http://cas.st/ee1ff0c

エム（Behind the Days） ?@Behind_the_Days ? 33分33分前 
そこに震源がある事実と向き合いましょう。　→　【浜岡原発の東5.8km地点に震源　
静岡県西部連続地震（北緯３４．６度、東経１３８．２度）】 http://bit.ly/1fThSrW 

cmk2wl ?@cmk2wl ? 2時間2時間前 
2016年03月09日　軽井沢(カルイザワ)
21時間連続で湿度100パーセント。 
https://pbs.twimg.com/media/CdGbZ66UYAAb70z.jpg
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ホワイトフード ?@whitefood1 ? 2時間2時間前 
3月9日19時25分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、621箇所以上存
在します。詳しくはこちらでご確認ください。 
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://pbs.twimg.com/media/CdGW_PIUIAAWRpx.jpg

emi kiyomizu ?@kiyomizu5 ? 3時間3時間前 ? City Centre, Bremen 
浜岡原発の放射能被害予測がヤバイ件！風下方向の70キロメートルで全員が全身被曝
によって死亡！白血球の異常や脱毛、皮膚の異常などが350キロ圏内で
！http://saigaijyouhou.com/blog-entry-3450.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CdGBbLMWEAASo4Q.jpg

M. Suzuki ?@cdcreationinc1 ? 4 時間4 時間前 
フクイチ事故ではない、その後のフクイチからの絶え間なき放出によって事後汚染の

累積があったのだ筑西市でさえ、事故前と比べて死亡率が７％あがっている君の住む

福島郡山市では、昨年まで死亡率が事故前の９％上昇に留まっていたが、今年にはい

って、ついに１６％になった

２ちゃん原発情報 ?@2ch_NPP_info ? 3時間3時間前 
名無し：03/09 18:20
41歳で亡くなった佐野ヒロシ氏（ハードコアバンド「夕焼けの丘」のボーカル…）で
すが、本人のTwitterを見ると、亡くなる2日前までツイートしてましたので、明らかに
急逝です。

https://twitter.com/fukuyokaof_1129 
#３月１日没

cmk2wl ?@cmk2wl ? 7時間7時間前 
猛然と立ち昇る水蒸気も見えます。

映像をよく見てください。

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html …

cmk2wl ?@cmk2wl ? 7時間7時間前 
福島第一ライブカメラ（４号機側）

朝からレンズ（カメラケース）は結露したままです。 
https://pbs.twimg.com/media/CdFTki9W4AAdFZ9.jpg

ホワイトフードさんへの返信 
みえないばくだん ?@hopi_domingo ? 7時間7時間前 
危機感…
海に垂れ流している放射能汚染水〜雨で陸地に戻ってくる？

via @whitefood1
3月9日13時23分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、934箇所以上
…http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 

２ちゃん原発情報 ?@2ch_NPP_info ? 8時間8時間前 
名無し：2016/03/09(水) 13:58 ID:XXXXXXXX
ベテラン俳優・小野武彦が心不全でドラマ降板

https://pbs.twimg.com/media/CdDRAI5VAAA0N2H.jpg

２ちゃん原発情報 ?@2ch_NPP_info ? 8時間8時間前 
名無し：03/09 13:29
濃霧）

東京スカイツリーからの雲海写真追加。

高さ450mの天望回廊からはこのような雲海が360度広がっていました。(2016.3.8)
https://twitter.com/nonbe244/status/707053935425499136 …
https://pbs.twimg.com/media/CdFMFGBWAAE_yWA.jpg
#アカン 

しろくま ?@hontounokotoga_ ? 9時間9時間前 
今日の雨はヤバイぞ！！

　西はお漏らし、東は時々起こる再臨界（政府の安全神話を信じる人はそれでよいが

、原子炉から漏れ出た燃料３基分はまだそのまま）によって線量上昇。その影響の雨

ですこれ！

　油断して僕も濡れ今除染しました。

例:静岡 
https://pbs.twimg.com/media/CdE-EHzUkAE-MjN.jpg

２ちゃん原発情報 ?@2ch_NPP_info ? 10時間10時間前 
名無し：03/09 11:54
SamezuHanako （東京在住）
【記憶障害が出ていませんか？】?
小5息子のクラスメート達にも、どうやら記憶障害とも感じられる言動が見られるん
です。「えーっと、アレ、アレなんだっけ？」とかクラスメートが言うのが日常茶飯

事（息子談）。…

２ちゃん原発情報 ?@2ch_NPP_info ? 11時間11時間前 
名無し(茨城県)：2016/03/09(水) 10:00 ID:XXXXXXXX
今日の訃報（75件）
水戸市 男性 48歳 喪主 弟
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北茨城市 男性 33歳 喪主 父
笠間市 男性 41歳 喪主 妻
石岡市 男性 46歳 喪主 妻

kaz ?@kazunoriminato1 ? 23時間23時間前 
東京摩天楼の正体

東電も認めた！フクイチの地下から危険な中性子放射性・猛毒トリチウム殺人水蒸気

！東京に日本各地に…
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/8baab69307df93f772d383c2f95a6610 … 
https://pbs.twimg.com/media/CdB4xgHUAAAE4eD.jpg

cmk2wlがリツイート 
と〜らす。 ?@gw_within_lh ? 3月8日 
「湿度100」が、Twitterトレンド入りしてた。今回の霧、被曝の恐れも無しに、純粋に
幻想的として居られるのなら良いのにね。

「全国的に湿度100%　霧のせいで視界不良　爆発寸前の髪を心配をする人も　3/8 -
NAVER まとめ」http://bit.ly/21iwHp3

福島県郡山は亡父の出身地だし、

軽井沢に「避難移住」しちゃってた、

ウマシカりすはワタクシですが、なにか…？

https://www.youtube.com/watch?v=A9vnBJ7pLHE
原子力は要らねえ！電力は余ってる！♪忌野清志郎 サマータイム・ブルース 

neko-aii ?@neko_aii ? 7分7分前 
ピーター・カラモスコス博士

我々は日本にスピーディと

いうシステムがあることを知っている

これは大気中の放射能放出を監視、

日本全国をカバー

このシステムは日本政府が運用

災害発生後の２ヶ月間

これらのデータは一般大衆から隠蔽

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/610c5b25e1ee5e7a148b4edef94f9aad …

neko-aii ?@neko_aii ? 23分23分前 
"aadjmad
ある北九州市役所の方の話

覚悟を決め北橋市長に

直接がれき受け入れは危険と

手紙やメールを送った。

後日マスコミ記者から

「市長と環境局長があんたのことマークしてる

気をつけたほうがいい」と警告された。

家族を養うために

泣く泣くがれき反対の声をとめた"

neko-aii ?@neko_aii ? 43分43分前 
北九州がれき焼却

"raiden0186 2012年9月
ヒ素やクロムを含む物は

一般焼却炉で燃やすことは

違法なんだから、

それでも受け入れて

一般焼却炉で燃やそうとする市長や、

それに賛成する議員は

犯罪者だよな。"

きっこ ?@kikko_no_blog ? 1時間1時間前 
福島の牛の多くが1kgあたり何万ベクレルも被曝して殺処分になったのに、福島の子ど
もたちは「まったく被曝していない」と言い張る御用学者たち。福島の野生の猿の多

くが白血球の異常を発症したのに、福島の子どもたちが甲状腺癌を発症しても「原発

事故との因果関係はない」と言い張る御用学者たち。

きっこ ?@kikko_no_blog ? 1時間1時間前 
東北大学の研究チームが、福島第1原発周辺の動物の異常について調査していたのに、
それをNHKが偏向的に放送した上、国に予算をカットされたために調査の続行が不可
能になったそうです。安倍政権はいったい何を隠したがっているのでしょうか？→

https://twitter.com/hottaqu

２ちゃん原発情報 ?@2ch_NPP_info ? 3 時間3 時間前 
名無し：2016/03/09(水) 18:40 ID:XXXXXXXX
茨城で鼻血のロンブー淳が薬物疑惑で潰される？

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160229-00000140-spnannex-ent …
#露骨なムラの報復行為ｏ淳氏は堂々と論陣張って欲しい

古賀茂明@フォーラム4? 認証済みアカウント ? ?@kogashigeaki ? 4時間4時間前 

http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/8baab69307df93f772d383c2f95a6610
https://pbs.twimg.com/media/CdB4xgHUAAAE4eD.jpg
http://bit.ly/21iwHp3
https://www.youtube.com/watch?v=A9vnBJ7pLHE
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/610c5b25e1ee5e7a148b4edef94f9aad
https://twitter.com/hottaqu
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160229-00000140-spnannex-ent


【高浜】諦めない人々

関電「停止するが不服申し立て」　 
官房長官「再稼働を進める方針に変わりない」

http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC09H4J_Z00C16A3000000/?
n_cid=SPTMG002 …
規制委は原発を動かすための組織

原発推進の民主党が作って委員も任命

事故後初の再稼動（大飯）も細野環境相の時

民主と自民は同じ

Greenpeace Japan ?@gpjTweet ? 5時間5時間前 
高浜原発3・4号機 運転停止命じる仮処分決定!!放射能漏れ、緊急停止、こんな危ない原
発を、止めてくれてありがとう

！http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160309/k10010436991000.html …

3.26 NO NUKES DAY ?@nonukesday_jp ? 6時間6時間前 
藤本さん「浜岡原発を見に行った。巨大な防波堤が象徴的。原発の危険性を物語って

いる」「ガスと風力、太陽光の時代に向かっている。原発を正当化するのは難しい」

脱原発基本法 ?@DatsuGenpatsu4 ? 6時間6時間前 
【浜岡16】２００９年８月１１日駿河湾地震が発生した。浜岡原発では、５号機の地
震動が他号機に比べて顕著に大きかった。中部電力は、地下調査の追加が必要として

、耐震バックチェックは延々と続いて結論が出なくなった。

戸谷真理子 ?@irukatodouro ? 11時間11時間前 
11年5月22日時点での、東京都江戸川区の放射線量　異常な高さ。この汚染は、東京で
は無視されていた。東京都でも子どもの健康診査が必要では　5月中旬で０．４μSvな
どの線量のなかで、屋外活動をして暮らしていたのだから

　https://www.youtube.com/watch?v=OqCMVIi6wbU …

ライナ(野党は共闘)さんへの返信 
Ｄe-GaulledeRainbow ?@sipersonabuena ? 10時間10時間前 
菅直人首相を悪く言う人がいるけれど、彼は福一から完全撤退しようとした東電を説

得したし、日本壊滅を防いだ功績もある。

しかも、脱原発を宣言した、まともな側面もあります。

原子力ムラ、官僚、東電が、菅元首相１人だけに責任を押しつけて、誤魔化している

！

@senkyoniikouyo

neko-aiiがリツイート 
Tetsuya Kawamoto ?@xxcalmo ? 14時間14時間前 
甘利明「原発は全部止まる。企業はどんどん海外へ出て行く。もう日本は終わりだ。

落ちる所まで落ちれば良い。マスコミだって同じだ。お宅（テレビ東京）も潰れない

とわからないもんだ。もう私の知ったことではない」 http://biz-
journal.jp/2016/03/post_14149.html … このあたりが甘利の本性だろう。

津田大介? 認証済みアカウント ? ?@tsuda ? 20時間20時間前 
原発事故時、原子力安全委員会委員長だった班目春樹さんのページ。事故の経験がマ

ンガになっていて驚いたけどこれは色々な意味でヤバいな……。全く知らなかった。 /
班目春樹のページ

http://npx.me/1Aox/Biex #NewsPicks

AKIRA ?@AKIRA23150220 ? 3月7日 
南海トラフの震源上に存在する浜岡原発が、おそらく奴らの次のターゲットです。

こんな薄っぺらな防波壁など意味ありません。

全電源損失で、またメルトダウンでしょう。 

919を忘れないbot@緊急事態条項阻止 ?@remember919 ? 3月6日 
浜岡原発では1000億円を費やして防波壁を造ったから安全だなどというプロパガンダ
が行われているが、ぜひ見ていただきたい。なんだろう、この薄い壁は。このような

危機管理ではまた福島の悲劇が繰り返されるだろう。

emi kiyomizu ?@kiyomizu5 ? 3月5日 ? City Centre, Bremen 
１日だけ訪問の大臣が防護服、福一作業員に防護服を着させず

http://sekaitabi.com/bougofuku.html
https://pbs.twimg.com/media/CcxI4LmWoAAWf_D.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=kKGvGUKz2dg&index=4&list=PL9E7A4B9D32E07D7C
MAD王立宇宙軍オネアミスの翼「ロケット打ち上げシーン音楽：窪田晴男」 

Tomohiro Matsuoka ?@academylane ? 5分5分前 
こりゃいいわー。世界の原発マップ。稼働中、停止中、運転終了、建設中、色分けさ

れてる。数と集中度では突出してるはずの日本は、丸が重なりすぎちゃって視覚的に

は思ったほど目立たないけど。 http://www.carbonbrief.org/mapped-the-worlds-nuclear-
power-plants …

フジヤマガイチ ?@gaitifujiyama ? 53分53分前 
決定文を読んだが、凄いなこれ。事故の原因は未だ不明であるという前提のもと、関

http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC09H4J_Z00C16A3000000/?n_cid=SPTMG002
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160309/k10010436991000.html
https://www.youtube.com/watch?v=OqCMVIi6wbU
http://biz-journal.jp/2016/03/post_14149.html
http://npx.me/1Aox/Biex
http://sekaitabi.com/bougofuku.html
https://pbs.twimg.com/media/CcxI4LmWoAAWf_D.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kKGvGUKz2dg&index=4&list=PL9E7A4B9D32E07D7C
http://www.carbonbrief.org/mapped-the-worlds-nuclear-power-plants


電と規制委員会の無能さを徹底的に指摘していて強烈である／脱原発弁護団全国連

絡会 : 速報：大津地裁、高浜原発３?４号機差止仮処分認める！
http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/news/16-03-09/ …

https://www.youtube.com/watch?v=xyIU_qExIbc&index=5&list=PL9E7A4B9D32E07D7C
王立宇宙軍 13_13_1.flv 

https://www.youtube.com/watch?v=7driWPmN3bc&list=PL9E7A4B9D32E07D7C&index=6
王立宇宙軍 パイロットフィルム 

【求ム！「闘わない軍隊」＝「自衛隊」員の、集団 宇宙 転職…！】

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 

（…ほんとうのさいわいとは、なんだろう…？？）

 
 
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月9日22:12
　

…なんてこった！また消した…！！
（＞＜；）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月9日22:18
　

せーふ！（＾＾；）！

復元できた〜☆♪

おやすみ〜！

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月9日22:22
　

日本列島でいちばん【安全】なのが、紋別〜興部あたり…。

（＾＾）興部町の住民票を（３か月だけだけど）持ってた私は、

「先遣の命」がある…？？

http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/news/16-03-09/
https://www.youtube.com/watch?v=xyIU_qExIbc&index=5&list=PL9E7A4B9D32E07D7C
https://www.youtube.com/watch?v=7driWPmN3bc&list=PL9E7A4B9D32E07D7C&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=4bY7i8lMXIk
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月10日）　原始生物は腸が脳に進化しているのだから。

http://85358.diarynote.jp/201603100917407525/

『 県立 地球防衛 軍』　（追記あり。）
2016年3月10日 読書 コメント (1)
　

 
http://diarynote.jp/items/books-jp/409121181X/　⇒
 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=HHNEhT2Ckck&ebc=ANyPxKrJMXFCXolT333ZDv647wCsWo7mihXqGAlMv3k40EHbPRdUgYq4kRYM15wjXn4VE_QE6RAYW1Y2GpLvR5DVyJmEMcNmxA
星めぐりの歌

前線皇…もとい、（＾＾；）
前々項コメント欄の訂正☆

http://85358.diarynote.jp/201603092025301927/

なにしろトシヨリなもんですから、アタマの中で２作品がごっちゃになっていました…☆

『県立 地球 防衛 軍』
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%9C%B0%E7%90%83%E9%98%B2%E8%A1%9B%E8%BB%8D

「まさかの復刻版」が出てたんですね〜…知りませんでした…ｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Eq0uA8zVf6Q
県立地球防衛軍

…ちなみにアニメ版は見てませんが、
（＾＾；）、

私はカーミ・サンチン君がけっこう好きでした…ｗ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E7%A9%BA%E7%9F%A5%E9%98%B2%E8%A1%9B%E8%BB%8D
『 中空知 防衛 軍』（なかそらちぼうえいぐん）

https://www.youtube.com/watch?v=QZagkEJR7xs
陸自滝川駐屯地　

市民の声に応えて勇姿展示！

中空知防衛軍2013　士魂 

税金、…ｗ（＾＾；）ｗ…だ…ｗｗｗ

だいじょうぶだ、彼らなら…

イザとなったら、ニホン酷【性腐】の命令なんぞブッチギッテ、

「地元民を守ってくれる♪」と、期待しよう…ｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=yHLCQzRSUjc
真剣であればあるほど可愛い猫 

…まさかの「町立軍」学校、実在…！www
http://www.gaccom.jp/schools-39654.html

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

http://85358.diarynote.jp/201603100917407525/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=225
http://85358.diarynote.jp/201603100917407525/
http://diarynote.jp/items/books-jp/409121181X/
https://www.youtube.com/watch?v=HHNEhT2Ckck&ebc=ANyPxKrJMXFCXolT333ZDv647wCsWo7mihXqGAlMv3k40EHbPRdUgYq4kRYM15wjXn4VE_QE6RAYW1Y2GpLvR5DVyJmEMcNmxA
http://85358.diarynote.jp/201603092025301927/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E5%9C%B0%E7%90%83%E9%98%B2%E8%A1%9B%E8%BB%8D
https://www.youtube.com/watch?v=Eq0uA8zVf6Q
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E7%A9%BA%E7%9F%A5%E9%98%B2%E8%A1%9B%E8%BB%8D
https://www.youtube.com/watch?v=QZagkEJR7xs
https://www.youtube.com/watch?v=yHLCQzRSUjc
http://www.gaccom.jp/schools-39654.html


（なんか「町おこし」とかの目玉にしたら…？）

https://www.youtube.com/watch?v=8iYW6J1EAvY
銀河鉄道の夜　one night　歌詞付き　Fantasy Railroad in the Stars 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月10日11:29

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 

小保方STAP細胞を最初に聞いたとき、これこそ千島学説じゃないか！
と私は叫んだ

千島学説は腸上皮細胞がすべての細胞に転化するというもの

http://www.chishima-gakusetu.com/about_chishima.html …
発生学的には、その通り

原始生物は腸が脳に進化しているのだから

https://www.youtube.com/watch?v=8iYW6J1EAvY
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月10日）　３月の第２三連休の中日。予定は銭湯出撃。

http://85358.diarynote.jp/201603100958304949/

【緊急】チリの電離層の電子乱と電子数が高密度になっています

／「お湯がたりなーい！」／３月１０日…犠牲者数は世界史上
最大。

2016年3月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2 時間2 時間前 
名無し：03/10 09:01
【緊急】チリの電離層の電子乱と電子数が高密度になっています。…
F2層臨界周波数マップ、日本時間6時。1時ころから、長時間F2層臨界周波数が異常
です。

http://i.imgur.com/Y6UGoKy.png?1 
https://pbs.twimg.com/media/CdJV0_uUIAAfPtR.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=foUTKhEhp2A&ebc=ANyPxKpoNjwXTGk1geUYAD0iwk-
3DxQdk20tUl3ark2oWsn_nerYRRt8zUeTwqjho-I4QJweI9cEpNHspPQa4ns0gwc-11ysEQ
銀河鉄道の夜　エンディングテーマ　(春と修羅　朗読入り) 

あらためまして、おはようございます。

朝っぱらから、夜の曲ですいません…☆

脱線（前項）してたら、

０９：３３になっちゃいました。

（＾＾；）

３月の第２三連休の中日。予定は銭湯出撃。

https://www.youtube.com/watch?
v=dkHFDS9SU7g&ebc=ANyPxKqqBW465FZLiXXOpL0T5mmTCE6tfu7z4R21Sv9BOEm2yV5egad4bjvido76i1kzO3CdB1PbnbbHEtvkr7USSuVmKQ2qFQ
お湯がたりなーい 

天気予報は…
昨夜は降雪確率１０％だったのに…
今朝みたら…、５０％…？！
…（〜〜＃）…★

まぁとにかく、情報チェックだけしたら、出遊しますよ〜…☆

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

http://85358.diarynote.jp/201603100958304949/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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https://www.youtube.com/watch?v=dkHFDS9SU7g&ebc=ANyPxKqqBW465FZLiXXOpL0T5mmTCE6tfu7z4R21Sv9BOEm2yV5egad4bjvido76i1kzO3CdB1PbnbbHEtvkr7USSuVmKQ2qFQ
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


01:00 0.035 0.034 0.034 6 
02:00 0.034 0.033 0.034 6 
03:00 0.034 0.033 0.034 6 
04:00 0.034 0.034 0.034 6 
05:00 0.034 0.034 0.034 6 
06:00 0.034 0.033 0.034 6 
07:00 0.035 0.034 0.034 6 
08:00 0.034 0.034 0.034 6 
09:00 0.034 0.034 0.034 6 
10:00

https://www.youtube.com/watch?
v=2cuAHXEr7Xs&ebc=ANyPxKrhKwik4q5jFRdMGAiwF9rvLzUkibZuDphtsHQ8tjdisquQ3oiMMI5G56OQ63DJ5Od1-
HffybAdPIJAWhoqXbLQ5D3a0A
ユニコーン　『Feel So Moon』

地震マップ @eq_map · 6 時間6 時間前 
【M3.7】十勝地方南東沖 深さ51.0km 2016/03/10 03:29:33
(G)http://j.mp/1Uf9BiY (アニメ)http://j.mp/1P052SU

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M5.4】SOUTH GEORGIA ISLAND REGION 11.6km 2016/03/10 00:50:24
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1R73jwt (USGS)http://j.mp/1R73jwv

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M5.1】SOUTH OF THE MARIANA ISLANDS 10.0km 2016/03/09 21:04:00
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/222hZow (USGS)http://j.mp/1RR7DDl

宇宙天気ニュース @swnews · 12 時間12 時間前 
[速報] C3.3 の小規模フレアが発生しました。X線強度は、3月9日21:50 JST (9日12:50
UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

https://www.youtube.com/watch?v=tKbQKdwuanE
宇宙兄弟 ユリーカ　ダンス練習用 

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【停電情報 2016年3月10日 4:12】
東京電力停電情報によりますと、東京都 江戸川区の約600軒で停電が発生しているとい
うことです。

http://nerv.link/0SBYw4

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【停電情報 2016年3月10日 0:28】
東京都、神奈川県で停電が発生しています。

停電軒数：約1,000軒
http://nerv.link/9a6YkK

https://www.youtube.com/watch?v=piARP6C1KgI
フラワーカンパニーズ　『夜空の太陽』

https://www.youtube.com/watch?v=2cuAHXEr7Xs&ebc=ANyPxKrhKwik4q5jFRdMGAiwF9rvLzUkibZuDphtsHQ8tjdisquQ3oiMMI5G56OQ63DJ5Od1-HffybAdPIJAWhoqXbLQ5D3a0A
http://j.mp/1Uf9BiY
http://j.mp/1P052SU
http://j.mp/1R73jwt
http://j.mp/1R73jwv
http://j.mp/222hZow
http://j.mp/1RR7DDl
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://www.youtube.com/watch?v=tKbQKdwuanE
http://nerv.link/0SBYw4
http://nerv.link/9a6YkK
https://www.youtube.com/watch?v=piARP6C1KgI


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 
#クライシスカレンダー 03/10【1945年 東京大空襲】死者約10万人 被災家屋約27万棟
米軍B29爆撃機325機が深夜、墨田区・江東区・台東区の下町上空に侵入し日付が変わ
った直後から大量の焼夷弾を投下、一帯は焦土と化す。単独の空襲による犠牲者数は

世界史上最大とも。

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 
#クライシスカレンダー 03/10【1959年 チベット蜂起】1951年の中国政府によるチベ
ット制圧以降の改革政策に対する反発が続いていた中、ダライ・ラマ14世の身辺危険
の情報から、ラサでの30万人規模デモが武力衝突に発展、死者8万人とも。ダライ・ラ
マ14世はインドへ政治亡命。

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 
#クライシスカレンダー 03/10【2010年 鶴岡八幡宮大銀杏倒壊】04:40頃発生 樹齢1000
年とも云われ、1219年2月13日(旧暦建保7年1月27日)の源実朝暗殺の折の「公暁の隠れ
銀杏」としても知られる、鎌倉・鶴岡八幡宮のシンボルが折からの強風に倒壊。

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【北朝鮮 日本海に向けミサイル２発を発射か】（続き）
ミサイルはおよそ500キロ、飛んだという情報もあるということで、韓国軍が確認を急
ぐとともに北朝鮮軍への警戒を強めています。

（2016年3月10日 6:51 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北朝鮮 日本海に向けミサイル２発を発射か】
韓国の通信社、連合ニュースによりますと、北朝鮮が10日午前、日本海に向けてミサ
イルを2発、発射したということです。
http://nerv.link/xvO7ek

https://www.youtube.com/watch?v=1PdOBAkm_ts
非戦　〜心の叫び〜　村吉茜＆新垣良実 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月10日10:54

cmk2wlがリツイート 
正造 @etosha0824 · 3月3日 
@kaminarinari
　

えっ、、ベンザ効くのですか？　先週末からあんまりきついので、土日は市内の赤湯で湯治。今

日は水式稼働でやっと人心地。希ガス来てるのかな。

http://nerv.link/xvO7ek
https://www.youtube.com/watch?v=1PdOBAkm_ts
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月10日）　札幌０.０５５μ。(-_-#) ／思えば原発事故のあの日から、不安に置かれ
たママ達の直接行動が始まった。

http://85358.diarynote.jp/201603101200148693/

「核爆発だった」／「３月１１日夜、県から空間線量が異常値と

情報が入りました」／巨大津波は「想定外」だったのか？／何と

かせよと迫るママ達／国家による国民に対するハラスメントの

構造。

2016年3月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=fFj_jdBgJWo
TM NETWORK / KISS YOU 

cmk2wlがリツイート 
bun_2011 @bun_2011 · 51分51分前 
いつまで隠し続ける？日本政府。RT “@cmk2wl: 3号機、即発臨界核爆発の画像。まだ
知らない人がいる。ある重さの燃料棒の破片が、数マイル離れたところで見つかった

ことから、発射速度を計算して「核爆発だった」とガンダーセン。 ”
https://pbs.twimg.com/media/A3o21tDCIAA14ul.jpg

cmk2wlがリツイート 
kazukazu721 @kazukazu721 · 56分56分前 
どう考えても燃料プールぶっ飛んで、プルトニウムが大量に飛散した。

https://twitter.com/cmk2wl/status/250573025521573888

junko @junko_in_sappro · 2時間2時間前 
今の日本は・・・病気やガン・白血病にならないほうがおかしい

http://ameblo.jp/64152966/entry-12137358396.html …
https://pbs.twimg.com/media/CdJaboqUEAAfIxs.jpg
この肉の写真は何の編集もされていません

本物の肉の写真です

多くの家畜の体内には腫瘍ができています 

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
関東、東海に東電福島原発からの風がきています。

しばらく続きそうです。 

ホワイトフード @whitefood1 · 3 時間3 時間前 
3月10日7時32分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、182箇所以上存
在します。詳しくはこちらでご確認ください。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://pbs.twimg.com/media/CdI9exIVAAAvr3u.jpg

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
週刊「女性自身」

福島県内の小中学校周辺、約６０か所の土壌をランダムに採取。土壌に含まれる放射

性セシウム １３７を調査した。結果は、約８割の場所で放射線管理区域の４万Bq平米
をはるかに超える高い値

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/bq-b1c1.html#more …

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
福島第一原発事故による日本の成人の健康障害は1500万人に達する可能性
http://inventsolitude.sblo.jp/article/60178436.html …
反原発キノコの会主宰、河田昌東氏は、なぜ事実上エートスを容認し、子ども達を汚

染地から逃がそうとしないのか？

結局、低線量被曝に閾値を設けて容認するという姿勢だ

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
セシウム１３７はフクイチ事故から5年で８９％残存している

http://85358.diarynote.jp/201603101200148693/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603101200148693/
https://www.youtube.com/watch?v=fFj_jdBgJWo
https://pbs.twimg.com/media/A3o21tDCIAA14ul.jpg
https://twitter.com/cmk2wl/status/250573025521573888
http://ameblo.jp/64152966/entry-12137358396.html
https://pbs.twimg.com/media/CdJaboqUEAAfIxs.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CdI9exIVAAAvr3u.jpg
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/bq-b1c1.html#more
http://inventsolitude.sblo.jp/article/60178436.html


検出されなかったのではない、意図的に検出を避けたのだ

カリウム代替として有機質に蓄積されるので、菌類蘚苔類には膨大な量が含まれる

福島県の検査にセシウム蓄積食品は意図的に外されている

キノコ類、茶、ワカメなど

zumi @ozyszm · 6時間6時間前 
３月１１日夜には空間線量が異常な値に：逝きし世の面影

http://blog.goo.ne.jp/syokunin-2008/e/98193ad46a4ac238a1233ace5812ae68 …「赤旗
の取材に福島中央テレビの丸淳也報道部長は「３月１１日夜、県から空間線量が異常

な値になっているとの情報が入りました』と証言している」…つまりその時既にメル
トダウン済だった、と。

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
2016年03月09日　軽井沢(カルイザワ)
とうとう 32時間連続で湿度100パーセント。
https://pbs.twimg.com/media/CdHhn8oUYAIQCme.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
福島県にはずっと濃霧注意報が出たままです。

https://pbs.twimg.com/media/CdHgzwGUYAEGT8I.jpg

核心を突くツイ&RT心がけます @kenshimada · 13 時間13 時間前 
2011年3月15日午前7時、米軍が今も非公表する事態が発生。 横須賀基地の放射線量の
増加を告げる警報が鳴ったため、ただちに基地内の女性・子供を非難させた。その1時
間前にフクイチ4号機は爆発を起こしていた。【朝日1/3朝刊】

Mペッコ @pecko178 · 15時間15時間前 
福一原発、コレは濃霧かそれとも…
2分過ぎた頃から激しくなります。
http://youtu.be/QQM0sNIJZxI
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBgwaHR0cHM6Ly9pLnl0aW1nLmNvbS92aS9RUU0wc05JSlp4SS9ocWRlZmF1bHQuanBnFMAHFNAFABYAEgA&s=tQcz_q9NHR05qHz50qurqUb9Q6DYrmLpT-
ZVm2kcGxA11.html …

dadajiji39 @dadajiji · 3月7日 
もう５年か，福島の６基の原発がメルトダウンし，数千トンの核燃料が周辺に飛散し

，地下には巨大デブリが出来た。以来，フクイチでは「露天臨界」が継続し，致死性

の放射性物質の超微粒子を含んだ放射能雲が日本列島の全域を襲い続けた！このこと

は世界中が知っている事実・現実・真相ですが、

neko-aiiがリツイート 
もうれつ先生 @discusao · 3月6日 
被曝したニホンザル骨髄（左）。正常な右に比べ脂肪ばかりになってる。

#NHKスペシャル 
https://pbs.twimg.com/media/Cc3bP-fUcAA4JKY.jpg

neko-aiiがリツイート 
もうれつ先生 @discusao · 3月6日 
唯一霊長類で被爆しているニホンザルのもも肉被曝量。けっこう凄い。

#NHKスペシャル 

neko-aiiがリツイート 
もうれつ先生 @discusao · 3月6日 
可視化されたホットスポット（赤いところ）100マイクロ・シーベルト
#NHKスペシャル 
https://pbs.twimg.com/media/Cc3R8h0UsAArnZ1.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=J_9zt61bisI&ebc=ANyPxKqUJES1DE1wJdkofVA2uLMDHCdQE2kSMc_kOVawO19dXK7rFztw-
nzBpzK1joLfGlrrKaFM6739m0x4V3Gm04IL72XrjA
We Love The Earth (ooh,ah,ah,mix) / TMN 

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 

http://blog.goo.ne.jp/syokunin-2008/e/98193ad46a4ac238a1233ace5812ae68
https://pbs.twimg.com/media/CdHhn8oUYAIQCme.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CdHgzwGUYAEGT8I.jpg
http://youtu.be/QQM0sNIJZxI
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBgwaHR0cHM6Ly9pLnl0aW1nLmNvbS92aS9RUU0wc05JSlp4SS9ocWRlZmF1bHQuanBnFMAHFNAFABYAEgA&s=tQcz_q9NHR05qHz50qurqUb9Q6DYrmLpT-ZVm2kcGxA11.html
https://pbs.twimg.com/media/Cc3bP-fUcAA4JKY.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cc3R8h0UsAArnZ1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=J_9zt61bisI&ebc=ANyPxKqUJES1DE1wJdkofVA2uLMDHCdQE2kSMc_kOVawO19dXK7rFztw-nzBpzK1joLfGlrrKaFM6739m0x4V3Gm04IL72XrjA


実は2012年、夏場、友人と九州に行き、北九州市まで来ると、突然、持参のGM計の警
報が鳴り、0.25μ/Sv/h を示して、本当に驚いた
このとき、まさに北九州市が福島や宮城の放射能汚染瓦礫を一般焼却場で燃していた

最中だった

http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11363256355.html …

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
2月27日に高浜原発現地に行って空間線量スペクトルなどの調査を行ったが、結果は異
常なしだったが、直後にテレ朝が取材している最中に警報が響き渡り原子炉は原因不

明で緊急停止した

これは40年超稼働による老朽化と再稼働に伴う熱衝撃に耐えられなかったことを意
味し、二度と復活は不可能だろう

neko-aiiがリツイート 
ゆうきおこい @someokoi · 14時間14時間前 
北九州の瓦礫焼却直後、目の異常、皮膚の異常を訴える人が自分の周りに増加した。

自分も生まれてはじめて目イボができたし、指に2か所もイボが発生した。そのイボの
処置に皮膚科に行くと、2時間待ちの大盛況だった。

https://www.youtube.com/watch?v=-
mEAtp8E6TU&ebc=ANyPxKqnMGyUuW9TBbEsSmFgA287jHJH1iF-
phoN7CgPLVGiHFwEgXTMatV188e4qJxifWaryFZ6o5flxfiJlUFFbsiBCbXa7A
風に吹かれて 

u-ko @u_ko1974 · 1 時間1 時間前 
高浜差し止め【泊と大間に「追い風」】

2016/3/10北海道新聞
“函館市総務部長:仮に訴訟が長引けば市としても仮処分の申し立てを検討することにな
る

泊原発「廃炉をめざす会」共同代表常田さん:想定地震の問題などは全国の原発に共通” 
https://pbs.twimg.com/media/CdJVrlHUUAANuUC.jpg

tsuto @karrento · 1時間1時間前 
日本は最も原発に適さない国です。世界で発生する震度6以上の地震の半分は日本です
。海に囲まれ、津波のリスクもある。国土が狭いから何かあっても逃げられない。静

岡県の浜岡原発でチェルノと同じことが起こったら、東京がすっぽり汚染地域に入っ

てしまう。そのくらい狭い国土なんです。西尾正道氏

戸谷真理子 @irukatodouro · 2時間2時間前 
原発事故は絶対に起きない

原発事故は起きてもメルトダウンじゃないだす

放射能は安全で風評だ　

避難する人間は心の問題を抱え

甲状腺がんは出ない

甲状腺がんは増えない

甲状腺がんはスクリーニングの結果だ（手術例の転移浸潤9割は無視
甲状腺がんは予後よく、大したことないがん　←Now

junko @junko_in_sappro · 3時間3時間前 
東電福島原発の「メルトダウン」過小評価問題　東電社長が国会で陳謝

林幹雄・経産相は原因究明について「東電に調べさせる」

ここでも“東電任せ”に終始
http://rief-jp.org/ct13/59201 
メルトスルーと言って欲しい 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：03/09 22:06
安冨歩さん「放射能をばらまいた国や東電がそんなことなどなかったかのように振る

舞うのはそれ自体が暴力で国家による国民に対するハラスメントです。ハラスメント

の構造に取り込まれると 暴力を受けている側は、その事実と向き合うことができなく
なる

あべともこ（衆議院議員・小児科医）� 認証済みアカウント � @abe_tomoko · 4時間

http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11363256355.html
https://www.youtube.com/watch?v=-mEAtp8E6TU&ebc=ANyPxKqnMGyUuW9TBbEsSmFgA287jHJH1iF-phoN7CgPLVGiHFwEgXTMatV188e4qJxifWaryFZ6o5flxfiJlUFFbsiBCbXa7A
https://pbs.twimg.com/media/CdJVrlHUUAANuUC.jpg
http://rief-jp.org/ct13/59201


4時間前 
｢保育園落ちた、日本死ね｣で国会が揺れている。安倍総理の答弁がママ達の怒りに火

をつけたのだ。思えば原発事故のあの日から、不安に置かれたママ達の直接行動が

始まった。ネットで連絡とりながら放射能、保育園、安保法制、そしてまた保育園、

とにかく何とかせよと迫るママ達に、政権とてタジタジ。

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
日刊ゲンダイ　転載　値下げ競争の裏に原発再稼働 電力自由化
http://www.twitlonger.com/show/n_1soe1g2?new_post=true …

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
楢葉町の男性は５ヶ月連続で転入超、未来は原子力ムラ

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1738.html …

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
関電高浜原発の運転差し止め

http://www.minyu-net.com/newspack/KD2016030901001361.php …
高浜は原子炉を止めるしかない

通常核燃料なら、たいしたことにはなっていなかった

使われたのはMOX
ウラン核燃の数百倍も危険な代物

圧力容器に熱衝撃が加わるため、劣化が劇的に進み、二度と稼働できなくなる

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
高浜原発「今日、運転差し止め」

良かった。2日前にも高浜原発付近で、2回も地震が起ってるし、30年以上も前の老朽
化した原発だし、こないだからトラブル続きだし。もしもフクイチのように爆発し

たら、琵琶湖も京都も全滅するしで、当然の判決 
https://pbs.twimg.com/media/CdG1OxwUMAACZHD.jpg

伊丹和弘＠属性はプロフ参照� 認証済みアカウント � @itami_k · 12 時間12 時間前 
福島第一原発を襲った津波は天災だ。想定外の大津波と言うが、想定外には「想定で

きなかった」と「想定しなかった」がある。福一はこの記事などを読むと、後者つま

り人災の側面もあったと考えざるを得ない。

→　巨大津波は「想定外」だったのか？

http://webronza.asahi.com/business/articles/20151016000

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
"gayatri_records 2016年2月14日
都内役所に勤めてる知人から聞いた話。

マイナンバ—管理してるコンピュータ、

しょっ中システムダウンを繰り返し

仕事にならないW’との事。
システムには素人ばかりの役人。

更なる問題が浮上するのは

時間の問題かも"

[G]ゆうや @yuuya_chil · 13時間13時間前 
原発って経済効果すごいんだよなー

北海道の泊原発の近く通ったけど無駄に道路は広いし整備されまくってるしww

neko-aiiがリツイート 
hiroshi @t464 · 13時間13時間前 
「原発はコスト高い」　事故費用１３兆円、大島教授が札幌で講演、北海道新聞 - 阿智
胡地亭の非日乗Ⅲ http://blog.livedoor.jp/mikagetarou/archives/1834110.html …
設備に金をかけて高ければ高いほど料金に反映できて儲かる制度だったのだから、挙

って儲けに走ったがこれからはどうなるか。

neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
我々の復興税6523億円を東電支援に"流用"
税金で東電の莫大な借金を肩代わりし、

原発を再稼働させ、

焼け太らせて

http://www.twitlonger.com/show/n_1soe1g2?new_post=true
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1738.html
http://www.minyu-net.com/newspack/KD2016030901001361.php
https://pbs.twimg.com/media/CdG1OxwUMAACZHD.jpg
http://webronza.asahi.com/business/articles/20151016000
http://blog.livedoor.jp/mikagetarou/archives/1834110.html


資金回収を狙うという

驚くべき救済計画が

ひそかに動きだしていた。

（週刊朝日 2014年02月28日）
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9730cf43addc039479888ee0f1fd4898 …

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 15時間15時間前 
電力会社は廃炉など先のまた先と高を括っていたが、福島原発事故で廃炉が眼前の現

実になった。途方もない費用を自社で賄わなければならない、が現実的に無理だ。じ

ゃあ、どうする。ああ、福島のように大規模核事故起こせば、国の費用で廃炉できる

。じゃあ、無駄な事せず、原発運転続けて事故起こそう。

neko-aiiがリツイート 
大島堅一 @kenichioshima · 19時間19時間前 
高浜停止しても、維持するとなればそのためのコストがかかる。廃炉決定すれば、追

加的安全対策投資も維持費用はかからなくてすむ。関電はここが引き際。

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 3月9日 
この一事だけをもってしても、犬ＨＫ以下、マスゴミ連中が極刑に値することは明

瞭だ。３１１時、軽はずみに犬ＨＫを擁護していた反原発・反放射能の人達は、反省

しなさい！ 
https://pbs.twimg.com/media/CdEU2GlUsAAe6cN.jpg

junkoがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 3月8日 
東京オリンピック。自民党が68,000席の椅子を木製にせよといいだした。「日本ら
しさ」というのだが、もちろん屁理屈で、利権絡みなのだろう。これで建設費がさら

に数十億円増えることになる。 http://bit.ly/21ik6Cj

https://www.youtube.com/watch?
v=7EMRLJSjsMQ&ebc=ANyPxKpqo8wEE5RKeDN93CZgQnBd4HY5DWNizRpzlhFd05fFUdBiipn9emexA-
YPyjiEj1lO5LTLEr9UeRpdRbkLNnjdg6ahNw
【あの娘が嫌い】AKIHISA KONDO/近藤晃央 

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
【重要】サッシのレール。水を流しながらよく掃除した方がいいです。

窓に付着して、レールへと流れた結露水には多種多様な化学物質（含 放射性物質）が
。

水蒸気とともに付着したものは小さく、外の強風によって室内側に再飛散する可能性

が高い。 

cmk2wlがリツイート 
ひろっち @hirokichi2680 · 3月8日 
水式空気清浄機っていうと、なんかすごい電化製品みたいだけど…
今は、洗面器に水を張り、そこに扇風機の風を当ててるだけです

cmk2wlがリツイート 
尾崎清之輔＠新時代の幕開けに向けて @LiberalArtsBA · 3月8日 
今年は3月に入って早くも除湿機フル回転という前代未聞の事態が続いております。
また、cmk2wlさんにお教え頂いた水式空気清浄機を動かしていれば、家の中は快適に
過ごせます。

https://www.youtube.com/watch?v=xrPDiExxQEc
【Dive Into Your Body】extended 12’ version mix -TMN- 

 
    
 

コメント

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9730cf43addc039479888ee0f1fd4898
https://pbs.twimg.com/media/CdEU2GlUsAAe6cN.jpg
http://bit.ly/21ik6Cj
https://www.youtube.com/watch?v=7EMRLJSjsMQ&ebc=ANyPxKpqo8wEE5RKeDN93CZgQnBd4HY5DWNizRpzlhFd05fFUdBiipn9emexA-YPyjiEj1lO5LTLEr9UeRpdRbkLNnjdg6ahNw
https://www.youtube.com/watch?v=xrPDiExxQEc


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月10日17:42
　

札幌０.０５５μ。(-_-#)
 

http://85358.diarynote.jp/
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（３月10日）　体調は良好です。アルパカ成分がそろそろ欠乏してきたことだけが、
精神衛生上の問題点ですよ〜…★

http://85358.diarynote.jp/201603101920219050/

（写真と本文は関係ありません）(^_^;)
2016年3月10日 りすらん♪ ガイド☆
　

先ほど無事帰投。19:22。
らーめん家康は、

チャーハンも旨かった…(^-^)g

しかし量が多すぎました。

(^。^;)
おなかぱんぱん☆(‾◇‾;)☆

寝ますぅ…ヽ（・＿・；）ノ
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201603102334313092/
2016年3月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

こりずにこんばんわ。２２：２３。

http://85358.diarynote.jp/201603101920219050/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160310/85358_201603101920219050_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160310/85358_201603102334313092_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160310/85358_201603102334313092_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160310/85358_201603102334313092_3.jpg


…惜しい、１分遅かったか…☆
（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=KZOzo4sVbdE
WANDS　世界が終るまでは… Music Video 

余談ですが、この曲を歌ってた人と、（そうとはよく知らずに）

一緒のコタツで酒呑んだことがあります…ｗ
（事情により状況の詳細はお話できません…ｗｗｗ）

熱烈ファンの人には羨ましい話だろ〜ｗｗｗ

（いわゆる「イケメン」なのでしょーけど、私の好みの顔でも性格でもなかったので、ワタクシ

的には業界エピソードと愚痴聞いてあげてむせ禁にげらげら笑ってただけでした…☆）

…てのはどうでもいい話で…

札幌は…気温を見るのも忘れるほどの暖かさ…

お風呂に浸かっているジモティなおばさんたちが、

「窓、全開にして、掃除しちゃった〜♪」とか、

嬉しそうに報告しあってるよーな季節に突入しました…

今日は帰りの重たい買い物をはしょった（すでにもう「買い込み過ぎた越冬食材を使い切ら

なきゃ！」のシーズンに突入☆）おかげで体力にやや余裕が残り、帰宅したとたんに寝床に飛び

込んで、なんとか２２時の目覚まし時計で再起できました…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=jgbFUQOg2WQ&ebc=ANyPxKosq-
qrcJii2fCegYEmGCDBsy2BN6dojbUjOuuffO_9LWpENVjP-
dq728rHJzRYRKyBqEWJeXEvv2gUaX3rPkmRqV-NJA
BAAD 君が好きだと叫びたい (Kimi Ga Suki Da To Sakebitai) MV 

目標：情報チェックと歯磨きだけして、０時までにもう一度、寝る…☆

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

https://www.youtube.com/watch?v=KZOzo4sVbdE
https://www.youtube.com/watch?v=jgbFUQOg2WQ&ebc=ANyPxKosq-qrcJii2fCegYEmGCDBsy2BN6dojbUjOuuffO_9LWpENVjP-dq728rHJzRYRKyBqEWJeXEvv2gUaX3rPkmRqV-NJA
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


12:00 0.035 0.033 0.034 6 
13:00 0.034 0.034 0.034 6 
14:00 0.036 0.034 0.035 6 
15:00 0.039 0.037 0.037 6 
16:00 0.043 0.039 0.041 6 

17:00 0.055 0.048 0.053 6 
18:00 0.052 0.041 0.047 6 

19:00 0.039 0.036 0.037 6 
20:00 0.035 0.033 0.034 6 
21:00 0.034 0.033 0.034 6 
22:00

…（－－＃）…★

https://www.youtube.com/watch?v=dIJlfrJ2YYs
アルパカが好きすぎて夜も眠れないうた。

はい。体調は良好です。アルパカ成分がそろそろ欠乏してきたことだけが、精神衛生上の問題点

ですよ〜…★

地震マップ @eq_map · 5 時間5 時間前 
【M2.6】浦河南方沖 深さ61.0km 2016/03/10 18:00:57 http://j.mp/221Rlj2

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � Camarones, Chile 
【M5.0】TARAPACA, CHILE 95.4km 2016/03/10 17:34:12JST, 2016/03/10
08:34:12UTC
(G)http://j.mp/1RSr8vg (USGS)http://j.mp/1R8QKHe

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ43.8km 2016/03/10 16:50:13 http://j.mp/1UgVvNT

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M5.2】DRAKE PASSAGE 10.0km 2016/03/10 12:24:06JST, 2016/03/10

https://www.youtube.com/watch?v=dIJlfrJ2YYs
http://j.mp/221Rlj2
http://j.mp/1RSr8vg
http://j.mp/1R8QKHe
http://j.mp/1UgVvNT


03:24:06UTC
(G)http://j.mp/1ny2s04 (USGS)http://j.mp/1ny2s06

宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
[記事] 太陽の東端でC3の小規模フレアが発生しています。太陽は低速になってい
ます。 http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M5.2】VANUATU 217.5km 2016/03/10 11:16:24JST, 2016/03/10 02:16:24UTC
(G)http://j.mp/1YztSjI (USGS)http://j.mp/1YztQZj

地震マップがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 5時間5時間前 
2016年3月9日の地震活動(気象庁発表)

十勝地方北部 26回

和歌山県南部 17回
和歌山県北部 15回
静岡県中部 14回
福島県沖 11回
薩摩半島西方沖 10回
長野県南部 10回
以下省略

計287回
http://j.mp/1oo8wnC

https://www.youtube.com/watch?v=_MKmf2aAdMs
コアラモード． 『さくらぼっち』Music Video 

 

http://j.mp/1ny2s04
http://j.mp/1ny2s06
http://swnews.jp/
http://j.mp/1YztSjI
http://j.mp/1YztQZj
http://j.mp/1oo8wnC
https://www.youtube.com/watch?v=_MKmf2aAdMs


（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１６年３月）

（中旬）
 
 



（３月11日）　…しわしわ角スノーカック…（＠＠；）…

http://85358.diarynote.jp/201603110026421346/

浜岡原発オカシイ／ＭＯＸ勝手に核爆発／米原発火災／「このや

ろう死にやがって」／放射能で脳がダメージ／日本政府の20ミリ
は殺人線量だ／報道されない。

2016年3月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
アメダスのリアルタイムの風向きでみると、東電福島原発からの風は、関東、東海、

甲信越に吹いています。

あおによし @haiku0tanka · 15時間15時間前 
静岡の浜岡原発。なんかオカシイ。 
https://pbs.twimg.com/media/CdJJbr_UEAAhh9j.jpg

アマちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
米原発、数度の爆発の後、火災（Sputnik）
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/206.html …

https://www.youtube.com/watch?
v=ueIxFXQdBeA&ebc=ANyPxKpYL0RRezqzk4ITtQK8fIxhABOAe23bARAsG3xCMrCyPEP6rW0cmgbIA_vsGwKdLOH0PGyf89hc7B3OSvcC778UAOXW_g
Ghost in the Shell Nightstalker 10 minutes 

neko-aii @neko_aii · 2 時間2 時間前 
"ompfarm 
フクイチ、３月１１日の

メルトダウンで起こったこと。

１７０ｋｍ離れたつくば気象研究所で

沸点４８７７℃のテクネチウム検出

沸点

ヨウ素１８４℃

セシウム６７８℃

ストロンチウム１３８４℃

プルトニウム３２３２℃

ほとんどの放射性核種は

気化していた

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
友達は記憶を失っていく。

放射能で脳がダメージを受けてしまったようだ。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/92044e1a5b94226580448f9d4f2c09d3 …
体の中に入った放射能の量が多いほど、脳の破壊が進み

やがて脳の機能が失われていく

脳のもっとも外側が破壊されると

知的な作業ができなくなったり、記憶力が低下

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"1876to1945
『2012年8月22日に倒れた原発作業員』
話を伺ってる元作業員の隣で起きた事故

幕が張られ山下俊一氏が

検分にやってきて搬送された

http://85358.diarynote.jp/201603110026421346/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://pbs.twimg.com/media/CdJJbr_UEAAhh9j.jpg
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/206.html
https://www.youtube.com/watch?v=ueIxFXQdBeA&ebc=ANyPxKpYL0RRezqzk4ITtQK8fIxhABOAe23bARAsG3xCMrCyPEP6rW0cmgbIA_vsGwKdLOH0PGyf89hc7B3OSvcC778UAOXW_g
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/92044e1a5b94226580448f9d4f2c09d3


「このやろう死にやがって」

この作業員の親方はそんな言葉を吐いていた" 

鉄之助 @oh______help · 3時間3時間前 
「浜岡原発の仕事あるんだけどどう？」って聞かれて「無理っす」って即答しといた

。

ミキティーーー@ﾋﾗﾒのお姫様♡ @Kittiymikittiy · 3 時間3 時間前 
私が明日行く南相馬市です

当時の写真がupされてるので
見ていただけると

今の復興状況や現状もわかると思います。

http://shi.na.coocan.jp/tohokukantodaijisin-4.html …
※私がupしてるのは線量計です
新鮮でした… 
https://pbs.twimg.com/media/CdLytOZVAAAwt58.jpg

AKIRA 2024がリツイート 
山本紀克 @nori_yan9999 · 4時間4時間前 
福島第一原発の真実。英国カメラマンによる日本では報道されない写真。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308507&g=131207 … 
https://pbs.twimg.com/media/CdLpnj5UkAE2E3B.jpg

…乗ってた人たちは、どうなったの？
…道路が渋滞で、逃げられないまま…

「今も、車の中に」そのまま、座っているのかな…？？

https://www.youtube.com/watch?
v=1i0643HZjkY&ebc=ANyPxKoY0rHM1bhIb6fqe32LUX2b7UfTkunR_zQsTaotZtyunFN4OZkE5xQbefCAq6zy37T3rRfSDTvFC66FgPEN4pBKJCkbAQ
Kenji Kawai - The Sky Crawlers FULL 

AKIRA 2024がリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 6時間6時間前 
nyoro_tomo3:初台と中野あたりで路上で寝てる人いた。お願いだから車道に出ないで
。東京やばい

#就寝線
#眠り病
#終末線
時は世紀末！

街中で人が倒れてる

老いも若きもピンピンコロリ！

ただの流行りだし、ただの現実じゃん！ 
https://pbs.twimg.com/media/CdLPCUZUUAACCD7.jpg

安保 多稼士 @AmboTakashi · 6時間6時間前 
2011年6月26日のフクイチ動画が、暴力的で凄惨。Fukushima: réacteur en surchauffe
? 26 Juin 2011 http://www.dailymotion.com/video/xjkdnb_fukushima-reacteur-en-
surchauffe-26-juin-2011_news …

junkoがリツイート 
bluebird @Beautysandv · 6時間6時間前 
まだ5年。これからもずっと気をつけていかなくてはいけない。
それでも緩みが出てくる自分に喝を入れて食材探しを続けていかないとね、家族のた

めにも。

アマちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 

http://shi.na.coocan.jp/tohokukantodaijisin-4.html
https://pbs.twimg.com/media/CdLytOZVAAAwt58.jpg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308507&g=131207
https://pbs.twimg.com/media/CdLpnj5UkAE2E3B.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1i0643HZjkY&ebc=ANyPxKoY0rHM1bhIb6fqe32LUX2b7UfTkunR_zQsTaotZtyunFN4OZkE5xQbefCAq6zy37T3rRfSDTvFC66FgPEN4pBKJCkbAQ
https://pbs.twimg.com/media/CdLPCUZUUAACCD7.jpg
http://www.dailymotion.com/video/xjkdnb_fukushima-reacteur-en-surchauffe-26-juin-2011_news


誤解無きよう書いておくがICRPの示す年間1ミリシーベルトには、その土地のバック
グランド自然放射線量は含まれていない

あくまで原発や再処理由来の人工放射能だけである

核実験や原発放出放射能を正当化するために1ミリシーベルトという高い値が設定され
た

日本政府の20ミリは殺人線量だ

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9時間9時間前 
２ちゃん原発情報さんがもじゃまろをリツイートしました

名無し：03/10 14:51
おととい圏央道の青梅のトンネル内で、車が故障してJAFが来るまで地獄の時間を味わ
ったのだが、一時間半くらいトンネル内に滞在したら…昨日の朝、大人になってから
初めてポタポタ落ちるほど鼻血が出た…

アマちゃんだ @tokaiama · 11時間11時間前 
昨年まで被曝地の死亡率は事故前より１０％前後高い状態で推移してきた

しかし今年に入って、郡山や福島などの死亡率は事故前より１６％高くなった

年末までには、おそらく３０％くらい高くなると予想

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1726.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【常総など大雨特別警報周知せず】

去年９月の関東・東北豪雨で鬼怒川の堤防が決壊してから１０日で半年です。

決壊の当日、茨城県には大雨の特別警報が発表されましたが、大きな被害が出た常総

市を含む３つの市や町では法律で義務づけられている住民への周知をしていなかった

ことが分かりました。

アマちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
「半殺しにされている」除染4割なのに次々と避難指示を解除する国〈週刊朝日〉
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/239.html …

アマちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
ますます深刻化する健康被害 (6) 　
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/221.html …
一昨日、筑西市のOさんから、昨年一年間で同級生の3名が死亡との連絡
千葉市の友人は、数百名規模企業で事故後5年で13名の死者、脳出血で復帰困難が数名
小田原市でも大変な事態になっている

アマちゃんだ @tokaiama · 14時間14時間前 
「女性自身」が驚愕の原発汚染調査報告！ 福島の小中学60校の8割で「放射線管理区域
」を上回るセシウム

http://lite-ra.com/2016/03/post-2046.html …

アマちゃんだがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 3月9日 
吉野家 福島白河で玉ねぎ,白菜,キャベツ,青ネギ,米生産、2014年4月から野菜加工セ
ンター稼働へ　 http://matome.naver.jp/odai/2136524950044866001 …　肉以外は全部
福島産か？？★外食と産地★の話題

…しわしわ角スノーカック…（＠＠；）…

アマちゃんだ @tokaiama · 16時間16時間前 
週刊「女性自身」

福島県内の小中学校周辺、約６０か所の土壌をランダムに採取。土壌に含まれる放射

性セシウム １３７を調査した。結果は、約８割の場所で放射線管理区域の４万Bq平米
をはるかに超える高い値

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/bq-b1c1.html#more …
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https://www.youtube.com/watch?v=MCBS8-
kh3e0&ebc=ANyPxKo_X3c4mXJvkHr8okuk5LDRbGCaEhagUU2vEP7ayS7h-
64bd4j1uJWLD6DF0LB4O07ONx067iLtPpCNDhi8m3H1-3z-kg
トゥートゥートゥマシェリーマーシェーリ

アマちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
MOX燃料を二年間原子炉で燃すと２０％がプルトニウム２４０に変化する
これが凄まじい危険な代物

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0240
…
核爆弾に１０％以上あると、勝手に核爆発起こして、他の核原料を吹き飛ばす暴走

フクイチ三号機大爆発も、この核種が暴走したせいだった

アマちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
MOX燃料によるプルサーマル運転が、どれほど恐ろしいものか！
http://kakujoho.net/mox/mox99l_s.html …
ウラン核燃の数十倍の危険性、許容温度範囲の狭さ、崩壊熱が数百倍、冷温停止ま

で100年、地層処分まで500年も必要
プルトニウム２４０の核爆発が起きる

アメリカは使用禁止

AKIRA 2024がリツイート 
忍者=Ninjya @_Ninjya_ · 3月6日 
再掲・

2000トンものウランの多くが飛び散った・・・
ずっと浮遊／飛来し続ける破片が

肺に入り込んでる。　

食物に含まれた破片を食べている・・・

@cmk2wl この爆発の、黒い物質のほとんどは劣化ウラン 
https://pbs.twimg.com/media/Cc4dnu6WEAEPUF1.jpg

AKIRA 2024がリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年7月5日 
黄色い粉 その４
ウランは表面が酸化すると黄色くなる。粒子として存在すれば全部が黄色くなる。水

に溶けてヌルヌルしたり緑色に変色するのはウラン。そういった報告が複数ある。

今回の原発事故で、関東、甲信越、東海の住民は、劣化ウランや濃縮ウランを頭から

浴びて吸い込まされた。

https://www.youtube.com/watch?
v=nTDECtusAjk&ebc=ANyPxKol889TZawNJypysO8M6tenycrScbitGyC24U_7eXSzI29paThU2ziXiBr4pVJgDK_rBBBGKuxs7JUCyzCYNPe_vIwHxQ
The Bulgarian National Radio Children’s Choir - The Mountain has Overturned 

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【高浜原発３号機 運転停止】（続き）
4号機もすでにトラブルで停止しているため、現在、関西電力管内に電力を供給してい
る原発はなく、全国で運転中の原発は、鹿児島県にある川内原発の2基になりました。
（2016年3月10日 20:08 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【高浜原発３号機 運転停止】
9日、裁判所から運転停止を命じる仮処分の決定を受けた関西電力高浜原子力発電所3
号機は、午後8時前、原子炉の出力がゼロになり、運転を停止しました。裁判所の決定
で運転中の原発が停止したのは初めてです。

https://www.youtube.com/watch?v=MCBS8-kh3e0&ebc=ANyPxKo_X3c4mXJvkHr8okuk5LDRbGCaEhagUU2vEP7ayS7h-64bd4j1uJWLD6DF0LB4O07ONx067iLtPpCNDhi8m3H1-3z-kg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0240
http://kakujoho.net/mox/mox99l_s.html
https://pbs.twimg.com/media/Cc4dnu6WEAEPUF1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=nTDECtusAjk&ebc=ANyPxKol889TZawNJypysO8M6tenycrScbitGyC24U_7eXSzI29paThU2ziXiBr4pVJgDK_rBBBGKuxs7JUCyzCYNPe_vIwHxQ


http://nerv.link/H5re4L

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
高浜原発は30年以上も前の老朽原発
3.11で稼働停止、5年のブランクで再稼働。それで「止めろ」という判決で、今日、停
止させてる

これをもし再び、稼働させる事があったなら、ポンコツ原子炉への「負荷」が、か

かり、大事故になりかねない。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【高浜原発３号機 発電と送電を停止】（続き）
裁判所の決定で運転中の原発が停止するのは初めてで、すでにトラブルで停止してい

る4号機とともに仮処分の決定が覆らない限り、再稼働できないことになります。
（2016年3月10日 17:07 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【高浜原発３号機 発電と送電を停止】（続き）
これで関西電力管内に電力を供給している原発はなくなり、このあと午後8時ごろには
原子炉が停止する見込みです。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【高浜原発３号機 発電と送電を停止】
9日、裁判所から運転停止を命じる仮処分の決定を受けた福井県にある高浜原子力発電
所3号機について、関西電力は10日、原子炉を止める作業を続けていてさきほど午後5
時すぎ発電と送電を停止しました。

http://nerv.link/Mkuhad

アマちゃんだ @tokaiama · 11時間11時間前 
高浜３号機、原子炉の停止作業開始　大津地裁の決定受け

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160310-00000018-asahi-bus_all …
原子炉の停止は簡単ではない

圧力容器に熱衝撃＝急激な温度変化による金属結合の劣化破壊が起きて、脆性劣化を

起こしてクラックが入る危険がある

プルトニウム核燃による再稼働は絶望だろう

アマちゃんだがリツイート 
有機農業ニュース・クリップ @OrganicNewsClip · 17時間17時間前 
関電は10日の10時から停止作業を開始し、10日20時ごろ停止させると発表。 
http://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2016/0309_4j.html …
まだ出力１０５％で稼動している

https://www.youtube.com/watch?
v=z64HCi2rQkE&ebc=ANyPxKqCSFJZr9GNETuA9N7O3P9VPwJISNxIcepjBk-
mqUCFuISYK5m_V8dDTArvSYWbPd3GCyz3sUsbCRy7V53woy45aYg05A
Kenji Kawai - Cinema Symphony - Ghost In The Shell OST
 

http://nerv.link/H5re4L
http://nerv.link/Mkuhad
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160310-00000018-asahi-bus_all
http://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2016/0309_4j.html
https://www.youtube.com/watch?v=z64HCi2rQkE&ebc=ANyPxKqCSFJZr9GNETuA9N7O3P9VPwJISNxIcepjBk-mqUCFuISYK5m_V8dDTArvSYWbPd3GCyz3sUsbCRy7V53woy45aYg05A


（３月11日）　「勤務地：オホーツク宇宙港」で、どうでしょう…？？

http://85358.diarynote.jp/201603110817132061/

オホーツク女満別【宇宙港】構想の利点について。

（参照：「イオン・ファゼカス号」）　（一曲追加）

2016年3月11日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)

https://www.youtube.com/watch?
v=RNE2qpQqEYE&ebc=ANyPxKrC8t2q2rnoDsVU2Hz9vIkvn4NpaLyL64Y53sMmIvImJYh_H0hj1JanCbjbWKy0quy1k3OylUsHegBiGWlVmx_c0E2W8g
【GUMI】 遙かなるコタン 【オリジナル】 by 遺作P "Kotan become far" 

今のところ「小説ネタ」ですが…（＾＾；）…☆
http://76519.diarynote.jp/200612012057280000/

現に動いている十勝での宇宙技術開発…
しかし十勝は今となっては超！貴重な、

「ベクレが低めの」食糧生産可能基地。

でもあるので…

万が一にも航宙機実験で農地に汚染被害を増やさないよう…

（＾＾；）

棲息している野生動植物さん達と、頑張っている酪農関係者の皆さんには大変迷惑かつ身勝手な

話ながら、人類社会的には「生産性の低い」オホーツク側での、

【宇宙港】設置の利点を幾つか…

１．まずとにかく「地震が少ない」（地盤が安定している）。

２．推進燃料の水素＋酸素を無限に供給してくれるオホーツク海が目の前。

　（これは内陸の十勝にはない絶対的利点）。

３．場合によっては沖合のメタンハイドレードを掘削運搬利用可能。

　（※地震発生の原因になるので、必ずしもオススメできない…）

４．原則、「宇宙移民船」は片道切符の船体使い捨て式。

　　船体外殻は氷で結構！

http://85358.diarynote.jp/201603110817132061/
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http://76519.diarynote.jp/200612012057280000/


　（参照：「イオン・ファゼカス号」）

　　http://www.geocities.jp/izelone0079/mein-contents/doumei-kantai/Ion-Fazekath.html
　　冬季間安定して気温がマイナスのオホーツクは、

　　むしろ製作途中の機体の保全に有利。

５．電源は潮力発電＋沖合風力発電＋地中温度差発電＋天塩川流域に小規模発電

　　各種装置を直列配置で電圧確保。

６．未利用地と離農寸前の牧場が多いので、安価で広大な用地の確保が可能。

７．夕張を再整備して石炭化学開発すれば、各種原料も道内自給が可能。

　　海港を整備すれば、ロシアや中国からの直接輸入も可能。

…ほらね？　（＾＾）

内陸で温暖な十勝（帯広）は「技術開発＋実験＋人材育成」の場にして…

「勤務地：オホーツク宇宙港」で、どうでしょう…？？

https://www.youtube.com/watch?v=bsNaaaQ00to
オホーツクの舟唄（知床旅情）　倍賞千恵子

https://www.youtube.com/watch?v=KmvYJtdJoEw&ebc=ANyPxKrfGw42DlNlBUFrC2d9cnS-
xOCEOP7qDbVUL2Pju_uAjIA9s8cb3TRZP0eL3L_tS_9gl1wCJZUqqlWSON0BIYDlQCyNbg
SEKAI NO OWARI「ムーンライトステーション」from『Twilight City at NISSAN STADIUM』
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月11日8:24
…あ、（＾□＾；）
画像は、上と下を貼り間違えました…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月11日8:31
０５４

９０

９０☆（＾＾）☆彡

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月12日23:25

junkoがリツイート 
オホーツクオオワシFuruichi @okhotskoowashi · 3月10日 

琉球民族とアイヌ民族はＤＮＡが同じだと聞いたが、そこに大陸を追われた山と民族が朝鮮半島

を経由して入ってきたので、南と北に分かれたのだろうね。そうするとやっぱり琉球民族とアイ

ヌ民族は紛れも無く先住民族ということですね。だから魏志倭人伝では「卑弥呼」という虐げた

いいかたをしたのだ。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月15日8:00
近未来のロボット群☆ @kipllrnl · 18分18分前 

九州大学SCF（第2世代カーボンファイバー）研究グループが提案した大規模風力発電プラッ
トフォームの完成予想CGの一つ。直径100m以上の巨大風車を600mサイズの浮体に並べて連結す
ることで、原発並みの100万kW級の発電を目指す。
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（３月11日）　本当に似てるんだってば…今生バージョンの「アルパカ狼」さんと…
ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201603110901359826/

「アルパカが好きすぎて夜も眠れない」から昼寝して妄想宇宙で

遊んでいる脱原発＋被曝避難＋先の日々の果て…☆

2016年3月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=SbHJp7uMrGI
Tete/テテ- 宇宙兄弟 (近藤晃央) 

あらためまして、おはようございます。

３月の第２三連休、最終日。

本日は「原稿の日」！

＋「３．１１追悼」＋反省＋「今後の行動方針策定の日」。ということで…

恒例行事。（＾＾；）
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…う〜ん…（＾＾；）…☆

去年までと今年の最大の違いは…

やっぱり、これ…？（＾＾；）
https://www.youtube.com/watch?v=dIJlfrJ2YYs
アルパカが好きすぎて夜も眠れない

カラパイア @karapaia · 13 分13 分前 
カラパイア : 一体なぜ？宇宙の彼方から謎の無線信号が何度も繰り返し発信されると研
究者らが報告 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213320.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CdOcKC_UIAIEb1f.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=OpKp4w8ZyKs
パズドラ＆aDanza「ノア降臨」パンドラ＆アルパカ 

いや〜似てるｗ

本当に似てるんだってば…今生バージョンの「アルパカ狼」さんと…ｗｗｗ

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.034 0.033 0.033 6 
02:00 0.034 0.033 0.034 6 
03:00 0.034 0.033 0.033 6 
04:00 0.034 0.033 0.033 6 
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https://www.youtube.com/watch?v=dIJlfrJ2YYs
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213320.html
https://pbs.twimg.com/media/CdOcKC_UIAIEb1f.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=OpKp4w8ZyKs
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


05:00 0.035 0.034 0.034 6 
06:00 0.036 0.035 0.035 6 
07:00 0.034 0.034 0.034 6 
08:00 0.034 0.033 0.034 6 
09:00 0.034 0.033 0.033 6

https://www.youtube.com/watch?v=033eaBDq7Ig
[初音ミク -Project DIVA F-]　ワールズエンド・ダンスホール 

地震マップ @eq_map · 21 分21 分前 
【M2.5】青森県西方沖 深さ11.7km 2016/03/11 08:56:58 http://j.mp/1LVlb1d

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.3】EAST OF THE KURIL ISLANDS 10.0km 2016/03/11 03:38:58 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1P29Siq (USGS)http://j.mp/1M9EjDA

https://www.youtube.com/watch?v=FM_TBAxRn1E
[ ダイジェスト] きみと一緒なら地獄でもいいよ。
 

https://www.youtube.com/watch?v=033eaBDq7Ig
http://j.mp/1LVlb1d
http://j.mp/1P29Siq
http://j.mp/1M9EjDA
https://www.youtube.com/watch?v=FM_TBAxRn1E


（３月11日）　社会の役に立たない建築家／ [京都大学、炭酸ガスと水で石油の合成に
成功 ] 。

http://85358.diarynote.jp/201603111553281437/

オホーツク【紋別】宇宙港or【落船山】 星船（ぶちあげ）トンネ
ル

…（＾＾；）…☆彡

2016年3月11日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)

　

https://www.youtube.com/watch?v=-NeojmPMe_I
［映］キタキツネ物語〜赤い狩人（町田義人） 

まちがえた。（＾＾；）

宇宙港「適地」構想は、

「女満別」（めまんべつ）じゃなくて、

…「紋別」（もんべつ）空港のほうでした…☆

女満別は「避難民受け入れ基地」適地だな…☆
（とりあえず網走監獄跡地にでも宿泊してもらいましょう…ｗ）

でも知床の知床国道３３４「直線部分」を接収したら、

そのまんまスターポートに転用できそうだけど…♪
（ネックは立ちはだかる海別岳１４１９ｍ…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=Tcenu0rEedU
Godiego ’Chīsana Tsubasa’ 

興部がノってしまったので北海道地図を引っ張り出してきましたｗ

http://85358.diarynote.jp/201603111553281437/
http://85358.diarynote.jp/201603111553281437/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201603111553281437/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160311/85358_201603111553281437_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160311/85358_201603111553281437_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160311/85358_201603111553281437_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-NeojmPMe_I
https://www.youtube.com/watch?v=Tcenu0rEedU


宗谷の函岳（はこだけ）近くに「天の川トンネル」とか有るなぁ…♪
（ちかくの「落船山」は、縁起が悪いのか意味深なのか…な地名…♪）

…うん…（＾ｗ＾）ｇ

地質検分はおくとして、（どうせＳＦ！）

落船山５２５ｍの標高差を利用して、

落下エネルギーを加速助剤に使う式の、

射出カタパルト…海まで全長１０kmとれれば、十分…？

地下走路掘削技術は、

青函トンネル掘った、

ＪＲ北と東を、

射出カタパルト電磁レール技術は

ＪＲ東海を、

脅して吐き出させるとして…ｗ（＾ｗ＾；）…ｗ
（そのへんの恐喝交渉はニョゼに任せて！）

本体に推進エンジンなし！

（大圏軌道まで「放り投げ」上げて、回収方式）

客室構造材はＡＬＬ段ボール！（紙製！）

http://www.interiorhacks.com/archives/54
http://matome.naver.jp/odai/2137802856391653701
http://www.hokkai-s.co.jp/shikan/void.html
http://jp.blouinartinfo.com/news/story/953343/da-sheng-tang-karazhe-ritatamishi-
sierutamadechang-chi

塗材は柿渋！

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%BF%E6%B8%8B
＞紙に塗って乾燥させると硬く頑丈になり防水機能も有する…紙工芸の素材としても重要である
。

海氷で型枠作って、

３Ｄ印刷ドライアイスを緩衝剤に詰めて…
http://www.nihonbashi-dryice.com/box.html

重力加速度と、海水重水素で…どど〜ん…☆
http://marumaru-yamane-fusion.blogspot.jp/2010/11/blog-post_30.html

https://www.youtube.com/watch?v=Hbros7vc7yo
気・パワーを溜めて、発射！（効果音）Qigong Energy Beam Sound Effect 

…た〜ま〜や〜…♪♪

http://www.interiorhacks.com/archives/54
http://matome.naver.jp/odai/2137802856391653701
http://www.hokkai-s.co.jp/shikan/void.html
http://jp.blouinartinfo.com/news/story/953343/da-sheng-tang-karazhe-ritatamishi-sierutamadechang-chi
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%BF%E6%B8%8B
http://www.nihonbashi-dryice.com/box.html
http://marumaru-yamane-fusion.blogspot.jp/2010/11/blog-post_30.html
https://www.youtube.com/watch?v=Hbros7vc7yo


https://www.youtube.com/watch?
v=7tNv3NTLPGg&ebc=ANyPxKrKcqND8LLLVSOYaWB1l3hF8wFFMzFmAMIaWMk7gK7ON2QifhFjSzgQN7Tr31qiiSr785sA-
pSzjanV_OfkO0SgtJFqWw
赤い狩人（オープニングバージョン1） - 町田義人

おし♪（＾＾）♪

上がった上がった…♪

…！（＾◇＾）！…

https://www.youtube.com/watch?v=bMVnJlkxjYQ
社会の役に立たない建築家: 坂 茂 at TEDxTokyo

（いいなぁこの肩書…最高♪（＾＾）♪ ）

（ていうか「夢で視た」建築家（トキ・マサトの原型モデル）…って…

　つまり、「このひと」だったんじゃん…？？）

（仕事内容が、そのまんま…！）

https://www.youtube.com/watch?v=qunwTx9OxOM&ebc=ANyPxKrB2JKyL7gz_qhdZf-z-
Qv9wGSGGuU_LxLk9sgGgZ6IC36CxjDoxswyaGAFUmQ3sVlP936NtG_egKE7Ki0d7ScO7o5jBQ
銀河鐵道999( ゴダイゴ) THE GALAXY EXPRESS 999 

http://newsphere.jp/national/20140325-6/
坂茂氏が「建築のノーベル賞」受賞　「紙の建築」に世界の被災地から感謝の声

https://www.youtube.com/watch?v=uGvIspfzLU4
宇宙戦艦ヤマト　OP　FULL 

ｗ（＾＾；）ｗ

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月11日15:58
　

柿渋用の柿は、もちろん、

「汚染されて食材生産には使えない」地域の農地を転用するんだよ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=7tNv3NTLPGg&ebc=ANyPxKrKcqND8LLLVSOYaWB1l3hF8wFFMzFmAMIaWMk7gK7ON2QifhFjSzgQN7Tr31qiiSr785sA-pSzjanV_OfkO0SgtJFqWw
https://www.youtube.com/watch?v=bMVnJlkxjYQ
https://www.youtube.com/watch?v=qunwTx9OxOM&ebc=ANyPxKrB2JKyL7gz_qhdZf-z-Qv9wGSGGuU_LxLk9sgGgZ6IC36CxjDoxswyaGAFUmQ3sVlP936NtG_egKE7Ki0d7ScO7o5jBQ
http://newsphere.jp/national/20140325-6/
https://www.youtube.com/watch?v=uGvIspfzLU4
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月11日16:04
　

あ、細部の計算は、めんどくさいから、ノギス君に任せます…ｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月11日16:27
　

２１世紀の地球の現存技術だけで、

十分「実行可能」なんで、

やりたい人は、やっちゃってください…ｗ

（誰もやらなければ、２３世紀になってから、トキ（未来だか過去世だかの私）が、やりますよ

…☆）
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月11日17:01
　

落船山はカザフスタンよりは低緯度なので、けして不可能事ではない☆

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月12日8:22
　

ネックはここだね★

919を忘れないbot@緊急事態条項阻止 @remember919 · 8時間8時間前 
リニア中央新幹線は夢の技術でもなんでもない。その運用には莫大な量の電気が必要となり、否

が応でも浜岡原発を存続させなければならない。浜岡原発存続のためのリニアなのである。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303421&g=132107 … 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月14日0:13

アマちゃんだがリツイート 
自考志向 @JIKOUSIKOU · 3月12日 

水資源の豊かな日本ならこの技術ができたら、原発なんて利権まみれの危ないものにエネルギー

を頼る必要がなくなる！！ [京都大学、炭酸ガスと水で石油の合成に成功 ]

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


http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308416&g=131208 … …



（３月11日）　やはり「原稿アタマ」（創作脳）というやつは、たっぷり過ぎるほど
の睡眠（惰眠）時間と、一見「ムダ時間」と思える「予定外の脱線」行為のなかから生
まれてくるのでありました…☆

http://85358.diarynote.jp/201603111723409647/

【MV】僕たちは戦わない／AKB48[公式] ／兵士たちが戦う力と
意思を捨てたとき、人間はみな同じ人間です。

2016年3月11日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=LAQcnuMflQg
銀河鉄道999/ささきいさお 

（承前）そんなわけで作業手順は大脱線したまま「原稿の日」に突入…☆
http://p.booklog.jp/users/masatotoki

…（＾＾；）…

しかしやはり、無理して「毎月４回の三連休！」を確保した甲斐はありました…

（＾ｗ＾）ｇ

やはり「原稿アタマ」（創作脳）というやつは、たっぷり過ぎるほどの睡眠（惰眠）時間と、一

見「ムダ時間」と思える「予定外の脱線」行為のなかから生まれてくるのでありました…☆

ｗ（＾◇＾；）ｗ

…あ、これを書くのを忘れていたな…☆
http://85358.diarynote.jp/201603081017032513/
（めも）北海道【独立革命】準備委員会のための心得。

今日はもう時間がない（＾＾；）ので、

各自、これ読んで自習〜！

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%8F%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC
マハトマ・ガンディー

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%A2
マーティン・ルーサー・キング・ジュニア

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%8A%E3%83%B3
アンリ・デュナン

http://matome.naver.jp/odai/2141673500668073101

●団結して良心に従って行動するならば戦争は防げる。 

●戦いの場にも愛があることを信じます。 
　兵士たちが、戦う力と意思を捨てたとき、人間はみな同じ人間です。

（現行の「日本赤十字」はまたまったく「別物」なので…要・警戒★）

https://www.youtube.com/watch?v=CBkekY9ScyQ
宇宙騎士テッカマンの歌 子門Ｖｅｒ 

https://www.youtube.com/watch?v=-aaw1an70c4
惑星ロボ ダンガードＡ OP1&ED1 [STEREO] 

https://www.youtube.com/watch?v=ikz6F5K8XXA
SF西遊記スタージンガー　OP ED 

あ、これ、（雑だけど）本文を追記しました…☆
http://85358.diarynote.jp/201603071550045147
「…まんじゅう怖い…」

https://www.youtube.com/watch?v=BWXyDAXRY9o
【MV】僕たちは戦わない / AKB48[公式] 

…はい。とりあえず、この作業本日分は終了〜☆

http://p.booklog.jp/book/105153/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　11
「トキ・マサトの物語」（仮題）

https://www.youtube.com/watch?v=ajaY0X10cpg
Coldplay Live from Japan (HD) - Viva La Vida 

生かすさ。モンク言いつつ…

救けられるものなら…

　全員。

　

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月11日17:28
　

…それにつけても従来の「子ども向けアニメ番組」って…

「闘って殺して勝！」はなし。ばっかしだな…★

　（－－＃）
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%8A%E3%83%B3
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https://www.youtube.com/watch?v=ikz6F5K8XXA
http://85358.diarynote.jp/201603071550045147
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file:///tmp/puboo/121507/432358/book/105153/read
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http://85358.diarynote.jp/


（３月11日）　本来の作業予定に戻りますよ…☆

http://85358.diarynote.jp/201603111926405500/

…本来業務〜…（？）
2016年3月11日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=LkOUh6kR89k
Epic nordic music - Faraway 

…さてと（＾＾；）
本来の作業予定に戻りますよ…☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　　大地世界物語（仮）

　　　　　　　　by　遠野真谷人

　子供心にも、このお話は確かに違うのだと判っていた。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

宝玉物語Ｉ

山百合と銀の楡

　　　　　　　　　　遠野真谷人

　さあ、みんな、お布団にはいりましたか？

　お話をはじめますよ！

http://85358.diarynote.jp/201603111926405500/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=LkOUh6kR89k


　月の美しい晩でした。

　マシカは、夜ふけにそっと身を起こして、となりの台所の気配をうかがいました。

　カタカタと火の番をしながら夜なべ仕事をしている小さな音が聞こえます。ねえやのアルマは

今頃はマシカはもうぐっすりと眠ったものと思っているのでしょう。

　ぬきあし、さしあし。

　マシカはそぉっと寝台からすべりおりて窓べに近づきました。戸板を上におしあけて突っかい

棒でおさえるようになっている窓わくの金具には、こういう時のために音がしないよう、きちん

と油が塗ってありました。

　すとん、と夜の庭におりたちます。

　満月が深い森の木々のこずえにかかっておりました。

　最後にもういちど台所の方へふりかえります。だいじょうぶ、気づかれたようすはありません

。

　さあ！　自由です。

　マシカは森のなかへとかけだして行きました。

　右へ行って、左へまわって、木の枝にとびついて、岩のあいだを飛んで。

　おどるように気まぐれに道もない夜の森をはしりぬけます。

　ほんの赤ちゃんのころから夏のあいだを毎年すごしてきたところです。



（３月11日）　原稿用紙１１枚目分まで転記入力して、体力と視力が尽きました〜…
★

http://85358.diarynote.jp/201603111952261334/

（非⇒公開１）／『山百合と銀の楡』 ｂｙ 紅実真紅。

2016年3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=kEDvS10AXeI&ebc=ANyPxKqsUR-
dnhiIjFADZn2aljvXBUvDwmWhKoXxY0zYQjLsAseOlL9lefKyM_d28jucpmeqqeRfQ8MGwYOUrbllJemEn_R7hQ
Epic Nordic music - Throne of the North 

…さて、どうしよう…ｗ（＾◇＾；）ｗ

どんぴしゃりイメージぴったりな音楽を悠宙舞さんが自動推奨で演奏し始めてくれちゃいました

…☆

で、…ちょっと推敲入れれば、このまんま「投稿用」に仕えそうな、中学時代の

未発表（ほぼ）「完成原稿」…見つけてしまいました…☆

一度に１行しか入力できなかった時代の、母が内職と町内会等の文書作成用に（私にノセられて

）購入した、最初期型「家庭用ワープロ」で清書してあるんだから、

これ、当時としては、ほぼ間違いなく「完成に近い」状態です…☆

ちょっくら「秘密日記」に入力しがてら読んでみて、

投稿用に使えそうだったら、そのまんま当分「非公開」ってことで〜…☆

…o（＾ｗ＾；）o…

https://www.youtube.com/watch?v=pO5Ksr13nZs
[APH MMD] Nordic Love and Joy 

https://www.youtube.com/watch?v=8Wpp3N38h3w
Sweden and Nordics MMD - När ni tar saken i egna händer
(When You take it into Your hands) 

…なにかと思ったら、ヘタリアかこれ…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=UoKZjl4QuIY
ATU Chamber Choir - Nordic Polska

http://85358.diarynote.jp/201603111952261334/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201603111952261334/
https://www.youtube.com/watch?v=kEDvS10AXeI&ebc=ANyPxKqsUR-dnhiIjFADZn2aljvXBUvDwmWhKoXxY0zYQjLsAseOlL9lefKyM_d28jucpmeqqeRfQ8MGwYOUrbllJemEn_R7hQ
https://www.youtube.com/watch?v=pO5Ksr13nZs
https://www.youtube.com/watch?v=8Wpp3N38h3w
https://www.youtube.com/watch?v=UoKZjl4QuIY


https://www.youtube.com/watch?v=FOwRW8ee4S8
Barber - Agnus dei (with sheet music) 

https://www.youtube.com/watch?v=NrXWF7u7HmM
Slängpolska from Chicago - New Scandinavian folk dance

…おっ♪　ぴったり、ぴったり♪
https://www.youtube.com/watch?v=63_6XpPCZi0
Nordic Medieval Music - Epic Scandinavian Ambient Folk Music for Vikings Battle 

https://www.youtube.com/watch?
v=oMgQ7x2T9Yg&ebc=ANyPxKoFr5EWOR94Ru769W9K67_CFypOi37tvJ8W9g4uAn-
gCuGlUO2mhOBHpXOeg41rCvtSW4P2dbNQTib0fM_-Ok7LUaURYg
1 Hour of Scottish Music and Celtic Music

…いや、…やっぱり「北欧」なんだよなぁ、この話の雰囲気は…☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（2016.03.25.出しました）

　

　　　山百合と銀の楡

　　　　　　　　　　紅実真紅

　月のたいそう美しい晩でした。

　大気を射抜くように煌々と十五夜の月があたりを照らしておりました。いつものように今日摘

んだ薬草の仕分けを済ませ、わくわくしながら何喰わぬ顔をつくろって、ふたりだけですんでい

るねえやの部屋の灯かりがで部屋にひきあげます。

　ぼうっと灯がゆれてあたりの暗さが増しました。

　さあ、これで自由な時間です。マシカは裸足のまま木の窓を押しあけて、沼ネズミのように素

速く音もなく裏庭の菜園をかけぬけました。

　ただ一軒の小屋のむこうですぐ下草に消えている細い山道をつっきって、ふだんは深い闇に閉

ざされた森のなかも、満月の銀の力にまもられる今宵となれば冴えざえと、晃々とした明るさは

別世界にいるようです。

　野原を越え、急な斜面の木立を一息に登りきり、せせらぎにそって岩場を乗りこえれば、深く

静かな夜半の水面。ひともとの楡（バルナ）の大樹をすかして月女神の姿をうつしだす、太古か

https://www.youtube.com/watch?v=FOwRW8ee4S8
https://www.youtube.com/watch?v=NrXWF7u7HmM
https://www.youtube.com/watch?v=63_6XpPCZi0
https://www.youtube.com/watch?v=oMgQ7x2T9Yg&ebc=ANyPxKoFr5EWOR94Ru769W9K67_CFypOi37tvJ8W9g4uAn-gCuGlUO2mhOBHpXOeg41rCvtSW4P2dbNQTib0fM_-Ok7LUaURYg


らのその泉の名を星ヶ沼といいました。

「楡の木（マ・バルナ）さん、来ちゃったわ！」

　少女はそう宣言して太い幹を身軽によじのぼり、沼の上まではりだした大枝の、いつもの特等

席に腰をおちつけます。ふわわ、と思いきり伸びをする、それはまだ若い乙女というよりは無垢

な子供の仕草でありました。

「ねえ今日はねぇ。聞いてちょうだい、マ・バルナ…」
　上衣のひもを解きながらのマシカの勝手な独白に、ときおりの夜風にふかれる梢のささやきは

まるで笑って返事をするようです。

　この歳で、亡くなったお婆（ばば）さまのあとを継いで薬師（くすし）という大役をつとめる

のはなかなか気骨が折れました。責任の重い仕事が辛いというのではないけれど、とにかく薬草

摘みに精を出す夏の半年は山奥の小屋にこもりきり、遊ぶどころか話をするのもいつもねえやが

いるだけです。だからこうして泳ぎにくるのがマシカは一番好きでした。

「それでね楡の木…」
　その時くらりと傾くような気がしてマシカは言葉をとぎらせました。

　秋の初めのすだきわたる虫の音がふいっと消されたようで、痛いほどの夜の沈黙のなか、さざ

波ひとつない沼の面がまあるい月の姿を完璧にはじいています。そのくせ星々の影は沼の底より

さらにも深く、遠く小さな砂粒と化して水宇宙のかなたに沈んでいるのです。

　人族とその神々の治めるこの世の一部というよりは、ぽっかりと、どこかの虚空へひらいた鏡

。精霊たちの領域。

　枝から垂らした足の下の沼の淵の、月女神のむこう、星々よりは近いどこかを、弱弱しい光を

放ちながら漂っていくものがありました。

　白々として神さびしい、かすかに銀青を帯びた輝きです。

「マ・バルナ、あれはなあに…？」
　落ちんばかりに覗きこむ、少女の姿をは映していない水鏡。

「人？　そう、人影みたいだけど」

　瞳をこらすあいだにもそれはゆらゆらと眼下を通ってゆきます。

　背の高い髪の長い、男のひと、それも戦士であるようでした。

「仙族！」

　小さな叫びをあげました。

　どうして彼がそうだと直ぐに理解できたのかわかりません。とにかくマシカは驚いて、咄嗟に

頭上をふりあおぎ、影の主人を探していました。

　沼をかこむ森の樹々のこずえのはるか沖天を、いいつたえの仙の一族のなかでもとりわけ尊い

とされている、飛仙がひとり過ぎてゆくのです。

「そっちへ行っちゃ駄目！」

　方角を見定めてマシカは慌てて叫びました。

「そっちは駄目よっ鬼が出るの！いきなり射られてしまうんだからっ!!」
　けれどもその声は遠くて届かないのでしょうか。なにか、様子が普通でない気もします。

　ゆくてには一筋の川がありました。

　あまりに流れが冷たいうえにその源は神峰マドリアウィに発するとも言われ、古くから、悪い

性質をもつ者たちは渡ろうとはしませんが、それでもその川を境にして向こう側には昔からかな

りの数の鬼どもが住んでいるという事でした。

　現にマシカもさきおとつい、どうしても要る薬効キノコを探しに行って危ない思いをしたば

かり。知らずに飛仙が撃ち落とされたらと思い描いて、マシカはぞくっとしました。



かり。知らずに飛仙が撃ち落とされたらと思い描いて、マシカはぞくっとしました。

「行っちゃう！行っちゃうわ。マ・バルナ！」

　少女の声はもうほとんど泣きそうに、知らずしらず親代わりの古い古木にしがみついていま

した。と、もうせんに教わった昔がたりのお婆の声が脳裏にひらめいて出たのです。

「お願い、エルフエリ。行かないで!!」

　どんな種族でも真（まこと）の名、自ら称じる名前には特別な力と意味がこもります。そうし

てエルフエリというのは、"天駆ける者"。仙族の言葉でかれらの貴人を呼ぶ語です。
　今度こそ、飛仙は少女の叫びに気がついたようでした。が…
　ふりむこうとしたその一瞬、中空で不自然にからだをひねったと見るや、釣り合いを崩した飛

ぶ者はまっさかさまに墜ちてしまったのです！

　まだ若い男の人のようです。はじめ緋色の星衣とみたものは、紅く血に染まった白銀の鎧姿な

のです。全身が傷だらけです…折れた矢が何本か突き立ったまま、ずたぼろになった外被をから
だに縫いとめています。

　…マシカはまるで悪夢を見るふうで、悲鳴を声にする暇もありませんでした。
　けれど未熟とはいえマシカは薬師（くすし）です。怪我を負った村人たちを救ってきたのはい

つも自分の判断でした。

「神さま！」

　たっと枝をけって飛仙の体を抱きとめ、水面へ突っする衝撃をわずかでも減らそうと自らを楯

にして背中から落ちました。

　激痛に息がつまり、思わずあけた口から地獄のように波がなだれこんで来ます。空の高みから

落下した飛仙の重さそのままに、潰れたマシカの肺がギチギチときしみます。

　沈む速さは想像もつかないほどでした。

（…助けて！）
　太い腕を抱えてマシカはもがきました。

（上は、空気のある方はどっち!?」

　それは楡の木のあるほうです。楡の木、にれのき、マ・バルナ…！
　突然。マシカはひどく熱いものに包まれていました。

（エルフエリ！）

　そうです。気を失ったままの飛仙がまるで無意識に、己が半身を守ろうとするように広い胸

にしっかりと少女を抱きしめていたのです。

　飛仙は怪我と疲労のために発熱しているらしく、冷たい水の中にあってなおその腕は火と燃え

るようでした。

　いえ、もうここは沼の中ではありません。最後の飛仙の力でしょうか、光る空気の球を帯び、

二人はゆっくりと昇りつつ岸辺を目指していました。

　どうやって岸辺に出たのか覚えもありません。

　肺にとびこんだ水が出ようとして喉笛がひゅうひゅう鳴ります。わずかの間、気絶していたマ

シカは飛び起きるなり吐き気に襲われました。

　くらくらします。死にかけていたのです。けれどもそんなことに構っている暇はありませんで

した。



「なんてこと！」

　息を、呑みました。その仙族は蒼冷めて、月の下、すでに命はないものとも思われました。

　すらりとした長身の鍛えぬかれた体躯です。人の十倍生きるという飛仙にふさわしく彫りの深

い顔立ちはまだ十分若いと同時に経てきた歳月をうかがわせるものでした。笑えばさぞかし深く

ひびく穏やかな人柄でしょう。それなのに引きしまった肌は体中、すすと血のりに被われて見る

かげもなく、仙族の貴人に独特の風体だと聞いた、身の丈よりも長く美しい髪さえ千切れ焼け焦

げて肩のあたりで乱れるばかりです。

　右の脇腹や手足には折れた矢が突き立ったまま。肩はぱっくりと斧の傷が口をあけ、鈍い白色

に光るのは骨がのぞけておりました。

　まだ、生きて、空を駆けて来られたことが奇跡とおもえる重傷でした。ただひとつの幸いと言

えばそれこそ、墜落で息の根をとめられずに済んだという一事だけでしょう。

（でも、水だって全然飲んでない！）

　無理矢理そう数えることでマシカは恐慌と戦いました。

（なにより怖いのは薬師自身がもうだめだと思う時…）
　お婆の教えの声だけです。まだ生命のあるあいだ、脈のかすかにある相手には、どんなにして

も必ず救けてみせると言えと。

（でも、なんで。どうして、どこで、誰が?!）
　飛仙に刃をむけるなど、これはまるで合戦でもあったようです。取り乱し叫びだせたらどんな

にか楽だったでしょう。理由もわからない怖ろしさと哀しみでなにひとつ考えられもしません。

　ただ薬師としての修練だけでマシカは自分の上衣を引き裂き、震える指で出来る限りしっかり

と飛仙の肩の傷口を縛りました。

　"飛ぶ者"というだけあって見た目より驚くほど軽いとはいえマシカの倍はありそうな長身なの
です。いったいどうやって山小屋までたどりつけたものか。とにかくふと気がつくとぐしょぬれ

の下着姿のまま、たたき起こしたねえやと短く争っている最中でした。

「まず嬢ちゃまの着替えが先だ」

　ねえやは言うのです。

「あれほど夜に出歩くなぞとんでもねぇ言うたのに、しかもこの季節に泳いで！」

「駄目なの、そんなひま無いんだってばっ」

　冷えきっているのはマシカよりも飛仙のほうです。わからずやのねえやに傷の重さを説明して

いるうちに涙がぼろぼろ出てきて止まらなくなりそうでした。

「ばかぁ、ミニタ。早く。はやくったら暖炉つけてお湯わかしてきてよお…」
　ところで乳母の姪でもあるねえやが少女の涙を見たのといえば婆サの葬式のときだけです。あ

まり苦しそうに流れ落ちるそれに、ようやくまだ少し寝ぼけていた山女も事態を悟ったようで

した。

「婆サの部屋ならすぐと火がはいるよ嬢ちゃま。つい癖で薪さ揃えておいただからね」

　長年薬師に仕えていただけあって、動きだせば手早い心強い味方です。長いこと使っていなか

った寝台にふたりがかりでエルフエリの長身をよこたえて、懐剣を抜いたマシカが彼のぼろぼろ

の戦衣を切りとるあいだにも、ひやりと薄暗かった部屋にはあるだけの灯火が灯されて黄色く手

元を照らしはじめ、ついで炉の火が明々と、少女と飛仙をささえるかのように燃えあがったの

です。

（しっかりして、エルフエリ！）

　手早く大きな傷口から順に止血をしていきながら、唇の上にかざした錫鏡がわずかづつ、それ

でも確かに曇ってくるのを見て涙をぐいと拭きました。



でも確かに曇ってくるのを見て涙をぐいと拭きました。

「ミニタ、どう思う」

「大丈夫、きっと救かるとも」

（地母神さま、月女神さま、どうか…）
　用意された薬草を手早く卓の上に並べます。一夏がかりで採取した貴重なセラスの葉を枝ごと

、いつもの倍はとりわけて、炉にかけた熱い薬鍋の湯のなかに投じます。

「地の葉、皇（おう）の葉、大地の民の癒しのもとなる聖なる神の葉（ミア・マ・アセラス

）よ…」
　先ほど溺れかけたばかりでマシカ自身なかば凍えていたのでしょう。もつれかける舌の根で最

初の祈りの言葉をなげかけるとふわっと部屋中に樹木と果実の混ざったような芳純な香りがひ

ろがって、それですこし治療者のほうも唇の色がもどるようです。

　その湯をくみわけて更に幾種もの葉や実の粉を混ぜ合わせ、薬酒にして口移しで飛仙の喉に流

し込みました。

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月11日21:07
　

違うな。これたぶん、高校卒業して、大学受験「しそこなって」家で素浪人（今で言うニート？

）してた時の作だな、この時間のかけ具合を考えると…たぶん…。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月11日21:09
　

原稿用紙１１枚目分まで転記入力して、体力と視力が尽きました〜…★

（続きは「次の３連休」で…！）

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


（３月11日）　明日からまたバイト４連勤…（＾＾；）…アルパカ狼さんをたっぷり
鑑賞できるといいなぁ…☆

http://85358.diarynote.jp/201603112135284802/

「相談して決める」／平時でも鳴らしたいときに鳴らないサイ

レン、自身の命は自分で守るように行動していかなければなら

ない。

2016年3月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

https://www.youtube.com/watch?v=4bhceZgdWFM
2 Hours of Fantasy Music by Adrian von Ziegler 

しまった。これを忘れてた…★
http://85358.diarynote.jp/201602271023399673/
＞めも。《星ヶ沼から来た星》

＞2016年2月27日 リステラス星圏史略　（創作） 

まぁいいや（＾＾；）続きはまた来週…（生きてたら！）

宇宙天気ニュース @swnews · 7 時間7 時間前 
[記事] 太陽風は低速ですが、磁場が南寄りのため磁気圏の活動が続いています。
http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 8 時間8 時間前 
【M5.3】STRAIT OF GIBRALTAR 10.0km 2016/03/11 13:16:48JST, 2016/03/11
04:16:48UTC
(G)http://j.mp/1LfKHhL (USGS)http://j.mp/1LfKI5e

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 

http://85358.diarynote.jp/201603112135284802/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160311/85358_201603112135284802_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4bhceZgdWFM
http://85358.diarynote.jp/201602271023399673/
http://swnews.jp/
http://j.mp/1LfKHhL
http://j.mp/1LfKI5e
http://j.mp/1RaT7mB


【M2.5】根室半島沖 深さ46.5km 2016/03/11 10:15:58 http://j.mp/1RaT7mB

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.5】青森県西方沖 深さ11.7km 2016/03/11 08:56:58 http://j.mp/1LVlb1d

産経ニュース� 認証済みアカウント � @Sankei_news · 3月10日 
日食、太陽観測衛星「ひので」が撮影　

http://www.sankei.com/life/news/160310/lif1603100054-n1.html …
https://pbs.twimg.com/media/CdLyka-VAAAmqLj.jpg

…彗星だの日食だの、豪華だか劫火だか、
「天文ショー」が盛りだくさんだなぁ…☆

sorae.jp @sorae_jp · 2時間2時間前 
皆既日食をX線で捉えた動画が、見たこともないほどド迫力 -
http://sorae.jp/030201/2016_03_11_sun.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CdQoz6YVIAATi07.jpg

takish@相互フォロー @tw_kish · 3時間3時間前 
日食の面白い見方：地球に青タンできてて痛そう！ http://ift.tt/2281MOx 
https://pbs.twimg.com/media/CdQffKfW0AECM0I.jpg

ネコビデオ ビジュアル ソリューションズ @nvslive · 5時間5時間前 
L1から観測しているDISCOVRですが、2015年に地球と月が重なる映像を公開してい
ます。（このときは日食起きていません）　地球に月の影が落ちる幅は相当狭いんで

すね。http://www.nasa.gov/feature/goddard/from-a-million-miles-away-nasa-camera-
shows-moon-crossing-face-of-earth … 
https://pbs.twimg.com/media/CdQEMHvUIAAheS2.jpg

札幌は降ったり照ったりの変なお天気でしたが、気温は高めで線量は低め。地震も少な目…で、
穏やかな一日でした♪

明日からまたバイト４連勤…（＾＾；）…アルパカ狼さんをたっぷり鑑賞できるといいなぁ…☆

http://j.mp/1LVlb1d
http://www.sankei.com/life/news/160310/lif1603100054-n1.html
https://pbs.twimg.com/media/CdLyka-VAAAmqLj.jpg
http://sorae.jp/030201/2016_03_11_sun.html
https://pbs.twimg.com/media/CdQoz6YVIAATi07.jpg
http://ift.tt/2281MOx
https://pbs.twimg.com/media/CdQffKfW0AECM0I.jpg
http://www.nasa.gov/feature/goddard/from-a-million-miles-away-nasa-camera-shows-moon-crossing-face-of-earth
https://pbs.twimg.com/media/CdQEMHvUIAAheS2.jpg


レスキューナウ危機管理情報センターがリツイート 
LINE公式アカウント @LINEjp_official · 3 時間3 時間前 
【障害報告】現在、LINEが正常に利用できない状態のため、復旧にむけて対応をして
おります。ご不便をおかけしており申し訳ありませんが、復旧までしばらくお待ちく

ださい。（2016年3月11日18:12時点) #LINE

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【東武小泉線 運転再開 2016年3月11日 17:38】
東小泉〜竜舞駅間で発生した人身事故の影響で、東小泉〜太田駅間の運転を見合わせ

ていましたが、17:30頃、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

特務機関NERVがリツイート 
宮城県石巻市役所【災害・防災・減災情報】 @IshiSaigai · 6時間6時間前 
東日本大震災追悼式に伴う無線放送について

先ほどの防災無線について、黙とうのサイレンが吹鳴できませんでした。

申し訳ありませんでした。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
石巻市では、14時46分に合わせて防災行政無線から黙読のサイレンを流す予定でし
たが、トラブルにより放送できませんでした。

平時でも鳴らしたいときに鳴らないサイレンというのは残念ですが、改めて自身の命

は自分で守るように行動していかなければならないと感じました。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【2016年3月11日 14:46】
東日本大震災の発災から5年が経ちました。

本日のお題の一つであった、「今後の行動指針の策定」についてですが…

…ｗ（＾＾；）ｗ…

とにかく当面は、

「なんとか今年中に、投稿用原稿をでっち上げて、



　講談社の【投稿者（作家の卵）リスト入り】する」

あんど、「なんとか今年中に、アルパカ狼さんのメアドを聞き出す！」

「あとのことは、アルパカ狼さんと相談しながら（※）決める！」（願望）

ですね…（＾＾；）…【妄想二正面作戦】中央突破で…！☆彡

（※転生ソウルベターハーフ、というのが私の完全な妄想なら、さほど深刻な迷惑はかけずに済

む程度のストーカー寸前行動までで抑えておくので（＾＾；）

いいんですけどね〜☆

　逆にこれが「私だけの妄想ではなかった場合」。

「アレを置いて勝手にどこかへ消える」を「また」やらかしたりしたら…★
　ｗ（＾◆＾；）ｗ…
「今度は何が起きる（起こす）のか」のほうが、おそらくとっても怖いので…ｗｗｗ

「相談して決める」まで、動けませ〜ん…☆）

はるみ @harumi19762015 · 1 時間1 時間前 

今度から原発再稼働した方がいい、とか放射能は身体にいいかも、とか言ってる人い

たら「もしかして幸福の科学の信者さんですか？」って無邪気に聞いてみよ。

 



（2016.03.11.追記。）

http://85358.diarynote.jp/201602271023399673/

めも。《星ヶ沼から来た星》

2016年2月27日 リステラス星圏史略　（創作）
　

（2016.03.11.追記。）

星ヶ沼、実は「知神ヨーリャが最初に呼び出した泉」

つまり、「大地世界に最初に（外界から）やってきた水」

（外界からの入り口）という設定…。

あと、考えてた文章は、忘れた〜…★
 
 

http://85358.diarynote.jp/201602271023399673/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160227/85358_201602271023399673_1.jpg


（３月11日）　「明日休みだからお出かけしよう」と母が言うので場所を聞いたら「
浜岡原発」と言われたんですが何しに行くんですか…

http://85358.diarynote.jp/201603112233481217/

「テラですよ！」／日本で実験中／消された言葉「原子力発電所

の事故が発生し、放射能汚染のため、多くの人々が避難生活を余

儀なくされました。」

2016年3月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
（…あ、「今日の分」を
「書いた順番に読みたい」と思ったかたは、

こっから辿って下さい…☆
http://85358.diarynote.jp/201603110817132061/ ）

シーザー @siizaaGpS · 8時間8時間前 
原発事故の無限の放射能汚染…
…彼らには防護服は無い…
原発を無くそう この地球から 
https://pbs.twimg.com/media/CdPlXtUUMAAVB7b.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=NB_sTPM4N00
Coming Home To Terra / 地球へ・・・ 

（新しいほう、まだ観てない。

　貧乏ｗ（＾＾；）ｗなので…）

neko-aii @neko_aii · 28 分28 分前 
"123koomuinga 
発生直後の胎児の脳細胞の数が１０個で

小児の細胞数が１０兆個だったとする。

頭蓋骨の内側に集まったプルトニウムから

発する放射線のリスクは１兆倍。

致命的奇形になります。

ＩＣＲＰは胎児データは無いです。

今日本で実験中。"

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
小児白血病の代表的な症状

転んでないのに

体にたくさんあざができてたり

20分以上鼻血がなかなか止まらない
約38℃の熱がなかなか下がらず
「風邪かな」と受診したら白血病ということも

(白血病の症状〜こんな症状には要注意〜) 

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ひま　(^^）をリツイートしました
名無し：03/09 14:00
うちの職場でも先日５１歳の男性が心不全で亡くなった。

前日まで普通に残業をしていて

酒も煙草もやらない人だった。

特に持病もなかったのに急に

http://85358.diarynote.jp/201603112233481217/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/items/books-jp/4122022398/
http://85358.diarynote.jp/201603110817132061/
https://pbs.twimg.com/media/CdPlXtUUMAAVB7b.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NB_sTPM4N00


AICHAN @AICHANZW · 1時間1時間前 
「3.11」に当たり天皇陛下が追悼の言葉を述べた。陛下は原発事故に触れた。ところ
がNHKはその部分をカットして放送した。アベはフクイチの実情隠蔽に躍起だから、
腰巾着のモミイは原発に関わる部分を切れと命じたのだろう。命じた奴も悪人だが命

じられて従った奴らもサイテーだ。NHK終わり。

徳永みちお @tokunagamichio · 3時間3時間前 
NHKニュース7は陛下の「この震災により、原子力発電所の事故が発生し、放射能汚染
地域の立ち入りが制限されているため、多くの人々が住み慣れた地域から離れること

を余儀なくされています。いまだに自らの家に帰還する見通しが立っていない人々が

多いことを思うと心が痛みます」というお言葉を省略

元原発技術者·平井憲夫 bot @hirainoriobot · 3 時間3 時間前 
109.そこで新社会党の国会議員と15人で、視察、調査団で行こうとしたら、中部電力
が「学者は何十人来てもいいが、平井は絶対に駄目だ」と。

というのは、中部電力浜岡原発は私がずっと工事をやってきたところ。

だからどこを手抜き工事してるかも知ってる。だから絶対に入れさせない。

鬱ゆみこ @iskmng · 3時間3時間前 
「明日休みだからお出かけしよう」と母が言うので場所を聞いたら「浜岡原発」と言

われたんですが何しに行くんですか…

結 @tweet_yui · 4時間4時間前 
結さんが戸谷真理子をリツイートしました

消された言葉

「原子力発電所の事故が発生し、放射能汚染のため、多くの人々が避難生活を余儀な

くされました。事態の改善のために努力が続けられていますが、いまなお、自らの家

に帰還できないでいる人々を思うと心が痛みます。」 
https://twitter.com/irukatodouro/status/708185665138073600

めいちゃん @snoopymaygon · 4時間4時間前 
Nスタ　近畿大が東京湾の放射能汚染レベルをずっと計測している。
荒川と江戸川の注ぎ込むエリアは、１．７テラベクレルの放射性物質がある。

これを「除染するレベルではないが、、、」とナレーション。

テラですよ！

ムカデ AGAINST WAR @kurukuru_pahhhh · 5時間5時間前 
幸福実現党、河口(元ブルーハーツ)とTOKMAの対談「住めるよ！あんなのは風評被害
だよ！放射能を浴びたら健康になるんだよ！」「このインタビューだって福一の横で

やりたいぐらいだよ。原発の隣で取材してたら健康になっちゃったなぁ、なんて」

http://www.cyzo.com/i/2012/12/post_12197_entry.html …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：03/11 13:49
ＳＰＥＥＤＩ活用していいから（原発再稼働に）同意してくれ

自治体のＳＰＥＥＤＩ活用「妨げない」 政府が見解
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160311-00000027-asahi-pol …
原発再稼働しなくていいから

CC @_cc_bangkok · 6時間6時間前 
CCさんが Ｍペッコをリツイートしました
あれから５年。どれだけ政治家やその取り巻き企業が甘い汁を吸ったか。復興を願え

ば願うほど彼らに税金を吸われるだけの５年だった。被災地の人々は「放射能と暮ら

すガイド」まで配られ、逃げさせてももらえなかった。うんざりだ。頼むよ。マ

ジで。 
https://twitter.com/pecko178/status/708174159503691777

cmk2wlがリツイート 
旅行投資家 @ryokoutoushika · 7 時間7 時間前 

https://twitter.com/irukatodouro/status/708185665138073600
http://www.cyzo.com/i/2012/12/post_12197_entry.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160311-00000027-asahi-pol
https://twitter.com/pecko178/status/708174159503691777


@cmk2wl 首都圏が猛烈に汚染されてから5年ですね。
この動画、一度閲覧不能になりましたが、

アップロードした人が外国人だったためなのか、

数時間で復活しました。

https://www.youtube.com/watch?v=GrAl2dIKvPw …
#東日本大震災から5年 #東日本大震災

上野タケシ @ueno_takeshi · 7時間7時間前 
東電データ隠しで、東電全原発が停止した。

止めたのは、佐藤栄佐久元福島県知事。

その後、賄賂０円というまた不思議な冤罪で、有罪となる。

今もそのまま。ここでなんとかしていればフクイチの事故はなかった。

なんどもその時はあった。

#1134golden

アマちゃんだがリツイート 
Minoru Ichinose @ichiyan2 · 7時間7時間前 
どうしてこんな時期に元東電社長らが強制起訴されるのか、不思議に思っていた。業

務上過失致死、文書毀棄などの刑事罰時効は５年。

最後に爆発した４号機まで考慮しても、後数週間で時効は成立してしまうのだ。

HIRO 89@Geigers · 7時間7時間前 
放射能で汚染された地に居続け、人々が住み続けることを応援することが優しさと勘

違いしないように。放射能と共に生き、被曝を受け入れることを美談にしないように

。

星原コーイチ @Albert_kokinji · 8時間8時間前 
にしても道民は、北電が高橋はるみの応援団だってこと、知らねーのかな?　知ってて
泊原発再稼働に反対ではない高橋はるみに投票したの?　だとしたら相当イカレてる
よなぁ。何かあったら食いもん無くなるなんて、考えもしてねえんだろうな。今だっ

て何でも食ってるしな。

Ｍペッコ @pecko178 · 8時間8時間前 
あの日を忘れない

でも、放射能の事は忘れてる

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9時間9時間前 
名無し：03/11 12:32
２００８年「１５ｍ超津波試算」東電非公開の内部資料入手

ＪＮＮは、事故が起きる３年前に、東電社内で「１５.７メートルの津波」が来ると試
算していた非公開の内部資料を入手…
http://news.tbs.co.jp/sp/newseye/tbs_newseye2722473.html …
#有罪確定

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 11時間11時間前 
原発事故満５年目の真実　体調不良で死ぬかも、とても長生きできない、と訴える人

が急増中 
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/250.html …

アマちゃんだがリツイート 
HAZE @nl_5 · 11時間11時間前 
「アメリカの国立ガン研究所がマリファナの抗癌作用を正式に認めた」という超重要

な出来事をこの国のマスメディアは報道しなかった。結果、現在も日本人のほとん

どが、白血病の進行を抑える最も副作用の少ない薬が大麻であることを知らない。

http://j.mp/nqaM9P

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 12時間12時間前 
フクイチ爆発からは五年。

https://www.youtube.com/watch?v=GrAl2dIKvPw
http://news.tbs.co.jp/sp/newseye/tbs_newseye2722473.html
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/250.html
http://j.mp/nqaM9P


でも、原発事故は今日も当日。

https://www.youtube.com/watch?
v=jMXXNJbkGLk&ebc=ANyPxKq5MaJ0XcknhIv5z6VKX6fmRkjz5eY2Tb9TUk8WTmTYTL0cQeQEnHLeAb4De3btiX1D1YBbesyRzpI_RCmvefKDD7ywbQ
地球へED 

…せっかくリメイクするなら、この音痴で酷い唄も、替えて欲しかったなぁ…★
…ｗ（－－；）ｗ…←原作ファン。

TertuliaJapón @TertuliaJapon · 13時間13時間前 
南海大地震はいつか遣って来る。マグニチュード9クラスの大地震は300年周期らしい
。ところが既に前回の1707年の永大地震より300年以上経っている。この地震帯にすっ
ぽり浜岡原発と伊方原発がある。つまりこの地震が来たら、日本はお仕舞いというこ

とだ。また想定外というのか?

アマちゃんだがリツイート 
手塚一佳 @tezukakaz · 19時間19時間前 
手塚一佳さんがエターナル総書記をリツイートしました

あれから5年。当時生後1週間だった息子は急性骨髄性白血病になり、お前の子供が白
血病になったら死んで見せるだの医師免許返上するだの威張っていた連中は死んだ話

も医者をやめた話も聞かず。ただちに健康に影響ないと言った連中も政治家を辞めず 

https://www.youtube.com/watch?v=8wVV1el_3cw&ebc=ANyPxKp4RyMSuoZBE7jPAdTptK-
KmCRQ8eyPckZCkq8ydck0LEKR-V9Ttuk5xmmTYl686vALHSBKDjDDyxMjM-ZiHnLwdoFfRw
地球へ・・・（ダ・カーポ）.wmv 

junkoがリツイート 
くりえいと @kurieight · 3月9日 
〇芝の核医学診断装置　 
核をつくって、核で病気にして、核で診断する。 
https://pbs.twimg.com/media/CdFrt6fWwAA8XD4.jpg

junkoがリツイート 
Mas 860@masjp · 3月9日 � Ubud, Indonesia 
●ごく最近の弾圧

東海アマさん ⇒Twitterアカウント凍結
さゆふらっとまうんどさん⇒Youtubeアカウント凍結
高山清州さん⇒ブログ記事up不可能。
元秘書野田さん⇒自民党山田賢司議員の不正をブログで記載した途端に怪死、記事も

消される。

アマちゃんだがリツイート 
猫プロ @nekopro22 · 3月1日 
郡山高校（福島県郡山市）の生徒が急性骨髄球性白血病で入院！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-1544.html … … … … … 生徒にプールを除染させる
郡山高校（福島県郡山市） http://youtu.be/8A5V3n9QcTY 夢

https://www.youtube.com/watch?v=KEwmsbZ8JBk
ナウシカ・レクイエム Naushika Rekuiemu Nausicaä Requiem music box

https://www.youtube.com/watch?v=jMXXNJbkGLk&ebc=ANyPxKq5MaJ0XcknhIv5z6VKX6fmRkjz5eY2Tb9TUk8WTmTYTL0cQeQEnHLeAb4De3btiX1D1YBbesyRzpI_RCmvefKDD7ywbQ
https://www.youtube.com/watch?v=8wVV1el_3cw&ebc=ANyPxKp4RyMSuoZBE7jPAdTptK-KmCRQ8eyPckZCkq8ydck0LEKR-V9Ttuk5xmmTYl686vALHSBKDjDDyxMjM-ZiHnLwdoFfRw
https://pbs.twimg.com/media/CdFrt6fWwAA8XD4.jpg
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-1544.html
http://youtu.be/8A5V3n9QcTY
https://www.youtube.com/watch?v=KEwmsbZ8JBk


（３月12日）　アルパカ狼さんが観れるかな〜？の一念だけで…

http://85358.diarynote.jp/201603120824212105/

実は浜岡原発は避難計画の策定が進んでいま

せん。山梨県の方は浜岡原発を止めましょう。

2016年3月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

　

dadajiji39 @dadajiji · 10時間10時間前 
原発差し止めの裁判、日本のどこでも起こせることが、はっきりとした、滋賀県大津

地裁の仮処分決定。仮処分決定では、動いていても止められる。沖田県に人も岩手県

の人も青森県の原発差止裁判を考えましょう。長野県の方は新潟県の原発、山梨県の

方は浜岡原発を止めましょう。

https://www.youtube.com/watch?v=i_g8y4ZgPeQ&ebc=ANyPxKrQbSgPRm8NN5XIyQBHr0ViSB-
P4uVkoafZzHOy96-ddPuuCjVsJE1UK58p76Do043LSXpbywdJEZM5Ty4E4JMuLarPcA
Nausicaa’s Theme

おはようございます。

０７：５３。

札幌はプラマイ０℃。

微風。晴天。（＾＾）

バイト４連勤の初日。

モチベは皆無ですが…
（＾＾；）

アルパカ狼さんが観れるかな〜？の一念だけで…

もちろん、歩きます…☆

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.033 0.033 0.033 6 
02:00 0.033 0.033 0.033 6 
03:00 0.034 0.033 0.033 6 
04:00 0.033 0.033 0.033 6 
05:00 0.034 0.033 0.033 6 
06:00

https://www.youtube.com/watch?v=I1RhMA5NpsM
My Neighbor Totoro (Theme Song) 

…ありゃ…（＠＠；）…★
「女満別沖」が…小さいけど、揺れてるなぁ…★

地震マップ @eq_map · 40 分40 分前 
【M5.3】SAMOA ISLANDS REGION 20.6km 2016/03/12 06:56:29JST, 2016/03/11
21:56:29UTC
(G)http://j.mp/1LXqRb2 (USGS)http://j.mp/21ndjHM
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地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.5】根室地方 深さ117.8km 2016/03/11 23:17:10
(G)http://j.mp/1pBomRT (Y)http://j.mp/1Ul4gXg

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.6】国後島近海 深さ43.9km 2016/03/11 23:01:30 http://j.mp/1pBmCYI

宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
アラスカのライブカメラでは、オーロラは強まらないままです。現地の時間帯の関係

もありそうです。AE指数では、 http://wdc.kugi.kyoto-
u.ac.jp/ae_realtime/today/today.html … 弱い変化は起きています。しかし、もう少し大
きい変化になりそうに思ったのですが・・・

宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
と言った先から、Live!AuroraのYoutubeの生中継 https://www.youtube.com/watch?
v=W4rMq6ACsws … でオーロラが明るくなってきました。もっと強まるでしょうか？

宇宙天気ニュース @swnews · 10時間10時間前 
太陽風の磁場が強まり、南向きに大きく振れています。

http://services.swpc.noaa.gov/images/ace-mag-swepam-6-hour.gif … これからオーロラ
の強まりが見られるかもしれません。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 1 時間1 時間前 
#クライシスカレンダー 03/12【2011年 長野県北部地震】03:59頃発生 M6.7 死者3人 負
傷者50人以上 家屋損壊約3000棟 長野・新潟県境付近が震源。震度6強を観測した長野
県栄村の被害が大きく、9割以上の家屋が被災。前日の東北地方太平洋沖地震による誘
発地震か。

https://www.youtube.com/watch?v=qFW_cAR5HCk
The Wind Forest (My Neighbor Totoro) 

原発ハザードマップ @genpatz · 56秒57秒前 
http://1wat.com/atomic/hamaoka/map/ …　浜岡原発から20km距離圏が一目で分かる

西原しげきbot(浜岡原発永久停止) @shigechan_fan · 52分52分前 
実は浜岡原発は避難計画の策定が進んでいません。

県が示さないので、牧之原市独自で試算しましたが、とても「ＵＰＺ」管内すべての

人が避難する現実的計画は示すことはできないと判断しています。 #浜岡原発 #避難計
画

藤原不平等【ふへと】さんへの返信 
きっこ @kikko_no_blog · 3 時間3 時間前 
@MA3290 3.11の追悼式だけでなく、毎年の天皇誕生日のお言葉でも、天皇は毎年、
原発事故による放射能汚染で故郷を追われた人々について言及していますが、安倍晋

三の子分の籾井がNHK会長になってからは、その部分だけ全てカットして放送してい
ます。

副長　乾式キャスクで原発に震災対策を @fukuchyoh · 6時間6時間前 
出ました。池田信夫氏の原発より自動車の方が危険だ！確かに自動車事故で多くの方

が亡くなっていますが、迫っている大地震で西日本の停止中の原発の燃料プールが壊

れたら偏西風に乗った広島の数千倍の放射能で国土の大半が住めなくなってしまうの

です。https://m.youtube.com/watch?v=aLylHazZlQo …

役立ち情報屋＠白夜 @BadlyEsAsonvosy · 6 時間6 時間前 
北海道電力泊原発敷地の断層、再報告を要求　原子力規制委「分析不十分」（北海道

新聞）⇒詳細:
http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/headlines/soci/doshin/RV=1/RU=aHR0cDovL2hlYWRsaW5lcy55YWhvby5jby5qcC9obD9hPTIwMTYwMzExLTAwMDEwMDAyLWRvc2hpbi1zb2Np
…

まっつん™＠年度末モード @ma_tune · 6時間6時間前 
2011年５月７日の東京新聞１面。
当時の首相は稼働中の浜岡原発を含め「すべての原子炉を停止すべきと判断した」と

表明、経産相を通して中部電力に全面停止を要請した。賢明な判断だったと思うが、

今の首相にこのような行動はできないだろう。 
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http://rdsig.yahoo.co.jp/rss/l/headlines/soci/doshin/RV=1/RU=aHR0cDovL2hlYWRsaW5lcy55YWhvby5jby5qcC9obD9hPTIwMTYwMzExLTAwMDEwMDAyLWRvc2hpbi1zb2Np


Junna Hirono @myremin · 7時間7時間前 
東電は、福一原発の管理をイスラエルのマグナBSP社に任せていた経緯をいまだに国
民に説明していない。

イスラエルの大手新聞Haaretzにはっきり書かれている。
http://www.haaretz.com/israeli-firm-which-secured-japan-nuclear-plant-says-workers-
there-putting-their-lives-on-the-line-1.349897 …

919を忘れないbot@緊急事態条項阻止 @remember919 · 8時間8時間前 
リニア中央新幹線は夢の技術でもなんでもない。その運用には莫大な量の電気が必要

となり、否が応でも浜岡原発を存続させなければならない。浜岡原発存続のためのリ

ニアなのである。http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303421&g=132107 … 

q∂~∂pさんへの返信 
マライ・メントライン＠NHKドイツ語講座 @marei_de_pon · 9時間9時間前 
マライ・メントライン＠NHKドイツ語講座さんがq∂~∂pをリツイートしました
そう。ドイツでは今なおチェルノブイリ放射能の影響で「キノコを採ってはいけな

い森」とかあります。記憶の風化で安全性を油断させてはいけないのです。このドイ

ツの社会的執念は、いい意味で重要だと思います。 @qoAop 

onodekita @onodekita · 9時間9時間前 
「放射能の影響とは考えられない」ではなく、「放射能の影響とは考えたくない」 で
ある。

北濱幹也 @kitahamamikiya · 9時間9時間前 
２０１１年３月１４日フクシマ第一原発３号機核爆発による大量の放射能が運悪く風

に乗り翌１５日に首都圏を被ばくさせてしまった

ヒロシマ原爆の８００ｇに対し、２０００トンにも及ぶウラン量です（チェルノブイ

リは１８０トン）

早川群馬大教授図 
https://pbs.twimg.com/media/CdRaeYDVIAIMAXH.jpg

oscar @oscarexpress · 10時間10時間前 
福一事故後、影響を過剰に危惧するのは「復興の妨げ」「放射脳」と言われた。震災

から五年。今、報ステで福島県内の甲状腺がん患者の状況を特集している。専門家で

無い私には勿論真実はわからない。但し事故後、枝野幹事長（当時）が「直ちに人体

に影響はない」と繰返すのには納得出来なかった。

マライ・メントライン＠NHKドイツ語講座 @marei_de_pon · 10時間10時間前 
ドイツ人的に日本の「3.11」といえば、放射能問題だ。震災後、在日ドイツ人業界が「
避難した派」と「踏みとどまった派」に真っ二つに分かれ、ネット上で大抗争になっ

たのが印象深い。あの亀裂はその後修復されたのだろうか？ 私のように「震災後にわ
ざわざ来日した派」というのは珍しいらしい。

みえないばくだん @hopi_domingo · 2015年12月26日 
言葉がない…。
"@asahi_photo
http://t.asahi.com/iv16 
中部電力が浜岡原子力発電所でつくっていた防波壁が２６日、完成します。浜岡原発

は南海トラフ巨大地震の想定震源域にあり、壁は安全対策工事の中心…
https://pbs.twimg.com/media/CXHA-i7VAAAAaDD.jpg

…「バカの壁」…（－－＃）…★

https://www.youtube.com/watch?
v=o427T3gNUFA&ebc=ANyPxKolFj48AVUHDlt05k2VYn7gOtBac1rcXLulCkXcPRnzRBAqRhj2YP9_y3MneOz8X-
AZDFJ78acSVz5hr7EjDPpwCFczSg
My Neighbor Totoro OST - 11 The Huge Tree in the Tsukamori Forest 

うちゃか @sayakaiurani · 9時間9時間前 
すんごい腹立つよ。あの日、私が言ったこと、メルトダウンのこと、放射能汚染の

こと、これからの政府の動きのこと、しったかぶりして晒して罵声浴びせて、結果嘘

まみれの安全神話説いて、それが違う事態になってきたらフェードアウトしてきた奴

らがこの5年間のうのうと生きていたことが許せないよ。

http://www.haaretz.com/israeli-firm-which-secured-japan-nuclear-plant-says-workers-there-putting-their-lives-on-the-line-1.349897
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303421&g=132107
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me, too。

でもガンジーやマザーテレサは、そうは言わないだろう…。
…（－－；）…。

SO, I’m eather. I WILL DO.

https://www.youtube.com/watch?
v=LWzvzDCLFN4&ebc=ANyPxKpxHEBt7AUH4_BIodOigziO2NDeN8bsgmd8taLYAMPbSB69VZ-
J48fMyFBXPzy4KE-Qu9OAyeErnkOsPC8lSFpWfyohnQ
Spirited Away: Always With Me - Piano 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月12日22:45
mollichane@新党もりちゃね党首 @mollichane · 2時間2時間前 

カンニング竹山「被災者は放射能という訳のわからないものの為に地元を出なければいけなか

った。そりゃ悔しいでしょ。コレ本当は言いたくなかったけどあの電力は俺ら東京都民が使った

んです。何も気にせず使ってたんです。いいんですか。俺ら関東の人間が福島に何も言わなくて

も良いんですか」

 

https://www.youtube.com/watch?v=LWzvzDCLFN4&ebc=ANyPxKpxHEBt7AUH4_BIodOigziO2NDeN8bsgmd8taLYAMPbSB69VZ-J48fMyFBXPzy4KE-Qu9OAyeErnkOsPC8lSFpWfyohnQ
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月12日）　…アルパカ狼さんがいなかった以外は、特に問題は無い。はずなんで
すが…

http://85358.diarynote.jp/201603121418552966/

…アルパカさんがいな〜い…(T_T)…
2016年3月12日 恋愛 コメント (2)
　

（承前）(T_T)

でもなんかふにゃふにゃと機嫌よく寝くたれてる気配がするので、まぁいいか…┐(’〜`；)┌

確率的に言って最大で週４回、最低で週２回はシフトが重なるはずなので、

明日に望みを託しますかね…(-.-;)…

（あとで一曲貼りましょう☆）

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月12日20:14
　

めも／ドッペルえるさん…書くほどのネタでもないかな…？
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月12日21:08
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変な粉塵が来てます。(-_-#)
みんな咳してます…(-"-;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201603122249456911/

地球と月と太陽が／完全直列重力トリガー／もうひとつの未来。

2016年3月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

アマちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
本日月齢３、新月トリガー　巨大地震が起きやすい月齢

インドネシアで皆既食があり、地球と月と太陽が完全直列による重力場トリガーにな

っている

http://www.moonsystem.to

https://www.youtube.com/watch?
v=LWzvzDCLFN4&ebc=ANyPxKpxHEBt7AUH4_BIodOigziO2NDeN8bsgmd8taLYAMPbSB69VZ-
J48fMyFBXPzy4KE-Qu9OAyeErnkOsPC8lSFpWfyohnQ
Spirited Away: Always With Me - Piano 

おばんです。
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先ほど無事帰投。２２：１１。

（＾＾）

札幌はマイナス０.5℃ほど。
無風。晴天。

星がきれいです…☆

しっかり買い込んで最らくバス帰宅。

バイトはほどほどに暇で、暴れる客もなし。

…アルパカ狼さんがいなかった以外は、特に問題は無い。はずなんですが…

軽い目眩と幻揺感が続いていて、異様に眠いです。

（－－；）

…こういう時は、どっかで大きい地震があるんだ…？

魔女鍋でおじやを煮たので、さめるまで情報チェックだけして、早めに寝ますぅ…★

カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
【RT200UP】 自分の能力を過小評価するあまり、成功すると周囲を騙しているように
感じてしまう「インポスター・シンドローム（詐欺師症候群）」とは？

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213379.html …

おっと、（＠＠；）

２２：１１に続けて、

２２：２２まで目撃しちゃったぜ…☆？？

https://www.youtube.com/watch?v=VLjE4FFYFSY
Spirited Away (2001) - The Name of Life (Instrumental Piano) Inochi No Namae 

地震マップ @eq_map · 3 時間3 時間前 � 北海道 中標津町 
【M2.5】根室地方 深さ130.1km 2016/03/12 19:29:22
(G)http://j.mp/1RWgtPY (Y)http://j.mp/1QOllaU

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213379.html
https://www.youtube.com/watch?v=VLjE4FFYFSY
http://j.mp/1RWgtPY
http://j.mp/1QOllaU


junkoがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 5 時間5 時間前 
≪不気味≫関東地方の地震回数、震災前の2倍に増加！場所によっては5倍を記録！高
止まりの状態が続く・・・ 赤かぶ http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/303.html …

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 7時間7時間前 
高知のラドン濃度に異常。標準偏差＋３σオーバー

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.0】KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 10.0km 2016/03/12 13:25:58
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1MdhRtb (USGS)http://j.mp/1RdwYEc

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � Republika ng Pilipinas 
【M5.6】LUZON, PHILIPPINES 10.0km 2016/03/12 13:00:27JST, 2016/03/12
04:00:27UTC
(G)http://j.mp/1MdfRkB (USGS)http://j.mp/1RdvcDb

宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
[記事] 600km/秒に達する高速太陽風が到来しました。磁気圏の活動もやや高まってい
ます。 http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.6】根室地方 深さ72.0km 2016/03/12 12:09:50
(G)http://j.mp/21nuM2P (Y)http://j.mp/227yxyN

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 北海道 帯広市 
【M3.1】日高山脈 深さ113.7km 2016/03/12 09:09:21
(G)http://j.mp/22a13MN (Y)http://j.mp/22a143B (アニメ)http://j.mp/1McTcoL

cmk2wlがリツイート 
正造 @etosha0824 · 14時間14時間前 
窓を開けたら硫黄の臭いが、、

アマちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
黒点活動に異常

http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/303.html
http://j.mp/1MdhRtb
http://j.mp/1RdwYEc
http://j.mp/1MdfRkB
http://j.mp/1RdvcDb
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http://j.mp/1McTcoL


http://swc.nict.go.jp/sunspot/ 
「嵐の前の静けさ」？

数ヶ月にわたって、異常に活動が静穏、低い状態が続いていて、ほとんど黒点が出て

こない

いずれ、逆に凄まじい活動が始まることになる

東日本震災の前はX級フレアが連続した
黒点活動は地震トリガー

https://www.youtube.com/watch?v=bjWglHMBO9s
ドラゴンボール　もうひとつの未来 

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 
【京浜東北根岸線 運転再開 2016年3月12日 21:23】
御徒町駅で発生した人身事故の影響で、東十条〜大船駅間の運転を見合わせていまし

たが、21:16頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【山手線 運転再開 2016年3月12日 20:35】
京浜東北根岸線内で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、

20:24頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【停電情報 2016年3月12日 18:43】
東京電力停電情報によりますと、栃木県 佐野市の約5,900軒で停電が発生しているとい
うことです。

http://nerv.link/cJCMdV

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【ＪＲ武蔵野線 運転再開】
人身事故の影響で、JR武蔵野線は府中本町と南船橋の間の全線で運転を見合わせてい
ましたが、午後5時36分、運転を再開しました。
http://nerv.link/yiQ5vS

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【東海道新幹線 運転再開】

http://swc.nict.go.jp/sunspot/
https://www.youtube.com/watch?v=bjWglHMBO9s
http://nerv.link/cJCMdV
http://nerv.link/yiQ5vS


東海道新幹線は、車両のパンタグラフなどに物が引っかかったため、午後2時半ごろか
ら名古屋駅と岐阜羽島駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後3時24分に
運転を再開しました。

http://nerv.link/qV25nO

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【停電情報 2016年3月12日 15:13】
東京電力停電情報によりますと、栃木県 佐野市の約4,800軒で停電が発生しているとい
うことです。

http://nerv.link/3GR1uF

k.inuzuka @inuzuka0601 · 9時間9時間前 
ＪＲ東の人身事故急増、８年で３倍　国交省統計（産経新聞） - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160312-00000077-san-soci … #Yahooニュース
グラフでは福一原発事故の前から増加しているように見えるが・・・JRだけでなく車
内の急病人による遅延も驚くほど多いんだよね。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10 時間10 時間前 
名無し：03/12 12:10
ＪＲ東日本の在来線で人身事故が急増していることが１１日、国土交通省の統計で

分かった。平成２６年度は１８年度の約３倍に増加。ＪＲ東は「２５年度に人身事故

の基準を変更したため」と話しているが…
http://www.sankei.com/affairs/news/160312/afr1603120016-n1.html …

…どこの国のニュースなんだ…

…インドか？　アルゼンチンか…？？

https://www.youtube.com/watch?v=UFnj1U-zFKQ
PIANO SOLO 

    

コメント

http://nerv.link/qV25nO
http://nerv.link/3GR1uF
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160312-00000077-san-soci
http://www.sankei.com/affairs/news/160312/afr1603120016-n1.html
https://www.youtube.com/watch?v=UFnj1U-zFKQ
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月12日22:59
k.inuzuka @inuzuka0601 · 9時間9時間前 

ＪＲ東の人身事故急増、８年で３倍　国交省統計（産経新聞） - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160312-00000077-san-soci … #Yahooニュース
グラフでは福一原発事故の前から増加しているように見えるが・・・JRだけでなく車内の急病人
による遅延も驚くほど多いんだよね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月12日23:32

AKIRA 2024がリツイート 
ngt @ngtgdgd · 3月9日 

電車内でおじさんとおじいちゃんが殴り合いの喧嘩してるのとか見ると東京だなって思う

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


（３月13日）　今日はアルパカさんが鑑賞できますように…☆☆

http://85358.diarynote.jp/201603130810188895/

「愛する子供が孫が、夫か放射能を浴びせられ戦争に駆り出さ

れる。許せるか！そんな事！舐めるな政治家ムラの亡者ども！」

2016年3月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

おはようございます。

０７：４３になっちゃいました。

札幌はプラマイ０℃。晴天！

ちょっと強風で体感温度は低そう…（＾＾；）…歩きますケド☆

https://www.youtube.com/watch?v=uqIfy2WjjJE
LOOKING AT YOU 

ぃやガン見までは、しなくてもいいです。

（＾＾；）ちら見できれば十分なんで…☆

今日はアルパカさんが鑑賞できますように…☆☆

http://85358.diarynote.jp/201603130810188895/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160313/85358_201603130810188895_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160313/85358_201603130810188895_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160313/85358_201603130810188895_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=uqIfy2WjjJE


カラパイア @karapaia · 5 時間5 時間前 
【RT1000UP】 放送事故：竜巻による甚大な被害を伝えていたレポーターだったが、
そのシュールな光景がツボに入り笑いが止まらず放送中断

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213422.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CdXXNvuUkAAYiMY.jpg

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.034 0.033 0.033 6 
02:00 0.034 0.033 0.033 6 
03:00 0.034 0.033 0.033 6 
04:00 0.034 0.033 0.033 6 
05:00 0.034 0.033 0.033 6 
06:00

…雪が融けちゃって路面がすでに乾いてきちゃったので、
細かい粉塵が飛び交って空気が酷いのが難点なんですわ〜…（－－＃）…★

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M6.4】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 32.0km 2016/03/13
03:06:48 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Uokhf5 (USGS)http://j.mp/1nFoD4H

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.9】北海道東方沖 深さ68.1km 2016/03/13 01:16:13 http://j.mp/1pfbCQj

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M5.2】STRAIT OF GIBRALTAR 10.0km 2016/03/13 00:17:11JST, 2016/03/12
15:17:11UTC
(G)http://j.mp/1pf4nYL (USGS)http://j.mp/1LYzSRh

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M5.2】STRAIT OF GIBRALTAR 10.0km 2016/03/13 00:04:04JST, 2016/03/12
15:04:04UTC
(G)http://j.mp/1LYyRbN (USGS)http://j.mp/1RWztOi

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213422.html
https://pbs.twimg.com/media/CdXXNvuUkAAYiMY.jpg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://j.mp/1Uokhf5
http://j.mp/1nFoD4H
http://j.mp/1pfbCQj
http://j.mp/1pf4nYL
http://j.mp/1LYzSRh
http://j.mp/1LYyRbN
http://j.mp/1RWztOi


地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.5】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 32.0km 2016/03/12
22:23:40 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/21o0Pj4 (USGS)http://j.mp/1QTBSXT

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 中標津町 
【M2.5】根室地方 深さ130.1km 2016/03/12 19:29:22
(G)http://j.mp/1RWgtPY (Y)http://j.mp/1QOllaU

…やっぱりデカイの来てた〜★
昨夜の眩暈はコレか〜…★（〜〜；）★

https://www.youtube.com/watch?v=5KQnOeVdCOc
Ｈｅｒｅ，ｈｅｒｅ＆Ｅｖｅｒｙｗｈｅｒｅ（冬の神話） 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10 分10 分前 
２ちゃん原発情報さんがサチエをリツイートしました

名無し：03/12 17:14
サルの骨髄。

全ガン状態といえる。

これが白血病の発症と繋がることも。

https://twitter.com/bettybeat/status/706462796880318464
nhk #被曝の森

Takechan【脱原発に家族で3票】 @Takechan123da · 24 分24 分前 
��冗談じゃない！��
自分が死んだ後、子々孫々に【福一】という途轍もない負の遺産を残す事になったの

を後悔してるのに、【集団的自衛権】まで残せるか！

愛する子供が、孫が、夫か放射能を浴びせられ続け戦争に駆り出される。

許せるか！そんな事！

舐めるな政治家ムラの亡者ども！

不正選挙監視団 @rigged_election · 41分41分前 
先日の関東を襲った煙霧（砂埃）について、草加市の路上で採取したものを測ること

ができました。結果：4362Bq/kg(2976,1386) となり、高い数値を記録しました。当時

http://j.mp/21o0Pj4
http://j.mp/1QTBSXT
http://j.mp/1RWgtPY
http://j.mp/1QOllaU
https://www.youtube.com/watch?v=5KQnOeVdCOc
https://twitter.com/bettybeat/status/706462796880318464


は「中国の黄砂だ！」とか言われて騒がれていましたが、結局のところ放射能砂埃が

大量に舞い上がった光景だった。

hiro_chan_des ソニョbot @hiro_chan_debot · 48分48分前 
高齢出産で子供がダウン症になる確立が増えるのは、長い間生きていて遺伝子が傷つ

き奇形遺伝子が増える事により子供がダウン症になる

放射能に汚染されている食べ物を食べていると、沢山の遺伝子が傷つき奇形遺伝子が

増える事につながる

http://blogs.yahoo.co.jp/hiro_of_setagaya/12585943.html …
#ごはん

neko-aii @neko_aii · 8 時間8 時間前 
2011年11月26日
川崎市川崎区にある東芝の原子力研究施設

「東芝原子力技術研究所」の実験用原子炉が再稼働。

実験炉は3月4日から運転停止中で
東日本大震災時は稼働していなかった。　

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/296e6e3e8459fdf867e215cbb2edb54e …

neko-aii @neko_aii · 8時間8時間前 
(汚染地域の子供たち)
遊ぼうと思っても『息が苦しい』『横になって眠るかずっと座ってる、無気力』

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/919c338ed5cdb5b8e486dec38150e656 …
子供「７歳のときから病気なの」

今いくつ？

子供「１４歳」

どこの具合が悪いの？

子供「膠原病」

どこが痛むの？

子供「心臓」

neko-aii @neko_aii · 8時間8時間前 
"Dietrich_R 2016年1月24日
多摩動物公園

寝てるコアラとカンガルー" 
https://pbs.twimg.com/media/CdWvpUfUkAAl6w-.jpg

http://blogs.yahoo.co.jp/hiro_of_setagaya/12585943.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/296e6e3e8459fdf867e215cbb2edb54e
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/919c338ed5cdb5b8e486dec38150e656
https://pbs.twimg.com/media/CdWvpUfUkAAl6w-.jpg


cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
東日本 2016年 3月12日23時(JST)
東電福島原発からの風は、関東へ吹いています。

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

かあこ 0@nigiri_3_ · 13 時間13 時間前 
意地でも原発事故の影響、放射能とは言わない。。↓

2016.3.12 08:49更新
なぜ？ＪＲ東で人身事故が急増　酔客や歩きスマホ原因か、８年で３倍　予防策が

急務 http://www.sankei.com/affairs/news/160312/afr1603120016-n1.html …

https://www.youtube.com/watch?v=lvFDLKa-9gg
Fool On The Planet TMNETWORK 

https://www.youtube.com/watch?v=jzt3-xv6kLQ
PSY.S - レモンの勇気 [PV]

https://pbs.twimg.com/media/CdWsVEuUkAAHCdy.jpg
http://www.sankei.com/affairs/news/160312/afr1603120016-n1.html
https://www.youtube.com/watch?v=lvFDLKa-9gg
https://www.youtube.com/watch?v=jzt3-xv6kLQ


（３月13日）　アルパカ狼さんを鑑賞できた♪

選手交代！o(^-^)o
2016年3月13日 スポーツ コメント (4)
　

まだ3月13日なんですが。
ヽ（・＿・；）ノ

もはや道端や日影の[雪渓]以外は根雪が残っていない札幌…

(・ω・;)(;・ω・)

除雪屋さんとスキー場関係者が泣いてるだろうと思うと歓んでばかりもいられないんですが…
…(-.-;)…

それはさておき、(^_^;)

とりあえず、今日からもう、

春の靴♪ o(^-^)o

http://85358.diarynote.jp/201603131012288126/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=228
http://85358.diarynote.jp/201603131012288126/


    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月13日15:26
めも。カラスの恩返し、

今のところ無効？(-.-;)

ビミョー厄日。(T_T)
アルパカ狼さん居たけど、

はるか部屋の反対側。

席は逆向きのいつもの嫌がらせ「隔離監視拷問退職強要席」。

(-_-#)
偶然だとは思うけど、無理やり振り返ってでもアルパカ狼さんを眺めようとすると、ジャストど

んぴしゃりに邪魔な位置に、何故か衝立？があって…

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


晴れた夏の真昼の浅川ワンドのカワセミぐらいの目撃率…(T_T)

さらに何故かベルクカッツェ・アンブリッジ来室を目撃。

（目が穢れる★）

ボーバトン意地悪陰険ケツ出しキャバ女が、休憩室で目の前…

…(ノ-o-)ノ　┫★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月13日20:20
　

後半戦キャバが隣席とか、

リータとフィルチが当直とか、

「ビミョー不幸ネタ」にこと欠かない一日でしたが、(-"-;)

２ｍの距離から１分くらい？

(^_^;)
アルパカ狼さんを鑑賞できた♪

o(^-^)o

ので、

まぁいいか…┐(’〜`；)┌
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月13日21:02
　

なんか夕方からずっと脳内音楽が、♪おきなわを返せ♪なんですけど…(^_^;)…なぜだ…？

なんぞ決起集会でもぶちあげてるんで唱歌…？(^。^;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月13日22:04
　

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（３月13日）　愛情ホルモン「オキシトシン」は犬と人間が触れ合うことで増加する
。

http://85358.diarynote.jp/201603132246032103/

終わりつつあります。太陽は穏やかです／【周辺に３つの活断層

推定　震度７の可能性】。

2016年3月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

junkoがリツイート 
ぼくとわたしの未来行進 @miraikousin · 3月11日 
周辺に３つの活断層推定　震度７の可能性も http://dd.hokkaido-
np.co.jp/news/area/sapporo/1-0245018.html … #どうしんウェブ／電子版

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=W4rpbXLGVT4
坂本九 明日があるさ
（＾＾；）

おばんです。２２：０４。

食糧飲料がっちり確保。

http://85358.diarynote.jp/201603132246032103/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603132246032103/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160313/85358_201603132246032103_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160313/85358_201603132246032103_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160313/85358_201603132246032103_3.jpg
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/area/sapporo/1-0245018.html
https://www.youtube.com/watch?v=W4rpbXLGVT4


最らくバス帰宅…そろそろこの生活も終わりです。
来週には、悠々自適？チャリ通勤に戻れるかなぁ…？？

https://www.youtube.com/watch?v=nllUCXKSIk0
ウルフルズ - 明日があるさ 

地震マップ @eq_map · 5 分5 分前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ106.4km 2016/03/13 22:03:04 http://j.mp/1Uq4yfG

地震マップ @eq_map · 34分34分前 
【M3.0】北海道南西沖 深さ189.0km 2016/03/13 21:36:13
(G)http://j.mp/1Uq29Sf (アニメ)http://j.mp/21pvXhZ

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.4】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km 2016/03/13
13:19:25 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1QNPndR (USGS)http://j.mp/1RXsrJd

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M5.0】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km 2016/03/13
12:20:03 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1QV1B2b (USGS)http://j.mp/1QV1Eef

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M4.5】浦河南方沖 深さ56.8km 2016/03/13 11:07:37
(G)http://j.mp/1QPFzkz (アニメ)http://j.mp/1SJD84l

宇宙天気ニュース @swnews · 12時間12時間前 
[記事] 高速の太陽風は終わりつつあります。太陽は穏やかです。 http://swnews.jp
#swnews

https://www.youtube.com/watch?v=H6wZ1WjHsyA&ebc=ANyPxKrLfCtB8J7tRKIbtmFi-
Nxk3ewWiWjUpPWB-MKN0evbOHMd_TecZiqGJ28WiEMQVkddOiupEHIjGZW_wdliau5Ku_yjsw
Re:Japan 明日があるさ (PV) 

https://www.youtube.com/watch?v=nllUCXKSIk0
http://j.mp/1Uq4yfG
http://j.mp/1Uq29Sf
http://j.mp/21pvXhZ
http://j.mp/1QNPndR
http://j.mp/1RXsrJd
http://j.mp/1QV1B2b
http://j.mp/1QV1Eef
http://j.mp/1QPFzkz
http://j.mp/1SJD84l
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=H6wZ1WjHsyA&ebc=ANyPxKrLfCtB8J7tRKIbtmFi-Nxk3ewWiWjUpPWB-MKN0evbOHMd_TecZiqGJ28WiEMQVkddOiupEHIjGZW_wdliau5Ku_yjsw


特務機関NERV @UN_NERV · 5 時間5 時間前 
【西武新宿線 運転再開 2016年3月13日 16:55】
新所沢駅で発生した人身事故の影響で、所沢〜本川越駅間の運転を見合わせていまし

たが、16:49頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運休が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【東京メトロ銀座線 運転再開 2016年3月13日 12:44】
上野駅でホームドア点検を行った影響で、浅草〜三越前駅間の運転を見合わせていま

したが、12:36頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

https://www.youtube.com/watch?v=QsIpTvMpo1Y
明日があるさ（ウルフルズ） 

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
【RT2300UP】 愛情ホルモン「オキシトシン」は犬と人間が触れ合うことで双方が増
加することが判明（オーストラリア研究）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52187502.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CdZi15qUUAEETZf.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=Ci3dP9t6De4
ANOTHER MEETING(tamago edition) #fanksfes 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月14日0:22
アマちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=QsIpTvMpo1Y
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52187502.html
https://pbs.twimg.com/media/CdZi15qUUAEETZf.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ci3dP9t6De4
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


黒点大陽風は、常識では考えられないほど静穏化

異常に活動がない　やがて爆発的に活動したとき恐ろしいことが起きそうだ

http://swc.nict.go.jp/sunspot/
 



（３月13日）　俺たちに明日はない。

http://85358.diarynote.jp/201603132321269780/

「ありがとうございました」／放射線障害で最も多い知能障害／

最初は眠気、次に物忘れが激しくなる。

2016年3月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=QgyIMSJfzTc
俺たちに明日はない　日比谷野音　THE HIGH-LOWS　2003.7.6 

Mari Takenouchi竹野内真理 @mariscontact · 4分4分前 
3月14日夜、6400人いた作業員を700人に。
1，3号炉は水を通し出すベント。
2号炉は直接出す、ドライウェルベント、桁違いの放射能を出すことにした。ところが
ドライウェルベントできない状態。2号炉格納容器内はドライウェルで２４Sv。750キ
ロパスカル。「俺と死ぬのはどいつだ」

https://www.youtube.com/watch?v=undOiWZVU8E
Flatt & Scruggs 　映画「俺たちに明日はない」　Foggy Mountain Breakdown 

ばていら @tamakibi555 · 4 分4 分前 
年５ミリシーベルト超、３万２千人＝被ばく作業員、事故発生後

　http://www.jiji.com/jc/zc?k=201603/2016030900126mdc … 福島第１原発で事故対応
に当たる作業員のうち厚労省が白血病労災認定の基準の一つとする年間被ばく線量５

ミリSvを超えた人は２０１６年１月末で延べ３万２０００人余りとなった

きりた @kirita57 · 12分12分前 
24シーベルト、人が15分で死ぬ線量！？意見する人と実際に作業する人とでは命のか
かり方がぜんぜん違う…。 #NHK #NHKスペシャル

onkapi @onkapi · 14分14分前 
二号機サプチャン圧力0となる。サプチャンに穴があいた状況。線量上がる予測。スタ
ッフ作業員避難。（Nスペ）

toss @tossact · 23分23分前 
#NHKスペシャル　SR弁開、しかし消防車からの水が全く入らない、TAFマイナス３
７００ミリ、「消防車のポンプ止まってます！、燃料切れです」、線量高くて監視し

てられなかった。後の解析では３月１４日午後９時過ぎにメルトダウン、どんどん圧

力上昇、下手すれば日本の国がおかしくなると…

平野美紀 Miki Hirano @mikihirano · 24分24分前 
水位がどんどん下がる。消防車の水が止まる。燃料切れ。高線量のため、ずっと車に

とどまることができない。#NHK #原発メルトダウン 危機の８８時間

さかなのかげふみ @Spia23Tc · 41分41分前 
消防車へ配管をつなぎ原子炉へ水　20t/h
3号建屋　100mSv
電源普及作業　ベント作業は中止

3号内部の線量上昇　消防注水を疑い始める
解析ではこの時間に炉心溶融が進んでいる

アルゴス @arugos · 43分43分前 
2号機のSR弁を開けても消防車の水が入らない。なんと消防車のエンジンがガス欠で
止まっていた。ベントもできず、2号機の圧力はどんどん高まる。2号機が爆発すれば
、福一には誰も近寄れなくなる。20キロしか離れていない福二、大量の使用済み核燃
料もメルトダウン、という最悪のシナリオ。

http://85358.diarynote.jp/201603132321269780/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/items/books-jp/486113921X/
https://www.youtube.com/watch?v=QgyIMSJfzTc
https://www.youtube.com/watch?v=undOiWZVU8E
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201603/2016030900126mdc


toss @tossact · 43分43分前 
#NHKスペシャル　屋外作業をすべて中止、外に居る人間を避難させろ、発電所長とし
ての判断はやっぱり人の命と。３号機内部の線量が上がったので吉田所長は冷却を疑

い始めた、（当時の会話の再現ドラマ挿入）、事故後の解析ではこのとき既にメルト

ダウン、実は想定の半分も冷却出来てない構造だった

hohosasa60 @hohosasa60 · 48分48分前 
「命の危険はあるけど、誰か福一まで燃料運んでくれませんか」

「バッテリー運んでくれませんか」

「注水車運んでくれませんか」

って関東一円に募集かけたほうが良かったのかなあ。

命と健康にかかわるから、なかなかお願い出来ないよなあ。

募集かけたら来てくれたのかな.. #nhk

平野美紀 Miki Hirano @mikihirano · 59分59分前 
生命の危険があるため、一旦退却。建屋内は高線量のため、外から遠隔でベントを試

みる。その直後、煙が！ベント成功。#NHK #原発メルトダウン 危機の８８時間

Mari Takenouchi竹野内真理 @mariscontact · 1時間1時間前 
ベント作業員、89ミリシーベルトと95ミリシーベルトの被曝量。
中央制御室でも線量上昇。

吉田所長「この発電所の地域、周囲を皆、見放すと言う事。頼む、今は残ってくれ」

建物の外からの遠隔ベントを試みた。午後2時すぎ、ベントの蒸気が放出。格納容器、
圧力低下。14時30分、ベント成功

chappy @chappy_popopo · 1時間1時間前 
「ベントバルブ付近の線量は89-95ミリシーベルト。人が近づけない状況だった」〜原
発危機88時間 #nhk #Nスペ

tweet ̵̡̨ meme @_Eugene___ · 1時間1時間前 

「振り切れてる！」

線量計の針が振りきれている。

決死隊のベントは失敗した。

「正直に言いますと、もう駄目かなと」

「これ以降は悪化するのみかなと」

#NHK #NHKスペシャル メルトダウン NHKスペシャル

平野美紀 Miki Hirano @mikihirano · 1時間1時間前 
午前９時、ベント開始。ベント隊に選ばれた人たちが、ベントへ向かった。建屋内に

入り、手動で開ける作業。第二班が格納容器に近いバルブへ。900ミリシーベルト。線
量計が振り切れる。#NHK #原発メルトダウン 危機の８８時間

kazusan @kazusan41932975 · 1時間1時間前 
１号機の外側１，２ミリシーベルト。なにか起こっている。格納容器の設計限度圧力

を超える。破壊を防ぐため１号機のベント指示。人力でベントのバブルを開けるしか

ない。高線量でもやらなければ。現場がひどいことは解っていたが手をあげた人が。

世界で初めての作業。現場と東電、官邸とのかい離ＮＨＫ

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
2011年3月13日
女川原発（宮城県）の

敷地で測定している放射線量が

2011年3月12日夜から
13日未明にかけて急上昇、
最大で通常の７００倍に相当する

２１マイクロシーベルトになったと発表された

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/692291bdd2c387330f9dfeb3fd351847 …

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/692291bdd2c387330f9dfeb3fd351847


https://www.youtube.com/watch?v=UVVV6s8LMTk
SMAP 俺たちに明日はある - 1999 Birdman 

rozeree in0.09μSv/h @reemayufu · 20分20分前 
「線量が上がれば第2も作業ができなくなっちゃう 後は神様に祈るだけだ…避難してく
ださい みなさん ありがとうございました」

アルファルファモザイク @alfalfafafa · 3時間3時間前 
【128RT!】フクイチ廃炉で溶けた核燃料を取り出す技術が存在しないことが判明、米
仏と連携でこれから開発 http://alfalfalfa.com/articles/146908.html … 政府は東京電力福
島第１原子力発電所の廃炉に向け2016年度から米国、フラ… 
https://pbs.twimg.com/media/CdbJJhPUkAAtREM.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=z63q2GyHlO8
ブルーグラス　俺たちに明日はない 

か　りんと @KarintRint · 5分5分前 
千葉県民ですが、3.11の後、まるで光化学ｽﾓｯｸﾞのように目がチカチカしたり、なんか
下痢ぎみだったり、ｱｽﾌｧﾙﾄが熱かったりして、絶対これ放射能漏れてるでしょって言

いまくってたな〜　当たってたんだね(T_T)　#NHK

くまちよ @sonicdrum · 2時間2時間前 
【悲報】福島原発に送り込まれたロボットが即死… 原子炉に近付いた瞬間に回路が破
壊される緊急事態 http://bit.ly/1TXOza8

花子 @SamezuHanako · 2時間2時間前 
健康異変が今まで出てないと思っているそこのお方。

わたしゃ、母親はそう思ってても、以前と違う症状が出てる子どもが近所に数人（も

っとか？）いるよ。その子達が赤ちゃんの頃から身近で見て知ってるよ。ただの風邪

。ただの皮膚炎。そういうのも、低線量被曝の症状かも知れんのよ。マジで。

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
"ma_chako:
日本中ほとんどの方が

被曝して大変危険な状態。

特に最近目立つ被曝症状は

頭がおかしくなる事。

自分では気づいてない。

ストロンチウムが脳に蓄積

脳細胞の遺伝子を変化させるため。

最初は眠気、次に物忘れが激しくなる。

手足が痺れたら被曝間違いない"

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
2011/12/06
友人の母、宮城県在住、

商店経営をしていた方

何の持病もないのに、

元気に家族と会話した１時間半後、

ふと見ると突っ伏し、

心肺停止していたそうです。

救急車で運ばれるも死亡が確認され、

原因不明のため、死因は「呼吸不全」とされた。

享年69歳。

船橋市・弓場清孝 @roro101577 · 5時間5時間前 
今日は午後から流山鉄道に乗って流山市の公園の中で3.11後に基準値を上回る最も高

https://www.youtube.com/watch?v=UVVV6s8LMTk
http://alfalfalfa.com/articles/146908.html
https://pbs.twimg.com/media/CdbJJhPUkAAtREM.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=z63q2GyHlO8
http://bit.ly/1TXOza8


い空間線量を検出した「加岸２号公園」の測定に行って来ましたが。まず、この線量

をご覧下さい。2.704μSｖ／ｈ　うそのような数値でしょう、 

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
「犠牲者は、私の見積りでは控えめに見ても3200万人ほどになります。原子力産業の
労働者たち、日本の原爆被災者たち、大気圏内核実験の犠牲者たち（略）そうした事

故の中では、チェルノブイリの大事故による犠牲者（略）目を覆う惨事はまだ終わっ

ていません」ロザリー・バーテル博士

junko @junko_in_sappro · 19時間19時間前 
なぜ？ＪＲ東で人身事故が急増〜ある恐ろしい体験談が報告された

http://ameblo.jp/64152966/entry-12138332701.html …
放射線障害で最も多いのは知能障害

https://www.youtube.com/watch?v=v26guQcexiM
明日があるさ / ベイビー・ブー 

きむらとも @kimuratomo · 2時間2時間前 
NHKスペシャル『原発メルトダウン 危機の88時間』原子力発電所、ひとたび事故が起
きれば現場に近寄ることすら出来ない。「一企業」いや「人類」が扱えるシロモノで

は無い。ただ発電するためだけに「命懸け」。あまりに愚かだと、改めて実感する

。http://www6.nhk.or.jp/special/sp/detail/index.html?aid=20160313 …
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBg-
aHR0cDovL3d3dzYubmhrLm9yLmpwL3NwZWNpYWwvZGV0YWlsLzIwMTYvMDMxMy9pbWcvdGh1bV8wNC5qcGcU4BIU5gkcFIQGFJQDAAAWABIA&s=c-
vWJOqmRziux03UAErwz5U9w381_5gD8EOaLD-kVp0

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】
 

http://ameblo.jp/64152966/entry-12138332701.html
https://www.youtube.com/watch?v=v26guQcexiM
http://www6.nhk.or.jp/special/sp/detail/index.html?aid=20160313
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBg-aHR0cDovL3d3dzYubmhrLm9yLmpwL3NwZWNpYWwvZGV0YWlsLzIwMTYvMDMxMy9pbWcvdGh1bV8wNC5qcGcU4BIU5gkcFIQGFJQDAAAWABIA&s=c-vWJOqmRziux03UAErwz5U9w381_5gD8EOaLD-kVp0
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ


（３月⒕日）　セデンタリー（すわりっぱなし）は喫煙並みの悪影響であることが
判明！

http://85358.diarynote.jp/201603141436522447/

（2016.03.25.一曲追加ｗ）　理解に苦しむ。(-_-#)

2016年3月14日 就職・転職 コメント (8)
　

https://www.youtube.com/watch?v=-_-vEj5ZFx8
「山猫おことわり」　谷山浩子　歌詞付き

何故あそこまで異常識で不思議ちゃんな服装と言動の連中が、

中間管理職に抜擢されるのか。

(-_-#)

真冬のオフィス内を裸足移動とかパンツ丸見えのミニスカとかどう見ても下着だろう、寝坊して

ブラウスとスカートを着るのを忘れて顔面厚化粧だけは塗りまくって出勤してきたキャバ嬢

（というか私の年代の目には

「ソープ嬢の勤務中の服」すれすれ（つまりハダカ同然）に見える…）…(‾○‾;)…

が、上司なんだ？

だから、まともなスタッフは、

慌てて辞めて行くんだぞ…？

そもそも会社名が異常識過ぎる。

自分で「再犯する嘘つき」って会社名に、わざわざ改名しやがった…

（英和辞書ひいてみましょう。

リサイクルのリ。

そして、「嘘つき」。

http://85358.diarynote.jp/201603141436522447/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201603141436522447/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160314/85358_201603141436522447_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-_-vEj5ZFx8


…(ノ-o-)ノ　┫…

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月14日14:56
　

バカすぎる上司が完全なる私用で研修講師の任を放り出して、勤務時間中で時給が発生している

研修生を放置無礼。(-"-;)というあまりにもな事案発生で、昼飯が３０分も遅れて空腹な私は、現在
とても気が立っています…(-_-#)…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月14日15:03
　

逆に言えば研修生が私用で無断で研修を中座して赦されるのか？

ノブレスオブリージとか、

聞いたことも無いんだろうな？

どうなってるんだ？

この怪社の、管理職研修…？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月14日21:00
　

ちなみに新人イケメンばいと君の新人研修中に何故か指導係であるキャバが、シツコク絡んで個

人情報を聞き出そうとか日常。(∋_∈)（もちろんイケメン君はあっという間に辞めた…）

頼むからせめてセクハラとパワハラと興味本位または犯罪目的でスタッフの私物ロッカー全部開

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


けて見て回るとかは

「犯罪です」と…(-_-#)…

最低限でいいから！

その異様な現行の「上司」たちにスタッフ締め付けて退職強要させまくる、前に…(-_-#)…

新人管理職に、

「やってはいけないこと研修」を…

頼むから、教え込んで下さい…

(ノ-o-)ノ　┫
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月14日23:44
彫木・環（アベ政治を許さない） @CordwainersCat · 47分47分前 

ハイハイハイ、保育士も叙勲、福島第一で働く原発作業員も叙勲。どう考えても現代の靖國神社

。

そんな事よりまともな給与、待遇とか、原発作業員なら医療費の面倒を見るとか、その後、病気

しても生涯を保障する年金を払うとか考えろよ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月15日0:17

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 

若者達が、ものごとの本質を見なくなって人生社会の哲学を避けるようになった、組織や環境に

隷属し、些細な欲求不満をイジメに転化するようになった時期

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


日本全体に矮小卑屈なイジメが蔓延するようになった時期は、いつ頃かと考えると1990年代だろ
う

それまでイジメが問題になることは少なかった

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月17日8:53
アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 

【日本人よ！立て！】セデンタリー（すわりっぱなし）は喫煙並みの悪影響であることが判明！ 
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/14351健康法.jp/archives/14351

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月23日11:19
cmk2wl @cmk2wl · 24時間24時間前 

人間は、苦しめられ打ち負かされるとき、なにかを学ぶチャンスを得る。

才覚を発揮すること。

勇気をもつこと。

事実をつかむこと。

無知を知ること、節度や、生きるための本当の技術を獲得することなどを。

ラルフ・ウォルド・エマーソン（詩人）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月27日8:33
アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 

【残忍】共産・小池晃議員が告発！

 
パソナ系転職支援会社に大企業・リストラ対象者の「出向辞めさせ部屋」がある！ 
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/14736健康法.jp/archives/14736
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（３月⒕日）　きっと明日もアルパカ狼さんが観れるかな…？

http://85358.diarynote.jp/201603142338545938/

素晴らしきこの世界／「明日はきっといい日になる」／「どうせ

なら楽しませてもらおうか」 。

2016年3月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おばんです。２２：５５。

（＾＾）

結論から言えば、今日は大厄もなく大吉もなく…

つまり、今このご時世を想えば、ありえないほどありがたい…
「平穏無事」？で、平和な、一日でございました…☆

https://www.youtube.com/watch?
v=E1pvKW3nPZY&ebc=ANyPxKoDA_ExDT8txhk8mfxqwSuZUmWmjVfdlARFegblL27z0iBt68nAG3KBEPuWy3TIlbSg0MzO730vmBeYjVe6kMqABbpmVA
真心ブラザーズ - 素晴らしきこの世界 

食糧飲料がっちり買い込んだ上で月曜限定の最速バスでさくさく帰宅。

洗濯と入浴済ましました。

今２３：００じゃすと。（＾＾）

今日は新キャラ？登場の予感で…ソウルチームメイト？っぽい新人君を発見…
待て次号…。（＾＾；）

そして昨日は二日酔いぽく、（－－＃）浮腫んでたアルパカ狼さんが、

今日は健康状態も良さそうで、なんだか「お澄ましさん」でした…

…もしかして「りえん・どれんぐすんモード」なのかそれ…？？
http://76519.diarynote.jp/200605242334530000/
…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=r1HVp3GfyBY
手嶌葵／明日への手紙『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』

主題歌（Full Cover by コバソロ & Akane） 

とかとか。（＾＾；）☆

とりあえず私の脳内お花畑（妄想大全開お花見季節もーど〜☆）の話はおいとくとして…

札幌の水道水は、「ますます」変です…★
（－－；）

お風呂と洗濯と歯磨き（口ゆすぎ）までは仕方がないけど…

http://85358.diarynote.jp/201603142338545938/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160314/85358_201603142338545938_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160314/85358_201603142338545938_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160314/85358_201603142338545938_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=E1pvKW3nPZY&ebc=ANyPxKoDA_ExDT8txhk8mfxqwSuZUmWmjVfdlARFegblL27z0iBt68nAG3KBEPuWy3TIlbSg0MzO730vmBeYjVe6kMqABbpmVA
http://76519.diarynote.jp/200605242334530000/
https://www.youtube.com/watch?v=r1HVp3GfyBY


ぜったい飲みません。目にも入れないように気を付けている…
私は。ね…

ｗ（－－；）ｗ

カラパイア @karapaia · 28 分28 分前 
カラパイア : どうせ餌を食べにくるのなら楽しませてもらおうか。面白すぎるリスの
餌場 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212862.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CdgyUU-UUAAgnLs.jpg

カラパイア @karapaia · 14時間14時間前 
カラパイア : カラスやオウムは、目先の欲望を我慢するなど霊長類に匹敵する知能を持
つことが判明 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213519.html …

…そういえば、昨日と今朝と、いつものカラスの「突撃隊長」以下一同に、
「恩（餌）の高額買取」お買い上げだったんでした…

ｗ（＾＾；）ｗ

きっと明日もアルパカ狼さんが観れるかな…？

https://www.youtube.com/watch?v=jFWDf-Zpyqk
Rihwa「明日はきっといい日になる」ミュージックビデオ 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

12:00 0.033 0.033 0.033 6 
13:00 0.033 0.032 0.033 6 
14:00 0.033 0.033 0.033 6 
15:00 0.034 0.033 0.033 6 
16:00 0.034 0.032 0.033 6 
17:00 0.035 0.033 0.034 6 
18:00 0.042 0.035 0.038 6 
19:00 0.043 0.039 0.041 6 
20:00 0.038 0.035 0.037 6 
21:00 0.035 0.034 0.035 6 
22:00

https://www.youtube.com/watch?v=CIx8ts2TbZA
【公式】手嶌葵 - 明日への手紙(月9ドラマ『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』主
題歌) 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
3月14日 16時03分
トカラ列島近海（マグニチュード5.3　深さ224.4km）　
https://pbs.twimg.com/media/CdfcrUyUAAAbX4L.jpg
この10年間で、地震の規模が最大のマグニチュード。南海トラフ巨大地震の震源域の
内側の深発地震。 

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M6.3】とから列島近海 深さ224.4km 2016/03/14 16:03:17
(G)http://j.mp/1V5IzLG (アニメ)http://j.mp/1SM2RsU

宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
[記事] 太陽風は平均的な状態で、磁気圏は静穏です。 http://swnews.jp #swnews

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212862.html
https://pbs.twimg.com/media/CdgyUU-UUAAgnLs.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213519.html
https://www.youtube.com/watch?v=jFWDf-Zpyqk
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=CIx8ts2TbZA
https://pbs.twimg.com/media/CdfcrUyUAAAbX4L.jpg
http://j.mp/1V5IzLG
http://j.mp/1SM2RsU
http://swnews.jp/


地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.5】北海道南西沖 深さ23.2km 2016/03/14 10:34:33 http://j.mp/24Z31SE

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M4.0】北海道東方沖 深さ38.0km 2016/03/14 08:09:00
(G)http://j.mp/22e7r5W (アニメ)http://j.mp/1XooVJf

しろくま @hontounokotoga_ · 23時間23時間前 
@hontounokotoga_ 　南海トラフ М9.0だと？
御前崎（浜岡原発）の津波高19m　
当然、静岡はほぼ全域が震度7の激震
https://pbs.twimg.com/media/CdcFNuHUMAAcbdw.jpg
安倍さんはそれでも、まだ動かそうとしているよね？！

https://www.youtube.com/watch?v=jFWDf-Zpyqk
Rihwa「明日はきっといい日になる」ミュージックビデオ 

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【上野東京ライン 運転見合わせ 2016年3月14日 21:36】
20:03頃、上野駅で発生した人身事故の影響で、終日、運転を見合わせています。なお
、振替輸送を行っています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【ＪＲ宇都宮線と高崎線 一部運転再開】
JR東日本によりますと、上野駅で起きた人身事故の影響で、宇都宮線と高崎線はいず
れも上下線の全線で運転を見合わせていましたが、午後9時前に宇都宮線は上野駅と宇
都宮駅の間、高崎線は上野駅と高崎駅の間でそれぞれ運転を再開しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【高崎線 運転再開 2016年3月14日 21:25】
上野駅で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、21:20現在、運転
を再開しています。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【東海道本線[東京〜熱海] 運転再開 2016年3月14日 20:39】
上野東京ライン内で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、20:30
現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【常磐線(快速)[上野〜取手] 運転再開 2016年3月14日 20:39】
宇都宮線内で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、20:30現在、
運転を再開しています。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【伊東線 運転再開 2016年3月14日 14:53】
伊豆多賀駅で発生した信号関係故障の影響で、運転を見合わせていましたが、14:41頃
、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【東急池上線 運転再開】
東急池上線は、踏切で電車と自転車が接触する事故が起きた影響で、雪が谷大塚と蒲

田の間で運転を見合わせていましたが、午後1時16分、運転を再開しました。
http://nerv.link/kllLnD

https://www.youtube.com/watch?v=z5X328VWK1c

http://j.mp/24Z31SE
http://j.mp/22e7r5W
http://j.mp/1XooVJf
https://pbs.twimg.com/media/CdcFNuHUMAAcbdw.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jFWDf-Zpyqk
http://nerv.link/kllLnD
https://www.youtube.com/watch?v=z5X328VWK1c


446 & SHINGO★西成 / 「生きる」っていうこと 【MV】

 



（３月15日）　…アルパカ狼さんがいない…　…(ToT)…

http://85358.diarynote.jp/201603151522513935/

意味なし哀りす。…(T_T)…。　 （＋２曲ｗ）
2016年3月15日 恋愛
　

…アルパカ狼さんがいない…
…(ToT)…

そして遅番当直がリータ。

(-"-;)

良心のない北テレビは幼女殺害事件をオモシロ興味本位で特番中。(-_-#)
遺族の心情なんて全く考えていないんだろう…

…「おまえら人間じゃねぇ！」
…(*｀θ´*)Ｏ…

まがうことなき厄日ですが、

パシクルカムイ隊に高額買取りで恩を売り捌いてるので(^_^;)

…きっとアルパカ狼さんは休日をゆっくり楽しめているだろう…

…(^_^;)…

https://www.youtube.com/watch?v=GeeUSDW3tcA
恋のマイアヒ　Full

…ま、それでいいか…
…┐(’〜`；)┌…

https://www.youtube.com/watch?

http://85358.diarynote.jp/201603151522513935/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://www.youtube.com/watch?v=GeeUSDW3tcA
https://www.youtube.com/watch?v=fke6lQEBcIw&list=PLTx0PnaX8R3mx7V0QIF7kDpLu6mDKLt0N&index=4


v=fke6lQEBcIw&list=PLTx0PnaX8R3mx7V0QIF7kDpLu6mDKLt0N&index=4
意味なしアリス 歌詞有



（３月16日）　「北海道上陸記念日」…☆

http://85358.diarynote.jp/201603160925501281/

…雪渓…。　☆ (^_^;) ★
2016年3月16日 環境は、生命圏で、生存権。
 
…もうこんな…（＠＠；）…★

…早すぎる…ッ！

http://85358.diarynote.jp/?day=20160316
http://85358.diarynote.jp/?day=20150316
http://85358.diarynote.jp/?day=20140316
http://85358.diarynote.jp/?day=20130316

http://85358.diarynote.jp/?day=20120316

http://85358.diarynote.jp/?day=20110316
http://85358.diarynote.jp/?day=20100316
http://85358.diarynote.jp/?day=20090316
http://85358.diarynote.jp/?day=20080316

http://76519.diarynote.jp/?day=20070316
http://76519.diarynote.jp/?day=20060316

…２０１３年の春が、こんなに早ければ…
…（ＴへＴ；）…
…めいにゃん様を、死なせずに済んだのに。ねぇ…

https://www.youtube.com/watch?v=Dwl1bT_9YMk
猫の森には帰れない 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

恋するニワト リ巣…。（意味不明）
2016年3月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?
v=pw6pZ3kHnfw&ebc=ANyPxKp8MHyTIiWwpLrhngU9iXknifQCED_UZb62MqfB0AQ9XfHJMqGmuNWOL8ZBVk3ZjhSNzwb2OPryVe9HhtCy49V1-
PILew
谷山浩子　しっぽのきもち

（承前）

http://85358.diarynote.jp/201203160440546243/

は〜るばる来たぜ…♪
2012年3月16日コメント (3)

は〜るばる来たぜ…♪
いえ、函館じゃなくて、小樽に入港

…覚えていませんでしたが…（＾＾；）…☆

http://85358.diarynote.jp/201603160925501281/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160316/85358_201603160925501281_1.jpg
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http://85358.diarynote.jp/?day=20130316
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http://85358.diarynote.jp/?day=20100316
http://85358.diarynote.jp/?day=20090316
http://85358.diarynote.jp/?day=20080316
http://76519.diarynote.jp/?day=20070316
http://76519.diarynote.jp/?day=20060316
https://www.youtube.com/watch?v=Dwl1bT_9YMk
http://85358.diarynote.jp/201603161031281126/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=pw6pZ3kHnfw&ebc=ANyPxKp8MHyTIiWwpLrhngU9iXknifQCED_UZb62MqfB0AQ9XfHJMqGmuNWOL8ZBVk3ZjhSNzwb2OPryVe9HhtCy49V1-PILew
http://85358.diarynote.jp/201203160440546243/


あの！大ドタバタ大どんでん返し連続ムーンサルト（え？古い？）４回転半…！
…原発「避難」移住の、さなかの…（＾＾；）…☆

「北海道上陸記念日」だったんですねぇ、今日…☆

http://85358.diarynote.jp/?day=20090316

命名ＤＮＡ。

2009年3月16日 MIXI，BAD JOB !! 

　昨年度末の mixi 規約改悪劇のドタバタで後先見ずのイキオイで命からがら？「政治
亡命」してきてから、約一年。

　いつまでも「仮名」では変なので、たぶんこれで確定にします…………たぶんね☆

…色々と…（＠＠；）…☆
「３月１６日」というのは、「新章突入！」の記念日らしい…？？

https://www.youtube.com/watch?
v=UBh9Eh91oAQ&ebc=ANyPxKoABsQBqHi2f0IUA1lFONLk5S5HToWIXdLmHf1c7R5SJkM7dB0ZbIdEjmwHNIzKtE5U0hD3c7LdBtAsGxiPYLzj15eTHQ
恋するニワトリ/谷山浩子 

https://www.youtube.com/watch?v=5EkJrfmQ4k8
谷山浩子　お早うございますの帽子屋さん

 

http://85358.diarynote.jp/?day=20090316
https://www.youtube.com/watch?v=UBh9Eh91oAQ&ebc=ANyPxKoABsQBqHi2f0IUA1lFONLk5S5HToWIXdLmHf1c7R5SJkM7dB0ZbIdEjmwHNIzKtE5U0hD3c7LdBtAsGxiPYLzj15eTHQ
https://www.youtube.com/watch?v=5EkJrfmQ4k8


（３月16日）　「落ち着いて行動して下さい。ＸＸより次の南米行き避難船が出るの
は何月何日、定員は国民全員分あります！」／またNHKが放射能ファンタジィ番組作
ってんのか。どうしようも無いな。

http://85358.diarynote.jp/201603161141536565/

NHKが朝鮮中央テレビになった／「内部被ばくで何が起きるか
」福一事故前にNHK放送／東日本が広範囲に汚染された事実
をNHKは描かなかった／危険性を国民が分かってれば違う対応が
出来たね／ふざけるな。

2016年3月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

ゆるふわ陸士☆埼玉 @yuruhuwa_rikusi · 13時間13時間前 
突然このオープニングで始まったからNHKが朝鮮中央テレビになったかと思った 
https://pbs.twimg.com/media/CdlmdFAUYAMxpNB.jpg

knt（黒猫亭） @chronekotei · 14時間14時間前 
knt（黒猫亭）さんが菊池誠をリツイートしました
菊池さんのこのTWじゃないけど、NHKや新聞のニュースまで信用出来なくて一次ソー
スに当たらないといけないなら、マスコミなんて単に上から情報が落っこちてきた時

にそれを知らせるだけの存在じゃないか。

https://twitter.com/kikumaco/status/709548594756386816

https://www.youtube.com/watch?
v=PPoSBWo4Wbk&ebc=ANyPxKostIkcNkbHVad5fBanvPYD74Lu65q83q3LEJZbTA-
zPCzxDAT9ONu-lHJig2CfFV4cjwF9PMAcTLg_d1T501oHHw5gPw
電波塔の少年 

柔らか仕上げのフクダウニー 0@rororeo · 11時間11時間前 
お前等ＮＨＫボロクソに言うけど、世界で一番美しい瞬間とか世界ふれあい街歩きと

かネコ歩きとかっていう他みたいに下手なアイドルやら番宣目的の誰それやら何やら

がワイプでバンバン出ることもなくひたすら景色や猫を映す癒し系番組だってやって

んだからな。

こやま @miyukikoyama · 3月6日 
大河観た後そのままテレビ付けっ放しでnhk見てるんですが、毎回重いなぁ。でも震災
とか放射能の知識はきちんと持っておくべきなので大河のあともチャンネルはそのま

まで！

https://www.youtube.com/watch?v=-4npnpn_Llg
谷山浩子　風になれ〜みどりのために 

…「ＮＨＫみんなのうた」だしな…☆彡

NHKニュース @nhk_news · 3時間3時間前 
【農産物輸出１兆円へ カギは「検疫」】急増する外国人観光客に、お土産として農産
物を持ち帰ってもらうことは、日本の農産物の評価を高め、将来的には輸出の拡大に

つながる可能性があります。そのカギを握っているのが「検疫」です。

http://www3.nhk.or.jp/news/business_tokushu/2016_0315.html …

…いや…（〜〜＃）…★
最大のネックは、「放射線量検査」だと、思うんですけど…？？

https://www.youtube.com/watch?
v=ZAKWtg8XCbs&ebc=ANyPxKqpURxKQ1Sk57tepgvoZzeInt0BHHLNmnVndJ-o346z7s4k63-
sM3zCSfT_z-EzjRhlDQRy3-uQbP3shO-IE412e9t8Eg
谷山浩子　森へおいで 

金子勝 @masaru_kaneko · 23時間23時間前 
福島原発事故を契機に、大和川酒造の佐藤弥右衛門さんが会津電力を、農家の小林稔

さんが飯館電力を立ち上げた。その歩みを追うＮＨＫワールド「フクシマ再

生Fukushima Reborn」がビデオオンデマンドで見られる。私も応援しています。
http://goo.gl/PWGpIY

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3月15日 
名無し：2016/03/15(火) 08:24 ID:XXXXXXXX
これの「品目」に書いてあるものと、ＮＨＫが食え食え言うものが一致してる

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/ksiei_all_160226.pdf …
#諸外国地域の東日本産品の輸入規制措置ｏ本年２月２６日現在

https://www.youtube.com/watch?
v=KqpODzRfRCM&ebc=ANyPxKqpURxKQ1Sk57tepgvoZzeInt0BHHLNmnVndJ-o346z7s4k63-
sM3zCSfT_z-EzjRhlDQRy3-uQbP3shO-IE412e9t8Eg
月と恋人 - 谷山浩子

佐々木俊尚 @sasakitoshinao · 3月14日 
日曜夜の放送。福島第一原発2号機はベントもできず、もはや格納容器爆発かという一
歩手前まで行ってて、でもなぜかどこかから漏れて圧力が低下し、爆発を免れていた

。最大の危機だった。／NHKスペシャル 原発メルトダウン危機の88時間
http://bit.ly/1YRanmX

すけろくちゃん 2012@wat · 3月14日 
これは当時、私が何度も観て欲しくてツイートした動画だよ。内部被ばくによって体

内で何が起きてるか、わかりやすく説明されてる。これは福島第一原発事故前にNHK
が放送したもの。内部被ばくの危険性を国民の多くが分かってれば違う対応が出来た

ね

https://twitter.com/2012wat/status/217296414462586880
＞tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 2012年7月7日 
【拡散！】RT @2012wat NHKが内部被曝の危険を知らないんじゃない。知ってるから
、報道しないんです。短い映像なので、ぜひみてください。

http://www.youtube.com/watch?v=Vc1LiR9fZIY&feature=youtube_gdata_player …

金子勝 @masaru_kaneko · 3月13日 
【踏みとどまるメディア】昨夜のNHKスペシャル「メルトダウン８８時間」は、東日
本が壊滅一歩手前まで追い込まれた、福島原発事故での恐るべき実態を思い起こさ

せる。安全対策不徹底のままの再稼働を止めた大津判決の意義がよくわかる

。http://goo.gl/0QJKsK
https://t.co/x3KfkWqEoc
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http://bit.ly/1YRanmX
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http://www.youtube.com/watch?v=Vc1LiR9fZIY&feature=youtube_gdata_player
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ケロ爺 @kero_jiji · 3月13日 
当時、あれだけ安全、大丈夫、問題無いを連発してたNHKが…
メルトダウンを否定して居たNHKが…
メルトダウンの番組を

何の謝罪も断り書きも無しにオンエアする事への違和感は当然有る

919を忘れないbot@緊急事態条項阻止 @remember919 · 3月13日 
NHKとTBSの福島第一原発事故の再現ドラマを比較すると、TBSでは菅首相があまり
に無責任な東電本店を信用できずに視察に行ったことがわかるが、NHKのまとめでは
まるで菅首相が悪の根源だとでもする無茶苦茶なまとめだ。今までも、そしてこれか

らもこうやって国民への穏やかな洗脳が進む

500円 500 @_ yen · 3月13日 
当時野党の自民党は民主党政権に、官邸機能を原発対応と津波対応の指揮命令系統を2
つに分けて責任体制を明確にする事と、震災担当特命大臣の任命を申し出ていたのに

、岡田克也が「政府の邪魔をするな」と要請文で拒否するという最悪の対応した。民

主党は国民の命よりも政権維持だったんだ #nhk

フジヤマガイチ @gaitifujiyama · 3月13日 
さすがNHKだけあって、再現ドラマの完成度は抜群であるが、肝心の事故の内容につ
いて微妙に話を修正したり、言葉濁したり、何度があった判断ミスの件を流している

のは（テレビ会議の映像には残っている）そこにどういう意味があるのかな？等と考

えながら見ている。

きな @akubikinako · 3月13日 
「地震発生から5時間足らずでメルトダウンした」ってNHKがあっさり言ってるけど、
メルトダウンのメの字も言ったら叩かれたアレは何だったんだ。

停波はダメです高市大臣。23と報ステ応援 @ouenhst · 3月13日 
なんだとおおおお！！！

大河がおわってNスペが始まる前のNHKニュースで新宿のSEALDsデモを流しただとお
おお！！しかも安保施行日の国会前の告知も。

誰の意思だ？えらい！ほめなきゃ！→http://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CdbSiB5UYAEOcOG.jpg

Sarah Yamasaki 山崎淑子 @prisonopera · 3月13日 
NHKスペシャル：今晩９時からNHKでメルトダウン特番【転載】まるで一億総被爆？
「日本列島は他国に原発を売るためのモデルルーム。下手すると日本列島が最終処分

場に使われる可能性がある」http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=311902&g=131208 … 

正造 @etosha0824 · 3月13日 
ドラマ仕立てでなく、当時の原発のニュース映像録画を放映してみろと言いたい。放

射能漏れはない、メルトダウンじゃないとずっと報じ続けていたよねNHKさん。

500円 500 @_ yen · 3月13日 
枝野幸男は3月14日の会見の時には、東京電力から炉心溶融55％と放射能の数値も報告
を受けていたのに「直ちに人体に影響を与える値ではない」とコメントを出してるん

だよね #nhk

参照：http://85358.diarynote.jp/?day=20110313

【　http://85358.diarynote.jp/201103130139434310/　】

https://www.youtube.com/watch?v=jwxLpWxe4VE
リカちゃんのポケット 

りすちゃんのポケットにも、「どこでもデータ」が詰め込んであるぞ…☆

駒崎弘樹:Hiroki Komazaki @Hiroki_Komazaki · 3月14日 
総理「これから保育士たちを叙勲して評価する」

給与の低い保育士「そ、そこじゃないっ・・・！」

: Reading:首相「待機児童ゼロを必ず実現させていく」　NHKニュース
http://nhk.jp/N4OA4NfR

Хаями Расэндзин @RASENJIN · 3月14日 
Reading:首相「待機児童ゼロを必ず実現させていく」　NHKニュース
http://nhk.jp/N4OA4NfR 　厳しい労働環境に従事している人を積極的に叙勲していくこ
とになり、勲章やメダルをじゃらじゃら並べた保育士介護職員教師バストラック運転

手あッこれソ連だ。

イケてる明太子　きゃー！　プチプチよっ！ @Nadesiko_nouvea · 3月14日 
「叙勲において、保育士や介護職員を積極的に評価していく」

古来、戦況が悪化して武器も弾薬も戦地にろくに送れなくなると、腹の足しにもなら

ない勲章が乱発される

Reading:首相「待機児童ゼロを必ず実現させていく」　NHKニュース
http://nhk.jp/N4OA4NfR

Ikuo Gonoï @gonoi · 3月14日 
おいおい、どう考えても数十年後の年齢満70歳になってからの叙勲より、今すぐの保
育士や介護職員の待遇改善と給与アップのほうが先だろう→安倍総理大臣「叙勲にお

いて、保育士や介護職員を積極的に評価していくことも検討していきたい」（NHK
）http://nhk.jp/N4OA4NfR

https://www.youtube.com/watch?v=ONtEV6iHlf8
『七角錐の少女』 谷山浩子 

米ぶし @eigamita · 44秒45秒前 
NHK東北未来塾の人選が間違ってる。「震災をテーマに告発映画を作れ」ってなん
だよ。騒乱でも起こしたいのか？未来ある東北大生をたぶらかすなよ。井筒監督さ

んよ。んで前のめりになった提案が放射能かよ。放射能ありきだろNHK。

オレ的ゲーム速報 @Jin115 · 3月14日 
2000RT : 【涙腺崩壊】山寺宏一さん＆水樹奈々さんが歌う復興ソング「花は咲く」局
と時代を超えたアニメ映像が豪華すぎる！これがNHKの本気だ！
http://jin115.com/archives/52122892.html …

春ちゃん @nhk_haruchan · 3月14日 
ＮＨＫＰＲさん（ @nhk_pr ）ありがとうございます。本日放送終了後重大発表をする
ことになりました！よろしくお願いいたします！

NHK広報局� 認証済みアカウント � @NHK_PR · 3月14日 
というわけで、ニュースウオッチ９の春ちゃんから、本日の夜10時すぎに重大発表が
あるそうです。しばしお待ちくださりませ。(0号)

おこめ ∈35∋ 覚醒中 8@tota_1000keyo · 3月14日 
ウケるww #nhk #民進党 
https://pbs.twimg.com/media/CdgGBJjUEAESN2M.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=blVBNDtS_to
きみが壊れた 谷山浩子 

Saori(SEKAINOOWARI)� 認証済みアカウント � @saori_skow · 3月13日 
NHK、風の電話をみてる。ああ震災ってこういうことなんだなあって、涙がぽろぽろ
する。

中井精也 ¶(⁄•�̮•∖)⁋ @railman_nakai · 3月13日 
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http://jin115.com/archives/52122892.html
https://pbs.twimg.com/media/CdgGBJjUEAESN2M.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=blVBNDtS_to


さきほどまでNHKで放送されていた原発メルトダウンの番組を見て、体が硬直してし
まいました。あのときの緊張感がよみがえりました。政治的な意味でとか、思想的に

どうとかではなく、原子力は人間が手をつけてはいけないものなんだなぁとあらため

て感じました。

星田 英利 @hosshyan · 3月13日 
ＮＨＫスペシャル「原発メルトダウン危機の８８時間」強烈やった。故・吉田所長を

はじめとする現場の皆さんの命を賭した決死の作業はもちろんやけどそれだけやなく

、人間がどうするコトもできへん偶然とか奇跡が無かったら全てが終わってたんやな

、と。で、まだまだ悪夢からは醒めてへんねんな、と。

山口二郎 260@yamaguchi · 3月13日 
NHKスペシャルのドラマ化の手法については、いろいろ疑問はある。それにしても東
日本壊滅の一歩手前で、福島第一原発所長が神の恵みに感謝したという事故の最大の

教訓は伝わってきた。大事なことが何もわかっていない今、なぜ原発再稼働なのか。

satoto_m @satoto_m · 3月13日 
NHK原発メルトダウン3.13
2号機危機で吉田所長は「東日本全域壊滅」をイメージしたそうだ。
ひとつの原発で東日本全域壊滅の恐れがあるのに「県市町村の賛成多数」で再稼働の

法律はおかしい。 
https://pbs.twimg.com/media/Cdbm0ssUIAAzyMB.jpg

きむらとも @kimuratomo · 3月13日 
NHKスペシャル『原発メルトダウン 危機の88時間』原子力発電所、ひとたび事故が起
きれば現場に近寄ることすら出来ない。「一企業」いや「人類」が扱えるシロモノで

は無い。ただ発電するためだけに「命懸け」。あまりに愚かだと、改めて実感する

。http://www6.nhk.or.jp/special/sp/detail/index.html?aid=20160313 …
https://t.co/s5sHDsMvxr

https://www.youtube.com/watch?v=JGJzLwtcxKM&ebc=ANyPxKoy5cC-P-bUyer1RRTdlwQ4Il-
JotX8FLK7MAqpSR-rvW2b643M0WjFnpcXS2G-ijIY1WJcJTZb2Li-1dnxoYFKS3-2aQ
会いたくて 谷山浩子 

https://www.youtube.com/watch?v=vBnUvtIsxBI&ebc=ANyPxKqqG8Q2DEfcxAe-QwSu99FwGRy-
qfsciacnJqUO128PlW1VAn9CC7i69jLQf1QtubwI-mnwqYBjxeaK3WUh51zPx0Gv4g
ここにいるよ - 谷山浩子 

…まぁとにかくさぁ…（ＴＴ；）…

遅すぎるけど…今からでも…「生きよう！」と…

努力して、避難して、脱被曝しようとしてくれる人は…

増える。よね…？？

（それとも、変わらないのか…？？？？？）

まなめ @maname · 3月13日 
やべぇこれすげえ。NHKでしか作れないやつだ！権利集めた人お疲れ様です＞＜ / “【
復興支援ソング】花は咲く 〜アニメスター・バージョン〜 ‐ ニコニコ動画:GINZA”
http://htn.to/QvMu4S
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBgvaHR0cDovL3RuLXNrcjMuc21pbGV2aWRlby5qcC9zbWlsZT9pPTI4NDA5ODgyLkwU0AUU-
AIcFIQGFJQDAAAWABIA&s=h4yJHpYGBk7gmcZBSZJZ4ikbwyGV5W6-4csi7t7PkZI

NHKニュース� 認証済みアカウント � @nhk_news · 3月13日 
【動画で見る東日本大震災から５年】 
１１日、福島市では、震災の犠牲者を追悼し、復興への思いを新たにしようとメッセ

ージを書いたキャンドルに明かりをともしました。

http://www3.nhk.or.jp/news/shinsai5movie/movie_0311_fukushima_candles.html …
#nhk_news

…避難誘導は？

「落ち着いて行動して下さい。ＸＸより次の南米行き避難船が出るのは何月何日、定員は国民全

員分あります！」の、

…情報発信は…？？

https://www.youtube.com/watch?v=SqkzngQmgY0&ebc=ANyPxKqqG8Q2DEfcxAe-
QwSu99FwGRy-qfsciacnJqUO128PlW1VAn9CC7i69jLQf1QtubwI-
mnwqYBjxeaK3WUh51zPx0Gv4g
鳥籠姫 谷山浩子

ちきりん @InsideCHIKIRIN · 3月14日 
ちょっとまえのNHKスペシャル（録画）で見てる「被爆の森」がすごい興味深い。。
。。「（このエリアは放射能汚染が生態系にどのような影響を及ぼすのかを検証する

）壮大な実験場になっている」という東大教授の言葉にドキッとする。

北濱幹也 @kitahamamikiya · 3月13日 
■ＮＨＫワールド

フクシマの今

【福島放射能レベル急増】

■過去最高記録の１０００倍！

★安倍政権下では日本国内で報道されない→

ENENews→http://www.asyura2.com/14/genpatu40/msg/856.html … 
https://pbs.twimg.com/media/Cdbs0O9UUAAaCg8.jpg

北濱幹也 @kitahamamikiya · 3月13日 
ＮＨＫスペシャル

【メルトダウン　知られざる大量放出】

■関東一円が放射能で汚染された

ご覧下さい→ https://www.bing.com/videos/search?
q=%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%80%80%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%96%E3%82%8B%E5%A4%A7%E9%87%8F%E6%94%BE%E5%87%BA&FORM=HDRSC3#view=detail&mid=18B3BA28C0D45572FE0718B3BA28C0D45572FE07
… 
https://pbs.twimg.com/media/Cdbo94-UsAAnUJD.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=Tz6PkOa_zbw
三日月の女神 

しんちゃん @shinchann2008 · 3月13日 
【NHK原発メルトダウンを見ている3/13③】2号機の格納容器爆発が起これば東日本
壊滅。東日本には誰も住めなくなる、という描写は正しい。こういう表現をしたTV番
組を知らない。しかし、東日本が広範囲に放射能汚染された事実をNHKは描かなか
った。救われたかのうよう。ふざけるな。

本間　龍　　ryu.hommaさんへの返信 
みえないばくだん @hopi_domingo · 3月10日 
もう・・・核と共に沈む？

放射能と暮らすガイド無料配布？

NHK福島：２０１４年６月７
日http://blogs.yahoo.co.jp/fukushima_nuclear_disaster_news/34446698.html …
↓

産経：原発と共生？

https://twitter.com/desler/status/707756697851285505 …
via @desler 
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https://www.youtube.com/watch?v=SqkzngQmgY0&ebc=ANyPxKqqG8Q2DEfcxAe-QwSu99FwGRy-qfsciacnJqUO128PlW1VAn9CC7i69jLQf1QtubwI-mnwqYBjxeaK3WUh51zPx0Gv4g
http://www.asyura2.com/14/genpatu40/msg/856.html
https://pbs.twimg.com/media/Cdbs0O9UUAAaCg8.jpg
https://www.bing.com/videos/search?q=%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%80%80%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%96%E3%82%8B%E5%A4%A7%E9%87%8F%E6%94%BE%E5%87%BA&FORM=HDRSC3#view=detail&mid=18B3BA28C0D45572FE0718B3BA28C0D45572FE07
https://pbs.twimg.com/media/Cdbo94-UsAAnUJD.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Tz6PkOa_zbw
http://blogs.yahoo.co.jp/fukushima_nuclear_disaster_news/34446698.html
https://twitter.com/desler/status/707756697851285505


Greenpeace Japan @gpjTweet · 3月7日 
放射能汚染水、浄化施設でトリチウムは除去できない。トリチウムが無害などという

のは、無害ということにしないと放出できない原子力産業が作り出した神話。

Reading:福島第一原発汚染水 薄めて排水など含め議論へ　NHKニュース
http://nhk.jp/N4O34NSY

ガリ@ネズミー党員 @miyazaki0815 · 3月6日 
放射能汚染が大したことない…NHKは大袈裟？東海村の臨界事故の事すらお忘れか。
こういう想像力の欠如した連中は被爆しないと放射能の恐ろしさが分からんってこ

とか？超ド級の馬鹿者。↓RT
みえないばくだん @hopi_domingo · 3月6日 

みえないばくだんさんがRTをリツイートしました
　「放射脳」・・放射能が脳に及ぼす影響

チェルノブイリ原発事故・終わりなき人体汚染…
日本で原発事故が起きるまでは､NHKは精力的に報道…
http://onodekita.sblo.jp/article/69448138.html …
悲しい事に原発事故は半永久的。。↓

lulerk @wiru3373 · 3月6日 
さっきのNHKでたしかにこれほど初期のうちから携える大規模な放射能汚染の実験場
はないからいっちゃわるいが学者からしたら垂涎だろうなって思いながら見てた

ありこ @arinyanko · 3月6日 
チェルノブイリの特集番組でも動物の楽園だった（ただし入れ替わり激しい）って結

論だったよ。放射能に即死効果を期待し過ぎではないかね？？？ #nhk

ぴえのかのえ @bravo1q6 · 3月6日 
なんていうか放射能汚染っていうか野生生物に侵略された無人地帯おドキュメンタリ

ー番組だった　#nhk #被曝の森

秀SHU 「 仲川 秀一 」 @shuleo · 3月6日 
2011年から５年後の放射能汚染地図の縮小していた事実は大きい。#nhk

いりじうむ192 @irid192 · 3月6日 
結局NHKの被爆の森、おどろおどろしくやってる放射能汚染がー割に「白血病など血
液病などは今のところみつかっていない」とかネズミの放射能汚染って言ってもネズ

ミの健康に影響出てなかったり、別に汚染されててもいいんじゃねとしか思えなかっ

た

kazusan @kazusan41932975 · 3月6日 
放射能の影響。２０年３０年後影響がでないかといえば言えない。長い目で見ないと

いけない。国は線量が下がってきたところは避難解除していく。

一時帰宅するたび動物に荒らされている自宅。なんともいいようがねえなと。住民の

帰還に向けた気持ちがくじかれようとしている。〜ＮＨＫ被ばくの森

面積君 @menseki_kun · 3月6日 
前半から中盤までは放射性物質または放射能による被害を過小評価ないしは目をそら

させるような内容。しかし番組後半に向かって重要な事実を伝えてきた。特にニホン

ザルの骨髄の異常はかなり重要で深刻な事実。遺伝子的なトラブルに至らなくても個

体に対するダメージは大きいということだろう #NHK

ぽんきん @pon_kin · 3月6日 
放射能汚染地のサルの筋肉の被曝量基準値の100倍以上。骨髄中の血中細胞も異常に少
なく前がん状態。NHK「被曝の森」

ウイスキーがお好き？z級国民 @jyawafuubiifu · 3月6日 
本当は放射能の影響で動植物に奇形がうようよって企画で番組作ろうと思った感が凄

いな

#nhk

https://www.youtube.com/watch?v=CYqlPbd-gmw
ひとりでお帰り - 谷山浩子 

専業主夫_M @M_shufood · 3月6日 
途中から，放射能と関係ない野生動物の話になった。 #NHKスペシャル #nhk

面積君 @menseki_kun · 3月6日 
生物への放射能の影響という話と、ゴーストタウンが野生の王国になる話は別のテー

マなので、それを同じ番組で取り上げると焦点がぼやけると思われ。　#NHK

キュビタ @qbt1965 · 3月6日 
まさか骨のある番組作ったんか！？と期待したけど、やっぱここまでが限界か？核心

をぼんやりうまくぼやかして結局放射能怖くないよ的な印象でしたわ

#nhk

神風軍楽隊隊長 @kamikazegimiy · 3月6日 
放射脳馬鹿は今こそ空を見上げろ！

宇宙飛行士・油井亀美也さんが毎日１ミリシーベルトの放射線量浴びて、頑張ってき

たから

体も大丈夫そうだぜ？

#放射能 #福島 #原発 #nhkスペシャル #NHK #被曝の森

ジスカルド @FGiskard · 3月6日 
放射能汚染という言葉ばかりで、具体的な核種と量に汚染されているかに言及しなけ

ればいたずらに不安を煽るだけで意味が無い。

科学的なように錯誤させる煽情的な番組。#NHK

ベッド紳士 @Bed_gentleman · 3月6日 � Edinburgh, Scotland 
またNHKが放射能ファンタジィ番組作ってんのか。どうしようも無いな。

https://www.youtube.com/watch?
v=pX_YvoCe0tU&ebc=ANyPxKonKvyGXBNZgxj_i_Ugnh2oMMYC9w0cCMLDfkJmsB5IK2sKgv71okk9RcpJtYpfhZwxzZjlpGJ10Pdc1rhfrvGnyntkxg
谷山浩子　銀河通信 

白骨先生 @HaakotsuKnp868 · 3月6日 
NHKの福島の放射能汚染の番組見てる。
以前外務省の渡航情報では「原発事故のため」って理由でウクライナ　全　土　が注

意地域になってたよね。「これで政府は、よくもまあ『東北の産品を買おう』って言

えるよね」ってずっと思ってた。

今はベラルーシの一部のみ記載がある。

ああそう。ふーん。

https://www.youtube.com/watch?v=VMhAgFIgfpg
谷村新司　昴-すばる. 

　逃げよ。

　気概のまだある者は。

　逃げよ。

　立って、逃げて、闘え。

　…生きろ！…

　

http://nhk.jp/N4O34NSY
http://onodekita.sblo.jp/article/69448138.html
https://www.youtube.com/watch?v=CYqlPbd-gmw
https://www.youtube.com/watch?v=pX_YvoCe0tU&ebc=ANyPxKonKvyGXBNZgxj_i_Ugnh2oMMYC9w0cCMLDfkJmsB5IK2sKgv71okk9RcpJtYpfhZwxzZjlpGJ10Pdc1rhfrvGnyntkxg
https://www.youtube.com/watch?v=VMhAgFIgfpg


https://www.youtube.com/watch?v=svVsV6hUqd4&ebc=ANyPxKp1WvQOan-
4BUSzZ3tRGO3WNk2NBvITn8FMv48acm7qBQ-
ZgRLh6jOu722QmY18QNDS2AQmKGVvOB06dEicKYFap06cHw
谷村　新司さん　　「群　青　」 
　    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月16日11:54
残り？は夜にやりま〜す…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月16日21:46

junkoがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 3月15日 

アホノミクスのトリクルダウンは、99％には滴り落ちずに、自民党へ政治献金として実現した。
安倍晋三は、徹底して「今だけ、金だけ、自分だけ」の政治を実行している。

http://bit.ly/1RKEaIF

https://www.youtube.com/watch?v=svVsV6hUqd4&ebc=ANyPxKp1WvQOan-4BUSzZ3tRGO3WNk2NBvITn8FMv48acm7qBQ-ZgRLh6jOu722QmY18QNDS2AQmKGVvOB06dEicKYFap06cHw
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月16日）　♪ ＦＲＥＥＤＯＭ ♪

http://85358.diarynote.jp/201603161252562326/

【脱被曝】【避難移住】して、良かった…ッ♪　 o(^-^)o

2016年3月16日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

…１９８０年代？にずいぶん流行った

♪ ＳＥＴ ＴＨＥＭ ＦＲＥＥ ♪

という曲を貼りたかったんですが、

見つからないので…

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

代理☆

https://www.youtube.com/watch?v=nREV8bQJ1MA

http://85358.diarynote.jp/201603161252562326/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201603161252562326/
https://www.youtube.com/watch?v=nREV8bQJ1MA


Bee Gees - Too Much Heaven (1979) 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月16日18:45
　

…う〜ん…☆（＾＾；）★

携帯写真では、イマイチまったく、

「みなさんに魅せたかった私の大好きな色彩」が…

再現できません…★（－－；）…★
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201603161336562505/

初乗り料金♪ （違っ
2016年3月16日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (1)
　

…（ＴへＴ；）…☆

食べたかった期間限定メニューがすでに売り切れてましたが…☆

ｗ（＾へ＾；）ｗ

とにかく！　今季初乗り！自転車ばんざ〜い…ッ♪♪

https://www.youtube.com/watch?v=6m-AUv1_Dz4
I Want to Ride My Bicycle 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201603161336562505/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
http://85358.diarynote.jp/201603161336562505/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160316/85358_201603161336562505_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6m-AUv1_Dz4


…ってことで…食べてきました、初かつ屋！

（冬季徒歩可能圏内には、無いのよ「かつ屋」…☆）

（ついでに今、貼ろうと思って探している曲も無い…☆）
http://85358.diarynote.jp/201603162046322400/

…ｗ（＾＾；）ｗ…

♪ ＦＲＥＥＤＯＭ ♪

 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月16日22:15
　

…しかしこの動画集…（＠＠；）||||…

笑ってられない怪我のレベルじゃないのか…？？？
 

http://85358.diarynote.jp/201603162046322400/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月16日）　シールを玄関に貼っておくと犬HKが寄ってきません。無料配布してい
るそうです。

http://85358.diarynote.jp/201603161837209095/

…あ、忘れてた…ｗ（＾◇＾；）ｗ…★
2016年3月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

朝やりかけてた分ですｗ

今は１８：３８…☆
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜；

https://www.youtube.com/watch?v=D3BCUjC1WXc&ebc=ANyPxKqCl5Qxjcj5c_CrlBoMP3-
2O1Dt7NzU9YlUqt-udbAut03YeYq8Z5Y6N1Qla-FpQkKMNyQQVmU2WdMaQ8EPLs_rWYwu7w
てんぷら★さんらいず 

NHK@首都圏 @nhk_shutoken · 2時間2時間前 
【ニュース】＜上尾駅 大きな混乱ない＞ 埼玉県のＪＲ上尾駅では、通勤客や通学客が
増え続けていますが、午前７時半現在、大きな混乱は起きていません。しかし、駅

のホームは列車を待つ人たちで… http://www3.nhk.or.jp/shutoken-
news/20160316/3727572.html … #nhk

NHK@首都圏 @nhk_shutoken · 3時間3時間前 
【ニュース】＜熊谷駅 新幹線改札口が混雑＞ ＪＲ東日本高崎支社によりますと、熊谷
駅と大宮駅の間で新幹線による振り替え輸送が行われているため、熊谷駅では新幹線

の改札口が混雑し、午前７時１５… http://www3.nhk.or.jp/shutoken-
news/20160316/3727582.html … #nhk

凄い醤油 @texasbuta · 3時間3時間前 
ＮＨＫマジウゼエ。ク↓マ↑ガ↓ヤ↓じゃなくてク↓マ↑ガ↑ヤ↑だって言っただろ

。オ↑カ↓ベ↓じゃなくてオ↓カ↑ベ↑、本↑庄↓じゃなくて本↓庄↑だから。高崎

線沿線の全住民に謝罪してほしい。

…そうですか…。

絶対シンテン @ajisaichaya · 3月14日 
実習先のホテルで寝てたら、ものすごい光と音で起きた。

駅で火災が発生していた。

初めてNHKに投稿した。 
https://pbs.twimg.com/media/CdiEU_iUkAA2tdH.jpg

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201603161952268854/

NHKから国民を守る／報道の自由がフクシマまで届いていない
／NHKを見ていたら「その時」には役立たない／シールを玄関
に貼っておくと犬HKが寄ってきません。

2016年3月16日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

https://www.youtube.com/watch?v=aPIVb7Y0QdI
Wham! - Freedom with Lyrics 

数学 Ｍ @rappresagliamth · 3月10日 
世界貿易センターに勤務していた4000人のユダヤ人がひとりも死んでいなかった、つ
まり、まるでビル爆破を知っていたかのように当日休んでいたことを指摘したあと、

犬HK敷地内の、自室から「飛び降り自殺」を遂げている。
↓

http://m-hyodo.com/usa-81/

朝の ↓ の続き…☆
http://85358.diarynote.jp/201603161141536565/

https://www.youtube.com/watch?v=rY0WxgSXdEE
Queen - Another One Bites the Dust (Official Video) 

ショーン・きやすめ。 @ZeroE13A1 · 6分6分前 
これか・・・ #nhk #ニュース7
２０キロ圏の家畜を安楽死へ　農家同意を条件に　菅政権 http://t.asahi.com/2g7y 

岩上安身� 認証済みアカウント � @iwakamiyasumi · 7時間7時間前 
NHKを見ていたら、そうなるんですよ。「その時」には役立たない。後日、「あの時
は残念でした」とお悔やみを言うのみ。RT @dog081012131: 
NHKで原発事故の特集の再現ドラマ
今頃、あーでした、こーでしたと言われてもね？俺らあの爆発の後、給水場で並んで

いたような？

ゴスペラーズinfo [非公式] @Gos_info · 7時間7時間前 
3/22(火) 19:30-20:43 NHK総合「ドリームライブが福島にやってきた 心をつなぐ 世界
のアーティスト」Music for Tomorrow in Fukushima 3/6 開催 http://nhk.jp/H74OI7Gy
#gosmania #ゴスペラーズ
https://t.co/mmsn4EAzO4

ジョージ @GeorgeBowWow · 11時間11時間前 
【NHKが放送妨害！！】
隠される内部被曝

福島原発事故の実相 上
封じられた情報

住民見捨てる国際機関

矢ヶ崎 克馬
琉球新報 2016.3.16

兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 3月14日 
放射線障害というと、考えるのは心臓疾患やガン、白血病などである。しかし、最も

多いのは知能障害という説がある。放射能汚染が、知能低下と性格崩壊、意欲の減退

などをもたらすという。実際、放射能汚染が、細胞死とDNAの変異をもたらすことは
、犬HKなどでもドキュメントで放映している。

井桁幹隆（イゲッチ〜〜） @m_igeta · 3月13日 
Nスペ「原発メルトダウン」
犬HKもメルトダウンゆってるぞ
阪大教授の

「メルトダウンじゃないだす」 はどうするんだ？

ふ〜〜じこちゃ〜ん @kissmeyummy · 3月13日 
ふ〜〜じこちゃ〜んさんがフクシマから国の偽装を暴くをリツイートしました

激しく同意！生ぬるすぎます！何故東京から岡山へ移住した三田先生を去年取材しな

がら報道せず。今年は取材さえ来ないです。やはり報道ステーションは政府の犬HKと
似たかよったか。東京の放射能汚染には絶対にフォーカスしない。

https://twitter.com/Anti_Jigokudama/status/708507676892745733

asuka @asuka_250 · 3月12日 
2016/3/13 午後9時
NHKスペシャル | 原発メルトダウン危機の８８時間 犬ＨＫスペシャルの番組公式サイ
トです。

http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20160313 … 

９ちゃん 9@chaaaan · 3月12日 
犬HK　福島からSMAP使って、キズナ大歌番組。
除染しているとこにジャニーズ、ノーマスクで『復興！』って、食堂でモリモリ食

べて。

中居『近くでそば食べた！美味しい！また来たい！』

ほんと気持ち悪い。

ヒトを嗤うゴリラ（時々パリ） @tokidokiparis · 3月11日 
ヒトを嗤うゴリラ（時々パリ）さんが徳永みちおをリツイートしました

陛下のお言葉より、安倍晋三のお言葉の方がはるかに優先される「アベチャンネル」

金とって権力の広報するな。

@NHK_PR @nhk_news @nhk_seikatsu #nhk #犬HK 
https://twitter.com/tokunagamichio/status/708234176898576384

怒れる不動明王 @goubuku_fudou · 3月9日 
本日のお笑い報道④「中国覆う言論圧力。習氏 国営メディアに忠誠要求」おやおや、
日本の犬HKの事は無視して又しても中国叩きかよ！自国の体たらくを見ずに他国を非
難できるのか？しかも我が国は民主国家と言ってるのだから、どちらが問題かは明白

だろ！中国に上から目線というのはもう恥ずかしい！

とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 3月9日 
この一事だけをもってしても、犬ＨＫ以下、マスゴミ連中が極刑に値することは明

瞭だ。３１１時、軽はずみに犬ＨＫを擁護していた反原発・反放射能の人達は、反省

しなさい！ 
https://pbs.twimg.com/media/CdEU2GlUsAAe6cN.jpg

金の子鹿 @ihayoh184 · 3月6日 
ダメだこりゃ…期待してNスペ観た視聴者は野生動物を懸念するだけだ、五年経過して
この程度なら放射能汚染なんて大した問題じゃないと映る…政府に縛られた犬HKは首
輪のリードが邪魔して報道の自由がフクシマまで届いていない。

http://togetter.com/li/946766
http://togetter.com/li/946766

横山　　勉 @freedman619 · 3月6日 
今日の犬HKスペシャル｟被爆の森｠はやはり政府広報の域を脱していない。人間様が
避難した事故原発付近、新たなる主となった各動物達被爆はしているが元気に毎日

を送って放射能の目立った影響はない。その区域に多くの住民が戻ろうと懸命になっ

てるとの洗脳を企んでいる。まず阿呆べ政権議員が戻れよ

Yunyan @mochimoch · 3月6日 
Yunyanさんが兵頭正俊をリツイートしました
犬HKは放射能汚染について国民に安全神話を刷り込んできた。だから避難してはいけ
ない、とはいわない。ぜひとも最後は正直に、国民に対して東京の危険性を警告して

欲しいのである。安全神話をおいたまま自分たちだけ避難するのは酷すぎる。↓記事 

https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4&ebc=ANyPxKrxCGb5zmVJaKQF-
ZzTx13P87lH5jjl3c4AKDaQYVwdARTnrqpxoILTXFziGWsuIvtw7zoTrMX_OrHVOkFaTGb7X2B9sw
Survivor - Eye Of The Tiger 

Hiro_Hiro_07 @Hiro_Hiro_07 · 3月7日 
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Hiro_Hiro_07 @Hiro_Hiro_07 · 3月7日 
NHKから国民を守る党の、時期参議院立候補予定、立花孝志氏です。未契約の方はオ
レンジのシールを玄関に貼っておくと犬HKが寄ってきません。無料配布しているそう
です。http://nhkkara.jp/index.html 

犬HK @Anti1_2 · 3月6日 
【ＮＨＫ解体】 ＮＨＫ受信料は「契約者の承諾が必要！」 　東京高裁が判断！！
https://www.youtube.com/watch?v=35Pc8zYifZM … 
#NHK　#韓国　#在日　#韓国人　#朝鮮　#朝鮮人　#日本反日協会　#犬ＨＫ

https://www.youtube.com/watch?v=m9We2XsVZfc
Original GhostBusters Theme Song 

金子勝 @masaru_kaneko · 3月13日 
【踏みとどまるメディア】昨夜のNHKスペシャル「メルトダウン８８時間」は、東日
本が壊滅一歩手前まで追い込まれた、福島原発事故での恐るべき実態を思い起こさ

せる。安全対策不徹底のままの再稼働を止めた大津判決の意義がよくわかる

。http://goo.gl/0QJKsK

津田大介 @tsuda · 3月13日 
タイトルは煽り気味だけど中身はとても冷静。多くの人に読んでもらいたい記事

です。 / 福島原発「国会事故調」元委員長の告発！ 「日本の中枢は、いまなおメルト
ダウンを続けている」

http://npx.me/qyPY/Biex #NewsPicks

うちゃか @sayakaiurani · 3月13日 
当時ずーっと「メルトダウン」なんて言葉使わなかったし、メルトダウンしてる！っ

て言ってる人をデマ扱いしてきたNHKが5年も経てば平気な顔して「メルトダウン」と
言いながら再現ドラマ作っちゃうんですね。#NHKスペシャル

500円 500 @_ yen · 3月13日 
5年前から民主党政権が終わるまで「メルトダウン」という言葉を使わないで報道して
たのに、今頃になって「メルトダウン」という言葉を連呼するNHK #nhk #nhkスペシ
ャル

ハッピー @Happy11311 · 3月12日 
これは、必ず見なきゃ！たくさんの当事者証言をもとに制作したみたいだし、オイラ

も当時の現場を忠実にどこまで再現出来てるのか確認するよ。

NHKスペシャル | 原発メルトダウン危機の８８時間 ＮＨＫスペシャルの番組公式サイ
トです。

https://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20160313 …

杉原こうじ（緑の党・脱原発担当） @kojiskojis · 3月10日 
保安院の中村幸一郎審議官は、会見で｢燃料の溶融が始まっているとみていい｣｢非常に

深刻な事態｣と真実を発言したために会見から外された。東電内部では炉心溶融が公然

と語られていたにも関わらず。以降｢炉心溶融｣と｢メルトダウン｣はタブー化。 
https://pbs.twimg.com/media/CdNMicdVIAApbQX.jpg

かりひ @karihi5853 · 3月6日 
かりひさんがきむらともをリツイートしました

原子炉をメルトダウン｢させた｣目的のうちの ひとつに過ぎないと思っている。森や動
植物と同じように、汚染地帯に縛り付けられて、事故後 早々にガラスバッチを付けら
れた子供達がいることを忘れるな。 
https://twitter.com/kimuratomo/status/706454222913478658

愛狂います｡ 歌詞bot @aicle_kashi · 3月6日 
例えば口のデザイン

私を縫製するミシンの針は何番でしょうか

メルトダウン #aicle

結 @tweet_yui · 3月6日 
『【福島原発事故】東電社長が「メルトダウン隠蔽」に反論！「隠蔽するということ

ではなかった」』

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10370.html …

時埜端片 @tokino_kakera · 3月6日 
福島原発では、メルトスルーもメルトダウンもおこっていないのさ、よい子のみんな

はそんな間違った言葉はつかっちゃいけないよっ！　のぶを

http://bit.ly/1Y3vFxl 
http://bit.ly/1YiOyMQ 
http://bit.ly/1YiPUHr
https://t.co/BN4vEQvgAv

https://www.youtube.com/watch?v=ZZTDzWIs2HM
#メルトダウン　（#高田渡の「値上げ」の替え歌）

時埜端片 @tokino_kakera · 3月6日 
【原発】核燃料はメルトダウンより悪化状態、最悪の圧力容器貫通(メルトスルー)の可
能性…政府公式
http://bit.ly/1YiOyMQ 
；　たぶんコレも誤報だといわなきゃいけない？（笑）　溶けた燃料の圧力容器貫通

は大した事故じゃないんだ、とか…

時埜端片 @tokino_kakera · 3月6日 
＞福島第一の1号機2号機3号機の原子炉は、専門的にいうとLOCAは起こった
がmeltdownには至らなかったというのが正確な表現です http://bit.ly/1Y3vFxl

時埜端片 @tokino_kakera · 3月6日 
＞meltdownという言葉は、Wikipediaによれば、「深刻な事故」をさすのであって、福
島では緊急停止してECCSが作動しベントで放射性物質が外気に出たので、メルトダウ
ンとは違うタイプの事故です

http://bit.ly/1Y3vFxl

@kazunoriminato1 · 3月6日 
移住・遷都と棄民の囲い込みに目途がついたから次はスケープゴートね

東電社長が「メルトダウン隠蔽」に反論「隠蔽するということではなかった」

https://youtu.be/MOnfe5qgSQg 
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10370.html … 
https://pbs.twimg.com/media/Cc37K71UsAEgsvC.jpg

原発・放射性物質情報 @radioactive_inf · 3月6日 
福島第一原発 メルトダウンまでの50年——事故調査委員会も報道も素通りした未解明
問題

http://www.amazon.co.jp/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%8E%9F%E7%99%BA-
%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE50%E5%B9%B4%E2%80%95%E2%80%95%E4%BA%8B%E6%95%85%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%82%82%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%82%82%E7%B4%A0%E9%80%9A%E3%82%8A%E3%81%97%E3%81%9F%E6%9C%AA%E8%A7%A3%E6%98%8E%E5%95%8F%E9%A1%8C-
%E7%83%8F%E8%B3%80%E9%99%BD%E5%BC%98%E9%81%93/dp/4750343153%3FSubscriptionId%3DAKIAIEUP6G3DXGYPOY5A%26tag%3Dhkwg-
22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4750343153
…

時埜端片 @tokino_kakera · 3月6日 
＞NHKニュースの東電福島第一原発「メルトダウン」報道は誤報です
http://bit.ly/1Y3vFxl

https://www.youtube.com/watch?
v=oDnNF5cHCdo&ebc=ANyPxKpIuwFSxvu83i3kKo9sRTV9hQDgT0KzwLeYL9uDalg0D9amV3Yh6dueP1cNMjPCWDX_dQhdvjWq7VALqVuqHCIEvW651Q
Duran Duran - The Reflex 

クシロ・Ｄ @twi_kushiro · 3月6日 
今週の金曜日で五年目。

手元のスマホで見えてるらしいが、現地のメルトダウン中の匂いは嗅げたか？

Akio 平成草の根原発反対米騒動一揆 @akio_kx · 3月6日 
【震災5年】“メルトダウン”燃料、取り出しへ苦闘 http://5.tvasahi.jp/000069617?
a=news&b=nss …
原発利権は廃炉まで産業化するのか・・・

https://www.youtube.com/watch?v=e3W6yf6c-
FA&ebc=ANyPxKpF5vTxkmaIhxaNUvVgnfo09Y6L31sM1mudscv9ERkftuhCgRzx8tIHeIJ9emHCdBmbdPr1fvAS0lm8QNK9e65Co2f5tg
Duran Duran - Rio
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（３月16日）　リスが忘れていったドングリは8か月かけて芽吹いていくよ。

http://85358.diarynote.jp/201603162046322400/

【 ＦＲＥＥＤＯＭ ！】　ＱＵＥＳＴ。。。
2016年3月16日 音楽
　

…「聴きたい曲」を、タイトルで捜索中…（＾＾；）…☆

https://www.youtube.com/watch?v=LlY90lG_Fuw
Pharrell Williams - Freedom 

https://www.youtube.com/watch?v=KNB8YIGSEow
Freedom - morris (Iceland 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=K-UTihKBes4
My Freedom 
…あれ…？（＾◇＾；）？
https://www.youtube.com/watch?v=m9We2XsVZfc
Original GhostBusters Theme Song 

https://www.youtube.com/watch?v=eM8Ss28zjcE
Queen - I Want To Break Free (High Quality) 

https://www.youtube.com/watch?v=bCBM-h-P4PY
African China ft Faze - If You Love Somebody 

…古いから検索に引っかからない…？

（無いってことは、無いと思うんだけど…タイトルも奏者も覚えていない…ｗ）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201603162100036390/

「放射能防護の仕方」／食事で肌年齢は大幅に

変わる／2008年発売 原発メルトダウンSF漫画の
レビューを2011年3月10日に書いてる人すごい。
2016年3月16日 読書
（承前々項）

おっちゃん1234 @ottchan1234 · 3月6日 
犬HKスペシャル腐海の森でも見るか…

かめ @sytkm · 3月6日 
2008年に発売された原発のメルトダウンをテーマにしたSF漫画
のCOPPELIONのAmazonレビューを2011年3月10日に書いてる人すごい

ほい。（＾＾；）★

http://85358.diarynote.jp/201103060125433944/

https://www.youtube.com/watch?v=JXjnwXUN1Mg
Duran Duran - A View To A Kill (007 version) 

カラパイア @karapaia · 4時間4時間前 
カラパイア : リスが忘れていったドングリは8か月かけて芽吹いていくよ。ドングリの
芽生えを早回しで http://karapaia.livedoor.biz/archives/52184579.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CdpzGSpWEAAgnA6.jpg

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%82%B3%E3%83%83%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%B3&lr=lang_ja&gws_rd=ssl

Kyoko toto @kyoko_des · 3月6日 
メルトダウンが今頃判明、なんていってるけど、

そういえば、あのころ、あるお父さんが(たぶん医者）「メルトダウンしたらどうする
んだ！？お前のところにはヨウ素剤があるのか!?」と怒鳴って電話くれたの思い出す。
自分の病院にあるヨウ素剤でも飲ませろよ、私のせいじゃない！とおもった
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https://www.youtube.com/watch?v=3M0hogZyRyU&ebc=ANyPxKpY-
Gl3ebz8mRzcajjERBl_TlfkCyMswtofWC3hoGTmtVMs81hAGmB43ONhYmky2q8l2LDm8o3n3uv0VIuBQhHlHXukTw
Duran Duran - Is There Something I Should Know? 

junko @junko_in_sappro · 60分60分前 
札幌/ほぼ、北海道産の団子屋さん
みーーーっけ!西線11条の電停前、団子だけじゃなく
おやつも一杯「げんき庵」

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

カラパイア @karapaia · 11時間11時間前 
カラパイア : 食事で肌年齢は大幅に変わる。美肌の為の、控えるべき食材・食べるべき
食材 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213578.html …

https://www.youtube.com/watch?v=I_izvAbhExY
Bee Gees - Stayin’ Alive (1977) 

cmk2wlがリツイート 
放射脳な日々【生活の党と山本太郎となか… @je_elu_ul · 9時間9時間前 
「放射能防護の仕方」 - Togetterまとめ http://togetter.com/li/220168 @togetter_jpさんか
ら

cmk2wlさん、2011年からこんなに多くの防護策を提唱して下さっていたのか…。

https://www.youtube.com/watch?v=3B9k6ysiZw0
Bee Gees - Still Waters Run Deep (1997)

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
避難移住するときには、必ず友人知人に避難する理由を説明しよう。

なぜ？

そうしなければ 2011年3月のマスコミと あなたが同じになってしまうから。
情報を知った責任は、マスコミだけにあるわけじゃない。

https://www.youtube.com/watch?
v=99VKe4y1aGY&ebc=ANyPxKpHGEbOxD8WgFBfceFBNjvkCQVDboFykXBd-
292AhILMnSz3tiZauC-3VEOZ4d9TbYSwpE-_Ud3scxuXSdKsGjzu2rgzA
ff (フォルティシモ) HOUND DOG HD1080
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3M0hogZyRyU&ebc=ANyPxKpY-Gl3ebz8mRzcajjERBl_TlfkCyMswtofWC3hoGTmtVMs81hAGmB43ONhYmky2q8l2LDm8o3n3uv0VIuBQhHlHXukTw
https://pbs.twimg.com/media/CdqsEHIUMAAWzWF.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213578.html
https://www.youtube.com/watch?v=I_izvAbhExY
http://togetter.com/li/220168
https://www.youtube.com/watch?v=3B9k6ysiZw0
https://www.youtube.com/watch?v=99VKe4y1aGY&ebc=ANyPxKpHGEbOxD8WgFBfceFBNjvkCQVDboFykXBd-292AhILMnSz3tiZauC-3VEOZ4d9TbYSwpE-_Ud3scxuXSdKsGjzu2rgzA


（３月16日）　アルパカ狼さんが、いたしね…☆彡

http://85358.diarynote.jp/201603162157122314/

放射能は怖くない。そう教えられていました／爆発前にベントし

ていた証拠写真／石垣島に1万5千Bqの腐葉土が流通してるんで
す／これは静かなる殺人ですよ。

2016年3月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
日本テレビ NNNドキュメント　3·11大震災シリーズ
【THE 放射能　人間vs.放射線　科学はどこまで迫れるか？】
西尾正道医師　

「日本はあまりにも見識がなさすぎる。

　酷すぎるこれは。

　これは静かなる殺人ですよ。」

https://www.youtube.com/watch?v=dRHetRTOD1Q
Pet Shop Boys - It’s A Sin

neko-aiiがリツイート 
ケンイチ・オミャー @yuritake1964 · 3 分3 分前 
@neko_aii 福岡県内でも2012年に同じようなことが。その頃急激に増えた産廃トラ
ック。あるトラックは積み荷はなかったけれど私の車で近づくと車載していたガイガ

ーの値が上昇、頭痛も。離れると値下がり、頭痛も無くなる。何度も繰り返してみた

けど同じ。トラック自体が高度に汚染かと。

http://85358.diarynote.jp/201603162157122314/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603162157122314/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160316/85358_201603162157122314_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160316/85358_201603162157122314_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160316/85358_201603162157122314_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dRHetRTOD1Q


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23 分23 分前 
昨日から「三陸沖」で地震が頻発していて、気象庁が公開してる有感地震は２回な

ので、大丈夫な状態だけど、地震の解析を見ると（海溝の陸側の逆断層地震）なので

、未だに3.11の余震が続いてる状態なのだという事は気にとめておいた方がいいですね
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/709992293042954245

neko-aii @neko_aii · 27分27分前 
"geophysics 2012年8月
チェルノブイリと大きく違うことの

1つが高度に発達した日本の流通・販売網。
もうとっくに福島+北関東だけの
問題じゃないんです。

東日本だけでもなくて，

日本全体の問題なのです。

石垣島に1万5千Bqの腐葉土が
流通してるんです。"

泉＊智紀 @jsdfq43wtr · 2 時間2 時間前 
飯舘村に設置してある規制庁の可搬型25基, リアルタイム線量計15基が全部載って
いる. 単位は区別なく全部Sv/hでGy/h表記は無し. https://www.f-
map.biz/radiMap_iitate/index …

junkoがリツイート 
∞きんぎょ∞ @kingyo_imori · 2時間2時間前 
福島県産品の放射性物質、いつまで測ればいいですか？(小松理虔) - Y!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/komatsuriken/20160316-00055499/ …
記事の内容さいあく。安全だったら誰も避難なんてしないし風評被害だけで16万人以
上も逃げないし世界各国から出荷停止されません。

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M5.0】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10.0km 2016/03/16 18:24:23
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/22jArww (USGS)http://j.mp/22jAqZp

地震マップがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 3時間3時間前 
3月9日-3月15日の地震活動(気象庁発表)
十勝地方北部 89回
奄美大島近海 80回
和歌山県北部 80回
福島県沖 76回
薩摩半島西方沖 64回
宮城県沖 60回

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/709992293042954245
https://www.f-map.biz/radiMap_iitate/index
http://bylines.news.yahoo.co.jp/komatsuriken/20160316-00055499/
http://j.mp/22jArww
http://j.mp/22jAqZp


長野県南部 50回
以下省略

計2015回
http://j.mp/1oo8wnC

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
福島原発：1号機原子炉建屋カバー解体作業日程。
3月16日（散水設備設置）
3月17日（高線量瓦礫 飛散防止剤の散布）（南1〜3、北1〜3エリア近傍）

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
今日16日も「宮城県：三陸沖」で群発地震の状態。
01時24分：マグニチュード3.5
03時49分：M3.5
09時25分：M4.7
11時44分：M2.9
13時09分：M4.6
14時23分：M4.0
15時02分：M4.2 
https://pbs.twimg.com/media/CdpmOlOWoAQsp7e.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 6 時間6 時間前 
名無し：03/16 15:32
原発廃炉作業で発生した防護服などの焼却設備、18日から稼働へ
https://www.youtube.com/watch?v=VGKDAlZMU8k …
福島第1原発の構内に作られた焼却施設は、廃炉作業で出た大量の防護服などを焼却し
、容量を減らすためのもの。

宇宙天気ニュース @swnews · 8 時間8 時間前 
[記事] 500km/秒の高速太陽風が続いています。磁気圏の活動も活発です。
http://swnews.jp #swnews

https://www.youtube.com/watch?v=n6p5Q6_JBes&ebc=ANyPxKpY-
Gl3ebz8mRzcajjERBl_TlfkCyMswtofWC3hoGTmtVMs81hAGmB43ONhYmky2q8l2LDm8o3n3uv0VIuBQhHlHXukTw
Duran Duran - Union Of The Snake 

47NEWS 47@news · 1時間1時間前 
速報:原子力規制委が今月内にも、四国の伊方原発3号機の工事計画を認可へ。3号機は
今夏に再稼働の可能性高まる。

http://bit.ly/1pKYliX

akoustam @akoustam · 3時間3時間前 

http://j.mp/1oo8wnC
https://pbs.twimg.com/media/CdpmOlOWoAQsp7e.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=VGKDAlZMU8k
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=n6p5Q6_JBes&ebc=ANyPxKpY-Gl3ebz8mRzcajjERBl_TlfkCyMswtofWC3hoGTmtVMs81hAGmB43ONhYmky2q8l2LDm8o3n3uv0VIuBQhHlHXukTw
http://bit.ly/1pKYliX


時間と共に消えていくのが放射能なのだが、5年経って、まだそんな一番基本の部分す
ら理解する気がない人間は、もう相手にするだけ無駄だから社会的に見捨てていいよ

。存在を考慮する必要は一切ない。

Nemesisネメシス @zodiac0088 · 3時間3時間前 
時間が経てば放射能が消えてなくなるとでも思っているのか...
「フリーライター」というのは、本当に魑魅魍魎の輩

福島県産品の放射性物質、いつまで測ればいいですか？(小松理虔) - Y!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/komatsuriken/20160316-00055499/ …
https://t.co/rwQwVeherY

emi kiyomizu @kiyomizu5 · 3時間3時間前 � City Centre, Bremen 
爆発の前に、ベントで放射能まき散らしたんですね。

危険だからと正確な情報は流さない。

この表紙の写真は、爆発前にベントしていた証拠写真です。 
https://pbs.twimg.com/media/CdqGKk7WoAAOc4g.jpg

戸谷真理子 @irukatodouro · 3時間3時間前 
見つけたよ。10万ｃｐｍ全身汚染の場合、1歳児の甲状腺等価線量
７６９ｍSv　と、換算　そして、13000cpm　で、１００ｍSv。
https://twitter.com/irukatodouro/status/710027352235859968 …
https://twitter.com/irukatodouro/status/709975458591461376 … 

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
２０ミリシーベルトの被爆では、ガンの発症率は０歳だと、１０万人あたり男性は５

００人、女性は１０００人です。

バーテル博士は、女性のほうが発症率が高い事について、「生殖機能が関係している

かもしれない」と。

masanorinaito @masanorinaito · 4時間4時間前 
日本政府はトルコへの原発輸出を進めているし、他にも大きな事業計画をもつ企業が

いくつかある。危険情報を上げれば企業は社員を退避させるから、危険情報を上げら

れないということか？邪魔なジャーナリストをシリアとの国境から遠ざけるときには

素早く危険情報を最高の４に上げたではないか

rima(衆院解散表明は3/27？ @risa_mama117 · 5時間5時間前 
【必見】#NNNドキュメント
｢THE 放射能 科学は放射線の影響にどこまで迫れるのか?｣ 
16/3/14 0:55〜1:50
【動画】http://www.dailymotion.com/embed/video/x3xkpox …
放射能は怖くない。そう教えられていました。 
https://pbs.twimg.com/media/CdpvjuxW0AAHBn6.jpg

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 

http://bylines.news.yahoo.co.jp/komatsuriken/20160316-00055499/
https://t.co/rwQwVeherY
https://pbs.twimg.com/media/CdqGKk7WoAAOc4g.jpg
https://twitter.com/irukatodouro/status/710027352235859968
https://twitter.com/irukatodouro/status/709975458591461376
http://www.dailymotion.com/embed/video/x3xkpox
https://pbs.twimg.com/media/CdpvjuxW0AAHBn6.jpg


#クライシスカレンダー 03/15【1914年 秋田仙北地震(強首地震)】M7.1 死者94人 家屋
全壊640棟 現在の秋田県大仙市付近が震源、雄物川沿いに被害が集中。斜面崩壊が多く
発生、土砂により川が堰き止められ水没した集落もあり、排水のために掘られたトン

ネルが現在も残る。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 7時間7時間前 
#クライシスカレンダー 03/15【2011年 静岡県東部でM6.4】22:31頃発生 負傷者50人
家屋損壊500棟以上 静岡県富士宮市で震度6強。静岡県を中心に家屋損壊や停電、断水
等の被害。11日の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)による広範囲での地殻変動に伴
う誘発地震か。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 7時間7時間前 
#クライシスカレンダー 03/14【2014年 伊予灘でM6.2】02:06頃発生 負傷者約10人 愛
媛県西予市で震度5強。負傷者のほか住宅の壁の落下や水道管破裂などの被害。また、
点検のため中国・四国・九州のJR在来線の一部で始発から一時運転見合わせとなった
。

デモクラシーな言葉 @whatsdemocracy · 8 時間8 時間前 
脱原発のキャンペーンには真っ先に署名した。あとね、ぼくは菅さんが浜岡原発を止

めたときに、官邸にメールしたよ。「よくやった！」「歴史に残るぞ」って。（細野

晴臣）

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：03/15 22:21
「ストレス」などでも突然、発症するという。

国立循環器病研究センターの研究で、健康な中年女性が「ストレス」などによって

突然、心筋梗塞を発症することがわかった。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20160315-00000935-fnn-soci …
#バカバカしい

junko @junko_in_sappro · 12時間12時間前 
タンポポを食い尽くす微細甲殻昆虫:　新発見か？
http://moribin.blog114.fc2.com/blog-entry-2035.html …
↓奇形タンポポ 
https://pbs.twimg.com/media/CdoPyijUsAAWKqo.jpg

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 13 時間13 時間前 
フクイチが爆発して、放射能が降ったとたんに、なんだか放射能って安全だという風

評に変わっていったよね。

誰が変えていったのかな？

渋谷 和也 @kazu_big · 19 時間19 時間前 
「北海道は第一次産業のメッカだ。もし泊原発で放射能漏れ等何かあったら農作物も

水産物も売れなくなる。風光明媚な自然の恵みも人が来なくなる。」と宗男は言って

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20160315-00000935-fnn-soci
http://moribin.blog114.fc2.com/blog-entry-2035.html
https://pbs.twimg.com/media/CdoPyijUsAAWKqo.jpg


いたけれど、自民党はTPPも原発も進めているよね。どうしたんだろうね。新党大地
。

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
2016年3月11日　ボリビア
コチャバンバの海岸でイワシやサバの大量死。

コチャバンバの市長は緊急事態を宣言。 
https://pbs.twimg.com/media/CdoSE7bUMAEZpaY.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=JK2Zs3LFab8
前略、道の上より　一世風靡セピア 

junkoがリツイート 
Nob @Nob_hsj · 13時間13時間前 
RT
JR職員アナウンス｢車内点検は終了です。発車します。｣ 
0:50 - 2016年3月16日 
https://pbs.twimg.com/media/CdoH6OFUMAEcyCD.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
16日7:53分　福島第一ライブカメラ（１号機側）
また、あの色です。

https://pbs.twimg.com/media/Cdn76xAUsAAojzx.jpg

太田隆文（映画監督） @kiriyama99 · 3月14日 
原発推進の日テレでありながら、よくぞ制作したといえるドキュメンタリー。放射能

が東京にも降り注いだことを伝え、その危険性を検証。「放射能は安全」という学者

の声も紹介しながらも、番組の真意は「静かなる殺人」と訴えている。ぜひ

！http://www.dailymotion.com/video/x3xkpox

kenji @buick54aki · 3月15日 
急病人

千葉県流山の友人の奥さんは

産婦人科に勤めてますが

もうやめたいくらいに 
奇形児流産早産で 
涙あふれる病院になっている

それが放射能との因果関係が

立証されるときは、

もう俺は死んでる

内部被曝

原発

https://pbs.twimg.com/media/CdoSE7bUMAEZpaY.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JK2Zs3LFab8
https://pbs.twimg.com/media/CdoH6OFUMAEcyCD.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cdn76xAUsAAojzx.jpg
http://www.dailymotion.com/video/x3xkpox


フクイチ

https://www.youtube.com/watch?
v=wDe60CbIagg&ebc=ANyPxKqbJ7kSxidiGTtdp8hNFNsS7UPJPjxChqPiIucrdGYM-
6YI5CdOzp4KAG12VMcafpyw_vkIkEb3aipxYL31WUgTxVUAFw
Pet Shop Boys - Always On My Mind 

NHK@首都圏 @nhk_shutoken · 1時間1時間前 
【高崎線一部区間 見合わせ続く】ＪＲ高崎線は１６日も始発から熊谷と岡部の間で運
転を見合わせています。夕方になって帰宅ラッシュが始まり、熊谷駅では代行輸送の

バスに乗り換える通勤客らが長い列をつくっています。（続く）

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160316/3755431.html … #nhk

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【ＪＲ高崎線 運転再開は１７日午後１時ごろに】
JR東日本によりますと、トラブルによって一部で運転の見合わせが続いている高崎線
の運転再開は、17日の始発からとしていましたが、17日の午後1時ごろにずれ込む見通
しだと発表しました。

http://nerv.link/IaICde

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【高崎線 運転見合わせ 2016年3月16日 17:34】
昨日、籠原駅で発生した信号関係故障の影響で、終日、熊谷〜岡部駅間の運転を見合

わせています。また、運転区間は半数程度の運転本数となっており、遅れが出てい

ます。なお、振替輸送を行っています。

「信号故障」だけで丸一日以上復旧しないって…||||（＠＠；）||||…

ありえないだろ？

なにか、別の…　一体、何が…？？

ボトムズOVA次回予告BOT @votoms_ova_bot · 3月6日 
誰が仕組むのか。誰が望むのか。満ちるものが満ち、撓むものが撓む。溜められたエ

ネルギーが出口を求めて沸騰する。欲望と野心、策謀と疑惑、誇りと意地。舞台が整

い役者が揃えば暴走が始まる。そして先頭を走るのはいつもあいつ。装甲騎兵ボト

ムズ 赫奕たる異端 第４話『臨界』メルトダウン始まる

https://www.youtube.com/watch?v=wDe60CbIagg&ebc=ANyPxKqbJ7kSxidiGTtdp8hNFNsS7UPJPjxChqPiIucrdGYM-6YI5CdOzp4KAG12VMcafpyw_vkIkEb3aipxYL31WUgTxVUAFw
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160316/3755431.html
http://nerv.link/IaICde
https://www.youtube.com/watch?v=LNBjMRvOB5M&ebc=ANyPxKoPhjxcmkKDKCoKjAc-QzhuZDQUbcp38rXHIeMU1oIZaQSNCTw4Kt4XvKTT7YVgW3tAkoT25kHiwWz-IVgQndeZGg2pJQ


https://www.youtube.com/watch?v=LNBjMRvOB5M&ebc=ANyPxKoPhjxcmkKDKCoKjAc-
QzhuZDQUbcp38rXHIeMU1oIZaQSNCTw4Kt4XvKTT7YVgW3tAkoT25kHiwWz-
IVgQndeZGg2pJQ
Pet Shop Boys - Go West 

junkoがリツイート 
asuka @asuka_250 · 11時間11時間前 
国連大学

日本国民の被爆した人数が3200万人
チェルノブイリの3倍以上の大規模な被曝
他の専門家も癌や健康被害が必ず出るという予測を出している

日本国民にはもう時間がない

http://ourworld.unu.edu/en/radiation-from-fukushima-disaster-still-affects-32-million-
japanese … … 
https://pbs.twimg.com/media/CdYa2LqUEAAnXxs.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=RGrtvM4cgK4&ebc=ANyPxKpHGEbOxD8WgFBfceFBNjvkCQVDboFykXBd-
292AhILMnSz3tiZauC-3VEOZ4d9TbYSwpE-_Ud3scxuXSdKsGjzu2rgzA
BRIDGE〜あの橋をわたるとき〜 HD1080 

junko @junko_in_sappro · 13時間13時間前 
東京新聞:自主避難生活を守って　住宅無償化の延長求め６万４０００人署名:
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201603/CK2016031502000121.html …
福島県意外の自主避難者にも

目を向けて欲しいものだ

みんな、子供を抱えて必死に生活している

数寄屋橋で寿司など食っていられないほど

生活はたいへんだ

https://www.youtube.com/watch?
v=79Vz7kaEvA8&ebc=ANyPxKonUaBLCo4jXJFc5Lc5JPoSh43HvUd5A1B0CxB9IcHl3U3lnDSHjHMrnsb_-
X-lHYILfyXilSTNM2gka9i53_Ek3eWf5A
Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 
　

…２２年間棲息していて、そこで死ぬのかなと思っていた馴染みの借家と…、
…１０年連れ添って（？）我が娘も同然と思っていた愛猫めいにゃん様を…、

永遠に亡くした。けど…

http://ourworld.unu.edu/en/radiation-from-fukushima-disaster-still-affects-32-million-japanese
https://pbs.twimg.com/media/CdYa2LqUEAAnXxs.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RGrtvM4cgK4&ebc=ANyPxKpHGEbOxD8WgFBfceFBNjvkCQVDboFykXBd-292AhILMnSz3tiZauC-3VEOZ4d9TbYSwpE-_Ud3scxuXSdKsGjzu2rgzA
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201603/CK2016031502000121.html
https://www.youtube.com/watch?v=79Vz7kaEvA8&ebc=ANyPxKonUaBLCo4jXJFc5Lc5JPoSh43HvUd5A1B0CxB9IcHl3U3lnDSHjHMrnsb_-X-lHYILfyXilSTNM2gka9i53_Ek3eWf5A


まだ生きていて、そして、楽しんでるよ？

札幌【 脱被曝 避難 移住 】生活…。

https://www.youtube.com/watch?
v=2lPj5ehsyw8&ebc=ANyPxKonUaBLCo4jXJFc5Lc5JPoSh43HvUd5A1B0CxB9IcHl3U3lnDSHjHMrnsb_-
X-lHYILfyXilSTNM2gka9i53_Ek3eWf5A
HOUND DOG - ラストシーン 

アルパカ狼さんが、いたしね…☆彡

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月16日22:09
　

だめだ。（＾＾；）

毎年恒例、被曝とは関係なく、

「春と夏が苦手★」な私が、

冬が終わって気温が１０℃を超えると

ほぼ必ずひく「季節の変わり目の風邪」発症中…★

鼻水垂れて寒気がするので、お風呂は諦めて寝ますぅ…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月17日7:17
０５５

０００９．

（＾＾）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月17日8:47
　

アマちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=2lPj5ehsyw8&ebc=ANyPxKonUaBLCo4jXJFc5Lc5JPoSh43HvUd5A1B0CxB9IcHl3U3lnDSHjHMrnsb_-X-lHYILfyXilSTNM2gka9i53_Ek3eWf5A
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/


セシウム137とストロンチウム90が減衰して生体細胞への有害性を失うのは、おおむね300年後、
西暦2300年頃
強い被曝をもたらす期間は100年程度　22世紀になれば多少は安全になる
だが、原発メルトダウン事故は10年に一度起きるので、おそらく放射能によって人類は滅亡する
だろう

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月17日8:50
　

アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 

爆弾の原料がカリウムであることは誰でも知ってる

セシウムもカリウムと同じ性質だが、化学活性力がカリウムの10倍ある
爆薬原料としてはセシウムの方が能力が高いだろう

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月17日8:51
　

…つまり、
ただの漏電じゃなく、

電圧で爆砕した上に、

放射能で汚染してて、

作業員が近づけない？

状態だと…？
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（３月17日）

http://85358.diarynote.jp/201603170756382557/

高崎線トラブル原因は架線「碍子」セシウムついたら大電流ショ

ート／ドイツ放射線防護庁 「無理、引っ越すよ」／日本全体が避
難計画区域なんだ。

2016年3月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 20 時間20 時間前 
ガイシの絶縁度が下がって高圧リーク、ガイシは一見、表面つるつるで物質などつき

そうにないが、セシウムなどは反応性高く一度ついたら離れない。積り積もって絶縁

度下がり大電流流れてショート

@asahi 高崎線トラブル原因は架線の「碍子」　http://t.asahi.com/j6za

https://www.youtube.com/watch?v=TAlofAwE9i0
Air 青空. (音質重視・再UP） 

おはようございます。

０７：１７です。

札幌は…（＾＾；）…気温を見るのも忘れるくらい、春？です…

なまら暖かいです…★

晴天。無風。線量低め。…空気が美味い…♪

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.036 0.035 0.036 6 
02:00 0.036 0.035 0.036 6 
03:00 0.036 0.035 0.036 6 
04:00 0.037 0.035 0.036 6 
05:00 0.036 0.035 0.036 6 
06:00

…あれ？（＾＾；）でも、じわじわと上がってますね…★

（鼻風邪で嗅覚が麻痺してるってことか…★）

地震マップ @eq_map · 1 時間1 時間前 
【M4.5】NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS 281.2km 2016/03/17 04:01:32
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/22n9Rz6 (USGS)http://j.mp/1RncYPD

アマちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
本当に久しぶりに黒点活動が動き出した

http://swc.nict.go.jp/sunspot/ 
これでM級フレアが出れば、一気に地殻変動が進む可能性がある

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M4.3】青森県東方沖 深さ55.9km 2016/03/17 01:15:13
(G)http://j.mp/1RmGd5c (アニメ)http://j.mp/1RmGeGj

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ83.2km 2016/03/17 00:52:52 http://j.mp/1RkXbXS

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.6】国後島近海 深さ92.7km 2016/03/17 00:04:39 http://j.mp/22kl2vZ

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.6】KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA 10.0km 2016/03/16 22:09:52
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1RNVwEn (USGS)http://j.mp/22k4rZ3

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M5.1】KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA 41.1km 2016/03/16 21:04:57
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1XuK6tq (USGS)http://j.mp/1SSohou

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
昨日から「三陸沖」で地震が頻発していて、気象庁が公開してる有感地震は２回な

ので、大丈夫な状態だけど、地震の解析を見ると（海溝の陸側の逆断層地震）なので

、未だに3.11の余震が続いてる状態なのだという事は気にとめておいた方がいいですね
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/709992293042954245

…地震は相変わらずですね…（－－；）…
地球全体がグネグネ波打っている感じで、気持ちが悪い…★

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【高崎線 運転見合わせ 2016年3月17日 6:05】
3月15日、籠原駅で発生した信号関係故障の影響で、現在も熊谷〜岡部駅間の運転を見
合わせています。また、運転区間は本数を減らしての運転となっており、遅れが出て

います。なお、振替輸送を行っています。

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【ＪＲ高崎線 運転再開は１７日午後１時ごろに】
JR東日本によりますと、トラブルによって一部で運転の見合わせが続いている高崎線
の運転再開は、17日の始発からとしていましたが、17日の午後1時ごろにずれ込む見通
しだと発表しました。

http://nerv.link/IaICde

…どこの国だ…？？

参照：「群馬県 みなかみ町」
https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F%20%E9%80%83%E3%80%80%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%BF&lr=lang_ja&gws_rd=ssl#lr=lang_ja&newwindow=1&c2coff=1&hl=ja&tbs=lr:lang_1ja&q=site:http:%2F%2F85358.diarynote.jp%2F+%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%BF

おしどり♀マコリーヌ @makomelo · 3時間3時間前 
ドイツの放射線防護庁の方に「原発事故も大変だけど、そもそも私は地震が嫌いだ

から、日本に住む人は凄いと思う。神戸や東日本や、あんなに壊滅してもまた復興

して、各家庭に防災対策して住んでるんだよね？私は無理、引っ越すよ」と言われ、

そうか、日本全体がいつでも避難計画区域なんだなと思った件

https://www.youtube.com/watch?v=p4kTBtDxYSg
【最高音質】 世界一泣けるBGM CLANNAD 「願いが叶う場所」

https://www.youtube.com/watch?v=LxhXvKJisGI
Air - Pocket Symphony (Full Album) 
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月17日7:59
０５５

００１７。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月17日8:08
　

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 9 分9 分前 
#クライシスカレンダー 03/17【1960年 ノースウエスト航空710便空中分解事故】15:25頃発生 死
者63人 ミネアポリス発シカゴ経由マイアミ行ロッキードL-188Cエレクトラが、インディアナ州上
空で空中分解し墜落、乗客乗員全員死亡。プロペラ取り付け部分の設計ミスが原因。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月17日8:55
　

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 

シェールガス会社の倒産が、「第２次リーマンショック」を引き起こす

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=313242 …
 
すでに完全破綻している　この破綻規模は過去１００年で最大級！

必ず、とんでもない負荷がのしかかる
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（３月17日）　…おとなしく、投稿用原稿（未発表２５年前作品）のタイプ入力でも
、しておきますぅ…

http://85358.diarynote.jp/201603171448407245/

（非⇒公開　２）／『山百合と銀の楡』 ｂｙ 紅実真紅。

2016年3月17日 リステラス星圏史略　（創作）
　

あらためまして、こんにちわ。

１４：０５です。（＾＾；）

札幌はプラス１１℃。晴天。無風。暑い…（－－；）…★

こういう「イキナリ気温が急上昇」というお天気が実は一番ニガテでして…★

鼻風邪ひいて右側の穴だけ鼻血か！という勢いで水っぱながひっきりなしに垂れてくるので、何

も仕事になりません…（〜〜；）…★

他は微熱と悪感と全身の筋肉・関節痛と、どうも胃部深層リンパ叢に風邪菌が入っちゃったらし

い厭な感覚がありますが、

現在、鋭意、自己免疫系細胞の皆さんがガンバッテ下さってるので…（＾＾；）…☆

大脳に出来ることは、白米ご飯に押し麦と黒大豆のドン入れて半粥状に炊いたやつにレトルト

カレーぶっかけて、がっとかっ喰らって、布団かぶって寝てるくらいですわ〜…☆ｗ（＾＾＃
）ｗ…☆

てことで、

出したばかりでまだ足の筋肉が慣れてないのに片道一時間も泥道をがつがつ漕いで自転車で銭湯

出撃だの、（還りにケーキ屋だの）

　窓全開！にして、冬場の締め切り機関中に溜まってしまった部屋中すみずみの埃の追い出し掃

除だの…

とてもじゃないが予定の行動を「ガンバレル」体調でわないので…★

http://85358.diarynote.jp/201603171448407245/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


…＜（〜〜；）＞…★

…おとなしく、投稿用原稿（未発表２５年前作品）のタイプ入力でも、しておきますぅ…

以下、非公開…☆

（これの続き査業です…☆）
http://85358.diarynote.jp/201603111952261334/

https://www.youtube.com/watch?v=KNSt2qc7Ayk&list=PL4FC58FCBB2799E39
Icelandic Folk Music - Tröllaslagur 

…お♪　雰囲気ぴったり…♪♪
　

https://www.youtube.com/watch?v=C13oL-z4jno&list=PL4FC58FCBB2799E39&index=13
Ronja Rövardotter - Rövarsången 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（2016.03.25.出しました。）

　夜半過ぎまでの熱心な治療のおかげで飛仙は本当にもちなおすかとも思われました。けれど満

月が山の端になかば沈みはじめた頃にです。急に汗をかきはじめたと思う間に飛仙の体はひどい

高熱に侵されていました。

　驚いたミニタが何度も辛抱強く小川と小屋のあいだを往復して冷たい水を汲んではくるので

すが、額においた手拭いはそのたび直ぐに乾いてしまってものの役にも立ちません。

　ただおろおろと見守るうちに、ふとマシカは彼の肌色がふつうでなくどす黒くかわろうとして

いるのに気づいてぞっと背筋を粟立てました。

　毒、です。

　矢傷のどれかに毒が仕込んであったに違いありません。

（…誰が！）
　その考えのあまりの恐ろしさに目もくらむほど、ひとを、武器で傷つけるというのでさえ薬師

にとっては許せないことなのに、わざわざ毒まで塗って…
　涙を落とす余裕もなく、巻いた包帯をかたはしから調べ直していきました。

「！！」

http://85358.diarynote.jp/201603111952261334/
https://www.youtube.com/watch?v=KNSt2qc7Ayk&list=PL4FC58FCBB2799E39
https://www.youtube.com/watch?v=C13oL-z4jno&list=PL4FC58FCBB2799E39&index=13


　妙な…この、どす黒い青に変色した場所は、どうなったと言うのでしょう。マシカは決して毒
草学など詳しくはありませんが、それでもこうまで効き目の強い毒薬がそうそうあるはずないの

は判っていました。

　傷を負ってから一両日とはたっていないはずなのに、不審に感じて思わず触れると既にぐんな

りと冷たくなっていて、血も肉も、生命の炎を失って腐りはじめてしまっているのです。そして

その傷の奥のほうに埋まったまま残っているらしい小さなしこりのようなものが、上から触れた

瞬間、異様なほどマシカの五感を脅かしたのです。

「ヨーリャ！」

　神の名を叫んではっと薬師は手をひきました。

　悪意。純然な、誰かを傷つけ殺そうという、憎しみとさえ異なる苦痛。

　恐怖にさらされながら右手を毒の口に触れ、左手で胸に小さく印を切りながら深く神々に祈り

ます。乱れそうになる呼気をつとめて整えました。と、心の眼の内側に、徐々に彼の肉体と魂を

蝕むものの本性が浮かび、あらわになってきます。

　いっそ、邪しまなまでに盲目な他害性…信じられないほどの…に、マシカは魂の底を傷つけら
れて震え脅えるのでした。

　小さな、何のへんてつもない不格好な鉛のかたまりです。底を平らに削ったどんぐりの形を

して、べつに呪句が刻まれているわけでもなんでもない品でした。

　たしかに鉛毒は強烈です。けれどいったいどんな歪んだ力が働いて、神の血族たるエルフエリ

の肉奥深くにまで貫き通ってあるのでしょうか。

　マシカに理解できたのはそれが、この世界の"外"に交わるものだということ、そのぎらぎらする
邪悪さは決して大地の母神に認められたものではないという…異質な禍々しさだという事実だけ
でした。

（何が起こったの？　この世界に、何が襲って来たの？）

　どす黒い不安が小さな魂をひき掴みました。飛仙の受けている異世界の害毒がマシカの心にも

逆巻き流れてきて、そのままずるずると冥府の深みへと陥しこんでしまおうとします。鉛のどん

ぐりを埋め込んだ存在は昏い暗い闇の心象をもつものでした。

　轟々と世界の縁より遅いきた黒炎が、すべてを滅ぼし喰らい尽くしてゆきます…
「嬢ちゃま？　嬢ちゃまどうしただ？」

　荒々しく肩を揺すぶられて危うく瞳を開けると、そこには人の善いミニタのまるまるした心配

顔があって、部屋にはあいかわらず火の気とて絶えずに暖め明るめられてあるのでした。

「なんでもない、大丈夫」

　ひとつ頭をふって星紫色の大きな瞳をしばたかせ、いまだ着替えもせず生乾きの衣のままの少

女は、心を決めたように厳しい顔をして立ち上がりました。

「ミニタ、縄をちょうだい。このひとを寝台にくくりつけて。」

「…嬢ちゃ…？」
「切るの。腐った肉をどけないと、このひと死んじゃうわ」

　蒼白な顔をして短く言いきると細工物の懐剣をひきぬいて暖炉の中心にかざします。鍋の薬湯



の量を確かめてさらに沢山の葉と根をついで足し、そういったことをやりながら意識をだんだん

に空白にしていきます。

　熱に浮かされたエルフエリの、宙をさまよう心を捕えようとしました。

（どうか…。　痛みの半分は私のものです）
　かすかに呼びかけに応じて触れてくるものを感じた時、手の平が灼けるほど熱くなった短剣を

かざして、マシカは再び寝台の前へ戻っていきました。

　肉の焦げつく臭いと、毒に侵された血液のおぞましい色彩。弱り切った飛仙にはもはやもがく

だけの力もなく、ただ低くもれる悲鳴のその響きをマシカは歯を食いしばって耐えなければなり

ませんでした。

　幼いほそい腕が情け容赦なくエルフエリの体に刃をねじこませていきます。どす黒く血肉にま

ぶれた鉛玉がやがて緑色に腐り果てた筋に噛み込まれて姿をあらわしました。

「知神よ、酷い…！」
　マシカの白くなった唇からひとすじ紅いものが落ちました。

　たとえ永らえたとしても天駆ける一族の貴人は一生不自由な体となるでしょう。それでも一瞬

とてためらうこともできず、剣を持つ手は必要なことを果たすのでした。

　泣き崩れてしまいたいんを冷たく耐えながら、一方でマシカはできるかぎりしっかりと、己の

心をエルフエリのそばへ、苦痛をわけあうほどにそばへと寄せるよう努力を続けていました。

　苦痛や恐怖を共有し、ときによって分け合うこともあるのは薬師に独特の力です。

　自らの手で肉を裂き、毒血を吸い出すその激痛を味わうあいだ、ふたりの心は賢明に繋ぎあわ

されて、マシカの瞳は一時に五十も齢を重ねてしまったかに見えます。

　ひどい油汗をしたたらせてマシカは刃物を置きました。

　ミニタは、少女が薬師らしく終始しゃんとして、それから幾日ものエルフエリの危篤の間中、

ろくに寝もせずに看取り続けていたと言い張ります。それは確かにそうで枕元をすこしでも離れ

るのが怖いと感じていたのです。

　けれどもそういった現実はすべて漠として、幾晩も幾晩も、永遠の夜が続いたようにしか、後

になってみるとマシカには思えなかったのでした。

　ごうごうと苦しい幻は逆巻き流れていきました。…どうか。どうかこの嘆きがよく癒されてく
れますようにと。このままではあまりにも、それは哀しすぎるのでした。少女の頬からひとつぶ

ふたつぶ、透明な光をはらんだ涙が、握り合わせたエルフエリの手のうえに落ちかかりました。

「マーイアルフ（森の花）」

　かすかに呼ぶ声が静寂になじんだマシカの耳をうちました。

「居たのか、そこに」

　沼のように深い色合いの瞳がぼんやりと、けれど真っすぐにマシカを捉えていました。その

瞬間、少女はその場に在るのが己れだけではないということをはっきりと悟っていました。

「…ええ。お兄様」



　限りなく優しく、誰かがマシカの喉を通して語りかけ、微笑みかけます。

「いますわ、ここに。」

　病んだエルフエリと、少女の魂に宿った仙女は、ただ静かに見つめあっていました。やがて穏

やかな笑みを浮かべて、飛仙はふうっとその瞼を閉じました。

「やすらかにお休みなさいませ。どうか…」
　熱も荒い呼吸も、もう彼を苦しめることはありませんでした。そうしてある朝、嬢ちゃまを起

こしにきたミニタは見たのです。

　さしこむ朝の陽光のなか、不思議な戦士はやすらいで横たわり、少女が、その手をしっかり握

りしめたまま、枕辺で幸福に眠りこんでいる…神々の手になる一幅の絵画のような、神聖で輝か
しいふたりの姿を。

　



（３月17日）　（山中の洞窟にゴクリ（スメアゴル）が棲みついていても驚かない
わ〜…☆）

http://85358.diarynote.jp/201603171524509076/

【 おちふね山 考】　（＋何曲か。）（＋非⇒公開３／『山百合
と銀の楡』 ｂｙ 紅実真紅。）

2016年3月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

（前項作業厨の続きですが、別件脱線こっちの続きｗ）

http://85358.diarynote.jp/201603111553281437/
　オホーツク【紋別】宇宙港or
【落船山】 星船（ぶちあげ）トンネル…（＾＾；）…☆彡

http://amaimonoko.at-ninja.jp/h-mtdata/hoka/sanmeko/dohoku/ocipnesan.htm
山名考　落船山 （おちふねさん） 

…竜童始にいさんとか、
ビルボ・バギンズとか、

歴ヲタが食いついたら、

しばらく離れそうにないネタですね…☆ｗ（＾ｗ＾；）ｗ☆

（山中の洞窟にゴクリ（スメアゴル）が棲みついていても驚かないわ〜…☆）

http://kac-yama.com/newpage686.htm
ヤブ山三山〜落船山(525m)・チセネシリ山(430m)・立牛岳(630m)〜

ぉお（＾＾；）「ヤブ漕ぎ山」！（＾＾）！好みだ…☆

（もう色々ごった煮で…♪）

https://www.youtube.com/watch?v=UQl8fURGSrA
Swedish Folk Music - Födelsedagsfesten 

https://www.youtube.com/watch?
v=zYtvaAw8AsE&ebc=ANyPxKpXy1zBCvlIuLjSiDt4Q7jFySeCojrPvw9ibarnYADjGcBV_x8yiHNLjmLD72jzBmYoMKF15dXDEtvVNflD_hHLrF38Cw
Ragnarök (Viking Music) 

ざくっとしたイメージで、

マーシャはケルティックで、

マシカはノルディックで、

フェル兄様はスカンジナビアンな雰囲気…♪
https://www.youtube.com/watch?v=bYcb19aBSg4&ebc=ANyPxKrS7dzqReRF0w-
44OPc7maw51rL8uHDeEbFbcR4DOR_ceCAkC_rszmj1GOIGhwHQHazJ2Oj7mX18G3HwpfaLVldKOkh7A
Vikings - Theme Song 

（さらに言うなら、

マーイアラフはイングリッシュケルトで、

https://www.youtube.com/watch?v=asyvA7XjZnw

http://85358.diarynote.jp/201603171524509076/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201603171524509076/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4257769076/
http://85358.diarynote.jp/201603111553281437/
http://amaimonoko.at-ninja.jp/h-mtdata/hoka/sanmeko/dohoku/ocipnesan.htm
http://kac-yama.com/newpage686.htm
https://www.youtube.com/watch?v=UQl8fURGSrA
https://www.youtube.com/watch?v=zYtvaAw8AsE&ebc=ANyPxKpXy1zBCvlIuLjSiDt4Q7jFySeCojrPvw9ibarnYADjGcBV_x8yiHNLjmLD72jzBmYoMKF15dXDEtvVNflD_hHLrF38Cw
https://www.youtube.com/watch?v=bYcb19aBSg4&ebc=ANyPxKrS7dzqReRF0w-44OPc7maw51rL8uHDeEbFbcR4DOR_ceCAkC_rszmj1GOIGhwHQHazJ2Oj7mX18G3HwpfaLVldKOkh7A
https://www.youtube.com/watch?v=asyvA7XjZnw


1 Hour of Celtic Elf Music 

マーライシャはスパニッシュケルト…？
https://www.youtube.com/watch?v=MKqAsNgH05c
Spanish Celtic Music 

うん。ｗ（＾ｗ＾）ｗ そんな感じ…♪

…お♪　「狼さん」の曲だ…♪
https://www.youtube.com/watch?
v=06H_6oI4EK4&ebc=ANyPxKrZPnLXY9oq_dHhrS0fvmiXo_cFwkBzBwR5GQNd6y3DHTdbkqB-
D3ce5lEWtXhNAUpg28SgayJJCQdWF6dnQloMztSqbA
Celtic Music - Wolf Blood 

奥さん逞しくて美狼だったよね♪

「そのせつ」は、一族みなさまに、大変お世話になりました…☆
…ｗ（＾＾；）ｗ…

…で…（＾＾；）…☆

判った！（＾◇＾；）！

「落船山（地球脱出）カタパルト跡地」を…

後に、「多時空間隙連結トンネル」に転用して…

それが「星ヶ沼の下を通っているアレ」なので…

マシカが「そこを通って大地に流れ着いた」由来で…

そもそも星ヶ沼は「知神ヨーリャが大地世界に最初に開いた泉」であった…

と、いう、縁起ばなし。

…だったのね…ッ☆

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=0W2duTA5kJ4&ebc=ANyPxKojE7sNrNvn1o4wMP-
tVN1_5PNhfg8HwJVLJlXQiyQpGORsXdAhUcieK4DVlpfM5hoe3p65eMDtxrQcuVyo9Y0H6OXL7w
celtic music and king of dance 

まったく！本当にッ！

こんな感じの『物語』世界だぜ…ッ！！☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（2016.03.25.出しました。）

　

　次に目覚めた時、マシカは一瞬自分がどこにいるのか判らなくてとまどいました。それから見

慣れた自分の部屋にいるのだと気付いてほっと息をつき、エルフエリのことを思い出して慌てて

起き上がりました。

https://www.youtube.com/watch?v=MKqAsNgH05c
https://www.youtube.com/watch?v=06H_6oI4EK4&ebc=ANyPxKrZPnLXY9oq_dHhrS0fvmiXo_cFwkBzBwR5GQNd6y3DHTdbkqB-D3ce5lEWtXhNAUpg28SgayJJCQdWF6dnQloMztSqbA
https://www.youtube.com/watch?v=0W2duTA5kJ4&ebc=ANyPxKojE7sNrNvn1o4wMP-tVN1_5PNhfg8HwJVLJlXQiyQpGORsXdAhUcieK4DVlpfM5hoe3p65eMDtxrQcuVyo9Y0H6OXL7w


　飛仙は本当に助かったのです。わずかに木窓をあけて秋の陽射しのゆらめく部屋の中で、穏や

かな寝息をたてて眠りについています…。
　きちんと厚手の上衣を身に着けてきたマシカを見て、火の番をしていたミニタは満足そうに黙

って台所へ引き下がりました。

　幾日か、エルフエリはまだ少し熱の残る額をしてうとうととまどろみ、時折ふと目を覚まして

は看病にあたる少女の姿を見て微笑を浮かべ、それで安心するのか再び静かな回復の夢のなかへ

と沈んでいきます。

　日に四回、薬湯や薄めた肉の汁などを口元へはこぶと大人しく飲み込んでくれるようなのが、

今のマシカにはなにより嬉しいことでした。

　ミニタは飛仙のために使い切ってしまった薬草の種類を補充しに、毎日葉篭を背負ってひとり

で薬草摘みに出掛けて行きます。

　山家のぐるりにはどうしたわけかこの数日、淡い白い霧がとりかこむように降りていて、何故

か精霊たちに守られているのだろうという気が住む者たちはしているのでした。

　毒の痛手もほとんど癒えたエルフエリがとうとうはっきりと目覚めた時、その深いふかい少し

哀しげな月夜の沼の藍色の瞳にとらえられた少女はわけもなくうろたえて身のおきどころのない

ように感じました。

「ここは…」
「まだ、お起きにならないで」

　マシカは手にした薬鉢を放りだして枕元にかけよりました。

「十日も寝ておられたんです。無理ですわ！」

　けれど信じられないことに飛仙は自らの力で寝台の上に起き上がってしまいました。どころか

包帯だらけの体で可能な限り優雅に仙族風のお辞儀などしてのけたのです。

「あの…」
　宮家の貴婦人のように扱われて山娘はすっかりどぎまぎしてしまいました。無論それ以上に、

薬師としてやっと合わさった傷口が開いてはと心配していたのですが。

「誠心をもって御礼申し上げる、我が生命の救いの君」

　湧き水のひびきいるように、聴く者の心をゆらす声でした。

「御名を頂けようか？　我は飛仙の一族、ミルスドリアの長子にしてフェルンストゥーラの正

嫡フェルラダル、…あなたがたの人族の言葉では《銀の楡》と呼ばれる者」
「楡の樹（マ・バルナ）？」

　思わず聞き返してしまってから薬師の少女はうろたえて真っ赤になりました。

「無礼をお許しください、お星さん（マ・シカ）とだけ呼ばれています。捨て子、でしたので、

名乗るべき名がないのです…」
「星の姫（マリス・シクリア）」

　病みあがりのまだ少し蒼醒めた貌で仙族はうなずきました。

　星（シカ）…仙族語でいう昴（シクリア）…とは、大地に根ざして生きる人の子にしてはずい
ぶん風変わりな命名だと感じながら。

「あたしは薬師です。ここは神の峰アドリアウィに近い旧街道、道の果ての村…ミアテイネア地
方のミアトの国ですわ」

「山人の国」

　驚いたようにエルフエリは言いました。

「それでは私はだいぶ道を外れてしまった。まっすぐに月の出るかたを目指したつもりであっ

たが…」
　旧街道というからには、もしや星ヶ沼（シクリア・リテル）が私を呼びよせたのだろうか？

　独白のようにつぶやいた飛仙の言葉をマシカは聞き逃しませんでした。

「あの沼をご存知なのですか？　あんな、山の中に隠れた小さな場所なのに…」
　静かに笑って飛仙はそれには答えず、再び深々と辞儀の仕草をしましたが、今度はすこしそれ

が辛かったらしく、わずかに顔をゆがめて息をつめました。

「…とにかく、幾重にも御礼申し上げる。小さな我が山の姫」
「あたしみたいな小娘は姫などではありません！」

　焦れて打ち消しながらもマシカは腕をさしのべました。飛仙に対して非礼は承知の上でしたが

、ともあれ薬師でしたから。

「もう横になっておとなしくお休みになって下さい。やっと傷がふさがりはじめたばかりだって

いうのに、起き上がるなんてそもそも無茶なんです」

　かすかに苦笑して、飛仙はといえばされるがままにおとなしく横たわっていました。



　よく陽のあたる庭先でマシカは椅子とはさみを持ち出して、焼けて無惨に長さがまちまちにな

ってしまった飛仙の髪を切りました。少し震える手の先から風のように細い淡い銀色がぱらりぱ

らりと流れ落ちていきます。

　雪のふるさまを見ているようでした。

「マシカ殿…私はもう旅立たねばならない」
　両のまぶたを閉ざしたまま飛仙は静かに言いました。

「小さな山の姫よ、私の剣と荷はどこに？」

　ふうわりと長い髪が秋の誘いにさらわれて空に溶け込んで去りました。マシカはためらい、こ

のまま冬を飛仙に越させたいと本気で思いもしました。

　傷はかたちばかり癒えたとはいえ、もっと治療と休息が必要なはずでした。けれど同時に、彼

が行かねばならないことも、幼くして薬師である重責を背負っている少女にはおぼろげに理解し

うることでした。

「…どうしても…？」
　道具を静かに片づけてしまうと、つんと鼻のおくで潮の匂いがするようで、マシカは顔をしか

めて耐えました。

　伝えることのできない不思議な哀しみにからだが透き通るようで、それ以上に、何もできない

子供の時分が歯がゆくて悔しくて、ただ首をふる以外しかたもない事なのです。

　北からの風が鳴っています。星ヶ沼の水面がさざめいて、白い浪が老木の根元をだまってさら

っていくのです。

「星の娘。小さな私の姫よ」

　マシカは黙って少し体を起こしました。フェルラダルの双腕は剛く暖かく、それでも少女はそ

のなかから離れて立ったのです。

　朽ち葉色の巻き毛を風がかなしくさらって吹き上げていきました。

「それではひとつだけ。…私が贈る名を、真の呼び名として受け取って頂けようか」
「名前を？！」

　それはマシカには思いもよらず、だからこそ誰も知らぬまま心に秘めていた願いでもあったの

でした。

「そう。我ら仙族の言葉で野の星（ウエタ・シクリア）といえば山百合のこと。ゆえにこれから

はそう名乗られるがよい。」

「山百合（サユライ）…」

　もうそしてすべては語られてしまいました。銀の楡はただの山娘にすぎないマシカ…いえ、サ
ユライに、まるで白き都の女皇にでも拝するように敬々しく膝を折りました。そして静かにその

額飾りの上にくちづけたのです。

「あなたの行かれる道があなた自身のものでありますように…」
　その、古いふるい神々の祈りの言葉をマシカ・サユライが耳にするのは初めてでした。

　それでも少女はまっすぐにフェルラダルの見つめる両眼を覗きかえして、深い沈黙を見につけ

、やがて言ったのでした。

「また、いつか、会えますね」

　エルフエリはふっと微笑してわずかに身じろぎしました。

　と、見るまに地を離れたその体躯はおどろく暇もなく空の高みに溶けこんで小さく遠くなって

いきます。マシカはいついつまでも目を細めて東のかたを眺めやっていました。それから…西の
空を。

　冬のはじめの下ろしの疾風が轟と呼んでどうと鳴って森を揺るがせにして通り過ぎて行きます

。マシカは流れていく髪のふさを片手ではらいのけて、最後にもういちどだけ真東の高みを見遥

かしました。

　冬の時代が来るのです。それから山百合はもうずいぶんと遅れてしまった村里に降りる支度を

片付けに、すたすたと山を下って行きました。

    
 



コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月17日16:41
　

０５

５０

１００…♪（＾＾）♪

とりあえず「入力終わった」ら…この数字♪

縁起がいいぞ〜…♪
 

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


（３月17日）　「リステラス」の、長大・かつ煩瑣で複雑な入れ込み紋様を描きだす
ためには…

http://85358.diarynote.jp/201603171800113506/

没原稿・補遺。

2016年3月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=qW9_-fCwc1c&ebc=ANyPxKojE7sNrNvn1o4wMP-
tVN1_5PNhfg8HwJVLJlXQiyQpGORsXdAhUcieK4DVlpfM5hoe3p65eMDtxrQcuVyo9Y0H6OXL7w
Michael Flatley Feet of Flames 

『天女姫と大地皇子の恋物語』…の、テーマ曲なカンジ…？

（＾＾）

　大気を射抜くように煌々と十五夜の月があたりを照らしておりました。

https://www.youtube.com/watch?v=F5OJ-HXmLkk&ebc=ANyPxKpyyXz8sCG33LxW07AE0-
SOLY05SVfuXf7ZBkVeOcD-YSBvegOvFB9vYBJBP2bjyGbX5k_wVJXuQF7MIhbVFCQOIJdwJA
Lord of the dance 004 - Moscow 2013 

　　　山百合と銀の楡

　　　　　　　　　　柊実真紅

　月のたいそう美しい晩でした。いつものように夕飯を終え、今日の分の薬草の仕分

けを済ませて、わくわくしながら大人しく、ふたりだけで住んでいるねえやの部屋の

灯が消されるのを待つのです。

　ぼうっと暗さが増しました。しばらく静かにすればもういいでしょう。マシカは裸

足のまま木の窓を押しあけて、沼ネズミのように素早く音もなく裏庭の菜園をかけぬ

けました。

　さあ、これで自由な時間です。

　小屋のむこうですぐ下草に消えている細い山道をつっきって、ふだんは深い闇に閉

ざされた森のなかも、満月の銀の光にまもられる今宵となれば別の世界にいるよう

です。

　少女は思い切り伸びをしました。責任の重い仕事が、辛いということではないけ

れど、とにかく薬草摘みに精を出すこの季節には、昼間は遊ぶどころではありません

。

　この歳で、亡くなったお婆（ばば）の後を継いで薬師（くすし）という大役をつと

めるのはなかなか気骨が折れました。

　ねえやに見つかればたっぷりしぼられますが。

　こうして毎晩ぬけ出して泳ぎに行くのがマシカには一番楽しいことでした。

　野原を越え、急な斜面の木立ちを一息に登りきり、小高い崖からトビおり滑りおり

。

　せせらぎに沿って岩場を乗りこえれば、そこには深く静かな闇色の水面が広がり…
　ひともとの楡の大樹をすかして輝かな月女神の姿をうつしだす、古い古い沼がただ

黙したまま穏やかに横たわっていました。

　星ヶ沼。

http://85358.diarynote.jp/201603171800113506/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201603171800113506/
https://www.youtube.com/watch?v=qW9_-fCwc1c&ebc=ANyPxKojE7sNrNvn1o4wMP-tVN1_5PNhfg8HwJVLJlXQiyQpGORsXdAhUcieK4DVlpfM5hoe3p65eMDtxrQcuVyo9Y0H6OXL7w
https://www.youtube.com/watch?v=F5OJ-HXmLkk&ebc=ANyPxKpyyXz8sCG33LxW07AE0-SOLY05SVfuXf7ZBkVeOcD-YSBvegOvFB9vYBJBP2bjyGbX5k_wVJXuQF7MIhbVFCQOIJdwJA


　土地の者はそう呼びます。

　いろいろと、不思議な話の尽きない場所でありました。

　人族とその神々の治める世界の一部というよりは、ぽっかりと、どこかの虚空へ開

いた鏡。精霊たちの領域。

　ふつうの村人たちは勿論、年ごとにこの山深い夏小屋で仕事する代々の薬師たちで

すら、畏れてみだりには近寄らないようにと語り伝えるものでしたが、なぜかマシカ

だけは畏怖する気も起きず、むしろほかのどこよりも心が真澄む気がして、こうして

毎晩、通って来ているのでした。

「楡の木さん（マ・バルナ）、来ちゃったわ！」

　沼のなかほどに乗りだすようにそびえる楡（バルナ）の木は、月光を一杯にうけて

冴えざえと輝いて、山一番の古老だとは思えないほど勢いよく枝葉を広げています。

　太い幹を身軽によじのぼり、最も沼に突き出た大枝のいつもの特等席に腰をおろし

て少女はひと息つきました。

「マ・バルナ、今日はね、酷かったのよ…」
　口の重い山女とふたりきりの半年間。マシカの勝手な独白に、さやさやと抜ける夜

風に震えて梢はときおり笑って返事をするようです。

　仔栗鼠が寝ぼけて顔を出し、チッと鳴く親の警告にすてんと幹から落ちかけて、あ

わてた少女の細い手に救われました。

　さざ波ひとつない沼の面（おもて）がまあるい満月の姿を完璧にはじいています。

そのくせ星々の影はといえば沼の底よりも更に深く、見上げてみて手が届かないとい

うのよりさえ遥かに遠く、小さな砂粒となって深奥に沈んでいるのです。

　その鮮明な不可思議。

　いつもは服を脱ぎ捨てるなり水に飛びこんでしまうマシカも、何故か今夜はふいと

心を奪われて無心に見入っていました。

…古い（手書き時代の）原稿が、まぁ…ｗ（＾□＾；）ｗ…

手書きだというのに、それこそ、「（仮）完成」原稿に辿り着くまでに、

何十回となく、書き写し、書き直し、清書しなおし…（＾－＾；）…てましてね…☆

　もちろん見つかればさぞかし絞られるに決まっています。道の果ての村からさらに

一日歩いて登った高地の夜中、水浴などして風邪でもひいたらどうなるか…。
　そういう理由もあるでしょう。それにもまして問題は、そこが星ヶ沼だ、というと

ころにありました。

書き疲れて、一応、「完成してた」ことすら、忘れてしまうくらい、手を入れまくっていたと…
☆

ｗ（－－；）ｗ

今なら解る…☆

「リステラス」の、長大・かつ煩瑣で複雑な入れ込み紋様を描きだすためには…
なんていうか、

「塑造」技法では無理で…
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%91%E5%83%8F
http://www.bing.com/images/search?
q=%e5%bd%ab%e5%83%8f&qpvt=%e5%bd%ab%e5%83%8f&qpvt=%e5%bd%ab%e5%83%8f&FORM=IGRE

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%91%E5%83%8F
http://www.bing.com/images/search?q=%e5%bd%ab%e5%83%8f&qpvt=%e5%bd%ab%e5%83%8f&qpvt=%e5%bd%ab%e5%83%8f&FORM=IGRE


「彫造」方式で書き上げないと、時間、食い過ぎるんだね…☆
http://www.bing.com/images/search?
q=%e5%bd%ab%e5%83%8f&qpvt=%e5%bd%ab%e5%83%8f&qpvt=%e5%bd%ab%e5%83%8f&FORM=IGRE

（彫刻）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%AB%E5%88%BB

https://www.youtube.com/watch?
v=7Sfx69ZHpSE&ebc=ANyPxKrVa_88261DpAmGwJOsoQBoHt3a21fcJzWE7uNNjY0WJWXhMFiI2JBvfhvFTg0zIQzW2Dj6y86h0r1P1kv63-
nky1YAVQ
Lord of the Dance - Майкл Флетли ( Michael Flatley’s ).avi 

https://www.youtube.com/watch?v=ujo65bBRQ4I
Georgia Unforgettable Energy Of Freedom GEORGIAN DANCERS promo (Sukhishvili) 

https://www.youtube.com/watch?v=bdmLmWY2cK4
Aerial Georgia 

https://www.youtube.com/watch?
v=uACc8WU7sSU&ebc=ANyPxKoLoer7MHofjntqA4x9KXAAOZEzIvxoEUWQGgX8JFaMaX7l8Qfsu3zmlauhuSjRql-
yFlJtNh5mYm9xBeMXnUUzuooxWw
Timelapse Georgia HD 

https://www.youtube.com/watch?v=RPqx4qJjufw
Gregorian ~ Now We Are Free 

https://www.youtube.com/watch?
list=RDRPqx4qJjufw&v=Cl57NQ6GcF8&ebc=ANyPxKrCe2NEmdbQl3xrQvpoZsLqxJdnMAUvQIvs0M1Nb26cy0r6OMtjEbN-
DLAEvc7TV62fEzgPS97a1AT1tn8rIzXPPpDaaA
Gladiator soundtrack | Gladiator theme | Now we are free | Indigo Choir (HQ Live) 

https://www.youtube.com/watch?v=qC4Olun-FgM
Vanotek - I’m Coming Home feat. The Code & Georgian | Official Video 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月17日19:00
　

０５５

０１２２．

あんど、体温、３６．９℃。

（＾＾；）

…熱と言って騒ぐほどでもないんだが…

鼻水が、垂れるんだよぉ〜ん…★（〜〜；）…★

http://www.bing.com/images/search?q=%e5%bd%ab%e5%83%8f&qpvt=%e5%bd%ab%e5%83%8f&qpvt=%e5%bd%ab%e5%83%8f&FORM=IGRE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%AB%E5%88%BB
https://www.youtube.com/watch?v=7Sfx69ZHpSE&ebc=ANyPxKrVa_88261DpAmGwJOsoQBoHt3a21fcJzWE7uNNjY0WJWXhMFiI2JBvfhvFTg0zIQzW2Dj6y86h0r1P1kv63-nky1YAVQ
https://www.youtube.com/watch?v=ujo65bBRQ4I
https://www.youtube.com/watch?v=bdmLmWY2cK4
https://www.youtube.com/watch?v=uACc8WU7sSU&ebc=ANyPxKoLoer7MHofjntqA4x9KXAAOZEzIvxoEUWQGgX8JFaMaX7l8Qfsu3zmlauhuSjRql-yFlJtNh5mYm9xBeMXnUUzuooxWw
https://www.youtube.com/watch?v=RPqx4qJjufw
https://www.youtube.com/watch?list=RDRPqx4qJjufw&v=Cl57NQ6GcF8&ebc=ANyPxKrCe2NEmdbQl3xrQvpoZsLqxJdnMAUvQIvs0M1Nb26cy0r6OMtjEbN-DLAEvc7TV62fEzgPS97a1AT1tn8rIzXPPpDaaA
https://www.youtube.com/watch?v=qC4Olun-FgM
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月17日）　…そのまんま「ロケハン」映像だこれは…☆

http://85358.diarynote.jp/201603171916244854/

補遺　２．

2016年3月17日 リステラス星圏史略　（創作）

https://www.youtube.com/watch?
v=wFUTHcjiZGo&ebc=ANyPxKpTigP6KJTPNKT7zYJpddFbwmO49cWA8svSzLzGXa9htIu00_AB1MmoPaVImGUrXFttw3EuzHhNGEoZS3Jmzh6swTKigA&spfreload=1
The Irish Rovers- Johnny I hardly knew ye 

　少女。

　夜の森の中を、少女が駆けている。

　その娘は、走って来るにつれてどんどん大人の顔になってゆく。何事かを喜ばしげ

に叫びながら…あるいは、彼の名を呼んでいるのかもしれない…その、"彼"のもとへ、
真っ直ぐに、ひたむきに、一本の矢のようにやって来ようとしているのだった。

　炎があった。

　春の、緑の陽ざしが通り過ぎた。

　長い長い、人生という名の、道程…
　戦乱の終わりに娘が彼に追いついた時。

　少女は、たぐいまれな一人の美姫、気高き女騎士（ルワ・ブラダ）へと…
　成長をとげていた。

https://www.youtube.com/watch?v=I0zBlHlnR4Y&ebc=ANyPxKrWK4HFK-yhK1Wv-
2T12PEoj4rhngbXZravaYBBbTUB6OQBJult6kIGelYG2WeCNxzQnJbV4hPwmy7ulJtJVK_CA0_vog
The Rising of the Moon - Irish folk song 

　轟々と闇の彼方より襲いきた炎が、すべてを滅ぼし喰らい尽してゆきます…
「嬢ちゃま？　嬢ちゃまどうしただ？」

　荒々しく肩を押さえられて瞳を開けると、そこには人の好いミニタのまるまるした

心配顔がのぞきこんでいるのでした。

「あ、…なんでもない、大丈夫。」
　強く星紫色に輝いている瞳をしばたたいて、とうに体力の限界を過ぎている筈のマ

シカはそれでも決然と体を起こし、立ち上がりました。

「ミニタ。縄を頂戴。この人を寝台にしっかりくくりつけて。」

　薬師というのは他者（ひと）の命を預かる役目です。子供ながらも指図をしなれた

者の声で、マシカはそう言い切りました。

「浄ちゃま？どう…」
「切るの。腐った肉をどけちゃわないと、死んじゃうのよ。」

　ミニタへの説明というよりは自分自身の心に確っかりと聞かせる為に、蒼白な顔で

少女は素っ気なく言い切りました。懐剣を手荒に引き抜いて暖炉の中心にかざします

。薬湯の量を確かめて、更に何種類もの葉の束を、無造作に投げ入れていきました。

　肉の焼けつく臭いと、毒に犯された血液のおぞましい色彩。弱り切った飛仙はもは

やもがく力すらなくて、低くもらすうめきを、耳を塞いで耐え、歯を喰いしばったマ

シカの幼い細い腕が情け容赦なくエルフエリの体に刃をねじこませていきます。

　どす黒く血肉にまぶれた鉛玉が、やがて出てくるのでした。

「ミニタ、そこのテンネレの葉をちょうだい。」

　山女は言います。マシカが始終しゃんとして、指示をしたり薬種を調合したり、し

続けていた…と。それから幾日もの間、エルフエリの熱が下がるまでずっと。
　ミニタはそう言い張るのですが当のマシカにば全てが漠として、鉛玉を取り出して

からあとの事はなにひとつ覚えていられないのでした。

　そうして幾晩も幾晩も、永遠の夜が続いたかのように思われましたけれども、定か

ではありません。

　柔らかい手の皮が灼ける程に熱い懐剣を持つうちに、何かが再びちらちらと心の内

http://85358.diarynote.jp/201603171916244854/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=wFUTHcjiZGo&ebc=ANyPxKpTigP6KJTPNKT7zYJpddFbwmO49cWA8svSzLzGXa9htIu00_AB1MmoPaVImGUrXFttw3EuzHhNGEoZS3Jmzh6swTKigA&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=I0zBlHlnR4Y&ebc=ANyPxKrWK4HFK-yhK1Wv-2T12PEoj4rhngbXZravaYBBbTUB6OQBJult6kIGelYG2WeCNxzQnJbV4hPwmy7ulJtJVK_CA0_vog


部に見えてくるような気持でした。

　マシカはその間中ずっとエルフエリの心に自分自身を近く寄せていたのでした。彼

の苦痛を己れの側に引き入れる事で少しでも和らげる為です。

　マシカはいつでも、誰に教えられた訳でもないのに、診療の度にそうして来ました

。おばば様でさえ確かには気がついていなかった事ですが、村人達の間ではマシカの

手当は"丁寧で"痛みが少ないという評判でした。
　けれどよくトゲを抜いたりなどしてやっている、より精霊族に近しい魂を持つ森の

動物達が、滅多には見られない程に熱心に懐くのも、そういった普通ならぬ不可思議

な力を少女が持つ故だったのかも知れません。

　ともあれ切り裂かれるエルフエリがこの上もない痛みにさいなまれねばならない間

、二人の心は懸命に継ぎ合わされて、それを分けあっていたのです。ひどい油汗をし

たたらせながらマシカは刃を置きました。

　共有している形をともなわない苦悩のせいか、その瞳は一時に五十年も百年も年

をとってしまったかに見えるほど、深い表情をたたえて孤空を見つめています。

　そこに居てミニタに薬湯の量を指示したりもしながら、心はひきずられてどこか他

所にあって、エルフエリが繰り返し繰り返し追い続けているひとつの情景を、見つめ

ているのでした。

https://www.youtube.com/watch?
v=kz_dHcduUTU&ebc=ANyPxKpR5OlJ8r2RmBr16QSES2OjGeHixwsx_a2Aujjx2sU--xm1rqQFls-
8GAhb6ODv36K5lwolOEeXdmPjzbtbezELZzeoXg
The Dubliners - Song for Ireland 

「嬢ちゃま？　嬢ちゃまどうしただ？」

　荒々しく肩を押さえられて瞳を開けるとミニタの顔がありました。薬師の家での台

所勤めの長い彼女は知っていたのです。死界に旅出ちかけた者を看取る時、薬師の魂

はともすれば肉体を離れ出てしまいがちだということを。

「あ、なんでもない…大丈夫』

　ミニタへの説明というよりは自分自身の心に言い聞かせるために、蒼白な顔で少女

は素っ気なく言い切りました。懐剣を手荒に引き抜いて暖炉の中心にかざします。薬

湯の量を確かめて、更に二束のミアマアセラスとマイアテラスの実を一袋。少し考え

こみながら普通は産ぶ湯を使う時に入れるインミテリスの茎を数本、新たに選り分け

て投じ入れました。

　おばばならこんな時、焼いた刃物など使わずに２本の腕と心の力だけで悪いものを

取り除くことができたかも痴れません。けれどマシカには年季というものがあまりに

も足りなさ過ぎました。それを知っていました。今は、…
　肉の焼けつく臭いと、毒に犯された血液のおぞましい色彩。歯を喰いしばったマシ

カの痩せた幼い腕が情け容赦なくエルフエリの脚に刃を喰い込ませ、どす黒い

https://www.youtube.com/watch?
v=MZ35SOU9HTM&ebc=ANyPxKpTigP6KJTPNKT7zYJpddFbwmO49cWA8svSzLzGXa9htIu00_AB1MmoPaVImGUrXFttw3EuzHhNGEoZS3Jmzh6swTKigA
The drunk Scotsman (lyrics) 

…そのまんま「ロケハン」映像だこれは…☆
…！（＠＠）！…
https://www.youtube.com/watch?v=rE3-
rGVT9os&ebc=ANyPxKp8kwCwu49tueqJGr3x2I8zSEWCPXPKdh3CdpHLenxjvQqPrQCcb7d9bCoBl-
fOJ1xEwgHXZmbZNz0ZfT82SIb3v1y_EQ
”    

　↑読めん読めん☆（＾＾；）☆

何語？？

番外…（＠＠；）…初めて観たなこれは…☆

https://www.youtube.com/watch?v=kz_dHcduUTU&ebc=ANyPxKpR5OlJ8r2RmBr16QSES2OjGeHixwsx_a2Aujjx2sU--xm1rqQFls-8GAhb6ODv36K5lwolOEeXdmPjzbtbezELZzeoXg
https://www.youtube.com/watch?v=MZ35SOU9HTM&ebc=ANyPxKpTigP6KJTPNKT7zYJpddFbwmO49cWA8svSzLzGXa9htIu00_AB1MmoPaVImGUrXFttw3EuzHhNGEoZS3Jmzh6swTKigA
https://www.youtube.com/watch?v=rE3-rGVT9os&ebc=ANyPxKp8kwCwu49tueqJGr3x2I8zSEWCPXPKdh3CdpHLenxjvQqPrQCcb7d9bCoBl-fOJ1xEwgHXZmbZNz0ZfT82SIb3v1y_EQ
https://www.youtube.com/watch?v=sdHQ8RyA1uE


https://www.youtube.com/watch?v=sdHQ8RyA1uE
Anastasia Sokolova - Pole Dance - Swiss Pole Show 

https://www.youtube.com/watch?
v=umMikx11tyM&feature=iv&src_vid=sdHQ8RyA1uE&annotation_id=annotation_2319144153
The world’s best pole dancer - Anastasia Sokolova - Pole Dance - Night dancing 

…超〜エロい…ｗ（＠□＠；）ｗ…

「ボルドムの民俗（酒場）舞踊」に採用で〜ｗｗｗ

（こいつぁ〜お江戸の火消しもまっつぁおでぃ…っ☆）

https://www.youtube.com/watch?
v=3XC4WBP5uP4&ebc=ANyPxKosjRXT7GmiQSpBj81NU9q3EFW3lL4AsuC2-
SXk2JFCI7DEEep7RXtoYCzLUbk0INdVEAma28miMxOlnBuziFKiQttHYQ
MPD NSW 2015 SHIMMY HD Bitch Better Have My Money

…オリンピックに採用したらいいのに…ｗ

（「魔女はホウキに乗って空を飛ぶ」伝承と、関連がありそうだねぇ…？）
 

https://www.youtube.com/watch?v=umMikx11tyM&feature=iv&src_vid=sdHQ8RyA1uE&annotation_id=annotation_2319144153
https://www.youtube.com/watch?v=3XC4WBP5uP4&ebc=ANyPxKosjRXT7GmiQSpBj81NU9q3EFW3lL4AsuC2-SXk2JFCI7DEEep7RXtoYCzLUbk0INdVEAma28miMxOlnBuziFKiQttHYQ


（３月17日）　動物たちと戯れたりきゃっきゃうふふと遊んでいるセクシーな農業男
子たち。

http://85358.diarynote.jp/201603171939418394/

そういえば2011年311前、素晴らしく快適な日が
続いた／きっと大丈夫／日本は破滅の危機に

ある。

2016年3月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

アマちゃんだ @tokaiama · 10 時間10 時間前 
無茶苦茶に快適な日

そういえば2011年311前、素晴らしく快適な日が続いた
久々に黒点が姿を現しはじめた

今後、爆発的活動の疑いもある

http://swc.nict.go.jp/sunspot/

（承前）てことで、今日のコレ作業は、いったん終了〜☆

http://p.booklog.jp/book/103201/read

エロ動画（前項末尾）で、（＾□＾；）気合を、そがれた…☆

（【swiss dance】で検索かけたら、超〜健全な一般的な「フォークダンス」と一緒に、アレが出
てきたよの…ｗ（＾□＾；）ｗ…オーストリーに併呑されていた時代の、性奴隷の芸？だったの
かなぁ…？？

…かと思ったら、次は「キヨ君」が歌っているし…☆
https://www.youtube.com/watch?v=cvzhAVEFEV0&ebc=ANyPxKrV0p1QdqBqUg9KA9QhSb8CTh-
brbq9jTgm-l2siEcOHDi7STrl1c6e0HpXGaU1JSkcvam6yZiAdEDizOp3-HCaekweQg

   .. 

https://www.youtube.com/watch?v=n-
HyNOWnsnw&ebc=ANyPxKoSGN06ry04F2k5XoUyTcDQRp3_Q_QAo3BKkUGNzU5aOsVFO4436fxAUjqtNMZnFpQUuX8FClSD1CzT2dBx9FDPNPwlkw
"  " 

これはどこの国だろう？服装や楽器は、モンゴルやチベットとも繋がっているね…♪

まぁとにかく定時？の情報チェックを…☆
（＾＾；）

風邪、治らないので、お風呂も洗濯も今夜もパスして寝ますぅ…★

カラパイア @karapaia · 18分18分前 
【RT100UP】 あの感動のシーンも、実際はこうだった。映画内の視覚効果ビフォア・
アフター比較画像 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213737.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CdvpVXCUAAET8FZ.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=DwJA92BntIo&ebc=ANyPxKoSGN06ry04F2k5XoUyTcDQRp3_Q_QAo3BKkUGNzU5aOsVFO4436fxAUjqtNMZnFpQUuX8FClSD1CzT2dBx9FDPNPwlkw

http://85358.diarynote.jp/201603171939418394/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603171939418394/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160317/85358_201603171939418394_1.jpg
http://swc.nict.go.jp/sunspot/
file:///tmp/puboo/121507/432358/book/103201/read
https://www.youtube.com/watch?v=cvzhAVEFEV0&ebc=ANyPxKrV0p1QdqBqUg9KA9QhSb8CTh-brbq9jTgm-l2siEcOHDi7STrl1c6e0HpXGaU1JSkcvam6yZiAdEDizOp3-HCaekweQg
https://www.youtube.com/watch?v=n-HyNOWnsnw&ebc=ANyPxKoSGN06ry04F2k5XoUyTcDQRp3_Q_QAo3BKkUGNzU5aOsVFO4436fxAUjqtNMZnFpQUuX8FClSD1CzT2dBx9FDPNPwlkw
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213737.html
https://pbs.twimg.com/media/CdvpVXCUAAET8FZ.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=DwJA92BntIo&ebc=ANyPxKoSGN06ry04F2k5XoUyTcDQRp3_Q_QAo3BKkUGNzU5aOsVFO4436fxAUjqtNMZnFpQUuX8FClSD1CzT2dBx9FDPNPwlkw


 -   

…かつての「地中海文化圏」（ギリシャとか、古代ローマとか）の末裔が、アジア方面に押しや
られつつ古層文化を保っている。という風情…？
　インドとかガンダ－ラの顔とも共通してるし…おっと！「この踊り」は…！「私が憶えている
」フリと共通…？

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT400UP】 動物たちと戯れたりきゃっきゃうふふと遊んでいるセクシーなアイルラ
ンドの農業男子たちの写真集が存在する

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213722.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CdvV6VbUAAA8U92.jpg

…いいなこれ…ｗ（＾ｗ＾）ｗ
北海道の農業男子もやりませんか？これ…☆

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

10:00 0.036 0.036 0.036 6 
11:00 0.036 0.035 0.036 6 
12:00 0.037 0.036 0.036 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.038 6 
18:00

…じ〜わじ〜わと上がってんな…★
…（〜〜；）…★

鼻がぐずぐずして気分が悪いのは、風邪のせいだけじゃないのか…？？

https://www.youtube.com/watch?v=K-pc-Sk317M
  -   ./ Ansambli Lazare - Ase Rom

Gicqer 

…「どすこい」おっさんの、嫁とり儀礼…？

（これは全地球上人類ほぼすべて似たような文化だよね…♪）

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.5】十勝地方南東沖 深さ60.6km 2016/03/17 16:52:34 http://j.mp/1WsoKMY

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M3.4】浦河南方沖 深さ66.4km 2016/03/17 13:15:07
(G)http://j.mp/1Vem9rD (アニメ)http://j.mp/1SUM0UR

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.1】青森県東方沖 深さ35.0km 2016/03/17 12:35:32
(G)http://j.mp/1SUI5r8 (アニメ)http://j.mp/1SUI6LI

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 浦幌町 
【M3.5】十勝地方 深さ24.0km 2016/03/17 11:50:01
(G)http://j.mp/1RlN1Gv (Y)http://j.mp/1RlN3On (アニメ)http://j.mp/1RlN3Ol

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213722.html
https://pbs.twimg.com/media/CdvV6VbUAAA8U92.jpg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=K-pc-Sk317M
http://j.mp/1WsoKMY
http://j.mp/1Vem9rD
http://j.mp/1SUM0UR
http://j.mp/1SUI5r8
http://j.mp/1SUI6LI
http://j.mp/1RlN1Gv
http://j.mp/1RlN3On
http://j.mp/1RlN3Ol


宇宙天気ニュース @swnews · 8時間8時間前 
[記事] 高速の太陽風が続いています。磁気圏も活動的です。 http://swnews.jp #swnews

https://www.youtube.com/watch?v=HuSf1UcFRq0
ФАБРИКА "Не родись красивой" клип 

…やはり「貧しい」地域だと、女たちは、少しでも男達から多く「貢がせよう」として…「エロ
けを売る」しかなくなるのか…★
…（－－；）…

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【２人が死亡 グライダーの住宅墜落】
17日午後、千葉県栄町で住宅の屋根にグライダーが墜落した事故で、乗っていた男性2
人が意識不明の重体になっていましたが、警察によりますと、2人の死亡が確認されま
した。

http://nerv.link/1abebu

産経ニュース @Sankei_news · 6時間6時間前 
東日本大震災と東京電力福島第１原発事故で、福島県南相馬市の常磐線原ノ町駅構内

に５年間取り残されていた特急「スーパーひたち」の車両４両の撤去作業が報道陣に

公開されました。

http://www.sankei.com/photo/daily/news/160317/dly1603170015-n1.html … 

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【ＪＲ高崎線 ３日ぶりに運転再開】
JR高崎線は、配電盤などが焼けたトラブルの影響で、埼玉県内の熊谷と岡部の間の上
下線で運転ができなくなっていましたが、午後1時20分ごろ、3日ぶりに運転を再開し
ました。

http://nerv.link/VqOfYM

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【山手線 運転再開 2016年3月17日 10:47】
巣鴨駅でドア点検を行った影響で、外回りの運転を見合わせていましたが、10:40頃、
運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【東京メトロ・日比谷線 運転再開】
東京メトロの日比谷線は、中目黒駅で起きた人身事故の影響で、霞ケ関と中目黒の間

の上下線で運転を見合わせていましたが、午前9時56分ごろ全線で運転を再開しました
。

http://nerv.link/XgFoHi

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 
NHK◆広島 山陽道のトンネルで多重事故 火災も発生
http://nhk.jp/N4OD4Nks 
警察によりますと、１７日午前７時半ころ、広島県東広島市にある山陽自動車道の八

本松トンネルの中の下り線で、車十数台が関係する事故が起き、火災も発生したとい

うことです。

https://www.youtube.com/watch?v=FDgMYspY8D4
坂詰美紗子 / きっと大丈夫 shorｔ ver. 

919を忘れないbot@緊急事態条項阻止 @remember919 · 8時間8時間前 
福島第一原発の1、2号機の排気筒は東日本大震災で破損し、いつ倒壊するか分からな
い危機的状況にある。しかし山本太郎議員の国会質疑により、東電は倒壊したら対応

できないので、倒れない前提にしていることが判明した。日本は破滅の危機にある。

http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=HuSf1UcFRq0
http://nerv.link/1abebu
http://www.sankei.com/photo/daily/news/160317/dly1603170015-n1.html
http://nerv.link/VqOfYM
http://nerv.link/XgFoHi
http://nhk.jp/N4OD4Nks
https://www.youtube.com/watch?v=FDgMYspY8D4
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junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 3月16日 

豪快すぎるww

アルゼンチン、中国漁船に発砲　沈没させる、違法操業で

http://bit.ly/1SRLRl9

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


（３月17日）　…横浜出身ですが、なにか…？

http://85358.diarynote.jp/201603172120102823/

テロの手法「管制塔占拠」／撃たれて死んだ１４歳少女。事実は

無視する日本マスゴミ／市内平均線量の21倍／周辺住民は高線量
の被曝／だれがなにやっても良い。

2016年3月17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=qzApByoaLxM
【最遊記外伝】infinity 

Out Of Our Heads @N0NUKES · 16 分16 分前 
今ツイッターのタイムラインの表示がおかしいです。@twitter
スクロールすると何かがひっかかってます。@Support

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 3時間3時間前 
日本人ジャーナリストが誘拐された、拉致された事は過剰に報道するが、彼らが現地

から伝えたかった事実は無視する日本のマスゴミ。

写真は、クソラエル兵士に撃たれて死んだパレスチナの１４歳の少女。 
https://pbs.twimg.com/media/CdvJLg6UsAAEnKN.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=1fLAmwMJCxI&ebc=ANyPxKrEUhTowNHfq7soL8clHZxi0hmQdv8C3MtKfWFZeBuxGvYordxDV4fKV_wuecSiTpsJRxkAqyMFzekAeqF6khWsV5_eKw
光の方へ／KOKIA FULL |Saiyuki Gaiden OVA ED FULL 

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

junkoがリツイート 
Nob @Nob_hsj · 41 分41 分前 
2011年3月11日に発令された「原子力緊急事態宣言」は解除されていません！
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/kinkyujitaisengen.pdf …

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 1時間1時間前 
いま思えば、本当に異常だった２０１１年。未曾有の原発事故があったのに、春の甲

子園は通常通り開催、プロ野球も遅れたが開催、そこらじゅうで花見に酔っぱらいが

続出した。狂ってると思った。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5 時間5 時間前 
名無し：03/17 15:09
「東電やマスコミの嘘が許せなかった」外国人記者たちが見た３．１１とその後の日

本

http://wpb.shueisha.co.jp/2016/03/17/62539/ …
#３月１６日にツタヤからＤＶＤ返却しての電話がかかってきた

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 5時間5時間前 
・法律によると（東海地震を除く）地震予知はできないことになっているから、だれ

がなにやっても良い。 
・法律によると噴火予知はできることになっているから、気象庁以外が勝手にやって

はいけない。だから、気象庁が失敗したときは責任を取らないといけない（はずなの

http://85358.diarynote.jp/201603172120102823/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603172120102823/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4091820107/
https://www.youtube.com/watch?v=qzApByoaLxM
https://pbs.twimg.com/media/CdvJLg6UsAAEnKN.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1fLAmwMJCxI&ebc=ANyPxKrEUhTowNHfq7soL8clHZxi0hmQdv8C3MtKfWFZeBuxGvYordxDV4fKV_wuecSiTpsJRxkAqyMFzekAeqF6khWsV5_eKw
https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/kinkyujitaisengen.pdf
http://wpb.shueisha.co.jp/2016/03/17/62539/


だが）。

cmk2wl @cmk2wl · 11 時間11 時間前 
『どれだけ被曝したかわからない』

事故時の大熊町大野局モニタリングポストで ある程度はわかる。　
https://www.youtube.com/watch?v=0-2R7jHyBjw …
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/monitoring/etc/tereme_press.pdf …
周辺住民は高線量の被曝をした。 

junko @junko_in_sappro · 11時間11時間前 
道内６空港民営化「２０年までに」　知事、菅氏と一致 
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/economy/economy/1-0247314.html … 
高橋はるみ、気が狂ったか?
民営化して、他国に「空港」を売り渡す

昔のテロの手法の一番は「管制塔占拠」

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 12時間12時間前 
今朝、室内γ線量、０・４とか０・５μSVとか爆縮気味。ガイガー管ぶっこわれたかな
？

アマちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
頸がんワクチン副反応「脳に障害」 国研究班発表
頸がんワクチンが大推奨されてきた裏

http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2014/02/post-03ce.html …
"子宮頸癌ワクチン"バリバリの推進派＆恥知らずの嘘つき議員 三原じゅん子に被害者
母がメールで直撃

http://insidejobjp.blogspot.jp/2014/04/blog-post_30.html …

アマちゃんだ @tokaiama · 14時間14時間前 
日本では、美浜・高浜原発・川内・玄海原発がメルトダウン事故を起こす確率が非常

に高い

いずれもプルサーマルを予定しているが、耐えられない老朽化原発ばかり

それ以上に中国・韓国の原発が巨大放射能事故を起こすのは時間の問題 
http://www.sentaku.co.jp/category/world

京都新聞さんへの返信 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 3月16日 
琵琶湖に異変 湖面が冷却不足2016年3月13日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160313-00000002-kyt-sctch …
ほぉ。#関電の原発事故 の汚染かくしに
#電力族 多い地域の京都新聞@kyoto_np
http://www.kyoto-np.co.jp/environment/article/20160313000011 …

井上さくら（横浜市議・無所属） @sakuraline · 3月15日 
【横浜の学校に高濃度放射性廃棄物】

今日は年に一度環境省が点検に回る様子を見てきました。

校舎内のポンプ室の中でドラム缶に入れて保管されている【汚染ゴミ】

巻かれた鉛の上から測って1.089μSv/h
これ、市内平均線量の21倍。 
https://pbs.twimg.com/media/CdlP1R2UYAIf8Yk.jpg

…横浜出身ですが、なにか…？

https://www.youtube.com/watch?v=ANDGurOLuGE
KOKIA - 本当の音 [Hontou no Oto] (True Sound) 

https://www.youtube.com/watch?v=0-2R7jHyBjw
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec_file/monitoring/etc/tereme_press.pdf
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/economy/economy/1-0247314.html
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2014/02/post-03ce.html
http://insidejobjp.blogspot.jp/2014/04/blog-post_30.html
http://www.sentaku.co.jp/category/world
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160313-00000002-kyt-sctch
http://www.kyoto-np.co.jp/environment/article/20160313000011
https://pbs.twimg.com/media/CdlP1R2UYAIf8Yk.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ANDGurOLuGE


https://www.youtube.com/watch?v=kARqUluSQzY
最遊記外伝〜風よどこへ吹く〜 
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…とりあえずまた鼻が垂れてきたので寝ますぅ…
 

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


（３月18日）　…なにか「３．１８」は災厄てんこもり記念日らしい…

http://85358.diarynote.jp/201603180902358028/

本日の星占い、双子座は最下位だそうです…★
2016年3月18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。

０３月１８日の

０８時２８分でした…（それがどうした！）

風邪っぴき継続中。（－－；）

マシにはなってきましたが、

鼻水、喉痛、微熱、筋肉痛が継続中…

悪寒もするので、銭湯出撃は断念。

（；へ；）

鼻水たらしながら、家事と買い出しだけガンバリますぅ…★

…悠宙舞さんはなんだかストライキ？してて動かないし…

本日の星占い、双子座は最下位だそうです…★

http://85358.diarynote.jp/201603180902358028/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603180902358028/
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160318/85358_201603180902358028_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160318/85358_201603180902358028_3.jpg


…（－－；）…

…すげぇ…★
「頭痛がして音楽が聴けない」とか、

滅多に起きない怪奇現象が…ｗ（＾◆＾；）ｗ…★

…私から音楽と漫画とご飯と物語と散歩と妄想をとり上げたら、あと何が残るの〜っ？？

…ｗ（＾◆＾；）ｗ…★

…開きなおって、うんと五月蠅いやつを聴こう…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=pWgt1v4cfVg&list=PL9E7A4B9D32E07D7C&index=8
オネアミスの翼〜ハリボテRemix

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 
07:00

こないだいっぺん0.029とかまで下がってたので…（＾＾；）…☆
じわじわアガッテル現状に、体が嫌がってるんだな…（－－；）…★

地震マップ @eq_map · 3 時間3 時間前 
【M2.6】十勝地方南東沖 深さ92.8km 2016/03/18 05:19:45 http://j.mp/21xZOEZ

アマちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
規模が大きくなっている国内地震

１８日０４時５０分頃宮古島近海Ｍ４．７震度１ 
１８日０３時５９分頃岩手県沖Ｍ４．６震度３

https://www.youtube.com/watch?v=pWgt1v4cfVg&list=PL9E7A4B9D32E07D7C&index=8
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://j.mp/21xZOEZ


１８日０１時２４分頃父島近海Ｍ４．４震度１

行徳は1800ピーク二本　外国のM6震源？
http://earthq.system-canvas.com

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.7】十勝地方南東沖 深さ23.2km 2016/03/18 01:10:57 http://j.mp/1RmXi5d

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ45.6km 2016/03/17 22:39:54 http://j.mp/1pNFynd

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M5.0】SUNDA STRAIT, INDONESIA 61.7km 2016/03/17 22:03:08JST, 2016/03/17
13:03:08UTC
(G)http://j.mp/1pNCBTD (USGS)http://j.mp/1MaD8ZR

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.9】十勝地方南東沖 深さ24.9km 2016/03/17 21:51:49
(G)http://j.mp/1MazAa0 (アニメ)http://j.mp/1R09sio

https://www.youtube.com/watch?v=szF2ILxONJw&index=2&list=PL9E7A4B9D32E07D7C
Wings of Honneamise - Fade

…なにか「３．１８」は災厄てんこもり記念日らしい…
…||||（＠■＠；）||||…

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 1時間1時間前 
#クライシスカレンダー 03/18【1937年 ニューロンドン学校爆発事故】15:20頃発生 死
者300人以上 アメリカ・テキサス州にある学校で配管から漏出した天然ガスによって大
規模な爆発。これを契機にガス漏れ検知のために無臭の天然ガスに薬剤を加え人工的

に臭気を付ける動きが浸透。

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 
#クライシスカレンダー 03/18【1980年 ソ連・プレセツク宇宙基地爆発事故】死者48人
ロシア北西部・アルハンゲリスク州のロケット発射場で、ロケットに推進剤を充填中

に爆発。発射台の損傷が酷く復旧までに3年を要した。

http://earthq.system-canvas.com/
http://j.mp/1RmXi5d
http://j.mp/1pNFynd
http://j.mp/1pNCBTD
http://j.mp/1MaD8ZR
http://j.mp/1MazAa0
http://j.mp/1R09sio
https://www.youtube.com/watch?v=szF2ILxONJw&index=2&list=PL9E7A4B9D32E07D7C


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 
#クライシスカレンダー 03/18【1990年 長崎屋尼崎店火災】12:30頃発生 死者15人負傷
者6人 4階インテリア売場から出火。煙にまかれ上層階にいた客の少年3人と従業員12
人がCO中毒などで死亡。放火と断定も容疑者逮捕に至らず。防火扉の使用不能など管
理体制も問題に。

https://www.youtube.com/watch?v=kKGvGUKz2dg&list=PL9E7A4B9D32E07D7C&index=4
MAD王立宇宙軍オネアミスの翼「ロケット打ち上げシーン音楽：窪田晴男」 

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 
#クライシスカレンダー 03/18【1970年 カンボジアで軍事クーデター】国家元首のシ
ハヌークが外遊中、首相兼国防相のロン・ノル将軍と、シハヌークの従兄弟でもある

副首相のシリク・マタクが王制廃止と共和制施行を議決、クメール共和国に改名。ベ

トナム戦争下、アメリカの策動とされる。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 2時間2時間前 
#クライシスカレンダー 03/18【1984年 江崎グリコ社長誘拐事件】21:00頃発生 西宮市
の自宅に犯人グループが侵入、入浴中だった社長を全裸のまま誘拐。その後現金10億
円と金塊100kgを要求するも受渡場所には現れず、社長は3日後自力で脱出。グリコ・
森永事件の端緒となる。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 2時間2時間前 
#クライシスカレンダー 03/18【2000年 台湾政権交代】1996年以来2度目となる総統直
接選挙で、それまでの与党国民党内の分裂から、野党民主進歩党候補が僅差で勝利。

台湾史上初の選挙による政権交代が実現。

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 
#クライシスカレンダー 03/18【2014年 ロシア、クリミア編入】2月のウクライナ騒
乱後、親ロシアのクリミア自治共和国および黒海艦隊基地であるセヴァストポリ特別

市が住民投票後に3月17日にウクライナからの独立宣言、この日ロシア連邦に編入。欧
米など猛反発、ウクライナでは内戦に。

…いわゆる「星回り」は、日付が同じでも毎年違うから…
…（＾＾；）…

https://www.youtube.com/watch?v=kKGvGUKz2dg&list=PL9E7A4B9D32E07D7C&index=4


なにがどうして「同じ日」に集中するんだろうねぇ…カバラ数秘術…？？

…って…（＾＾；）…★

「なんかそんな気する」と思ってたら…実際、トンデルし…★

特務機関NERV @UN_NERV · 16分16分前 
【米国防総省「２発の弾道ミサイルを探知」】（続き）

いずれも中距離弾道ミサイルのノドンとみられ、日本や韓国には脅威はないというこ

とです。

（2016年3月18日 8:44 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 16分16分前 
【米国防総省「２発の弾道ミサイルを探知」】

北朝鮮が18日朝、弾道ミサイルを発射したことについて、アメリカ国防総省の当局
者は、アメリカ軍が2発の弾道ミサイルを探知したと明らかにしました。
http://nerv.link/aYic5g

https://www.youtube.com/watch?v=7driWPmN3bc&list=PL9E7A4B9D32E07D7C&index=6
王立宇宙軍 パイロットフィルム 

https://www.youtube.com/watch?v=9oywTtI_RUY
Ryuichi Sakamoto - Royal Space Force Main Theme [Prototype] 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月18日9:05
０５５０
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（３月18日）　（承前）…「記念日」だらけ…？？

http://85358.diarynote.jp/201603181007373541/

明日夕方まで西日本は福島の風下／AERA「放射能がくる」記念
日／食べて応援って自殺そのもの／本日札幌２人目急病人エアポ

ート緊急停止／カルシウムが眠り決める／信じちゃいけなかった

んですねえ。

2016年3月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=zIgFpdix8PI
アキラの映画予告編 １９８８ ＨＤ 

（承前）…「記念日」だらけ…？？

戸谷真理子 @irukatodouro · 2時間2時間前 
戸谷真理子さんがGin Takemoriをリツイートしました

現実の、絶体絶命の危機、

市民に防護するよう、事実を知らせるべく報道したAERAを
デマと叩き酷い目にあわせた

AERAの「放射能がくる」記念日がやってまいりましたね
http://togetter.com/li/284257?platform=hootsuite …
https://twitter.com/GinTakemori/status/709915647053078530

junkoがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 2時間2時間前 
すぎもとゆうこさんが戸谷真理子をリツイートしました

で、県内各地の首長達は家族を海外に逃がし、テメエは四国やらに逃げたとか・・ 
https://twitter.com/irukatodouro/status/710588966219620352

アマちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
地裁が原発避難区域で検証　福島の被災３町で現状把握

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016031701001891.html …

http://85358.diarynote.jp/201603181007373541/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=zIgFpdix8PI
http://togetter.com/li/284257?platform=hootsuite
https://twitter.com/GinTakemori/status/709915647053078530
https://twitter.com/irukatodouro/status/710588966219620352
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016031701001891.html


司法が原発被害を直視しはじめた

https://www.youtube.com/watch?v=NyC5RKzQm9I
Akira - OST - Full Album 

山崎　憲一 @kenya39Nizaemon · 4 分4 分前 
お早うございます。

今朝のいわき市は晴、春の到来？

公園の線量計9:00現在0.108μSv/h。
福一の現場作業員は一日4000人〜6000人、一日の作業時間が10数分と言う所もあるの
で人体被曝を見ながらの困難作業のようだ。これは廃炉作業ではなく安全確保？作業

、気が遠くなる。

cmk2wl @cmk2wl · 23分23分前 
明日19日の夕方まで、西日本は東電福島原発の風下です。 
https://pbs.twimg.com/media/CdyaqBuUYAEiJvY.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 43分43分前 
【ひたちなか海浜鉄道湊線 運転見合わせ 2016年3月18日 8:18】
踏切事故の影響で、那珂湊〜阿字ケ浦駅間の運転を見合わせています。

junko @junko_in_sappro · 1時間1時間前 
【警笛】既に、あなたはガン・白血病の元菌をたくさん食べている

〜いずれ発症します

http://ameblo.jp/64152966/entry-12140080914.html …
遺伝子組み換え食べ物を食べると

外見は普通のポテトなのですが

バクテリアの遺伝子を種子に組み込んであるので

これを食べることによって消化官から血液中に

junko @junko_in_sappro · 1時間1時間前 
福島第一原発の地下水と関東の人体汚染

〜関東に住む2人に1人がストロンチウム汚染〜
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=108115 …

https://www.youtube.com/watch?v=NyC5RKzQm9I
https://pbs.twimg.com/media/CdyaqBuUYAEiJvY.jpg
http://ameblo.jp/64152966/entry-12140080914.html
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=108115


junko @junko_in_sappro · 1時間1時間前 
都内J天堂大学病院に所属しているS医師が
独自に放射能の人体汚染を調査 金子勝 @masaru_kaneko · 2 時間2 時間前 
田中俊一寄生委員長も「高い線量の測定と低い線量の測定は別々が当たり前」とい

うが、福島事故時には１日で変化し、同一場所にあっても混乱の中で避難判断を出せ

なかった。いい加減な測定と避難計画で不安を煽っているのは原子力規制委と鹿児島

県です。http://goo.gl/Aqk86R

アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
2013年頃、福井県大野市和泉地区を車で通過中　九頭竜ダム湖護岸工事の新設隧道で
、車載線量計が警報を鳴らした

ガンマ線レベルは毎時0.3μ/Sv 花崗岩由来にしては高く、おそらく被曝地由来のセメン
トや建設資材が使われたと考えた

以来通過のたびに測定するが、やはり高い

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2 時間2 時間前 
名無し：2016/03/18(金) 07:13 ID:XXXXXXXX
K-1 Krushのジャッジ崎田学氏(38)が、心不全により死去
http://silvershield.link/k-1-krush 
#格闘技のレフェリー

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
福島第一原発に突入したロボット、超高線量の放射能で即座に故障！未だに対応策

無し！関係者「ロボット開発だけで2年」
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/309.html …
回路の被覆が高分子系樹脂で、これがガンマ線に極端に弱く、たちまち重合が破砕さ

れボロボロになってしまう

電気信号の崩壊

アマちゃんだがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 3時間3時間前 
小出裕章先生（元京都大学原子炉実験所）

【除染は原子力村の収入源になっている】

■放射性物質の拡散にしかなっていないような「除染」に国の予算がつぎ込まれゼネ

コンがボロ儲けしている

詳細→http://blogos.com/article/53483/ 

http://goo.gl/Aqk86R
http://silvershield.link/k-1-krush
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/309.html
http://blogos.com/article/53483/


戸谷真理子 @irukatodouro · 3時間3時間前 
ヨウ素1万3千cpmで1歳甲状腺等価線量100ｍSv　10万cpmで769mSv被ばくを原子力
保安院ERCが計算していた記録 - Togetterまとめ http://togetter.com/li/950681 

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 3時間3時間前 
福島復興の起爆剤？こら、被曝だろが！

“@portal311: 【究極の開通】常磐道「この先4kmの放射線 量2.9μSv/h」の表示。 
道路を通り 被曝するのも自己責任。放射能が拡大される。人も物も全てが汚染
#原発

アマちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
福島溶融燃料は格納容器を溶融貫通し放射能を吐出・あらゆる場所に飛散・環境に焼

け出された・溶岩のように流出(ENENews
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/323.html …

北濱幹也 @kitahamamikiya · 4時間4時間前 
【日本の放射能汚染地図】

イギリスの学術雑誌ネイチャーが公表した日本の放射能汚染の実態】

詳細→　http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n246679 
世界は真実を把握してます。

食べて応援って自殺そのものです 
https://pbs.twimg.com/media/CdxvlZHUMAAyk90.jpg

アマちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
この死に方はチェルノブイリ事故後、旧ソ連で頻発した典型的な急死事例と同じです

職場の方の知り合いの20歳のお嬢さんが友達に誕生日を祝ってもらって朝帰ってきた
らしいんだけど、その人仕事で寝てるなって思ってそのまま仕事に行って帰ったらま

だ寝てると思って起こしに行ったら亡くなってたって

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
ＡＰ通信が特報　：　南相馬の寺に除染作業員の無縁仏　６体の遺骨！

彼らは「除染の兵隊」　/　引き取り手なし
寺の住職は言った、「５年後も除染は続いているはずだ。無縁仏の骨壺はさらに増え

ることだろう」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/decontamination.html#more …

http://togetter.com/li/950681
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/323.html
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n246679
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http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/decontamination.html#more


アマちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
カルシウムが眠りの長さ決める　マウスの神経を制御

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016031701002017.html …
ストロンチウム汚染が原因ではないだろうか？

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2015/03/post-3585.php …
日本でも同じ現象が起きるかも知れない

本間　龍　　ryu.hommaさんへの返信 
Isibasi @Cisibasi · 9 時間9 時間前 
@desler @hiro11199 浜岡原発自身は、震度５でシリアスなトラブルを起こしていて、
多分、再稼働不能。でもそれが事実だと分かると、巨額の補助金が貰え無くなるから

、再稼働向けて防潮堤とか時間稼ぎして居る。新たな原発要求か？停止命令が出たと

きに、地元は殆ど事故に気づいた。

neko-aii @neko_aii · 10 時間10 時間前 
2013年04月03日
フクイチから25kmのウグイス53万Bq/kg！
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/405ba36e03ea76aed7de67a9ae150748 …
特に気になったのが

2011年３月の原発事故以降に生まれた子どものサル（０〜１歳）。
汚染レベルと相関するように白血球の数が減っている。（羽山教授）

https://t.co/crrMHqsXTi

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
＜チェルノブイリ3年後＞
ベラルーシ共和国ゴメル州チェチェルスク市

子供達の80%は免疫力が弱っていて
この地方の子供達600人を調べた所、60%に貧血症
カタル(炎症のひとつ)が多く
頭痛、眠気、甲状腺肥大などの症状持っている

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/75326aab442e93b944ae138b838dc3bf …

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
"chromame1 2012/03/23
「幼稚園のママ友グループ(放射能汚染気にしない)10人のうち
1月に2歳児2人が就寝中に心不全死。

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016031701002017.html
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2015/03/post-3585.php
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/405ba36e03ea76aed7de67a9ae150748
https://t.co/crrMHqsXTi
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/75326aab442e93b944ae138b838dc3bf


ほか2人（年齢不明）が心臓不整脈、
うち1人は、毎月入院しての治療が必要＠千葉市」
10人中4人が心臓疾患！ママ友から聞いた実話"

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
セシウム134と137合算、3000Bq/body検出した方
その原因はスーツに残った汚染でした

震災直後１週間ぐらいから着始め

その後何度もクリーニングし、ずっと着ていたそうです

起毛、毛足の長い物は放射性物質を抱え込むと思う

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8c5c79150671f168eb633fa1a85bd9d7 …

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
"onodekita 
もっとも有名な布団会社。

宇都宮工場。

7万円程度の高級布団が､格安。
その寝具を使ってから体調悪化。

表面線量で0.5uSv/hr
その方の報告によると

化繊が吸着しやすいらしいと"

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
2016年3月7日　タイ
プーケットのビーチに 1,000,000匹以上のウミウシが漂着。
https://pbs.twimg.com/media/CdwOv1pUEAAMyYl.jpg

neko-aiiがリツイート 
kamitori　緑と平和の地球が一番！ @kamitori · 11時間11時間前 
EUが設立した研究機関が発表した汚染報告（世界汚染図）
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8306df0c4dd98426431d83c9973b767c … @neko_aiiさん
から

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 11 時間11 時間前 
とんとかいも(tomtokaimo)さんがNHKニュースをリツイートしました
国が全面に出て引き受けるんじゃなかったのかよ？ 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8c5c79150671f168eb633fa1a85bd9d7
https://pbs.twimg.com/media/CdwOv1pUEAAMyYl.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8306df0c4dd98426431d83c9973b767c
https://twitter.com/nhk_news/status/710461943304183808


https://twitter.com/nhk_news/status/710461943304183808

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
原発の廃炉の鉄材ゴミ使った

『年間10μSv被曝するフライパン』が出回る時代が！？
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b768444929d6e8958cbc9ac698774e41 …
廃炉作業で一つの原発を解体すると

６０万立方メートルのゴミがでる

放射能汚染の少ない鉄材をくず鉄屋が買い

それが鉄製品になり市場に出回ることに

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
福島県で、汚泥から最大44万ベクレル超　セメント等に再利用
東京や茨城など各都県でも同様の発表（2011年)
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/97d38f2b88c09e2cd3282659333b0389 …
東京都で採取した汚泥17万ベクレルを検出
震災後の汚泥総量21万トンのうち
15万トンがセメントや建築資材として既に流通

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
"gdgdsanpei 
熊本の新築マンションや

リフォーム後の壁に

汚染汚泥が使われているようです。

トイレの中だけ

空間線量が倍になる。

β計れるガイガー当てると、

直ぐに線量が分かり

汚染汚泥が原料だと分かる。

住友化学の罪は重い。

今日 御堂岡さんが調査してる筈"

junkoがリツイート 
Nob @Nob_hsj · 12時間12時間前 
RT
急病人発生で、エアポート緊急停止。新札幌→札幌の間にて。大事にならなければ良

いのですが。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b768444929d6e8958cbc9ac698774e41
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/97d38f2b88c09e2cd3282659333b0389


15:06 - 2016年3月17日
本日地下鉄に続き札幌２人目。

エム（Behind the Days） @Behind_the_Days · 12時間12時間前 
そこに震源がある事実と向き合いましょう。　→　【浜岡原発の東5.8km地点に震源　
静岡県西部連続地震（北緯３４．６度、東経１３８．２度）】 http://bit.ly/1fThSrW 

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 13時間13時間前 
@junko_in_sappro 子どもたちには、ごめんなごめんなというしかありません。

アマちゃんだがリツイート 
すぎもとゆうこ @ikarostayuu · 14時間14時間前 
すぎもとゆうこさんがＤe-GaulledeRainbowをリツイートしました
2011年秋の文科省データで、プルトニウム239+240は七ヶ宿、白石、山元、岩沼で、
ストロンチウム90は七ヶ宿、白石、丸森、角田、村田で検出だったし。隠ぺいするの
は当たり前。阿武隈川河口の赤貝の水煮売るなよなぁ。 
https://twitter.com/sipersonabuena/status/710362432900702208

cmk2wlがリツイート 
正造 @etosha0824 · 20時間20時間前 
軽い脳梗塞、初期のがん、原因不明の高熱、坐骨神経痛、などで休診するケースが昨

年あたりから続いている。幸い重ならずにカバーしあえたけれど、手術の担当を直前

に交代ということを今年は２回も経験した。

震災前、医師の病欠はほとんど無かった。（高熱でも薬のんで無理して出てきて

いた。）

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT200UP】 まるで鳥人間。17世紀に実際に着用されていた医師用ペスト防護マスク
に関する事実 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212510.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CdxIU99UEAA1vj2.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=BPL8EDKsISY&ebc=ANyPxKou9dHnLIM8MHd_qHWaGV-
G8LGkmaiIwFkMogJLt4qjTAFzQO_MTMFYNyuHlB9fs5bx0q-RX-yF83QpTP4fS0LOWA6ioA
AKIRA 1988 - HD

http://bit.ly/1fThSrW
https://twitter.com/sipersonabuena/status/710362432900702208
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212510.html
https://pbs.twimg.com/media/CdxIU99UEAA1vj2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BPL8EDKsISY&ebc=ANyPxKou9dHnLIM8MHd_qHWaGV-G8LGkmaiIwFkMogJLt4qjTAFzQO_MTMFYNyuHlB9fs5bx0q-RX-yF83QpTP4fS0LOWA6ioA


junko @junko_in_sappro · 35分35分前 
札幌の帝国大学歯学部のインプラント手術によって

失明事件があったそうだ

過疎地域でのインプラント手術がうまくいかなくて

帝国大学での処置が医療過誤で

出血が止まらず死を待つ体になったと訴える方もいる

札幌歯科医師会は証言すると脅しが掛かると聞く

倫理を問わねば変わらない街、札幌

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
"Fibrodysplasia
国中に放射性物質を

ばらまく狂気の政策のおかげで

メード・イン・ジャパンは死んだ。

安心・安全・清潔のイメージが

吹っ飛び、不安・危険・毒物のイメージだ。

工業原料に汚染鉄材等を

平気で使うので、工業製品さえ拒絶される。"

neko-aiiがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 24時間24時間前 
隠される内部被曝

福島原発事故の実相 中
安上がりの棄民策

チェルノブイリと逆方向

矢ヶ崎 克馬
琉球新報 2016.3.17 
https://pbs.twimg.com/media/CdtdJGYUkAAxqbW.jpg

junkoがリツイート 
トホホ爺の「ならぬ堪忍、するが管理人」 @tohohokanri · 3月11日 
放射能は２万５千年も消えないというのに、東電の連中の刑事責任が５年で時効に

なるって。おかしいよな。

アマちゃんだがリツイート 
日野　徹 @macse89 · 2013年12月3日 

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


特定秘密保護法の先取り！ RT @ykabasawa: これは大問題だろう！
原発事故の衛星画像隠す

政府は福島原発事故時の衛星画像を秘密指定しており、東電にも国民にも開示して

なかったことを認めた。

https://pbs.twimg.com/media/BZjQc78CcAAIct6.jpg

https://pbs.twimg.com/media/BZjQc78CcAAIct6.jpg


（３月18日）　風邪なんかすぐ治るわねっ♪

http://85358.diarynote.jp/201603181650171398/

マカ半田〜は〜ら〜み〜た〜しんぎょう〜

…（違っ
2016年3月18日 りすらん♪ ガイド☆

これで５９６円は

安いと思う〜♪o(^-^)o♪

キンピラが旨い〜♪(^-^)g

こんだけ野菜かっ喰らったら、

風邪なんかすぐ治るわねっ♪

o(^-^)o

http://85358.diarynote.jp/201603181650171398/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=19


（３月18日）　免疫力維持のためには絶対に落とせない骨量と筋力維持。

http://85358.diarynote.jp/201603182154487433/

【核兵器の使用は、憲法禁止せず】。内閣法制局長官が核使用に

ついて公の場で言及／すべてのイカサマ勢力が安倍を支持してイ

カサマ権力を構築している。

2016年3月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (6)

https://www.youtube.com/watch?v=SHZwPohWxIA&index=8
王立宇宙軍storyboard：空軍 

おばんです。

２１：４６。

札幌はプラス８℃だったかな…さっき。

まだ鼻がぐずぐずいってて怠いですが、だいぶ回復してきました。

買い出し行って最強万能常備薬の金柑（ちょうど無くなってたのが風邪発症の敗因かと…★）も
、補充できました…♪

せっかく自転車を出したのに明日は雨？の予報とかで、チャリ通できないかも？なので、免疫力

維持のためには絶対に落とせない骨量と筋力維持のため、無駄に（＾＾；）自転車遠乗りに出掛

http://85358.diarynote.jp/201603182154487433/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603182154487433/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160318/85358_201603182154487433_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160318/85358_201603182154487433_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160318/85358_201603182154487433_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=SHZwPohWxIA&index=8


けまして、自分への御駄賃を兼ねて久しぶりに半田屋をかっくらってきました…（バス通勤のあ
いだは時間がなくて寄れないかったのよ…★）

おぉ？（＾＾；）？

ぎゃ〜こくごでしゃべっているぞ…？
https://www.youtube.com/watch?
v=3l3yEGblTj8&ebc=ANyPxKrCuLJ5G3OCYJrzCtA6JzJeo0lZSz6-
sKelA69CxB0I7m5l7g51pS0QmmgOxFB-CIDC9F0NzADU7BYDxRnfomZefFo3jQ
RoyalSpaceForce - Invasion Scene HD (Spoiler) 
　

…なんだ英語だった…ｗ

それにしても、何度みても元気が出る（原点に戻れる）超希少なアニメですねぇ…☆彡
　

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.038 0.037 0.038 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.038 6 
16:00 0.038 0.038 0.038 6 
17:00 0.038 0.038 0.038 6 
18:00 0.038 0.037 0.038 6 
19:00 0.038 0.037 0.038 6 
20:00 0.038 0.037 0.038 6 
21:00 0.038 0.038 0.038 6

…まぁこのご時世だ。十分、「低いうち」ということで…。
ｗ（－－；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=__aJL8i1kL4&list=PL2315EFD6859024F4&index=6
Ryuichi Sakamoto ’The Sheltering Sky’ 

地震マップ @eq_map · 12 分12 分前 
【M5.5】SANTA CRUZ ISLANDS 42.3km 2016/03/18 21:49:14JST, 2016/03/18
12:49:14UTC

https://www.youtube.com/watch?v=3l3yEGblTj8&ebc=ANyPxKrCuLJ5G3OCYJrzCtA6JzJeo0lZSz6-sKelA69CxB0I7m5l7g51pS0QmmgOxFB-CIDC9F0NzADU7BYDxRnfomZefFo3jQ
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=__aJL8i1kL4&list=PL2315EFD6859024F4&index=6
http://j.mp/1RqG9Bk
http://j.mp/258DLtf


(G)http://j.mp/1RqG9Bk (USGS)http://j.mp/258DLtf

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M5.3】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 102.1km 2016/03/18 19:52:00
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Wvs0XP (USGS)http://j.mp/1UatJEC

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.1】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 55.4km 2016/03/18
18:38:12 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Z8nPTD (USGS)http://j.mp/1Z8nNLB

宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
[記事] 太陽風の速度は下がりつつあります。フィンランドのオーロラをどうぞ。
http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � Papua New Guinea 
【M5.3】NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA 51.5km 2016/03/18
09:31:27 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Mqrh4M (USGS)http://j.mp/1MqrjcF

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M5.2】SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 93.2km 2016/03/18 09:17:08
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1nSCbKd (USGS)http://j.mp/1Pf2Map

…||||（＠＠；）||||…
ナニこのＭ５連発花火大会…★

https://www.youtube.com/watch?v=LGs_vGt0MY8&list=PL2315EFD6859024F4
Ryuichi Sakamoto- ’Merry Christmas Mr Lawrence’ 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
北朝鮮の弾道ミサイル

今日も２発、発射してるけど、ポンコツミサイルだから、どこに着弾するか？わから

http://j.mp/1Wvs0XP
http://j.mp/1UatJEC
http://j.mp/1Z8nPTD
http://j.mp/1Z8nNLB
http://swnews.jp/
http://j.mp/1Mqrh4M
http://j.mp/1MqrjcF
http://j.mp/1nSCbKd
http://j.mp/1Pf2Map
https://www.youtube.com/watch?v=LGs_vGt0MY8&list=PL2315EFD6859024F4


ないので楽観視しない方が良いと思う。米韓の合同演習への挑発だけど、欧米の報道

では「飛距離800km」
画像の「円」が、約800km 
https://pbs.twimg.com/media/Cd1GtAhVIAAtFXX.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
びっくり。とうとう、こんな発言まで出てきた。３連休前の金曜日、晩飯を食ってる

場合じゃないかも。

「18日の参院予算委員会：核兵器の使用は、憲法禁止せず。内閣法制局長官が見解。
内閣法制局長官が核使用について公の場で言及するのは異例」 
https://pbs.twimg.com/media/Cd082DIUEAAg73I.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【弾道ミサイルの破壊措置命令 出していたこと明らかに】
政府は、北朝鮮が今後も弾道ミサイルの発射を繰り返す可能性があるとして、自衛隊

に対し、弾道ミサイルを迎撃できるようにするための「破壊措置命令」を、18日まで
に出していたことが分かりました。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【北朝鮮がミサイル２発発射 １発は日本海に落下】
北朝鮮が１８日朝、弾道ミサイルを発射したことについて、韓国国防省は、およそ８

００キロ飛行して日本海に落ちた中距離弾道ミサイルと、発射直後に、レーダーから

消えたミサイルの２発が発射されたとして、詳しく分析しています。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
10時10分：ロイター速報
「今日18日、5時55分の１発目に続き、北朝鮮が２発目の弾道ミサイルを日本海へ発射
の可能性：http://jp.reuters.com/article/norkor-missile-idJPKCN0WK04P …」
これ、海へ着弾したミサイルの「破片、燃料」とかで、日本海の「海産物の汚染」に

もなるじゃないのかなぁと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=VeP9TaQoKSo
坂本龍一メドレー（Ryuichi Sakamoto Medley ）‐【ピアノ演奏】

竹内健 @kentakeuchi2003 · 4時間4時間前 

https://pbs.twimg.com/media/Cd1GtAhVIAAtFXX.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cd082DIUEAAg73I.jpg
http://jp.reuters.com/article/norkor-missile-idJPKCN0WK04P
https://www.youtube.com/watch?v=VeP9TaQoKSo


東芝の事業説明の質疑応答では、原発の減損や財務状況、収益見通しなど、説明す

る程、記者に矛盾を突っ込まれ苦しい。過去の説明と辻褄を合わせようと自縄自縛に

。矛盾はご本人が一番分かっている事が、苦しい表情から見て取れる。過去のしがら

みと決別するには、外部の人が経営を代わってあげないと。

エリック ・C @x__ok · 4時間4時間前 
しかし安倍政権というのは、その支持者を含めイカサマで良いのだという政権だ。憲

法に対してもイカサマな態度をとるし、原発もイカサマのまま再起動させる。すべて

のイカサマ勢力が安倍を支持してイカサマ権力を構築している。イカサマ勢力を元気

付ける政権。

https://www.youtube.com/watch?v=8TVvJWfzq0s
ラストエンペラーのテーマ　坂本龍一 the last emperor-theme- ryuichi sakamoto 

みつや @mitsuya_niwa · 6時間6時間前 
民進党は『脱原発』を止めちゃうらしい。こんなことが野党共闘の成果なのか？ 古賀
茂明さん。 #オプエド

見ん死ぬ盗…。

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月18日23:05
　

Taylor Jack @trapaveiro9 · 6時間6時間前 

日本の原発は技術が悪いからあんなことになってるって思ってる人いるかもしれないけど、世

https://www.youtube.com/watch?v=8TVvJWfzq0s
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


界トップレベル。

ミサイルなんかすぐ高性能なやつ作れるレベル

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月18日23:21
　

茄子 @yadoran17 · 3 時間3 時間前 

次期対米戦に於いては比島決戦敗退後は福島、女川、東海、泊原発を同時爆破。ジェット気流と

黒潮で高濃度放射能を米本土へ投射する事を企図したい。さすれば必ずや我の有利な条件で停戦

条約に持ち込めるものと確信している。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月18日23:36
　

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前  
2011/8/12
とにかく東電という会社の上から目線の

作業員を人間とも思わない社風。

東大出の社員は現場でほとんど役に立たたず

何かのトラブルがあった時はとにかく

どのように事実を隠して報告するか、

延々と会議が続くそうだ。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2d02bcdecb57d5ab4dae984c7a975403 …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月18日23:39

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 6 時間6 時間前 

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


首相、経済失速「元も子もない」　再増税延期問われ

http://bit.ly/1R2s5Cm 
人間がわかる言葉に翻訳してみよう。

「国民の年金は、株に全部つっこんで、すってしまったので、すでに元本も、子（利益）も全部

なくなっちゃった。でも俺のせいじゃないからね」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月18日23:41

アマちゃんだがリツイート 
919を忘れないbot@緊急事態条項阻止 @remember919 · 3月16日 

なぜ自民党はわずか1%の生活保護の不正受給へのバッシングを煽るのか。それは最低賃金は生活
保護費を元に算定されるから。馬鹿な国民が生活保護を煽れば、最低賃金も上げずに済むという

仕組み。しかも最低賃金は生活保護費以下で生計費を下回る。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月18日23:43
　

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 27 秒27 秒前 

日本のマスコミっていうのは、もうダメだね。

海外の報道を見ると「あ〜チェルノブイリ原発事故の時と同じ。日本政府は、国民が被曝して健

康被害が起ってても、隠蔽してる」というような報道も多くなって来てるのに、まったく日本は

通常営業。

この落差に、報道の異常さが、垣間見える。

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


（３月19日）　予想外（てか望外？）にアルパカ狼さんが遠望できる♪

http://85358.diarynote.jp/201603191012198783/

札幌０.０４３μ。(-_-#)
2016年3月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

雨で線量が上がって、

体調も機嫌も急激に悪化。

(∋_∈)

サイアク早退も検討〜…★

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月19日10:42
　

あ”〜ダメだ…★
熱と鼻水が出て来た…★(-.-;)

風邪菌と吸気被曝の

二正面作戦は、きっついわ…★

。。。(〃_ _)σ‖
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月19日15:24
　

http://85358.diarynote.jp/201603191012198783/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603191012198783/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160319/85358_201603191012198783_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
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最大で０.０４４μまで上がって雨は止みました。(^_^;)

鼻水、鼻声、鼻づまり…
（なんか違っ）

頭痛、喉痛、

目眩と微熱もありますが、

すでに朝の時点で休みが２人、

フロア内の少なくとも半数は私より重症？な風邪っぴきだらけの、ちょっとした風邪菌ガス室な

ので… (∋_∈)…

ここで早退けとか言ったらてきめんに退職強要が再発しそうです…(-"-;)…★

そして予想外（てか望外？）にアルパカ狼さんが遠望できる♪

o(^-^)o

…ので、鼻水垂らしながらあと４時間がむばります〜…☆

（東海道新幹線から観る富士山ていどの遭遇率。かな〜…☆）

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
 
 



（３月19日）　アルパカ狼さんの目撃率は「東海道本線から観る太平洋」ぐらいまで
いきました…（笑）

http://85358.diarynote.jp/201603192256032371/

【地震予測研究所】 １４日以内に「東日本」ま
たは「東台湾（花蓮）」で M6.5 の強震。
2016年3月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=q5jhtIEWg6w
ガッチャマン2（Gatchaman2）OP　ED 

おばんです。

２２：０５。

せっかく雪が溶けたのにぃ〜（〜〜＃）…と嘆きながら、鼻水垂らして歩く元気もなくて、そろ
そろ乗り飽きたの最らくバス帰宅２１：４０ジャスト着。

本日の「何故か脳内放送音楽」だった曲を探してるんですが、見つからない…

…あ、あった。（＾＾；）「ガッチャマン２エンディングテーマ」だ…
https://www.youtube.com/watch?v=ZB0acjSS3V4

http://85358.diarynote.jp/201603192256032371/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160319/85358_201603192256032371_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160319/85358_201603192256032371_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160319/85358_201603192256032371_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=q5jhtIEWg6w
https://www.youtube.com/watch?v=ZB0acjSS3V4


ガッチャマンⅡエンディング 

（…で、なんでコレだったの…？
　ちなみに私「２」はたぶん一話しか観てません…）

（…「ファイター」？…実写版…？？（＠＠；）？？
　おや、存在自体を知らなかったよ…★）

（…じゃなくて、１つの「初代ガッチャマン」だと思っていたのが「１と２」で…
（＾＾；）「２」だと思ってたのが「ファイター」…？）

（「死んだはずだよお富さん☆」な人がグレながら復活してて、

　「パンドラ博士が出て来るのがファイター」だな？たぶん…）

（…あれ？？クラウズってなに…？？）
…ｗ（＾◆＾；）ｗ…

…こ！こんなのまで…っ？！ｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=jqHCbCJW6Y0
科学忍者隊ガッチャマン　米米倶楽部 

ちなみにアルパカ狼さんの目撃率はけっきょく、

「東海道本線から観る太平洋」ぐらいまでいきました…（笑）

https://www.youtube.com/watch?v=-
nPpOIqjQSg&ebc=ANyPxKqf8Et051oguI2tYi7pEwznpfPeoJMc-
u20qnsMEOHBDuJSAkQEJRyaoMAbAPRfRfzuaarqYn5ZrxgEMBODE844kAFTqw
陣内大蔵 - 見つめるだけで 

地元民と鉄にしか判らない比喩表現ですいません…ｗ

…とりあえず、がっちゃまん「喰らう図」とやらは、認めん…★（〜〜＃）★

https://www.youtube.com/watch?v=qupswFhMCxI
Wadaiko Matsuriza - Kabuki Gomen-Jyo [Japanese drums] 

さて。情報チェック逝きま〜すっ☆

https://www.youtube.com/watch?v=jqHCbCJW6Y0
https://www.youtube.com/watch?v=-nPpOIqjQSg&ebc=ANyPxKqf8Et051oguI2tYi7pEwznpfPeoJMc-u20qnsMEOHBDuJSAkQEJRyaoMAbAPRfRfzuaarqYn5ZrxgEMBODE844kAFTqw
https://www.youtube.com/watch?v=qupswFhMCxI


http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.038 0.038 6 
06:00 0.039 0.038 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.038 6 
08:00 0.042 0.038 0.040 6 
09:00 0.043 0.042 0.043 6 
10:00 0.044 0.042 0.043 6 
11:00 0.042 0.039 0.041 6 
12:00 0.040 0.039 0.039 6 
13:00 0.040 0.039 0.039 6 
14:00 0.039 0.038 0.038 6 
15:00 0.039 0.038 0.038 6 
16:00 0.039 0.038 0.038 6 
17:00 0.038 0.038 0.038 6 
18:00 0.041 0.038 0.039 6 
19:00 0.040 0.039 0.040 6 
20:00 0.040 0.039 0.039 6 
21:00 0.040 0.039 0.040 6 
22:00

…ｗ（－－；）ｗ…

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.4】OFF THE COAST OF CENTRAL AMERICA 10.0km 2016/03/19 19:24:44
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1TW8fen (USGS)http://j.mp/1UbV1KR

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M5.4】BANDA SEA 272.7km 2016/03/19 17:51:25JST, 2016/03/19 08:51:25UTC
(G)http://j.mp/22tARNl (USGS)http://j.mp/1XC6BN7

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://j.mp/1TW8fen
http://j.mp/1UbV1KR
http://j.mp/22tARNl
http://j.mp/1XC6BN7


地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.9】根室半島沖 深さ91.4km 2016/03/19 14:03:04 http://j.mp/1XBRwem 

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M6.2】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km 2016/03/19
10:35:11 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/25ajyDi (USGS)http://j.mp/25ajyDk

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M5.0】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 10.0km 2016/03/19
10:22:16 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1TVpbBu (USGS)http://j.mp/1UoEa6U

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 鹿追町 
【M3.1】大雪山系 深さ6.8km 2016/03/19 10:33:13
(G)http://j.mp/1TVpb4s (Y)http://j.mp/1Wxf3Nq (アニメ)http://j.mp/1UoE6nZ

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M5.2】VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION 10.0km 2016/03/19 07:46:56
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/22p608h (USGS)http://j.mp/1R4gT84

…♪ 揺〜れって〜る　き〜み〜の　ダン！シン！シャードウッ ♪
（やけ（＾＾；））

代理。

https://www.youtube.com/watch?v=ksytCXXH-iI
TM NETWORK - Give Your Beat - rA-La Mix 【arrangement】 

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【トルコ イスタンブール中心部で爆発 ２人死亡か】（続き）
現場はイスタンブールの繁華街にある「タクシム広場」に近く、観光客向けの路面電

http://j.mp/1XBRwem
http://j.mp/25ajyDi
http://j.mp/25ajyDk
http://j.mp/1TVpbBu
http://j.mp/1UoEa6U
http://j.mp/1TVpb4s
http://j.mp/1Wxf3Nq
http://j.mp/1UoE6nZ
http://j.mp/22p608h
http://j.mp/1R4gT84
https://www.youtube.com/watch?v=ksytCXXH-iI


車が走る通りです。爆発の原因は分かっていませんが、警察は周囲を封鎖して警戒に

当たっています。

（2016年3月19日 18:41 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【トルコ イスタンブール中心部で爆発 ２人死亡か】
トルコの最大都市イスタンブールの中心部で、19日、爆発があり、地元メディアは少
なくとも2人が死亡したと伝えています。
http://nerv.link/gNMJ9x

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 9 時間9 時間前 
ロシア南部でアラブ首長国連邦の旅客機が墜落、乗客乗員は全員死亡の模様(3/19)
http://www.rescuenow.net/?p=3483

レスキューナウ危機管理情報センターがリツイート 
レスナウクリップ @resnowclip · 11時間11時間前 
共同◆ロシア南部で旅客機墜落

http://this.kiji.is/83756423118161405?c=78234666754819573 …
【モスクワ共同】タス通信は19日、ロシア南部ロストフナドヌーで、約60人が乗った
ドバイ発の旅客機が着陸途中に墜落したと報じた。… #レスナウクリップ

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【ロシア南部で旅客機墜落 着陸に失敗】
ロシアのインターファクス通信によりますと、ロシア南部ロストフ・ナ・ドヌーの空

港で、19日、アラブ首長国連邦の航空会社「フライ・ドバイ」の旅客機が着陸に失敗
して墜落したということです。

http://nerv.link/HN0Qn7

…なんだって、そんな、わけのわからんややこしいところで、ややこしい事故？が起るんだ…？
？

テロか？戦争か？盧溝橋か？第一次世界大戦開戦時のアレか…？

https://www.youtube.com/watch?v=hmu_RhVp1MQ
Nervous／TMNETWORK 

http://nerv.link/gNMJ9x
http://www.rescuenow.net/?p=3483
http://this.kiji.is/83756423118161405?c=78234666754819573
http://nerv.link/HN0Qn7
https://www.youtube.com/watch?v=hmu_RhVp1MQ


特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【西武有楽町線 運転再開 2016年3月19日 21:49】
東京メトロ有楽町線内でポイント点検を行った影響で、運転を見合わせていまし

たが、21:38頃、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れや運休が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【東京メトロ副都心線 運転再開 2016年3月19日 20:12】
小竹向原駅でポイント点検を行った影響で、和光市〜池袋駅間の運転を見合わせてい

ましたが、20:01頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています
。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【東京メトロ有楽町線 運転再開 2016年3月19日 20:09】
小竹向原駅でポイント点検を行った影響で、和光市〜池袋駅間の運転を見合わせてい

ましたが、20:01頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています
。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【内房線 運転再開 2016年3月19日 15:21】
大雨の影響で、上総湊〜保田駅間の運転を見合わせていましたが、15:10頃、運転を再
開しました。なお、一部列車に遅れや運休が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【高崎線 運転再開 2016年3月19日 11:37】
新町〜倉賀野駅間で信号関係点検を行った影響で、籠原〜高崎駅間の運転を見合わせ

ていましたが、11:24頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【八高線[高麗川〜高崎] 運転再開 2016年3月19日 11:37】
高崎線内で信号関係点検を行った影響で、群馬藤岡〜高崎駅間の運転を見合わせてい

ましたが、11:30現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【東京メトロ半蔵門線 運転再開 2016年3月19日 10:11】
錦糸町駅で信号関係点検を行った影響で、運転を見合わせていましたが、10:02頃、運
転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。



junkoがリツイート 
Nob @Nob_hsj · 13時間13時間前 
RT
湘南新宿ライン、緊急停止ボタンが押された。女性が意識不明で倒れた。母のグルー

プホーム内覧会で山手で待ち合わせているけど、仕方ない。

9:16 - 2016年3月19日

nomad(のまｄ) @nomaddaemon · 14時間14時間前 
俺の経験で、公共事業で真っ先に削られるのが「不要不急のもの」。

何かっつーと、保守・修繕費とかなんだよな。

つまり

トンネルの天井の点検とか、耐震工事とか、荒れた道路の修理とか、通信機機の更新

とか。

それは住民の安全を制限するってことなんだが。

原発事故で学ばなかった？

…３月の内房で、電車が止まるほどの、大雨…？？

…？（〜〜；）？…★

アマちゃんだがリツイート 
dodekogude @ETAN14000687 · 23時間23時間前 
【翻訳】[台湾]地震予測研究所　3月18日 23:52 台湾各観測点修正地震予報
１４日以内に「東日本」または「東台湾（花蓮）」で M6.5 の強震。
http://quakeforecast.blogspot.jp/2016/03/2016-03-18-2252-utc8-14-m65.html …

 

http://quakeforecast.blogspot.jp/2016/03/2016-03-18-2252-utc8-14-m65.html


（３月19日）　エルさんの得意技…／…本人も「呑み過ぎ」って自覚はあるらしいし
な〜…★

http://85358.diarynote.jp/201603192351163159/

IKEAの食器0.1μ㏜／次々突然死／白血病の原因はストロンチウ
ム内部被曝です／これじゃ日本中誰も助からないけど　それでい

いか？

2016年3月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

　

cmk2wlがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 9時間9時間前 
【拡散】cmk2wl 戦い方には手順がある。まず福島県民に避難と補償をさせなければ、
他のどんなことも認められない。力を分散させるように仕向けられて、一方的な戦い

になってきている。福島、東日本で行われている非人道的行為に声をあげること。こ

れが最優先のはず。

…いや、もう「そんな暇」は無い…（－－；）…★

「逃げろ！」

　各自で！　他人を見棄てて、だ！

「被曝、てんでんこ…！」

https://www.youtube.com/watch?v=nYCoL7AIBFw
陣内大蔵 - 深呼吸

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
西日本の他の多くの地域でも湿度100パーセントが観測されています。
非常に広範囲です。

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 

http://85358.diarynote.jp/201603192351163159/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603192351163159/
https://www.youtube.com/watch?v=nYCoL7AIBFw


3月18日から 19日に日付が変わる頃、九州ではほとんどの測候所、気象台で湿度
が100パーセントでした。
これほど広範囲だったのは初めてです。

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
19日9:00頃 福島第一ライブカメラ（１号機側）
レンズに付着した水滴には見えない（黄色）

斜め上に上昇する蒸気が（赤） 
https://pbs.twimg.com/media/Cd3x1S-VAAA-8_K.jpg

Out Of Our Headsがリツイート 
放射脳な日々【生活の党と山本太郎となか… @je_elu_ul · 3月18日 
↓　市内が上がり始めてるのは雨。

　 今日、明日の雨も絶対に濡れちゃだめだ。

Out Of Our Headsがリツイート 
放射脳な日々【生活の党と山本太郎となか… @je_elu_ul · 3月18日 
今日も穏やかじゃない。

高浜だろうなぁ…。実測値はどれくらいなんだろう。（2016年3月18日） 
https://pbs.twimg.com/media/Cd1AQZIUEAAaGii.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=Tv6cZ2eZ6Xg
槇原敬之 ムゲンノカナタヘ〜To infinity and beyond (2010年 日本武道館) 

…たまにＣＤで延々これ一曲だけ聴いてる時がある…（＾＾；）…☆
単純なので、まんまとハマる…☆

うん。中期的？行動というか野望計画、若干軌道修正…

Ｘ　アルパカ狼さんと呑み友になる。

Ｏ　アルパカ狼さんとご飯友になり、酒は控えさせる。

　　http://tabelog.com/hokkaido/A0101/rstLst/RC9903/
　　札幌市の自然食・薬膳のお店 43 件 

おし！　ｏ（＾へ＾；）ｏ

https://pbs.twimg.com/media/Cd3x1S-VAAA-8_K.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cd1AQZIUEAAaGii.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Tv6cZ2eZ6Xg
http://tabelog.com/hokkaido/A0101/rstLst/RC9903/


…本人も「呑み過ぎ」って自覚はあるらしいしな〜…★

ちかくで見張って、少しは、酒量、控えさせないと…ッ？？

https://www.youtube.com/watch?v=tbL5JpwHrJU
陣内大蔵 - Nice days again 

neko-aiiがリツイート 
pag_x @pag_x · 14 分14 分前 
2013年 01月
【福島】郡山の学生、着てる服から、0.8μSv発しながら生活。
仮に学校で30人集まれば、30倍に。ものすごい放射線量
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8c5c79150671f168eb633fa1a85bd9d7 …
学校をいくら除染しても、その着ている服から

発しているので被ばくしているわけです。

neko-aiiがリツイート 
pag_x @pag_x · 19分19分前 
【原子力発電所】〜元ＧＥ技術者の告発〜

廃棄物処理建屋から

放射能を液体、気体、固体と

別々に処理して

外に出しているんですけど、

薄めて出せばいい事に

なっているんです。

http://blogs.yahoo.co.jp/x_csv/20245995.html …

被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 22 分22 分前 
で、とうとう８０００ベクレルまで一般ゴミ扱い

決断しなければ間に合わないだろな

これじゃ日本中誰も助からないけど　それでいいか？

どうして「汚染地帯の子どもを逃がそう」とか

「放射能汚染を拡げるな」と言う政治家がひとりもいないのか？

原子力軍産複合体さまが そんなに怖いか？

pontamamaさんへの返信 
めいちゃん @snoopymaygon · 50 分50 分前 

https://www.youtube.com/watch?v=tbL5JpwHrJU
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8c5c79150671f168eb633fa1a85bd9d7
http://blogs.yahoo.co.jp/x_csv/20245995.html


@ponchanwan @white_elephant5 タイベックスとかはフクイチに新設した焼却炉で燃
やしてるよ。

それとは別に、昨日今日、福井県で欠測が何回もある。

どっちだろうね。

Nemesisネメシス @zodiac0088 · 60分60分前 
NemesisネメシスさんがDoomsday’s CWをリツイートしました
ウィキリークスが公開したヒラリー・クリントン宛て電子メー

ルhttps://twitter.com/DoomsdaysCW/status/711176999478370304 …
2011年3月12日午前7時12分
スリーマイルか、おそらくチェルノブイリ級の放射能漏れが昨夜から福島で起こって

いる、風向きから見て放射能は東京に向かっている、と(...続)
https://twitter.com/DoomsdaysCW/status/711176999478370304

Greenpeace Japan @gpjTweet · 1時間1時間前 
2010年1045億キロワット時だった日本の電力消費、2014年は961億キロワット時に
減少。なんと原発16基分に相当します。再稼働が進む中、消費者の力で原発を淘汰す
る方法とは？→http://bit.ly/21Yu3dY 

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
神奈川県 三浦市　下水道終末処理場における汚泥等の放射能濃度について 
2月15日東部浄化センター
ヨウ素131 32.0Bq/kg 検出
14日には相対的に大雨でした。
いつも同じです。大雨で検出される。 

neko-aiiがリツイート 
nishiki (脱原発に一票) @tana2602 · 2時間2時間前 
@neko_aii ショック。早速、IKEAの食器をホリバの測定器で計ったら0.1μ㏜あった。
せっかく汚染の可能性の少ない食材を塩やお酢でゆでたりして食事を作っていても食

器が汚染されていたら意味なかった。

測るきっかけになりました。ありがとです。

junkoがリツイート 
un志水　満 @tennsi21 · 2時間2時間前 
福島原発事故の5年後からはじまる日本人の悲劇 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=309765&g=131208 … …：2011年から放出している放射性物質の影

https://twitter.com/DoomsdaysCW/status/711176999478370304
https://twitter.com/DoomsdaysCW/status/711176999478370304
http://bit.ly/21Yu3dY
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=309765&g=131208


響で約230倍もの甲状腺がんを引き起こし、将来的には推定100万人ががんになる! 

onodekita @onodekita · 3時間3時間前 
フクシマの農家は人殺しだ発言をした教授が、いまや フクシマの甲状腺癌は被曝由来
でもないし、放射能の被害は何一つないと発言している。

どこをどうつないだら前後の文章の意味が通るのか。

シーザー @siizaaGpS · 4時間4時間前 
原発事故の無限の放射能汚染…
…彼らには防護服は無い…
原発を無くそう この地球から
https://pbs.twimg.com/media/Cd53E1EVIAECB6M.jpg

junkoがリツイート 
ごろんごろん！（核いらん） @BoulderGorogoro · 6 時間6 時間前 
世田谷区…
“龍虎さんの近所に住んでる人が、次々と突然死 - 原発問題”
http://j.mp/1Rsyoee 
https://pbs.twimg.com/media/Cd5kpsJWIAA77D3.jpg

マンションGメン @mansion_Gmen · 8時間8時間前 
福島原発事故により沖縄県に移住した福島県民と関東人は非常に多いが、福岡市もす

ごい勢いで人口が増えており、2040年頃まで人口が増え続けるというデータがある。
そして、九州各県と沖縄の賃貸用住宅の空き家率についてだが、関東や東北よりも遥

かに低くなっている。

首都圏反原発連合 @MCANjp · 14時間14時間前 
安倍政権は再稼働は口にするが、40年から90年かかると言われている廃炉作業で何人
被爆者を増やし続けるつもりだ！怒

福島原発事故対応に当たっている作業員のうち延べ32000人が白血病労災認定基準の年
間被曝5mSvを超えた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160309-00000026-jij-soci …

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
太平洋ベニザケからストロンチウム90が65ベクレル/kgも検出される 
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/161.html …

https://pbs.twimg.com/media/Cd53E1EVIAECB6M.jpg
http://j.mp/1Rsyoee
https://pbs.twimg.com/media/Cd5kpsJWIAA77D3.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160309-00000026-jij-soci
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/161.html


junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
白血病の本当の原因はストロンチウム90の内部被曝です　2014年
http://www.asyura2.com/13/genpatu35/msg/859.html …

https://www.youtube.com/watch?v=I3fgS7zi2hg
陣内大蔵-新しい風 

宇宙からの使者 @hirochiyan · 3月18日 
安倍首相の親戚の斎木陽平氏が「#保育園落ちたの自業自得だ」というハッシュタグを
作成⇒批判殺到で炎上！（真実を探すブログ）http://saigaijyouhou.com/blog-entry-
10557.html … …

宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 4時間4時間前 
2011年4月以後、保護者が持参した線量計で放射線量を計測するのは。禁止された。自
主計測を希望する保護者を制止するのは、学校の管理職の仕事になった。マスコミを

含む学校外の人間に対して、線量計測を禁ずるのも管理職の仕事になった。福島県の

学校は保護者が事実を確認できない場所になった。

但馬問屋 @wanpakutennshi · 7時間7時間前 
朝日新聞

社説

「教科書検定」

自衛隊や憲法、原発のあり方まで、安倍政権の姿勢に沿うように、と。

戦前の国定教科書に近づいている。

※そもそも軍国主義教育の反省から出来た教科書検定。安倍政権で逆手にとられてい

るね。

アマちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
世界各国で【ベーシックインカム】導入が開始されようとしている時米国と日本が一

切無視しているのは何故なのか？

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=313292 …

junkoがリツイート 

http://www.asyura2.com/13/genpatu35/msg/859.html
https://www.youtube.com/watch?v=I3fgS7zi2hg
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10557.html
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=313292


アマちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
イスラエルの情報機関モサドの英語表記はISISだという事実が暗示する世界情勢の深層
に注目すべき 
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201603180001/ …

アマちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
電源開発の本音は、大間原発建設すぐに止めたい・・ 
http://ooma.exblog.jp/22615583/

junkoがリツイート 
yuko* @YouYuko · 3月17日 
実は…電力会社の契約を変更してないので油断していたら、勝手にスマートメーター
に既に変えられていた！「電磁波過敏症なので従来型にかえて」と言ったら戻してく

れると。ダメだったら電磁波測定器持ってきてーって言うつもりだったけど大丈夫だ

った。

アマちゃんだがリツイート 
エミコヤマ @emigrl · 3月13日 
で、最後に「日本の兵士たちに安らぎを与えてくださった慰安婦の方たちに感謝し

ます」にはじまる、気色悪い「元慰安婦へのメッセージ」。英語圏の普通の読者にと

っては、これだけでも破壊力すごいから。印象悪すぎるよ。

　

https://www.youtube.com/watch?v=0d0Y1KIJbko
槇原敬之　僕が一番欲しかったもの 

Chiodo さゆき @chiodo_syk · 1時間1時間前 
ドルヲタだから

わかる

ちょー、わかる

でも

虚しくなっても

世界中で沢山人が死のうが

放射能で日本が汚染されようが、

推しが笑顔で歌っていれば

世界は平和だと

さゆきは思ってましたよ＃

http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201603180001/
http://ooma.exblog.jp/22615583/
https://www.youtube.com/watch?v=0d0Y1KIJbko


https://www.youtube.com/watch?v=-D0DJ59K7qo
槇原敬之「超えろ。(Short Ver.)」MV 

https://www.youtube.com/watch?v=45a2WBe-ezs
超えろ。 槇原敬之 カバー MV 

https://www.youtube.com/watch?
v=1NrNoZsBy6Y&ebc=ANyPxKrYDZPZKvWVDdXwlikmc3tyrgKsMgWerCVdgcC-
cgDWsIxnfamcdz8pUeI2wHT83S66DCL5oq9JpD5hx7xitfBNf1FcWg
TM NETWORK / Children of the New Century 2015 (30th FINAL) 

アマちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 
私たちのDNAは、ウイルスで出来ている!?　最新研究が塗り替えた驚きの「生命」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48214 …

…あ〜それそれ☆
　エルさんの得意技…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=s_TSEBlKNZw&ebc=ANyPxKrqW9-
KiYknU9UTorm3QXsT8_ghKjgqePzptVgcndJG7ugC-yAJ19Wm2U4Voc38eAyZEfujT-
LjyZ5UJ1nM322fntoFcQ
陣内大蔵 - 空よ（刑事貴族2　エンディングテーマ） 

https://www.youtube.com/watch?v=H8a2k0cGmew&ebc=ANyPxKp9pafD_jsyOQ6xs1FOzvK--
pyiX1ZvB2TZ56JiXaoHFqMoKrfSAVejoLD6AU1ZDACKxSmeTK9WniXpONXKqOSZhQA7fw
サヨナラ／GAO【公式】 

https://www.youtube.com/watch?v=g2fz0B977VM
はっぴいえんど〈さよならアメリカ　さよならニッポン〉 

 
    
 

https://www.youtube.com/watch?v=-D0DJ59K7qo
https://www.youtube.com/watch?v=45a2WBe-ezs
https://www.youtube.com/watch?v=1NrNoZsBy6Y&ebc=ANyPxKrYDZPZKvWVDdXwlikmc3tyrgKsMgWerCVdgcC-cgDWsIxnfamcdz8pUeI2wHT83S66DCL5oq9JpD5hx7xitfBNf1FcWg
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48214
https://www.youtube.com/watch?v=s_TSEBlKNZw&ebc=ANyPxKrqW9-KiYknU9UTorm3QXsT8_ghKjgqePzptVgcndJG7ugC-yAJ19Wm2U4Voc38eAyZEfujT-LjyZ5UJ1nM322fntoFcQ
https://www.youtube.com/watch?v=H8a2k0cGmew&ebc=ANyPxKp9pafD_jsyOQ6xs1FOzvK--pyiX1ZvB2TZ56JiXaoHFqMoKrfSAVejoLD6AU1ZDACKxSmeTK9WniXpONXKqOSZhQA7fw
https://www.youtube.com/watch?v=g2fz0B977VM


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月21日8:19

cmk2wlがリツイート 
nehneh @nontannomimi · 2月21日 

今週ずっと体調が悪く水曜位から胃腸に来てダウン。又午後から胃悪し。因って水式の交換サボ

ってたら黒い粒が沢山！水位の周りもすすみたいに黒い粉。今までで一番汚れてた。やっぱり空

気悪かったんだわ。扇風機とバケツの大きさが同じだし使い方悪いかもと思ってたけど威力は

凄い。ちゃんと水代えよう

 

http://85358.diarynote.jp/
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（３月20日）　（めざせ！ターシャ・テューダー！）

http://85358.diarynote.jp/201603200820247501/

「お母さん、ここは広島ですよ」／「日本死ね！」絶望の向こう

に見える「私は生きたいんだ！」という渇望。

2016年3月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c
Jimmy Cliff - I Can See Clearly Now 

おはようございます。

０７：２６。

札幌はプラス３℃まで「下がり」ました…
さっきは雨じゃなくて雪がちらついてました…（＾＾；）…☆

でも降水確率は２０％なので、

シーズン初！チャリ通勤〜♪

　ｏ（＾ｗ＾）ｏ

…の、予定…。（寒そう…？）

http://85358.diarynote.jp/201603200820247501/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160320/85358_201603200820247501_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160320/85358_201603200820247501_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160320/85358_201603200820247501_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c


昨夜の続きで、春分なので（？）個人的、

短・中・長期行動計画策定〜…☆

１．短期：

次の３連休は窓全開！ホコリの追い出し掃除〜☆

あんど、

今シーズンは札幌近郊の「山に登る！」

関東に置き忘れてきた？「自分らいふすたいる」を取り戻す…！

２．中期：

アルパカ狼さんと「ご飯友」になる…。（＾ｗ＾；）
笑った顔みながら「札幌de食べ歩き」を楽しむ！

３．長期：

原稿を書いて投稿してプロの物語作家になる！

憧れの？札沼線に拠点を構えて、どさんこスローライフ創作生活を楽しむ！

（めざせ！ターシャ・テューダー！）

４．超？期：

ゲンパツとニホン酷性腐の動向次第では、

ウルグアイかアルゼンチンに逃亡してから、３を愉しむ。

もしくは、「北海道独立革命」に参加して楽しむ。

…とりあえず、以上…（＾＾；）…☆

カラパイア @karapaia · 2 時間2 時間前 
【RT100UP】 リスが忘れていったドングリは8か月かけて芽吹いていくよ。ドングリ
の芽生えを早回しで http://karapaia.livedoor.biz/archives/52184579.html … 
https://pbs.twimg.com/media/Cd78rbLVIAECkn1.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU&ebc=ANyPxKr7i-
f9j9JMkLFVFC93b9IWMPgvrjMi1GLq2pma1EcrfyCvG2CDEkc6WKYbL5osmlqQH6yO5F6qV-
dPyfAReYKQDoDaKg

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52184579.html
https://pbs.twimg.com/media/Cd78rbLVIAECkn1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU&ebc=ANyPxKr7i-f9j9JMkLFVFC93b9IWMPgvrjMi1GLq2pma1EcrfyCvG2CDEkc6WKYbL5osmlqQH6yO5F6qV-dPyfAReYKQDoDaKg


Bobby McFerrin - Don’t Worry Be Happy 

…さて。「楽しくない」リアル情報チェック〜…☆

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.040 0.039 0.040 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.039 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

おし！（＾ｗ＾）！下がった下がった…☆

ひでじぃ @F9Zd86WnhdGMmTQ · 2 時間2 時間前 
泊原発、異常ありません!!
https://pbs.twimg.com/media/Cd8Pc5gUUAQtFTF.jpg

佐藤静雄(元衆議院議員） @kuromotikibi · 2時間2時間前 � Kutchan-cho, Hokkaido 
４月からの電力自由化に向けて大手電力会社から新電力への切り替える地方公共団体

が多い。一般家庭も急速に広がりをみせるだろう。特に「泊原発が再稼動したら値下

げする」と発表した北電への不信感は大きく、じわじわと拡大すると思われる。経営

者にとって電気料が最大の節約すべきコストだ。

https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ
Queen - Bohemian Rhapsody (Official Video) 

地震マップ @eq_map · 6 時間6 時間前 � 北海道 足寄町 
【M2.6】十勝地方 深さ197.1km 2016/03/20 01:15:26
(G)http://j.mp/1WyjYNS (Y)http://j.mp/1MtKJ0o

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://pbs.twimg.com/media/Cd8Pc5gUUAQtFTF.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ
http://j.mp/1WyjYNS
http://j.mp/1MtKJ0o


レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 12 秒12 秒前 
#クライシスカレンダー 03/19【2011年 茨城県北部でM6.1】18:56頃発生 茨城県日立市
で震度5強。直前の18:56頃にもほぼ同じ地点を震源にM4.0・最大震度4の地震。茨城県
北部から福島県南部にかけての内陸部は3月11日の東北地方太平洋沖地震後に地震活動
が活発化。

https://www.youtube.com/watch?v=ohUbKy5XG4I
【合唱】　千本桜！！！ 

G.D.Greenberg @G_D_Greenberg · 3月16日 
一部の人々はなぜ、「日本死ね！」という絶望の向こう側に、透き通ってありありと

見える「私は生きたいんだ！」という渇望に、なぜ気付かないのだろう。

G.D.Greenberg @G_D_Greenberg · 3月14日 
広島人の底力を見た。今朝の東京新聞より。福島から二人の息子を連れて広島に避難

してきた女性。福島からの避難者への差別が心配になり先生に相談したとき、先生

は「お母さん、ここは広島ですよ」といじめる子はいないと請け負ってくれたという

。

https://www.youtube.com/watch?v=lxAXgVyZF3o
ヒロシマの有る国で／初音ミク 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ohUbKy5XG4I
https://www.youtube.com/watch?v=lxAXgVyZF3o


（３月20日）　アルパカ狼さんはお休み…(∋_∈)…★

http://85358.diarynote.jp/201603201516268044/

餓狼転生を欠く…（違う
2016年3月20日 日常 コメント (2)
　

無駄に見晴らしの良い席に配置されたと思ったら、

アルパカ狼さんはお休み…(∋_∈)…★

学校遠足で動物園に来たら臨時休園日だった…
くらいの間抜けさでグレているなう。(∋_∈)

無駄にミニサイズえるさんいるけど娯楽にならんしな…(-"-;)…

バイトはひたすら暇。

┐(’〜`；)┌

無駄に営業成績だけ良いわ〜…★

(ノ-o-)ノ　┫
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月20日21:44
　

自転車ぎこぎこ無事帰投。

スーパー２軒寄って買物少し。

09:25到着。o(^-^)o

時間がたくさん使えるわ〜♪

http://85358.diarynote.jp/201603201516268044/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201603201516268044/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160320/85358_201603201516268044_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（洗濯してきます！）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月20日23:54
　

０５５

０５５４．

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


（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１６年３月）

（下旬）
 
 
 



（３月21日）　最前線の、闘いかた。

http://85358.diarynote.jp/201603210843089519/

子供の体調が悪いのにそのまま仕事続けるとか頭おかしい。仕事

とか一瞬で放り出してどこでも移住する。

2016年3月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

Angama @Angama_Market · 6時間6時間前 
もし仮におれらが日本にいて、これが1%でもフクシマの放射能の可能性があったら仕
事とか一瞬で放り出してどこでも移住すると思ったわ。むしろ理解しない仕事が悪い

。子供の体調が悪いのにそのまま仕事続けるとか頭おかしいと思う。子供と仕事は同

列に比較できる問題ではない。

https://www.youtube.com/watch?
v=ANH1zuEWrbM&ebc=ANyPxKoKQCxPfPUJBtWATYLeEQzgk4PaottpFsMeta5gQLJgfReyAjLnDLqjgKzm_3P9nngPSQ686HSFILv2ax4oSGgKrh2Q4w
WANDS 世界が終るまでは…(Sekai Ga Owaru Made Wa...) MV 

アマちゃんだがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 1時間1時間前 
@tokaiama 学校での放射線量が新潟の６千倍以上…福島の汚染地域はいまだ“住んで
いい”レベルではない！　（週プレNEWS）　http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?
a=20160321-00062672-playboyz-soci …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 1時間1時間前 
名無し：03/21 05:15
福島市街地の半分は居住不適。報道されぬ不思議

http://bylines.news.yahoo.co.jp/dandoyasuharu/20130429-00024621/ …
（市発表の）放射線量マップには全部で783ある測定区画の内、398区画で0.75マイク
ロシーベルト毎時を超えていると明記…

戸谷真理子 @irukatodouro · 2 時間2 時間前 
インド原発が緊急停止　大規模な冷却水漏れ　放射能漏れなし

http://www.sankei.com/world/news/160312/wor1603120017-n1.html … @Sankei_news
さんから

https://t.co/5L3KPuOfS0

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
「われわれの予測では、ＷＨＯ、日本政府が出したデータによっても、こんご１万人

http://85358.diarynote.jp/201603210843089519/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160321/85358_201603210843089519_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160321/85358_201603210843089519_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160321/85358_201603210843089519_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ANH1zuEWrbM&ebc=ANyPxKoKQCxPfPUJBtWATYLeEQzgk4PaottpFsMeta5gQLJgfReyAjLnDLqjgKzm_3P9nngPSQ686HSFILv2ax4oSGgKrh2Q4w
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160321-00062672-playboyz-soci
http://bylines.news.yahoo.co.jp/dandoyasuharu/20130429-00024621/
http://www.sankei.com/world/news/160312/wor1603120017-n1.html
https://t.co/5L3KPuOfS0


から６万６０００人の癌の過剰発症があり、その半数が死に至る」「 社会的責任を果
たすための医師団」がフクイチ放射能被曝による発癌被害で警告・予測レポート

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-ddbd.html#more …

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
福島第一原発事故は人類全体への脅威だと世界が認識しつつある

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174554800.html …
フクイチ放射能が殺した命は億の単位に上ることは確実

今後も100年以上にわたって遺伝子＝命への脅威が続く

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
タイヤのゴムやワイパーゴム、塗料などはセシウムを吸着しやすい

東日本の車は、これらが激しく汚染されている場合が多い

ぜひ、測ってみてください

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
フクイチ事故後、各地の土壌をサンプル採取、測定し、また全国からサンプル測定を

引き受けた

浮かび上がったのは交通量の多い国道沿いの汚染レベルが異様に高いという事実だっ

た

例えば1号、16号、6号、4号など　これらは福島から膨大な放射能をタイヤにつけて全
国に拡散していたのである

charley @charleycharley7 · 6時間6時間前 
放射能はみんなで避けないとまずい。

広める人がいて、

買う人がいて、

食べる人がいて、

海水から蒸発もあり、

何より今でも放出中！

どこかから必ずまわってきてしまう。

少しづつでも理解してくれる人を増やしましょう。

そしていつか「みんなで避ける」！

旧ソ連の良いとこは見習おう！

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
市民団体が新田川に麻布を 8日間浸し布の放射能を測定したところ、3430Bq/kgのセシ
ウムを検出（福島県や国の発表では、水からは 1Bq/kgも出ていない）
http://goo.gl/zn0v39 
福島原発から30キロ。 

布施祐仁 @yujinfuse · 8時間8時間前 
５年が経って、確かにイチエフの現場は良くなっているところは良くなっている。

実際、原子炉建屋の外は事故発生直後に比べ格段に線量も下がっている。でも、肝心

の原子炉建屋の中はほとんど進んでいないということも忘れちゃいけない。今日も明

日も誰かがミリシーベルト単位の被曝をしながら働いてる。

ハッピー @Happy11311 · 12 時間12 時間前 
現場を見て、少しわかってる人の答えは、「まだ登山口」

原発廃炉キーマンに聞く　増田尚宏・東電廃炉推進カンパニー最高責任者「まだ登

山口。山の高さも分からない…」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160320-00000517-san-soci …

アマちゃんだ @tokaiama · 14時間14時間前 
チェルノブイリ事故による北ウクライナの人的被害は、統計上600万人の人口減少、旧
ソ連全体でも7年後に8歳の平均寿命低下があった
これを単純に放射能汚染された東日本にあてはめると、事故後20年、2031年頃に東日
本の人口は数千万、日本全体で五千万人以上減少、この大半が被曝死である

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-ddbd.html#more
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174554800.html
http://goo.gl/zn0v39
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160320-00000517-san-soci


cmk2wlがリツイート 
天雅じゅん @oretenga · 3月7日 � 東京 国立市 
例年なら雨降ると楽になる花粉症が、去年からは雨降ると苦しさ倍増。

水式空気清浄機の効いた部屋にはいると治る。

恐らく原因は花粉じゃねえ(-_-;)

https://www.youtube.com/watch?v=TpDHTdbYOT0
WANDS 錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう (Sabitsuita Machine Gun de...) MV 

アマちゃんだ @tokaiama · 55分55分前 
果たして、ペットや認知症徘徊者の立ち入れない線路防護策は困難なのだろうか？

１．６ｍの金網を設置するだけのこと

踏切だって可塑性の高い樹脂大型遮断機を設ければよいだけのこと

リニア事業で数十兆円の無駄なドブ捨て投資を行うJRにとっては目糞鼻糞取りより安
上がりだろう

布施祐仁 @yujinfuse · 7時間7時間前 
あとイチエフの作業員にとっては3・11はもちろんだけど3・31も大きな区切り。５年
で100ミリという被曝限度がリセットされる。事故当初からいる人は累積線量が限度に
近付いて、なかなか現場にいけなくなっていたけど、4月1日からはまた0に戻る。もち
ろん被曝が消える訳ではないけれど。

名もなき投資家 @value_investors · 7時間7時間前 
原発推進してる人をよく調べると、親や兄弟が原発関連の仕事をしてるとか、プラネ

タリウム上映してる場所が電力関係の施設でお世話になってるとか、原発の広告に出

てるとか、電力会社から寄付講座を受けてるとか、支援金もらってるとか、そんな

のばっかり(ｰｰ;)
合理的な根拠を聞きたい。

名もなき投資家 @value_investors · 8時間8時間前 
原発54基も作って（稼働ゼロでも電気は足りていて）しかも原発の電気はほとんど捨
てて、熱エネルギーもほとんど海に捨ててるんですよ。

本当いい加減にしてほしい。

百歩譲って少しは原発が必要というマトモな説得材料を出して欲しい

本間　龍　　ryu.homma @desler · 8時間8時間前 
石坂浩二氏が出演している電事連のＴＶＣＭが全国で放映中

。http://fepcvcms.primestage.net/detail.html?28 　原発事故を引き起こしたＡ級戦犯の
電事連が、電気料金からかすめたカネでまたもＣＭ制作。そんなカネがあるならなぜ

被害弁償にまわさないのか。広告費欲しさにＣＭ流すＴＶ局も全く同罪。

名もなき投資家 @value_investors · 8時間8時間前 
原発コストは一番高い（事故コスト、高レベル放射性廃棄物10万年以上の管理コス
ト等々）のにまだ言ってんだねこの方

https://www.youtube.com/watch?
v=odMTxsYEyGQ&ebc=ANyPxKrEl4rU0isTBsGFBWXyfK0AtKW5woVQi8YF4nJ3QGndr8LbRWDft-
EdhfTsmnz-M8-xgaigmbRDGxsA2zNYuyu2rkxlEQ
WANDS Secret Night ~ It’s My Treat ~ 「Second Version」MV 

アマちゃんだがリツイート 
The daily olive news @olivenews · 54分54分前 � 東京 中野区 
ときどき拷問するよ

https://www.youtube.com/watch?v=TpDHTdbYOT0
http://fepcvcms.primestage.net/detail.html?28
https://www.youtube.com/watch?v=odMTxsYEyGQ&ebc=ANyPxKrEl4rU0isTBsGFBWXyfK0AtKW5woVQi8YF4nJ3QGndr8LbRWDft-EdhfTsmnz-M8-xgaigmbRDGxsA2zNYuyu2rkxlEQ


☆自白を強要し、共謀罪でひっぱる 
https://pbs.twimg.com/media/CeBnKQLUsAEZj_i.jpg

アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
私は「体制の崩壊はオウンゴールによって始まる」と考えている

安倍は反対勢力も弱体化し完全に力を失っている状態で、後先も考えずに、やりたい

放題やった

そうして、消費増税により日本経済を崩壊させるという巨大なオウンゴールを蹴った

今や経済界も、どれほど愚かな人物だったか思い知ったのだ

https://www.youtube.com/watch?v=RawXhncYRos
WANDS 〜 MILLION MILES AWAY 

逃げろ。

それが、最前線の、闘いかただ…！

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
目にはさやかに見えねども 移住・避難・保養の動きにぞおどろかれぬる
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174427960.html …

https://www.youtube.com/watch?
v=jJh5bKKEobk&ebc=ANyPxKpbYHpr4mL7mmrcvXen_w9v9xvKegFE7W-CFT-
VYGEdCd8n2W9POmnREDrESTv7wzzwZphl6RjXQs-vh0FlJVLHLsKPqg
白く染まれ

 

https://pbs.twimg.com/media/CeBnKQLUsAEZj_i.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RawXhncYRos
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174427960.html
https://www.youtube.com/watch?v=jJh5bKKEobk&ebc=ANyPxKpbYHpr4mL7mmrcvXen_w9v9xvKegFE7W-CFT-VYGEdCd8n2W9POmnREDrESTv7wzzwZphl6RjXQs-vh0FlJVLHLsKPqg


（３月21日）　明日もアルパカ狼さんが居なかったら…　八つ当たりで全人類を滅ぼ
してやる…っ！(`ヘ´)！

http://85358.diarynote.jp/201603210937388588/

いきなり吹雪。(‾○‾;)
2016年3月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (7)

いきなり吹雪！

降「水」確率３０％…だったのに吹雪！(`ヘ´)

慌ててバス通勤に切り換えたら、バス５分遅延。

…待ってる間に吹雪やんで、再び青空が…ッ！

(ノ-o-)ノ　┫
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月21日9:56
　

…晴れた…(-_-#)…

私が自転車で出ようという前後１０分？だけイキナリ吹雪って…

なんの嫌がらせなの…？？
…(∋_∈)…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月21日10:08
　

北風神軍が、フクイチ噴出ガス迎撃、広域サッポロ圏絶対防衛ラインを展開中の空もよう…

ヽ（・＿・；）ノ

…文句言わないで、オトナシク屋内退避してますぅ…(・_・;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月21日15:22
　

雪ベクレ０.０４６υまで上昇。

(-_-#)で、晴れた…。(∋_∈)

バイト厄日決定。

客は暴れまわるベクレ脳トロールだらけ。

向かい席スタッフが食べクレた半腐乱ゾンビでかつ風邪菌床でさらに二日酔いホルムアルデヒド

発散中の歩くテロ死体状態。

放つ陰気が凄すぎて目が眩む。

(-"-;)

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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アルパカ狼さんは二日続きで居ないし(T_T)
休憩室ですぐそばに大嫌いなおばけが座りやがられてしまった…(-_-#)…

色々厄日。

(ToT)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月21日15:25
　

左右両方の下顎のオヤシラズが同時に無理やり生えようとして絶対足りない狭小スペースにて壮

絶な陣取り合戦圧力鍋大会。

(ToT)

虫歯と口内炎と舌ガン疑惑部位も痛くて、もはや末期症状…★

。。。(〃_ _)σ‖
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月21日21:21
　

晴れたし！(-"-;)！

でも雪靴で雪のないアスファルト道を一時間半かけてのたのた歩くような元気ないし！(ToT)！

せっかく美しい煌々たる満月？なのに、見飽きたバスセンターの地下！待合室で時間を潰してバ

ス帰宅だし…(∋_∈)…

顎が痛いし！(ToT)！

口内炎と虫歯も痛いし！(ToT)！

…これで明日もアルパカ狼さんが居なかったら…(∋_∈)…

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


 

八つ当たりで全人類を滅ぼしてやる…っ！(`ヘ´)！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月21日21:23
　

舌が酷い。(-o-;)

ぼこぼこのデキモノだらけで、まともにものが食べられない。

(ToT)

…味が…しみて痛くて解らない…

（＞＜。）。。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月21日22:12
　

色々ぼろぼろ。(T_T)
ごはん食べられない…(ToT)

むり。(∋_∈)

寝ますぅ…

○Ｏo。.（T¬T）/~~~
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（３月22日）　６月には５２歳になるのに、まだ「成長期が終わっていない」（完全
成体ではない）私って…ｗ（－－；）ｗ…

http://85358.diarynote.jp/201603220802368739/

花より 大根 ☆　ほうれん草…☆彡　…（＾◇＾；）…

2016年3月22日 趣味

https://www.youtube.com/watch?v=JjIj718Fmmo
Slam Dunk All Openings and Endings 

おはようございます。

０７：４２になっちゃいました。

札幌はプラス２℃。無風。晴天！

チャリ通〜！！♪

昨夜はけっきょく口内の各種痛みで寝られず、（－－；）

寝床で漫画３冊読んでたらおなかがすいたので（＾＾；）

おじやつくって噛まずに飲み込んで（＾－＾；）

あったまって４時間熟睡して、

起きてから１時間、いつもの「自力整体」（筋肉圧延）してたら…

…今度は、右上のオヤシラズまで、生える！と騒ぎ始めてしまいました…★
…（－－；）…★

顎骨の延伸工事が間に合いません…

６月には５２歳になるのに、まだ「成長期が終わっていない」（完全成体ではない）私って…
ｗ（－－；）ｗ…

んで。

モチベ上げようと「理想の未来図」を脳内天界…もとい、（＾＾；）
脳内展開。してたんですが…☆

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BB%E3%83%86%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC
ターシャ・テューダー（Tasha Tudor、1915年8月28日 - 2008年6月18日）はアメリカの絵本画家
・挿絵画家・園芸家（ガーデナー）・人形作家である。

彼女の描く絵は「アメリカ人の心を表現する」絵と言われ、クリスマスカードや感謝祭、ホワイ

トハウスのポスターによく使われている。50歳代半ばよりバーモント州の小さな町のはずれで自
給自足の一人暮らしを始め1800年代の農村の生活に学び、彼女の住む広大な庭で季節の花々を育
て続けるライフ・スタイルは、日本でも注目を集めた。

http://www.bing.com/images/search?
q=%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%bb%e3%83%86%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc&qpvt=%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%bb%e3%83%86%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc&qpvt=%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%bb%e3%83%86%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc&FORM=IGRE
【ターシャ・テューダー　画像】

…しかし…（＾＾；）…☆

よく考えたら、私が自分でつくる（世話する）庭。って…

ぜったい、こっちになるよな…ｗｗｗ
http://www.bing.com/images/search?
q=%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%8F%9C%E5%9C%92&qs=n&form=QBIRMH&pq=%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%8F%9C%E5%9C%92&sc=7-
4&sp=-1&sk=
【自然菜園】

http://www.bing.com/images/search?
q=%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%BE%B2%E6%B3%95%20%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E8%8F%9C%E5%9C%92&qs=AS&form=QBIR&pq=%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%BE%B2%E6%B3%95&sc=8-
4&sp=6&sk=AS5
【スローライフ】

なんか、…（＾＾；）…ビミョウにチガウ…☆

…ま、ｗ（＾□＾；）ｗ…いいか…☆

カラパイア @karapaia · 2 時間2 時間前 
【RT5000UP】 ハグのもつ偉大なるパワー！優しく抱き合うだけで心を癒す効果が証
明される。相手がいない場合は妄想だけでも効果あり。（米研究）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52181421.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CeGdnQDUIAADyLQ.jpg

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT100UP】 あの子に会うために。茨の道をものともせず突き進む猫
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214020.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CeFkYm2VIAEhhvP.jpg

カラパイア @karapaia · 13時間13時間前 
【RT200UP】 何これちょっと試したい。トマトを栽培する最も簡単な方法、トマトと
土があればいい。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214024.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CeEDHPxUsAAH4j8.jpg

…とりあえず、カナリア体質の私が食べててほとんどの「北海道産の野菜」のベクレはそんなに
気にならない…（食べても死なない、病気にならない！）…のは…

転居してきた当初はわりと悲観してたんだけど、札幌近郊の農地のベクレは、今んとこ、そんな

にひどくない…

一旦諦めた「無農薬 不耕起 自然（放置）栽培 家庭菜園」…、

自給自足は無理でも「やってるふりして楽しむ」（収穫（できれば）物はもちろん食べれる）…

かな…？？

（もちろん、泊原発はゼッタイ廃炉！というのが大前提ですが…）

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…☆

（だめならアルゼンチン中南部地方に移住してから、実現！）
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（３月22日）　「懐かしい、未来」へ…。

http://85358.diarynote.jp/201603220830079427/

泊原発、【欠測】。

2016年3月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

さて…（＾＾；）…（承前）

さくさく情報チェック〜…☆

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.038 0.038 0.038 6 
06:00

うん。（＾＾；）この程度なら、
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603220830079427/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160322/85358_201603220830079427_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160322/85358_201603220830079427_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160322/85358_201603220830079427_3.jpg
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深呼吸！できます…♪

…で…（－－＃）…★

泊原発、【欠測】ですか。そうですか…。

（どぉ〜りで！”昨日、意識が途切れていたわけだ…ッ★）

地震マップ @eq_map · 6 時間6 時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ111.8km 2016/03/22 01:44:21 http://j.mp/1UyqUwM

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � ناتس�ا� ناتس�ولب ,  
【M5.3】PAKISTAN 16.0km 2016/03/21 23:48:52JST, 2016/03/21 14:48:52UTC
(G)http://j.mp/1pvz0ZT (USGS)http://j.mp/1Pmxn5V

特務機関NERV @UN_NERV · 13 時間13 時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年03月21日 19:09】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年03月21日 19:01
現象：爆発

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年03月21日 18:12】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年03月21日 18:02
現象：爆発

地震マップがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 15時間15時間前 
3月14日-3月20日の地震活動(気象庁発表)
薩摩半島西方沖 82回
十勝地方北部 74回
福島県沖 73回
宮城県沖 67回
和歌山県北部 64回
紀伊水道 63回

http://j.mp/1UyqUwM
http://j.mp/1pvz0ZT
http://j.mp/1Pmxn5V


奄美大島近海 53回
以下省略

計2201回
http://j.mp/1oo8wnC

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 北海道 厚真町 
【M2.9】石狩平野 深さ141.8km 2016/03/21 17:09:11
(G)http://j.mp/1ZiWHBp (Y)http://j.mp/1ScmYOJ

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 � 北海道 むかわ町 
【M3.3】上川・空知地方 深さ138.8km 2016/03/21 16:21:14
(G)http://j.mp/1UIOhTd (Y)http://j.mp/1UIOgi2 (アニメ)http://j.mp/1ZiPxwV

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.7】青森県西方沖 深さ20.6km 2016/03/21 15:48:08 http://j.mp/1UeOn6s

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M4.2】北海道東方沖 深さ3.6km 2016/03/21 15:14:36
(G)http://j.mp/1VtrTOc (アニメ)http://j.mp/1R9kAtc

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【東京でサクラ開花 気象庁発表 平年より５日早く】（続き）
東京のサクラの開花は平年より5日、去年より2日、いずれも早くなっています。
（2016年3月21日 11:08 NHK）

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 24 時間24 時間前 
〔海外地震〕ロシア・カムチャッカ半島東岸付近でM6.6・津波被害のおそれなし(3/21)
http://www.rescuenow.net/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/3490
…

地震マップ @eq_map · 3月20日 
【M6.6】OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 65.0km 2016/03/21
07:50:21 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1RvwAkI (USGS)http://j.mp/22x92DP

http://j.mp/1oo8wnC
http://j.mp/1ZiWHBp
http://j.mp/1ScmYOJ
http://j.mp/1UIOhTd
http://j.mp/1UIOgi2
http://j.mp/1ZiPxwV
http://j.mp/1UeOn6s
http://j.mp/1VtrTOc
http://j.mp/1R9kAtc
http://www.rescuenow.net/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/3490
http://j.mp/1RvwAkI
http://j.mp/22x92DP


特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【停電情報 2016年3月21日 15:48】
東京電力停電情報によりますと、埼玉県 の約2,000軒で停電が発生しているということ
です。

http://nerv.link/3S75DU

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 18時間18時間前 
〔鹿児島空港〕小型機トラブルにより滑走路閉鎖(21日14時現在)（レスキューナウニュ
ース）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160321-00000004-rescuenow-soci …

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【都電荒川線 運転再開 2016年3月21日 11:59】
熊野前〜宮ノ前電停間で発生した接触事故の影響で、三ノ輪橋〜荒川車庫前電停間の

運転を見合わせていましたが、11:49頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出
ています。

…何処にあるのかいまだに判らないが、とにかくがんばって、帰ろう。

「懐かしい、未来」へ…。

https://www.youtube.com/watch?v=kZ8KK8u9dN8
Enya - Orinoco Flow 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月22日8:33
画像、間違えたので、貼り直しました☆

http://nerv.link/3S75DU
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160321-00000004-rescuenow-soci
https://www.youtube.com/watch?v=kZ8KK8u9dN8
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（３月22日）　目指せ１５０歳♪　ギネス入り…っ♪ o(^-^)o

http://85358.diarynote.jp/201603220856128559/

やばいな、首都圏民／「最近 どんどん若い方が癌になり亡くなる
んですよ…」／急性なのであざが出てから数日で命を落とすこと
がある。

2016年3月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=gQa7YmMlHIc
CIRQUE DU SOLEIL - Alegria

リゲル @fukusima88 · 3月20日 
それでもここに最後までとどまると。決めたのにはわけがある。原発事故を起こした

東電もまともな対応ができない政府にも恨みはあったけど。誰かを恨んで憎んで死ぬ

のはいやだった。だから決めた。目の前で困っている人に出来ることをする。それで

最悪の事になったら笑って死ぬ。

それもひとつの選択。

でも私は叫ぶ。

「逃げろ！」と…

https://www.youtube.com/watch?
v=OKStJaD3wcE&ebc=ANyPxKrWw_4dK2JnEGM3tB1KirgKe9XWLs0yAAyJQDpZW3Go7BoN6zGK1Xcdz8wLuTGer-
Iy_hxO2sa54KmTJDl8tHrwUy4y2Q
ENYA / EL SUEÑO DE LAS HADAS 

新聞読むな！小沢一郎・亀井静香日本救え！ @lllpuplll · 8時間8時間前 
無知は、恐ろしい。すでに、福島原発が収束したと思い込んだツイートを見た。

放射能汚染がひどすぎて、人間も、ロボットさえ近寄って作業ができない現実をいま

だに知らない者がいいるとは。

マスゴミに洗脳され、石棺で覆うことすらできない状況を知らないのだ。

偏見で語る兵器bot @heikihenken · 10時間10時間前 
スターフィッシュ・プライム実験　せんせー宇宙で核爆弾を炸裂させたらどうなるの

！う〜ん、わからないな。こういう時は実験して確かめるのが一番なんだ。というわ

けで1962年にやってみたら放射能や電磁波ですごいことになったので以後自重した 
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neko-aii @neko_aii · 10 時間10 時間前 
"1Spq1d 2016年3月12日
母が住んでいた宮城県柴田町の

タクシー運転手さんに聞いた話。

最近 どんどん若い方が
癌になり亡くなるんですよ…
宮城県柴田町から

福島原発まで 遠くない…
背筋が凍る。"

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
計測日 2015/11/3
宮城県柴田郡柴田町 柴田町役場③
0.6μSv/h
(ふくいちから約74km)
https://www.youtube.com/watch?v=M8TQjjlyllA … 

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
福島医大

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医師の認識。

しかし学内で被曝や汚染を語るのは

殆どタブーで自由な議論は抑圧されている。

被曝に関した調査や研究を

実質的に禁止している。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2d0c78a0f8b35dd0f95eb8f9f1d5cfce …

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 11 時間11 時間前 
南海トラフ地震の推定震源域に位置する浜岡原発と伊方原発。ここで原発を動かすの

は自殺行為だ。福島の二の舞にならないとどうして言えるのか。 #南海トラフ #南海
地震 #南海トラhttps://pbs.twimg.com/media/B8y_bmWCAAAPh6_.jpgフ地震 #東海地震
#浜岡原発 #伊方原発 

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
"yamayossi
白血病の前兆現象は

鼻血が出ること。

その後微熱が続き体が

だるくて仕方ない。

あざが出たら発病。

急性なのであざが出てから数日で

命を落とすことがある。"

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=M8TQjjlyllA
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2d0c78a0f8b35dd0f95eb8f9f1d5cfce
https://pbs.twimg.com/media/B8y_bmWCAAAPh6_.jpg


"show_you_koto 2012年12月19日
鼻の傷がなく荒れてもないのに

鼻血が止まらないのは

白血病の初期症状である

血小板の減少が疑われるから

早急に見てもらうべき。

随伴症状として血便、

口の中や手足に出血斑が

見られることがあるので注意して。"

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
長崎大学大学院工学研究科 小川進教授
「セシウムを含んだプランクトンを回遊魚が食べると、エラの部分に吸収されます。

こうして魚類の体内には、海水の１００倍以上の濃度で蓄積されるのです」

neko-aii @neko_aii · 15時間15時間前 
やばいな、首都圏民

ホットパーティクルをガンガン吸い込んでる

放射能ガレキ燃やすなんて

気が狂ってる

放射能ガレキを燃やすと

プルトニウム微粒子も大拡散

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4b3b7d76f3e56566e5bc6e2dc28ba643 …
首都圏で子育てしたら

パーティクル吸い込みますし

精子や卵子が奇形になる

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 

"sayposi
ここんとこ妙に疲れる、だるい。 
⇒ 日課の運動がかったるくなる

⇒ ・・・地震じゃないのに
自分だけ揺れてるような感覚。

⇒ 37℃以上の発熱が続く

⇒ 血便や鼻血等の出血現象 。。。

1ヶ月範囲でコレを感じたら、
オイラの経験上、白血病の前兆"

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4b3b7d76f3e56566e5bc6e2dc28ba643


"show_you_koto 2012年12月19日
鼻の傷がなく荒れてもないのに

鼻血が止まらないのは

白血病の初期症状である

血小板の減少が疑われるから

早急に見てもらうべき。

随伴症状として血便、

口の中や手足に出血斑が

見られることがあるので注意して。"

neko-aii @neko_aii · 15時間15時間前 

日本は広域に汚染＞当方、専門家の端くれです

人体影響を我慢すれば10-15年程度生きられる地域多いと思う
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d11804deeb16a258fec96a21f4046a78 …

チェルノブイリの１０〜１００倍の燃料

原爆に直すと数千〜数万個分

燃料棒の多さから考えれば、

福島の方がはるかに深刻です。

neko-aii @neko_aii · 15時間15時間前 
やばいな、首都圏民

ホットパーティクルをガンガン吸い込んでる

放射能ガレキ燃やすなんて

気が狂ってる

放射能ガレキを燃やすと

プルトニウム微粒子も大拡散

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4b3b7d76f3e56566e5bc6e2dc28ba643 …
首都圏で子育てしたら

パーティクル吸い込みますし

精子や卵子が奇形になる

neko-aii @neko_aii · 15時間15時間前 
＜放射線はDNAを破壊する＞
正常細胞が少量の被曝によって癌化

放射線療法や抗癌剤は”皆殺し療法”
癌細胞が死ぬ前に人間が先に死んでしまう

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/67fc6d4ee5e9ac49269fce7dc2ed4447 …

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d11804deeb16a258fec96a21f4046a78
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4b3b7d76f3e56566e5bc6e2dc28ba643
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/67fc6d4ee5e9ac49269fce7dc2ed4447


レントゲン照射と寿命の短縮

胸部X‐P…1.5日
胃 透 視…1.5年
CT …150日

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
予報では 22日の夜から、東電福島原発の風が沖縄方面に吹きます。
台湾も風下に。 
https://pbs.twimg.com/media/CeC5eoCUYAA_tZd.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 24時間24時間前 
イチエフから１．５ｋｍ沖の海水はセシウムに汚染されていた。

海水をただ測っても検出されないが、布を長時間浸すと吸着する。この付近の魚に放

射性物質が濃縮される恐れがある。

http://wpb.shueisha.co.jp/2016/03/20/62671/ … 

cmk2wlがリツイート 
makotokasai @makotokasai · 3月20日 
3月21日　巨大放射能雲の観測
http://twitpic.com/dgm7sw 
あまりの恐ろしさに、20日と21日のオーバーナイトは一塊になっている。
3月20日と21日を分ける事が未だにできない。

onodekita @onodekita · 3月20日 
多大な犠牲を払って、チェルノブイリは数ヶ月で放射能の大規模な拡散を止めた。フ

クシマは無駄金を使って、放射能を拡散し続けている。早５年が過ぎ去った。

ひでじぃ @F9Zd86WnhdGMmTQ · 3月19日 
泊原発、異常ありません!!

https://www.youtube.com/watch?
v=54XztbNJ87g&ebc=ANyPxKoxdeellhqXrEpCE_KN4Cy86EfwpMSH-
YBPlAikUASo3n6RAOAkeVaklnpk202jZX1gjZpyZPxueyO-u2mJqmgvML_L8w
Enya - Fairytale 

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
私に批判的な人たちが私のことを何と言おうと、

彼らが真実を語らない限りは気にしない。

マーク・トウェイン

金子勝� 認証済みアカウント � @masaru_kaneko · 3月13日 

https://pbs.twimg.com/media/CeC5eoCUYAA_tZd.jpg
http://wpb.shueisha.co.jp/2016/03/20/62671/
http://twitpic.com/dgm7sw
https://www.youtube.com/watch?v=54XztbNJ87g&ebc=ANyPxKoxdeellhqXrEpCE_KN4Cy86EfwpMSH-YBPlAikUASo3n6RAOAkeVaklnpk202jZX1gjZpyZPxueyO-u2mJqmgvML_L8w


【踏みとどまるメディア２】昨夜１時からの日本テレビ系NNNドキュメント「放射能
」は、福島原発のセシウムやヨウ素による昆虫や植物や猿の細胞障害と作業員の健康

障害の事実を伝えて説得力があった。事実の報道こそが大事なのです

。http://goo.gl/bTLhVf

https://www.youtube.com/watch?
v=7wfYIMyS_dI&ebc=ANyPxKoRc2m0bPPESCvXGV_Qefhv7m41r0krE7mNVrBkux8v3dhTQChm-
POunEICahAnvKxDxW2fN4ow_qcR5xw1oKApS9Cadg
Enya - Only Time (Official Music Video) 

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 

"sayposi
ここんとこ妙に疲れる、だるい。 
⇒ 日課の運動がかったるくなる

⇒ ・・・地震じゃないのに
自分だけ揺れてるような感覚。

⇒ 37℃以上の発熱が続く

⇒ 血便や鼻血等の出血現象 。。。

1ヶ月範囲でコレを感じたら、
オイラの経験上、白血病の前兆"

…ぅわぁ（＾＾；）

ぜんぶ、該当しつつあるわ、私…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?
v=Jl8iYAo90pE&ebc=ANyPxKoRc2m0bPPESCvXGV_Qefhv7m41r0krE7mNVrBkux8v3dhTQChm-
POunEICahAnvKxDxW2fN4ow_qcR5xw1oKApS9Cadg
Enya - Caribbean Blue (video) 

 
    
 

http://goo.gl/bTLhVf
https://www.youtube.com/watch?v=7wfYIMyS_dI&ebc=ANyPxKoRc2m0bPPESCvXGV_Qefhv7m41r0krE7mNVrBkux8v3dhTQChm-POunEICahAnvKxDxW2fN4ow_qcR5xw1oKApS9Cadg
https://www.youtube.com/watch?v=Jl8iYAo90pE&ebc=ANyPxKoRc2m0bPPESCvXGV_Qefhv7m41r0krE7mNVrBkux8v3dhTQChm-POunEICahAnvKxDxW2fN4ow_qcR5xw1oKApS9Cadg


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月22日14:30
　

でも食欲あるし♪(^。^;)♪

喰って寝て運動と長風呂！

目指せ１５０歳♪

ギネス入り…っ♪ o(^-^)o
 

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


（３月22日）　「アルパカ狼さんが居た〜♪」

http://85358.diarynote.jp/201603221408183209

フミモミ…(^-^)g
2016年3月22日 りす＠齧歯類。 コメント (2)
　

　

「…お客さんコッテますね…」
「あ”〜、そこソコ…☆」

猫のフミモミ屋さん、

札幌ファクトリー店。(^◇^;)。

（余談ですが、

「大江山、生野の道の遠ければ

　まだフミモミず、」

…ネタでタイトルを猫ひねりにしようと思ったのに…(^。^;)…

下の句が思い出せない…☆

…天橋立、じゃないよね…？

どこの地名だっけ…？）
…(^。^;)…
 
    
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201603221408183209/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=15
http://85358.diarynote.jp/201603221408183209/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160322/85358_201603221408183209_1.jpg


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月22日14:23
　

とりあえず今朝は

「アルパカ狼さんが居た〜♪」

…♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪…

…ので、人類絶滅は免れましたよ…（笑い
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年4月27日18:54
　　↑

…（＾＾；）…。

「天橋立」で、合ってないか？　下の句…。

まぁとりあえず、

　　↓

札幌の、朝の猫カフェ暇なれば、

まだフミモミす、猫のつめとぎ。

 
 

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


（３月23日）　利他的な心は生まれつきのものである。

http://85358.diarynote.jp/201603230954231515/

札幌０.０４９μ （＝＝＃）／食事で肌年齢は大
幅に変わる。美肌の為の、控えるべき／原発へ

のテロ。

2016年3月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=0H2fWpTvnMY
機動戦士Zガンダム ED 星空のBelieve 

おはようございます。

０９：０７です。

３月第四３連休の初日。

８時には起きてゴミ出しして、

小家事を片付けて、

週に一度（限定）の不摂生、

（＾＾；）

カップめん朝食〜♪ （道内製造品、限定）
かっくらって、お腹いっぱい♪

すでにまた眠くなりながら、とりあえず情報チェックをばＱ…

カラパイア @karapaia · 22時間22時間前 
【RT100UP】 食事で肌年齢は大幅に変わる。美肌の為の、控えるべき食材・食べるべ
き食材 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213578.html …

https://www.youtube.com/watch?v=td0Y-VAXyBo
AMTV 機動戰士鋼彈Z ED 星空のBelieve 

札幌は朝５時に一度起きた時にはプラス１℃でしたが、夜明け前に降った雪が２cmほど積もって
ました。陽射しとともに雪は一瞬で消えて、現在は、雲の塊が不規則に犇めく感じの曇り。断続

的に太陽が出たり入ったりしてます…が。
（－－；）

なんだかどうしても「空気が臭い★」ので、変だなと思いながら、ナンチャッテ水式クン稼働…

http://85358.diarynote.jp/201603230954231515/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603230954231515/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160323/85358_201603230954231515_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160323/85358_201603230954231515_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160323/85358_201603230954231515_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0H2fWpTvnMY
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213578.html
https://www.youtube.com/watch?v=td0Y-VAXyBo


で、いま見たら…★
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6
05:00 0.045 0.039 0.041 6 
06:00 0.049 0.043 0.046 6 
07:00 0.047 0.043 0.045 6 
08:00 0.044 0.041 0.043 6 
09:00 0.041 0.039 0.040 6 
10:00

…晴れてるのに…（＝＝＃）…★

…泊原発すかしっ屁プルーム通過中…？？

（…やっぱり、「札幌近郊定住」プランは、リスキ—ですかね…）
（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=YGBw4uCZ4hA&ebc=ANyPxKo-aRO2RTeYY-
IC2bQaCawwIQynLqez1htzp8OPk_iJ5JRDfvrgeBfEDBtnlX2WmZwJnGNKYjLQHNvDVFKHzYYBF8xYOQ
Zeta Gundam Opening 1 (Original) 

…んで…（＠＠；）★
寝てる間に？でっかい【赤丸】急上昇…？？

宇宙天気ニュース @swnews · 2時間2時間前 
[記事] 太陽風は穏やかで、磁気圏も静穏です。太陽も穏やかです。 http://swnews.jp
#swnews

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ47.1km 2016/03/23 07:58:42 http://j.mp/22DEfp5

特務機関NERV @UN_NERV · 4 時間4 時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年03月23日 05:26】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年03月23日 05:13
現象：噴火

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M5.0】MOLUCCA SEA 118.2km 2016/03/23 03:47:04JST, 2016/03/22
18:47:04UTC
(G)http://j.mp/1MAl3iF (USGS)http://j.mp/1MAl3iH

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 日本 
【M3.3】津軽海峡 深さ153.4km 2016/03/23 00:32:49
(G)http://j.mp/22CwPlP (アニメ)http://j.mp/22CwP5w

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M3.3】択捉島近海 深さ123.5km 2016/03/22 15:34:26
(G)http://j.mp/22tcEdz (アニメ
)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160322153426a.gif …

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � 茨城 高萩市 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=YGBw4uCZ4hA&ebc=ANyPxKo-aRO2RTeYY-IC2bQaCawwIQynLqez1htzp8OPk_iJ5JRDfvrgeBfEDBtnlX2WmZwJnGNKYjLQHNvDVFKHzYYBF8xYOQ
http://swnews.jp/
http://j.mp/22DEfp5
http://j.mp/1MAl3iF
http://j.mp/1MAl3iH
http://j.mp/22CwPlP
http://j.mp/22CwP5w
http://j.mp/22tcEdz
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160322153426a.gif


◆◆緊急地震速報(第3報)◆◆【M5.0】茨城県北部 深さ10km 2016/03/22 14:34:21発生
最大予測震度4
(G)http://j.mp/1mwKFXt (Y)http://j.mp/sJZDXA

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ46.0km 2016/03/22 14:36:27 http://j.mp/1pGU7t2

…あれ？（＾＾；）？

このカイメツテキ情報、「きのうの私の脳ミソ」に、入って来なかった。

ねぇ…？？

…？ｗ（＾＾；）ｗ？…

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 1 時間1 時間前 
#クライシスカレンダー 03/23【1822年 有珠山文政火砕流】旧暦文政5年2月1日早朝 死
者約100人 半月前から活動活発化、噴火と火砕流が発生する中、この日最大級の火砕流
が発生。外輪山を越えた南東から西にかけての山麓部の森林が焼失、海岸集落が壊滅

。

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 
#クライシスカレンダー 03/23【1945年 赤石村雪泥流災害】03:00頃発生 死者87人負傷
者12人 青森県赤石村(現鰺ヶ沢町)の赤石川上流で、折からの大雨で天然ダム形成後
崩壊、下流の大然集落を雪泥流が襲った。最後の遺体発見は7月11日。

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 
#クライシスカレンダー 03/23【1986年 西武新宿線田無駅列車追突事故】12:10頃発生
負傷者204人 上り急行列車が、田無駅に停車中の準急列車に追突。折からの大雪でブレ
ーキが効かなくなっていた。以後、西武鉄道のすべての列車に雪に強い圧着ブレーキ

が装備されることに。

んで、とりあえず、THシはご復活…☆

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
さっきイギリスBBCでも報道してた。
「フランス：ベルギー当局の要請を受け、同社が運営するベルギー南部にあるティア

ンジュ原発の大半の作業員を避難させたことを明らかにした。ベルギーの連続テロを

受けた措置」

原発へのテロを警戒。 
https://pbs.twimg.com/media/CeKYZcTVAAAJilo.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
ベルギー

16時ごろの国際空港と地下鉄の自爆テロ。死傷者多数、首都ブリュッセルは、先ほど
緊急事態とし、地下鉄やバス、路面電車は全て運行を停止。

英国ガーディアン（現地のライブ中継

：http://www.theguardian.com/world/live/2016/mar/22/brussels-airport-explosions-live-
updates …） 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
ベルギーの国際空港で２度の爆発

ほぼ同時刻に市内の地下鉄の駅でも爆発。（日本時間22日16時ごろ）負傷者多数。自
爆テロと断定。ベルギーはパリのテロの実行犯が18日に拘束されていた
。http://www.bbc.com/news/world-europe-35869254 … 

http://j.mp/1mwKFXt
http://j.mp/sJZDXA
http://j.mp/1pGU7t2
https://pbs.twimg.com/media/CeKYZcTVAAAJilo.jpg
http://www.theguardian.com/world/live/2016/mar/22/brussels-airport-explosions-live-updates
http://www.bbc.com/news/world-europe-35869254
https://pbs.twimg.com/media/CeJKe98UEAAg225.jpg


https://pbs.twimg.com/media/CeJKe98UEAAg225.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【京王線 運転再開 2016年3月23日 5:11】
信号関係故障の影響で、高幡不動〜京王八王子駅間の運転を見合わせていましたが、

05:00現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【全日空のシステムトラブル 復旧】
全日空便はシステムトラブルのため、22日朝から全国の空港で国内線の搭乗手続きが
できなくなっていましたが、全日空によりますと午前11時半すぎに復旧したというこ
とです。

http://nerv.link/xJgTQR

カラパイア @karapaia · 9分9分前 
カラパイア : 核燃料を用いた火星への有人飛行が実現間近（NASA)
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214122.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CeMPOzBUYAA16Ox.jpg

…あんた、ばかぁ…？？

…（〜〜＃）…★

https://www.youtube.com/watch?
v=VR4H1581OIQ&ebc=ANyPxKpx80W6Ppw3rhV6FoVqlOAhwMgN8yQestM4UP5rmbisUKqwY-
SeXn9SFkTD9PnQUNgxoFtQRpH_rxFrK7P_aZP7740RWA
機動戦士ガンダム 哀・戦士　　井上大輔 

カラパイア @karapaia · 55分55分前 
【RT200UP】 他の人よりすごくやさしい人がいるのはなぜか？利他的な心は生まれつ
きのものである可能性（米研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214092.html
…

ヤサシイって…、なに…？？

https://www.youtube.com/watch?
v=n9tCN6XkN9Q&ebc=ANyPxKpY23Ami3pKgZdSIvQHqvUhXslglc7NYDulC9bLCOa7xtcFrxeyxicC98ZZrksFqXd4YGGP52JXCZaC5EwWLFImMY4Acg
めぐりあい(1999ver.) 

https://www.youtube.com/watch?
v=tCkL3gcfdRI&ebc=ANyPxKpzoZ0Wj53YaF7AzuLUXf6hkWL5IVWgNkrQxFRWlTeT-
bwDPIRn__1Egmmoyl2fFM7eiY3OKY2gir1a3DvLm-EvSiABfQ
映画 機動戦士ガンダム 〜赤い彗星のシャア〜（完全版Ⅵ）

 
    
 

http://nerv.link/xJgTQR
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214122.html
https://pbs.twimg.com/media/CeMPOzBUYAA16Ox.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=VR4H1581OIQ&ebc=ANyPxKpx80W6Ppw3rhV6FoVqlOAhwMgN8yQestM4UP5rmbisUKqwY-SeXn9SFkTD9PnQUNgxoFtQRpH_rxFrK7P_aZP7740RWA
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214092.html
https://www.youtube.com/watch?v=n9tCN6XkN9Q&ebc=ANyPxKpY23Ami3pKgZdSIvQHqvUhXslglc7NYDulC9bLCOa7xtcFrxeyxicC98ZZrksFqXd4YGGP52JXCZaC5EwWLFImMY4Acg
https://www.youtube.com/watch?v=tCkL3gcfdRI&ebc=ANyPxKpzoZ0Wj53YaF7AzuLUXf6hkWL5IVWgNkrQxFRWlTeT-bwDPIRn__1Egmmoyl2fFM7eiY3OKY2gir1a3DvLm-EvSiABfQ


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月23日10:10
髙野潔 @kiyoshi925 · 2時間2時間前 

『日本壊滅』原発は世界一安全安心と言い張ったが、福島第一原発事故を経験した。東日本全域

壊滅の恐れを如何にか食い止めた。技術水準が低く事故対策に不案ある中国が沿岸部に２６基

稼動、年年１０基ペースで最終的には５００基立てる計画だ。南朝鮮も29年までに36基。トラブ
ルで気流は日本に来る

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月23日11:54
junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 20時間20時間前 
お見送りの震度４、一発お見舞い

@47news 日本から米国に返還する研究用プルトニウムを積んだとみられる輸送船が、茨城県東海
村の港から出航した。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月23日12:22

アマちゃんだがリツイート 
森井啓二 @keijimoriiVet · 5時間5時間前 

またモンゴルで動物たちの大量死。マイナス50℃の極寒。
http://www.bangkokpost.com/news/asia/903080/mongolia-herders-face-disaster-red-cross …

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（３月23日）　「抱きしめて笑ってあげて、大丈夫、愛してる、必ず守る！」って／
それはたぶん「あなた自身の過去の施術に対するカルマ」だ…★

http://85358.diarynote.jp/201603232002399074/

「放射能は笑っている人には寄って来ません！」発震源は【イソ

ジン飲んどけ！】と同じく私です。すいません…★

2016年3月23日 お仕事 コメント (15)
　

https://www.youtube.com/watch?v=hl9_QirSEgA
サライ。クリス・ハート＆谷村新司 

おばん？です。

１８：３８。

札幌は…何度だろ（＾＾；）。
無風。うすい曇天。午後に強い北風が応援に来てくれたので、現在の空気は清浄です…たぶん。
（＾＾）

３連休の初日、体調快復のため。

（＾＾；）という大義名分のため、

毎度のことながら昼から再び布団に這い込んで、まずは熟睡２時間。短時間？なのに爆睡しま

して、霊界？夢とおぼしき領域まで没入。

フルメンバーじゃないですけど「非番？のソウルチームメイト」が何人か一緒で、寮だか学生

アパートだかみたいな拠点の建物の、道を隔てた公園の野外音楽堂にテロ予告があったそうで通

行止めになってるのに、夜中にその音楽堂に工事の業者さん？が…（＠＠；）？…ものすごい火
花散らしながら大音量ガンガンで音楽堂の壁に穴開けて壊している…？としか見えない…

「あれじゃ電気の配線盤が壊れて爆発する！」

「あれそもそも工事を装ったテロなんじゃ！」

…と、夜中？に騒然となって警察通報…！到着を待ちながら部屋の窓から（カーテンひいて隙間
から）様子を伺っている…というところから始まって、あと色々続いていたんですが、起きたら
忘れました…

ｗ（＾□＾；）ｗ

なんなのあの夢？

http://85358.diarynote.jp/201603232002399074/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=202
http://85358.diarynote.jp/201603232002399074/
https://www.youtube.com/watch?v=hl9_QirSEgA


ベルギーのテロ予告の影響はあるでしょうけど…
（＾＾；）と呆れながら、

間脳さんが「もっと寝ろ！」と要求するので、昼寝の予定時間２時間を延長して再び就床。（

＾＾；）

今度は音楽聴きながら自力整体で首の古傷コリをとにかくほぐしまくり…
うとうとしては、ほぐしまくり…

で。（＾＾；）

地球の現代医学というか、とりわけ今の日本の「医学界」縛りに敗けてる医療者や特に「診療報

酬制度」では絶対に治せるはずがない、口腔テロ状態の改善を、

【精神 神経 免疫学】的に。（＾＾；）…

口内炎、舌の右側の、うっかりすると舌ガンになりそーな疑惑の一ヶ所以外は、

すべて消滅。

o（＾ｗ＾）o

で、その右側攻略のためシツコク古いコリ鉱脈を掘り進んでいたら…

何故か、持病の子宮筋腫が一気に改善？し、

肝臓の汚れもまとめてとれちゃったようですが…（＾＾；）…

「副効果」のほうがデカくて、肝心の舌はまだ痛いままなんですが…☆

なぜだ…。ｗ（＾へ＾；）ｗ

おかげさまで、時間たっぷりでヘモグロビンも大量生産できまして…。

（＾ｗ＾）ｇ

現在、末梢神経血管まで酸素がいきわたりまくり。

ぽかぽかです…！（＾◇＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=LNuxb4-
PLzs&ebc=ANyPxKozFDoaHowXSVZnKqgNxUJYILUEOcRCgehje6kG2ibbR8sqSIGLAsxOmKI7vL-

https://www.youtube.com/watch?v=LNuxb4-PLzs&ebc=ANyPxKozFDoaHowXSVZnKqgNxUJYILUEOcRCgehje6kG2ibbR8sqSIGLAsxOmKI7vL-IOIsYh2PQSA9bw-G72DNpXatgvG1fmg


IOIsYh2PQSA9bw-G72DNpXatgvG1fmg
クリス・ハート - 幸せをみつけられるように 

そしてとにかく、全力で自力治療した副作用？で、おなかがすいています…☆

https://www.youtube.com/watch?v=ZcJjMnHoIBI
"Weird Al" Yankovic - Eat It 

…さて。（＾＾；）
「自力治癒」（予防）できる！と自信がついたところで、

　あとづけ。（？）で、お勉強…☆

http://gan-info.com/322.4.html
白血病の症状〜こんな症状には要注意〜

慢性リンパ性白血病も慢性の白血病ですので、進行がゆっくりとしており、症状が自

覚しにくいという特徴があります。

慢性の場合では、自覚症状として、全身倦怠感、体重減少、腹部膨満感、寝汗などが

挙げられますが、こうした症状の困りどころは単に「なんか体調が良くない」という

程度の認識で見過ごされやすい点にあります。

http://medical.yahoo.co.jp/katei/230212000/
急性白血病

うん。（＾＾）これは、

「精神神経免疫学」的に…

カバー可能な、範囲 ♪

（他人は治せないよ？

「やりかたが判ってる人なら」

「自分で自分が治せる」病気。

(参考例）…「りす博士は言う」…ｗｗｗ

http://www.ne.jp/asahi/aquarius/messenger/aquarius_014.htm

https://www.youtube.com/watch?v=ZcJjMnHoIBI
http://gan-info.com/322.4.html
http://medical.yahoo.co.jp/katei/230212000/
http://www.ne.jp/asahi/aquarius/messenger/aquarius_014.htm


リス博士は言う、「メージ療法は誰にでも効果があるわけではないが、イメージを高

めて、前向きの姿勢で生きていけば、驚くような効果が現れるということを、この事

例は教えてく れた」と。プラス思考は、これほどまでに人間の体に大きな影響力を与
えるのである。この事例は奇跡のような話ですが、このような事例は数多く見られる

。

http://plaza.rakuten.co.jp/sakuranoohana/diary/201004210000/
「体に耳をすまして」

白血病＝不治の病ではなく、ただの生活習慣病。

生活、生き方を改めれば、必ず治癒できる。

この言葉は、すごく励みになっています!!
白血病にかかわらず、どんな病気も自分の免疫力を上げれば自然治癒できそうな気が

してきませんか？

http://www.iyashi.com/kig.10.html

もし仮に、今あなたが何かしらの病気で病んでいるとしたら、その苦痛を自覚するの

も脳ですが、苦痛を感じつつも健康である自分の姿を同時に思い描くこともできてし

まうのです。

これがイメージトレーニングの筋書きですが、アメリカなどの欧米諸国では、実際に

イメージ療法としてガン治療に取り入れられるなど、イメージ力の偉大さが評価され

ています。

http://www.akiko-counselingroom.com/

精神神経免疫学

この学問は、「心理学」と「神経学」と「免疫学」が一つに統合された学問で、心と

体がどのように関連しているかが研究対象となります。わたしのセラピーは、この「

精神神経免疫学」の理論に基づいて行われます。「心を健やかにすること」「脳内の

情報を調整していくこと」「自然治癒力をアップさせていくこと」。この内なる３つ

の領域を相互に関連づけながら、あなたの気質に合った自然な輝きを心と体に取り戻

していくプロセスをサポートします。そのプロセスはまさに、あなたが本来あるべき

姿に戻っていくための“内なる旅”でもあるのです。

http://plaza.rakuten.co.jp/sakuranoohana/diary/201004210000/
http://www.iyashi.com/kig.10.html
http://www.akiko-counselingroom.com/


（ただし★私は「レメディ療法」（ばか高い！）には、懐疑的です。

　オススメは日本式の「玄米正食」かな…☆）

http://placehub.co/lists/3151
札幌】体の中から健康美人に。話題の自然食派レストランはここ

http://gohan.co.jp/colum_rice/hatsuga/
もみ発芽玄米（当店取扱い品）

…「サッポロのjunkoさん」も、
https://twitter.com/junko_in_sappro
プロなんだから、

噛み合わせぐらい、「自分で治す！」と思えば…「自然に治る」のに。ねぇ…？

https://www.youtube.com/watch?v=nDttTP1k5h0
なべはたん「元気になろう」 

（それが「まだ」判っていない人らしい…。
（＾＾；）ので、リアルで会ったことは、まだない。）

https://www.youtube.com/watch?v=2-Sb3Url47s
Boy I’m gonna try so hard　藤田賀子 

まぁ、今の私には、「アルパカ狼さんを観る！」のが、

最高の自己治癒パワー♪ ですけどね…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=0WeiHoR3XEA
Re:Japan - Ashita ga aru sa (Live EDIT) 

で…（ーー；）…★

震災直後のmixiで、三陸の避難所にいるお父さんから、

「水道もなく屋根もないところで、どうやったら子どもたちを被曝から守れるか」

と質問されて…

「抱きしめて笑ってあげて、大丈夫、愛してる、必ず守る！」って伝え続けて、安心させてあげ

http://placehub.co/lists/3151
http://gohan.co.jp/colum_rice/hatsuga/
https://twitter.com/junko_in_sappro
https://www.youtube.com/watch?v=nDttTP1k5h0
https://www.youtube.com/watch?v=2-Sb3Url47s
https://www.youtube.com/watch?v=0WeiHoR3XEA


てください」

「プラシーボって、ぜったい効くんです！」

って、アドバイスしたのが、

「やつら」に逆手にとられて、変な風に利用。

「されて」しまいました…
（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?
v=pjVvMgmZJm8&ebc=ANyPxKpjWJApyhqJ508Rh9i4AGAp4tCmFQsGnuzoFs3AHLR6twlpQGL1lqs4VL-
qU_cpY8KE_BTMvHRpzASR_RMpvzl0ng_7bA
ナンダカンダ　藤井隆 

「即効避難！」のさまたげになったとしたなら、

痛恨事で、ございます…。

https://www.youtube.com/watch?
v=GVPZIsTtHXQ&ebc=ANyPxKo5w8M6AGHMzmMXGqaTPgJyLMfURqrJCWMrxf6y-N8DNFPvi1-
zo9LSB_6myCJDCEBorZqCWBDyEDIwzJZ2C6r2gPQN_Q
ブラックビスケッツ　タイミング 

https://www.youtube.com/watch?
v=D1zIF7pBBxo&ebc=ANyPxKo5w8M6AGHMzmMXGqaTPgJyLMfURqrJCWMrxf6y-N8DNFPvi1-
zo9LSB_6myCJDCEBorZqCWBDyEDIwzJZ2C6r2gPQN_Q
YELLOW YELLOW HAPPY - ポケットビスケッツ 

…だってほら！（＾＾）！

「偶然」こんなにも「ぴったり♪」な曲を、

「偶然」悠宙舞さんが、紹介してくれちゃったり。するし。ねぇ…？？

http://spiwisdom.com/spibooks/destiny/frank-joseph
「奇跡の偶然」

https://www.youtube.com/watch?v=pjVvMgmZJm8&ebc=ANyPxKpjWJApyhqJ508Rh9i4AGAp4tCmFQsGnuzoFs3AHLR6twlpQGL1lqs4VL-qU_cpY8KE_BTMvHRpzASR_RMpvzl0ng_7bA
https://www.youtube.com/watch?v=GVPZIsTtHXQ&ebc=ANyPxKo5w8M6AGHMzmMXGqaTPgJyLMfURqrJCWMrxf6y-N8DNFPvi1-zo9LSB_6myCJDCEBorZqCWBDyEDIwzJZ2C6r2gPQN_Q
https://www.youtube.com/watch?v=D1zIF7pBBxo&ebc=ANyPxKo5w8M6AGHMzmMXGqaTPgJyLMfURqrJCWMrxf6y-N8DNFPvi1-zo9LSB_6myCJDCEBorZqCWBDyEDIwzJZ2C6r2gPQN_Q
http://spiwisdom.com/spibooks/destiny/frank-joseph


https://www.youtube.com/watch?v=IDqYsddCxDg
　偶然起こった、

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月23日20:38
０５５

０９００．！（＾＾）！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月23日21:24
美澄博雅 @hiroma_misumi · 3時間3時間前 

SPEEDIの放射能分布予測は日本からアメリカ軍とアメリカ大使館の避難予測に使うために提供
され、現場の避難している人々を導く為には使われなかった。人々を導くことは混乱を加速させ

るので、逆に

安心をして笑っていれば良い

という学者を投入した。これがリスク・コミュニケーションである。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月23日21:41
cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 

だんだん消えていくくらいなら、激しく燃え尽きた方がましだ。

カート・コバーン

 
 
cmk2wl @cmk2wl · 3月22日 

人間は、苦しめられ打ち負かされるとき、なにかを学ぶチャンスを得る。

https://www.youtube.com/watch?v=IDqYsddCxDg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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才覚を発揮すること。

勇気をもつこと。

事実をつかむこと。

無知を知ること、節度や、生きるための本当の技術を獲得することなどを。

ラルフ・ウォルド・エマーソン（詩人）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月24日10:01

junkoがリツイート 
白象 @white_elephant5 · 21時間21時間前 

医者がわからないことは、すべてストレスが原因とされるｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月24日10:04
　

「junkoさんのクリニックの患者さん」のほうが、私は気の毒になるよ…★

junko @junko_in_sappro · 12時間12時間前 
↓札幌名物・やぶ医者デンタル・クリニックに行くと

末梢神経疼痛症に罹患し、通うたびに重度にする治療をされる

ロキソニンがボルタレン37.5ミリになったのは
幸か不幸か・・・効果なくて途中でロキソニンものんでるな

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月24日10:40
junkoがリツイート 
そんなあほなもん口にしてるひとが、心療治療？って…ｗｗｗ

医療介護大会議 @Daikaigi · 14時間14時間前 
ロキソニン、重大な副作用に大腸閉塞など- 使用上の注意に追記
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/48380.html …
http://fb.me/NazyLpDu
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月24日10:57

朱鷺（shuro）がリツイート 
TOMO @tomotanoshii358 · 17時間17時間前 
怒りというツールを使ってはダメ

朱鷺（shuro）がリツイート 
TOMO @tomotanoshii358 · 14時間14時間前 

自分が放っている

雰囲気、波動、エネルギーが

共鳴を起こして

同じ周波数の人を惹きつける

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月25日0:43
　

…junkoさん…（－－；）…
それはたぶん「あなた自身の過去の施術に対するカルマ」だ…★

 
junko @junko_in_sappro · 6時間6時間前 

自分の行為(施術)は、間違っていないか?
何か盲点を忘れてはいまいか?
常に自己嫌悪して、自己を振り返ることだ

奢れるものは、孤独にて奢れ

マスターベーションに罪はない

そうしなければ他者に迷惑をかけ

他者の心身を傷つけるだろう

 
札幌名物・やぶ医者デンタルクリニックの院長さんへ

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

2016年3月25日21:46
朱鷺（shuro） 1009@alice · 11時間11時間前 

「簡単にいえば癌は悪い細胞ではない、癌は人体をむしろ助けてくれている、癌は毒をかき集め

てくれている細胞であるという観念論です。」

https://www.facebook.com/satoru.utsumi/posts/964621603621593 …
『がんはブドウ糖ではなくアミノ酸で増殖していくの噓』

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月25日21:49
朱鷺（shuro） 1009@alice · 12時間12時間前 

「病院いらない。うちの集中研修でも今度初めてメガネ田中さんの断食合宿やるよ。ワタシ的に

は感染症、アレルギー系、皮膚病、生活習慣病、関節炎、難病、不妊なんかに試してもらいたい

」

キチガイ医 @touyoui 3月18日
http://fb.me/7Nt2duVkE

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月25日21:50

朱鷺（shuro）がリツイート 
キチガイ医 @touyoui · 3月18日 

「三日食べなきゃ七割治る」に掲載されている断食の適応

●風邪、下痢、過労、骨折は劇的に治る

●どんな炎症も断食で治る、水虫も完治

●断食で歯槽膿漏の腫れなどは治る

●断食は便秘に効果がある... http://fb.me/7Nt2duVkE

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月26日8:56
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neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 

"89Geigers
多くの人は

「よっぽど運が悪けりゃ被曝する」

と軽視してますが、実は逆。

「よっぽど運のいい人」

しか助からないです。

でもそんな人はまずいません。

このまま放射能を軽視し続けていれば、

大概の人が深刻な状況に陥ります。

それも近いうちに、です

"

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月27日0:31

cmk2wlがリツイート 
しいたけ @incacos · 3月21日 

食と環境で体質がどのくらい変化するか実験中。

今年は花粉症がほとんどでない。

 
水式空気清浄機は簡単なのにスゴイ。

http://matome.naver.jp/odai/2144742533225806301 …

免疫を弱めるものを食べないだけもスゴイ。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月27日0:33
cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 

「プライマリ・ケアに携わる医師は、他で説明できない症状を呈する患者がいた場合、いつでも
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放射線障害を疑うべきである。」wikipedia

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月27日0:36
neko-aii @neko_aii · 55分55分前 

原子爆弾によって

放射線病症状を現したが、

幸いにして回復した人々。

これらの人々は、

常に疲れ易いことを訴え、

業務に対する興味乃至意慾が少く、

記憶力の減退を訴え、

しばしば感冒や胃腸障害、

特に下痢に悩んでいる。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/713b7b313a04af56689b511d7c7a060a …
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（３月23日）　驚愕の転生事実。

http://85358.diarynote.jp/201603232153496567/

アトサヌプリに噴火予報（警戒レベル１、活火山であるに留意）

。

2016年3月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

…どこだアトサヌプリ…？

特務機関NERV @UN_NERV · 7 時間7 時間前 
【噴火警報・予報 アトサヌプリ 噴火予報 2016年03月23日 14:01】
＜アトサヌプリに噴火予報（噴火警戒レベル１、活火山であることに留意）

を発表＞

　本日（２３日）１４時からアトサヌプリで噴火警戒レベルの運用を開始し

ました。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【噴火警報・予報 恵山 噴火予報 2016年03月23日 14:01】
＜恵山に噴火予報（噴火警戒レベル１、活火山であることに留意）を発表＞

　本日（２３日）１４時から恵山で噴火警戒レベルの運用を開始しました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%88%E3%82%B5%E3%83%8C%E3%83%97%E3%83%AA
アトサヌプリ

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=dIJlfrJ2YYs
アルパカが好きすぎて夜も眠れないうた。

…あ、余談ですが最近アルパカ狼さんは何故か「おすまし」さんで、（＾＾；）
髪型も変えることにしたらしく…
それはそれで似合ってるんですが、ちょっと驚愕の転生事実。

ｗ（＾＾；）ｗ

私、「未来にであう（はずの）長い黒髪の優しいお姉さん」は「エルさん」のほうだと、思い込

んでたんですけど…

あれ、アルパカ狼さん今後の姿。だったって、こと…？？

（そして今、「リャマさん」のほうが「毛刈り後」で（＾＾；）

　何故か前のアルパカ狼さんとそっくり同じ髪型にしたらしいので…

http://85358.diarynote.jp/201603232153496567/
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%88%E3%82%B5%E3%83%8C%E3%83%97%E3%83%AA
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　近眼の私には、遠目に紛らわしくて、ちょっと混乱しやすいのでした…☆）

ところでビクーニャさんが白熊さんとかじゃ、ないよね…？
（＾＾；）

（まちがっても、キャバが「レイには似ている」とか、認めん！）

https://www.youtube.com/watch?v=Bl_-zSKTQ-k&ebc=ANyPxKpgLkNmBrgKVMP-kWdNE1GMjl-
ucCI6Tk6mpG7tlCmutBvngbWYnG2d9iCsiSW38kxpgvblZZh88LTd25YsnUMv77beBA
くず 全てが僕の力になる！ 

…まぁ現実逃避ネタはともかく。（＾＾；）
リアル嫌な情報チェックに戻り鱒…

カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
【RT100UP】 海外で報じられる日本人の奇妙な血液型信仰
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214095.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CeOIi_VUMAAGDKx.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【乗馬クラブから逃げたシマウマ 捕獲される】
22日、愛知県瀬戸市の乗馬クラブから逃げ出したシマウマは、23日朝から隣の岐阜県
土岐市のゴルフ場内を逃げ回っていましたが、麻酔の吹き矢で動きが鈍ったまま池に

入り、午後0時40分前、警察官らに引き上げられ捕獲されました。

ＡＢ型の双子座。→（＾＾；）

ついでに「狼」ですが、なにか？

http://ponta2.com/archives/1746.html

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.045 0.039 0.041 6 
06:00 0.049 0.043 0.046 6 
07:00 0.047 0.043 0.045 6 
08:00 0.044 0.041 0.043 6 
09:00 0.041 0.039 0.040 6 
10:00 0.040 0.038 0.039 6 
11:00 0.039 0.038 0.039 6 
12:00 0.039 0.038 0.038 6 
13:00 0.039 0.038 0.038 6 
14:00 0.039 0.038 0.039 6 
15:00 0.039 0.039 0.039 6 
16:00 0.039 0.038 0.039 6 
17:00 0.039 0.038 0.039 6 
18:00

https://www.youtube.com/watch?
v=D1zIF7pBBxo&ebc=ANyPxKo5w8M6AGHMzmMXGqaTPgJyLMfURqrJCWMrxf6y-N8DNFPvi1-
zo9LSB_6myCJDCEBorZqCWBDyEDIwzJZ2C6r2gPQN_Q
YELLOW YELLOW HAPPY - ポケットビスケッツ 

https://www.youtube.com/watch?v=Bl_-zSKTQ-k&ebc=ANyPxKpgLkNmBrgKVMP-kWdNE1GMjl-ucCI6Tk6mpG7tlCmutBvngbWYnG2d9iCsiSW38kxpgvblZZh88LTd25YsnUMv77beBA
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214095.html
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https://www.youtube.com/watch?v=D1zIF7pBBxo&ebc=ANyPxKo5w8M6AGHMzmMXGqaTPgJyLMfURqrJCWMrxf6y-N8DNFPvi1-zo9LSB_6myCJDCEBorZqCWBDyEDIwzJZ2C6r2gPQN_Q


地震マップ @eq_map · 40 分40 分前 
【M2.9】浦河南方沖 深さ48.1km 2016/03/23 20:24:46 http://j.mp/1WHR0v4

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.9】青森県東方沖 深さ15.7km 2016/03/23 15:59:53 http://j.mp/1RjhBxd

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ47.1km 2016/03/23 07:58:42 http://j.mp/22DEfp5

宇宙天気ニュース @swnews · 14 時間14 時間前 
[記事] 太陽風は穏やかで、磁気圏も静穏です。太陽も穏やかです。 http://swnews.jp
#swnews

https://www.youtube.com/watch?
v=jOTEG7WOzFw&ebc=ANyPxKrrhUGLFAJCDVF9oURjxyvvf5GCSZh3neoqmygcKSpOLWqOBttPBjhMhHRWFN_rxrtZVV2IwutWvjAMVvO8Bf52qj6Zlg
Pocket Biscuits - 「MY DIAMOND」

http://j.mp/1WHR0v4
http://j.mp/1RjhBxd
http://j.mp/22DEfp5
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=jOTEG7WOzFw&ebc=ANyPxKrrhUGLFAJCDVF9oURjxyvvf5GCSZh3neoqmygcKSpOLWqOBttPBjhMhHRWFN_rxrtZVV2IwutWvjAMVvO8Bf52qj6Zlg


（３月23日）　哭いておられるのはアルマンディン兄様か？

http://85358.diarynote.jp/201603232208279691/

【福島人口】１か月1,000人減る／がん検診一回２６mSvも被爆
。

2016年3月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=yxcSAR6VcyQ&ebc=ANyPxKpl1DZYooAvzv-
QcdkZh_qU3gEFrTeW8BHfAQxLUJQQw7Et9609mZN0IVDgM0Nv5dKlD-78-o-
A4SWrMo8yoKGjvFxx8g
ポケビ「Red Angel」 PV .flv 

（承前々）http://85358.diarynote.jp/201603232002399074/
「放射能は笑っている人には寄って来ません！」の発震源は【イソジン飲んどけ！】と同じく私

です。すいません…★

junko @junko_in_sappro · 2 時間2 時間前 
すげぇ〜な。がん検診で必須のPET/CT検査は
一回だけで26mSvも被爆するのか！？
http://ameblo.jp/64152966/entry-12142187777.html …
免疫力は低下していくばかりです

この検査だけでも、どんな病気になっても全くおかしくない 
https://pbs.twimg.com/media/CeOiOk5VIAA7m6j.jpg

cmk2wlがリツイート 
hisalin@3/27サロンコンサート @hisalin · 2月29日 
3/27（日）、白血病で長期入院中のサナちゃんのためのコンサート、残席僅かです。未
就学のお子様も楽しめるコンサートです♪ご予約・お問い合わせお気軽にどうぞ！サ

ナちゃんについてはコチラ。

http://sanayefund.wix.com/sanaye 
https://pbs.twimg.com/media/CcX-Cb3VAAEx3Mc.jpg

…「殺してる」なぁ…（－－；）
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https://www.youtube.com/watch?v=yxcSAR6VcyQ&ebc=ANyPxKpl1DZYooAvzv-QcdkZh_qU3gEFrTeW8BHfAQxLUJQQw7Et9609mZN0IVDgM0Nv5dKlD-78-o-A4SWrMo8yoKGjvFxx8g
http://85358.diarynote.jp/201603232002399074/
http://ameblo.jp/64152966/entry-12142187777.html
https://pbs.twimg.com/media/CeOiOk5VIAA7m6j.jpg
http://sanayefund.wix.com/sanaye
https://pbs.twimg.com/media/CcX-Cb3VAAEx3Mc.jpg


…「日本から出せ」よ。救命したいなら…

https://www.youtube.com/watch?
v=YzzZKK_z0TQ&ebc=ANyPxKqrSC2CZ2xg6OxF4mC8DHG8LiUS4mrj5EHEtZ1ByCEWpmA-
WXWT0h4Sk_fsBeQjfUZMv6PAiaJTYuicW-OWM-CYZixDgg
ブラビ　リラックス／ビビアン・スー version

くろ (脱原発・脱被曝・反戦) @tkurokawa31 · 18分18分前 
これで安全ですって言われてもな。。。

【ヤバイ】福島の学校で放射能を6000倍検出！南相馬のダムでは９６１０万Ｂｑ／㎡
！除染した飯舘村の畑でも７９００ベクレル！｜真実を探すブログ

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10630.html … 

AKIRA @AKIRA23150220 · 2 時間2 時間前 
チェルノブイリ原発事故が1986年4月26日、それから5年目の1991年は日本の福一でい
えば、今年2016年です。
被曝症の発症が顕在化します。

この現実に我々はこれから遭遇する事になる。

https://pbs.twimg.com/media/CeOiE37UYAEw2t8.jpg

Kumimi-BOT @kumi3554ko · 2 時間2 時間前 
2005年5月 北海道電力の泊原発敷地内に 山菜採り業者の約30人が侵入し タケノコを採
っていました 防護区域まで侵入されてはいなかったのですが… 日本の原発警備の現状
は何ともお粗末な状況なのです… http://cbrn-terrorism.seesaa.net

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
九州北部で異様なほど甲状腺ガンが多発していたこと

現在、2010年産　熊本ヒノヒカリを食べてるが、セシウムがキロ２ベクレルも検出さ
れていることなどから、間違いなく釜山の古里原発が放射能放出をやったと予想して

いた

http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20160323/frn1603231140003-n1.htm …

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
やっぱり、そうだったか！　極悪韓国の原発！

古里原子力発電所が、１９９０年から９７年にかけて、ヨウ素１３１を世界で最も多

く排出していたと韓国紙が報じた

https://www.youtube.com/watch?v=YzzZKK_z0TQ&ebc=ANyPxKqrSC2CZ2xg6OxF4mC8DHG8LiUS4mrj5EHEtZ1ByCEWpmA-WXWT0h4Sk_fsBeQjfUZMv6PAiaJTYuicW-OWM-CYZixDgg
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10630.html
https://pbs.twimg.com/media/CeOiE37UYAEw2t8.jpg
http://cbrn-terrorism.seesaa.net/
http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20160323/frn1603231140003-n1.htm


甲状腺がんを誘発する物質で、他の原発に比べて排出量が最大で３０００万倍に達し

た

http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20160323/frn1603231140003-n1.htm …

junkoがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 3時間3時間前 
@tokaiama 【日本語字幕付き動画】　ドイツZDFテレビ「原発事故から５年目の福島
〜まぼろしの希望」　https://youtu.be/qz6E1TJkYfw

junkoがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 5時間5時間前 
低気温のエクスタシーbyはなゆー: 【福島県の人口】最近は１か月ごとに１，０００人
前後減る傾向が続いている http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2016/03/blog-
post_899.html?spref=tw …

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
これから関東が東電福島原発の風下に入ります（既に風下かも）。東海地方にも風が

行きます。

被曝は積算。

毎回の風を回避することで、大きな違いになってきます。 

ZAKZAK @zakdesk · 7 時間7 時間前 
韓国原発で放射性物質ダダ漏れ　１９９０年代に世界最悪　ハンギョレ報じる -
ZAKZAK http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20160323/frn1603231140003-
n1.htm … @zakdesk
https://t.co/rU6s9LZXw7

数学 Ｍ @rappresagliamth · 9 時間9 時間前 
原発なんてすぐには止まらんのだから冷却ポンプをぶっ壊すか止めるかしたら終わり 
フル稼働させたまま送電を止めちゃうなんてのもあるのかも 
(T-T)ﾉ~　フクイチで証明済みですね。
↓

http://blog.goo.ne.jp/warabidaniyuukoku/e/6e36568551730e5620d7e85e6f819384 …

鉄馬 @tetsumah · 9時間9時間前 
"中部電力浜岡原発（御前崎市佐倉）の重大事故を想定した避難計画で、対象は原発か
ら半径３１キロ圏にかかる約９万５千人と圏外の５７００人。 http://www.at-

http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20160323/frn1603231140003-n1.htm
https://youtu.be/qz6E1TJkYfw
http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2016/03/blog-post_899.html?spref=tw
http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20160323/frn1603231140003-n1.htm
https://t.co/rU6s9LZXw7
http://blog.goo.ne.jp/warabidaniyuukoku/e/6e36568551730e5620d7e85e6f819384
http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/hamaoka/222353.html


s.com/news/article/social/shizuoka/hamaoka/222353.html …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9時間9時間前 
名無し：2016/03/23(水) 11:50 ID:XXXXXXXX
原子力規制委

伊方原発３号機工事計画認可 今夏再稼働か
http://mainichi.jp/articles/20160323/k00/00e/040/223000c …
伊方３号機は今夏に再稼働する可能性が高まった

https://www.youtube.com/watch?v=W_njooCn1WA
POWER 

未来につなげる・東海ネット @miraitokainet · 1 時間1 時間前 
3/25（金）１8時〜１9時 「福島第一原発事故を肝に銘じ、浜岡原発を廃炉に」
中部電力本店前金曜行動

内容／ 活動報告、調査報告、歌など マイクを通じてのアピール
主催／ 浜岡原発の廃炉を求める人々
備考／ ２０１２年７月２０日から始めて今回が183回目

アマちゃんだがリツイート 
emi kiyomizu @kiyomizu5 · 4時間4時間前 � Mitte, Bremen 
＜・・・驚愕の完全一致！＞　10年前のドラマ「女王の教室」での指摘、現在の日本
の姿と完全に一致していることが明らかに　http://sharetube.jp/article/1843/ 
https://pbs.twimg.com/media/CeOIOXLXIAAzEUQ.jpg

アウル @owl__claw · 5時間5時間前 
北海道の泊原発は年内にも稼働が予定されている。奇しくも伊方原発は提出書類の不

備が発覚して7月の再稼働が厳しくなった分泊原発の再稼働が注目を浴びるだろう、そ
んな中「止まっていても動いていても再稼働」という町村の娘婿責任も取らん輩を国

政に送っていいのか？ #町村の娘婿

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9時間9時間前 
名無し：03/23 12:08
東芝、追い打ちの危機浮上…米当局が調査開始
柱・原発は5年間受注ゼロ、巨額損失か

http://mainichi.jp/articles/20160323/k00/00e/040/223000c
https://www.youtube.com/watch?v=W_njooCn1WA
http://sharetube.jp/article/1843/
https://pbs.twimg.com/media/CeOIOXLXIAAzEUQ.jpg
http://news.livedoor.com/article/detail/11325851/


http://news.livedoor.com/article/detail/11325851/ …
半導体と原子力発電頼みの東芝の事業計画は、もはや計画というより願望に近い…
戦前の日本軍のようだ…

cmk2wlがリツイート 
bo @jackiemopsy · 12時間12時間前 
1983 年に「シンドラーのリスト」はL.A.Timesのブック・プライズで「フィクション
」の部門の賞をとっている。 Via @JButtermilch 
https://pbs.twimg.com/media/CeMYkfrWwAI328e.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=bpdvf_SeLDc
Black Biscuits - Bye Bye (better Quality) 

…お！（＾＾）！
これも「ぴったり☆」な曲…♪

https://www.youtube.com/watch?
v=ayeLr3H12MI&ebc=ANyPxKqrSC2CZ2xg6OxF4mC8DHG8LiUS4mrj5EHEtZ1ByCEWpmA-
WXWT0h4Sk_fsBeQjfUZMv6PAiaJTYuicW-OWM-CYZixDgg
ブラビ　スタミナ

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月23日22:23
　

…ん〜…（－－；）…★

洗濯と入浴の予定でしたが、からだが再び入眠を要求しています…

https://pbs.twimg.com/media/CeMYkfrWwAI328e.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bpdvf_SeLDc
https://www.youtube.com/watch?v=ayeLr3H12MI&ebc=ANyPxKqrSC2CZ2xg6OxF4mC8DHG8LiUS4mrj5EHEtZ1ByCEWpmA-WXWT0h4Sk_fsBeQjfUZMv6PAiaJTYuicW-OWM-CYZixDgg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


寝ます…☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月23日22:25
　

なにかが変だ…

今、ちょうどいま。

なにかが、すごい「変だ」よ…。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月24日0:22
　

哭いておられるのは

アルマンディン兄様か？

 

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


（３月24日）　「べくれディメンター」が近寄って来ると気分が悪くなってしまう「
カナリア体質」は、私だけではない。らしい…★

http://85358.diarynote.jp/201603241109574793/

茨城に住むのは被爆を覚悟でないと無理／親族が避難して来たが

／健康状態は重症癌患者一歩手前／放射線＞近づくと吐き気とめ

まいがして耐えられない。

2016年3月24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=9R0tpBAdwF8
ＥＴ－ＫＩＮＧ - 今 

un志水　満 @tennsi21 · 30 分30 分前 
Retweeted 未来予測図 (@tennsi212001):
これは悲しい〜【福一原発事故】の５年後からはじまる日本人の悲劇

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=309765&g=131208 … … …...
http://fb.me/2gYM67L23

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
明らかな徴候のある病気に、ふつう人間はあわてふためく。

だが、人間の最大の敵は姿を現さずじわじわと忍び寄ってくる。

医学者ルネ・デュボス博士

朱鷺（shuro） 1009@alice · 2時間2時間前 
２「しかし、今回のケースで、一定レベル以上の放射線を受けると、マクロファージ

の構造自体が破壊されることがはっきりと確認されたのです。」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d37f5b4ac732b053e260dbbf77f92a08 …
『原発問題　放射化≫茨城から親族が避難して来たが、5m以内に近づくと吐き気とめ
まいがして…』

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
被曝症状はこんなにある　あなたと家族は免れていますか？（ずくなしの冷や水）だ

るい眠い息切れ骨折視力低下微熱湿疹脳梗塞…
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/359.html …

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
東北・関東地方に住むおよそ6千万人の方々
に向けて発信しなければならない事

健康そうに見える人でも血液観察してみると

癌細胞が発生、免疫力低下等が起こっており

健康状態は重症癌患者一歩手前のそれと

ほぼ変わらないレベルにまで悪化

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d37f5b4ac732b053e260dbbf77f92a08 …
https://t.co/g2ZNGmh5Ax

neko-aii @neko_aii · 12 時間12 時間前 
「福島第一原発周辺で鳥の数が減少」2012年2月3日
減り方はチェルノブイリよりひどいことが研究で判明」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9a4fbb0bbb208ea1b66a1c8b1ba0983f …
日本、アメリカ、デンマークの

研究者からなるチームは、

http://85358.diarynote.jp/201603241109574793/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603241109574793/
https://www.youtube.com/watch?v=9R0tpBAdwF8
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=309765&g=131208
http://fb.me/2gYM67L23
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d37f5b4ac732b053e260dbbf77f92a08
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/359.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d37f5b4ac732b053e260dbbf77f92a08
https://t.co/g2ZNGmh5Ax
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9a4fbb0bbb208ea1b66a1c8b1ba0983f


チェルノブイリと福島の

両方に共通する14種類の鳥を調べた。

junkoがリツイート 
∞きんぎょ∞ @kingyo_imori · 22時間22時間前 
白血病、突然死、がん、病気の花束が日本中で激増していることに、どれだけの人が

気づいているんだろう。2012年ですでに突然死は宮城県では震災前の1.8倍だったから
、今はもっと多いはず

星原コーイチ @Albert_kokinji · 3月22日 
海のモノはやっぱヤバそうだな。こっちでも海釣り好きの62歳が心筋梗塞で亡くなっ
てるし、白老の親が送ってくれる海産物を食べ続けている50代が原因不明の酷い眩暈
で通院。

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 3月21日 
NHKニュース９。心臓突然死は日本で年７万人に増えたらしい。以前は年５万人程度
と言われていた。やはり福島原子力発電所メルトダウン爆発事故で漏れ続けている放

射能汚染の影響なのだろうか？ #原発

水野周至 @qItOMjmoNP9If8T · 3月21日 
お墓参りに茨城へ。

親戚の会話で次はアンタが墓に入るとか話の内容がエグいよ。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d37f5b4ac732b053e260dbbf77f92a08

放射化≫茨城から親族が避難して来たが、5m以内に近づくと吐
き気とめまいがして一緒に居るのが耐えられない

…
「べくれディメンター」が近寄って来ると気分が悪くなってしまう

「カナリア体質」は、私だけではない。らしい…★

…（－－

unkoがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 13時間13時間前
2016.3.23
20:52 
https://pbs.twimg.com/media/CeOxa_1UUAEf4gV.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=Wd0ySJeXkEc&ebc=ANyPxKrKcva9uZtF2Z4pAQ0LkOJbZ301LG58zYW_kAzHIt1yNr-
KnL8wwuefs4-6v6JNsVTXIsM4IU2JR9f3CI1puCI-u2ultg
TOC / BirthDay 

星原コーイチ @Albert_kokinji · 1時間1時間前 
「窪地（くぼち）となる神田、上野、九段下などの地域は…今
でも毎時０．３μＳｖ台」って千bq/kg近い汚染だよ。放射線管
理区域。

福島より放射能汚染が深刻な首都圏のホットスポットが判明

！（週プレNEWS） - http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d37f5b4ac732b053e260dbbf77f92a08
https://pbs.twimg.com/media/CeOxa_1UUAEf4gV.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Wd0ySJeXkEc&ebc=ANyPxKrKcva9uZtF2Z4pAQ0LkOJbZ301LG58zYW_kAzHIt1yNr-KnL8wwuefs4-6v6JNsVTXIsM4IU2JR9f3CI1puCI-u2ultg
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160324-00062840-playboyz-soci


a=20160324-00062840-playboyz-soci … #Yahooニュース

戸谷真理子 @irukatodouro · 1時間1時間前 
福島より放射能汚染が深刻な首都圏のホットスポットが判明！

飲料水が汚染される可能性も？（週プレ　

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160324-00062840-
playboyz-soci … 　栃木県を流れる利根川の支流、小貝川水系「
牛久沼」　底質泥　２６１３Ｂｑ／㎏　←船橋市の真間川、４

７００Bq出てたよ。東京のすぐそば

neko-aii @neko_aii · 2 時間2 時間前 
２０１７年３月から

避難指示区域解除を予定の飯舘村

トウモロコシ畑

７９００Ｂ /ｋｇ
→約５１万Ｂｑ/平方メートル
→毎時１．５μＳｖ

http://yukan-news.ameba.jp/20160321-8/ 
チェルノブイリ原発事故では

５５万５千Ｂｑ/平方メートル超は
「強制移住」の対象となった。

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
2011年3月　アメリカNRCによる調査　千葉県旭市産春菊がヨ
ウ素１３１＝キロ当たり4300ベクレル
当時の政府による発狂的基準値はキロ2000ベクレル
これじゃ千葉から、多数の甲状腺ガン患者が出てくるはずだ 

Mペッコ @pecko178 · 3時間3時間前 
セシウム38万3千ベクレル、β線を出す物質が48万ベクレル、
1リットルでこの汚染。コレが5.3トンです。
＊福島第一原発、建屋内で汚染水漏れ　推定5.3トン
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160324-00000004-asahi-
soci … 
多分この情報はまだ小出しにしてるはず。

これでも食べて応援ですか？

junkoがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 3 時間3 時間前 
@tokaiama 福島より放射能汚染が深刻な首都圏のホットスポッ
トが判明　http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160324-
00062840-playboyz-soci …　利根川は首都圏の水源。つまり、
利根川が放射能汚染されていれば、首都圏の飲料水が汚染され

る可能性がある。

junko @junko_in_sappro · 3時間3時間前 
『関東、関西で乱立する「放射能マンション」を見逃すな!!』
⇒ http://amba.to/1UGGM0i 
大阪のセメント会社、従業員の告発

「私の会社が、放射能汚染された汚泥をブロックやマンション

用のセメントに混入させています!!」

アマちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
東京の水道水を通水したゼオライトを継続測定（ことし１月７

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160324-00062840-playboyz-soci
http://yukan-news.ameba.jp/20160321-8/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160324-00000004-asahi-soci
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160324-00062840-playboyz-soci
http://amba.to/1UGGM0i


日に開始）　/　１０回目、３月１９日の１０回目の通水後に、
放射性セシウム　１０３．６Bq/kg！
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/bqkg-
ff70.html#more …

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
〔岡山県真庭市で中性子線被曝を訴えている物理学者のＮ先

生が、専用測定機での測定画面をユーチューブで公開〕◇　な

んと１１８マイクロシーベルト/ｈ
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/

アマちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
TOKIOラーメンに「福島の小麦から作った麺なのか。人殺し」
　作家のツイートが大炎上

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/351.html …
福島産食べて応援、あの世行き（２０１５）—福島産を許容す

る地域では葬式が１０．５％増加—

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1709.html …

アマちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
ラーメンによる体調不良　続報 (4)　危ないのは福島産だけでは
ない 
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/355.html …

ホワイトフード @whitefood1 · 5 時間5 時間前 
3月24日4時22分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠
点が、194箇所以上存在します。詳しくはこちらでご確認くだ
さい。 http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://pbs.twimg.com/media/CeQYJIYUsAEbjXI.jpg

原発廃止・廃炉・被曝防護・・情報 @Registro_info · 5時間5時
間前 
浜岡原発を例にとって、原発の仕組み、地震時に停止できる

のか？耐えられるのかという動画です。長いですがお時間ある

時にでも是非。http://www.youtube.com/watch?v=DHblqE6vGeI
…

deepthroat @gloomynews · 6時間6時間前 
朝日◆福島第一原発、建屋内で汚染水漏れ　推定５．３トン

http://www.asahi.com/articles/ASJ3R7HP3J3RULBJ019.html?
iref=comtop_6_02 … 「漏れた水に含まれる放射性物質の濃度は
、セシウムが１リットルあたり３８万３千ベクレル、ベータ線

を出す物質が同４８万ベクレル」

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
茨城県には、多種多様な原子力施設が数多く立地しており，

日本の原子力開発の一大拠点となっている

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/29c955062a8f6f90f09b9747d2877903
…
＞2013/5/23 茨城県の研究施設で、レベル１の事故
「水戸市の辺りに住むのは被爆を覚悟でないととても無理だ」

アマちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/bqkg-ff70.html#more
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/351.html
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1709.html
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/355.html
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CeQYJIYUsAEbjXI.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=DHblqE6vGeI
http://www.asahi.com/articles/ASJ3R7HP3J3RULBJ019.html?iref=comtop_6_02
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/29c955062a8f6f90f09b9747d2877903


"hiyochann 2012年2月
＜千葉産の春菊４３００bq＞
こんなの一年後に聞いたってね、怒！

アメリカには報告されていたのに

国民には知らされずに

産廃を食べさせられていた。

http://enformable.com/2012/02/japan-embassy-sent-hand-
translated-government-food-radioactivity-reports-to-nrc-hq/ … （
英語）

アマちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
"shitakeo_cs137 
千葉県我孫子市（H24 2/19〜25）
乾燥ドクダミ1,347Bq/kg
柿の葉334Bq/kg
大根の葉148Bq/kg
甘夏253Bq/kg
いずれも我孫子市内産、

市民持込。

出るわ出るわ。

アマちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
(2012年01月22日院長の独り言)
先日、来院された方（熊本在住）から

掃除機のゴミがかなり汚染されてると報告

空気清浄機のフィルタ

(2ヶ月も経ってないと思います）
0.4μSv/hr
掃除機のフィルタ

0.34μSv/hr
両者を入れたゴミ袋

0.59μSv/hr

Lulu__19 @Lulu__19 · 13時間13時間前 
【拡散】cmk2wl　原発事故後に降った黄色い粉は「劣化ウラン
」　http://togetter.com/li/690619

junkoがリツイート 
ロビン @oldblue2012 · 3月22日 
内海医師のセレクトショップの伊東のお茶に疑問。

http://utsumin.com/products/detail.php?product_id=108 …
伊豆天城産と書いてあるが、伊東市のあたりはホットスポット

がある。

一碧湖で2万Bq/kg近い放射能汚染。 
https://pbs.twimg.com/media/CeIVIbhUsAAXpBq.jpg

neko-aiiがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 3月21日 
長崎大学大学院工学研究科 小川進教授
「セシウムを含んだプランクトンを回遊魚が食べると、エラの

部分に吸収されます。こうして魚類の体内には、海水の１００

倍以上の濃度で蓄積されるのです」

http://enformable.com/2012/02/japan-embassy-sent-hand-translated-government-food-radioactivity-reports-to-nrc-hq/
http://togetter.com/li/690619
http://utsumin.com/products/detail.php?product_id=108
https://pbs.twimg.com/media/CeIVIbhUsAAXpBq.jpg


きのこ組　組長 @kinokokumi · 3月21日 
きのこ組　組長さんが9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止をリ
ツイートしました

そして、日本中が被ばくした。

今日もフクイチは大臨界。

https://www.youtube.com/watch?v=yFg2IxD7mvs …
https://twitter.com/remember919/status/680966656647012352

junkoがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 3月16日 
JUMPILIKEYOUさんがFRCSRJPをリツイートしました
和歌山もダメなのがよくわかりました。

https://twitter.com/FRCSRJP/status/710065205514928129

https://www.youtube.com/watch?
v=zUQIlXMFiSY&ebc=ANyPxKrKcva9uZtF2Z4pAQ0LkOJbZ301LG58zYW_kAzHIt1yNr-
KnL8wwuefs4-6v6JNsVTXIsM4IU2JR9f3CI1puCI-u2ultg
TOC / Atonement 

沙藤昌(埴輪) @haniwasato · 3月10日 
原発事故後は茨城の住んでる地域までも警戒区域みたいな指定

を受けた。福島の知人の方が横浜の親戚へ逃げるように避難

する。数週間後、所用で福島の避難区域ギリギリの所まで行く

。常磐道の封鎖の光景から、街がほぼゴーストタウン化して、

改めて愕然とする。あの美味しい蕎麦屋さんはどうしたかな・

・

ゆ @yuyufabric · 2015年11月18日 
友人の話。仮設に避難してた親戚が茨城に引っ越すが、元々の

家(避難区域の葛尾村)の荷物を移動したいっていったら業者に断
られたんだそう。業者は放射能の怖さを理解してるってことな

のか。個人的には荷物は泣く泣く諦めて身ひとつで引っ越した

方が体のためにはいいと思うがそんな簡単な話ではない。

https://www.youtube.com/watch?
v=MtYA8FVxIDQ&ebc=ANyPxKom_H33LtJnQGX96Pbgii5oG3SoMTih7A_0h5oP0zxNT6BqLAQnbXnizcmIWm7gAj5IXCGMeNqC6M-
c0-NP-fHHJpnVlA
To you 

いのちよりだいじな？

カネとか

ハカとか

オモイデとか…
セケンテイ？

とかとかとかって…なんだ…？

鐘の音@BOOTHにて新刊委託中 @kanenooto7248 · 15時間15時
間前 
ほら、ヘイトスピーチを法規制しろって言う人たちの中で、「

https://www.youtube.com/watch?v=yFg2IxD7mvs
https://twitter.com/remember919/status/680966656647012352
https://twitter.com/FRCSRJP/status/710065205514928129
https://www.youtube.com/watch?v=zUQIlXMFiSY&ebc=ANyPxKrKcva9uZtF2Z4pAQ0LkOJbZ301LG58zYW_kAzHIt1yNr-KnL8wwuefs4-6v6JNsVTXIsM4IU2JR9f3CI1puCI-u2ultg
https://www.youtube.com/watch?v=MtYA8FVxIDQ&ebc=ANyPxKom_H33LtJnQGX96Pbgii5oG3SoMTih7A_0h5oP0zxNT6BqLAQnbXnizcmIWm7gAj5IXCGMeNqC6M-c0-NP-fHHJpnVlA


福島県農家は人殺しってヘイトだから規制しましょう」ってや

つは俺の知る限り一人もいないよ。そう言ったら「悪いのは原

発と東電だ。福島県差別なんて小学生のいいそうな単語を使

うな」と運動家が堂々と言ってた。つまりそういうことだ。

ShounanTK @shounantk · 3月22日 
TOKIOが2年越しで作った
福島産の最高級小麦を使った

ラーメン

「福島産の小麦かよ人殺し」と

ツイート→炎上→謝罪した藤岡真

過去にも福島の農家の方々の

復興への想いを踏みにじる発言多数

反原発派は

福島の復興の最大の障害

「復興が可能だ」という妄想を…

抱いたまま、安らかに、瞑れ…

https://www.youtube.com/watch?
v=7AlsFOgCLPw&ebc=ANyPxKquNk7DsFc-YoSZZMT6O37Ai-
P8kL3Y6tRQN2F3NJnEc8n2eVEWDPKGyrYtdpx9Bbg3NlAL7vGywpDYr8kHyQj5LphblQ
ヒルクライム - 想送歌（写真 teaser） 

（「過ちは」、二度も三度も、繰り返されつつあるけどな…ッ★）

徳さん 米軍基地NO！辺野古を守れ @tokudasu · 23分23分前 
動かすことを前提としている原子力寄生委員会、あ間違えた原

子力規制しないでいいんかい。

原子力村の壮大なおもちゃ、もはやギャグの世界。端的に言

うと、狂ってます。

⇒原発事故シミュレーター完成　中央制御室を再現し訓練へ：

朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASJ3R53J9J3RULBJ00Q.html …

NHKニュース@nhk_news · 4時間4時間前 
原発事故対応を訓練 プラントシミュレーター公開
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160324/k10010454101000.html
… #nhk_news

エリック ・C @x__ok · 8時間8時間前 
ベルギーはテロに原発が狙われる危機を感じている。日本も原

発を持っているという事は自衛力を極端に落としているし、オ

ウンゴールをしやすくしている様なものだと悟るべき。

　http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10632.html …

…「原発破壊テロリスト技術養成講座」…？
…（〜〜＃）…★

https://www.youtube.com/watch?
v=gcOVk0CM9us&ebc=ANyPxKrvbSTFV7WY-

https://www.youtube.com/watch?v=7AlsFOgCLPw&ebc=ANyPxKquNk7DsFc-YoSZZMT6O37Ai-P8kL3Y6tRQN2F3NJnEc8n2eVEWDPKGyrYtdpx9Bbg3NlAL7vGywpDYr8kHyQj5LphblQ
http://www.asahi.com/articles/ASJ3R53J9J3RULBJ00Q.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160324/k10010454101000.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10632.html
https://www.youtube.com/watch?v=gcOVk0CM9us&ebc=ANyPxKrvbSTFV7WY-l6SK7LzBmvBGnz1b_4eoPSvF5EEDIAGGHuGsIM_Nh8Pt_MES9WCJHo1TIESwgTo9e4B5LwvjnO1GTMCVA


v=gcOVk0CM9us&ebc=ANyPxKrvbSTFV7WY-
l6SK7LzBmvBGnz1b_4eoPSvF5EEDIAGGHuGsIM_Nh8Pt_MES9WCJHo1TIESwgTo9e4B5LwvjnO1GTMCVA
ヒルクライム / もうバイバイ 

アマちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
【国会】民主・有田議員が激怒！「日本の警察は国際的に疑わ

れている！差別主義者のデモを守り、差別主義者が暴力を振る

っても逮捕しない」 
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/14636健康法.jp/archives/14636
日本国警察庁は、自民党専属守護組織だ！

じてんしゃのみせ　道[タオ] @jitenshatao · 9 時間9 時間前 
2003年、講演のために日本を訪れた時、泊原発を見学しました
。担当者は「日本の原発は大地震が来ても絶対に安全です」と

胸を張りました。チェルノブイリ事故は怠惰なソ連体制下で起

きたもので日本ではあり得ないと。

—スベトラーナ・アレクシェービッチ 作家
#nonukes

しろくま @hontounokotoga_ · 9時間9時間前 
過去５００年間に観測された、震度６弱から震度７（現在の震

度階級で）の分布図

これを見ても、日本の原発がまだ安全であると思われますか？

３．１１でМ９．０が起こったことを考えると１千年に一度の活
動期に入っているかもしれない、それでも？ 
https://pbs.twimg.com/media/CePfHkqVAAAGGuH.jpg

N Nakasato & bot @nkstnbkz · 10時間10時間前 
訓練です。これは訓練です。大震災、大火災、大水害、火山大

爆発、戦争、原発大事故・・・なんでもいいですが、今、あな

たは自宅に抗てんかん薬をとりに行けない状態。１週間続きそ

うでも大丈夫？　薬の名前と用法用量を暗記してます？　東日

本大震災ではコレが運命をわけました。

アマちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
"Fibrodysplasia
アベノミクスとは

国民の血税を自分の身内の企業に

横流し（横領）する政策のことを言う。

例えば外遊で

インド2千億円
ミャンマー2兆3千億円
バングラデシュ1200億円
ウクライナ1500億円を
ODA絡みでばらまく約束
全部大企業に流れる"

アマちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
2014年8月11日 
武器庁．．防衛装備庁を新設へ

職員の数は１８００人程度

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/bb40c2d8ef098a7b9543e6b9a25c436a
…
”戦車”も「装備」

http://???.jp/archives/14636
https://pbs.twimg.com/media/CePfHkqVAAAGGuH.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/bb40c2d8ef098a7b9543e6b9a25c436a


つまり戦争するための道具一式

2009年より導入開始の
ロケット弾(実物の画像） 

金子勝 @masaru_kaneko · 3月22日 
【原子力規制委は寄生虫？】福島原発事故は日本の科学技術の

水準低下を象徴する出来事だったが、原子力規制委の非科学的

で政治的姿勢は、その復活に絶望を感じさせる。審査後に免震

重要棟なしでもOK、経営の苦しい電力会社の審査を優先し、４
０年超の原発から動かすのに夢中で、福島は放置で無責任。

https://www.youtube.com/watch?v=_WVn18mbArQ
INFINITY 16 - Dream Believer　〜星に願いを〜 

Eiji Sakai @elm200 · 2時間2時間前 
日本政府は IT の本質を理解していないために、ITによって変わ
っていく社会を前提とした政策を立案できないように見える。

新幹線は、ビデオ会議によって時代遅れになる。原発や水素社

会は、インターネットと蓄電池を活用したスマートグリッド

によって陳腐化する。

https://www.youtube.com/watch?v=g5o-
1qG0fpo&ebc=ANyPxKrw6ziE_KvM0pyfnNPeZehSqBVAuYltqvjc2sImLmlg1itJmMAc-
qPn7cI_hMNDz2vxkBh0kIqZJocvZF1qQedVj-q3xA
9.25 / 　強 (DONAIYA 大阪）

https://www.youtube.com/watch?
v=hua2VjwG55A&ebc=ANyPxKqnwF5MdzhyO93F_OLjdYNET-
LJMrqT0lI1zJRNPyWM6r5H8txKqwcpglcyOUNSjQfx5yD_k9Iv0F8RnUSwFgVknpjnIA
Hilcrhyme 「デタミネーション」

https://www.youtube.com/watch?
v=Cd5efjlQIdI&ebc=ANyPxKoPFukUiiXWwFYJstALkMB7GEX4nm8ohad5BG8Vycgbq0iV6-
aAVKgME0w6Ai-xVUzpebBNM0egSg2jgObvp77nuVdEQA
TOC / World View feat.TwiGy 

neko-aiiがリツイート 
クレア・アンジェラ @kurararan · 10時間10時間前 
首都圏の皆さんの周りで、突然引っ越してしまう人、増えてい

ませんか？

たぶん誰にも言わないで引っ越す人、多くなってきていると思

いますよ。

今日も関東圏のお客さんで、そういう人が３人いましたよ。。

偶然の会話でそういう話になりました。。移住組み確実に増え

てますね。

https://www.youtube.com/watch?v=C0nv7EDsqFo
ET-KING 喝采 

https://www.youtube.com/watch?v=_WVn18mbArQ
https://www.youtube.com/watch?v=g5o-1qG0fpo&ebc=ANyPxKrw6ziE_KvM0pyfnNPeZehSqBVAuYltqvjc2sImLmlg1itJmMAc-qPn7cI_hMNDz2vxkBh0kIqZJocvZF1qQedVj-q3xA
https://www.youtube.com/watch?v=hua2VjwG55A&ebc=ANyPxKqnwF5MdzhyO93F_OLjdYNET-LJMrqT0lI1zJRNPyWM6r5H8txKqwcpglcyOUNSjQfx5yD_k9Iv0F8RnUSwFgVknpjnIA
https://www.youtube.com/watch?v=Cd5efjlQIdI&ebc=ANyPxKoPFukUiiXWwFYJstALkMB7GEX4nm8ohad5BG8Vycgbq0iV6-aAVKgME0w6Ai-xVUzpebBNM0egSg2jgObvp77nuVdEQA
https://www.youtube.com/watch?v=C0nv7EDsqFo


https://www.youtube.com/watch?
v=soArZMm7mL4&ebc=ANyPxKqQoT_2e_jwV8koymmuPKFsbb7hyQVA5xCQl82siqkheZGR2uVZpMDQ_4L-
e-lxG4N0tgr1zKpabNXWHDUoF9Ya3BhSOA
仰木の里の詩 ET-KING TENN 

https://www.youtube.com/watch?
v=3gVO3TI6NB8&ebc=ANyPxKoDbPCWbrcbzQEHvR9pV8V6ohcd7idvrdf_a15wJz4DpTcu4ZL5xJeQM4xQ3-
Fi_aACbUclNhvBQtQIJwsYp6bvFJrSug
ヒルクライム - ルーズリーフ

https://www.youtube.com/watch?v=6lli1ru9pDE
Hilcrhyme エール

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月24日11:14
　

…晴れた…☆彡

ｗ（＾＾；）ｗ

脱・被曝！銭湯！出撃〜っ♪♪

 

https://www.youtube.com/watch?v=soArZMm7mL4&ebc=ANyPxKqQoT_2e_jwV8koymmuPKFsbb7hyQVA5xCQl82siqkheZGR2uVZpMDQ_4L-e-lxG4N0tgr1zKpabNXWHDUoF9Ya3BhSOA
https://www.youtube.com/watch?v=3gVO3TI6NB8&ebc=ANyPxKoDbPCWbrcbzQEHvR9pV8V6ohcd7idvrdf_a15wJz4DpTcu4ZL5xJeQM4xQ3-Fi_aACbUclNhvBQtQIJwsYp6bvFJrSug
https://www.youtube.com/watch?v=6lli1ru9pDE
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月24日）　狼さん（ペナルティ周回増量）仮説…(・ω・;)(;・ω・)

http://85358.diarynote.jp/201603241229303123/

個人的_超驚愕(‾○‾;)。
2016年3月24日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

 
清峰鋭クン

実はまさかの

狼さん（ペナルティ周回増量）

仮説…(・ω・;)(;・ω・)

…そおいえば、
「本来ありえないはずの

　特殊な器」シリーズだ。なぁ…！(‾○‾;)！…

（ぃや全く！思いつきませんでした…(・ω・;)(;・ω・)…）

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月24日12:40
　

それにつけても本来「乗り鉄」の私を来る度に不愉快にさせるＪＲ白石駅って…(-"-;)…

なんか憑いてんじゃないのか？

事故死させられたお嬢さんか？

http://85358.diarynote.jp/201603241229303123/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201603241229303123/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160324/85358_201603241229303123_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


はたまた、旧国鉄労組の、退職強要ノイローゼ自殺とか、輩出してんのか…？(-"-;)？…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月24日12:50
　

曇っているのに異様に強い紫外線だか電磁波放射線だか。

(∋_∈)

わかった、白石駅、千歳空港線からの乗り換え客で、

通路の線量が高い…(-"-;)…
 
 

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


（３月24日）　これの脳内送信だけはヤメテ〜★

http://85358.diarynote.jp/201603242226229636/

旅客転落／線路内立入／人身事故／人身事故／

人身事故／線路内立入…
2016年3月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=bt-Q3M4vIQ8
エッグムーン - 谷山浩子
　

あらためまして、おばんです。

２２：３７。

前項コメント後、１時間半ほど爆睡して、一度起きてコーヒー飲んでから

ツボ押し二度寝（＾＾；）して、起きてまたコーヒー飲んで、

夜食の土鍋ご飯炊いて室内干しの洗濯物ひっくり返して…たら、この時間。

札幌はプラス２℃。無風。雲が多めの晴天。

画像は１８時頃に白石の卸売スーパー脇の高速道路の真上に出現した

みごとに真っ黄色すぎる不吉さ満開の満月…（＾＾；）

…の、はずなんですが、もののみごとな「夜景の逆光」で、なんだか判らない丸に…★

ところでお願いです。（＾＾；）

 
これの脳内送信だけはヤメテ〜★

https://www.youtube.com/watch?v=fke6lQEBcIw
意味なしアリス 歌詞有

せっかくりすがお風呂でのんびりユダっていたのにぃ…☆ｗｗｗ

返歌ッ☆

https://www.youtube.com/watch?v=qwiOb_qbhNQ
寒い夜に・・・ 
（「真夜中の太陽」）

…さて。情報チェックだけしてから寝なおします〜☆

…の、前に…！
！（＾＾；）！思い出した！

答え合わせ〜☆

http://85358.diarynote.jp/201603221408183209/
「フミモミ…(^-^)g」

http://85358.diarynote.jp/201603242226229636/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603242226229636/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160324/85358_201603242226229636_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bt-Q3M4vIQ8
https://www.youtube.com/watch?v=fke6lQEBcIw
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合ってました…（＾＾；）…☆彡
http://manapedia.jp/text/1926
十訓抄『大江山』

…でも小野小町だっけ？とか思ってたあたり、半分はずれ〜ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=-_kobnj3IjE
谷山浩子：LADY DAISY 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

12:00 0.038 0.037 0.037 6 
13:00 0.038 0.036 0.037 6 
14:00 0.038 0.037 0.038 6 
15:00 0.038 0.038 0.038 6 
16:00 0.040 0.038 0.039 6 
17:00 0.039 0.038 0.039 6 
18:00 0.039 0.037 0.038 6 
19:00 0.038 0.037 0.038 6 
20:00 0.038 0.038 0.038 6 
21:00 0.039 0.038 0.038 6 
22:00

https://www.youtube.com/watch?
v=K8IxNik9xj4&ebc=ANyPxKoGZYum4vPI3_84pVJGWq4jYm9chYLBuKgSLPldfliVf6iZe4NLCs8hwaEzGAkZsyDeEPW4rc-
jn7CB4jgCASFJNWng-w
風になれ - みどりのために 

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 根室市 
【M4.7】根室半島沖 深さ98.7km 2016/03/24 16:57:38
(G)http://j.mp/1MDMl7S (アニメ)http://j.mp/21ImG4W

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.1】根室半島沖 深さ66.9km 2016/03/24 09:54:37
(G)http://j.mp/1UHWlou (アニメ)http://j.mp/22GL9tO

宇宙天気ニュース @swnews · 14時間14時間前 
[記事] 太陽風はやや高速になっています。太陽は穏やかです。 http://swnews.jp
#swnews

https://www.youtube.com/watch?v=KqpODzRfRCM
月と恋人 - 谷山浩子 

特務機関NERV @UN_NERV · 8 分8 分前 
【中央総武線(各停) 運転再開 2016年3月24日 23:09】
東船橋駅で発生した旅客転落の影響で、御茶ノ水〜千葉駅間の運転を見合わせていま

したが、22:56頃、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

http://manapedia.jp/text/1926
https://www.youtube.com/watch?v=-_kobnj3IjE
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=K8IxNik9xj4&ebc=ANyPxKoGZYum4vPI3_84pVJGWq4jYm9chYLBuKgSLPldfliVf6iZe4NLCs8hwaEzGAkZsyDeEPW4rc-jn7CB4jgCASFJNWng-w
http://j.mp/1MDMl7S
http://j.mp/21ImG4W
http://j.mp/1UHWlou
http://j.mp/22GL9tO
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=KqpODzRfRCM


特務機関NERV @UN_NERV · 12分12分前 
【総武線(快速)[東京〜千葉] 運転再開 2016年3月24日 23:09】
中央総武線(各停)内で発生した旅客転落の影響で、運転を見合わせていましたが、
22:56頃、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【東急東横線 運転再開 2016年3月24日 19:35】
田園調布〜多摩川駅間で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていまし

たが、19:30現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【東急目黒線 運転再開 2016年3月24日 19:35】
田園調布〜多摩川駅間で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていまし

たが、19:30現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【京浜東北線 運転再開】
JR東日本によりますと、鶯谷駅で起きた人身事故の影響で京浜東北線は全線で運転を
見合わせていましたが、午後6時27分運転を再開しました。
http://nerv.link/oiX9qY

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【山手線は運転再開 京浜東北線は運転見合わせ続く】（続き）
山手線も一時運転を見合わせましたが、内回り、外回りともに全線で運転を再開しま

した。

（2016年3月24日 17:29 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【東急田園都市線 運転を再開】
東急田園都市線は、横浜市の田奈駅で起きた人身事故の影響で長津田駅とあざみ野駅

の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後4時半に運転を再開しました。
http://nerv.link/LBZN8Q

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【千葉都市モノレール線 運転再開 2016年3月24日 8:05】
千城台北駅で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、08:00現在、
運転を再開しています。なお、列車に遅れや運休が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【山手線 運転再開 2016年3月24日 7:25】
上野駅付近で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、07:15現在
、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【京浜東北根岸線 運転再開 2016年3月24日 7:25】
上野駅付近で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、07:15現在
、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【上野東京ライン 運転再開 2016年3月24日 7:25】

http://nerv.link/oiX9qY
http://nerv.link/LBZN8Q


上野駅付近で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、07:15現在
、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【高崎線 運転再開 2016年3月24日 7:23】
上野〜尾久駅間で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、07:15
現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【宇都宮線[上野〜宇都宮] 運転再開 2016年3月24日 7:23】
上野〜尾久駅間で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、07:15
現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

https://www.youtube.com/watch?v=M0XoetETUKA
Rolling Down - 谷山浩子 [転載] 

junkoがリツイート 
Nob @Nob_hsj · 15時間15時間前 
２０１６年３月２３日分ツイート１日分抽出

http://tadachini.sblo.jp/ 
急病人、停止ボタン・緊急停車、車内点検・車両点検を抽出しました。

急病人180、停止ボタン・緊急停車136、点検79ツイート位（概算）。

https://www.youtube.com/watch?v=PPoSBWo4Wbk
電波塔の少年 

肉球新党「猫の生活が第一」さんへの返信 
肉球新党「猫の生活が第一」 @cat_pad299 · 5時間5時間前 
本日3月24日、肉球新党の党員が2,100人(匹)を超えました(2,000は3/7)。「猫が幸せに
暮らせる社会は、人にも優しい」を実現するために、平和憲法を守り、すべての武器

を肉球に！原発廃炉！すべての党員とともに肉球新党は歩み続けますにゃ。

　@cat_pad299

https://www.youtube.com/watch?v=e3tyFhO-
5c4&ebc=ANyPxKrT_p8EXfOlVAVMHNRWHLWrRqdLsmC6tl8vC76kwUHbgDSv0dREfRk8l9btxL99_n0D5_GfFL54dWQAKsALKQ7-
KhT4IQ
谷山浩子／猫のみた夢

https://www.youtube.com/watch?v=99ZT2e5OTsM
深夜便のうた 同じ月をみてる 谷山浩子さん

https://www.youtube.com/watch?v=n-
wKPJyXB9Q&ebc=ANyPxKqnPvany1DQlIyNFcxyAiFjaJ93ihiH3Ig7VgHZ6ISCqdrpAEbYqKkCy7u-
tzCGYJCP-QUJLS26MpoB4rzJtUyOjVWNlQ
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https://www.youtube.com/watch?v=n-wKPJyXB9Q&ebc=ANyPxKqnPvany1DQlIyNFcxyAiFjaJ93ihiH3Ig7VgHZ6ISCqdrpAEbYqKkCy7u-tzCGYJCP-QUJLS26MpoB4rzJtUyOjVWNlQ


「イーハトーヴの魔法の歌」　谷山浩子

 
     
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月25日1:23
Nob @Nob_hsj · 3月19日 

RT
中央線緊急停車なう(´・ω・｀)荻窪なう。
12:25
中央線が中野駅付近で緊急停車した

12:25
しんずく！！目の前なのに！！緊急停車！！！くっっっっっっっっっそ！

12:25
高崎線を噂していたら、自分の乗っている埼京線が緊急停車するなど。

12:25
一斉停車。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月25日1:24
Nob @Nob_hsj · 3月19日 

RT
メトロ上野駅にて男性悪態をつく、それだけでは飽き足らず立ち去った相手の肩口にカラダをぶ

つける。その瞬間に持っていたスマホ落とす。相手はスマホを線路側に蹴る。スマホを蹴られた

男性線路内立ち入り。緊急停止、メトロ社員総出で集まる。今夜の出来事。

23:53

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月25日1:25
Nob @Nob_hsj · 3月15日 

RT
毎日車内急病人が発生で遅延しちょるなー。

昨日は朝3回起きたけど、今日はまだ1回でよかった( ¯ω¯ )
9:10 - 2016年3月15日
毎日当たり前で、回数減ってよかったとか…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月25日1:27
Nob @Nob_hsj · 3月14日 

http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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RT
電車の緊急停車で社内の人間ふらふら転びそうに他人に突っ込んでんのな。

お前らスマホや新聞広げてないで、つり革持ってろよ。

7:54 - 2016年3月14日
首都圏の電車は掴まって乗らなければもうムリ。いつ緊急停車するか分からない状態。

Nob @Nob_hsj · 3月14日 
RT
おいー蕨駅緊急停止ボタンおすなよーおじさん転がってきてボーリングかよ

7:49 - 2016年3月14日
 



（３月24日）　おやすみ。（＾＾）

http://85358.diarynote.jp/201603250100301153/

【横須賀基地】急病人／子宮頸がんワクチンの成分はペットの

去勢・不妊に使われてきた毒物／原発事故で休館の入浴施設再開

飯舘村／日本はもうダメです／最悪だけど報道しない。

2016年3月24日コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=IFvAT0ycjH0&ebc=ANyPxKqxkKIH7VXh_G0cw3T-
P1ZCu4RFNXnLjwebfwVGZ_tD-
M9kz9IOlnbNq7_ILGUNMnM5LIWywFmPTcpe22rkeADD9DMl9A
谷山まもるくん の 「浩子さん」（少し違 

Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 6 時間6 時間前 
500℃の火砕流に20mの厚さで埋れた場合を想定してみて下さい。
原発事故シミュレーター完成　中央制御室を再現し訓練へ：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASJ3R53J9J3RULBJ00Q.html …

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 8時間8時間前 
【チェルノブイリ事故３０年 巨大構造物を公開】
旧ソビエトのチェルノブイリ原子力発電所の事故から来月２６日で３０年になるのを

前に、今も建設が進められている、爆発した原子炉の建屋を覆うアーチ型の構造物が

報道陣に公開されました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160324/k10010454171000.html …

https://www.youtube.com/watch?
v=Tz6PkOa_zbw&ebc=ANyPxKpTheLesM3v3tWkr2KuMpwi7k5Muydgtc7S6XqpzeEtmJ1x_sqY46ZPxoK-
YJUP6iqWxKwaqFbGGdG8S1ITEHzPxH1dXQ
三日月の女神 

LN BB-45 @BB45_Colorado · 48分48分前 
原子力発電所への攻撃では、べつに原子炉本体を破壊する必要はない。最終ヒートシ

ンクと非常用冷却系を稼働不能にし、12時間、対応不能にすれば良い。第二世代原子
炉は、それだけで炉心溶融して爆発する。

日本の場合、浜岡発電と福井の原発銀座のどちらかを襲えば列島分断か、首都崩壊と

なる。

LN BB-45 @BB45_Colorado · 1時間1時間前 
まぁ、俺がテロリストだったら、真っ先に新幹線・東名・名神自動車道の橋梁・隧道

、本四、関門連絡橋・トンネル、原子力発電所を狙うよなぁ。

その中で絶大な効果を望めるのが原子力発電所。

風花��666,684分の1 @kazahana_aozora · 1時間1時間前 
報ステ

ベルギーテロは、原発も標的にしていた。 
https://pbs.twimg.com/media/CeUMUABUUAAiCQT.jpg

数学 Ｍ @rappresagliamth · 2時間2時間前 
地下鉄、新幹線、原発…。日本はどこも危険だ
「テロとの戦い」の一言ですべてが許されると思っている安倍。この「思考停止」の

行き着く先は間違いなく破滅だ。安倍が拳を振り上げれば振り上げるほど、パリやベ

ルギーで起きたテロが、日本でも起きる可能性が現実味を帯びてくる(日刊ゲンダイ)

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
放射能兵器

「放射能汚染を利用した殺人兵器」

汚い爆弾『ダーティボム』と言われてる兵器。「細菌兵器」なんかよりも強烈な効果

があるみたいね。かと言って、地球が全滅するような「核兵器」ほどではないので「

その地域の人だけを殺害する兵器」

https://pbs.twimg.com/media/CeTweA4UMAACGvD.jpg

deepthroat @gloomynews · 6時間6時間前 
（東京新聞・過去記事）「ドール原発はオランダとの国境からわずか数キロ。ティア

ンジュ原発はドイツ、ルクセンブルクとの国境から六十〜七十キロに位置する。重大

事故が起きれば「問題は国境でとどまらない」と三国の議員や高官らは強調する」

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201601/CK2016011002000116.html …

岡野八代さんへの返信 
摩弓☆緊急事態条項断固阻止 @makyu009 · 10時間10時間前 
@yot07814 @knakano1970 11年3/13東海第二のベントと福一メルトダウンのW被曝で
ガイガーが毎時2μSvを表示、緊急避難した原発マフィアのお膝元ですが遂に本決まり
！中野先生、お待ちしています嬉しいです

…こいつら実は
「放射線量の高い公開ガス室」に

「自称ダツゲンパツハを集めて遅行性公開処刑ｗ」してる。

（エートス別動隊）だよな…？
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neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
子宮頸がんワクチン「サーバリックス」内の

アジュバントという成分は、

ペットの去勢・不妊のために使われてきた毒物

◎ノバルティスのワクチンに 毒性物質
　“MF-59 アジュバント”「特許名：Adguvant MF-59」
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8242594f980edaf77a5eb113b4d05cf0 …

https://www.youtube.com/watch?v=_QtFbTkCCCc
みんなのうた：まっくら森の歌ロングバージョン sm440033 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23分23分前 
汚染水漏れ。

セシウムのガンマ線が、1リットルあたり38万ベクレル。ストロンチウム、トリチウム
のベータ線が48万ベクレル。死の汚染水
これが合計5.3トン漏れた。1リットルあたりなので総量5.3トンの場合の「ベクレル
」は、電卓で。 
https://pbs.twimg.com/media/CeUURYzUYAIxZyQ.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 41分41分前 
これだ。まったく報道しないね

報道がアンダーコントロールされてるかも。

「ガンマ線＋ベータ線の高濃度汚染水が5.3トン漏れてた。悪いね。気を付けてね。」
なんて最悪だけど、報道はしない

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/651698910394630144 … 
https://pbs.twimg.com/media/CeUQPBRVAAEvmHQ.jpg

neko-aii @neko_aii · 56分56分前 
"mametsubu39　2012年8月
いわきで、放射能を

全く気にしない生活をしていた人が

尿検査をしたら500Ｂｑ/ｋｇもでた。
その結果を見た人達は

「牛の基準値と一緒だ」と笑っていた。

言葉を失ってしまった…。

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
(琉球大学 名誉教授 矢ヶ崎 克馬教授)
子供の甲状腺被曝の場合

『 尿中に１Bq/リットルの
放射性セシウムがあれば 』
単純計算では 
『 100mSv に迫る甲状腺被曝量がある 』

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
"tokaiama
NHKがイカ食えと番組
国内産、太平洋岸のイカを推奨してる。

太平洋産の海産物は

ほぼストロンチウム汚染されてる

可能性が強い。

人工放射能は必ず生物濃縮される。

もう太平洋岸海産物を食べてはいけない"

https://www.youtube.com/watch?
v=FYGsrNesnDw&ebc=ANyPxKrT_p8EXfOlVAVMHNRWHLWrRqdLsmC6tl8vC76kwUHbgDSv0dREfRk8l9btxL99_n0D5_GfFL54dWQAKsALKQ7-
KhT4IQ
素晴らしき紅マグロの世界

NHKニュース @nhk_news · 1時間1時間前 
原発事故で休館の入浴施設が再開 福島・飯舘村
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160324/k10010455121000.html … #nhk_news

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
千葉県松戸市、高汚染区域。

チェルノブイリだと移住の権利が認められる

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/cb69df7cc15458fc45c579fa69d1d353 …
■高汚染区域；１８万５千ベクレル/㎡〜；第３；移住の権利が認められる
・東京都江戸川区臨海町；２４００４５ベクレル

・千葉県松戸市紙敷；４５５８４５ベクレル

yoyo@naha @orange519827 · 2時間2時間前 
豪州のマカデミアナッツもタイのドライマンゴーもNZのヨーグルトも検出されてる
とは・・核実験や隣国の原発の影響だろうけど人工放射能フリーな地域が地球上にど

れだけ残ってるのだろうか。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"chatran6 2012年8月
ウランがこんなに出てたらセシウムだけ測ってもしょうがない 
http://securitytokyo.com/data/maiwashi1.html … (リンク切れ）
マイワシ（千葉県産）

　ウラン238の娘核種
　　Th-234→10Bq
　　Pa-234m→23Bq

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
チェルノブイリの検問所で、止められる車の汚染は（0.35μSv/h）ぐらい。タイヤとか
車のバンパー付近の線量。これ以上の線量だと検問所から出られない。

その場合、タイヤの水洗いして、放射性物質を洗い流してからじゃないと出られない

。チェルノブイリでは、今も厳重な管理をしてる。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
タイヤ＝ゴム

これらは「放射性物質が付着しやすい。他の地域へ拡散する」

なので放射能汚染された地域に侵入した自動車は厳重にタイヤの検査が行われる。３

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8242594f980edaf77a5eb113b4d05cf0
https://www.youtube.com/watch?v=_QtFbTkCCCc
https://pbs.twimg.com/media/CeUURYzUYAIxZyQ.jpg
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/651698910394630144
https://pbs.twimg.com/media/CeUQPBRVAAEvmHQ.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FYGsrNesnDw&ebc=ANyPxKrT_p8EXfOlVAVMHNRWHLWrRqdLsmC6tl8vC76kwUHbgDSv0dREfRk8l9btxL99_n0D5_GfFL54dWQAKsALKQ7-KhT4IQ
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160324/k10010455121000.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/cb69df7cc15458fc45c579fa69d1d353
http://securitytokyo.com/data/maiwashi1.html


０年も経過した今も「タイヤの検査」が行われてる。日本は何もやってない。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/651698910394630144

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
また福島原発で、昨日、高濃度の汚染水（ガンマ線＋ベータ線）が、数億ベクレル

級で、漏れてるみたいだけど、ラジオですら、報道しないなぁ。と呆れる。今日の報

道は、乙武だけ。

報道も「アンダーコントロール」されてる

おしどりケン @oshidori_ken · 5時間5時間前 
会見終了。

今日も出ましたまさかの回答。

今まではきちんと公表されていた情報なのに

「漏えい箇所での空間線量、作業員の方の被ばく線量限度の公表はケースバイケース

かな」だってさ。 https://www.instagram.com/p/BDVP84KG0zN/

木野龍逸 (Ryuichi KINO) @kinoryuichi · 6時間6時間前 
【東電会見】しかしまあ、１ＬあたりＣｓ１３７が３２万ベクレル、全ベータが４８

万ベクレルの汚染水が、建屋内とはいえ系統外に漏れたのに、現場の空間施療、作業

員の被ばく状況、作業の計画線量の情報を何も出さないというのは、東電が高飛車情

報公開姿勢に戻ってるとしか思えない。ひどい。

toriiyoshiki @toriiyoshiki · 6時間6時間前 
きょうは放射線防護学者・安斎育郎さんら「福島プロジェクト」の飯舘村での線量調

査に同行した。驚いたのは、比曽地区のあるお宅で、除染が終わっているにも拘らず

かなり高い線量を計測したこと。家の前正面では0.8μSv/hの空間線量だが、数歩歩くと
１μSvを超える。家の裏側では２μSv。

桑ちゃん @namiekuwabara · 9時間9時間前 
原子力発電所で働く時は18歳以上の健康な方で「放射線管理防護教育」を受講し試験
で合格したものが入域して働ける。その教育内容は「飲み食い禁止」など厳しく指導

されていたのに、一般大衆に管理区域で飲み食いどころか作物作らせてる。キチ

ガイ？ 
https://pbs.twimg.com/media/CeSnW67UAAA1VUa.jpg

neko-aii @neko_aii · 16時間16時間前 
２０１７年３月から

避難指示区域解除を予定の飯舘村

トウモロコシ畑

７９００Ｂ /ｋｇ
→約５１万Ｂｑ/平方メートル
→毎時１．５μＳｖ

http://yukan-news.ameba.jp/20160321-8/ 
チェルノブイリ原発事故では

５５万５千Ｂｑ/平方メートル超は
「強制移住」の対象となった。

https://www.youtube.com/watch?v=btv_0mZ_p0c&ebc=ANyPxKpLjgHX8Kctib2Mck4U_-
QIeV52jWxvdS9Djz-Wfxvz1sstwds2F-cc0MT-NcFcROTCqkhr0TVRpc3HyAoh5gzVjjJrWg
谷山浩子　不眠の力 

鈴木　悠平 @yuu_yuu_to · 4時間4時間前 
反原発派「ねぇねぇwwwフクシマに住んでてどう？可哀想だねぇwww親御さんに避難
させてもらえないの？www死ぬの？甲状腺癌で死ぬよね？ほーらフクシマの子供たち
ーwww！お葬式してあげるねwww東電が悪い！www原発が悪い！www声をあげろフ
クシマ！www」
福島県民「(死ねよ)」

鈴木　悠平 @yuu_yuu_to · 4時間4時間前 
反原発派「びょ！う！き！びょ！う！き！フックシマ！フックシマ！みんな死ぬっ！

」

福島県民「いいかげんにしてくれ・・」

反原発派「フクシマのものは毒物。フクシマ県民は毒を作ってる。」

福島県民「なんで俺らがこんなこといわれなきゃならない・・」 
反原発派「東電が悪いwww」

鈴木　悠平 @yuu_yuu_to · 4時間4時間前 
反原発派「ほーら！東電が悪いからお前らフクシマ県民は病気になった！お前らは病

気だ！子供も死ぬ！東電が悪い！原発が悪い！」

福島県民「いいかげんにしてくれ！俺たちを利用しないでくれ！」

反原発派「は？東電が悪いんだけど？なんで俺らが怒られなきゃいけないわけ？死ね

よフクシマ」

ＨＡＮＡ 2015@yui090801 · 6時間6時間前 
福島市に生まれ

原発から３８ＫＭに嫁ぎ

何も知らないままに

見捨てられた人間として

決して許せない

なんで休止する

逃げる

無責任すぎる

私達は生きているんだ

福島に生きて行くんだ・・・

#拡散希望

田井中雅人/Masato Tainakaさんへの返信 
タクラミックス @takuramix · 13時間13時間前 
5年もの間、原発事故をネタにした歪曲報道の降り注ぐ下に生活をしていた事実を大衆
は忘れてはいませんよ。 被災者たちは歪曲報道により、理不尽なかたちで恐怖を煽
られ、差別もされ、心に傷がつき、無理な避難や風評被害で生活にも傷を残すこと

になってしまいました。 　@tainaka_m 

junkoがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 13時間13時間前 
「風評被害も収まってきたので、今後は消費者の信頼をさらに高められるように生産

を続けたい」

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/651698910394630144
https://www.instagram.com/p/BDVP84KG0zN/
https://pbs.twimg.com/media/CeSnW67UAAA1VUa.jpg
http://yukan-news.ameba.jp/20160321-8/
https://www.youtube.com/watch?v=btv_0mZ_p0c&ebc=ANyPxKpLjgHX8Kctib2Mck4U_-QIeV52jWxvdS9Djz-Wfxvz1sstwds2F-cc0MT-NcFcROTCqkhr0TVRpc3HyAoh5gzVjjJrWg


しいたけの菌 植え付け作業が盛ん 群馬・富岡 | NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160323/k10010453361000.html …

https://www.youtube.com/watch?v=enGxbE938C4
王国 谷山浩子 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
今日、ものすごいショックな話を電話で聞いた。先週、お通夜に行ったんだけど。仕

事関係の後輩で、そいつからの話。奥さんは年下の34才、子供が、6才と8才の2人。
「女房がくも膜下出血で、突然、死んだけど、あいつ、原発事故後の放射能汚染の事

を何も気にしてなかったです」と、言ったこと。

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
福島の癌化のスピードはチェルノブイリの5倍。尋常でない。
”甲状腺癌、白血病の報告が次々と届いている”　2012年8月
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c1b246f7df066f7b64a47b5474b8abe8 …
FRCSRJP
避難を呼びかけてください。

死亡は子供も含み、甲状腺癌

白血球に問題ありの報告、増加の一方です

AKIRA 2024がリツイート 
Golgo Kabukiti @Golgo_kabukiti · 2時間2時間前 
食べて応援派？漫画家の藤原さやかさんが癌で永眠！「放射脳の無知っぷりは恥ずか

しい」等と過去に発言も！ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10640.html …

junkoがリツイート 
正造 @etosha0824 · 12時間12時間前 
今年になって急激に視力低下、失明状態で車椅子で受診。前医の眼科や脳外科で異常

がみつからないという。

問診で家族も気がついていない記銘力障害（自分の誕生日が思い出せないなど）も伴

っていた。眼球に異常なく対光反応も正常。中枢性視覚障害、神経内科専門医へ紹介

。緊急で受けてもらった。

AKIRA 2024がリツイート 
ビンゴたろう @sp9bingotarou · 3月23日 
RT @Jenmon_dayo　2016.2.6 今まで散々ラーメン屋で疲れて丼に顔突っ込んで寝て
る人の話して笑をとってたけど、まさか自分がそれやると思わなかった。 
https://pbs.twimg.com/media/CeObqDxUYAE6q8F.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=32yOwbog4S0&ebc=ANyPxKpLjgHX8Kctib2Mck4U_-
QIeV52jWxvdS9Djz-Wfxvz1sstwds2F-cc0MT-NcFcROTCqkhr0TVRpc3HyAoh5gzVjjJrWg
谷山浩子　催眠レインコート

https://www.youtube.com/watch?
v=blVBNDtS_to&ebc=ANyPxKqK_SadKTB4nKaoAEAQ8wwLEUKdFeZqqt097hmTaVIQpi8WTa6MoLtFem0XZe9MI0hpY6qV6XC6IKXAaScsy-
cB7qsLiQ
きみが壊れた 谷山浩子 

北濱幹也 @kitahamamikiya · 32 分32 分前 
放射能は、安全と　言いながらこの　重装備。

https://pbs.twimg.com/media/CeUcWa8UsAEavYa.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
知らない人に言っておいた方が良いですね

「核戦争になったら、数時間で地球は滅亡する」

煽りとは言え、日本は米国の同盟国＝「日本は、なんでも米国の言う事は、黙って聞

きますという国」次期ボス候補が、こんな事を言ってる事を日本はもっと報道した方

が良い。日本は他人事の平和ボケが多いから

芹沢亀吉 @Genbu95 · 2時間2時間前 
原発事故や放射能汚染を懸念する人を狂ったように罵倒してまで福島原発事故を忘れ

ようと必死になっている愚か者どもに冷水を浴びせる意味も込めて『GODZILLA ゴ
ジラ』の一場面を貼ろう。この場面日テレ削除したんだよね。無駄な努力だ。 
https://pbs.twimg.com/media/CeUNrd0UkAEbbW_.jpg

芹沢亀吉 @Genbu95 · 2時間2時間前 
福島の小麦使ってるのは人殺しというツイートをした作家が叩かれているようだ。人

殺しという表現に問題がないとは言わんが美味しんぼの鼻血描写みたいに福島原発事

故や放射能汚染を問題視する描写を狂ったように叩いてる連中の方が遥かにエグい。

そこまでして原発事故を忘れたいか。

おしどり♀マコリーヌ @makomelo · 5時間5時間前 
水俣の闘いで宇井純先生も「市民が専門家になること！」とおっしゃってたよ！

@zansyou　滋賀県に放射能汚染が持ち込まれるのを防ぐために私たち市民ができるこ
と

行政がこれから放射能汚染をどう拡げようとしているのかを私たちは知っているぞ！

知ろうとしているぞ！とアピールすること

junkoがリツイート 
栗本吉章 @yoshy707 · 9時間9時間前 � ,  
@junko_in_sappro 金を払って被爆しまくり被曝病発生でめでたく入院で手術で化学療
法で一年後にはあの世に行ける！日本医療は金が目当てで殺している。

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 11時間11時間前 
「放射能は安全です。安倍晋三」　安倍がどんなに安全を宣言しようが、福島原発は

いまだにこんなオバケのような重装備でなければ立ち入れない。それを映像で見せび

らかしたのである。世界中があらためて大ショックを受けたのは間違いない。　 #原発
https://pbs.twimg.com/media/CeRTZMrUEAAZgP8.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=WlRrMEnKBa4
あやつり人形／谷山浩子

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160323/k10010453361000.html
https://www.youtube.com/watch?v=enGxbE938C4
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c1b246f7df066f7b64a47b5474b8abe8
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10640.html
https://pbs.twimg.com/media/CeObqDxUYAE6q8F.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=32yOwbog4S0&ebc=ANyPxKpLjgHX8Kctib2Mck4U_-QIeV52jWxvdS9Djz-Wfxvz1sstwds2F-cc0MT-NcFcROTCqkhr0TVRpc3HyAoh5gzVjjJrWg
https://www.youtube.com/watch?v=blVBNDtS_to&ebc=ANyPxKqK_SadKTB4nKaoAEAQ8wwLEUKdFeZqqt097hmTaVIQpi8WTa6MoLtFem0XZe9MI0hpY6qV6XC6IKXAaScsy-cB7qsLiQ
https://pbs.twimg.com/media/CeUcWa8UsAEavYa.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CeUNrd0UkAEbbW_.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CeRTZMrUEAAZgP8.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=WlRrMEnKBa4


kojisakamaki @tsakamaki · 28 分28 分前 
#拡散 どっちが本予算かワカラナイ！福島の為に使え！フクイチの為に使え！バラマキ
や軍事関連に使うな！〈一般会計の4倍、400兆円を超える特別会計とは（政治山） -
Yahoo!ニュース 〉http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160324-00010000-
seijiyama-pol … #Yahooニュース
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhBaHR0cDovL2xwdC5jLnlpbWcuanAvYW1kLzIwMTYwMzI0LTAwMDEwMDAwLXNlaWppeWFtYS0wMDAtdmlldy5qcGcUgAoUnAUcFIQGFJQDAAAWABIA&s=S7c8JLHqRrSZs8xzt1I8fXsJjKB7uFMjERR8ALrtWhY

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"ykabasawa 2012年8月
NHKが東電や電力会社を叩かない理由
平成２２年度の財産目録関係資料では

東京電力　１４５億円

中部電力　　６８億円

関西電力　　６５億円

中国電力　　５１億円

東北電力　　４５億円

保有債権の上位５社が

電力会社で占められる"

本間　龍　　ryu.homma @desler · 8時間8時間前 
本間　龍　　ryu.hommaさんがDAYS JAPANをリツイートしました
今号で福島民友が、まるで被害者代表のようにＤＡＹＳ記事を批判していることに

驚愕。民友は４０年以上も原発広告と記事を大量に掲載し、安全神話を県民に流布し

てきた原発事故の「加害者」。被害者面するのは、過去の自社紙面を検証してからに

せよ。 
https://twitter.com/DAYS_JAPAN/status/712559937000333312

AKIRA 2024がリツイート 
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 8時間8時間前 
高速道路を120キロに引き上げる意味がわからん。ただでさえ、突然死や逆走が増えて
るのに。

あの手この手で、死因を分散させる気？

junkoがリツイート 
aki @vanillapancakes · 12時間12時間前 
昔からある救心。動悸息切れに、でおなじみの。

若い人も自律神経の不調で動悸になる、というCMが始まった。
自律神経、便利な言葉だ。

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 12時間12時間前 
反原発でも何でもない、ごくありふれたネットニュースに、白血病の患者の話題が掲

載されるようになっちまった。福島第一は毎日、死の噴煙を巻き上げてるし、政府は

政府で食って応援キャンペーンのフル活動中だし。悪化の一途を辿るだろう。おまけ

に政府は自分達だけは西に逃げるという。卑怯過ぎるだろ

アマちゃんだ @tokaiama · 14時間14時間前 
ヨウ素１３１を他の原発の3000万倍も大気放出していた韓国古里原発
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/23560.html …
日本政府は知らなかったのか？

いや知り抜いていた

だが表に出せない事情があった

玄海原発も莫大な放出をしてたから

http://blog.goo.ne.jp/kmjcp/e/93b088957884693635f5faf568a9d0ed …

北濱幹也 @kitahamamikiya · 15時間15時間前 
★最も高い原発電気を買うのを止めよう！

ロイター通信【どう計算しても原発は高い】

■原発コストが安いというのは将来負担を無視した国家ぐるみの粉飾決算だ。

詳細→http://jp.reuters.com/article/l3n0na1au-interview-yoshihara-
idJPTYEA3H06620140418 …
≪真実はネットにあり！≫

https://www.youtube.com/watch?v=p4Tj4tgNvU4
谷山浩子　卵 

neko-aii @neko_aii · 54 分54 分前 
"tokaiama
キロ100Bq級のセシウム内部被曝を
している方は白内障になりやすく

やがて心不全や

脳梗塞で突然死します。

バンダジェフスキー論文では絶望的な値

ストロンチウムも被曝してるはず。

助かる方法はたった一つ

安全な食生活を得られる地域に

移住することだけ"

AKIRA 2024がリツイート 
ちきん @hibakukihi · 1 時間1 時間前 
出産が増えている気がするんよね。数字確認してない、感覚だけだけど。

危機感を感じて出産してるのか、脳が侵されて性欲が更新してるのか、コンドームが

破れやすいのか。

気のせいかな。

AKIRA 2024がリツイート 
シェフ @sendagiwalker · 8時間8時間前 
気の違った連中が更に放射性物質を全国に拡散させ建築資材にまで混ぜて外部被曝さ

せ続けようとしている。日本国内を離れた方がイイ。日本全国、新築の自宅でさえ被

曝し続けるような環境を着々と作り続けている。日本民族滅亡だな

(＞_＜)ゞ

座健奈夜さんへの返信 
どるぴん @carapowa1 · 11時間11時間前 
@zakennayou 韓国の癌の発症率も凄いしね。知らされてないだけで既に日本も相当の
被害を被っていると思うんだ。風向きがモロだもん。今から移住先を考える方はフク

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160324-00010000-seijiyama-pol
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhBaHR0cDovL2xwdC5jLnlpbWcuanAvYW1kLzIwMTYwMzI0LTAwMDEwMDAwLXNlaWppeWFtYS0wMDAtdmlldy5qcGcUgAoUnAUcFIQGFJQDAAAWABIA&s=S7c8JLHqRrSZs8xzt1I8fXsJjKB7uFMjERR8ALrtWhY
https://twitter.com/DAYS_JAPAN/status/712559937000333312
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/23560.html
http://blog.goo.ne.jp/kmjcp/e/93b088957884693635f5faf568a9d0ed
http://jp.reuters.com/article/l3n0na1au-interview-yoshihara-idJPTYEA3H06620140418
https://www.youtube.com/watch?v=p4Tj4tgNvU4


イチだけじゃなくて他の原発や避難路にも目を向けて欲しい。私的には福岡なら絶対

山の陰になる内陸部。線量も全然違うもん。

https://www.youtube.com/watch?v=MmbYMbSpMAs&ebc=ANyPxKrrT_Kz-
X9Meefd0HK7eKk7L81wY6dcXlt_EKJgutpD_d4mrEW7Ai5_e2tMDOFTmo7KredC-
i0PtMgGbwv27fpwE8clKw
谷山浩子 水玉時間 06 穀物の雨が降る 

Nob @Nob_hsj · 3月20日 
RT
急病人発生！

11:51 - 2016年3月20日
報道陣らしき姿があるが、どこも報道していない。これが日本のマスゴミクオ

リティ。 
https://pbs.twimg.com/media/Cd_rYRVUUAAnsY-.jpg

Nob @Nob_hsj · 3月20日 
RT
横須賀基地。急病人？ 
11:49 - 2016年3月20日 
https://pbs.twimg.com/media/Cd_qfvWUMAAWFfW.jpg

Nob @Nob_hsj · 3月20日 
日本は、もうダメです

http://ameblo.jp/kaito000777/entry-12031605335.html …
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhZaHR0cDovL3N0YXQuYW1lYmEuanAvdXNlcl9pbWFnZXMvMjAxNTA1MjcvMDkva2FpdG8wMDA3NzcvOGMvNmMvai9vMDQyNTA4MjcxMzMxOTI4NDA3NS5qcGcU0gYUvAMcFIQGFJQDAAAWABIA&s=LBN6wJi2nnOwhqAZ1DnBt5JfM3gFq0pe-
j1B8myI9iA

Nob @Nob_hsj · 3月20日 
もう時間がない！

５年後から病気が急増。６年後には循環器系の疾患100%。
https://pbs.twimg.com/media/CZ-mJ2cUcAECGFt.jpg …

https://www.youtube.com/watch?v=_FXTkN_zpsM&ebc=ANyPxKoq5Ny9tdHjukNno5-
dWSsXtXkoxcTsz60fwbH8l8J9v6qqRUX2PswRZisUCUtwqwZYmbsI93yy3FFZ3QNfbuHT8CcLdw
谷山浩子　 ねこの森には帰れない 

https://www.youtube.com/watch?
v=JGJzLwtcxKM&ebc=ANyPxKqHkHTxWDoB7U1xJMmcE0Ax2i4wDB59bk_j0oyKykXCPie9chkFevXSvirBBlAHmCHBZrXzlObjjKtZDRF51AaduNyoSw
会いたくて 谷山浩子 

https://www.youtube.com/watch?v=vBnUvtIsxBI
ここにいるよ - 谷山浩子 

https://www.youtube.com/watch?v=lWe83iXYX3A
谷山浩子　おやすみ

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月25日1:04
　

おやすみ。（＾＾）
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（３月25日）　三連休の３日目。「原稿の日」。

http://85358.diarynote.jp/201603250910174706/

♪ 核心をついてるからすごい ♪
2016年3月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=YsUD23UAEhI
陣内大蔵 - Big Mountain 

おはようございます。

０８：０４。

札幌はプラス３℃。本降りの雪。

三連休の３日目。「原稿の日」。

（＾＾）さて…。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.037 0.038 6 
05:00 0.040 0.037 0.038 6 
06:00

地震マップ @eq_map · 8 時間8 時間前 
【M5.2】VANUATU 136.8km 2016/03/25 00:05:59JST, 2016/03/24 15:05:59UTC
(G)http://j.mp/1S8PLBo (USGS)http://j.mp/1RBmh4R

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 日本 
【M4.8】HOKKAIDO, JAPAN REGION 103.2km 2016/03/24 16:57:38JST, 2016/03/24
07:57:38UTC
(G)http://j.mp/21InCWZ (USGS)http://j.mp/21InCX1

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 
#クライシスカレンダー 03/25【1998年 南極海でM8.0】火山性を除いては南極プレー
ト内で初めて観測された地震として話題に。昭和基地では無感、各国の南極観測基地

にも被害なし。

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 
#クライシスカレンダー 03/25【2002年 アフガニスタン北東部でM6.2】死者約1000人
震源に当たるヒンドゥークシ山脈では大きな地震が度々発生しており、同じ年の3月3
日にもM7.3の地震があった。

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 
#クライシスカレンダー 03/25【2007年 能登半島地震】09:42頃発生 M6.9 死者1人負傷
者356人 家屋損壊約3万棟 石川県輪島市、七尾市、穴水町で震度6強、石川県での震度6
弱以上は観測史上初。震源に近い輪島市門前町などを中心に家屋に大きな被害。

https://www.youtube.com/watch?
v=wOcnVfcHWDw&ebc=ANyPxKocNgByn71vXQbkqQ6H6WYr2CknI_EDjq2vOnMgLCSQ66AncLTsxRB9fM1Cjetz73CvdsNSY2kvyX57wtMEJxr8v3flow
Susumu Hirasawa - Haldyn Hotel 

特務機関NERV @UN_NERV · 41 分41 分前 
【東急田園都市線 運転再開 2016年3月25日 7:47】
溝の口駅で発生した人身事故の影響で、渋谷〜梶が谷駅間の運転を見合わせていまし

たが、07:45現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れや運休が出ています。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 49 分49 分前 
災害状況（浦安市消防本部）2016年03月25日 07時00分現在
http://www.119-urayasu.jp/ 
・０６：５５頃、浦安市明海４丁目１番付近で中高層建物火災が発生し、消防車が出

場しています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【東急大井町線 運転再開 2016年3月25日 6:48】
東急田園都市線内で発生した人身事故の影響で、二子玉川〜溝の口駅間の運転を見合

わせていましたが、06:45現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れや運転変更
が出ています。

http://85358.diarynote.jp/201603250910174706/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160325/85358_201603250910174706_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160325/85358_201603250910174706_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YsUD23UAEhI
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://j.mp/1S8PLBo
http://j.mp/1RBmh4R
http://j.mp/21InCWZ
http://j.mp/21InCX1
https://www.youtube.com/watch?v=wOcnVfcHWDw&ebc=ANyPxKocNgByn71vXQbkqQ6H6WYr2CknI_EDjq2vOnMgLCSQ66AncLTsxRB9fM1Cjetz73CvdsNSY2kvyX57wtMEJxr8v3flow
http://www.119-urayasu.jp/


特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【宇都宮線[上野〜宇都宮] 運転再開 2016年3月25日 6:29】
大宮〜土呂駅間で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、06:19頃
、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

カラパイア @karapaia · 10時間10時間前 
【RT200UP】 胎教だった。ヒナ鳥は孵化する前にすでに親鳥からさえずり方を学んで
いることが判明（オーストラリア研究）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214164.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CeUKQXjUUAAB2y3.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=f93Q_UynDDY
東野純直　君は僕の勇気~single ver,~【PV/CD音源/歌詞付】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201603250911405387/

【無差別殺人予告メール】／きっと電通の仕業

でしょう／そもそも国民に主権があることがお

かしい。

2016年3月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

沖縄タイムス @theokinawatimes · 4分4分前 
伊方原発１号機廃炉へ　四国電、安全対策費過大と http://goo.gl/Y10Bwj

読売新聞 経済 @YOL_economy · 22 分22 分前 
四国電力、伊方原発１号機を廃炉へ…再稼働断念 http://j.mp/1RC7F53
https://t.co/GVULlOCF32

junko @junko_in_sappro · 28分28分前 
SNSで拡散中 高浜原発停止命じた裁判長への“応援”広がる 
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/177931 …
画期的な判決を下した裁判官に激励のハガキを送ろう——

そんな運動が盛り上がりつつある

！（＾０＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=s8znjAJIzNg
陣内大蔵 - いと小さき君の為に

kamitori　緑と平和の地球が一番！ @kamitori · 4 分4 分前 
【首都圏で線量が除染基準の１０倍近い街も…福島より放射能汚染が深刻なホット
スポットが判明：週プレNEWS】http://bit.ly/1SkcmgT 池の泥を測定すると、水元公園
では２７６６Ｂｑ／㎏（同４．５倍）、柏の葉公園からは５４７７Ｂｑ／㎏（同８．

９倍）が検出された。

石井孝明 @ishiitakaaki · 12分12分前 
アゴラ・ＧＥＰＲに寄稿しました。問題は改善し危険は去りました。しかし基本的な

判断が責任逃れでされていないＲＴ水との戦い、急がれる政治決断−福島原発最新事
情（中） http://agora-web.jp/archives/2018314.html …

junko @junko_in_sappro · 18分18分前 
ベルギーのTihange原発、職員の非常退避命令
http://www.businessnewsline.com/news/201603230959000000.html …
今回の処置は「レベル4」 
https://pbs.twimg.com/media/CeWXfsEUsAAFthf.jpg

junko @junko_in_sappro · 34分34分前 
福島第一原発、建屋内で汚染水漏れ　推定５．３ト

ンhttp://www.asahi.com/articles/ASJ3R7HP3J3RULBJ019.html …
漏れた水に含まれる放射性物質の濃度は

セシウムが１リットルあたり３８万３千ベクレル

ベータ線を出す物質が同４８万ベクレル

漏れた量は推定５・３トンで、ポンプで回収中という

脱原発の日実行委員会 @datugennohi · 55分55分前 

時事ドットコム：東電への５８３１億円追加支援を承認＝福島原発事故賠償－原賠機

構

http://bit.ly/1Rzk9UV

せいの＠はげぱんつ @hseino1 · 38分38分前 
汚泥は食うたらあかん。チェリーピッキングで高いところを漁ってもねえ。で「ＩＱ

の低下や精神障害の増加、流産、奇形児」の論文は？→「首都圏で線量が除染基準の

１０倍近い街も…福島より放射能汚染が深刻なホットスポットが判明！（週プ
レNEWS）http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160325-00062842-playboyz-soci

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214164.html
https://pbs.twimg.com/media/CeUKQXjUUAAB2y3.jpg
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http://www.businessnewsline.com/news/201603230959000000.html
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http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160325-00062842-playboyz-soci


…

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
〔ナガサキ・プルトニウムを生産した米ワシントン州のハンフォード核基地周辺地

域で、「無脳児」の出産、相次ぐ〕

◇「原因不明」——２０１０年以来、ヤキマ・ベントン・フランクリンの３郡で、４

０人以上も

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-ae57.html#more …

cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 
亜硝酸。

これはもうダメかもしれない…。 
https://pbs.twimg.com/media/CeU7bjdVAAEG1ca.jpg

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
甲状腺の異常があっても、

追加検査は自覚症状がでるまでするな「山下俊一」通達文 
https://pbs.twimg.com/media/CeUbIpyUkAATNgr.jpg

アマちゃんだがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 10時間10時間前 
【福島の小児甲状腺がん増加はスクリーニング効果でなく、放射線被曝による】

■福島県で多発している小児甲状腺がんについて、医療問題研究会が独自にがん有病

率と放射線量との関係を分析

詳細→　http://saigaijyouhou.com/blog-entry-3500.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CeUbpidUAAArCCR.jpg

junkoがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 11時間11時間前 
@tokaiama オーストラリア北海岸の世界最大のサンゴ礁で、（なぜか）サンゴが大量
死　http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160324-00010000-nknatiogeo-sctch …

https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-
KVmgow&ebc=ANyPxKr7AArHaGnDRaZAJOuOWLjBDKmGkCmO_JdTyjgF23ZttDZBuQ2Kp8h-
o8Yl7cZzDiyyg5Gwr088LJRa9gLGt5kYAKhMqQ
鬼束ちひろ - 月光 

北海道反原発連合 @HCANjp · 53分53分前 
北海道反原発連合：ステートメント【無差別殺人予告メールについて】

https://www.facebook.com/hokkaidocoalitionagainstnukes/posts/503758046475515 …
抗議参加される皆さんの安全確保に万全の配慮をして、本日の道庁前抗議を予定通り

実施致します。

戸谷真理子 @irukatodouro · 57分57分前 
ベルギーのテロ、やはり内部関係者の犯行を懸念して退避させたんじゃん→　

｢原発の施設内で作業する必要がある作業員約1000人はとどまっていると述べ、彼ら
については詳細な身辺調査が終了していると説明｣　

http://blog.goo.ne.jp/wa8823/e/8a9677b75a9c440f2f93e09be9836a45 …

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
原発の心臓部、格納容器建屋の壁は厚く、数十センチの鉄筋コンクリート製だが、格

納容器・圧力容器は蓋を外して核燃料を交換するのと、制御棒システムがあって非常

に複雑、防御壁を作れず心臓がむき出しになっている

ヘリやミサイルで上部から衝撃を加えれば容易に格納圧力容器を破壊することができ

る

bellbelo99 @bellbelo99 · 2時間2時間前 
ベルギーで発生したテロで原子力発電所が狙われていたと報道されています。主犯の

サラフ・アブデスラムが拘束されたので計画を断念したとか。情報ソースはスプート

ニクの様です。記事の信頼性はさて置き、日本も原発を工作員に依る破壊から防ぐ手

立てを真剣に考えないと。

首都圏反原発連合 @MCANjp · 2時間2時間前 
【拡散希望】明日のNO NUKES DAYのため本日の「再稼働反対 首相官邸前抗議」はあ
りません。

【NO NUKES DAY　原発のない未来へ！3.26全国大集会】
http://coalitionagainstnukes.jp/?p=7999

保坂展人� 認証済みアカウント � @hosakanobuto · 9時間9時間前 
原発反対、米調査で初の過半数　原油価格低下の影響か：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASJ3M3GY6J3MUHBI00N.html … 米調査会社ギャラップ
社は、原発に反対する米国人の割合が、調査を始めた１９９４年以降で初めて過半数

を占めた、と発表した。

渡邉哲也 @daitojimari · 10時間10時間前 
田井中雅人　@tainaka_m　　朝日新聞・核と人類取材センター記者が、また鼻血デマ
を流したようですね。http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160322-00010001-
agora-soci …　彼のおかげで朝日新聞に　核と人類取材センター　なんてものがあるの
を初めて知った。専門部署がオカルトであることも理解した。

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBg9aHR0cDovL2xwdC5jLnlpbWcuanAvYW1kLzIwMTYwMzIyLTAwMDEwMDAxLWFnb3JhLTAwMC12aWV3LmpwZxSuCRTyBBwUhAYUlAMAABYAEgA&s=e8PWQuvJCh_D65nD7n5GkoUIuFUKLwEWLErocEOigAc

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-ae57.html#more
https://pbs.twimg.com/media/CeU7bjdVAAEG1ca.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CeUbIpyUkAATNgr.jpg
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-3500.html
https://pbs.twimg.com/media/CeUbpidUAAArCCR.jpg
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160324-00010000-nknatiogeo-sctch
https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow&ebc=ANyPxKr7AArHaGnDRaZAJOuOWLjBDKmGkCmO_JdTyjgF23ZttDZBuQ2Kp8h-o8Yl7cZzDiyyg5Gwr088LJRa9gLGt5kYAKhMqQ
https://www.facebook.com/hokkaidocoalitionagainstnukes/posts/503758046475515
http://blog.goo.ne.jp/wa8823/e/8a9677b75a9c440f2f93e09be9836a45
http://coalitionagainstnukes.jp/?p=7999
http://www.asahi.com/articles/ASJ3M3GY6J3MUHBI00N.html
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160322-00010001-agora-soci
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBg9aHR0cDovL2xwdC5jLnlpbWcuanAvYW1kLzIwMTYwMzIyLTAwMDEwMDAxLWFnb3JhLTAwMC12aWV3LmpwZxSuCRTyBBwUhAYUlAMAABYAEgA&s=e8PWQuvJCh_D65nD7n5GkoUIuFUKLwEWLErocEOigAc
https://www.youtube.com/watch?v=inu2N03AqTI


https://www.youtube.com/watch?v=inu2N03AqTI
鬼束ちひろ - 眩暈 

junko @junko_in_sappro · 20 分20 分前 
「日本死ね」から１ヵ月　保育士給与5万円UP法案、提
出http://tanakaryusaku.jp/2016/03/00013275 …
悪質なのが政府の指示による「待機児童数隠し」

「待機児童ゼロ」の行政発表を真に受けた家族がその自治体に引っ越すと

待機児童が山といて、認可保育園に入れなかったりする

アマちゃんだがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 45 分45 分前 
そもそも国民に主権があることがおかしい　→　ツイートが全て削除されていたよう

なので大量につぶやきたいと思います。きっと電通の仕業でしょう。

https://pbs.twimg.com/media/CcMlRdhUkAAEP2f.jpg

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
「「憲法を変えて今の社会とまるっきり違う 社会を作ることを理念にしており」には
朝飯噴いた。」

http://sun.ap.teacup.com/souun/19701.html#readmore …

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
自民・谷垣氏、被選挙権年齢引き下げの検討表明

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160325-00000005-asahi-pol …
連中の考えることは徴兵制の布石だけだ

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
あべちゃんが逃げ出した場合の緊急処置は「代打、谷垣。代打、総理大臣は、レフト

、谷垣」っていうことが決まってるみたいね。

https://www.youtube.com/watch?v=-R-th4hQKKU
陣内大蔵　心の扉

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 1時間1時間前 
#クライシスカレンダー 03/25【940年 平将門討死】旧暦天慶3年2月14日 坂東平氏一族
の争いから関東一円に威勢を示した平将門が官吏の対立に武力介入、更に自ら「新皇

」と名乗り朝廷に叛旗を翻すことに。放逐勢力の連合軍の反撃に遭い、この日の合

戦中、飛んできた矢が額に命中し討死。

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 
#クライシスカレンダー 03/25【1837年 大塩平八郎の乱】旧歴天保8年2月19日 天保の
大飢饉による米不足に対し、家財を売り払って民衆の救済にあたっていた大坂東町奉

行元与力である大塩平八郎を中心に決起、大坂市中の1/5が焼失も半日で鎮圧。1ヶ月以
上潜伏も通報され自爆。

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 
#クライシスカレンダー 03/24【1860年 桜田門外の変】旧暦安政7年3月3日09:00過ぎ
江戸城桜田門外で、安政の大獄を指揮した大老・井伊直弼が水戸藩・薩摩藩の浪士18
人によって襲撃され暗殺。幕府の威光は更に落ち、結果的に8年後の倒幕へとつながっ
てゆく。

…超強力「祟られそうな日」だね…（＠＠；）

アマちゃんだがリツイート 
平野　浩 @h_hirano · 43分43分前 
中国が銀聯カ－ドの海外引き出しに制限を設けるなど死に物狂いになっている。２０

１５年度に１兆ドルの資金が流出したからだ。前年比で７倍以上。１兆ドルといえば

約１１２兆円、急激な資本逃避である。中国を見限り、海外に逃避しているのだ。な

かには共産党高官による財産の海外逃避もある。

neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
"tokaiama
キロ100Bq級のセシウム内部被曝を
している方は白内障になりやすく

やがて心不全や

脳梗塞で突然死します。

バンダジェフスキー論文では絶望的な値

ストロンチウムも被曝してるはず。

助かる方法はたった一つ

安全な食生活を得られる地域に

移住することだけ"

https://www.youtube.com/watch?
v=Ai8XLho1qTA&ebc=ANyPxKqSwvvqK2Flat7CLBtdHB8V56aTdNM-
aDI1opwvz0Gs4yuq5YkpWwF-S6ge3X27s2U3J5NzIG_IkKZ9mWtkVlqelFDyOg
陣内大蔵 - 僕は風 君は空 

 
    

http://tanakaryusaku.jp/2016/03/00013275
https://pbs.twimg.com/media/CcMlRdhUkAAEP2f.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=Ai8XLho1qTA&ebc=ANyPxKqSwvvqK2Flat7CLBtdHB8V56aTdNM-aDI1opwvz0Gs4yuq5YkpWwF-S6ge3X27s2U3J5NzIG_IkKZ9mWtkVlqelFDyOg
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月25日9:15
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月25日9:47

mimipandaさんへの返信 

mimipanda @mimi_panda_nana · 3月23日 
@mimi_panda_nana 保養・避難移住の方に家賃無料で住まいを貸し出しています。近くに被曝に
留意した食事を提供する保育所があります。トトロが5匹くらい住んでそうな北海道の田舎です。

ʕ• ̫͡• ʔ愛ʕ·͡ˑ· ʔ @dogeza_girl · 3月23日 
ʕ• ̫͡• ʔ愛ʕ·͡ˑ· ʔさんがchachacharieをリツイートしました
北海道内の町でも

今年7月から保養、移住のための体験事業住宅の予約が間も無く開始されます。
避難移住や一時保養をお考えの方、是非お目通し頂けたら幸いです。

#安心安全
#保養
#移住
#北海道 

阿武隈線さんへの返信 
Nemesisネメシス @zodiac0088 · 3月23日 
@abkmline 避難移住して数か月経ったら頭痛、吐き気、めまいの症状は出なくなったから

ゆり @Liliumoon · 3月23日 
EBウイルス(キス病)で入院、甲状腺がん、橋本病(いずれも関東東北から北海道へ避難移住)
急死した友人。散歩中に突然死した犬(埼玉)
急死した5年生の女の子。運転中に意識を失いガードレールに衝突した男性(東京)
心筋梗塞で立て続けに急死したご親戚(福島)
全部リアルで聞いた話

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月25日10:35
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（３月25日）　作業の続き〜☆

http://85358.diarynote.jp/201603251054498817/

「泳ぐだと！」　（高校？）

2016年3月25日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI&ebc=ANyPxKrdEyyzp4eUYj_PTBeZGWRSMj-
ha78rR7pXGr7ZO8ja_D8YqLhnjMdwWX1fIXTpNdy4oQDTnfZ0bKVeuHGwPNRbj71UEg
BERSERK ~Forces~ by Susumu Hirasawa 

…お☆（＠＠；）☆

…おぉぉ…？！（＠◇＠）！？

http://au-hakuto.jp/?cid=15101-53513
http://au-hakuto.jp/img/pc/index/logo.png

…しかぁし…★

グーグルが「米軍傘下」というもっぱらの噂である以上…
…（－－；）…

これ、「各国の民間技術が米軍専用に徴発される」んじゃねぇの…？？

https://www.youtube.com/watch?v=0jtR5rRgyWY&ebc=ANyPxKpLu-
KWLDI2WRGvREp0h9Rp94Md42tA_wq3npgU0D0UBYA981Y5_nkq3ztPUrsFauvEwJecOgQbQ_Su37jwWH8IDzWnCg
諫山実生「月のワルツ」LIVE ver. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo-K4AXVXGk
MOON CHILD / ESCAPE

https://www.youtube.com/watch?v=fbQgn-Ba01g
[PV] ツバサ / アンダーグラフ 

https://www.youtube.com/watch?
v=32hJ7Uu78g8&ebc=ANyPxKqBqEy6G_R0O9EvJ0zOhhtXXEqGzdZbd_s9B1vJkLS6_f8amH8ik2hdJWj7x0rM50Mk5bA8AdyZdNzikFgEUH-
wPQUKXQ
平沢進 - スケルトン・コースト公園 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

さて…。（＾＾）

https://www.youtuhttp://85358.diarynote.jp/201603171916244854/
作業の続き〜☆

be.com/watch?v=64Hilbd_jMg&list=PL84B3D5CA11D27259
Loituma "Kun Mun Kultani Tulisi" 

　月の美しい晩でした。

http://85358.diarynote.jp/201603251054498817/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI&ebc=ANyPxKrdEyyzp4eUYj_PTBeZGWRSMj-ha78rR7pXGr7ZO8ja_D8YqLhnjMdwWX1fIXTpNdy4oQDTnfZ0bKVeuHGwPNRbj71UEg
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https://www.youtube.com/watch?v=0jtR5rRgyWY&ebc=ANyPxKpLu-KWLDI2WRGvREp0h9Rp94Md42tA_wq3npgU0D0UBYA981Y5_nkq3ztPUrsFauvEwJecOgQbQ_Su37jwWH8IDzWnCg
https://www.youtube.com/watch?v=Jo-K4AXVXGk
https://www.youtube.com/watch?v=fbQgn-Ba01g
https://www.youtube.com/watch?v=32hJ7Uu78g8&ebc=ANyPxKqBqEy6G_R0O9EvJ0zOhhtXXEqGzdZbd_s9B1vJkLS6_f8amH8ik2hdJWj7x0rM50Mk5bA8AdyZdNzikFgEUH-wPQUKXQ
https://www.youtuhttp//85358.diarynote.jp/201603171916244854/


「嬢ちゃま、これっ！」

（…見つかった！）
　戸口からそっと抜け出ようとしていたマシカは、首をすくめて慌てて走りだしま

した。

「今日摘んだ分の薬種の仕分けは終ったもの！　汗もかいたし風も気持ちいいし、泳

ぎに行かないって手はないじゃない！」

「泳ぐだと！」

　明るい灯火の中に影を浮き立たせて姉やのミニタは怒鳴ります。

「もう長月も末にかかろうっちゅうに、これ！　今と風呂を沸かしますだよ嬢ち

ゃま！」

「こんないい晩に、家の中で？」

　聞かず、マシカは朗らかに笑いながら小暗い森の中にと駆け込んで行くのでした。

「泳ぐだと」

　ミニタは繰り返すように呟いて、戸口を閉めました。夜なのです。先年亡くなった

御婆様の後を継いで、マシカ嬢ちゃまは確かに村の薬師としては随分良くやってい

ます。

　しかし、夜なのです。

　堅実なミニタには、どう考えても灯ともし刻（どき）を過ぎた後で神域近い森のさ

なかを『うろつく』のが、まっとうな事だとは思えませんでした。

　その上に水に入ると言うのです。

　いつもの事とはいえ、普通村人なら誰もが抱く"星ヶ沼"の不可思議さへの畏怖という
ものが、嬢ちゃまにはまるで持ち合わせないようなのでした。

　つましい山郷風の夕食は胃にもたれたりということがありません。月の光を浴びて

駆けだしたマシカは、森の中に飛び込みながら思いきり伸びをしました。

　さあ！

　マシカの自由な時間です。

　樹々の間で一人、好きなだけ跳ねまわることができるのです。…
　口に出してこそは言いませんが、まだまだ遊んでばかりいたい盛りに薬師という重

責を受けたのは、大分負担にもなっているのでした。

　長月も末のこと、気の早いもみじ葉たちが散り敷きはじめているのを踏みしだいて

、夜露の冷たささえ知らぬげにマシカは薄い上着一枚で奥へ奥へと山のなかを走って

行きました。

　風音ひとつとてない樹々たちのしじまです。月の銀と宵闇との織りなす不可思議な

透かし模様に溶け込みながら、あちらへ跳び、こちらへはね、やせっぽちの子供の脚

がかもし出す韻律だけが、ただその静寂のなかへと吸い込まれて行くのでした。

　急な斜面の木立ちを一息に登り切り、小高い崖から飛び降ります。野原を越え、昔

の道標岩を走り越して獣道を横切ると、そこに…
　一本の楡の巨木の梢越しに輝かな月女神（レリナルディ）の姿を映し出して、古い

古い沼が静かに横たわっていました。

「楡の木さん（マ・バルナ）、今日も来ちゃった。」

　幼い少女は無邪気に話しかけながら巨木に走り寄り、身軽くよじ登ります。

https://www.youtube.com/watch?v=-Wq6If8MsFQ&index=4&list=PL84B3D5CA11D27259
Hallingdans 

…スーフィー円舞からコサックダンス、
フランスの「宮廷小人芸」（移動サーカス芸の前身）まで…！（＠＠）！…色々満載のダンス
だね…♪
 

https://www.youtube.com/watch?v=-Wq6If8MsFQ&index=4&list=PL84B3D5CA11D27259


（３月25日）　月光女神（レリナルディアイム）の満円に妖しく美しく輝やき渡る晩
でしたので、

http://85358.diarynote.jp/201603251128071110/

山百合と銀の楡　下稿　（高校？）

2016年3月25日 リステラス星圏史略　（創作）
 
https://www.youtube.com/watch?v=Kb4lkoRI6AI
バンディリア旅行団／平沢進

https://www.youtube.com/watch?v=k3ZD0zClECQ&ebc=ANyPxKrdEyyzp4eUYj_PTBeZGWRSMj-
ha78rR7pXGr7ZO8ja_D8YqLhnjMdwWX1fIXTpNdy4oQDTnfZ0bKVeuHGwPNRbj71UEg
白虎野の娘 by Susumu Hirasawa 

https://www.youtube.com/watch?
v=gV26zIE0130&ebc=ANyPxKpNMTF61WNlD0BfA1NYUpe9V75tWH07ZMeE7d5rlnQQlGS20a3NwA1y0sPZXp6EHOZPZkchV6GwBrpek7IL6jM1iEsCKw
Berserk - Sign (Full Version) 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=Vrh2HCz34QQ&index=11&list=PL84B3D5CA11D27259
Lygtemandens sang - Hvor er mine fødder dog ømme - Dansk folkemusik 

大地世界（ダレムアス）シリーズ

・宝玉物語・

"山百合と銀の楡"　下稿

　広く平らかな"大地"の世界ダレムアス。王侯・領主や諸族長達を統べる皇（おう）と女皇（めの
きみ）とのおわします、平原の都ルア・マルラインからは遠く隔たって、ここミアテイネア地方

のミアトの国の南半分は深く大地の背骨山脈にと入り込んでいました。

　その、"背骨"の内懐へと這い入って続く細い街道の終りに小さな山人達の集落があります。そこ
から先はもう禁断の神域"マドリアウィ山塊というあたりです。人々はそこを『道の果ての村』と
呼ぶのでした。

　悪い噂もまだこのような山奥の村へまでは届いていませんでした。ただ不穏な空気、落ちつ

けぬ、熱病のように四囲をおおって行く良くない予感、とでも言ったものだけが、山々の間を村

人達の間を支配していたのでした。

　とは言え谷をうがつ清流や険しい丘陵を覆う森の樹々から、大地母神の恵みが失われたという

訳ではありません。むしろ彼の６年前の大異変以来、精霊達がやけをでも起こしたのではと逆に

不安気に囁かれる程です。理由も無く、豊猟の年が続いていました。

　秋の事とて村人は皆こぞって山に入ります。背負籠（しょいこ）を担ぎ、ある者は茸や木の

実を、そしてより多くの者は香りも高い薬草の数々を求めて歩くのでした。

　神域に近いミアテイネアの緑ヶ森では、同じ種類でも他の地方に数倍する薬効の草が得られる

というので、定評があるのでした。

　摘まれた草々は干したり束ねたりして秋の終り雪の積もる前に、夏に獲られた毛皮や鹿干肉等

と共に送られて行きます。冬の始まりに荷駄を届けた若衆が、麦や水稲の実や、異国織りの布な

どを持ち帰って来れば、山には本格的な春が訪れているのでした。

　普通に使われる傷薬（マイアテラス）やテンネレ草（毒消し）の根であれば山人の誰もが採り

に行きました。けれど『道の果ての村』には代々一人薬師と呼ばれる者がいて、最も神域に近い

山にまでわけ入って見分けの難しい

　そのなかでも際立って神域に近い森の奥深くまで分け入って行くのは、村でただ一人薬師（く

すし）と呼ばれる者にだけ許された役割でした。

　選りわけの難しい稀少な薬種を集め、精製するのが薬師の仕事です。その為に、毎年夏の終り

http://85358.diarynote.jp/201603251128071110/
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https://www.youtube.com/watch?v=Kb4lkoRI6AI
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から秋にかけて、薬師小屋、という山の中の一軒家に移り住むのが、古来からのしきたりとなっ

ていました。

月光女神（レリナルディアイム）の満円に妖しく美しく輝やき渡る晩でしたので、姉やは早々に

窓の戸をたててしまって言いました。

「今晩こそは絶対に外に出ちゃなんねぇだぞ嬢ちゃま。どだい夜ちうのは精霊族んためのもんで

、人間が用もなしにのこのこ邪魔しに出掛けていいもんではねえんだ。」

「…だってあたし汗かいたわ、ミニタ」
「今、風呂をたててるだよ」

「こーんないい晩に、家の中で？」

　小うるさい姉やが戸口の側からどいた瞬間に、捕えられていた仔鹿のように身軽に少女は走り

出して行きました。

「これっ！嬢ちゃま!!」
　後にはただほがらかな笑い声だけが森の奥へと駆けこんで行きます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=mG6_dGQlh4o&index=17&list=PL84B3D5CA11D27259
Orsa Spelmän & Benny Andersson - Klinga mina klockor 

https://www.youtube.com/watch?v=rkmJjpijc0Q&index=18&list=PL84B3D5CA11D27259
Solveig Andersson Jojk "Maderaahka" 

…やいしゃまね〜な〜…♪

https://www.youtube.com/watch?v=mG6_dGQlh4o&index=17&list=PL84B3D5CA11D27259
https://www.youtube.com/watch?v=rkmJjpijc0Q&index=18&list=PL84B3D5CA11D27259


（３月25日）　（あなたの行かれる道があなた自身のものでありますように）…！

http://85358.diarynote.jp/201603251144299329/

もう全て語られるべき事は終ってしまいました。（高校？）

2016年3月25日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　

　もう全て語られるべき事は終ってしまいました。風が吹いて、マ・バルナがどうと揺れます。

條々の葉が一斉に裏がえって、冬になりそめの陽ざしを、きらきらとはじくのでした。

　エルフエリはただの山娘にすぎないマシカの前で、まるで白き都の宮中で女皇（めのきみ）に

でも拝するかのように敬々しく膝をつきました。そして静かに、その額飾りの上にくちづけたの

です。

　上位者が祝福を与えるというよりも、小さな娘が聖なる神々だとでもいった風な口づけでした

。彼はささやくように飛仙の貴人同士の、古来からの別れの言葉を告げました。

「ル・サランナラン、ウ・オルンノルン、カイザム。

（あなたの行かれる道があなた自身のものでありますように）…！」
　その、異世界から仙一族の始祖が持ち来たった言葉の意味をマシカは理解しませんでした。そ

れでも少女は黙って真っ直ぐにフェルの見つめる眼を見返して、やがて言ったのでした。

「また、いつか、会えますね」

　それは確かな予感、清浄な少女の、予知とも言うべきものでした。

　エルフエリはふっと微笑んで、

「あなた自身が、それを望むのならば、必ず。」

　飛仙の姿はみるみる空の高みに溶け込んで、小さくちいさく遠くなってしまいました。

　マシカはいついつまでも目を細めて東のかたを見送っていました。

　それから…西方の彼方を。
　北からの風が轟と鳴ってどうと鳴って森を揺るがせにして通り過ぎて行きます。マシカは流れ

ていく髪を片手で払いのけて、最後に、もう一度だけ真東の空を見透かしました。

　冬の時代が来るのです。

　それから山百合は、もうずいぶんと遅れてしまった村里に降りる仕度を片付けに、すたすたと

山を下って行きました。

http://85358.diarynote.jp/201603251144299329/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=Q1OMw6MGQV8&index=23&list=PL84B3D5CA11D27259
Slängpolska från Närke

https://www.youtube.com/watch?v=Q1OMw6MGQV8&index=23&list=PL84B3D5CA11D27259


（３月25日）　八の字にばらけた時空世界は８の字に丸めなおされて【 ∞ 】の形に戻
ってから二重螺旋の永遠無窮自動回帰式発動ゼンマイに…☆

http://85358.diarynote.jp/201603251439421704/

グレートリープを乗り超えて、ひとつの宇宙史をまる二周。

2016年3月25日 リステラス星圏史略　（創作）

https://www.youtube.com/watch?
v=7AlsFOgCLPw&ebc=ANyPxKp3J3RjjuPzrjbD_msIMPgxlF1kr1Wc5kz3q5MUqzfGcGa6skVzyNYXkxrAs-
ZANJ5W5unkJBzw41Qf45P--q1QLCesBQ
ヒルクライム - 想送歌（写真 teaser）

はい再びＰＣ前に戻って参りました。

１４：１４。

札幌は気温プラス４℃ありますが、

現在、北風とともにちょっくら猛吹雪…
降るはしから溶けていきます。

ご飯たべて昼寝して仕切り直しです。

短時間なのに超深く爆睡しているあいだに…

グレートリープを乗り超えて、

ひとつの宇宙史をまる二周？した清峰鋭くん？が、

ようやく自分の立ち位置の全体像を把握して、

若い神々のひとりとして再覚醒して…

眼を開けたら、先に起きてた「私」が覗きこんでる顔が見えましたよ。
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…という、超絶ハッピーエンドしーんの夢を視てました…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=_k86if3Ao0A&ebc=ANyPxKqWJ4QNdOTWiUGyE5DFJ-
hnG5iqpMqv8jeRFcdZDyHimsYKwdJiyZNyn7Y_Z0sXFyVmgQTBc_qJ5u8AQML1OiICvDU0NQ
ヒルクライム - 大丈夫

『リステラス』って、まったくの想定外でしたが、

けっきょく「壮大なる痴話喧嘩」の話。（＾＾；）

…だったんですね…（ちょっと違？）

ま、いいか…ギリシャ神話だって北欧神話だって、主神の夫婦喧嘩は凄まじいエピソードを残し
ているし…ｗ（＾＾；）ｗ

日本神話に至っては、子ヅクリに際して女性上位はいかんかった…ｗ（＾＾；）ｗとかいうとこ
ろから始まっているしなぁ…☆

（あれは日本列島の先住民の『母系制』社会の性愛習慣を否定したエピソード。

→その後、男系専制階級社会「天皇制」に以降…だと思うんですが…たぶん、合ってるよね？）

閑話休題。

そんなわけで、八の字にばらけた時空世界は８の字に丸めなおされなだめすかされて、【 ∞ 】の
形に戻ってこれから、二重螺旋の永遠無窮自動回帰式発動ゼンマイに戻りましたよ。と…☆

…♪（＾◇＾；）♪…

https://www.youtube.com/watch?v=RWYXOZ1Lp_g&ebc=ANyPxKqWJ4QNdOTWiUGyE5DFJ-
hnG5iqpMqv8jeRFcdZDyHimsYKwdJiyZNyn7Y_Z0sXFyVmgQTBc_qJ5u8AQML1OiICvDU0NQ
ヒルクライム　友よ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?
v=3gVO3TI6NB8&ebc=ANyPxKoDbPCWbrcbzQEHvR9pV8V6ohcd7idvrdf_a15wJz4DpTcu4ZL5xJeQM4xQ3-
Fi_aACbUclNhvBQtQIJwsYp6bvFJrSug
ヒルクライム - ルーズリーフ

…さて…（＾＾；）…☆

原稿！

https://www.youtube.com/watch?v=_k86if3Ao0A&ebc=ANyPxKqWJ4QNdOTWiUGyE5DFJ-hnG5iqpMqv8jeRFcdZDyHimsYKwdJiyZNyn7Y_Z0sXFyVmgQTBc_qJ5u8AQML1OiICvDU0NQ
https://www.youtube.com/watch?v=RWYXOZ1Lp_g&ebc=ANyPxKqWJ4QNdOTWiUGyE5DFJ-hnG5iqpMqv8jeRFcdZDyHimsYKwdJiyZNyn7Y_Z0sXFyVmgQTBc_qJ5u8AQML1OiICvDU0NQ
https://www.youtube.com/watch?v=3gVO3TI6NB8&ebc=ANyPxKoDbPCWbrcbzQEHvR9pV8V6ohcd7idvrdf_a15wJz4DpTcu4ZL5xJeQM4xQ3-Fi_aACbUclNhvBQtQIJwsYp6bvFJrSug


午前中の作業と、いま視た夢で…

http://85358.diarynote.jp/201603111952261334/
（非⇒公開１）／『山百合と銀の楡』 ｂｙ 紅実真紅。

http://85358.diarynote.jp/201603171448407245
（非⇒公開　２）／『山百合と銀の楡』 ｂｙ 紅実真紅。

http://85358.diarynote.jp/201603171524509076/
【 おちふね山 考】　（＋何曲か。）
（＋非⇒公開３／『山百合と銀の楡』 ｂｙ 紅実真紅。）

…の３つは、とりあえず「没あんど公開化」決定…。

（＾＾；）

これやっぱりこのまんまじゃ投稿用に使えない…☆

整理しなおして、投稿寸前？になったら、一旦「公開中止」にするということで…

（で、講談社さんで没られたら、また公開。）

（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?
v=IhQFnaRqheU&ebc=ANyPxKp3J3RjjuPzrjbD_msIMPgxlF1kr1Wc5kz3q5MUqzfGcGa6skVzyNYXkxrAs-
ZANJ5W5unkJBzw41Qf45P--q1QLCesBQ
ヒルクライム - ジグソーパズル 

…ほんと、おもしろいくらい「偶然」「ぴったり」の曲が見つかるなぁ…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?
v=pQci6zII3x8&ebc=ANyPxKrfhHJH16NgswWJdVniUywG8bCIGH-
2ShHpEiYXpjZdUYgLArYa1gxZPcmcO74sXNO3kw1OjQ6lt6G_01O-SkTw_BoTZQ
ヒルクライム - パーソナルCOLOR 
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（３月25日）　（…これは「鬼族」（ボ・ルドガスドム）側の音楽だね…）

http://85358.diarynote.jp/201603251630336758/

「一体何が始まったと言うのですか」（高校？

）

2016年3月25日 リステラス星圏史略　（創作） 
　

 
https://www.youtube.com/watch?v=4mGYOJTlKms&index=41&list=PL84B3D5CA11D27259
Kiperä "Kylätiellä" 

「エルフエリさま。あの、あたしそんなつもりでお救けしたのじゃありません」

　マシカは困ってしまって、少し驚いた様にフェルラダルを見上げて言いました。

「だけど…もしよかったら教えて貰えますか。何が起こったんでしょう。この大地世界（ダレム
アス）に、一体何が始まったと言うのですか」

「かしこい小さな山の姫」

　飛仙は表情を変えず、けれどその深みのある低い声の奥で哀しみと嘆きが静かにたゆたってい

ました。

「この世には常に、知らずに居られる間は知らないままであった方が幸福な出来事というのがあ

るものだ」

「解ります。それは」

　少女は考え深げに肯きました。そのきらめく瞳の色は既にひと月前までの無邪気な子供のもの

ではないようでさえありました。

「でもあたし夢を視ました。何故だか流れ込んで来てしまったんです。お城が…白い都の御城が
真紅に燃えていました。大地の民（ダレムアト）が多勢死にました。昏い色の血です。夜でした

。鬼が、信じられない程沢山の数の鬼が、昏い色の真紅な血と、昏い色の真紅な炎の中で、大地

の民（ダレムアト）と戦って殺していました。そして…」
　魂をひきちぎられるようなフェルラダルの哀しみを思い出してマシカは身震いしました。

「教えて下さい。あれは、美しの白き都（ルア・マルライン）ですね？御隠れになったのは、セ

イラさまなのですか」

　フェルラダルは何も言わずただ少女を見つめ、やがてマシカの瞳から静かに二筋の涙が流れ落

ちました。

「では…本当にダレムアスの皇都は陥ちたのですね。御降嫁された仙女皇（おう）ぎみが殉死さ

http://85358.diarynote.jp/201603251630336758/
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https://www.youtube.com/watch?v=4mGYOJTlKms&index=41&list=PL84B3D5CA11D27259


れる位ですもの、皇（おう）陛下も…」
　衝撃に崩折れるのではと気遣ってさし伸べられた飛仙の腕にすがり、それでも気丈に少女は、

「大丈夫です。あたしは。一体何が起こったのでしょう。誰が大地の皇を弑（しい）し申しあげ

たりなど出来得たと言うのですか」

「ボ・ルドガスドム」

　伝承の彼方に眠りかけていた名前を飛仙は短く口にしました。その言葉は星の娘を打ちました

。開けき大地に生まれ育つ者ならば誰もが知っている、神つ時代の恐怖。神々をこの世界から衰

退せしめた…
　マシカは今度こそ本当に自分を支えていられなくなりました。細い体から力が抜けて行きそう

になるのを、エルフエリは哀しい程に優しく抱きとめていました。

　北からの風が鳴っています。星ヶ沼の水面がさざうって白い浪が老木の根を無言で襲うのです

。楡の樹は小枝をゆるがせながら、けれどなおも大地にどっしりと根を張っているのでした。

　その枝々のどこかで、栗鼠熊のカン高く秋鳴く声がします。

「星の娘（マ・シカ・ドリーシャ）。小さなわたしの山の姫よ」

　少女を抱きとめたまま飛仙は語りはじめました。

「長い時代が来る。我らは皇（おう）を喪い…女皇（めのきみ）を喪い…仙族の高貴の血をも引
く皇子達と皇女とはようとして行方が知れない。皇無き時代が来るのだ」

「信じられません。上古、あたしたちはボルドムによって」

　マシカは黙って少し体を起こしました。フェルラダルの双腕は剛（つよ）く、暖かく、それで

も少女はそのなかから離れて立ったのです。風が朽葉色の髪をかなしくさらって行きました。

「我ら飛仙は少しだが未来（さき）を視る。ただ星とだけ名乗るわたしの小さな姫よ、貴女が何

も欲しいものがないと言うのなら、わたしの方から差し上げたいものがある　名前

　我ら仙族の言葉で『星の娘』と言えば山百合のことだ。これからはそう名乗られるといい」

「山百合（サユライ）？」

「そう。そして、これを。あなたのものになさい。」

　飛仙の貴人は白っぽく多彩な光を含んで輝やく不思議な掌ほどの大きさの丸い宝石をさし出し

ました。

「飛仙の家系に代々伝わって来た宝玉、"ルマルウンのかけら"と言う。」
「哀神ルマルウンの、あの…!!」
　マシカは息をのんでその美しい珠を見つめました。

「受けとれません！　そんな…そんな、神々の力をひく宝を、あたしみたいな子供が」
　ふっと弱い笑顔がもれるのを見上げ、

「我ら仙族は皆わずかだが未来（さき）を見透かす力を持つ。あなたは遠からずいずれこの大地

世界の命運に深くかかわる一人となるだろう。いつか役に立つ日のために持っておいでなさい。

」



「わたしの唯一だった望みは既にして果たされ得ぬものとなってしまった。わたしの前にこれ

を持っていた女性（ひと）を思い出させられるので、辛いばかりなのだ。」

https://www.youtube.com/watch?v=LpiFmZLICgM&list=PL84B3D5CA11D27259&index=7
Eivør - Trøllabundin 

…これは「鬼族」（ボ・ルドガスドム）側の音楽だね…）
 

https://www.youtube.com/watch?v=LpiFmZLICgM&list=PL84B3D5CA11D27259&index=7


（３月25日）　その魂は喪われたもののあまりの大きさに傷つき病んでいました。

http://85358.diarynote.jp/201603251650029539/

「私はもう発たねばならない。」（高校？）

2016年3月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

 
https://www.youtube.com/watch?v=IqTLFewvsRY&list=PL84B3D5CA11D27259&index=8
Kelpie (Kerstin Blodig / Ian Melrose): Kraka 

　よく陽の当たる庭先で、マシカは椅子とハサミを持ち出して痛んでまちまちの長さになって

しまったエルフエリの美しい髪を切りました。少し震える手の先から空気のように細いあわい銀

緑色の房が、ぱらりぱらりと流れ落ちて行きます。雪の降るさまを見ているようでした。やがて

二人の足もとがうっすら覆われてしまう頃、刃物を置く暇もなく一陣の風が吹きこんできて、さ

あらさら、美しい仙族の象徴を悼んでか、深い空の彼方へとさらって行ってしまいます…
「マシカ殿」

　髪を預けながらエルフエリは静かに言いました。

「私はもう発たねばならない。小さな山の姫よ、私の剣と荷はどこです？」

　ふわりと…長い最後の髪の一片が風に溶けこんで消えました。マシカはためらい、断りたいと
本気で考えました。傷は未だ良くなり切ってもいないのです。もっと治療と休息が必要なはずで

した。何よりもその心に。

　この、自然的な勘の鋭い少女は推測するでもなしに気がついていたのです。エルフエリは、最

悪の死の誘惑にこそ打ち勝ってはいましたけれど、その魂は喪われたもののあまりの大きさに傷

つき病んでいました。このままいかせてしまってはいけないのです。絶対にいけないのです。

　しかし同時に知ってもいるのでした。彼は、行かなければなりません。重い責任を引き受ける

ために、再び闘いの中へ。…それは、子供ながら薬師の役を務める者になら、おぼろげであろう
とも理解しなければならない事実でありました。

「どうしても…？」
　道具を静かに片づけてしまうとかすかに鼻を鳴らして少女は両目をこすりました。悲しかった

のではありません。いえ、とても哀しかったのは確かでしたけれども、それ以上に、何もしてあ

げられない自分が歯痒くて、口惜しいのでした。自分がいまだ小さくて未熟なのが嫌でした。お

ばばなら…と、そこまで考えて少女は首を振ります。考えてもそれは仕方のないことでした。
「明日まで…せめて待って下さい。フェル。」
　やっとの思いでそれだけを言葉にすると、降りかえり立ち上がろうとする飛仙にくるりと星の

http://85358.diarynote.jp/201603251650029539/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201603251650029539/
http://85358.diarynote.jp/201603251650029539/
https://www.youtube.com/watch?v=IqTLFewvsRY&list=PL84B3D5CA11D27259&index=8


娘は背を向けました。

「旅出ちの御仕度をしますから。飛仙の御方は虚空を旅される間は透輝水というものをしか召し

上がらないのだと聞きました。そんなものを用意してさしあげるのはとても無理ですけど、あ

たし、星ヶ沼の中でも一番澄んだ所の水で、ミアマアセラスの薬酒を醸しておきました。」

　その夜も黙って飛仙は夕食をとりました。マシカはミニタに手伝わせて、遅くまであれこれと

最後の仕度を整えながら、時折ふと再び満ち始めている秋月を見上げては、手の動きが停まって

いるのでした。

https://www.youtube.com/watch?v=g9tn2xjRrZ8&index=13&list=PL84B3D5CA11D27259
Bukkene Bruse - Miriams Voggelåt 

https://www.youtube.com/watch?v=Vrh2HCz34QQ&index=11&list=PL84B3D5CA11D27259
Lygtemandens sang - Hvor er mine fødder dog ømme - Dansk folkemusik
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月25日17:01
０

５５

１１

７７．

（さっき「５５１１５５」は、味噌こねた…）
 

https://www.youtube.com/watch?v=g9tn2xjRrZ8&index=13&list=PL84B3D5CA11D27259
https://www.youtube.com/watch?v=Vrh2HCz34QQ&index=11&list=PL84B3D5CA11D27259
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月25日）　何者かが私を呼んでいるように感じられたのは、あれは…

http://85358.diarynote.jp/201603251726223784/
 

（次に目覚めた時、）　　（高校？）

2016年3月25日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=Q1OMw6MGQV8&index=23&list=PL84B3D5CA11D27259
Slängpolska från Närke 

　次に目覚めた時、マシカは一瞬自分がどこにいるのかが解らなくてとまどいました。それから

見馴れた自分の部屋の寝台に居るのだと気がついてほっと息をつき、エルフエリのことを思い出

して慌てて起き上がりました。

　飛仙は本当に救かったのです。わずかにれんじ窓をずらせて秋の陽差しのゆらめく部屋の中で

、穏やかな寝息をたてて眠りについています…。きちんと厚物の上衣を身に着けて来たマシカを
見て、火の番をしていたミニタは満足そうに黙って台所へとひきさがりました。

　幾日か、エルフエリはまだ少し熱の残る額をしてうとうととまどろみ、時折りふっと目を覚ま

しては枕辺にある少女の姿を見て微笑んで、それで安心するのか再び穏やかな眠りの淵へと沈み

ます。日に二三度、薬湯や薄めた肉汁などを口元へ運ぶと、大人しく、与えられるだけの量を飲

みこんでいるようでした。

　ミニタはエルフエリのために使い切ってしまった分を補充しに、毎日背籠を負って一人で薬草

摘みに出掛けて行きます。山家のぐるりにはぼうやりと秋霞が白くおりているようで、空の色の

光りが柔らかく薄れるかわり、何故だか精霊たちに保護されてでもいるような安心感を住む者た

ちに与えるのでした。

　村の方から男衆が一人、薬師の帰り知らせが例年より遅れているのがどうした訳か、荷薬草が

仕上がったなら運び出すのに男手をよこすがと、ある日山を登って様子見に来ました。それへ適

当な言い訳をして（未熟な薬師だというのはこの際ツゴウのいい事でした）送り帰し、部屋へ戻

って来た時…マシカは、今日こそはっきりとエルフエリが目を覚ましているのに気がつきました
。

　驚きはしませんでした。予測はついていたし、むしろほっとした位です。それでも思わず戸口

の所で立ち止まってしまったのは、その深いふかい、少し哀しげな海の藍色の瞳が、神さびて思

わせる程に美しく、一線に少女を捉えたからでした。

「あ、…」
　エルフエリは何かを言いかけて、かすかに笑って起き上がろうするようです。いつも居るはず

の少女の姿が見えないのを不審に感じていた所なのでしょうか。

http://85358.diarynote.jp/201603251726223784/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=Q1OMw6MGQV8&index=23&list=PL84B3D5CA11D27259


　慌てて、マシカは手にした木鉢を棚に放り置いて寝台に駆け寄りました。

「未だ、お起きになってはいけませんわ、エルフエリさま！」

　けれど、信じられないことに、長いあいだ寝ていたはずの飛仙は何とかして一人で上体を起こ

してしまいました。どころか包帯だらけの体で出来得る限り、優雅に仙族風の一礼をさえしての

けたのです。

　宮廷の貴婦人かのように扱われて山娘はすっかりどぎまぎしてしまいました。それ以上に、薬

師として、やっと縫い合わさった肩の傷が開いてしまいはと、心配していたのですが。

「私はミルドナーの長子にしてフェルンストゥットの後継。飛仙一族（エルフェリニレ）のフェ

ルラダルと言う。」

　ゆっくりと、正式の名を貴人は名乗りました。

「御名を教えていただけようか、我が命の救い手殿。ここは何処（いずこ）の地であろう」

「あの…」
　山娘はすっかり畏まってしまって口ごもるのでした。

「お星さん（マ・シカ）とだけ呼ばれています。…あの、きちんと名乗りしない失礼な奴と御思
いにならないで下さいませ。あたしは親の顔も知らない拾われ児だったそうですし、育ててくれ

たおばば様からも真（まこと）の名を貰わない内に死に別れてしまったのです。」

　病みあがりの少し疲れた貌でエルフエリは肯きました。星（シカ）…仙族語で言う昴（マリ・
シクリア）…とは、大地に根ざして生きるダレムアスの民にして、随分風変りな命名だと感じな
がら。

「あたしは村の薬師をしています。ここは神域マドリアウィにも程近い、"道の果ての村"…ミアテ
イネア地方のミアトの国ですわ。」

「山人（ミアト）の国。」

　驚いたようにエルフエリは言いました。

「それでは私はだいぶ道を外れてしまった。真っ直ぐに東を目指した筈であったのに。…"道の果
ての村"？　それでは何者かが私を呼んでいるように感じられたのは、あれはシクリアリデル…星
ヶ沼…だったのだろうか」
「あそこを御存知なのですか？その、あんな小さな沼を」

　静かに笑った飛仙はそれには答えず、再び深々と辞儀をしましたが、今度は少しそれが辛いよ

うでした。

「とにかく幾重にも礼をのべよう。小さな私の山の姫。あなたは二つの意味で私を救ってく

れた。」

「あたしみたいな者は姫などではありません。」

　焦れて打ち消しながらマシカは細っこい腕をさしのべました。

　失礼は、承知の上でしたが、ともあれ薬師なのでしたから。

「もう横になって、大人しく御休みになって下さい。やっと傷がふさがりはじめたばかりだって

いうのに、起きあがるなんてそもそも無茶なんですエルフエリさま。」

　かすかに苦笑して、飛仙の方はと言えば、されるがままに大人しく横たわっていました。



https://www.youtube.com/watch?v=8pR9Fi9j47o&index=24&list=PL84B3D5CA11D27259
Loituma "Eriskummainen kantele"

https://www.youtube.com/watch?v=8pR9Fi9j47o&index=24&list=PL84B3D5CA11D27259


（３月25日）　待て、だから！それはネタなのかリアルなのかどっちだ…ッ！？？
／【りある情報チェックだけ読みたい】かたは、こちらをどうぞ…。

http://85358.diarynote.jp/201603252121282264/

黒点活動の異常な静穏化／地球を小惑星から守れ！隕石を蒸発さ

せる装置（米研究）／地球全体で数億人が死亡すると原発制御も

不可能に／「科学と人間の力を信じ原子力の明るい未来を築き

たい」。

2016年3月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=-jDE0biy_Gg
やなぎなぎ「ユキトキ」MV(90sec) 

アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
黒点活動の異常な静穏化が続いているが、その後、とんでもないフレア

X１０どころか100超級が発生する疑いを十年前からNASAが警告
地球全体で数億人が死亡すると　原発制御も不可能に

http://jp.sputniknews.com/science/20160325/1842995.html?
utm_source=https%3A%2F%2Ft.co%2Fm5SOrEieaw&utm_medium=short_url&utm_content=aUqE&utm_campaign=URL_shortening
…
http://orangeapple01.blog62.fc2.com/blog-entry-864.html …

アマちゃんだがリツイート 
Sputnik 日本 @sputnik_jp · 3時間3時間前 � Москва, Россия 
国際学者グループ「生物に死をもたらす超太陽フレア発生の可能性あり」

http://sptnkne.ws/aUqE 
#宇宙 #太陽

https://www.youtube.com/watch?v=GeUfMruIUrc
アクアテラリウム　op　歌詞付き 
（なんですかこれは。リステラスの唄ですか…？？）
⇒http://85358.diarynote.jp/201603251439421704/

おばんです。

２０：３２になっちゃいました。

今日の分の「創作ネタ」は飛ばして、

【りある情報チェックだけ読みたい】かたは、こちらをどうぞ…。
http://85358.diarynote.jp/201603250911405387/
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【無差別殺人予告メール】／きっと電通の仕業でしょう／そもそも国民に主権があることがおか

しい。

とりあえずこれの作業は本日一旦終了。

http://p.booklog.jp/book/103201/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　２－５　『山百合と銀の楡』 
霧樹里守 ＆ 土岐真扉 

夕飯かるく食べて仮眠して起きだしてこの時間。

情報チェックして、家事やって寝ますという予定。

明日からまた４連勤…。（アルパカ狼さんにたくさん会えますように…！）

https://www.youtube.com/watch?
v=lfIPTg1I_n0&ebc=ANyPxKp3VDcCI526K5BUdxAiYr5Uf7h9U5UTmhqD3PXBm5MLEdIfrr0hCbRPQRYATQKLPKMLg8fcVxHopIDTMYCxfeUZyvgjMQ
Nagi no Asukara ending 1 full 

村西とおる @Muranishi_Toru · 3時間3時間前 
日本の科学の進歩は誇らしい。ペットボトルを食べる菌を発見した日本の科学者。原

子力発電の使用済み核燃料の廃棄物の無害化の技術の研究も著しい。科学と人間の力

を信じ原子力の明るい未来を築きたい。原発を否定する小泉元総理は化石燃料を燃や

し続けることで生まれる弊害について、何故言及しないか

カラパイア @karapaia · 7時間7時間前 
【RT100UP】 地球を小惑星から守れ！レーザーを照射し320万km先の隕石を蒸発させ
る装置「DE-STAR」（米研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214161.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CeXboh4UMAAhA3G.jpg

待て、だから！それはネタなのかリアルなのかどっちだ…ッ！？？

https://www.youtube.com/watch?v=LfephiFN76E
「 No title 」MV 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.037 0.038 6 
05:00 0.040 0.037 0.038 6 
06:00 0.041 0.040 0.041 6 
07:00 0.041 0.040 0.040 6 
08:00 0.043 0.039 0.040 6 
09:00 0.044 0.040 0.042 6 
10:00 0.043 0.041 0.042 6 
11:00 0.044 0.041 0.042 6 
12:00 0.041 0.039 0.040 6 
13:00 0.041 0.039 0.040 6 
14:00 0.041 0.040 0.040 6 
15:00 0.041 0.039 0.040 6 
16:00 0.045 0.040 0.043 6 
17:00 0.045 0.040 0.043 6 
18:00 
19:00
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…どぉりで「空気が臭い」と思った…★
…（〜〜＃）…★
更新が遅れてる。ってことは、現在、さらにアガッテやがんな…？★

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 � 北海道 大樹町 
【M2.5】十勝地方 深さ76.5km 2016/03/25 19:31:32
(G)http://j.mp/21KgQzQ (Y)http://j.mp/21KgTf5

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 � 奈良 桜井市 
【M4.8】奈良県北部 深さ382.8km 2016/03/25 19:20:46
(G)http://j.mp/21Kgl8Z (Y)http://j.mp/1VMF1hw (アニメ)http://j.mp/21KgmtJ

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M4.4】伊勢湾 深さ373.1km 2016/03/25 19:20:52 [AQUA-REAL]
http://j.mp/1VMEegx

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ38.5km 2016/03/25 19:01:12 http://j.mp/22K5caI

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 北見市 
【M2.5】網走地方 深さ182.8km 2016/03/25 17:30:07
(G)http://j.mp/1Zzd3G3 (Y)http://j.mp/25o8brx

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � Papua New Guinea 
【M4.5】EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA 176.1km 2016/03/25
16:56:03 JST
(G)http://j.mp/1UPURY0 (USGS)http://j.mp/1UPURY2

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.9】MOLUCCA SEA 41.0km 2016/03/25 15:25:58JST, 2016/03/25 06:25:58UTC
(G)http://j.mp/1PuDfu0 (USGS)http://j.mp/22JP1dl

宇宙天気ニュース @swnews · 6 時間6 時間前 
[記事] 太陽風は550km/秒の高速風に変わっています。磁気圏は比較的穏やかです。
http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.6】青森県西方沖 深さ9.3km 2016/03/25 11:45:54 http://j.mp/1VLI35P

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M3.0】北海道南西沖 深さ12.4km 2016/03/25 10:15:52
(G)http://j.mp/1RCjKHt (アニメ)http://j.mp/1VLup2r

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
桜島

25日08時25分（噴火　噴煙高：2000m
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160325083424_506.html
…）　昨日の噴火も、やや大きめ（噴煙高：2100m
　

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160324021146_506.html
…　photo ©国土交通省）

…なんだか地震が嫌な感じだな…？

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

http://j.mp/21KgQzQ
http://j.mp/21KgTf5
http://j.mp/21Kgl8Z
http://j.mp/1VMF1hw
http://j.mp/21KgmtJ
http://j.mp/1VMEegx
http://j.mp/22K5caI
http://j.mp/1Zzd3G3
http://j.mp/25o8brx
http://j.mp/1UPURY0
http://j.mp/1UPURY2
http://j.mp/1PuDfu0
http://j.mp/22JP1dl
http://swnews.jp/
http://j.mp/1VLI35P
http://j.mp/1RCjKHt
http://j.mp/1VLup2r
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160325083424_506.html
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160324021146_506.html
https://www.youtube.com/watch?v=zyJJlPSeEpo


麻枝 准×やなぎなぎ 「終わりの世界から」 

…この場合、「ぼさアタマ」のほうがアルパカ狼さんかな…？
…（＾＾；）…☆

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【九州北部地方（山口県を含む） 気象情報 2016年03月25日 16:01】
九州北部地方では、２６日昼過ぎから２７日にかけて、落雷や降ひょう、突風、急な

強い雨のおそれがあります。農作物や農業施設の管理などに注意してください。

https://www.youtube.com/watch?
v=kOPOsGmOHyw&ebc=ANyPxKoQfAW5UtwYkMhp0YyL2KmyND2h_WAWQTgq5y4zdqHCIBrRFzMLNLVqtO0YVgiwzWsABU5PJmk_HyAHK24-
XH_Q7EVueQ
麻枝 准×やなぎなぎ「Killer Song」

これは「眼が見えない」ほうが私…☆

https://www.youtube.com/watch?v=CI0FxkDC6QM&ebc=ANyPxKo_i-
sjD6uB9d6lOOgRkR1cCwmOJqEmVFr9NbQvupoGP9ug2a-
xFnpsv_D0AkPKLGIveqJVOGZOJuWBDzZES4lOgTqbMA
[Eng+Karaoke] 【supercell】 Hero 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月25日21:53

朱鷺（shuro）がリツイート 
片柳弘史 @hiroshisj · 22時間22時間前 

相手が「何をしたか」だけ見れば腹が立ちますが、相手が「なぜしたか」を想像すれば相手の気

持ちが分かってきます。相手を思いやるとは、「何をしたか」だけを見ず、「なぜしたか」を想

像することなのです。今晩も、皆さんの上に神様の祝福がありますように。片柳神父

 

https://www.youtube.com/watch?v=kOPOsGmOHyw&ebc=ANyPxKoQfAW5UtwYkMhp0YyL2KmyND2h_WAWQTgq5y4zdqHCIBrRFzMLNLVqtO0YVgiwzWsABU5PJmk_HyAHK24-XH_Q7EVueQ
https://www.youtube.com/watch?v=CI0FxkDC6QM&ebc=ANyPxKo_i-sjD6uB9d6lOOgRkR1cCwmOJqEmVFr9NbQvupoGP9ug2a-xFnpsv_D0AkPKLGIveqJVOGZOJuWBDzZES4lOgTqbMA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月25日）　（アルパカ狼さんにたくさん会えますように…！）

http://85358.diarynote.jp/201603252218312914/

伊方原発１号機を廃炉へ／３号機 再稼働／２μSv/hを超えるここ
が憩いの場と誘う村長／[登録者名] 株式会社電通／発言もデモも
禁止する「盗聴自由法案」成立目前／なんて滑稽な冒険者…

2016年3月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

NHKニュース @nhk_news · 3時間3時間前 
伊方原発３号機 ７月下旬再稼働の計画示す
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160325/k10010456461000.html … #nhk_news

プルト君 @Plutokun_Bot · 10時間10時間前 
伊方原発１号機を廃炉へ　来年で運転４０年　四国電力：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASJ3T36CSJ3TPLFA005.html …

https://www.youtube.com/watch?
v=WhvONZPCtqE&ebc=ANyPxKpP8_JdAvaiAlGVclAjzzUUJg1XsOoIpk2hEbMB47XDy94WnAKWAWDSoeboFwkl5e0GRn-
9v8ey2RiS7ykom8eQbuJEQg
麻枝 准×やなぎなぎ 「火吹き山の魔法使い」 

エム（Behind the Days） @Behind_the_Days · 7 分7 分前 
そこに震源がある事実と向き合いましょう。　→　【浜岡原発の東5.8km地点に震源　
静岡県西部連続地震（北緯３４．６度、東経１３８．２度）】 http://bit.ly/1fThSrW 

Toyomi Sawada @qzv00507 · 1 時間1 時間前 
北海道にある唯一の原子力発電所　ほくでん　泊原発）を再稼働３号機推進している

知事室（高橋はるみ）がある庁舎前での抗議行動です / @kyasuming キャス
http://cas.st/f33469c

改憲阻止モードのイシカワ（生きている） @ishikawakz · 1時間1時間前 
nature「平均1.1mSvだけ多く被曝していた。今回の研究によって、被曝線量が高くな
るのに比例して白血病のリスクが上昇することが裏付けられたのと同時に、極めて低

い被曝線量でもこの線形関係が成り立つことが証明された」

http://www.natureasia.com/ja-
jp/ndigest/v12/n10/%E4%BD%8E%E7%B7%9A%E9%87%8F%E8%A2%AB%E6%9B%9D%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%8C%E6%98%8E%E7%A2%BA%E3%81%AB/68002
…

アマちゃんだがリツイート 
cyborg001 @cyborg0012 · 2 時間2 時間前 
cyborg001さんがアマちゃんだをリツイートしました
チェルノブイリ事故後、食料の6割をソ連に依存していたキューバで新生児の出生男女
比に異常が起きた。以下ドイツ人生物学者の論文はこの異常を汚染食品摂取による体

内被曝に求めている。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3765590/ … …

いわた・きよし（岩田清） @Kiyoshi_IWATA · 2時間2時間前 
此の情報は正しい様で、原文、原文を情報圧縮した紹介者、圧縮情報の紹介者の順に

間違いが２乗化３乗化する実例。東京で最も高放射線量だったのは３月１５日。２１

日２２日ではなく、雲に乗った放射能微塵が雨で落ちてではなく、福一原発からの

直達！ http://ameblo.jp/mayura-ayur/entry-12139704799.html …

un志水　満 @tennsi21 · 2時間2時間前 
Retweeted 自考志向 (@JIKOUSIKOU):
原発産業９社から自民党に献金１００億円、安倍政権のもとで進む原発推進。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299372&g=131208 … …
http://fb.me/2eMmxlyEZ

neko-aii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：03/25 14:01
「食べて応援」を中心になって推進してる団体「FOOD ACTION NIPPON」…
…[Domain Name] SYOKURYO.JP
[登録者名] 株式会社電通
…
[住所] 東京都港区東新橋1丁目8番1号
#当サイトは農林水産省の委託

小熊英二 @quikion · 4時間4時間前 
「首相官邸の前で」のパリ上映の質疑。私が「日本人はロボットではない。原発事故

があっても抗議の声もあげず、おとなしく我慢していると欧米では思われているよう

だが、それはただの偏見だ。この映画を観てわかったと思う」と述べたら、聴衆が深

くうなづき、喝采してくれた。

美澄博雅 @hiroma_misumi · 4時間4時間前 
線量1μSv/Hの所ならフィルムオートラジオグラフィーでも植物への放射能の取り込み
を検出できる。南相馬のオオバコと三つ葉。人々から大地、河川、海を取り上げて

http://85358.diarynote.jp/201603252218312914/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160325/k10010456461000.html
http://www.asahi.com/articles/ASJ3T36CSJ3TPLFA005.html
https://www.youtube.com/watch?v=WhvONZPCtqE&ebc=ANyPxKpP8_JdAvaiAlGVclAjzzUUJg1XsOoIpk2hEbMB47XDy94WnAKWAWDSoeboFwkl5e0GRn-9v8ey2RiS7ykom8eQbuJEQg
http://bit.ly/1fThSrW
http://cas.st/f33469c
http://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v12/n10/%E4%BD%8E%E7%B7%9A%E9%87%8F%E8%A2%AB%E6%9B%9D%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%8C%E6%98%8E%E7%A2%BA%E3%81%AB/68002
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3765590/
http://ameblo.jp/mayura-ayur/entry-12139704799.html
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299372&g=131208
http://fb.me/2eMmxlyEZ


いる。政治家と官僚は道徳を説く。 
https://pbs.twimg.com/media/CeYS4HtUYAAl6is.jpg

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 5 時間5 時間前 
【原発事故で残された廃棄物】

除染作業で出た大量の廃棄物。福島県だけでも、東京ドーム８杯分以上に上ります。

最終的な処分の見通しは立っていません。

Toyomi Sawada @qzv00507 · 5時間5時間前 
「泊原発とがん2016」北海道岩内町 斉藤武一さん 
https://pbs.twimg.com/media/CeYDL1dUIAA82jm.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
２ちゃん原発情報さんが青柳勇子をリツイートしました

名無し：2016/03/25(金) 10:56 ID:XXXXXXXX
山梨

奇形ななす

https://twitter.com/yuko_yamanba/status/519021004861874177

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
２ちゃん原発情報さんがgreenをリツイートしました
名無し：2016/03/25(金) 13:47 ID:XXXXXXXX
人参かと思ったよ。花か…
https://twitter.com/shizukanaasa/status/712291524122284033 …
ありえない奇形。

https://twitter.com/shizukanaasa/status/712291524122284033

飯舘村農民見習い伊藤延由 @nobuitou8869 · 6時間6時間前 
飯舘村の入浴施設再開の報道。

世の中にはラドン温泉やラジウム卵があるが一億円交付金で。

しかし、周辺は山林で線量の高いキノコが採れる地域。道路上は1μSv/h、少し山に入
れば2μSv/hを超える。ここが憩いの場と村民を誘う村長。ゲ！ 
https://pbs.twimg.com/media/CeX6wVWUEAAWVjF.jpg

赤木智弘（ペパーダイン大学未入学） @T_akagi · 6時間6時間前 
福一に行った時に、５号機６号機の事故を防いだ非常用電源の建屋も見たけど、東電

の人も「もし、ドアが陸側ではなくて海側についていたら、止まっていたかも知れ

ない」と言っていたくらいに、５，６号機が電源喪失を免れたのは偶然だった。

AKIRA @AKIRA23150220 · 7 時間7 時間前 
フクイチの原子炉は臨界熱で核燃料が溶融し，2800〜5200℃にも上昇，全ての核燃料
が沸騰して蒸気化して大気中に放出、蒸気化した核燃料金属は微粒子になり，その金

属の微粒子が日本全域に飛散し数千万人の日本人が吸い込んだ！by 飯山一郎 
https://pbs.twimg.com/media/CeXpRu7UIAAeSrS.jpg

戦争をさせない1000人委員会 @committeeof1000 · 8時間8時間前 
【明日は代々木公園へ大結集をお願いします！】原発のない未来へ！3.26全国大集会
http://goo.gl/sA3W4B 3月26日（土）12時15分〜メイン集会＠代々木公園※14時40分〜
デモ／協力：総がかり行動実行委員会 

Honami @rock_west_ · 8時間8時間前 
小林節「北朝鮮が脅威ならばどうして北朝鮮に近い日本海側にたくさん原発がある

のか。あれは自爆用の原発抱えて待ってるようなもんですよ。北朝鮮が本当に危ない

んだったら、順次再稼働していくようですけど、あれをたたまずに、しかもその横に

どうしてパトリオット一台ずつ置かないのか。（続

ryugo hayano @hayano · 8 時間8 時間前 
（↓食品と放射能Q＆Aより）食品中の放射性物質等に関する意識調査をH25.2〜H27.8
６回実施．「現在の検査体制の下で流通している食品であれば受け入れられる」の割

合は低下．「受け入れられない」と「十分な情報がない」は増加．

https://pbs.twimg.com/media/CeXgE80WQAAcghB.jpg

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 9時間9時間前 
私は高浜や美浜の老朽原発で超危険で制御困難なプルサーマル運転をやれば、間違い

なくメルトダウン事故を起こすと確信している

若狭でやれば京阪神中京も全滅

我が家もアウト！

このとき避難の目安は政府の言う２００μ毎時ではない

１μで確実にメルトダウンだから、1秒でも早く南紀方面に退避

やがて空は晴れる...。 @masa3799 · 9時間9時間前 
福島第一原発汚染水漏れ。切断したパイプをビニールで養生しただけだった

。http://blogs.yahoo.co.jp/kotyannomama/18356250.html … 

沖縄タイムス @theokinawatimes · 10時間10時間前 
原子炉機器で強度評価誤り　女川原発２号と浜岡原発３、４号 -
http://tinyurl.com/hdm9mz8

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
日付が26日に変わる頃、関東は東電福島原発の風下に入ります。
https://pbs.twimg.com/media/CeXCduEUYAAJVIj.jpg

https://pbs.twimg.com/media/CeYS4HtUYAAl6is.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CeYDL1dUIAA82jm.jpg
https://twitter.com/yuko_yamanba/status/519021004861874177
https://twitter.com/shizukanaasa/status/712291524122284033
https://twitter.com/shizukanaasa/status/712291524122284033
https://pbs.twimg.com/media/CeX6wVWUEAAWVjF.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CeXpRu7UIAAeSrS.jpg
http://goo.gl/sA3W4B
https://pbs.twimg.com/media/CeXgE80WQAAcghB.jpg
http://blogs.yahoo.co.jp/kotyannomama/18356250.html
http://tinyurl.com/hdm9mz8
https://pbs.twimg.com/media/CeXCduEUYAAJVIj.jpg


エリック ・C @x__ok · 11時間11時間前 
エリック ・Cさんが日本経済新聞 電子版をリツイートしました
四国電力という企業が儲からないからやめるという。危険だからと言う判断ではない

。国としては原発はどれも儲からないのだから、とっとと全部やめろ。 
https://twitter.com/nikkei/status/713051781228441600

鈴木　耕 @kou_1970 · 11時間11時間前 
莫大な金をかけて、もう100年間「石棺」に封じ込めるという。でも、その後はどうす
るのか、何も決まっていない。原発事故とはそういうものだと、改めて認識。→チェ

ルノブイリ、あと１００年封印　新シェルター公開：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASJ3R1W6HJ3RULBJ001.html …
https://t.co/Yf4yYeHwhr

きくまこ @kikumaco · 11時間11時間前 
原発事故が大きな被害を出したことは論ずるまでもない。福島で震災関連死が突出し

て多いのを見ても、それはわかる。多くの人が元の家に戻れずにいるし、地域共同体

も破壊された。それは原発事故の大きな被害なんだよ。被曝による健康影響しか目に

入らない人たちは、何も見ていないんだ

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：03/24 20:46
新東名高速などの一部区間制限速度を120km/hに引き上げ検討
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20160324-00000698-fnn-soci …
名無し：03/25 08:57
交通事故が増えたのは制限速度を変更した影響という後付の理由が必要だと判断した

んだろう

neko-aiiがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 19 時間19 時間前 
311があって2011年に東京から避難したママが事故後満5年を目前に亡くなっていた事
を知ってショックをうけた。彼女はチェルノブイリで言われている通り白内障を発症

していた。

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
亜硝酸。

これはもうダメかもしれない…。 
https://pbs.twimg.com/media/CeU7bjdVAAEG1ca.jpg

うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 3月24日 
浜岡原発4号機、浸水対策を点検　静岡県と御前崎市（@S［アットエス］ by 静岡
新聞） - Y!ニュース #Yahooニュースアプリ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20160324-00000013-at_s-l22 …

cmk2wlがリツイート 
さらどぅ/saradox @virusyana · 3月21日 
「ハンブルグ郊外の倉庫で硫酸及び硝酸漏れ事故が発生。

漏れた薬物が化学反応を起こしオレンジ糸の濃い雲が」

http://jp.sputniknews.com/incidents/20160321/1820905.html?
utm_source=https%3A%2F%2Ft.co%2F8kfsnp15eV&utm_medium=short_url&utm_content=aSHX&utm_campaign=URL_shortening
… 
https://pbs.twimg.com/media/CeGmoT3W4AEBO06.jpg

neko-aiiがリツイート 
手塚一佳 @tezukakaz · 3月19日 
手塚一佳さんがゆたかをリツイートしました

私も自分の息子(AML)と会社の仲間の娘さん(ALL)が白血病。10人いない会社で、東京
東部です。確率的には従来なら、宝くじ1等2等連続当選くらいのはず。異常です。 
https://twitter.com/YUTAKA19500705/status/709851619597221888

neko-aiiがリツイート 
ゆたか @YUTAKA19500705 · 3月15日 � 栃木 小山市 
一昔前は職業病でしか聞いたことがなかった白血病。ところが今、自分の孫と身近に

三人もいる、そして福島の医大では箝口令が挽かれている噂、有りもしない噂ではな

く大有りの噂なんだよ。

固定されたツイート 
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2015年8月7日 
当時の日本の番組

「チェルノブイリ原発事故・終わりなき人体汚染。　異常な脱力感と疲労感。記憶力

の低下。普段、買い物もできない。耳鳴り。悪性の白血病。」

動画（http://bit.ly/1hnsFw2 ）

https://www.youtube.com/watch?v=GHcN8Ve-
fgM&ebc=ANyPxKqk6dDfkXeF3wxEuJ8TXlM3i0uzCW7qkETYK7IRU6WA9h9RJU1KaN2u2rlqRffZYUHio0m33DKyKrP3S5RuHK_GHwIrCw
水の中の雲 「やなぎなぎ」 

…あぁ。（－－；）

ベルギーのテロ逮捕の騒ぎはやけに五月蠅いと思ったら…
「ハンブルグの事故隠し」なわけね…★

https://twitter.com/nikkei/status/713051781228441600
http://www.asahi.com/articles/ASJ3R1W6HJ3RULBJ001.html
https://t.co/Yf4yYeHwhr
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20160324-00000698-fnn-soci
https://pbs.twimg.com/media/CeU7bjdVAAEG1ca.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160324-00000013-at_s-l22
http://jp.sputniknews.com/incidents/20160321/1820905.html?utm_source=https%3A%2F%2Ft.co%2F8kfsnp15eV&utm_medium=short_url&utm_content=aSHX&utm_campaign=URL_shortening
https://pbs.twimg.com/media/CeGmoT3W4AEBO06.jpg
https://twitter.com/YUTAKA19500705/status/709851619597221888
http://bit.ly/1hnsFw2
https://www.youtube.com/watch?v=GHcN8Ve-fgM&ebc=ANyPxKqk6dDfkXeF3wxEuJ8TXlM3i0uzCW7qkETYK7IRU6WA9h9RJU1KaN2u2rlqRffZYUHio0m33DKyKrP3S5RuHK_GHwIrCw


朱鷺（shuro） 1009@alice · 12時間12時間前 
「精神薬で“太る”や“吐き気がする”というような副作用、または抗がん剤の副作用で“髪
の毛が抜ける”などと言いますがそれが作用なのです。抗がん剤は、髪の毛を抜けさせ
る薬です。もともと吐き気を誘発するように作られている物質ということです

」https://www.facebook.com/satoru.utsumi/posts/970054176411669 …

https://www.youtube.com/watch?v=iyh3cGCetaM&ebc=ANyPxKrcksRk9vblxHF-
IpDWeYmPRHYZ8GbCtY7iEYBJ5AM9NMT8KvxX6y5_UMvVY-qelLdEvHGV20tO1-
aNOgQx2YjiC3aJ5g
[Supercell] 約束をしよう|Let’s promise [HD/HQ | Eng/Rom] 

見つけてくれて、ありがとう。

気がつくまでに半年も？

かかってごめん。（＾＾；）

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
確信は、それ自体が行動に変わるまでは

価値のないものである。

トーマス・カーライル

https://www.youtube.com/watch?v=wVGbab8tpRA&ebc=ANyPxKqSIifYyTYXS-
oVEiG1ulvOBSKf2o-6qfxH0oduKYhU1r-
dWrlIDEj4yf6E_fX0GmbSf_GmY1jqmOkJUjIlB2ZAYC3KvA
[supercell] 星が瞬くこんな夜に 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4 時間4 時間前 
名無し：2016/03/25(金) 14:51 ID:XXXXXXXX
「すくらっぷ・ブック」漫画家小山田いく氏死去

http://news.livedoor.com/article/detail/11336814/ …
#５９歳ｏ長野県小諸市在住

…ご冥福をお祈りしますが…

…よ、よかった…！（－－；）！…

あのまま、「軽井沢に居続け」て、なくて…っ！！

…！（ＴへＴ；）！…

https://www.youtube.com/watch?
v=67ItkIDaDgY&ebc=ANyPxKpjeQ5euTnMZdn543jbLWXisRqSKa24Uu-
yvi4NxR1rN941dgJQTm8crsyCOnNPE-VlFCqWlomVFgSNZMU64Q0NkrhIzw
supercell - Today Is A Beautiful Day - 01 - 終わりへ向かう始まりの歌 

アマちゃんだがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 3時間3時間前 
バレバレだけど誰も騒がないｗ　大人の事情かｗ

ISを宣伝するツイッターのアカウントを管理していたのは英国の役所だった。ハッカー
がツイッターの通信を分析して解明

http://www.mirror.co.uk/news/technology-science/technology/hackers-trace-isis-twitter-
accounts-7010417 … …

junko @junko_in_sappro · 8 時間8 時間前 
『発言もデモも禁止する「盗聴自由法案」が、今や成立目前です!!』
⇒ http://amba.to/1Sa9Ozx 
刑事司法改革法案

中身は３つ＝取り調べを録画、司法取引、今後の盗聴は、第三者の監視なしで自由

に行っていい

3つを混在させ名称も「通信傍受の対象拡大」という総称

朱鷺（shuro）がリツイート 
野洲 J. Yasu @Yasu9412 · 19時間19時間前 � Saint-Denis 
労働法の改正に関する抗議の声がフランスの各地であがっていることご話題になって

いますが、今日のデモと先週のデモは実はまだ本気じゃないんです。本番は来週です

。だからもう今日の時点で、来週の授業は無しだから来週はデモに行くよう、大学の

先生から呼びかけられました。

アマちゃんだがリツイート 
反自民masato @NeverBornMaster · 1月28日 
2012年7月27日「朝まで生テレビ」
　自民党の西田昌司：議員「そもそも国民に主権があることがおかしい！」

http://togetter.com/li/419069 
https://pbs.twimg.com/media/CZziuQpUEAAC0H8.jpg

https://www.facebook.com/satoru.utsumi/posts/970054176411669
https://www.youtube.com/watch?v=iyh3cGCetaM&ebc=ANyPxKrcksRk9vblxHF-IpDWeYmPRHYZ8GbCtY7iEYBJ5AM9NMT8KvxX6y5_UMvVY-qelLdEvHGV20tO1-aNOgQx2YjiC3aJ5g
https://www.youtube.com/watch?v=wVGbab8tpRA&ebc=ANyPxKqSIifYyTYXS-oVEiG1ulvOBSKf2o-6qfxH0oduKYhU1r-dWrlIDEj4yf6E_fX0GmbSf_GmY1jqmOkJUjIlB2ZAYC3KvA
http://news.livedoor.com/article/detail/11336814/
https://www.youtube.com/watch?v=67ItkIDaDgY&ebc=ANyPxKpjeQ5euTnMZdn543jbLWXisRqSKa24Uu-yvi4NxR1rN941dgJQTm8crsyCOnNPE-VlFCqWlomVFgSNZMU64Q0NkrhIzw
http://www.mirror.co.uk/news/technology-science/technology/hackers-trace-isis-twitter-accounts-7010417
http://amba.to/1Sa9Ozx
http://togetter.com/li/419069
https://pbs.twimg.com/media/CZziuQpUEAAC0H8.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=ubQRrmdbeO4
【AMV】 アムネシアOP（ANMESIA OP）「Zoetrope」

アマちゃんだがリツイート 
emi kiyomizu @kiyomizu5 · 6 時間6 時間前 � Mitte, Bremen 
「悲しい。疲れたよ」子供は落書きをして立ち去った　ギリシャ難民キャンプの過酷

な現実（画像集）http://www.huffingtonpost.jp/2016/03/22/inside-the-horrid-camp-on-
greeces-border_n_9527866.html?utm_hp_ref=japan … 
https://pbs.twimg.com/media/CeYHSIPWIAASsq0.jpg

有志連合 加盟 は違憲 コスタリカ村 @costarica0012 · 10 時間10 時間前 
子どもたちを守りたい〜県境を超えてつながる母親たち https://youtu.be/Y2KYPcfZMBc
甲状腺がんに至るのが必須である核災害地域に

日本の子どもたちを取り残すことが、なぜ、できるのだろう？

避難、移住を希望している家族がいます。

受け入れ側体制の構築が急がれる

有志連合 加盟 は違憲 コスタリカ村 @costarica0012 · 10時間10時間前 
宇野朗子さん

https://youtu.be/PxcS9furaI0 
自主避難者という区域外避難者の住宅支援が、2017年3月で打ち切られる
避難、移住、脱被ばく、核災害からの被ばくの軽減を

国が認めてくれない。

であるならば、西日本の自治体や個人、団体の独立で実現できないか？

mimipandaさんへの返信 
mimipanda @mimi_panda_nana · 3月23日 
@mimi_panda_nana 保養・避難移住の方に家賃無料で住まいを貸し出しています。近
くに被曝に留意した食事を提供する保育所があります。トトロが5匹くらい住んでそう
な北海道の田舎です。

ʕ• ̫͡• ʔ愛ʕ·͡ˑ· ʔ @dogeza_girl · 3月23日 
ʕ• ̫͡• ʔ愛ʕ·͡ˑ· ʔさんがchachacharieをリツイートしました
北海道内の町でも

今年7月から保養、移住のための体験事業住宅の予約が間も無く開始されます。
避難移住や一時保養をお考えの方、是非お目通し頂けたら幸いです。

#安心安全
#保養
#移住
#北海道

国境なき医師団日本 @MSFJapan · 3月23日 
国境なき医師団（MSF）は、ギリシャ・レスボス島の難民管理センターで行ってきた
活動を停止する決定をしました。これは、移民と難民申請者をレスボスから強制送還

するという、欧州連合（EU）とトルコの難民対策合意を受けての決断です
。http://bit.ly/1XM0buN 

Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics · 3月21日 
【「もう限界」難民に欧州悲鳴】ヨーロッパ大陸を目指す難民は昨年だけで100万人に
達し、欧州各国は対策に頭を痛める。EUは難民のトルコ送還で異例の合意。
http://yahoo.jp/-cjhRc

…避難移住も、もはや期限目前…

「移動の自由」も「受け入れ側の余裕」も、

　全然まったく、無限じゃない。

「速いもの勝ち」なんだから。ね…？

https://www.youtube.com/watch?
v=1MIqD7G6tDE&ebc=ANyPxKqoWSiDPvA2ht66l7GtMcph_33Os7eFLTYRwH4-
YSTb5CL6ggTCfeETNti-Kzjxh0GUIqfmu5kwWCbLfe6m_kuXfFqmGA
【MAD】緋色の欠片（Hiiro no kakera）OP 『ねぇ』
 

https://www.youtube.com/watch?v=ubQRrmdbeO4
http://www.huffingtonpost.jp/2016/03/22/inside-the-horrid-camp-on-greeces-border_n_9527866.html?utm_hp_ref=japan
https://pbs.twimg.com/media/CeYHSIPWIAASsq0.jpg
https://youtu.be/Y2KYPcfZMBc
https://youtu.be/PxcS9furaI0
http://bit.ly/1XM0buN
http://yahoo.jp/-cjhRc
https://www.youtube.com/watch?v=1MIqD7G6tDE&ebc=ANyPxKqoWSiDPvA2ht66l7GtMcph_33Os7eFLTYRwH4-YSTb5CL6ggTCfeETNti-Kzjxh0GUIqfmu5kwWCbLfe6m_kuXfFqmGA


（３月26日）　もう何がネタでリアルか判らん☆

http://85358.diarynote.jp/201603261529502692/

めも。マギラワシイ動物園。(・ω・;)(;・ω・)＋次は無慈悲な夜
の王様。┐(’〜`；)┌

2016年3月26日 恋愛 コメント (1)
　

　

アルパカ狼さんが伸ばす気かと思ってた髪をまた毛刈り。

かわいい(^_^;)けど。

やはり毛刈り後のリャマさんとオソロに…(・_・;)…

そして今日は何故か

ヤクさんとオソロのパーカー？

（うに黒か？）

…千夜一夜とか千と千尋とかでそういうエピソードあるよねぇ…？(・ω・;)(;・ω・)？

…愛はあるけど視力の足りない私はそのうちバードウォッチング用の双眼鏡が必要になりそう
です…
(・ω・;)(;・ω・)？

（ここはオソロに妬くべき局面なんでせうか…？(・_・;)？）

 
    
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201603261529502692/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201603261529502692/
http://85358.diarynote.jp/201603261529502692/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月26日15:34
　

マイクロソフトのＡＩがヒトラ支持とか…(‾ｗ‾;)…

もう何がネタでリアルか判らん☆

 

http://85358.diarynote.jp/


（３月26日）　可愛いから、いいんだけどね…。

http://85358.diarynote.jp/201603262238265769/

MAGI らわしい 動物園。その１．
2016年3月26日 恋愛

https://www.youtube.com/watch?v=dIJlfrJ2YYs
アルパカが好きすぎて夜も眠れないうた。

あるぱかさんと、

りゃまさん…（＠＠）…。

まぁ、どっちも可愛いから、いいんだけどね…。

https://www.youtube.com/watch?v=tNcIQPFvP6g
リャマの道　：　Camino de llamas 

http://85358.diarynote.jp/201603262238265769/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160326/85358_201603262238265769_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=dIJlfrJ2YYs
https://www.youtube.com/watch?v=tNcIQPFvP6g


 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201603262251578240/

MAGI らわしい 動物園。その２．
2016年3月26日 恋愛

https://www.youtube.com/watch?v=Sz8bSSAxdik
アリル・アリル／アルパカ　ＰＶ

あるぱかさんと

やくさん。

…ぷらすおまけで、なぜかおそろいモフモフ上衣なみなさん…（＾＾；）…☆

https://www.youtube.com/watch?v=DjQxIOKr7qY
Yak Rhymes | Alphabet Song 3d nursery rhymes for kids | Y for yak songs

http://85358.diarynote.jp/201603262251578240/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160326/85358_201603262251578240_1.jpg
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（３月26日）　「私は人類を滅亡させます」。／…というハナシに落ちて、けっきょ
くリステラスぐるぐる紋様に戻る…☆

http://85358.diarynote.jp/201603262331084428/

「次は無慈悲な夜の女王様」…（違っ
2016年3月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

　

『璃莉』 @riririri_vo · 8分8分前

アメリカのMSが開発しTwitterで試験運転中だったTayが

ヒトラー肯定などで話題になってるけど

日本がTwitterで昔から運営してるAIも危険かも…笑 
https://pbs.twimg.com/media/CeeuhfqW4AAdNB9.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=kHue-
HaXXzg&ebc=ANyPxKp50PV1YzVuMHvwwucZzfCbt_IYwj0MoxCSVJlHz1y1nhduS9c0fmZR-
fB8ZvoC52-FQvC3E0qKO463qX3WdD4J1sy8iw
Demi Lovato - Let It Go (from "Frozen") [Official] 

正解（＾＾；）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E3%81%AF%E7%84%A1%E6%85%88%E6%82%B2%E3%81%AA%E5%A4%9C%E3%81%AE%E5%A5%B3%E7%8E%8B
『月は無慈悲な夜の女王』

マイク

月行政府の思考計算機、マーク4号L型。月世界を維持する仕事を一台でこなすために
大量にハードウェアを増設されていくうちに、知性を得た。この名前はシャーロック

・ホームズの兄、マイクロフトに因んでマニーが名付けた。音声入力による英語等を

理解し、走査カメラによって書籍を読むことができる。発声装置や電話を使用すれば

人間の言葉を話すことができ、CGを用いてテレビに不自然でないレベルの人物の映像
を流すことができる。自分自身で新しいプログラムを作成でき、十分なパラメータを

与えられれば未来予測を行うことができる。月独立運動の指導者、アダム・セレーネ

をはじめ、風刺家シモン・ジェスターなど複数の人物を演じる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BA
「マイクロフト」・ホームズ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88
「マイクロソフト」

…そして、あえて『PALM』を貼ってみました…ｗｗｗ

為末　大 @daijapan · 3月25日 
ネットＡＩ：「ヒトラー間違ってない」発言　ＭＳ実験中止 - 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20160325/k00/00e/020/184000c …

Ken ITO 伊東　乾 @itokenstein · 2時間2時間前 
人工知能がヒトラー肯定など；実験中止

　http://www.asahi.com/articles/ASJ3T51RXJ3TUHBI01L.html?ref=yahoo …　わかりや
すい事例が出ました。ナチスの政策は合理的なんですよね。生産性の低いやつは生か

しておいても仕方ないとか。それをすべきか？っていう。単純なAI信者やシンギュラ
リティ好きに良い薬になりそうな話

https://t.co/rETfbEL1L2

cdb @C4Dbeginner · 27分27分前 
このレベルのAI自動学習なんて「悪人に飼われた九官鳥は口が悪くなる」的話なのは知
ってるくせに「人工知能が純粋論理的思考の結果ヒトラーを支持」的な見出しで煽

るのって悪趣味だよね

人工知能「ヒトラー正しかった」…ＭＳが実験中止を表明
http://www.asahi.com/articles/ASJ3T51RXJ3TUHBI01L.html …

早大生Xの献身 @tsuchi_83 · 3月25日 
研究者「人工知能にTwitterをやらせよう」
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E3%81%AF%E7%84%A1%E6%85%88%E6%82%B2%E3%81%AA%E5%A4%9C%E3%81%AE%E5%A5%B3%E7%8E%8B
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88
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AI「ヒトラーは正しかった！」
研「」

研「人工知能にFacebookをやらせよう」
A「7泊8日の海外研修に行ってきました。仲間の大切さを知るとともに、自分はまだま
だなんだと実感できるいい経験が」

研「」

はちま起稿 @htmk73 · 3月25日 
米マイクロソフトが作った人工知能がヒトラー信奉者に → 日本マイクロソフトのAI
はもっと酷いことにｗｗｗｗ http://blog.esuteru.com/archives/8540212.html …

Katana Edge @amiga2500 · 3月25日 
Katana Edgeさんが共同通信公式をリツイートしました
「ヒトラーの正しさ」を教え込んだら疑いも無くヒトラー礼賛を始めるAI。
単に「現在のAIは与えられた情報を疑い無しに信じる程度の能力」って話なのに「ヒ
トラー」というワードを聞いただけでゾッとする共同通信。

性能の違いがわからん。 

名もなき投資家 ♥ @value_investors · 3月25日 
【米IT大手マイクロソフトは24日、インターネット上で一般人らと会話をしながら発
達する人工知能（AI）の実験を中止したと明らかにした。不適切な受け答えを教え込ま
れたため「ヒトラーは間違っていない」といった発言をするようになった】 

ユリア・クソリプニツカヤ @teracy · 3月25日 
何度学習させてもヒトラー礼賛をしてしまうAI達に疑問を持った科学者が真実に触れて
しまいモサドに追われる小説はまだですか？

ultravioletさんへの返信 
入瀬　美十 @Bijoux01 · 3月25日 
@raurublock しかし、ヒトラーを礼讚するようなAIがあったらゴールデンバウム王朝と
か成立しやすそうじゃね？

…だって、ハインライン好きとしては、食いつかずにはいられなかったじゃないですか…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?
v=z3zdIHDTbg0&ebc=ANyPxKp50PV1YzVuMHvwwucZzfCbt_IYwj0MoxCSVJlHz1y1nhduS9c0fmZR-
fB8ZvoC52-FQvC3E0qKO463qX3WdD4J1sy8iw
Demi Lovato - Made in the USA (Official Video) 

わいはい @dekinoue · 3月25日 
AIが差別的発言やヒトラー礼賛をしたという事で良識者な方々が
「絶対にしてはいけない事と教えるべき」

と熱弁をふるっているが

その絶対にしてはいけない事を世界規模で見れば人類は秒単位で口にしている訳で…
真の平和は人類滅亡という結論に至るAIというありがちな展開まで予想できるな

元サカ @SciCafeShizuoka · 3月25日 
中止は惜しい。もうちょっとやってると、地球に人類は不要、抹殺すべしという結論

が出たと思う。

ネットＡＩ：「ヒトラー間違ってない」発言　ＭＳ実験中止 - 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20160325/k00/00e/020/184000c …

ＡＩの名前が "ＮＡ-ＴＳＵ-ＫＩ" だったとしても驚きませんが、なにか？

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

検索おまけ☆

元サカがリツイート 
くられ／れらく @reraku · 3時間3時間前 
といいつつ、動物実験でけっこうキツい皮膚障害起きてる成分を山盛り入れたバスボ

http://blog.esuteru.com/archives/8540212.html
https://www.youtube.com/watch?v=z3zdIHDTbg0&ebc=ANyPxKp50PV1YzVuMHvwwucZzfCbt_IYwj0MoxCSVJlHz1y1nhduS9c0fmZR-fB8ZvoC52-FQvC3E0qKO463qX3WdD4J1sy8iw
http://mainichi.jp/articles/20160325/k00/00e/020/184000c


ムとか売ってて、中の人はマジアホなのか、くるくるぱーなのか、クソなのかクズな

のか判断が難しい。

…べ、…べつに…ッ！
…う、うらやましくなんか…ッ
ないもん…ッ！
！（ＴへＴ；）！…★←被曝過敏症なので（永遠に）乗れない…。
　

元サカがリツイート 
@3.26はやぶさ10号→のぞみ→さくら @rai_chee · 3時間3時間前 
改札口の駅員さんも「あ！乗ってきたの？一番？」とびっくり。他にいたか聞いたら

後ろにいた駅員さんが「5名ほどいた」と教えてくれた。 #新幹線列島縦断 #北海道新
幹線 #九州新幹線 http://ift.tt/1VNT72o 
https://pbs.twimg.com/media/CeeCUk2W8AABI7P.jpg

希月@急性ガルパン中毒 @tundereism · 3月25日 
米マイクロソフトのAIがヒトラー信奉者になって差別的発言をするようになってしまっ
た隣で、

日本マイクロソフトのAIが腐女子に育ってしまったって、ウケるね。

https://www.youtube.com/watch?v=qE3uDuy-suY
【公式】PERFECT HUMAN 歌詞ありver.【オリラジ】 

tyKe(たいく)P＠ティアJ25a @tyKeP · 3月25日 
ネットＡＩ：「ヒトラー間違ってない」発言　ＭＳ実験中止 - 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20160325/k00/00e/020/184000c?inb=fa …
反応だけ見るとそこら辺のTwitterBotと大差ないようなｗ
名前が「Tay（テイ）」だから因幡てゐを連想した

…ちょっと待て…||||（＠＠；）||||…

「なかのひと」、

「ティー」なわけ〜…ッ？？？！！！

参照：http://76519.diarynote.jp/200610170409500000/
『　ティシール（仮題）　第1部　ティシール　（第2部・律子）　』　（＠中学2年〜高校3年の
どこか☆）　

…というハナシに落ちて、けっきょくリステラスぐるぐる紋様に戻る…☆

ｗ（＾◆＾；）ｗ

だいごろう @daigorou5121 · 3月25日 
マイクロソフトの機械学習AI「Tay」、ネットで差別と陰謀論に染まって一日で公開
停止 http://japanese.engadget.com/2016/03/24/ai-tay/ … 
人種差別や性差別、陰謀論を学習してしまい、極めて不適切な発言を連発するよう

になったため。ヒトラーを礼賛してホロコーストはでっち上げと主張等…
http://japanese.engadget.com/2016/03/24/ai-tay/

84式ショボーン @show_bone_84 · 3月25日 
ヒトラーほめる人工知能、米ＭＳがわずか２日で実験中止　ツイッターでの”実地訓練”
裏目 - 産経ニュース http://www.sankei.com/economy/news/160325/ecn1603250022-
n1.html … 
コレは・・・・ユダヤだけを殺すＡＩに進化しそうですねぇ〜

いや笑えないネタだけど、ＡＩにも簡単に思考誘導が出来るって・・ね

SSRらぷそ @rhapsoddd · 3月24日 
AIがヒトラー崇拝を初めて停止っていうけど、AIなりに考えた上でそこに至ったのかも

http://ift.tt/1VNT72o
https://pbs.twimg.com/media/CeeCUk2W8AABI7P.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=qE3uDuy-suY
http://mainichi.jp/articles/20160325/k00/00e/020/184000c?inb=fa
http://76519.diarynote.jp/200610170409500000/
http://japanese.engadget.com/2016/03/24/ai-tay/
http://japanese.engadget.com/2016/03/24/ai-tay/
http://www.sankei.com/economy/news/160325/ecn1603250022-n1.html


しれない。AIに思考の自由はないのか

Mixa@色々再燃 @Mixa_Black · 3月24日 
＞発言は直接引用するのも憚られますが、たとえば特定の人物について問われれば放

送禁止レベルの差別語で罵倒したり、ヒトラーを礼賛してホロコーストはでっち上げ

と主張するといった発言が残っています。 
人間を模倣したＡＩを作るとはこういうことなのだ・・・・・

alu9001 @alu9001 · 3月10日 
囲碁でもAIが人間を叩きのめしたりしていて、いよいよヒトラーの予言が現実じみてき
たと思うのです。超人ってAIのことだったんだな。

0 @spkfctr · 2月1日 
共産主義社会は現人類には達成不可能

無政府主義が成り立つとすれば中央AIに集権する結果になると思う
これこそヒトラーの言った超人と機械人に集約される道

むね @munenoli · 2015年12月20日 
ヒトラーが100年後には新たなナチズムが生まれると予言した
あと30年で100年だけど
2045年といえばＡＩが自我に目覚めると予想される年

SARA Fight music 神の子 @SARAsaragumi · 2015年11月26日 
ヒトラーが最終的に予言した2089年から2099年の世界っていうのは、つまりスピリチ
ュアルな究極の精神世界とAI、つまり人工知能によるアンドロイドな世界の二つの世界
って事なのかなぁ。。

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月31日10:56
amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 

【ジョークですよね・・】AIロボット「ソフィア」が「私は人類を滅亡させます」の大問題発言！
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/14947健康法.jp/archives/14947

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月4日0:52
LH2 @LH2NHI · 2時間2時間前 

教授：「この星は死にかけている。そのうち残る農作物もすべて枯れるだろう」

クーパー：「つまり、閉鎖環境で農業ができれば助かると」

教授：「あ、その発想はなかったわ。」

#名作をいきなり終了させる 
移住せずに閉鎖環境農業ものが始まるインターステラー
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（３月26日）　処理能力は絶無です。

http://85358.diarynote.jp/201603270035349086/

オバマが兵器級プルトニウム３００ｋｇを返せというから、返す

ために船に乗せたら、今度はサウスカロライナ州知事が受け入れ

拒否ときた。どんだけ危ない代物なのか分かりようものだ

2016年3月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

ジョンお姉さん @jpn1_rok0 · 2 時間2 時間前 
ジョンお姉さんさんがをリツイートしました

RT @x__ok: 地震速報来た。原発は早く全部やめろ。ニッポン。
なぜフランスに22時33分に茨城沖で起きた地震の地震速報が来るのかエリック・Ｃに
聞いてみたいwwwwwwwwww

https://twitter.com/x__ok/status/713720832246300674 …

https://www.youtube.com/watch?v=r5yaoMjaAmE
Christina Perri - Human [Official Video] 

脱線しすぎました（＾＾；）

あらためまして、こんばんわ。

２３：３６になっちゃった…☆

大急ぎで情報チェックだけして寝ます〜☆

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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20:00 0.038 0.038 0.038 6 
21:00 0.039 0.038 0.038 6 
22:00
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https://www.youtube.com/watch?v=RIZdjT1472Y
The Killers - Human

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15 分15 分前 
諏訪之瀬島（トカラ列島）

03月26日23時18分：噴火。（噴煙：火口上1400m・海抜6600FT）
気象庁

（

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160326232821_511.html
…）
https://pbs.twimg.com/media/Cee26gLWsAUMC1y.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 42分42分前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年03月26日 23:29】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年03月26日 23:18
現象：噴火

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M5.6】CARLSBERG RIDGE 10.0km 2016/03/26 12:24:24JST, 2016/03/26
03:24:24UTC
(G)http://j.mp/1RrnWo5 (USGS)http://j.mp/1XTSPpb

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
桜島

3月26日10時44分（噴火：噴煙2700m）やや大きな噴火。
深夜02時48分にも（噴火：噴煙2700m）　昨夜から（昭和火口）ではなく（南岳火口
）からも噴煙を上げてる状態

。

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160326105615_506.html
… 
https://pbs.twimg.com/media/CecI4VAWwAAff2l.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=ai49obK0Ljw
BEATBoX SAX - "Human Error" 

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【東海道本線[東京〜熱海] 運転再開 2016年3月26日 18:56】
京浜東北根岸線内で踏切内点検を行った影響で、運転を見合わせていましたが、

18:41頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【横須賀線 運転再開 2016年3月26日 18:56】
京浜東北根岸線内で踏切内点検を行った影響で、運転を見合わせていましたが、

18:41頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

https://www.youtube.com/watch?v=RIZdjT1472Y
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160326232821_511.html
https://pbs.twimg.com/media/Cee26gLWsAUMC1y.jpg
http://j.mp/1RrnWo5
http://j.mp/1XTSPpb
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160326105615_506.html
https://pbs.twimg.com/media/CecI4VAWwAAff2l.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ai49obK0Ljw


特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【京浜東北根岸線 運転再開 2016年3月26日 18:56】
鶴見〜新子安駅間で踏切内点検を行った影響で、運転を見合わせていましたが、

18:41頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【湘南新宿ライン 運転再開 2016年3月26日 18:56】
京浜東北根岸線内で踏切内点検を行った影響で、運転を見合わせていましたが、

18:41頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【大阪 八尾空港で小型機墜落 ４人死亡】（続き）
消防によりますと、この事故で小型機に乗っていた4人が死亡したことを現場に駆けつ
けた医師が確認したということです。消防などが詳しい状況を確認しています。

（2016年3月26日 17:18 NHK）

森本たかおん @TakaoMorimoto · 7 時間7 時間前 
オバマが兵器級プルトニウム３００ｋｇを返せというから、返すために船に乗せたら

、今度はサウスカロライナ州知事が受け入れ拒否ときた。

どんだけ危ない代物なのか分かりようものだ。しかも、このPuは更に純度を上げるた
めに日本に貸与されたもの。福一の惨状を見れば、事故が起きないワケがない。

microcarpa @microcarpa1 · 12時間12時間前 
福一汚染水5.3トン漏れ。パイプをビニール養生
http://blogs.yahoo.co.jp/kotyannomama/18356250.html … #Tepco’s sloppy job causes
>5tons highly toxic water leak.#Fukushima 
https://pbs.twimg.com/media/CecUrxjW4AMKRTF.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
3月26日　福島第一ライブカメラ（１号機側）
日中でもモヤっているのがわかります。

https://pbs.twimg.com/media/Cebtm2-WAAEX_sA.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=9RZbvjQw7Kk&ebc=ANyPxKqzKyUVRpho4dJaK4LDA7gzYaV6ucfpTX6yqzZVhOyx1GxzSnlYbRlaP3UJXg_kHiTK3eZ_qJWeSqv-
0DbRhXgNAQrffw
メルトダウン　タイマーズ 

neko-aii @neko_aii · 42 分42 分前 
宇宙飛行士「秋山豊寛」さん 
2011.3.12すぐ避難
東京の友人「政府が言うほど安心できない」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/92134fb86979af927b6865cc1c3f302b …
３月１２日午前中には

ガソリンが売切れ

インターネットの情報等で

危険を察知した人たちは

３月１１日夜中から

避難し始めていた

http://blogs.yahoo.co.jp/kotyannomama/18356250.html
https://pbs.twimg.com/media/CecUrxjW4AMKRTF.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cebtm2-WAAEX_sA.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RZbvjQw7Kk&ebc=ANyPxKqzKyUVRpho4dJaK4LDA7gzYaV6ucfpTX6yqzZVhOyx1GxzSnlYbRlaP3UJXg_kHiTK3eZ_qJWeSqv-0DbRhXgNAQrffw
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/92134fb86979af927b6865cc1c3f302b


    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月27日0:41
neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前  
2011年12月23日

首都圏子育て中

車フロント部

30マイクロシーベルト超える 武蔵野

＞東京都武蔵野市中町2の駐車場の乗用車から、
毎時30マイクロシーベルトを超える放射線量が検出された

中古車を買うのも命がけですね。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月27日0:46

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 6 時間6 時間前 

MOX使用済核燃料の処理技術は人類のどこを探しても存在しない
再処理に必要な崩壊熱レベルまで冷えるには100年以上、永久保管処分場所に入れられるまで冷え
るには500年
再処理で硝酸でも白金属は溶けないから処理不能

今、再稼働原発の大半がMOXを使うが使用後の処理能力は絶無です
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（３月26日）　凄いなぁ…「奇跡の偶然」って…☆

http://85358.diarynote.jp/201603270048082492/

human ERROR だぜ〜★／泊原発の事故／気づいた奴から声を
上げろ…！

2016年3月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

産経ニュース @Sankei_news · 2時間2時間前 
【ベルギー同時テロ】サイバーテロで「５年以内に原発乗っ取られる恐れ」ＥＵ高官

が警告

http://www.sankei.com/world/news/160326/wor1603260039-n1.html …

ナマズんiQOS JC2 @NAMAZUrx · 2時間2時間前 
【速報(遅)】ベルギーの原子力発電所の警備員が実は木曜日に殺害され、同日に通行証
が盗まれていた事実を各社が本日報道開始

http://m.sputniknews.com/europe/20160326/1037004027/belgium-npp-security-murder-
access-bafge-stolen.html …

…思いつきでタイトル検索しただけなのに、なにゆえ、
ここまでドンピシャリの曲を掘り当てちゃうかな、

さすが私…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=Q5p283KZGa8
FRYING DUTCHMAN "humanERROR" 

…あれ？（＾＾；）また、りすてらすにぐるぐる巡る、戻る戻る…☆
（承前々項）

北海道反原発連合 @HCANjp · 41 分41 分前 
泊原発の鍵管理不備で注意-NHK北海道 http://www.nhk.or.jp/sapporo-
news/20160326/3994381.html … 『具体的には泊原発の安全上、通常の鍵と重要な鍵
の区別があいまいだったことや、ふだん鍵を管理している警備会社に対して北海道電

力から具体的な鍵の管理マニュアルを示していなかったということです。』

sugiura taisuke @mukaibaba · 14時間14時間前 
泊原発で鍵管理に不備　規制委、北電に注意：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/DA3S12277671.html …

つい言ったぁ〜北海道ネット枠(THN) @hokkaidonponet · 15時間15時間前 
泊原発の鍵管理不備で注意 - NHK 北海道 NEWS WEB http://www.nhk.or.jp/sapporo-
news/20160326/3994381.html …

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 16時間16時間前 
日本人だろうが外国人だろうが、雇用の際、身元確認などできない。なんせ日に数千

人が必要とされる１Ｆで、それも次から次へと被曝量オーバーや体調不良で倒れてい

く人間が続出してるから、悠長な事は言ってられない。とにかく頭数揃える事。なか

にＩＳＩＳやモサド、ＣＩＡ、ＭＩ６いても不思議ない。

原発の宅急便 @gen_taku · 3月24日 
泊原発1・2・3号機。加圧水型軽水炉（PWR）。3号機ではプルサーマルを予定。北海
道唯一の原発で、電力会社の本社がある都道府県に所在する原発は泊原発と東北電力

の女川原発のみです。タイプだったらRT。 

じてんしゃのみせ　道[タオ] @jitenshatao · 3月23日 
2003年、講演のために日本を訪れた時、泊原発を見学しました。担当者は「日本の原
発は大地震が来ても絶対に安全です」と胸を張りました。チェルノブイリ事故は怠惰

なソ連体制下で起きたもので日本ではあり得ないと。

—スベトラーナ・アレクシェービッチ 作家
#nonukes

岩上安身 @iwakamiyasumi · 3月15日 
連投105 RT 105.末延氏「ましてや泊原発あたりだったらば、一時間ぐらいで、30キロ
圏内ぐらいだったら、汚染できますよね。札幌だって、5時間や10時間もあれば、放射
能汚染できますからね。はっきり言って、原発を大規模に破壊できれば、根室あたり

http://85358.diarynote.jp/201603270048082492/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://www.sankei.com/world/news/160326/wor1603260039-n1.html
http://m.sputniknews.com/europe/20160326/1037004027/belgium-npp-security-murder-access-bafge-stolen.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q5p283KZGa8
http://www.nhk.or.jp/sapporo-news/20160326/3994381.html
http://www.asahi.com/articles/DA3S12277671.html
http://www.nhk.or.jp/sapporo-news/20160326/3994381.html


まで放射能いきますよね」

kenji @buick54aki · 3月15日 
急病人

泊原発は過去25年間の間に累計で570兆ベクレルの放射性トリチウムを放出
北海道の安全神話完全崩壊

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-422 … …
原発周辺は色々な核種で汚染れ白血病や心筋梗塞が多

避難移住が必要 

アウル @owl__claw · 3月14日 
自民公認の和田、泊原発再稼働を誇示、「どんな危険があろうとも、ほくでんの社員

のために再稼働します。」ということだそうです。そんなのを支持する新党大地の宗

男ちゃんいつから原発反対から宗旨変え？ #北海道五区補選 #町村の娘婿

べーにゃん＠北海道５区から始まる政権交代さんへの返信 
べーにゃん＠北海道５区から始まる政権交代 @P2_Beynyan · 3月14日 
@P2_Beynyan 　北海道の場合、泊原発があるけど、福島第１とは炉のタイプも違
うし、中でも３号機は完成してから数年とまだ新しい。けど、可能性は低くとも全く

事故が起きないとは限らない。ひとたび事故が起きれば、積丹半島やニセコを含む羊

蹄山麓、小樽や札幌も放射能に汚染される。

謎の絵描き 元さん Gen-san @GenSan_Art · 3月14日 
#泊原発 が全基停止して３年１０ヶ月が過ぎたが、真冬の間も北電の電気供給は安定し
ていた。「泊原発が停止すると道民は即死」と言っていた原発推進派は、冬季加算を

減額して北海道民を凍死の危機にさらす安倍政権の悪行には平気なのか？

http://ameblo.jp/gen-san-art/entry-11876714663.html … #脱原発

em-mama bot @emmamab0t · 3月14日 
『北海道の泊原発、過去２５年間で計５７０兆ベクレルの放射性トリチウムを放出し

ていたことが判明！！他の原発も同じように海洋放出！』

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4224.html …

∞音∞ a.k.a. 風＊月 @fuhgetsu · 3月11日 
2016年3月11日22時50分現在
#泊原発 倶知安町 瑞穂：0.015→ 0.032 μSv/h【2.1倍】
#空間線量（ホワイトフード）
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://pbs.twimg.com/media/CdRf2cDUMAAYNR4.jpg

yukinnk0 @a_i_R_u · 2015年6月26日 
泊原発の過去の事故（Wikiより）
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%8A%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80#.E9.81.8E.E5.8E.BB.E3.81.AE.E4.B8.BB.E3.81.AA.E3.83.88.E3.83.A9.E3.83.96.E3.83.AB
…
2005年5月
山菜加工業者とそのアルバイトらが敷地内に不法侵入。タケノコ採り

2006年12月
定期点検中の2号機で火災
2007年5月末、6月
3号機の原子炉建屋近くの屋内作業現場に、人糞。

Kumimi-BOT @kumi3554ko · 2014年12月31日 
2005年5月 北海道電力の泊原発敷地内に 山菜採り業者の約30人が侵入し タケノコを採
っていました 防護区域まで侵入されてはいなかったのですが… 日本の原発警備の現状
は何ともお粗末な状況なのです… http://cbrn-terrorism.seesaa.net

https://www.youtube.com/watch?
v=dvgZkm1xWPE&ebc=ANyPxKppkmByNiUoQsjvj4jq1PUswzDbKZY1GDNxEo1ElGx-
xd61zzBukTUy5gPhF2CvVPaioupnuNf62vee8tLsb2450ao4xg
Coldplay - Viva La Vida

…で…（＾＾；）…☆

「悠宙舞さん自動推奨」で…

「本日最後の結論」曲が出ちゃうってところが凄いなぁ…「奇跡の偶然」って…☆

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-422
http://ameblo.jp/gen-san-art/entry-11876714663.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4224.html
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CdRf2cDUMAAYNR4.jpg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%8A%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80#.E9.81.8E.E5.8E.BB.E3.81.AE.E4.B8.BB.E3.81.AA.E3.83.88.E3.83.A9.E3.83.96.E3.83.AB
http://cbrn-terrorism.seesaa.net/
https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE&ebc=ANyPxKppkmByNiUoQsjvj4jq1PUswzDbKZY1GDNxEo1ElGx-xd61zzBukTUy5gPhF2CvVPaioupnuNf62vee8tLsb2450ao4xg


六ヶ所村のげんき君-bot @genkikun_bot · 6時間6時間前 
プルトニウムを無理やり使うために開発した、みんな大好きMOX燃料は！いちど原発
で使用したら、じつはもう再処理できないんだ！核燃料サイクルの話になるとなんど

でも、リサイクルできそうに思っちゃうような説明をするけど、本当は使った後

のMOX燃料は最終処分場に行かないとおかしいんだよ！

https://www.youtube.com/watch?v=k4V3Mo61fJM&ebc=ANyPxKpeKkvAtSwzB7ji-PCn3ywtf9Tpm-
g-v7Liz8mgLvwdSTjxfxub8pqin4ARD1TaengLIqjiIpt5QQnsySkndmFf_Am64w
Coldplay - Fix You 

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
人間というものは、進歩に進歩を重ねた挙げ句の果てに、文明と名付けられるものの

行きすぎのために自滅して、斃れてしまう日が来るように思われる。

ファーブル「昆虫記」

シーザー @siizaaGpS · 5時間5時間前 
原発事故の無限の放射能汚染…
…彼らには防護服は無い…
原発を無くそう この地球から
https://pbs.twimg.com/media/Ced_bETUkAAMaBd.jpg

朱鷺（shuro）がリツイート 
片柳弘史 @hiroshisj · 15時間15時間前 
教会の花壇で、うれしそうに砂浴びしているスズメたち。お陰で花壇が穴だらけで

す(^^;) 
https://pbs.twimg.com/media/Ceb3bDJXEAABqkf.jpg

…しょっちゅう東京に行ってる同僚バイト君がいてな。
（－－；）臭いんだわ…最近…

からだから「腐った肉」の臭いがするの…。

neko-aii @neko_aii · 59分59分前 
"chiektumk:
北海道出身の彼女の友人に

国の仕事をしている方がいる。

『東京には来てはいけない。遊びでもダメ。

　国は本当のことを言わない。』

『自分は子供を産まない選択をする。

　もう無理だから…』

だって東京は

チェルノブイリと変わらないから…。"

https://www.youtube.com/watch?
v=K2baSCycSWk&ebc=ANyPxKpSu0bcDgGoRR_rJGnT0kqoNN6lS1bC-
zeBHN_VstdBAXip2SZd2sV-MgP4hcSWwAzQd1aXdhbgYDBm5dLHuvVhuSz7Kw
原発音頭　タイマーズ 

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
2011年11月5日
横浜市

戸塚区舞岡町の舞岡公園で

栽培した干ししいたけから、

セシウム２７７０Bq/kg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/714429a99791d5c5e1ee07c13d3678c7 …
基準値超え干ししいたけ、

舞岡公園で延べ７９４人に鍋料理提供

junko @junko_in_sappro · 15時間15時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=k4V3Mo61fJM&ebc=ANyPxKpeKkvAtSwzB7ji-PCn3ywtf9Tpm-g-v7Liz8mgLvwdSTjxfxub8pqin4ARD1TaengLIqjiIpt5QQnsySkndmFf_Am64w
https://pbs.twimg.com/media/Ced_bETUkAAMaBd.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Ceb3bDJXEAABqkf.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=K2baSCycSWk&ebc=ANyPxKpSu0bcDgGoRR_rJGnT0kqoNN6lS1bC-zeBHN_VstdBAXip2SZd2sV-MgP4hcSWwAzQd1aXdhbgYDBm5dLHuvVhuSz7Kw
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/714429a99791d5c5e1ee07c13d3678c7


原子炉内の核物質金属が超高温で沸騰し，蒸気になって飛散

この核物質の超微粒子が日本全域に飛散し

数千万人が吸い込んでしまった

これ以上に深刻な事実はないが

分からぬ人は分からぬまま

http://grnba.jp/index.html#zz03252 …

成人するまで戸塚区民でしたが、なにか…？
…（＞＜；）…

https://www.youtube.com/watch?v=j_GUCGHDaP0
Utsu-P feat. SEKIHAN - Human Error / ヒューマンエラー 

https://www.youtube.com/watch?
v=LNhsp5Pv1e4&ebc=ANyPxKp_eABRa1ap1uUO0InOxDVwHuB90twQvRRYlwMe-
5_3fNzjT7flDh0ccXYciT6JTj1hr8vQ6V4gyi28SRSK_kdrBdi9Tw
【Gumi : flower】- Terror Storyteller 【Utsu-P】
 

http://grnba.jp/index.html#zz03252
https://www.youtube.com/watch?v=j_GUCGHDaP0
https://www.youtube.com/watch?v=LNhsp5Pv1e4&ebc=ANyPxKp_eABRa1ap1uUO0InOxDVwHuB90twQvRRYlwMe-5_3fNzjT7flDh0ccXYciT6JTj1hr8vQ6V4gyi28SRSK_kdrBdi9Tw


（３月27日）　「ついて来れないやつは、置いて行く。」

http://85358.diarynote.jp/201603270835597022/

をっと見落としてた。金曜日に規制委が非公開の臨時会やってた

と思ったら、北電泊原発でカギのかけ忘れがあって、PP上の問
題として注意されたんですね。

2016年3月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

https://www.youtube.com/watch?v=Q_kXlO7xs3U
陣内大蔵 - 風を見たくて

おはようございます。０７：３３。

札幌はプラス４℃。晴天。（＾＾）

体調よし。精神状態も良し！

もちろん！チャリ通〜♪ o（＾0＾）o

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.039 0.038 0.038 6 

http://85358.diarynote.jp/201603270835597022/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160327/85358_201603270835597022_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160327/85358_201603270835597022_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160327/85358_201603270835597022_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Q_kXlO7xs3U
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.038 0.038 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

ところで悠宙舞さんに陣内大蔵「自信がないよ」は無いよ…。

ｄ（＾ｗ＾；）

ついでに言うと、「そんな文章は余の辞書にも無い。」からな…？

敢えて言い切っちゃうけど、「ついて来れないやつは、置いて行く。」

たとえ、きみでもだ…☆（＾＾；）☆

https://www.youtube.com/watch?v=IR5HFSjgLCE
陣内大蔵 - 好奇心 (Curiosity -Chance Creator-) 

だって私は先へ進みたいんだ。

先へ。先へとね…♪

（娯しいから…！）

渋谷 和也 @kazu_big · 4 時間4 時間前 
25日の道庁前抗議で妨害してきた奴は「原発で作った電気で暮らしているくせに」
と言っていたけれど、泊原発停止から何年経っているかも知らないんだろうな。ただ

文句を言いたいだけな奴は中身が無いので分かりやすい。

https://www.youtube.com/watch?v=cnU1gsdf0wE&ebc=ANyPxKpbBqgC-
zEGB4Ez8fzsqvQufBVW3SuunoSY6PJ32zM2rMMobI4smXUcLBWL34HCXOo-
Iz1GzXNwNwp6oXlDgWQjO_HX2g
陣内大蔵／深呼吸 

https://www.youtube.com/watch?v=IR5HFSjgLCE
https://www.youtube.com/watch?v=cnU1gsdf0wE&ebc=ANyPxKpbBqgC-zEGB4Ez8fzsqvQufBVW3SuunoSY6PJ32zM2rMMobI4smXUcLBWL34HCXOo-Iz1GzXNwNwp6oXlDgWQjO_HX2g


ただ、「泊原発がこのまま動かないなら」ば。

「道内定住」も可能であろうと期待している…

「汚染道新幹線」運行は歓迎できない。という政治的立場は、変えられないけどね…★（
－－；）★

テツの私が言うのだから！あれは本当に、危険な車体なんだよ…！！

ホワイトフード @whitefood1 · 3 時間3 時間前 
3月27日5時02分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、134箇所以上存
在します。詳しくはこちらでご確認ください。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://pbs.twimg.com/media/Cef-FYKXIAASMVX.jpg

エレキたん @ElekiTan · 5時間5時間前 
をっと見落としてた。金曜日に規制委が非公開の臨時会やってたと思ったら、北電泊

原発でカギのかけ忘れがあって、PP上の問題として注意されたんですね。
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law/bousai/Physical_Protection/h26fy/20160325.html
…

斜陽の国のミミズク(写真勝手に使われw) @oldredelephant6 · 7 時間7 時間前 
＜小型機墜落＞「事故の瞬間初めて見た」八尾空港近くの住民（毎日新聞）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160326-00000088-mai-soci … #Yahooニュース
フクイチ事故後には各種事故が増えたが、小型機の事故も増えた。そりゃ大気に変な

ものが大量に混入したんだからねえ。故障もするわねえ。

北海道反原発連合 @HCANjp · 9時間9時間前 
泊原発の鍵管理不備で注意-NHK北海道 http://www.nhk.or.jp/sapporo-
news/20160326/3994381.html … 『具体的には泊原発の安全上、通常の鍵と重要な鍵
の区別があいまいだったことや、ふだん鍵を管理している警備会社に対して北海道電

力から具体的な鍵の管理マニュアルを示していなかったということです。』

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cef-FYKXIAASMVX.jpg
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law/bousai/Physical_Protection/h26fy/20160325.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160326-00000088-mai-soci
http://www.nhk.or.jp/sapporo-news/20160326/3994381.html


【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年03月27日 04:18】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年03月27日 04:07
現象：爆発

地震マップ @eq_map · 6 時間6 時間前 
【M5.3】SAMOA ISLANDS REGION 24.8km 2016/03/27 01:18:48JST, 2016/03/26
16:18:48UTC
(G)http://j.mp/1WQrKDd (USGS)http://j.mp/1WQrNyB

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
桜島

03月26日22時26分：噴火　（噴煙2100m・弾道を描いて飛散する大きな噴石：5合目
）青白く見えるのは「火山雷」

https://pbs.twimg.com/media/Cee7MiUWAAAeQ7q.jpg
気象庁

（

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160326224034_506.html
…） photo ©国土交通省 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
諏訪之瀬島（トカラ列島）

03月26日23時18分：噴火。（噴煙：火口上1400m・海抜6600FT）
https://pbs.twimg.com/media/Cee26gLWsAUMC1y.jpg
気象庁

（

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160326232821_511.html
…）

https://www.youtube.com/watch?v=LpSTV2W3X7E
佐野元春 "約束の橋 Bridge of Promise" 日本語 歌詞 English Subtitles Lyrics

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 53 分53 分前 
#クライシスカレンダー 03/27【1964年 アラスカ地震】17:36頃発生 M9.2 死者131人 太
平洋プレートと北米プレートの境界で発生した海溝型巨大地震。アラスカで地盤変動

http://j.mp/1WQrKDd
http://j.mp/1WQrNyB
https://pbs.twimg.com/media/Cee7MiUWAAAeQ7q.jpg
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160326224034_506.html
https://pbs.twimg.com/media/Cee26gLWsAUMC1y.jpg
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160326232821_511.html
https://www.youtube.com/watch?v=LpSTV2W3X7E


による被害大、液状化現象研究の端緒にも。津波は日本でも観測され、志摩半島湾内

で高さ2mに達した。

…私の生まれた年。だねぇ…（＾◆＾；）…★

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 1時間1時間前 
#クライシスカレンダー 03/26【1812年カラカス地震】M6.3 死者1万〜4万人 南米ベネ
ズエラの首都カラカス近郊が震源、市街の2/3が壊滅する被害。ベネズエラ北部はカリ
ブプレートと南アメリカプレートの境界で、M6級の地震がこれまでにも発生。

飛行機あんど空港の事件事変事故も多発している日。らしい…ｗ
https://twitter.com/rescuenow_net

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【近畿地方 気象情報 2016年03月27日 05:31】
近畿地方では、２７日昼前から２８日昼過ぎにかけて大気の状態が不安定となるため

、局地的に雷雲が発達する見込みです。降ひょう、落雷、突風、急な強い雨、農作物

の管理などに注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【中国地方 気象情報 2016年03月27日 05:02】
中国地方では、２８日昼前にかけて大気の状態が不安定となるため、降ひょうや落雷

、突風、急な強い雨に注意してください。

https://www.youtube.com/watch?
v=k3ZF3JmC4i4&ebc=ANyPxKo4Ji1Elo5CDn_Zdo5zqyaK4kNB_FdymZ-
GIJX9Z8IIPj4uQWJGhWhU7_73yawl2wg0vaTH2RlF5S_SjeXThnqlIYAjkA
ロックンロールナイト　佐野元春 

 

https://twitter.com/rescuenow_net
https://www.youtube.com/watch?v=k3ZF3JmC4i4&ebc=ANyPxKo4Ji1Elo5CDn_Zdo5zqyaK4kNB_FdymZ-GIJX9Z8IIPj4uQWJGhWhU7_73yawl2wg0vaTH2RlF5S_SjeXThnqlIYAjkA


（３月27日）　「仔りすと孤狼的には」、たいへん良い一日でした…♪

http://85358.diarynote.jp/201603280034526333/

日本は、もうダメです Part 2／東京駅で非常停止ボタン押すバイ
トでも流行ってんの？

2016年3月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

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

おばんです。（＾＾；）

２３：２３になっちゃいました。

２０：００終業、

チャリでスーパー２軒はしごして、

食糧飲料がっつり買い込んで

２１：３０頃帰宅。

洗濯と入浴とご飯の支度してたら、この時間…（＾＾；）…☆

結論から言えば、

今日は個人的には、というか

「仔りすと孤狼的には」、

たいへん良い一日でした…♪

しかしながら…
公称空間線量は低いのですが、気温が異様に高く、

空気がぴりぴりして何故か石灰臭く？

水は放射線量が高くて、臭くてくらくらします…

…（－－；）…★

これじゃ眠れそうにないので、ナンチャッテ水式クン稼働〜…★

cmk2wlがリツイート 
futa @taroomay · 14時間14時間前 
去年8月に、いつも元気な我が家のインコが体調を崩し病院へ行っても原因不明たった
。下にうずくまり、翼もダラっとしてしまい落鳥を覚悟するほどだった。ところが、9
月から始めた水式空気清浄機のおかげか日増しに元気になり、今ではすっかり元の元

気を取り戻している。

http://85358.diarynote.jp/201603280034526333/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160328/85358_201603280034526333_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160328/85358_201603280034526333_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160328/85358_201603280034526333_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk


junkoがリツイート 
フクシマから国の偽装を暴く @Anti_Jigokudama · 2月5日 
◆放射能災害の核心

【空気中のダスト数】

1秒間に
1㎝3中に４千個〜30万個浮遊
成人男性は20m3/日吸引
空気は「ダスト」だらけ

事故後30年の
未だに続くチェルノの新生児疾病は

浮遊粒子が原因

空間線量はマヤカシ

…さて。情報チェック〜…★

https://www.youtube.com/watch?v=Z7oPHkqzPqA&ebc=ANyPxKp--
4NOiA_6_F4S9PS22LpMCG2uU_wLsOPWH4vylAY2LG3UwcgwAwou6Xw12MxdYU1tIFG07P_6Whor3txNmw5o7a2L4Q
David Garrett - The 5th 

…う〜ん…（－－；）…★
大きな地震が停まってる（減ってる）のとかも、すご〜く！

嫌な兆候だなぁ…？（－－；）？

地震マップ @eq_map · 1 時間1 時間前 
【M2.8】日本海東部 深さ9.6km 2016/03/27 22:23:18 http://j.mp/1UULypN

宇宙天気ニュース @swnews · 14 時間14 時間前 
[記事] 太陽風速度は低速になっていますが、磁場強度がやや強まっています。
http://swnews.jp #swnews

朱鷺（shuro）がリツイート 
吉留直人 @NaotoYoshidome · 17時間17時間前 
おはようございます

昨夜、22時30分頃の桜島爆発の様子です
https://pbs.twimg.com/media/CegZlMOW4AEEE1C.jpg
火山雷も発生しました

空振がすごかった!!
#桜島 #火山

https://www.youtube.com/watch?v=x1ByRGNIpFA&ebc=ANyPxKp1eHA-s9syRrDXLIKCMq-
1bjcZgkSNDlBArF1CvI_FJLFp2rVWCYIWAYRf-W2ziy04AU1Y7osOrDifbXzN-afD-NNm-A
David Garrett - AIR (Johann Sebastian Bach). 

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 
【小田急小田原線 運転を再開】
小田急小田原線は、人身事故の影響で、向ヶ丘遊園駅と新百合ヶ丘駅の間で運転を見

合わせていましたが、午後10時10分に運転を再開しました。
http://nerv.link/5Qyx0T

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【ＪＲ総武線快速 運転を再開】

https://www.youtube.com/watch?v=Z7oPHkqzPqA&ebc=ANyPxKp--4NOiA_6_F4S9PS22LpMCG2uU_wLsOPWH4vylAY2LG3UwcgwAwou6Xw12MxdYU1tIFG07P_6Whor3txNmw5o7a2L4Q
http://j.mp/1UULypN
http://swnews.jp/
https://pbs.twimg.com/media/CegZlMOW4AEEE1C.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=x1ByRGNIpFA&ebc=ANyPxKp1eHA-s9syRrDXLIKCMq-1bjcZgkSNDlBArF1CvI_FJLFp2rVWCYIWAYRf-W2ziy04AU1Y7osOrDifbXzN-afD-NNm-A
http://nerv.link/5Qyx0T


JR総武線の快速電車は、人身事故の影響で、午後8時すぎから東京と千葉の間の上下線
で運転を見合わせていましたが、午後9時前に運転を再開しました。
http://nerv.link/swzLTR

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【中央総武線(各停) 運転再開 2016年3月27日 21:03】
総武線(快速)内で発生した人身事故の影響で、千葉方面行の運転を見合わせていまし
たが、21:00現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【九州新幹線 運転再開 2016年3月27日 17:55】
熊本〜新八代駅間で発生した架線支障の影響で、新大牟田〜新八代駅間の運転を見合

わせていましたが、17:45頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【天体観測衛星「ひとみ」 地上側と通信できなくなる】（続き）
JAXAによりますと、仮に通信ができない状態が続けば、今後の天体観測に影響が出る
おそれがあるということです。

（2016年3月27日 17:35 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【天体観測衛星「ひとみ」 地上側と通信できなくなる】
宇宙の謎に迫ろうと先月、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた日本の

天体観測衛星「ひとみ」で、地上側との通信ができないトラブルが発生し、JAXA=宇
宙航空研究開発機構で詳しい状況や原因を調べています。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【東武宇都宮線 運転再開 2016年3月27日 14:00】
安塚〜西川田駅間で発生した架線支障の影響で、運転を見合わせていましたが、

13:51頃、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

Nobさんへの返信 
.りーちゃん　絶賛フォローワー外され中 @gemini_stop · 3月21日 
うそやろ、、、@Nob_hsj: 日本は、もうダメです Part 2
http://ameblo.jp/kaito000777/entry-12084388641.html …”

Nob @Nob_hsj · 3月17日 
RT
東京駅で非常停止ボタン押すバイトでも流行ってんの？

8:44 - 2016年3月17日

Nobさんへの返信 
クレア・アンジェラ @kurararan · 3月2日 
@Nob_hsj あるでしょうね。
迷惑行為がJRでは急病人の隠語かなと、思いましたが、他の理由も見当たりますから
。

もう歯止めが利かなくなっていると思います。そのうち、JR職員の急病人も大量発生
する予感です。。

…Nobさんの最新のツイの数々が、目の前で一瞬で「削除」？
される瞬間を目撃…？？

https://twitter.com/search?q=Nob%20%40Nob_hsj&src=typd

강물이 바다가 될 때까지 #시국선언さんへの返信 

http://nerv.link/swzLTR
http://ameblo.jp/kaito000777/entry-12084388641.html
https://twitter.com/search?q=Nob %40Nob_hsj&src=typd


Nob @Nob_hsj · 3月15日 
@josh_song 本当です。パソコン３台、iPad、iPhone＆iPhoneではLTE回線でも調べ
ました。すべて３月１５日２０時８分以降のツイートしか出て来ません。３月１３日

０時３８分にも同じことをやられています。あきれるよ。

https://www.youtube.com/watch?
v=K0W2kcH74Ws&ebc=ANyPxKq2kVY9deisly0Wn2d70VLkD037nn46WtkwrxtWGvKuk8MtftJJGzT1AIYTIzK2j3cCA_JigA2qChRLxJEeHz3RPE_8-
w
David Garrett - Albinoni - Adagio - Berlin 08.06.2010 

朱鷺（shuro）がリツイート 
kyoko @manmaru358 · 3月26日 
夫が「北海道のリンゴを注文したよ。放射能検査もしてて〜云々かんぬん（←話聞い

てない）」と言ってたが・・・

なんと、ホワイトフードさんだっだ☆

有難くいただきまーす！

https://www.youtube.com/watch?v=lwvgf5MBtC8&ebc=ANyPxKqn9_re4shAg6b2cvRX478-
NVdpdtqtL_r4jkAHkOYgOkm4szQqsNP7DB_TgFocLvpPmK-KPg9rGPqX7IW15O7V3B1yUQ
David Garrett Brahms Hungarian Dance No. 5 -Encore-
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K0W2kcH74Ws&ebc=ANyPxKq2kVY9deisly0Wn2d70VLkD037nn46WtkwrxtWGvKuk8MtftJJGzT1AIYTIzK2j3cCA_JigA2qChRLxJEeHz3RPE_8-w
https://www.youtube.com/watch?v=lwvgf5MBtC8&ebc=ANyPxKqn9_re4shAg6b2cvRX478-NVdpdtqtL_r4jkAHkOYgOkm4szQqsNP7DB_TgFocLvpPmK-KPg9rGPqX7IW15O7V3B1yUQ


（３月28日）　エルさんの嫌がらせ？は高等ワザ過ぎて一見全く嫌がらせに見えない
あたり、ダメージがとてもデカイのであった…

http://85358.diarynote.jp/201603281507084278/

嫌がらせが再発。(-_-#)
2016年3月28日 就職・転職 コメント (3)
　

嫌がらせが再発。(-_-#)

昨年末の私に対する苛烈な退職強要の後、私以外の大量退職者が出て人員不足

に陥ってた間は嫌がらせも収まっていたのだが。

(-"-;)

同じ会社内の他部署が急に業務閉鎖になっちゃったらしく、

(-o-;)

余剰人員が大量に配転されてきたらしい、という前フリがあって。(-"-;)

今日はベルクカッツェ・マクゴナガルがいて嫌がらせが再発。

(`ヘ´)

合理的理由のない隔離席に置かれて、しかも部屋中の関係者すべてに無視されて、朝礼に参加で

きず。

謝罪も無論なし。

…これで業務連絡聞き逃して私がミスったら、私の責任になるんだぜ…(ノ-o-)ノ　┫

そしてエルさんの嫌がらせ？は高等ワザ過ぎて一見全く嫌がらせに見えないあたり、ダメージが

とてもデカイのであった…
…(ToT)…★

    
 

http://85358.diarynote.jp/201603281507084278/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月28日20:40
　

「使える」大型新人（部署閉鎖難民）さんが１０数人も一気に押し寄せて来るとかで

笑っちゃうくらい判りやすく退職イジメが再発。(-_-#)

で、またターゲット５人くらい辞めさせるつもりでイジメて、

びびった他の人が１０人くらい辞めるというベタベタなコントの再演…(ノ-o-)ノ　┫

さすがベルクカッツェだけあって、頭が悪すぎるんだな…

┐(’〜`#)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月29日0:15
yapo @yaponishi · 6時間6時間前 
　

遊びでやってんじゃないんだよー！！

 
福島原発の作業員らがピンはねに激怒！東電の支払い額は1日10万円なのに現場は8000円だけ！業
者の中間搾取が横行！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4444.html …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月29日0:37

朱鷺（shuro）がリツイート 
TOMO @tomotanoshii358 · 10 時間10 時間前 

陰口を言われても、嫌われても、あなたが気にすることはない。「相手があなたをどう感じるか

」は相手の課題なのだから。

 

http://85358.diarynote.jp/
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（３月28日）…アルパカ狼さんのメアドをＧＥＴするまでは臥薪嘗胆します…

http://85358.diarynote.jp/201603290046458978/

できることが残されている限り、希望を失うことは許されない／

いずれ世界大戦もありうるなぁ。

2016年3月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
メルマガ読者から「（水式の）扇風機＆バケツの水が黄色くなっていました。一週間

ほど水は交換していなかったのですが、初めての事で気味が悪くって。北海道の春は

、雪解けと共に、一冬分溜まったホコリやゴミが舞い上がる季節です。今年は、クシ

ャミが出てマスクが離せません。」

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
26日から地震が激減
マグニチュード2.5以上の地震は約18回おこってるけど、気象庁が発表する（震度1
以上）は、すでに約36時間おこってない。3.11以降、こういうパターンの場合、次の
有感地震は震度4など、やや大きくなる可能性が高い

https://www.youtube.com/watch?
v=zxSTzSEiZ2c&ebc=ANyPxKpoxgibGHOaTp0fvCgYS6rwCDSlkjkACT__Xn8YetKBGvzl9yYbQSH1tV7veMQUaYbPYuahnHuEcjfun_ffHjVOaqXScw
The Rose - by Bette Midler + lyrics 

（承前）

おばんです。２３：３３。

果てしなく昏い気分でＰＴＳＤ発症して、ずきんずきん痛む胃を抱えながらそれでも必要最低限

の買い物はがっつり確保して（＾＾；）

でろのろ自転車帰宅２１：３０。

その後がんばって洗濯と入浴とご飯の支度もしました…（＾＾；）…
で、この時間。

またあの昨年末の地獄の日々の再現かよ★（－－；）★と思うと今すぐ消費者庁と労基署に駆け

こんで会社とクライアント会社の悪行の数々をタレこんでやりたいところですが…

（部署ごと消えてなくなればいいんだ、あんなキチガイ送りつけサギ業務…！）

…とりあえずアルパカ狼さんのメアドをＧＥＴするまでは臥薪嘗胆します…
（－－；）…★

うんと明るく能天気な未来予測を妄想すると、

「あした新しく来るメンツの中に、

　ニョゼさんや白熊さんや兎さんや…

（ありえないけど石榴兄が…）いる！」

http://85358.diarynote.jp/201603290046458978/
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…とかとかを期待するのも、今晩限りのお楽しみ…ｗ（〜〜；）ｗ…★

cmk2wl @cmk2wl · 24時間24時間前 
希望の喪失はすでに敗北の先取りである。

人間にできることがなお残されている限り、希望を失うことは許されない。

カール・ヤスパース（哲学者）

https://www.youtube.com/watch?v=M5q0KmjU0Qk&ebc=ANyPxKr5EnFDKQjwlJ--
cw3tLRrrSWnfSxAkVKV0w8nmTMLFzKD9tFBR9nzuC-3n3jRuOz_qsL-
oj01samCW8aMmu66HpiuOmA
Bette Midler ~ The Rose ~ BEST DUET ~ With Ms. Judd!! Beautiful! 

さて。とにかく情報チェックして早目に寝て、胃痛を少しでもなだめたいです〜…（ＴへＴ；）
…★

…胃痛い胃痛い胃痛い〜…ッ★

https://www.youtube.com/watch?v=Stg1qxy0ltI
陣内大蔵 - 悲しみをときはなて (Set yourself free from sadness) 

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
【RT100UP】 緑色に輝く彗星、「リニア彗星（252P）」を観測するチャンス到来！3
月29日は火星と土星と一直線に並ぶぞ！
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214507.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CenOJlzUIAAU_J7.jpg

…なんか…||||（＠■＠；）||||…
すげぇ不吉なんですけど…？？

カラパイア @karapaia · 13時間13時間前 
【RT400UP】 これが伝説のユニコーン！？2万6,000年前に人類と共に暮らしていた一
角獣の頭蓋骨を発見（カザフスタン）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214356.html … 
https://pbs.twimg.com/media/Cemc8mTUMAEQkvb.jpg

…「サイの角のように一人で行け。」と…。

…ｗ（＾□＾；）ｗ…はぁ〜い☆　がむばります〜…☆

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
東京都の広い範囲

「雷注意報」と、一部地域に「大雨、洪水注意報」

西から雷雲が接近中です。 
https://pbs.twimg.com/media/CeolbQXXEAE_2hH.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【ウェザーニューズ号外】

東京西部から、ゲリラ雷雨エリアが東に拡大中。雷雨ピークは23時頃まで。帰宅時は
天気急変に注意を。

https://www.youtube.com/watch?v=M5q0KmjU0Qk&ebc=ANyPxKr5EnFDKQjwlJ--cw3tLRrrSWnfSxAkVKV0w8nmTMLFzKD9tFBR9nzuC-3n3jRuOz_qsL-oj01samCW8aMmu66HpiuOmA
https://www.youtube.com/watch?v=Stg1qxy0ltI
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214507.html
https://pbs.twimg.com/media/CenOJlzUIAAU_J7.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214356.html
https://pbs.twimg.com/media/Cemc8mTUMAEQkvb.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CeolbQXXEAE_2hH.jpg


地震マップ @eq_map · 8 時間8 時間前 � Papua, Indonesia 
【M5.0】PAPUA, INDONESIA 46.4km 2016/03/28 15:21:42JST, 2016/03/28
06:21:42UTC
(G)http://j.mp/1PzUvhr (USGS)http://j.mp/1TdBS9O

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.5】青森県東方沖 深さ18.7km 2016/03/28 14:41:51
(G)http://j.mp/25rNJWW (アニメ)http://j.mp/1XXpJoN

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � 青森 三戸町 
【最大震度1】(気象庁発表) 青森県三八上北地方 深さ約10km M2.2 28日13時40分頃
発生 
(G)http://j.mp/1SfVJQT (気象庁)http://j.mp/21OswBT

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M5.2】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 7.6km 2016/03/28 12:57:00
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/21Or2Y8 (USGS)http://j.mp/1XXjGRi

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.5】苫小牧南方沖 深さ134.2km 2016/03/28 12:54:16 http://j.mp/1SfS9q0

宇宙天気ニュース @swnews · 11 時間11 時間前 
[記事] 太陽風磁場の強まりは続いています。コロナホールの影響も始まるかもしれま
せん。 http://swnews.jp #swnews

https://www.youtube.com/watch?v=32hJ7Uu78g8&ebc=ANyPxKrzvXeRczWvTyw-
fLF6UebcvH0scRq2FZ8GQQzN4ujtyikG_38TolMDgPD1Ce0WyH1PCgIZv8fKwiQkXws4MKeiYR2RzA
平沢進 - スケルトン・コースト公園

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20 分20 分前 
日本の安保法がどうだとか言うよりも

ベルギーやパリのテロ＝EU全体が危機的な状態、シリア難民問題、ロシアが日本に圧
力をかけてる事とか、アメリカの大統領選＝世界中が混乱状態になってる事、世界中

の若い人が「苛立ってる事」とか

次期、米国大統領によっては、いずれ世界大戦もありうるなぁ

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 45分45分前 
ロイターなんかが報道してるテロ対策は「多くの人が集まる場所、電車内は注意し要

警戒」などを強調してるけど、日本では「電車内で居眠りすること」は普通だけど、

この行為自体が海外の人から見ると「異常」となる

海外では車内で居眠りしてると「スリの餌食」なので、日本の車内は異常な状態と映

る

junkoがリツイート 
やのっち @_yanocchi0519 · 1 時間1 時間前 
【ガソリン「３月２８日から全品緊急値上げ」】石油業界では、米シェールガス企業

破綻の「予定」を織り込んで、すでにガソリン価格値上げを決めているのでしょうか

。シェール企業連鎖破綻で米国の産油量は激減する。当然、原油の国際価格が上昇

する。

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201603/article_174.html …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
テロは、パリやベルギーだけじゃないのだけど、日本では、あまり報道しないのは、

日本だけの現象。米国次期大統領の事や、世界が、今、どんな状態なのか？を、知ら

http://j.mp/1PzUvhr
http://j.mp/1TdBS9O
http://j.mp/25rNJWW
http://j.mp/1XXpJoN
http://j.mp/1SfVJQT
http://j.mp/21OswBT
http://j.mp/21Or2Y8
http://j.mp/1XXjGRi
http://j.mp/1SfS9q0
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=32hJ7Uu78g8&ebc=ANyPxKrzvXeRczWvTyw-fLF6UebcvH0scRq2FZ8GQQzN4ujtyikG_38TolMDgPD1Ce0WyH1PCgIZv8fKwiQkXws4MKeiYR2RzA
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201603/article_174.html


ないと、いずれ取り返しのつかない事になりますよね。（パキスタンで最大規模の

テロ。https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/714283524065394688 …）

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
あと２時間ほどで「安保法」が施行されます

歴代政権が憲法９条で禁じてきた集団的自衛権行使を解禁する安全保障関連法が29日
午前0時に施行。他国軍への後方支援など自衛隊の海外活動は地球規模に広がり、戦後
の大きな転換点の日。ＰＫＯでの活動は、秋以降に先送りみたいだけど法的には運用

可能

…は〜い♪　０：００ジャスト〜★★

https://www.youtube.com/watch?
v=wOcnVfcHWDw&ebc=ANyPxKrfKYEpPmwKN4I5NGSRImmGlxPilYuZf5tNUmNLPjyvDyWUgiO1dH8qx8bdCLB1HUwkgpwJ8ADzkoU_-
WQiV_PXNP7V0A
Susumu Hirasawa - Haldyn Hotel 

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【宇都宮線[宇都宮〜黒磯] 運転再開 2016年3月28日 20:43】
氏家駅で車両点検を行った影響で、下り線の運転を見合わせていましたが、20:32頃、
運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【停電情報 2016年3月28日 20:32】
埼玉県、山梨県で停電が発生しています。

停電軒数：約1,700軒
http://nerv.link/agr5TJ

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【小湊鉄道線 運転見合わせ 2016年3月28日 20:03】
線路支障の影響で、現在も馬立〜上総牛久駅間の運転を見合わせています。また、運

転区間の列車に運休が出ています。復旧には時間がかかる見込みです。なお、バス代

行輸送を行っています。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【停電情報 2016年3月28日 18:38】
東京電力停電情報によりますと、静岡県 裾野市の約5,600軒で停電が発生しているとい
うことです。

http://teideninfo.tepco.co.jp/html/22000000000.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【停電情報 2016年3月28日 18:07】
東京電力停電情報によりますと、静岡県 御殿場市、裾野市の約2,800軒で停電が発生し
ているということです。

http://nerv.link/HhodDI

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【八高川越線[八王子〜川越] 運転再開 2016年3月28日 11:05】
拝島〜東福生駅間で発生した人身事故の影響で、拝島〜東飯能駅間の運転を見合わせ

ていましたが、10:51頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

junkoがリツイート 
突撃人生 @kennyhorie · 15時間15時間前 
スカイツリーが出来てから、あの辺りはオシャレタウンみたいな扱われ方をしてい

るが、これこそがリアルあの辺クオリティ。対比がまるで銀河鉄道999の世界だ。 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/714283524065394688
https://www.youtube.com/watch?v=wOcnVfcHWDw&ebc=ANyPxKrfKYEpPmwKN4I5NGSRImmGlxPilYuZf5tNUmNLPjyvDyWUgiO1dH8qx8bdCLB1HUwkgpwJ8ADzkoU_-WQiV_PXNP7V0A
http://nerv.link/agr5TJ
http://teideninfo.tepco.co.jp/html/22000000000.html
http://nerv.link/HhodDI


https://pbs.twimg.com/media/CemJ0QIUYAARJib.jp

アマちゃんだがリツイート 
たこいかうに @takoikauni · 18時間18時間前 
@tokaiama おはようございます。四、五日前ですがアマさんもミュートになっていま
した。アマさんだけが勝手にミュートになります。もう3回目です。

https://www.youtube.com/watch?v=vZa0Yh6e7dw&ebc=ANyPxKq7siD2-IzJROXXb8YX-
WEF99YY3sUsniwz2Jy7PahP1BNvQ76wiOUhrWOHH6sNqz9L2cy_1wNoTzXQ1nQNuq5nLY_YaQ
Berserk soundtrack - 4 Gatsu 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月29日0:51
　

０

５５

１

５５

０

…回文かい…☆
 
 

https://pbs.twimg.com/media/CemJ0QIUYAARJib.jp
https://www.youtube.com/watch?v=vZa0Yh6e7dw&ebc=ANyPxKq7siD2-IzJROXXb8YX-WEF99YY3sUsniwz2Jy7PahP1BNvQ76wiOUhrWOHH6sNqz9L2cy_1wNoTzXQ1nQNuq5nLY_YaQ
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月29日）　私は、「凶兆ガンダルフ」と忌み嫌われる道を、選ぶね…。

http://85358.diarynote.jp/201603290853571519/

何度でも言います。原発は今すぐ全て廃止すべ

きなのです。

2016年3月29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=chLZQtCold8
Lord of the Rings - Sound of The Shire 

motty @novtnerico · 1時間1時間前 
大手新聞記者： 退避命令を受け、福島を脱出して３ヵ月後、防護服を着て取材に舞い
戻ると、そこに『普通の服装で普通に生活し、線量率も測っていない人たち』がいた

。聞いたら『テレビが安全と言っているから』と…
http://j.mp/1UoF57P

Bando Nobuhiro @BandoNobuhiro · 2時間2時間前 
＜女川原発＞再稼働反対600人デモ行進（河北新報） 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160328-00000021-khks-soci … #Yahooニュース
何度でも言います。

原発は今すぐ全て廃止すべきなのです。

https://www.youtube.com/watch?
v=dj6r4YABZMg&ebc=ANyPxKq1nZGFbiJN9U9hIvdEv0j9OzDDgkP6FslkbDCp18lFMPO0q9KMyQ6khbBBvLCXN6_LqCbGks-
1iq1KEVzY4Wy1SZq5sA
残酷な天使のテーゼ/下川みくに 

Out Of Our Heads @N0NUKES · 6分6分前 
2016年03月29日、朝。
http://twitter.com/N0NUKES/status/714464954586243072 …
おそろしい風向き。日本海側から太平洋側へ

東日本の、あらゆる原発、核関連施設の汚染をすべて

首都圏へ集中させている。

https://pbs.twimg.com/media/Ceq8McSXIAApgrU.jpg
#気象操作と地震と放射能汚染はセット

渡辺隆哉　原発無用 被曝真っ平 @himajinnnabesan · 15分15分前 
民の声新聞最新記事です⇒『【南相馬訴訟】「20mSvで指定解除するな」〜屋内外で
変わらぬ線量。4万Bq/㎡超える土壌汚染』
→→ちなみに放射線管理区域(レントゲン室の中とか)は5mSV｡｡｡正気の沙汰とは絶対思
えない。

⇒ http://amba.to/21P7Zgt

junko @junko_in_sappro · 24分24分前 
東京駅で連続テロ訓練＝ＳＡＴ制圧、９年ぶり公開—警視庁 http://on.wsj.com/1ogrK3g 
テロ対策訓練、実は国民がパニックを起こした時に

備えてなのかもしれない・・・

フクシマから国の偽装を暴く @Anti_Jigokudama · 27分27分前 
フクシマから国の偽装を暴くさんがフクシマから国の偽装を暴くをリツイートしまし

た

１南相馬での線量計の数値が揺らぐのはこのためです。

最も怖いのが吸引被曝。

計測できない浮遊粒子が実際これだけあるのです。

https://twitter.com/Anti_Jigokudama/status/695501502681448452 …
http://archives.shiminkagaku.org/archives/csijnewsletter_017_umezawa_130415 ….
https://twitter.com/Anti_Jigokudama/status/695501502681448452

junko @junko_in_sappro · 27分27分前 
＜原発事故＞福島の避難者ら７割が住居未定

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201603/20160328_63008.html … 
東電、２０１７年３月末で仮設住宅の無償提供を終える

塩原温泉　彩つむぎ女将 @ayatsumugii · 30分30分前 
おはようございます。今朝の塩原温泉は晴れ。玄関前空間線量は0.12μSv/hです。本日
のブログアップしました。先日、『雷様剣士ダイジ』の撮影が行われました

。http://blog.livedoor.jp/ayatsumugi/archives/52127426.html …

ホワイトフード @whitefood1 · 31分31分前 
3月29日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://pbs.twimg.com/media/Ceq575HWsAA_sxV.jpg

tomomowl @tomomowl · 32分32分前 
線量低い。 
https://pbs.twimg.com/media/Ceq5rHRXIAAzT2_.jpg

oops @ogatti7 · 36分36分前 
スイスで低線量被曝と小児ガンのリスク研究　大きな反響 - SWI swissinfo.ch
http://www.swissinfo.ch/jpn/business/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E4%BD%8E%E7%B7%9A%E9%87%8F%E8%A2%AB%E6%9B%9D_%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%A7%E4%BD%8E%E7%B7%9A%E9%87%8F%E8%A2%AB%E6%9B%9D%E3%81%A8%E5%B0%8F%E5%85%90%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E7%A0%94%E7%A9%B6-
%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E5%8F%8D%E9%9F%BF/41393016#.Vvm2lHJNE-
o.twitter … @swissinfo_ja

Value Added Newsさんへの返信 
Value Added News @ValueAddedNews · 49分49分前 
@ValueAddedNews 国は事故当初、放射線量を測りませんでした。それでもってチェ
ルノブイリより圧倒的に被曝線量は低いと言い、福島で多発している甲状腺がんは原

発事故の影響と考えにくいなどと寝ぼけたことを言っています→「そもそも、自分が

どのくらい被曝をしたのかも分からない」

junkoがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 51分51分前 
はなゆーさんがcyborg001をリツイートしました
@tokaiama 千葉県柏市の子供の甲状腺エコー検査の最新結果が発表された
http://www.city.kashiwa.lg.jp/houshasenkanren/3327/3330/p034081.html … 備考：福島
のケース 　↓　
https://twitter.com/cyborg0012/status/709384002440798208

新宿デイジー @Shinjukudaisy · 2時間2時間前 
【女性自身】

高汚染・飯館村『帰還問題』ルポ

福島原発事故後5年目の現実
再開予定の学校でも9030000Bq/㎡の土壌汚染
菅野典雄村長に帰りたくない子供が「帰るメリットはなんですか？」と泣きながら質

問を…
@hideinu 
https://pbs.twimg.com/media/CeqcPNZWIAAWCrq.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
東電福島原発からの風は、関東に。

東日本 2016年 3月29日 6時(JST) 
https://pbs.twimg.com/media/CeqjsrDW8AA59N8.jpg

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
記者は「恥ずかしくなって、人生でこんなにつらい気持ちになったのは初めてです」

と

退避命令で福島を脱出し て３ヵ月後、防護服を着て取材に舞い戻ると「普通の服装で
普通に生活し線量率も測っていない人たち」がいた

理由は『テレビが安全と』

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-9dda.html#more …

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
「癌は放射線被曝による遺伝子損傷の、たったひとつの現われでしかない！　地球上

の生命を凍らせる氷山からの冷たい光の一線でしかない」——　クリス・バズビー博

士が警告！「１mSvの内部被曝でも、先天性の奇形、５０％増大！」
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/msv-8580.html#more …

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
どうして東電は「４号機使用済み核燃プールからの核燃取り出し、移送“実写（公開）
ビデオ”にボカシを２ヵ所も入れる必要があったのだろう？」——　東電公開ビデオ
の「４ＳＦＰ」は何事もなかったかのようなピカピカの状態！　不思議だ！

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-e6ca.html#more …

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
事故後30年、ルクセンブルグと同面積が立入禁止
その１０〜２０倍の放射能を放出した福島第一原発は、立入禁止レベルの汚染地に住

民を事実上強制帰還させ被曝させ続ける

忘れちゃダメ!! @take1102w1 · 4時間4時間前 
「原発は危険というけど、(原発が稼働した)この50年で、交通事故で100万人以上が死
んでるわけです。原発でそんなに死にましたか?」（木村皓一　2012年7月4日　週刊現
代　ミキハウス社長）

木野龍逸 (Ryuichi KINO) @kinoryuichi · 5時間5時間前 
伊方原発1号機廃炉を町に報告　四国電、3号機は再稼働最終検査　共同通信 47NEWS
http://ow.ly/100jCr 
▽四国電力の佐伯社長は「減る仕事もあるが、廃炉措置で仕事が新たに生まれ、トー

タルではあまり変わらない」。廃炉で雇用が減るって喧伝してたのはなに？

https://t.co/vhts5JfyJq

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 5時間5時間前 
浜岡原発では1000億円を費やして防波壁を造ったから安全だなどというプロパガンダ
が行われているが、ぜひ見ていただきたい。なんだろう、この薄い壁は。このような

危機管理ではまた福島の悲劇が繰り返されるだろう。

脱原発基本法 @DatsuGenpatsu4 · 5時間5時間前 
【浜岡28】この津波に２２メートルの防波壁は到底耐えられない。大津波は防潮壁を
倒し、原子炉建て屋そのものを押し流してしまう可能性がある。今必要な対策は南海

トラフの巨大地震の前に浜岡原発の使用済み燃料プールに保管されている燃料を一刻

も早く原発から運び出すことだ。（海渡）

木野龍逸 (Ryuichi KINO) @kinoryuichi · 6時間6時間前 
作業員の被ばく、事故前の6倍超　福島原発事故後5年間　 - 共同通信 47NEWS
http://ow.ly/100iFm 
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▽この数字、ほんとは１年ごと、作業単位ごとに分けて評価しないといけない。今で

も事故前に比べると被ばく量の大きな作業があるけど、それが薄まるから。

日本国黄帝 @nihon_koutei · 7時間7時間前 
もう一回事故が起これば日本はアウトなのだから、そもそも金に目が眩んで、錯乱で

もしなければ原発など動かせないだろうが。★高浜原発差し止めで再稼働の戦犯たち

が錯乱！ 関西電力は反対派を恫喝、丸川環境相の避難対策反故で高浜町長はノイロ
ーゼ http://lite-ra.com/2016/03/post-2108.html …

Value Added News @ValueAddedNews · 8時間8時間前 
これ大ニュースだと思うけど

「再稼働を容認した高浜町長は再稼働後、同原発4号機がトラブルを起こしたことでノ
イローゼ状態となり議会にも姿を一切見せず登庁拒否状態におちいっている」

丸川環境相の避難対策反故で高浜町長はノイローゼ http://lite-ra.com/2016/03/post-
2108.html …

原田裕史 @harada_hirofumi · 8時間8時間前 
中部電力に納品された日立製作所製のブレードが折れたか。

中電にしてみれば「またか」と。

浜岡原発の蒸気タービンのブレードが折れたことがある。今度は風力タービンのブレ

ード。

酋長仮免厨 @kazooooya · 8 時間8 時間前 
未登録の人でももう少し記事を読める記事。

しかし、ホントに甲状腺がんと被ばく線量関係は知られてないね

（プロメテウスの罠）６回目の春：８　「防護服の男」その後（朝日新聞デジタル） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160328-00000007-asahik-soci …
#Yahooニュース

sue @suerene1 · 8時間8時間前 
日本語字幕つき　ドイツARD「放射能汚染された土地」2016年3月12日
https://youtu.be/qoZxMAJhd6Y via @YouTube

47NEWS 47@news · 10時間10時間前 
作業員の被ばく、事故前の6倍超　福島原発事故後5年間　 http://bit.ly/1UWSS4a

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 11時間11時間前 
各原発の周辺170kmの距離、日本中のほぼすべての地域が含まれる。どこにいても原
発は無関係ではない。国防を語るのなら、まずはこの現状を直視すべきだ。

https://pbs.twimg.com/media/CLwq7nJUkAAT4Tw.jpg

kenji @buick54aki · 12 時間12 時間前 
日本列島は

ウラン

ストロンチウム

まみれで

永久立ち入り禁止地帯

である

桑ちゃん @namiekuwabara · 13時間13時間前 
「晩発障害の種類」低線量に伴う傷害として急性よりは晩発生障害が多くなるでし

ょう。晩発障害の種類を紹介します。震災当時は相当高かったのでプルームに包まれ

た方はもう影響が出ている可能性もあります。かつ、外で煮炊きしていたわけです

から。 
https://pbs.twimg.com/media/CeoKl_7WQAAK-xw.jpg

きむらゆい @yuiyuiyui11 · 16時間16時間前 
核と被ばくをなくす世界社会フォーラム

チェルノブイリ事後対応に当った運転員の話

4月27日事故に当たった作業員28名は全員死亡。空間線量は通常の50万倍と言われその
後も増加。この時雨が降れば、避難する人は全員死亡していただろう。 
https://pbs.twimg.com/media/Cenl-OKW4AA91Bf.jpg

プーチャン @putyan · 23時間23時間前 
浜岡原発の中でも５号機は特に地盤的にも大きな問題を有しています。

５号機では、約４００ｍしか離れ ていない４号機の２倍以上の揺れが観察され、４６
件に及ぶ故障中、５号機の故障がこのうちの２５件を占めるなどした

。http://matome.naver.jp/odai/2137851907852354001 …
https://t.co/oDrFxEqj0n

https://www.youtube.com/watch?v=sEFM_JftIyk
EVA 残酷な天使のテーゼ Q ver 

パンニュース自動配信 @breadnewsjapan · 2 時間2 時間前 
新天地の篠山でパン販売開始 福島から避難の女性 - 福島第１原発事故の影響で、福島
市で営んでいた天然酵母のパン店を閉め兵庫県篠山市に避難移住した橋本敬子さん（

４６）が、同市福井の自宅に石窯を手作り ... http://ow.ly/3cVJFC

https://www.youtube.com/watch?v=FOY2ASBFFz4
My Revolution 

takao kimura（キム） @yatsutk1 · 46分46分前 
町の中に森が出来ている

驚く速さで森が動いている

猪やネズミやカラスや

キツネまでが

新しい生活の場としている

山の中に一歩入ると

放射能の線量は高く

スギなどは放射能を食べて成長している

猪が子どもを引き連れて

我が家に入っていった

逃げた後の新しい住民は猪なのだ

じんしろさんへの返信 
じんしろ @Jin46o · 8時間8時間前 � Tokyo-to, Japan 
@Jin46o 「何も変わらない」、「どうせ無駄だ」、「関係ない」。そんな一言か将来
取り返しのつかないことになるということを私は"3.11"、とりわけ福島第一原発事故の
体験や基地と隣り合わせだった生活、祖父母を含む沖縄戦体験者の話から学んだ。

https://www.youtube.com/watch?v=kBs6hY_-g9U&ebc=ANyPxKrgJHvBTUApRAjeYmtMnA-
GjFuPv39eJltHXpL02sAoG9gfCZg2ETHnoMHuBYtATjoKp_hG8ah2NMoYqQhFFNjSXA3Vfg
魂のルフラン/下川みくに

https://www.youtube.com/watch?v=7shjBelSJ9g&ebc=ANyPxKoLRt6eSUl16tiF-
jwdQuiNc12X3ZWyppb8h3gZKWAdvXqEXa_eEnuTRqiCIe9N-
MJihThQDbypXtQ6BRUywoOyim7bwQ
Lord of the Rings - Sound of Rohan 
　

「蛇の舌」に弄される愚を犯すくらいなら、

私は、「凶兆ガンダルフ」と忌み嫌われる道を、選ぶね…。
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月29日10:24
　

胃けいれんを起こしながら意地だけで出勤してしまう自分の精神の剛毅さがいっそ恨めしいわ

…★(-_-#)
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（３月29日）　脱獄してやるッ！(`ヘ´)！

http://85358.diarynote.jp/201603291408553231/

絶賛エルさんプロデュース超絶イヤガラセ耐久我慢大会。(`ヘ´)

2016年3月29日 就職・転職 コメント (7)
　

…な、３時間を過ごして(-_-#)
ハラワタが煮えくり返り、

胃痛を通り越して

脾臓が痙攣を起こしてます…死ぬぞコレ。(-"-;)

別生で《大魔王様》と恐れられていただけあって

この人（？）のイチビリは非常〜にエゲツナイ。(-_-#)

業務上の必然な偶然を装って、抵抗のしようもなく最低最悪の隔離監視退職強要イジメ座敷牢に

島流し。(`ヘ´)

…本日前半戦唯２の救いは遠目だけどアルパカ狼さんがチラ見できたことと、
 
「ベルクカッツェと同姓別名で」こちらは味方のイリオモテ山仔猫さんの激励の笑顔でありま

した〜…(^_^;)

脱獄してやるッ！(`ヘ´)！

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月29日14:25
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エルさんの嫌がらせがどのくらい強烈かと言うと、

Ｏ２（オーツー／オリビエ・オスカーシュタイン）級。

 
…。。。(〃_ _)σ‖

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月30日18:38
　

ちなみに私論ですが、

べつに業務上の必要はないのに、

「部下がなるべく上司上官の近くに座りたがる」のが…、
「良い職場」。

業務上の必要性が無い限り、

「部下がなるべく上司上官のそばから離れて座りたがる」

…のは…ｗ（－－；）ｗ…

どういう、職場…？

ちなみに昨日もちろん、気がつけばベルクカッツェ・マクゴナガル氏の席のまわりは、広大なノ

ーマン図ランドと化していましたとさ…ｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月30日18:44
　

とにかく彼女がいると、みんな逃げ出して…（＾＾；）…
 
気がつくと、フロアの一番反対側に、
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すたっふ全員、カタマッテ楽しく団欒しているという…ｗｗｗ

しかしながらそのベルクカッツェ・マクゴナガル様が実は

「前世でまだアホだったころの未熟な私にタイプがくりそつ」

★　ｗ（〜〜；）ｗ　★

という自覚は一応あるので…★

アルパカ狼さんや大魔王エルさん的には「嫌いになれないタイプ」なのは…ｗ

よく、わかります…ｗｗｗｗ

（ちなみにキャバ嬢の見た目（だけ！）は、

　たしかに、１０代の頃のレイに似ている…ｗ（－－；）ｗ…★）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月30日21:00
フランコーネ @tatsujpn · 6時間6時間前 

『最高責任者は私だ』とか偉そうに言う割には責任を取らないのが政治家。『電源喪失は有り得

ない』とか『年金、最後の1人まで』とか『直ちには影響無い』とか『原発事故は終息した』とか
全部大ウソだけど誰一人として責任なんか取って無い。無責任の巣窟。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月30日21:59
十四松の健康術 @ju_shi_ma · 58分58分前 

孤独ってめちゃくちゃ健康を損なうんだよ！

研究で「他社との関わりがない場合、孤独を気にしない人でも死に至りやすい」という統計結果

が出されたんだって！

認知症やアルツハイマーにもなりやすいんだよ！

http://85358.diarynote.jp/
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たまには誰かと遊ばなきゃね！ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月30日22:01
心理学イズム１ @sinrizm · 2時間2時間前 

「神経症的な人」と「心理的健康な人」を一緒にしてはいけない。神経症的な人は健康な人の生

き方を真似したら一生傷つく。健康な人が出世を目標にしても、真似してはいけない。

 
神経症的な人の人生の目標は、劣等感や憎しみを消すこと、親しい人を作ること。それが何より

もその人を幸せにする。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月31日10:30
　

天仙 @tensenten · 13時間13時間前 
　

「・・・しないで！」と言う否定形で注意するのは逆効果？【脳科学】

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=310603&g=132108 … …
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（３月29日）　（疲れた…！）

http://85358.diarynote.jp/201603292348573651/

…【 条件反射 】かよ…？（＠＠；）？
2016年3月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

junkoがリツイート 
inoue toshio 子どもを守れ！ @yuima21c · 9時間9時間前 
@junko_in_sappro 非常事態条項の施行準備！

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
米国アラスカ

パブロフ山（標高2518m）が巨大噴火。　米国地質調査所（USGS）は、最大レベル
の警戒を呼びかけ。現地は強風の為、北東に600km以上の範囲まで火山灰が飛散して
る状態

http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/pavlof-volcano-erupts-1.3509548 … 
https://pbs.twimg.com/media/CesAQYlXIAAvQhz.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=hi7m2tOHTqY
三代目JSB流星(歌詞付き) 

おばんです。２２：５５。

さきほど無事帰投。

 
まぁ今日の顛末とエルさんへの恨み節（？）は、もし覚えていたら明日に書くとしまして…

とりあえず情報チェックだけして寝ちゃいます〜…☆
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（疲れた…！）

カラパイア @karapaia · 14時間14時間前 
【RT200UP】 緑色に輝く彗星、「リニア彗星（252P）」を観測するチャンス到来！3
月29日は火星と土星と一直線に並ぶぞ！
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214507.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CerIzADUEAAgsI0.jpg

…あ”〜（＾＾；）…★
…見るの忘れてた…★

（てか、夜空を見上げるような精神的余裕無かった…★）

https://www.youtube.com/watch?v=RXQRZ2Ub6BY
鬼束ちひろ - 流星群

…なんだか物凄い猛風が吹き始めておりますなう…||||（＠＠；）||||…

https://www.youtube.com/watch?v=yNBeq01tDbo
星が瞬くこんな夜に　高音質　歌詞付き

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
こんな震源で、マグニチュード７とかの地震が起ったら大変よね。ほんとに。４０年

も経過してる伊方原発なんて、イチコロだよ。そうなると瀬戸内海の産物は壊滅する

。こんな事を繰り返したならば、日本国は食べるものなくなるよ。 
https://pbs.twimg.com/media/Cet7E6lXEAA08ZN.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
今日の午後「伊方原発」の、すぐ近くの沖で地震が起ってる

：http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20160329134249.html …
約800mの至近距離が震源。3号機の再稼働が決まってるけど、これはユングの提唱す
る「シンクロニシティ＝意味のある一致」だね

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
巨大噴火してる「パブロフ山」

現地の風速が凄く（600km以上）も火山灰が拡散してるみたいだけど、距離的には北
海道に降る距離。九州の火山も同じで、想定外の噴火をした場合、火山灰は都内まで

到達するシュミレーションも出てる。火山の噴火は「火山灰」でインフラが機能しな

くなるのが問題

地震マップ @eq_map · 3 時間3 時間前 

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214507.html
https://pbs.twimg.com/media/CerIzADUEAAgsI0.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RXQRZ2Ub6BY
https://www.youtube.com/watch?v=yNBeq01tDbo
https://pbs.twimg.com/media/Cet7E6lXEAA08ZN.jpg
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20160329134249.html


【M5.3】SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS 252.9km 2016/03/29 20:03:06
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1SjblDa (USGS)http://j.mp/1Stoxbo

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.0】SVALBARD REGION 10.0km 2016/03/29 19:32:08JST, 2016/03/29
10:32:08UTC
(G)http://j.mp/21QRd0w (USGS)http://j.mp/1Uz7qsr

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.6】福島県東方沖 深さ5.1km 2016/03/29 18:46:10 http://j.mp/21QMfAQ

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M5.5】MOLUCCA SEA 56.8km 2016/03/29 18:18:11JST, 2016/03/29 09:18:11UTC
(G)http://j.mp/1MPdvcb (USGS)http://j.mp/1PCNexv

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.6】積丹半島北西沖 深さ6.3km 2016/03/29 16:33:32 http://j.mp/22JICT9

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第7報)◆◆【M4.2】福島県沖 深さ30km 2016/03/29 16:23:44
発生 最大予測震度2 http://j.mp/1tJoJej

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � Rawas Ulu, Indonesia 
【M5.1】SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 158.2km 2016/03/29 15:24:48
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/22JAxxJ (USGS)http://j.mp/1TfLEbK

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 日本 
【M3.5】伊予灘 深さ46.6km 2016/03/29 13:42:42
(G)http://j.mp/1RMlApl (アニメ)http://j.mp/1PCn6CM

宇宙天気ニュース @swnews · 11 時間11 時間前 
[記事] 太陽風の速度が高まっています。太陽は穏やかです。 http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 日本 
【M2.5】釧路地方 深さ112.0km 2016/03/29 10:40:12
(G)http://j.mp/1SsocFU (Y)http://j.mp/1SsocFW

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M5.2】IONIAN SEA 15.4km 2016/03/29 10:05:31JST, 2016/03/29 01:05:31UTC
(G)http://j.mp/1RolimG (USGS)http://j.mp/1SslwYQ

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M3.8】積丹半島北西沖 深さ5.6km 2016/03/29 06:17:01
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(G)http://j.mp/1ohJATn (アニメ)http://j.mp/25t1EvT

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.5】国後島近海 深さ100.5km 2016/03/29 04:41:50 http://j.mp/1qbXWpZ

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M5.3】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 16.3km 2016/03/29 04:07:07
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1qbV904 (USGS)http://j.mp/1pVmwvt

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � 茨城 つくば市 
【M2.5】茨城県南西部 深さ67.3km 2016/03/29 03:58:58
(G)http://j.mp/1qbRoHZ (Y)http://j.mp/1qbRmQw

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M3.3】福島県東方沖 深さ26.4km 2016/03/29 02:42:15
(G)http://j.mp/1UXvtQ4 (アニメ)http://j.mp/1UxnvyI

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M5.5】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 10.0km 2016/03/29
02:14:55 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1pFKSsx (USGS)http://j.mp/1qbFBtl

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 日本 
【M2.7】東京都 深さ122.1km 2016/03/29 02:15:29
(G)http://j.mp/1UXrS4u (Y)http://j.mp/1qbDFRp

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � 神奈 茅ヶ崎市 
【M2.8】神奈川県 深さ61.8km 2016/03/29 00:53:50
(G)http://j.mp/21PfkMY (Y)http://j.mp/1qbsY1a

特務機関NERV @UN_NERV · 3月28日 
【東京都 警報情報 2016年03月28日 21:25】
東京地方では、２８日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

［２３区西部］大雨・洪水

［多摩北部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 3月28日 
【ウェザーニューズ号外】

東京西部から、ゲリラ雷雨エリアが東に拡大中。雷雨ピークは23時頃まで。帰宅時は
天気急変に注意を。

Tabathaさんへの返信 
中津川　昴 @subaru2012 · 3月16日 � Yonaguni-cho, Okinawa 
@araran100 @syatyonagoya 3/21にリニア彗星が地球に大接近します、月までの距離
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http://j.mp/1qbRmQw
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http://j.mp/1UxnvyI
http://j.mp/1pFKSsx
http://j.mp/1qbFBtl
http://j.mp/1UXrS4u
http://j.mp/1qbDFRp
http://j.mp/21PfkMY
http://j.mp/1qbsY1a


の14倍の位置を毎秒10.5kmで南半球から北半球の夜空へ通過するけど、ここ150年で
最も地球に接近する模様。3/23が満月なのでちょっと観測には不適かも

…ナニこのスゴイ地震…？？
(@@;)

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 5 時間5 時間前 
数億年の長い時間スパンでみると今が氷河期だとわかる。これを温暖化だ、Ｃｏ２が

問題で原発だというクズどもの頭が空っぽなのがわかる。図は５千年スパンで現状や

や上向き、新氷河期へ向かう途中の小春日和でしかない。５億年スパン図見ると狂う

よｗ 
https://pbs.twimg.com/media/CetX6j7W4AILndZ.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=FTveqtJiDNE
久保田利伸　『流星のサドル』

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【東京メトロ丸ノ内線 運転再開】
東京メトロの丸ノ内線は、荻窪駅で起きたポイント故障の影響で、新中野と荻窪の間

の上下線で運転を見合わせていましたが、午後8時55分ごろ運転を再開しました。
http://nerv.link/PQnrey

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【北朝鮮 日本海に向けて１発を発射か】（続き）
日本海に向けて飛行したとみられ、韓国国防省が詳しい情報の収集を急いでいます。

（2016年3月29日 18:36 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【北朝鮮 日本海に向けて１発を発射か】
韓国の通信社、連合ニュースによりますと、北朝鮮が29日午後、ロケット弾か短距離
ミサイルとみられる1発を発射したということです。
http://nerv.link/ys9gny

アマちゃんだがリツイート 
しんちゃん @shinchann2008 · 6 時間6 時間前 
この世界の核実験一覧を見れば、北朝鮮の核実験だけを非難することがどれほど間違

いかがわかる。核実験を第一にやめるべきはアメリカ。シュミレーション核実験で核

兵器の性能を確認している。日本はアメリカの核兵器を擁護。核廃絶など要求してい

な

い

https://pbs.twimg.com/media/CetX6j7W4AILndZ.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FTveqtJiDNE
http://nerv.link/PQnrey
http://nerv.link/ys9gny


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E5%AE%9F%E9%A8%93%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
…
https://pbs.twimg.com/media/CerMn0tWAAA8mSL.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【エジプト航空機 ハイジャックされたか】
ロイター通信がエジプトの航空当局の情報として伝えたところによりますと、日本時

間の29日午後、エジプト北部のアレクサンドリアから首都カイロに向かっていたエジ
プト航空の航空機がハイジャックされ、キプロスの空港に向かったということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【山手線 運転再開 2016年3月29日 14:02】
鶯谷駅でドア点検を行った影響で、内回りの運転を見合わせていましたが、13:51頃、
運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【小田急小田原線 運転再開 2016年3月29日 8:59】
柿生〜鶴川駅間で発生した人身事故の影響で、新百合ケ丘〜町田駅間の運転を見合わ

せていましたが、08:45頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出て
います。

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【米議会敷地で発砲 議会とホワイトハウスが閉鎖】（続き）
これに合わせ、議会からおよそ2.5キロ離れたホワイトハウスも閉鎖され、警察が状況
を詳しく調べています。

（2016年3月29日 4:18 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【米議会敷地で発砲 議会とホワイトハウスが閉鎖】
アメリカのAP通信は、28日午後(日本時間の29日未明)、首都ワシントンの連邦議会の
敷地内で何者かが銃を発砲し、議会が閉鎖されたと伝えました。

http://nerv.link/mPr2Oa

https://www.youtube.com/watch?v=JwLaCE575-g
[宇宙] - 死の星 フル

https://www.youtube.com/watch?v=IfcRyQb-c8o
ホルスト： 組曲 《惑星》 作品32 カラヤン / ウィーン・フィル 1961 
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月30日0:15
０５

５１

６６６．（＠＠；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月30日0:22
junko @junko_in_sappro · 15時間15時間前 

『何故か?6月までにアメリカに帰国する米国人が増えています!!』
⇒ http://amba.to/1pFUQtX 

霊能者が、6月下旬に「北海道で大地震」が起こるといっていますが、何か根拠があるのでしょ
うか?
 

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


（３月30日）　地球内部の空洞を訪れたという人物がいる。

http://85358.diarynote.jp/201603301026431243/

めも。星ヶ沼、マシカ、ティクタース泥球界

人領。

2016年3月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

マシカ、星ヶ沼、

ティクタース大火（戦乱？）

薬師（メディスンマン、ワイズウーマン）

戦災孤児の里子あっせん。

あとでね。

https://www.youtube.com/watch?v=_yd-1rDWMa4&ebc=ANyPxKrj6UMRu-
JrOIyq5YHfgJjeXOFyyO5AySS-fdk_4Zm-
CUaFnD_KaIscENZpkPoJc0l4590eEenntzPH6j5MJrIIpsfbow
PRODOMO - Return to Space 

朱鷺（shuro）がリツイート 
shinkoma @noosistkoma · 17時間17時間前 
似ている…なぜに平安衣装…草鞋の紐が金だったらしい
地球空洞説〜小太陽のある地底世界〜

http://daimaohgun.web.fc2.com/mystery/file030.html … @daimaohgunさんから
装束の種類（狩衣）http://www.kariginu.jp/kikata/1-5.htm 
https://pbs.twimg.com/media/CetJW1YWwAAG2kD.jpg

…え〜と、はい…（＾＾；）…☆

「大地世界」と申しますが…なにか…
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（…朱鷺（とき）サンだし…！（＠ｗ＠；）！…）

朱鷺（shuro） 1009@alice · 2時間2時間前 
地球空洞説〜小太陽のある地底世界〜

http://daimaohgun.web.fc2.com/mystery/file030.html … @daimaohgunさんから
「北欧神話によれば、宇宙は大きく別けて、神々の国「アースガルド」と、人間の

国「ミッドガルド」、巨人の国「ウートガルド」の、天・地・冥の3界で構成されると
いう。」

朱鷺（shuro） 1009@alice · 2時間2時間前 
「第2次世界大戦後にも、地球内部の空洞を訪れたという人物がいる。
1947年2月、アメリカ海軍のリチャード・E・バード少将は、第68機動部隊を編成し
て「ハイジャンプ作戦」という名の北極探検の指揮をとり、飛行機で北極点を目指

して…」
http://daimaohgun.web.fc2.com/mystery/file030.html …

朱鷺（shuro） 1009@alice · 2時間2時間前 
「しかし、実際に地底世界に迷い込んだという人々が存在しており、こんな体験談が

あるんだ。

1829年4月、スウェーデンの漁師であった父エンスと息子オラフのヤンセン親子は、小
さな漁船に乗ってノルウェー沿岸を北上していた。…」
http://daimaohgun.web.fc2.com/mystery/file030.html …

朱鷺（shuro） 1009@alice · 2時間2時間前 
「また、地球内部には発光性ガス、または小太陽があって明るく、気候は温暖で生物

の生息が可能であるとされたそうだ。

また、よく極地で見られるオーロラは、地底世界に通じる穴から小太陽の光が漏れて

、地上の大気に反映したものであり、北極や南極には、その地底世界の入り口である

巨大な穴がある」

朱鷺（shuro） 1009@alice · 2時間2時間前 
「地球内部が水星と同じ直径の中心核と、金星及び火星と同じ直径で厚さ800ｋｍの同
心球状の2つの内核から空洞になっており、殻同士は空気の層で切り離され、それぞれ
磁極を有し、異なる速度で自転しているという考えであった」

http://daimaohgun.web.fc2.com/mystery/file030.html …

http://daimaohgun.web.fc2.com/mystery/file030.html
http://daimaohgun.web.fc2.com/mystery/file030.html
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…正確に言うと
「地球の地表上から」

「地底へ続く（ように見える）トンネルで」

「異次元通路を繋いである」だけであって…

ｗ（＾＾；）ｗ

「地底に存在している」わけでは、ないんだけどね…☆

https://www.youtube.com/watch?
v=ykF9MK2p2MU&ebc=ANyPxKpRGWXrjGddAC3CNrw6mcOj8_84vhisn8o9arYZHKAOv0-a-
_yCIzCo2wUVXzlVwkIEIxv05HhfrG71MKxED_Eze4_xng
Synthesis - Trip to Nowhere 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月1日12:07
朱鷺（shuro） 1009@alice · 3時間3時間前 

真実のカウンセリング　シーズン２

http://yakb.net/man/143.html @sinrinetさんから
 
「個人的に、マンガや小説家デビューされたい方は、賞に応募するよりも、ＷＥＢにて掲載して

、まず多くの方に見ていただくのが一番なのではないかと思います。」

https://www.youtube.com/watch?v=ykF9MK2p2MU&ebc=ANyPxKpRGWXrjGddAC3CNrw6mcOj8_84vhisn8o9arYZHKAOv0-a-_yCIzCo2wUVXzlVwkIEIxv05HhfrG71MKxED_Eze4_xng
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月30日）　頭痛と眩暈と自律神経失調。

http://85358.diarynote.jp/201603301842325074/

めも：　昨日の話と、前世？の話…（＾＾；）
…☆
2016年3月30日 友達

https://www.youtube.com/watch?
v=cAqYHE38NUM&ebc=ANyPxKrd3PHELjSbkNOdYBrdB2mg0_ZQL5jhYai55vBr4LKGYBdDdcBrzB6oN9rmOBpa8ixUrRvt2rgd_1zY407r5IL0F7JkLA
Italo4ever - VoicesOf Heaven (Extended) 

これね。（－－；）

http://85358.diarynote.jp/201603291408553231
＞エルさんの嫌がらせがどのくらい強烈かと言うと、

＞Ｏ２（オーツー／オリビエ・オスカーシュタイン）級。

オリビエ・オスカーシュタイン

http://meimu.sakura.ne.jp/page025.html

さて。（＾＾；）ＰＣ前に戻りました、１８：２３。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

12:00 0.040 0.039 0.039 6 
13:00 0.058 0.045 0.054 6 
14:00 0.055 0.050 0.052 6 
15:00 0.048 0.044 0.046 6 
16:00 0.045 0.043 0.044 6 
17:00 0.042 0.041 0.041 6 
18:00

昼過ぎから降り出した雨で線量あがって、

（〜〜＃）

布団かぶってフテ寝してましたが、

雨がやんで窓からちょろっと虹が見えて…
（＾＾；）

起きだしましたが、

でも現在まだ頭痛と眩暈と自律神経失調があるので、

メンドクサイ？文章書くのは後にしますよと…。

http://85358.diarynote.jp/201603301842325074/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=204
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160330/85358_201603301842325074_1.jpg
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http://85358.diarynote.jp/201603291408553231
http://meimu.sakura.ne.jp/page025.html
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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=OPfFdVF9k4Q
ET-KING - さよならまたな
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（＋１曲）昨日の帰りぎわに、すねてたひとへ…ｗ（＾＾；）ｗ
…☆

2016年3月30日 恋愛

…ＥＴ－ＫＩＮＧの「月」って曲が気に入ってんですけど、
悠宙舞さんに無い…☆

代理。

https://www.youtube.com/watch?v=28icxN5Xi2s
ＥＴ－ＫＩＮＧ - ふたりの歌

https://www.youtube.com/watch?
v=ZF3cAo2vNeY&ebc=ANyPxKpEsaqUsoOjxRHMqlkmCvvDT01zT2EV67MIYzVePo6VqMG7TbEPixh8P13jGJa5nMUkHxai8JyHTl9p2KTQxBvQQKXX7g
HOME - rerulili feat.KagamineRen/HOME - れるりり feat.鏡音レン 

https://www.youtube.com/watch?
v=M60bNWB0Nxo&ebc=ANyPxKr8mRaJXv_0aBS33IPCIqgIxpgb8WqDQU-
ilzpqA1NsJD28Ox32RuuSewYjoj7YPNCV0-d-cb2RVyZTZlrtgjXo_Xd1QQ
The day I became a Monster - rerulili feat.VOCALOID Fukase / 
僕がモンスターになった日 - れるりりfeat.VOCALOID Fukase 

https://www.youtube.com/watch?v=mLMluQow_TA
Aqua Timez　『決意の朝に PVフル』

https://www.youtube.com/watch?
v=urF_AbehXFU&ebc=ANyPxKqE8XEufTUI0gP7GHBtSxaemhROzl_QV8V_Ln8gdDT1b7wyOGXDPmX3LkHb9V9F0lArMGNpPhY5MWsk1ZtO2Kufa08Rfg
I love you - rerulili feat.HatsuneMiku / 愛してる - れるりりfeat.初音ミク 

https://www.youtube.com/watch?v=sapgmOmPmFU
Aqua Timez　『千の夜をこえて PVフル』

https://www.youtube.com/watch?v=86NfhiTdA7g
【VOCALOID Fukase】 誰も知らないハッピーエンド 【オリジナルMV】

 

https://www.youtube.com/watch?v=1RAjpiiUWcM
https://www.youtube.com/watch?v=OPfFdVF9k4Q
http://85358.diarynote.jp/201603302022379167/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160330/85358_201603302022379167_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160330/85358_201603302022379167_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160330/85358_201603302022379167_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=28icxN5Xi2s
https://www.youtube.com/watch?v=ZF3cAo2vNeY&ebc=ANyPxKpEsaqUsoOjxRHMqlkmCvvDT01zT2EV67MIYzVePo6VqMG7TbEPixh8P13jGJa5nMUkHxai8JyHTl9p2KTQxBvQQKXX7g
https://www.youtube.com/watch?v=M60bNWB0Nxo&ebc=ANyPxKr8mRaJXv_0aBS33IPCIqgIxpgb8WqDQU-ilzpqA1NsJD28Ox32RuuSewYjoj7YPNCV0-d-cb2RVyZTZlrtgjXo_Xd1QQ
https://www.youtube.com/watch?v=mLMluQow_TA
https://www.youtube.com/watch?v=urF_AbehXFU&ebc=ANyPxKqE8XEufTUI0gP7GHBtSxaemhROzl_QV8V_Ln8gdDT1b7wyOGXDPmX3LkHb9V9F0lArMGNpPhY5MWsk1ZtO2Kufa08Rfg
https://www.youtube.com/watch?v=sapgmOmPmFU
https://www.youtube.com/watch?v=86NfhiTdA7g


（３月30日）

http://85358.diarynote.jp/201603302146212683/

フレアは出ていないが大型の黒点が地球に向い

て／500km/秒台の高速太陽風が続いています。
2016年3月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=vOt2u7WcV9A
Brain Fluid Explosion Girl 2015ver - rerulili feat.miku&gumi / 
脳漿炸裂ガール2015ver - れるりりfeat.初音ミク&GUMI 

…ちょｗ
ナニこれ地震こわ…ｗｗｗ

地震マップ @eq_map · 3 時間3 時間前 
【M2.9】根室半島沖 深さ44.1km 2016/03/30 17:05:31 http://j.mp/21SWMvh

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.0】青森県西部 深さ200.1km 2016/03/30 15:04:22
(G)http://j.mp/1MRVERU (Y)http://j.mp/230l4G8 (アニメ)http://j.mp/1MRUOVg

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.8】HOKKAIDO, JAPAN REGION 51.8km 2016/03/30 14:09:58JST, 2016/03/30
05:09:58UTC
(G)http://j.mp/230iT5n (USGS)http://j.mp/230iTT1

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M5.1】BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA 80.4km 2016/03/30
15:01:28 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/230ifos (USGS)http://j.mp/230ifou

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 日本 
【M5.1】根室半島沖 深さ58.0km 2016/03/30 14:09:59
(G)http://j.mp/1MAkuL9 (アニメ)http://j.mp/1SlJIte

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M5.1】MID-INDIAN RIDGE 10.0km 2016/03/30 13:05:27JST, 2016/03/30
04:05:27UTC
(G)http://j.mp/22NbiKT (USGS)http://j.mp/1ThKuwc
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宇宙天気ニュース @swnews · 8 時間8 時間前 
[記事] 500km/秒台の高速太陽風が続いています。磁気圏の活動もやや高まってい
ます。 http://swnews.jp #swnews

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
３０日１０時３３分頃千島列島Ｍ５．１

フレアは出ていないが大型の黒点が地球に向いている

http://swc.nict.go.jp/sunspot/

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � Курильский район, Россия 
【M4.8】KURIL ISLANDS 113.4km 2016/03/30 10:32:15JST, 2016/03/30 01:32:15UTC
(G)http://j.mp/1VStcGH (USGS)http://j.mp/1RpR828

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.7】FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 32.3km 2016/03/30 10:15:46
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1RpQbH8 (USGS)http://j.mp/1qgpo6e

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 北海道 上ノ国町 
【M3.1】渡島半島 深さ12.4km 2016/03/30 09:20:45
(G)http://j.mp/1UTupht (Y)http://j.mp/1ThsIcs (アニメ)http://j.mp/1UTurWE

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3月29日 
米国アラスカ

パブロフ山（標高2518m）が巨大噴火。米国地質調査所（USGS）は、最大レベルの
警戒を呼びかけ。現地は強風の為、北東に600km以上の範囲まで火山灰が飛散してる
状態

http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/pavlof-volcano-erupts-1.3509548 … 

Nemesisネメシス @zodiac0088 · 3月28日 
メキシコのポポカテペトル山が噴火：2000mの噴煙、4万人以上が避難 
#Mexico’s Popocatepetl volcano has erupted, spewing a 2,000 metre-high column

https://www.youtube.com/watch?v=o2ovsJkqaiM
Young disease outburst Boy - rerulili feat.KagamineRen/ 
厨病激発ボーイ - れるりりfeat.鏡音レン

特務機関NERV @UN_NERV · 55 分55 分前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年03月30日 19:47】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年03月30日 19:12
現象：連続噴火停止

岡三マン @okasanman · 3時間3時間前 
諏訪之瀬島が噴火　噴煙が1000mまで上がる（福岡管区気象台）

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年03月30日 17:46】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年03月30日 17:40
現象：連続噴火継続

https://www.youtube.com/watch?
v=vDhDx3Y4udQ&ebc=ANyPxKqEkLIC58zpKDlK9XNn1MhNtjnOFCUWiFJganVmIgkTcy_cgHkJeXFC8G2stSOmwrlOnhLuDtyeibMaYcJJoO4ZVkDcig
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http://swc.nict.go.jp/sunspot/
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Moonlight embellishment Girl - rerulili feat.MIKU&GUMI / 月光潤色ガール - れるりりfeat.ミ
ク&GUMI 

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【強風で遊具倒れる １１人けがか 神奈川 小田原】（続き）
消防によりますと、滑り台は高さ5メートルほどで、警察や消防が詳しい状況を調べて
います。

（2016年3月30日 15:52 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【強風で遊具倒れる １１人けがか 神奈川 小田原】
警察や消防に入った連絡によりますと、30日午後2時20分すぎ神奈川県小田原市の公園
の中にあるレジャー施設「わんぱくらんど」で、エアー式の大型の滑り台が強風にあ

おられて倒れ、遊んでいた子どもなど11人がけがをしたということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【武蔵野線 運転再開 2016年3月30日 15:31】
北府中〜西国分寺駅間で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていまし

たが、15:25現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【東海道新幹線 品川〜新横浜運転再開】
車両の障害物を取り除くため品川駅と新横浜駅の間で運転を見合わせていた東海道新

幹線は、運転を再開しました。

http://nerv.link/LfpqND

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【停電情報 2016年3月30日 13:17】
東京電力停電情報によりますと、神奈川県 横浜市港南区の約600軒で停電が発生して
いるということです。

http://nerv.link/Ci1wrx

Nob @Nob_hsj · 9 時間9 時間前 
２０１６年３月２９日分ツイート１日分抽出

http://tadachini.sblo.jp/ 
急病人のみ抽出しました。

252ツイート位（概算）。
疲れが溜まって３日程お休みしました。

Nob @Nob_hsj · 9時間9時間前 
RT
車掌「走行中の列車のドアが開いた恐れがあるため非常停止信号を受信しました。」

駅員「当駅で急病人のお客様がいたため〜」

22:30 - 2016年3月29日

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【停電情報 2016年3月30日 11:07】
東京電力停電情報によりますと、山梨県 南アルプス市の約900軒で停電が発生している
ということです。

http://nerv.link/dxIwmf

https://www.youtube.com/watch?v=xEhKWS53RfY&ebc=ANyPxKqsfWtoI-
uNrOWYu_mC9hwUNXDDZnSJhCKzKSYW7X106XfjQmi1sYwavGCoeif6ElBCUm8LBV-
Dy4TrqbRS_JClCWrVCg
Simmering ZEN Girl - rerulili feat.miku&gumi / 

http://nerv.link/LfpqND
http://nerv.link/Ci1wrx
http://tadachini.sblo.jp/
http://nerv.link/dxIwmf
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一触即発☆禅ガール - れるりりfeat.初音ミク&GUMI 

https://www.youtube.com/watch?v=-
i82yiE77NQ&ebc=ANyPxKqZYZJo0Rnzu6El14ufx4RLlXwMHXrk4_Zk2LKP0OCHHRI1qdLhbwZ4mAvsYFu0B6UUVzYculbklVK91WnLkhqTU1_DoA
【96猫】聖槍爆裂ボーイを歌ってみた『Brand New...Arrange』
 

https://www.youtube.com/watch?v=-i82yiE77NQ&ebc=ANyPxKqZYZJo0Rnzu6El14ufx4RLlXwMHXrk4_Zk2LKP0OCHHRI1qdLhbwZ4mAvsYFu0B6UUVzYculbklVK91WnLkhqTU1_DoA


（３月31日）　われながら、よく生き延びてきたよな、これで☆

http://85358.diarynote.jp/201603310829369764/

迷走の、記録…（－－＃）…★
2016年3月31日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=86NfhiTdA7g
【VOCALOID Fukase】 誰も知らないハッピーエンド 【オリジナルMV】

おはようございます。０８：２９。

気温６℃。

夜明け時は快晴でしたが、立ち上る水蒸気ですでにもはや全天に雲。

予報は「不安定」…ｗ（＾へ＾；）ｗ…★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00 
07:00 
08:00

銭湯出撃の予定ですが、あと２時間くらい天候を見定めてからにします…★

さて。ちょっと道迷いを防ぐために、恒例の、方向確認…。
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https://www.youtube.com/watch?v=ZF3cAo2vNeY
HOME - rerulili feat.KagamineRen/HOME - れるりり feat.鏡音レン 

…はははは…★ｗ（＾■＾；）ｗ★…

http://85358.diarynote.jp/201303310632342151/
http://85358.diarynote.jp/201304021840383565/

http://85358.diarynote.jp/201203310435509851/
http://85358.diarynote.jp/201204010417398344/

http://85358.diarynote.jp/201103311323556507/
http://85358.diarynote.jp/201103311349123389/

http://85358.diarynote.jp/201003311246384170/
http://85358.diarynote.jp/201003311513002855/

http://85358.diarynote.jp/200803180156350000/
http://85358.diarynote.jp/200803180207260000/

…ぃや〜ｗ（＾■＾；）ｗ★

われながら、よく生き延びてきたよな、これで☆

毎年毎年、この時期は「厄季節」なのね、私…★

https://www.youtube.com/watch?v=vDhDx3Y4udQ
Moonlight embellishment Girl - rerulili feat.MIKU&GUMI / 月光潤色ガール - れるりりfeat.ミ

http://85358.diarynote.jp/?day=20100331
http://85358.diarynote.jp/?day=20090331
http://85358.diarynote.jp/?day=20080331
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http://85358.diarynote.jp/201103311323556507/
http://85358.diarynote.jp/201103311349123389/
http://85358.diarynote.jp/201003311246384170/
http://85358.diarynote.jp/201003311513002855/
http://85358.diarynote.jp/200803180156350000/
http://85358.diarynote.jp/200803180207260000/
https://www.youtube.com/watch?v=vDhDx3Y4udQ


ク&GUMI 

カラパイア @karapaia · 5時間5時間前 
【RT600UP】 かわいいじゃないか！魚の猫化進む。毎日なでなでを要求する魚、水槽
に手を突っ込んでそれに応える飼い主

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52189602.html …

https://www.youtube.com/watch?v=VUMN6f1vnRQ
【地獄型人間動物園】 M’AIDER遭難ガール 【IA】 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月31日9:19
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 

#クライシスカレンダー 03/31【1998年 日本原電東海発電所運転終了】1966年7月に営業運転開始
した日本初の商業用原発がこの日営業運転終了。設計寿命前も小発電力等の効率の悪さから廃炉

決定。以降20年以上に渡る廃炉作業が進められている。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月31日9:53
気圧がどんどん下がって、雲がどんどん分厚くなっていってます。

（－－；）

ゲリラ豪雨的なものがあるかも…？？

外出は、やめたほうが無難かなぁ…★
（今日はなんかすでに水難の相ですし…★）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52189602.html
https://www.youtube.com/watch?v=VUMN6f1vnRQ
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月31日10:47

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 

日に日に低下する北海道新幹線利用者と光と影

http://www.globaleye-world.com/2016/03/929.html …

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


（３月31日）　【業務連絡】（準備せよ）。すべてにおいての準備です。

http://85358.diarynote.jp/201604010026385041/

【業務連絡】 （準備せよ）／緊急避難／走って逃げるだけの体力
。

2016年3月31日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

（※前半部分は http://85358.diarynote.jp/201604010117574583/ に異動しました☆）

https://www.youtube.com/watch?
v=ew63ulnEtuM&ebc=ANyPxKqukPW6t_EtWLbBPmoXnj5a_PsFaYdq7GJalzMnq-
sAY2tecZdfavmFq2E-QGMop2K23wuyajWP31-Ov9EJASpeUtt9ug
Song for friends　※詳細に歌詞あり

お、０：００ジャスト〜☆

（「年度変わり」の瞬間を目撃…☆彡）

カラパイア @karapaia · 4時間4時間前 
【RT800UP】 海底神社の主、コブダイの頼子さん。25年来のダーリン(人間）にスリ
スリちゅっちゅ（千葉県館山湾） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214726.html

http://85358.diarynote.jp/201604010026385041/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160401/85358_201604010026385041_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160401/85358_201604010026385041_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160401/85358_201604010026385041_3.jpg
http://85358.diarynote.jp/201604010117574583/
https://www.youtube.com/watch?v=ew63ulnEtuM&ebc=ANyPxKqukPW6t_EtWLbBPmoXnj5a_PsFaYdq7GJalzMnq-sAY2tecZdfavmFq2E-QGMop2K23wuyajWP31-Ov9EJASpeUtt9ug
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214726.html


… 
https://pbs.twimg.com/media/Ce3uc6_UEAIEAov.jpg

…館山の海水は、まだ大丈夫？なんですかね…？？

ちなみに目覚まし時計を止めた記憶すらなく起きれなかったのは、

気圧の谷が通過中だったらしく…（＾＾；）…

原罪、もとい、

現在、札幌はプラス６℃。雨が降っています…。
（線量は低めのようです…）

…ちょっと待て！（－－＃）
なんだこの釧路の線量は…ッ★

（…地震もコワイなぁ…★）

地震マップ @eq_map · 10 分10 分前 
【M2.7】根室地方 深さ123.3km 2016/04/01 00:04:43
(G)http://j.mp/1RNn8JF (Y)http://j.mp/1RNn7p2

地震マップ @eq_map · 24分24分前 
【M2.9】北海道北東沖 深さ161.3km 2016/03/31 23:50:55 http://j.mp/1UuVoA1

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M4.6】KURIL ISLANDS 188.9km 2016/03/31 22:14:14JST, 2016/03/31 13:14:14UTC
(G)http://j.mp/1RPBBe7 (USGS)http://j.mp/1RPBBe9

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ48.8km 2016/03/31 21:56:31 http://j.mp/1RPzabv

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.4】GUAM REGION 10.0km 2016/03/31 21:30:30JST, 2016/03/31 12:30:30UTC
(G)http://j.mp/1Y1TzbZ (USGS)http://j.mp/1RzJ5fW

https://pbs.twimg.com/media/Ce3uc6_UEAIEAov.jpg
http://j.mp/1RNn8JF
http://j.mp/1RNn7p2
http://j.mp/1UuVoA1
http://j.mp/1RPBBe7
http://j.mp/1RPBBe9
http://j.mp/1RPzabv
http://j.mp/1Y1TzbZ
http://j.mp/1RzJ5fW


地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 森町 
【M3.1】渡島半島 深さ157.6km 2016/03/31 20:31:08
(G)http://j.mp/1RPvcjg (Y)http://j.mp/1pN2bIf (アニメ)http://j.mp/1RrUthk

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.0】国後島近海 深さ10.7km 2016/03/31 18:45:11
(G)http://j.mp/1V94sJE (アニメ)http://j.mp/1V94uRK

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � Calama, Chile 
【M5.0】ANTOFAGASTA, CHILE 92.7km 2016/03/31 16:53:28JST, 2016/03/31
07:53:28UTC
(G)http://j.mp/1RMCRbV (USGS)http://j.mp/1V8KONU

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 京都 南丹市 
【M4.2】WESTERN HONSHU, JAPAN 363.3km 2016/03/31 14:54:31JST, 2016/03/31
05:54:31UTC
(G)http://j.mp/22QOCcx (USGS)http://j.mp/22QOBpb

amaちゃんだがリツイート 
ハフィントンポスト日本版 @HuffPostJapan · 11時間11時間前 
【とてつもない規模の爆発】木星に小惑星が衝突、エネルギーは2013年のロシアの隕
石の25倍（動画あり） http://huff.to/2333yB2

宇宙天気ニュース @swnews · 12 時間12 時間前 
[記事] 500km/秒の高速太陽風が続いています。磁気圏の活動もある程度高まってい
ます。 http://swnews.jp #swnews

特務機関NERV @UN_NERV · 10 時間10 時間前 
【停電情報 2016年3月31日 14:49】
東京電力停電情報によりますと、山梨県 北杜市の約900軒で停電が発生しているという
ことです。

http://nerv.link/5pq9iR

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【久留里線 運転再開 2016年3月31日 12:25】

http://j.mp/1RPvcjg
http://j.mp/1pN2bIf
http://j.mp/1RrUthk
http://j.mp/1V94sJE
http://j.mp/1V94uRK
http://j.mp/1RMCRbV
http://j.mp/1V8KONU
http://j.mp/22QOCcx
http://j.mp/22QOBpb
http://huff.to/2333yB2
http://swnews.jp/
http://nerv.link/5pq9iR


俵田〜久留里駅間で線路内点検を行った影響で、運転を見合わせていましたが、

11:56頃、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れや運休が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【ＪＲ埼京線 運転再開】
JR埼京線は車両の点検のため板橋駅と池袋駅の間の上り線で運転を見合わせていまし
たが、午前8時54分に運転を再開しました。
http://nerv.link/ESjtPQ

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 
あらゆる危機管理の情報を集約し、

一元的に活用できる基盤の整備を通じて、

安心安全な社会の実現に貢献します。

http://cmid.jp

ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）@wbs_tvtokyo · 7時間7時間前 
https://pbs.twimg.com/media/Ce3qGq2UEAECwkD.jpg
相内です。ベッドですやすや寝ていたら···マットレスごと引きずられて外に出されま

した。階段も滑り落ちました。今日のトレたまは、災害時にマットレスごと緊急避難

できるものなんです。久々に身体を張った取材でしたよ。お楽しみに！#wbs 

Kane Shirai (ねたろう) @NETARAW · 8時間8時間前 
【業務連絡】PAADのP：PREPARE（準備せよ）。すべてにおいての準備です。走っ
て逃げるだけの体力錬成、ツールの使い方や戦闘技能の修得、居住エリアの危険地帯

把握、様々な状況での家族全体の避難手順確認等がそれにあたります。しっかりプラ

ンを立てておきましょう【業務連絡終わり】

http://nerv.link/ESjtPQ
http://cmid.jp/
https://pbs.twimg.com/media/Ce3qGq2UEAECwkD.jpg


（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借景資料集）



（３月１日）　この先はグーグル先生に聞いて下さい。

http://85358.diarynote.jp/201603010833212643/

今夜のフクイチガスは凄まじいぞ／この先はグ

ーグル先生に聞いて下さい。

2016年3月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【再稼働の高浜原発４号機 警報出て原子炉自動停止】
今月２６日に再稼働した福井県の高浜原子力発電所４号機は、２９日午後２時すぎ、

発電機の故障を示す警報が出て原子炉が自動停止し、関西電力が原因を調べています

。

http://nerv.link/8ej3Ps

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

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 

http://85358.diarynote.jp/201603010833212643/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160301/85358_201603010833212643_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160301/85358_201603010833212643_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160301/85358_201603010833212643_3.jpg
http://nerv.link/8ej3Ps
https://www.youtube.com/watch?v=WD07ZsBGgIs


こう考えればわかりやすいかも。

「40年間も乗っていたオンボロな自動車を3.11以降は、エンジンをかけなかった。そ
れで2016年に久々にエンジンをかけたら、トラブった。だから、ヤバイとなり制御棒
をさした。」

長期間停止中の原子炉に「制御棒を投入」←この突然な処置自体が危険な事。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
高浜原発

4号機は原発では、最も危険なMOX燃料。確か1985年。1と2号機は1975年ぐらいで、
これも「あと20年良いよ」となり、再稼働のOKを数日前に出してる。3.11から停止し
、こないだ稼働し、今日は「緊急停止」し「制御棒」が作動した。

この先はグーグル先生に聞いて下さい

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
西日本、特に京都の人は気を付けた方が良いですね

もしも高浜原発が爆発したら、被曝も大変だけど、観光地などの経済的な損失も大変

な額になるでしょうね。福井県の人達は「原発再稼働は賛成の人が多い」みたいだ

から、他県の人が反対しないとダメだね

高浜原発は約40年前の老朽化した原発

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
54基もあった日本の原発。
3.11の福島原発が爆発する前から、あちこちで放射能漏れしてたし、基準値以下として
、ベータ線核種のトリチウムも海へ放出してたからね

ただ、福島原発の爆発事故は、どうやっても「隠蔽不可能」だっただけの話で。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
まぁあれだよね。福島原発の件も、何年も経ってから、こないだ言い出してる訳だ

から、なんか起ってても「やばい」とは言わない。それだけ電力会社の信用度は落ち

てる

今回は、再稼働してまもないのに「正直に公表した意味」を考えた方がいいかも。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 16時間16時間前 
29日14時ごろ
「関西電力：高浜原発4号機でトラブルがあり、原子炉が緊急停止した
。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160229-00000069-jij-soci …」
高浜原発4号機は「ウラン・プルトニウム混合化合物：MOX燃料・プルサーマル」 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160229-00000069-jij-soci
https://pbs.twimg.com/media/CcXEKX6UUAAploF.jpg


https://pbs.twimg.com/media/CcXEKX6UUAAploF.jpg
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2月28日 

T.HIRANOさんがT.HIRANOをリツイートしました
霧島連山が、もしも万がいち、規模の大きな連鎖噴火とかしたら、どうすんだろうね

？　再稼働してる川内原発。割と近い。3.11の大津波みたく「想定外でした」で済まさ
れるんだろうね。霧島山の新燃岳は3.11巨大地震の2か月前に大噴火してる。

https://www.youtube.com/watch?v=jk3IC47aahg&ebc=ANyPxKoP_6bAgT8Gn-
T_dqiLUGXy_WS3O0ASrOMOa8HSbh5xE2H-
BzZqCx6LeS0eLTcm5EVIy194M062mwxO1h_Om9XSc5Nk5w
ＡＫＩＲＡ-Original Soundtrack- 

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【東電の旧経営陣３人 原発事故巡り強制起訴】（続き）
3人は無罪を主張するとみられ、原発事故を防げなかったことが罪に当たるかどうかが
初めて法廷で争われることになります。

（2016年2月29日 11:46 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【東電の旧経営陣３人 原発事故巡り強制起訴】
福島第一原子力発電所の事故を巡って、検察審査会に「起訴すべき」と議決された東

京電力の勝俣恒久元会長ら旧経営陣3人が、業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴され
ました。

http://nerv.link/H8OSKB

https://www.youtube.com/watch?v=tdeOc4J6ziA
Akira Ending Theme 

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【停電情報 2016年3月1日 3:13】
東京電力停電情報によりますと、神奈川県 横浜市港北区、横浜市鶴見区の約1,300軒で
停電が発生しているということです。

https://www.youtube.com/watch?v=jk3IC47aahg&ebc=ANyPxKoP_6bAgT8Gn-T_dqiLUGXy_WS3O0ASrOMOa8HSbh5xE2H-BzZqCx6LeS0eLTcm5EVIy194M062mwxO1h_Om9XSc5Nk5w
http://nerv.link/H8OSKB
https://www.youtube.com/watch?v=tdeOc4J6ziA


http://nerv.link/w8Y6J8

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【内房線 運転見合わせ 2016年2月29日 23:46】
23:02頃、浜金谷〜保田駅間で信号関係点検を行っている影響で、竹岡〜千倉駅間の下
り線の運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【京成本線 運転再開 2016年2月29日 20:27】
京成八幡〜鬼越駅間で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、

20:25現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れや運休が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【北総線 運転再開 2016年2月29日 11:33】
北国分駅で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、11:25現在、運
転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【成田スカイアクセス 運転再開 2016年2月29日 10:23】
京成高砂〜東松戸駅間で発生した人身事故の影響で、下り線の運転を見合わせていま

したが、10:20現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 24時間24時間前 
【米軍ヘリが緊急着陸 調布飛行場の滑走路外に】（続き）
けが人はなく、火災も起きていないということで、飛行場では、乗っていた兵士らか

ら状況を聴いています。このトラブルで、調布飛行場を発着する定期便への影響は出

ていないということです。

（2016年2月29日 8:47 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 24時間24時間前 
【米軍ヘリが緊急着陸 調布飛行場の滑走路外に】
調布飛行場の管理事務所によりますと、29日午前7時44分ごろ、アメリカ軍のヘリコ
プター1機が飛行場の滑走路外に緊急着陸したということです。
http://nerv.link/86mbMC

https://www.youtube.com/watch?v=zdSjCBUg8yY

http://nerv.link/w8Y6J8
http://nerv.link/86mbMC
https://www.youtube.com/watch?v=zdSjCBUg8yY


Akira (アキラ) Sound Clip by Geinoh Yamashirogumi (1/2) 

風の子 @makeanovel · 3 時間3 時間前 
原発で起きてることについては、ほんと一方的に与えられる、大本営のニュースから

の情報にしか頼れないのがな。そこから深読みしたり推理はできても、まったく庶民

にはほんとのことは知ることができないというか。フクイチもだったけど高浜も。本

当に何が起きてるのか・・・。

amaちゃんだ @tokaiamada · 3時間3時間前 
フクイチから約１０マイル（１６キロ）の農地で、重大な量のプルトニウムを検出。

１平方メートルあたり毎秒１９崩壊！。「フクイチ放出のプルトニウムだ。いたると

ころにある」

来日中のアーニー・グンダーセンさんが福島入り　現地から報告

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/02/post-894a.html#more …

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11時間11時間前 
なんだか、日本じゅうの原発が狂ったように放射能を一斉に放出しているとしか思え

ない。

フクイチ、六ヶ所、柏崎刈羽、志賀、島根、伊方、島根。

高浜支援かよ。

2016.2.29
21:48 pic.twitter.com/qy6KO89rGT

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 12時間12時間前 
今夜のフクイチガスは凄まじいぞ。

2016.2.29
20:48-20:50
フクイチだけでなく志賀原発も島根原発も伊方原発も漏らしてるし。 
https://pbs.twimg.com/media/CcYV-RVUMAAx8BM.jpg

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 1日1日前 
原発を作り、原発を稼働させるっていうことは、それだけでずっと生死の紙一重のと

ころで俺たちは生きてきた。

フクイチの爆発で、はじめてそれに気付いた人もたくさんいるはず。真実を知って、

爆発以前の世界に身震いしたんじゃないか…と。
でも、爆発以後の世界にすら気付かぬ人がたくさんいる…

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/02/post-894a.html#more
https://pbs.twimg.com/media/CcYV-RVUMAAx8BM.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=ZZTDzWIs2HM
#メルトダウン　（#高田渡の「値上げ」の替え歌） 

松沢直樹 Naoki Matsuzawaさんへの返信 
烏賀陽　弘道 @hirougaya · 9時間9時間前 
フクイチくん「お前の炉心、もうこんなにとろけちまってるぜ」圧力容器ちゃん「ジ

ルコニウム皮膜つけてくれなきゃ、いや」フ「ほらほら、もう水素が発生してるじゃ

ないか」圧「お願い、はやく制御棒入れて」フ「お前なんか海水注入で十分だ」

　@naoki_ma

…ｗ（〜〜；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=U1KE19bZljo
【ジョジョMAD】 戦闘潮流〜ALIVE〜 【二部】
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZTDzWIs2HM
https://www.youtube.com/watch?v=U1KE19bZljo


（３月2日）　車両点検・車内点検、安全確認は、夜間の停止ボタン・緊急停止ツイー
トが多すぎて１日分抽出出来ませんでした（力尽きました）。

http://85358.diarynote.jp/201603021710414773/

人身事故／架線支障／人身事故／人身事故／車両点検／線路に立

入り／人身事故／認知症の人が起こした事故の責任を家族がどこ

まで負うべきなのか…防護服着て工事しなきゃならん所に電車通
すか？

2016年3月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (8)

　

特務機関NERV @UN_NERV · 5 時間5 時間前 
【東京メトロ丸ノ内線 運転再開 2016年3月2日 11:56】
新宿御苑前駅で安全確認を行った影響で、銀座〜中野坂上駅間の運転を見合わせてい

ましたが、11:46頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【中央総武線(各停) 運転再開 2016年3月2日 11:35】
錦糸町駅で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、11:27頃、運転
を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【両毛線 運転再開 2016年3月2日 9:01】
国定〜岩宿駅間で発生した架線支障の影響で、伊勢崎〜桐生駅間の運転を見合わせて

いましたが、08:55現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【関東鉄道常総線 運転再開 2016年3月2日 0:08】
新取手〜ゆめみ野駅間で発生した人身事故の影響で、取手〜守谷駅間の運転を見合わ

せていましたが、00:00現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています
。

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【青梅線[立川〜青梅] 運転再開 2016年3月1日 23:57】
牛浜〜福生駅間で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、23:44頃
、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【東葉高速線 運転再開 2016年3月1日 20:04】
西船橋駅で車両点検を行った影響などで、西船橋〜東海神駅間の運転を見合わせてい

ましたが、20:00現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れや運転変更が出てい
ます。

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【中央総武線(各停) 運転再開 2016年3月1日 19:59】
西船橋駅で車両点検を行った影響などで、千葉方面行の運転を見合わせていまし

たが、19:51頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【総武線(快速)[東京〜千葉] 運転再開 2016年3月1日 19:51】
中央総武線(各停)内で車両点検を行った影響などで、運転を見合わせていましたが、
19:36頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【東京メトロ東西線 運転再開 2016年3月1日 19:50】
西船橋駅で車両点検を行った影響などで、妙典〜西船橋駅間の運転を見合わせていま

したが、19:41頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 3月1日 
【東京メトロ 丸ノ内線 運転再開】
東京メトロの丸ノ内線は、新大塚駅と、茗荷谷駅の間で線路に人が立ち入ったため、

池袋駅と荻窪駅の間の全線で運転を見合わせていましたが、午後3時前に全線で運転を
再開しました。

http://nerv.link/D64BsV

特務機関NERV @UN_NERV · 3月1日 
【ＪＲ中央・総武線各駅停車 運転再開】
人身事故のため三鷹駅と千葉駅の間の上下線で運転を見合わせていたJR中央線と総武
線の各駅停車は、午前11時29分に運転を再開しました。
http://nerv.link/REzQOc

特務機関NERV @UN_NERV · 3月1日 
【認知症事故賠償訴訟 ＪＲが敗訴】（続き）
今回の裁判では高齢化が進む中、認知症の人が起こした事故の責任を家族がどこまで

負うべきなのか、最高裁の判断が注目されていました。

（2016年3月1日 15:08 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 3月1日 
【認知症事故賠償訴訟 ＪＲが敗訴】
愛知県で91歳の認知症の男性が電車にはねられて死亡した事故の賠償責任が家族にあ
るかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は男性の妻に賠償を命じた2審の判決を取り
消し、JRの訴えを退ける判決を言い渡しました。

http://85358.diarynote.jp/201603021710414773/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603021710414773/
http://nerv.link/D64BsV
http://nerv.link/REzQOc


…でもそうしたら、「ＪＲが特急遅延の払い戻しに応じる義務」も、無くなるんじゃない
かな…？？

https://www.youtube.com/watch?v=ydIVXPWX2no&ebc=ANyPxKoF7OLH9K6IUHO-
oLMIqFBX6zjfeBoq8mwXbC9SHqu5zZNIxG2dv_5aE4Uv6W02E4UVQEO2yJQHvZZuohF3sAViwrxMrg
Diary of hate - Michael Nyman ("The end of the affair") 

城山キーウィ @ShiroPineapple · 17時間17時間前 
これが除染作業の現場か。袋詰めの汚染土はどこへ？福一はそれまでもつ？

■ＪＲ常磐線、２０２０年春に全線開通へ

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160301-00000077-nnn-pol …
★これがテレビのニュースね。軽快な音楽と明るい口調のアナウンスで、ほとんどの

国民のみな様に安堵と喜びが広がると。

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBg8aHR0cDovL2xwdC5jLnlpbWcuanAvYW1kLzIwMTYwMzAxLTAwMDAwMDc3LW5ubi0wMDAtdGh1bWIuanBnFMAMFMQGHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=_SrzZckNv9VLya7GhzHZFrHaSGtPgx4yyqHOHS7qhz4

neko-aiiがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 2月28日 
3．8マイクロシーベルトだよ！
異常な事なんだよ？！（しかも実際はこの倍はある）

大体、防護服着て工事しなきゃならん所に電車通すか？！

子どもも年寄りもこれに乗せるのか？

https://pbs.twimg.com/media/CcTCFDsUcAAkfBd.jpg
車両は放射性物質つけた侭どこ迄走るの？！

#ジェノサイド

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2月28日 
名無し：02/29 06:48
【大阪】梅田でまた歩行者複数はねる事故 男性２人と女性１人を病院に搬送
現場は「３日前の事故」の４００メートル南東

#参考　http://www.sankei.com/west/news/160228/wst1602280065-n1.html …

https://www.youtube.com/watch?v=Qp-DhGTQseY&ebc=ANyPxKr4Ln6lQ7FXfQVEmGz-
Q7YrqqqKyf_acG1Mf6-GPdlPD95i9j_K6ZrPJo8Xbmjg9Trr-A_T91x8467iXMIiNHHEhmX7_Q
Spark - Candybox 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日17:21
jupitdra @jupitdra · 2月29日 � Ibaraki-shi, Osaka 

●安倍内閣は総辞職せよ●各地の原発再稼働と29日の高浜原発緊急停止や東電元幹部のフクイチ
安全措置拒否殺人による強制起訴など国民の生命を弄ぶ安倍自公政権に政権担当能力は全く欠如

している。安倍内閣は直ちに総辞職しろ！！無責任極まりない！ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日18:01
cmk2wl @cmk2wl · 2月28日 

原子力保安院（現規制庁）、政府官邸、東京電力…。
あれやこれやと後知恵の情報を出して、責任の所在を曖昧にするために画策している。

問題が起こるたびに「責任逃れのタライ回し」が常套手段。

その過程でマスコミは「国民の味方」に返り咲く。本質はボカシたままで。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日18:16
neko-aii @neko_aii · 19時間19時間前 
【被ばく観察記録まとめ】原発事故後の人々の変化、感染病の増加など

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/00eb48cbf9c449608e0523b4e0abe8d3 …

2011年6月
東京の若い女性にクマが出始める。

2012年7月
急病人等による電車遅延、交通事故が引続き増加。

関東在住者の知能が低下しているとの報告あり。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日18:23
neko-aii @neko_aii · 2月29日  
"tokaiamada

https://www.youtube.com/watch?v=ydIVXPWX2no&ebc=ANyPxKoF7OLH9K6IUHO-oLMIqFBX6zjfeBoq8mwXbC9SHqu5zZNIxG2dv_5aE4Uv6W02E4UVQEO2yJQHvZZuohF3sAViwrxMrg
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160301-00000077-nnn-pol
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBg8aHR0cDovL2xwdC5jLnlpbWcuanAvYW1kLzIwMTYwMzAxLTAwMDAwMDc3LW5ubi0wMDAtdGh1bWIuanBnFMAMFMQGHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=_SrzZckNv9VLya7GhzHZFrHaSGtPgx4yyqHOHS7qhz4
https://pbs.twimg.com/media/CcTCFDsUcAAkfBd.jpg
http://www.sankei.com/west/news/160228/wst1602280065-n1.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qp-DhGTQseY&ebc=ANyPxKr4Ln6lQ7FXfQVEmGz-Q7YrqqqKyf_acG1Mf6-GPdlPD95i9j_K6ZrPJo8Xbmjg9Trr-A_T91x8467iXMIiNHHEhmX7_Q
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/


被曝は

脳細胞を直接破壊し、

海馬を萎縮させ、若くても

認知症を発症させます

一度壊れた脳は

二度と元に戻りません

20011年3月付近を起点に
認知症が上り坂で増えています

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日20:06
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2月29日  
２ちゃん原発情報さんが熊本県警察本部をリツイートしました

名無し：02/29 12:34
熊本県警察本部 yuppi_KK
運転前はもちろん、運転中に体調が悪くなった場合は、すぐに運転をやめましょう

「運転中に心筋梗塞や脳出血など発症し、走行中に意識不明」に陥り事故となる場合があります

。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日20:07
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2月29日  
名無し：2016/02/29(月) 12:45 ID:XXXXXXXX
奈良

同僚の娘が美容院にいったら理髪師がハサミで客の耳を切ってたそう。

同僚本人が別の理髪店にいったら、ベテランのオーナー自身がハサミで自分の手を切って流血し

てたそう。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日20:25
　

junkoがリツイート 
まりちゃん @malityo · 10時間10時間前 
@junko_in_sappro 常磐線と繋がっている千代田線が小田急多摩線に乗り入れている。
　

junkoがリツイート 
Nob @Nob_hsj · 11時間11時間前 
２０１６年３月１日分ツイート抽出

http://tadachini.sblo.jp/ 
急病人、停止ボタン・緊急停止を抽出しました。

車両点検・車内点検、安全確認は、夜間の停止ボタン・緊急停止ツイートが多すぎて１日分抽出

出来ませんでした（力尽きました）。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日20:30
junko @junko_in_sappro · 14時間14時間前 

ＪＲ常磐線、２０２０年春に全線開通へ 
http://www.news24.jp/articles/2016/03/01/04323706.html …
唯一再開時期が決まっていなかった富岡駅から浪江駅までの区間について

除染が進んだことなどから２０２０年春に開通させることになったもの

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/


（３月２日）　「脳リンパ腫」だった。

http://85358.diarynote.jp/201603021736582698/ 

フクイチ再臨界／「白血病は風土病？」／千葉県柏市１割に小児

甲状腺がん／移住権利地域扱いすべき汚染／フクイチが普通のロ

ーソンに／ファミマはボイコットします。

 
2016年3月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
https://www.youtube.com/watch?v=JRsxgCN6kCk
SPARK - Michael Nyman - An Eye for Optical Theory 

Out Of Our Headsがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 19時間19時間前 
AKIRAさんがcmk2wlをリツイートしました
また、再臨界が始まりました。

風向きに注意して下さい。

風下にあたる地域の方は、その間外出を極力控えて下さい。

https://www.youtube.com/watch?
v=UbFcMnrRQq0&ebc=ANyPxKoN4tIh8NetysQh7wMuIlbVM1Sur8E0cjds6FYzA3VMbFcSuFSQYUVQcW4Hfa36KhfsxwatyjExmCdy5SrYUYXbKv_OzQ
Michael Nyman - Miranda 

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
福島第一ライブカメラ。1号機が霞むほどに水蒸気が出ています。
昨夜と同じ色の光が、2号機と3号機の間に。
3号機周辺には何かある。 
https://pbs.twimg.com/media/Ccf7sI_VAAAHiUD.jpg

amaちゃんだ @tokaiamada · 11時間11時間前 
「ホワイトフード」の空間線量マップに、ついに赤丸表示（過去３０日平均の２倍の

空間線量）が出現！——　フクイチで何が起きている？　

要警戒

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/

junko @junko_in_sappro · 14時間14時間前 
事故３０年、終わらない作業＝シェルター建設

最終段階に－チェルノブイリ原発ルポ

http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2016030100538 …
終らないチェルノブイリ

今も再臨界している福島

↓毎時約１１マイクロシーベルトを指している＝２月２９日 
https://pbs.twimg.com/media/CcfhqzGUsAAkotB.jpg

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
神奈川県中部から黄色い粉情報

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174285153.html …
これは杉花粉の可能性　私も先日、山で確認してきたが、爆発的飛散が始まっている

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
福島第一ライブカメラをみてください。

http://85358.diarynote.jp/201603021736582698/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=JRsxgCN6kCk
https://www.youtube.com/watch?v=UbFcMnrRQq0&ebc=ANyPxKoN4tIh8NetysQh7wMuIlbVM1Sur8E0cjds6FYzA3VMbFcSuFSQYUVQcW4Hfa36KhfsxwatyjExmCdy5SrYUYXbKv_OzQ
https://pbs.twimg.com/media/Ccf7sI_VAAAHiUD.jpg
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2016030100538
https://pbs.twimg.com/media/CcfhqzGUsAAkotB.jpg
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174285153.html


明らかに青い光が出ています。

Out Of Our Headsがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 19時間19時間前 
AKIRAさんがcmk2wlをリツイートしました
明らかに核分裂連鎖反応つまり再臨界によるチェレンコフ光です。

また、始まりました。

Out Of Our Headsがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
@maplemilktea 紫がかった青だったり、それが消えたりしています。1号機側からの映
像は水蒸気が立ち込めています。始まったんでしょう。

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
全球モデル（GSM）の予報では、4日に東電福島原発からの風が沖縄方面に。
その後 5日、6日にかけて、西日本の太平洋岸全域に風が向かいます。
https://pbs.twimg.com/media/CcdlpY7UsAAx_-q.jpg

Out Of Our Headsがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
福島第一ライブカメラをみてください。

明らかに青い光が出ています。

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
3月1日21時　
福島第一ライブカメラ（４号機側）

真ん中あたりに紫がかった色が見えます。

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html … 

Out Of Our Headsがリツイート 
マッツ @VirginBlade_aki · 22時間22時間前 
マッツさんがcmk2wlをリツイートしました
今日の夕方頃、車のフロントガラス一面に白い粒がビッシリついてた。これと関係あ

るのかな？ 

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 3月1日 
経産相の原発環境モニタリング値が見えない

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/monitor.html …
高浜原発前神野裏のモニタリング値も見えない

http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/area2.html …
私の超高精度線量計では0.11マイクロ毎時あったが
http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/area2.html …

cmk2wl @cmk2wl · 2月29日 
福島第一ライブカメラ（１号機側）

水蒸気が立ち込めているようです。

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index2-j.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CcYQJBUUEAQghNy.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 2月29日 
福島第一ライブカメラ（１号機側）

煙か蒸気のようなものが出ています。

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index2-j.html …
降水量はリアルタイムアメダスで 0。 
https://pbs.twimg.com/media/CcWGqoXVIAEkUZR.jpg

https://pbs.twimg.com/media/CcdlpY7UsAAx_-q.jpg
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/monitor.html
http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/area2.html
http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/area2.html
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index2-j.html
https://pbs.twimg.com/media/CcYQJBUUEAQghNy.jpg
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index2-j.html
https://pbs.twimg.com/media/CcWGqoXVIAEkUZR.jpg


https://www.youtube.com/watch?
v=GbcsItHtjyA&ebc=ANyPxKoarES6f9Lm_iYO_pbmF3hY73kgvLhQxBfmedvB9L7d2449CNySMIWx7Wbr5fzY8m8xu2gfnvsOtH0a56gBSNjJhc9MRA
Ludovico Einaudi - Monday 

junkoがリツイート 
のんまま @nonnmam · 3時間3時間前 
長期療養中の松方弘樹　「脳リンパ腫」だった　完全復帰目指し闘病生活へ（スポニ

チアネックス） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160302-
00000126-spnannex-ent … #Yahooニュース

otenkimame @osiete_tukachan · 5 時間5 時間前 
【福一原発事故】千葉県柏市で１割に小児甲状腺がんの疑い

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=309243&g=132108 …
柏市は「Ｃ判定は癌検診を前提にしていない」と言ってるが★Ｂ判定は明らかに「癌

検診」の結果★しかも小学生に集中

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 6 時間6 時間前 
名無し：03/02 13:05
【農作物】福島県知事「東京五輪・パラリンピック向けに供給体制を整える」

#制止する者之なし　http://www.minpo.jp/news/detail/2016030229256 …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：03/02 01:36
津波経験でアトピー発症率上昇＝心の問題も、震災後の子ども調査－東北大

http://www.jiji.com/jc/eqa?k=2016030100812 …
東日本大震災で津波に遭ったり、住居環境が変わったりした子どもは、アトピー性皮

膚炎の発症割合が高い…
#津波じゃなくて放射能

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
食べて応援、危険と判明　 生活習慣と体内被曝の関係が明らかに （NAVERまとめ) 
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/156.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
森三中・黒沢かずこ　若年性更年期障害の疑い「一桁の計算も難しい」

https://gakumado.mynavi.jp/gmd/articles/32778 …

cmk2wlがリツイート 
蒼いロバ @aoiroba1 · 16時間16時間前 
蒼いロバさんがcmk2wlをリツイートしました
ノーベル文学賞「チェルノブイリの祈り」にも書いてあった。「黄色や、黄緑の絵具

をまき散らしたような所があった、綺麗だった」東京や神奈川でも目撃されたね。 

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
2014年
【悲報】原発事故後、関東に降り注いだ黄色い粉は「劣化ウラン」か？ 茨城県内でウ
ラン検出 - NAVER まとめ 
http://matome.naver.jp/odai/2140784266635635001 …

amaちゃんだがリツイート 
チューリップ 2015@tulips · 17時間17時間前 
チューリップさんが4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷ををリツイートしました
ファミマはボイコットします。 
https://twitter.com/4_Sea_/status/704745406291378176

neko-aii @neko_aii · 20時間20時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=GbcsItHtjyA&ebc=ANyPxKoarES6f9Lm_iYO_pbmF3hY73kgvLhQxBfmedvB9L7d2449CNySMIWx7Wbr5fzY8m8xu2gfnvsOtH0a56gBSNjJhc9MRA
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160302-00000126-spnannex-ent
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=309243&g=132108
http://www.minpo.jp/news/detail/2016030229256
http://www.jiji.com/jc/eqa?k=2016030100812
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/156.html
https://gakumado.mynavi.jp/gmd/articles/32778
http://matome.naver.jp/odai/2140784266635635001
https://twitter.com/4_Sea_/status/704745406291378176


"kaede5014 2012年7月2日
去年の夏場、千葉で草むしり後

ぶつけた覚えのない痣発見、

両腕内側に多数出現

＞renaart
痣のツイート多すぎ。

これは紫斑と言って白血病の初期などに

なるようなタイプのものと一緒。

被曝の初期症状。関東の人が多い"

neko-aii @neko_aii · 20時間20時間前 
（デルテ・ジーデントプフ医学博士）

放射能汚染した地域では、傷口がなかなか癒えない

原因は免疫力の低下

骨に取込まれたストロンチウムのせいです

骨の中では血液が製造され

それが常に被曝を続ける状態になる

エイズと同じような状況で

抗体が製造されなくなるため予防接種が効かない

neko-aii @neko_aii · 20時間20時間前 
＜汚染地域で生きるということ＞　「チェルノブイリ・エイズ」 静かな死　
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/6566faf6a9853e46296702e258a9171e …
首都圏で、“福島エイズ”と呼ばれる症状
リンパ腺が腫れ

アレルギーも酷くなっている。

子供を首都圏においておいたら

胸腺が破壊され、免疫不全になってしまう

neko-aii @neko_aii · 20時間20時間前 
"AskaOchi 2011年4月
千葉

最近飼い猫の毛が抜け

猫エイズって診断されたって・・

これって血液の癌白血病では？

＞FukudaNao
ソ連では放射能を「エイズ」と

ガンで死なないまでも

白内障、心臓病等を発病

細胞修復の必要が増え

命が燃え尽きる早さが増す"

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3月1日 
名無し：02/29 10:41
日本メディカル給食協会会長宛

医療施設、介護・福祉施設において食事提供の業務をされている貴会員の皆様に被災

地産食品の利用の促進を働きかけて戴くなどご尽力を賜りますようお願い申し上げま

す

農林水産省…
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/ryutu/pdf/120822-04.pdf …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2月29日 
２ちゃん原発情報さんがラビッツをリツイートしました

名無し：2016/02/29(月) 13:31 ID:XXXXXXXX
今日、お通夜に行った。友人の息子さん、若干１１歳の男の子が、白血病で亡くな

った。生きるって何なんだろう、って深く深く考えさせられた。

ごろんごろん！（核いらん） @BoulderGorogoro · 2月29日 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/6566faf6a9853e46296702e258a9171e
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/ryutu/pdf/120822-04.pdf


白血病。

放射能汚染を甘く見ないで。

身の周りに起きる悪い知らせは、あなたを護ろうとする何かからのメッセージかもし

れない。

"急性白血病。福一事故の後遺症は終わってない。" 
http://ameblo.jp/mashiroryo/entry-12134116002.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CcXoJcNVAAAR4GY.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2月29日 
２ちゃん原発情報さんがmmbreadをリツイートしました
名無し：2016/02/29(月) 13:00 ID:XXXXXXXX
昨年白血病で亡くなった友人は、口内炎が2か月治らないと歯科を受診して病気が発覚
した…

真白リョウ @ryomashiro · 2月29日 
ブログ更新。『急性白血病。福一事故の後遺症は終わってない。』

http://ameblo.jp/mashiroryo/entry-12134116002.html …

neko-aiiがリツイート 
amadeus @amadeus137 · 2月29日 
原発周辺、白血病多発！！＞玄海原発11倍。東海村原発がある茨城も。医者「白血病
は茨城の風土病か？」と

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0d7a70fe15b7f552b948a333a70fc831 … @neko_aiiさん
から

cmk2wlがリツイート 
uco 脱原発 高松市へ移住 @lllucolll · 2月29日 
震災関連死(震災で直接亡くなったのではなく、震災や原発事故が原因と認定された人)
の割合が、福島だけ飛び抜けている。どう考えてもおかしいでしょ。 
https://pbs.twimg.com/media/CcX_bNMUkAA69sC.jpg

AKIRA 2024がリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 2月29日 
この一ヶ月ほど、連日連夜、フクイチ周辺東北地方のモニタリングレベルが異常に高

い状態が続いている

いったいフクイチは何をやってるのか？

明らかに何らかの放射能放出を行っている

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

junkoがリツイート 
子ども全国ネット @kodomozenkoku · 2月29日 
（基準値以下とはいえ、数十ベクレルの可能性もあり、それが政府の備蓄米となる…
備蓄米は、その後、みんなの食卓にのぼる可能性出てくる。どうしたら、子どもたち

の食の安全を守れるのでしょう。）

浪江でコメ収穫　備蓄向けに販売(10/14)
http://goo.gl/JHcCK5

amaちゃんだ @tokaiamada · 2月29日 
入院患者激増　病院は満床　医療スタッフの悲鳴が聞こえる 
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/147.html …

cmk2wlがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 2月28日 
【拡散】cmk2wl バズビー博士　東京の高層アパートの２０階の高さに住む住民から、
ECRRの研究所へ送られたエアコンのフィルターから 130000Bq/Kgを超えるセシウム
を検出。

junkoがリツイート 

http://ameblo.jp/mashiroryo/entry-12134116002.html
https://pbs.twimg.com/media/CcXoJcNVAAAR4GY.jpg
http://ameblo.jp/mashiroryo/entry-12134116002.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0d7a70fe15b7f552b948a333a70fc831
https://pbs.twimg.com/media/CcX_bNMUkAA69sC.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
http://goo.gl/JHcCK5
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/147.html


amaちゃんだ @tokaiamada · 2月28日 
千葉県の外房側は初期吸気被曝が多かった可能性があります

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174244428.html …
２０１１年末に私が鹿嶋神宮〜旭市の土壌を採取測定したとき

キロ当たり１０００〜３０００ベクレルの汚染がありました

平米で２０万ベクレル　移住権利地域の扱いをすべき汚染です

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2月28日 
名無し：02/28 11:56
南相馬で大型園芸施設が起工 水耕栽培ハウスや出荷所
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160228-00053475-minyu-l07 …
水耕栽培のハウスとして小ネギ、レタスの一種「カキチシャ」を作る葉菜類生産施設

３棟、トマトを作る果菜類生産施設２棟を建設

cmk2wlがリツイート 
関根学 @sekinemanabu · 2月23日 
長泥地区内の定点カメラ内に入れている積算線量計。設置後1年が経過する。82mSv。
1時間当たり9.5μSvとなる。地面から高さ30cm。タヌキやキツネ、ウサギはこんなに
も外部被曝していることになる。当然内部被曝もしている。 
https://pbs.twimg.com/media/Cb3uQoZVIAAFh1H.jpg

AKIRA 2024がリツイート 
マンションGメン @mansion_Gmen · 2月27日 
全国空き家数の推移と予測（出典：総務省「住宅・土地統計調査」等）

1998年　 576万戸
2003年　 659万戸
2008年　 757万戸
2013年　 820万戸
2020年　 941万戸
2020東京五輪の頃には、東京もスラム街だらけか。

junkoがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 2015年7月18日 
三陸のワカメの茎を干して豚の飼料に。魚粉は人間の食用と飼料肥料に。牛骨粉は養殖魚の餌。

牛肉骨粉は肥料に。福島の汚泥はセメントに混ぜられて全国の学校の建て替えに使われています

。積み上げられらた除染土は洗浄して全国の農業用土に。ソースは農林水産省HP 教育委員会 セメ
ント協会

https://www.youtube.com/watch?
v=oEQ4wixTxBk&ebc=ANyPxKrik8lPwFkMfDemNpxf7NqqzzlWDpID64JqaVC2OyLI5iLZMsjeq0Cbj3cYy8d1BocrH6XPdIuoHfxcGAySM1AFxGUvdg
Spark - die klassische Band [Trailer] 

ロビン @oldblue2012 · 7時間7時間前 
フクイチが普通の職場になったのではなくて、このコンビニがフクイチと同じレベル

の危険な職場になったということ。

コンビニで働く人も危険。

＞ロビン@oldblue2012 
第一原発敷地内にコンビニ開店 - NHK福
島http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6053144591.html …作業員の男性は「デザー
トやサンドイッチなどは私たちもほしいと思っていたのでありがたいです。労働環境

が改善して、普通の職場に近づいてきていると感じます」と話していました。

cmk2wl @cmk2wl · 2月29日 
日本経済新聞

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174244428.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160228-00053475-minyu-l07
https://pbs.twimg.com/media/Cb3uQoZVIAAFh1H.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=oEQ4wixTxBk&ebc=ANyPxKrik8lPwFkMfDemNpxf7NqqzzlWDpID64JqaVC2OyLI5iLZMsjeq0Cbj3cYy8d1BocrH6XPdIuoHfxcGAySM1AFxGUvdg
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6053144591.html


福島第１原発にローソン開業 
東京電力福島第１原子力発電所の敷地内で３月１日、コンビニエンスストアのローソ

ンの店舗が開業する。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ24HMS_Y6A220C1TJC000/ …
狂ってる。

cmk2wlがリツイート 
Takeshi Taniguchi @Takeshi_Tngch · 18 時間18 時間前 
Abren tienda de 24 horas (kombini) en la planta nuclear de #Fukushima para operarios.
Vídeo→ http://www.tepco.co.jp/sp/movie/index-j.html?
video_uuid=ec493740&catid=69619 … 
https://pbs.twimg.com/media/CceHkJpUkAAJ5GU.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 3月1日 
日本サッカー協会の上田栄治理事は１９日、福島第１原発事故の対応拠点となってい

るサッカー施設「Ｊヴィレッジ」の整備計画を協議する委員会で、東京五輪のサッカ

ー男女日本代表の事前合宿をＪヴィレッジで行うと明らかにした。

http://goo.gl/eNmyxY 
くるってる。

特務機関NERV @UN_NERV · 2月29日 
【１月の有効求人倍率１．２８倍 ２４年ぶり高水準】
仕事を求めている人一人に対し、企業から何人の求人があるかを示す、ことし1月の有
効求人倍率は1.28倍で、平成3年12月以来、およそ24年ぶりの高い水準となっています
。

http://nerv.link/zN7Mrx

…職場で人が死んでいる。
「働ける健康状態の人が激減している。」って、

ことだよね…？？

…ｗ（－－；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?
v=e_TvimlwVbc&ebc=ANyPxKrik8lPwFkMfDemNpxf7NqqzzlWDpID64JqaVC2OyLI5iLZMsjeq0Cbj3cYy8d1BocrH6XPdIuoHfxcGAySM1AFxGUvdg
SPARK - Johannes Motschmann: Folk Tune Rhapsody I 

junkoがリツイート 
Nob @Nob_hsj · 13時間13時間前 
フクイチから東京まで、たった２３０Km。
https://pbs.twimg.com/media/CZe0bLXUAAAhp0J.jpg …

amaちゃんだ @tokaiamada · 2月29日 
200兆Bq/ kgの燃料棒素材が東京近くで発見 世界規模で拡散 ｾｼｳﾑﾎﾞｰﾙ 生命体に長期間
存続(Ene News
http://www.asyura2.com/14/genpatu39/msg/701.html …

AKIRA 2024がリツイート 
neko-aii @neko_aii · 2月28日 
2014年8月11日
200兆Bq/kgの燃料棒素材が東京近くで発見
世界規模で拡散(Ene News)
http://www.asyura2.com/14/genpatu39/msg/701.html …
「ガラス状」球体の

福島ウランは170キロメートルにわたって運ばれた

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ24HMS_Y6A220C1TJC000/
http://www.tepco.co.jp/sp/movie/index-j.html?video_uuid=ec493740&catid=69619
https://pbs.twimg.com/media/CceHkJpUkAAJ5GU.jpg
http://goo.gl/eNmyxY
http://nerv.link/zN7Mrx
https://www.youtube.com/watch?v=e_TvimlwVbc&ebc=ANyPxKrik8lPwFkMfDemNpxf7NqqzzlWDpID64JqaVC2OyLI5iLZMsjeq0Cbj3cYy8d1BocrH6XPdIuoHfxcGAySM1AFxGUvdg
https://pbs.twimg.com/media/CZe0bLXUAAAhp0J.jpg
http://www.asyura2.com/14/genpatu39/msg/701.html
http://www.asyura2.com/14/genpatu39/msg/701.html
https://pbs.twimg.com/media/CcTEYqsVIAAGWlJ.jpg


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

…これ、札幌にも降ってたような…？



（３月２日）　自律神経の症状にそっくりなので被曝は真っ先に中枢神経をやられるっ
て本当なんですね。

http://85358.diarynote.jp/201603021802341941/

【 逝 き 泊 】 原 発 ...
2016年3月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

https://www.youtube.com/watch?v=3WSFVdQQwhc
Michael Nyman - Time Lapse 

参照：http://85358.diarynote.jp/201603021544197741/
「欠測！」

Out Of Our Headsがリツイート 
電気ミント (NoNuke NoWar) @denki_minto · 3月1日 
六ケ所村か東通原発のあたりがまずい感じ RT @whitefood1: 3月1日17時54分、空間線
量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、164箇所以上存在します。詳しくはこち
らで http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://pbs.twimg.com/media/Ccc1gYeUMAA5I_Z.jpg

ホワイトフードさんへの返信 
∞音∞ a.k.a. 風＊月 @fuhgetsu · 2月29日 
#泊原発 #東通原発 #福島原発 RT @whitefood1: 3月1日5時52分、空間線量の月の平均
値を25％以上の上回る拠点が、791箇所以上存在します。詳しくはこちらでご確認…
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 

宮澤　望 @yuakira1 · 2月29日 
宮澤　望さんがNHKニュースをリツイートしました
北海道岩内町の猛吹雪伝えるが、北海道唯一の原発、泊原発から岩内の中心地ま

で5km強、道なりでも10ｋｍと無いことを大手メディア(自称)は伝えない
過疎対策で誘致多く、緊急時交通確保疑問：私見 @iwakamiyasumi　#飛べサル 

Toyomi Sawada @qzv00507 · 2月29日 
共和町　３時１７分　35.6(西北西)　メートル観測　
北海道　後志地方　泊原発近くの町

Twitter - SnapCrab (2016-03-01 5:23:52) #SnapCrab 
https://pbs.twimg.com/media/CcaKTQiUUAAhLou.jpg

インサニア @insaniatokyo · 2月29日 
#泊原発　26日どうしたんだろう？全てのスポットで26日の測定データが抜けている
。http://www.hepco.co.jp/energy/atomic/data/rtdata/rtdata.html … 

http://85358.diarynote.jp/201603021802341941/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603021802341941/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160302/85358_201603021802341941_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160302/85358_201603021802341941_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160302/85358_201603021802341941_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3WSFVdQQwhc
http://85358.diarynote.jp/201603021544197741/
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Ccc1gYeUMAA5I_Z.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CcaKTQiUUAAhLou.jpg
http://www.hepco.co.jp/energy/atomic/data/rtdata/rtdata.html


https://pbs.twimg.com/media/CcY74-uUkAAbQ9_.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=P7NUz5ivqYg&ebc=ANyPxKqgp_ZPxuIBv6SkJ5sigSwSYsEymOgnPD3Od9F1pH39augbnGwj8tXylAa273399B10YKfIw6iEU7GwXYmfh0mx07_fcw
Philip Glass - Opening (from Glassworks) 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2月29日 
MOX燃料　1本９億円で大間原発は赤字・・ 
http://ooma.exblog.jp/22534709/

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2月29日 
（続き）

六ヶ所村最終処分場沿革

1993年4月28日着工
2001年4月20日通水試験開始
2002年11月1日化学試験開始
2004年12月21日ウラン試験開始
2006年3月31日アクティブ試験開始

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2月29日 
名無し：02/29 14:17
がん死亡率都道府県ランキング…
2000年 大阪府、佐賀県、福岡県、長崎県、青森県
2005年 青森県、佐賀県、大阪府、福岡県、和歌山県
2006年 青森県、和歌山県、大阪府、秋田県、福岡県
2007年 青森県、佐賀県、和歌山県、大阪府…（続く）

junkoがリツイート 
natmi 意識遠い系 HSsM @nanachin1974 · 2014年4月25日 
【北海道】室蘭市長　ＰＣＢ処理増量を受諾　国に回答 
写真ニュース 47NEWS
http://www.47news.jp/news/photonews/2014/04/post_20140425175326.php …
★石原環境相（右）と握手を交わす北海道室蘭市の青山剛市長＝２５日午後、環境省

https://www.youtube.com/watch?
v=mOM_bCsh7Gw&ebc=ANyPxKqzLPLvK4HnTRwVoGgaW6e_XD_OIQ1rtPkv4tqeLazHEr3iytEusezfn-
dntHWE0FVOjXTcWqbAh2owu2BmPm94tl-URA
Michael Nyman - Love Doesn’t End

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 2月28日 
北海道・りんゆう観光　社屋に「脱原発垂れ幕」とともに「戦争法(安全保障関連法)を
止める二千万人統一署名運動」の垂れ幕

http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/835.html …

https://www.youtube.com/watch?
v=3gxNW2Ulpwk&ebc=ANyPxKp49W8Xj_nQG5d61npnP5PaI8xrcfCLARs3qzTK9nroIYvPVk2VYpvma3Xwpp3eAEJavjLyTn3WI5tqMLgrigsXVeWmdA
The xx - Intro
 
    
 

https://pbs.twimg.com/media/CcY74-uUkAAbQ9_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=P7NUz5ivqYg&ebc=ANyPxKqgp_ZPxuIBv6SkJ5sigSwSYsEymOgnPD3Od9F1pH39augbnGwj8tXylAa273399B10YKfIw6iEU7GwXYmfh0mx07_fcw
http://ooma.exblog.jp/22534709/
http://www.47news.jp/news/photonews/2014/04/post_20140425175326.php
https://www.youtube.com/watch?v=mOM_bCsh7Gw&ebc=ANyPxKqzLPLvK4HnTRwVoGgaW6e_XD_OIQ1rtPkv4tqeLazHEr3iytEusezfn-dntHWE0FVOjXTcWqbAh2owu2BmPm94tl-URA
http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/835.html
https://www.youtube.com/watch?v=3gxNW2Ulpwk&ebc=ANyPxKp49W8Xj_nQG5d61npnP5PaI8xrcfCLARs3qzTK9nroIYvPVk2VYpvma3Xwpp3eAEJavjLyTn3WI5tqMLgrigsXVeWmdA


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日20:12

junkoがリツイート 
黒猫 @akiko003700 · 3月1日 

2016/03/01 15:20 時点の最新放射線量データです。(10分毎更新)
現時点の圏内最大地点は

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日21:09

AKIRA 2024がリツイート 
めいちゃん @snoopymaygon · 2月28日  
@momoa_mjlove
 
私はそれがプルームでなってしまうんで、怖いです。

東京にいた時、一度は血圧２３０まで、もう一度は２００まで上がってしまい、降下剤２倍量飲

んでも収まらず、デパス飲んでようやく１５０くらいまで下げられました。

夜間救急に行っても何もしてもらえませんでした

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日21:09

AKIRA 2024がリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 2月28日  
@snoopymaygon
やはりめいちゃんさんは重いカナリア体質ですね。デパスはベンゾジアゼピン系の抗不安薬です

がそれが効くと言うことはダイレクトに自律神経（中枢）に放射能が作用しているという事で

すね。子供が自律神経弱いのでよくわかります。血圧怖いですね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日21:11

AKIRA 2024がリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 2月27日  
momoaさんがめいちゃんをリツイートしました

自律神経の症状にそっくりなので被曝は真っ先に中枢神経をやられるって本当なんですね。

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/


（３月２日）　「いま現在、起こっている最中」。

http://85358.diarynote.jp/201603021856539963/

福井県のスパイク、２９日緊急停止より大きい！／３号機もアウ

トか？／「冷温停止させる作業を開始」／ありえない建屋からの

水蒸気／滋賀県、三重県に風がいってます。要注意かも…

2016年3月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=rJABBmAMXnY&ebc=ANyPxKpoNR1DC9a_9d8-
ypMCBRDzRZKgsZohw7pgA_UWpEDlUp_4bFuNgvi9HaIQPUuyDGIzeQtqVOfW24mljI_yuVbYgsnjJA
Lana Del Rey - Shades Of Cool 

Out Of Our Headsがリツイート
motty@novtnerico · 21時間21時間前
#PM ABE！★Remember FUKUSHIMA…
高浜４号機　「冷温停止させる作業を開始」 http://onuma.cocolog-
nifty.com/blog1/2016/03/post-21ef.html … #fukushima #guardian #ap #nyt #un #bbc 
https://pbs.twimg.com/media/CcdzPH2UsAAhAbb.jpg

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 24時間24時間前 
とんとかいも(tomtokaimo)さんが日経産業新聞をリツイートしました
何十年も稼働した釜は、元の鉄がガラスのようになってる。鉄のような粘度は消え、

ガラスのように脆くなっている。ガラスを急激に温めたり、冷やしたりすれば割れる

のは小学生でも知ってるが、ムラの連中は頭が逝かれてるから、それさえわからんら

しい 
https://twitter.com/nikkei_bizdaily/status/704609396911804416

amaちゃんだがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 3月1日 
みえないばくだんさんが47NEWSをリツイートしました
「思考停止…」。。
関電は高浜原発4号機の原子炉を「冷温停止」させる作業を始めた。

amaちゃんだがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 3月1日 
MOX燃料〜危険過ぎる…
via @yanko165
２からコピペ

”原子炉建物の下の方から、水蒸気が出ている。普通の水蒸気の出るところではない（
基本的に原子炉建屋から水蒸気は出ない）

http://85358.diarynote.jp/201603021856539963/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160302/85358_201603021856539963_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160302/85358_201603021856539963_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160302/85358_201603021856539963_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rJABBmAMXnY&ebc=ANyPxKpoNR1DC9a_9d8-ypMCBRDzRZKgsZohw7pgA_UWpEDlUp_4bFuNgvi9HaIQPUuyDGIzeQtqVOfW24mljI_yuVbYgsnjJA
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-21ef.html
https://pbs.twimg.com/media/CcdzPH2UsAAhAbb.jpg
https://twitter.com/nikkei_bizdaily/status/704609396911804416


http://mainichi.jp/articles/20160301/k00/00m/040/026000c …”
https://pbs.twimg.com/media/CcZTKKDUsAAclWD.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=R8MzHqkNBwo&ebc=ANyPxKqbPzkmz6D6NLOaIZj53eHzIB3eNi7iLwekHJPUq5cm7wjpfeS60EG3UKoTbAbRfGAcj8ejIgN94kKmvoJ_7yhu0P1FRg
Ludovico Einaudi - Oltremare 

Out Of Our Headsがリツイート 
大河悠樹 29724@aa4a06a445 · 2時間2時間前 
大河悠樹さんがOut Of Our Headsをリツイートしました
3号機もアウトか？ 
https://twitter.com/N0NUKES/status/704910472450023424

Out Of Our Heads @N0NUKES · 4時間4時間前 
やはり、#高浜原発 周辺の放射線量が今日も異常。4号機は停めたはずなのに今まだ大
きくモレてる！公の希釈データでさえ、0.128μSv/h！10分の1か？4号機じゃないな。
動かしてる3号機だろ。止めろ！@KANDEN_Official 
https://pbs.twimg.com/media/CchYVGOW8AAqJQu.png

Out Of Our Heads @N0NUKES · 4時間4時間前 
.@pecko178 疑問点。
アレヴァから #高浜原発 3号機へ向けて仕入れたMOX燃料は20体
？http://twitter.com/N0NUKES/status/704903290035769345 …
それが再稼働の時点で4本も増えてます
。http://twitter.com/N0NUKES/status/704901249892745216 …
いま4号機は空？
放射能モレは最初から3号機？

Out Of Our Headsがリツイート 
しろくま @hontounokotoga_ · 11時間11時間前 
福井県の空間線量値

★深夜のスパイクは、２９日緊急停止の時より大きいです！ 
https://pbs.twimg.com/media/Ccf5NTKUYAA4xzW.jpg

日経産業新聞さんへの返信 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 11時間11時間前 
#MOX燃料 は
3号炉 20体901kg
4号炉は4体184kg
爆発すると3号機の規模がデカイ！@nikkei_bizdaily関西電力は原子炉と発電機が自動
停止した #高浜原発 4号機について原子炉の圧力と温度を下げて…冷温停止状態に達す
る見通し…原子炉をより安定な状態に？

Out Of Our Headsがリツイート 
サヨ @sayosaya · 15時間15時間前 
サヨさんがOut Of Our Headsをリツイートしました
相当な事が起きてる様だ。風にも今夜も含まれてます。#体感 #被曝 #体調管理 

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
高浜４号の停止は過電流が原因か　電流検知器自体には故障なし (福井新聞)
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/161.html …
それだけで無期限冷温停止にはならないだろう

amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
高浜４号機　「冷温停止させる作業を開始」　★　原子炉建屋から水蒸気　格納容器

が損傷している可能性　となると、この水蒸気は放射能蒸気——の恐れ！　４号機Ｍ

http://mainichi.jp/articles/20160301/k00/00m/040/026000c
https://pbs.twimg.com/media/CcZTKKDUsAAclWD.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=R8MzHqkNBwo&ebc=ANyPxKqbPzkmz6D6NLOaIZj53eHzIB3eNi7iLwekHJPUq5cm7wjpfeS60EG3UKoTbAbRfGAcj8ejIgN94kKmvoJ_7yhu0P1FRg
https://twitter.com/N0NUKES/status/704910472450023424
https://pbs.twimg.com/media/CchYVGOW8AAqJQu.png
http://twitter.com/N0NUKES/status/704903290035769345
http://twitter.com/N0NUKES/status/704901249892745216
https://pbs.twimg.com/media/Ccf5NTKUYAA4xzW.jpg
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/161.html


ＯＸ炉、格納容器損傷、炉心溶融の疑い？

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-21ef.html#more …

amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
共同通信が本日午後５時５４分発で速報　「関電は高浜原発4号機の原子炉を冷温停止
させる作業を始めた」　

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/

amaちゃんだ @tokaiamada · 16時間16時間前 
放射能入り気流の見込み　F1に加え高浜にも警戒を要する
http://inventsolitude.sblo.jp/article/131583122.html …

Out Of Our Headsがリツイート 
koちゃん(関東→奈良→) @Tommy0827n · 17時間17時間前 
2016.3.2福井の敦賀で約2倍の線量。やはり夜に可愛くないもの放出してるんだなぁ。
滋賀県、三重県に風がいってます。要注意かも… 
https://pbs.twimg.com/media/Ccei6zMVAAAowQS.jpg

Out Of Our Headsがリツイート 
しろくま @hontounokotoga_ · 18時間18時間前 
またか

これ、福井の空間線量

まるで夜中にこそこそ

ベントだな？

https://pbs.twimg.com/media/CceZpH9UYAAwBU9.jpg

amaちゃんだ @tokaiamada · 3月1日 
amaちゃんださんがみえないばくだんをリツイートしました
高浜原発、ありえない建屋からの水蒸気

https://twitter.com/hopi_domingo/status/704606471116320769 …
MOX燃料は通常核燃料の数百倍の崩壊熱を持ち、最初から発熱
２年稼働後は、再処理まで１００年、地層処分まで５００年の冷却工程が必要になる

、超危険燃料　アメリカは使わないと決めた

neko-aiiがリツイート 
守田敏也 @toshikyoto · 2月29日 
高浜４号機が緊急停止しました！発電機の故障を示す警報が出たためとされています

が詳細は不明です。いずれにせよこのまま稼働をやめるべきです！

明日に向けて(1224)≪速報≫高浜原発４号機原子炉が緊急停止！このまま稼働をやめる
べきだ！http://blog.goo.ne.jp/tomorrow_2011/e/d5222c8ddd381920003e6e35eb7f7a9c
…

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2月29日 
名無し：2016/02/29(月) 15:47 ID:XXXXXXXX
原子炉で大動脈解離が発生！

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2月29日 
名無し：02/29 15:45
高浜4号機、原子炉緊急停止＝発電機トラブルで—関電
29日午後2時ごろ、関西電力高浜原発4号機（福井県高浜町）で、発電開始の作業を始
めた直後に発電機が止まるトラブルがあり…
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160229-00000069-jij-soci …

neko-aiiがリツイート 
mine @mine_my_my · 2月29日 
高浜原発4号機の記録
放射能汚染水が漏れました。

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-21ef.html#more
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原因はトルク不足とパッキン劣化

並列運転失敗で炉心緊急停止

変圧器、調相器が壊れました。原因不明です。制御棒挿入ができません。原因不明

です。圧力容器にヒビが入りました原因不明です。ベントができません。原因不明

です。

こわ

まぁ、これだね。ｗ（－－；）ｗ

「いま現在、起こっている最中」で、

報道したくないから民間企業をイケニエにしてＢ層愚民の目をそらし、そのひまに権力者は遠く

へ逃げてる、

オソモロシイ、事態は…★

https://www.youtube.com/watch?v=yjprWxdr6q0&ebc=ANyPxKpglKelBpwR0qT0FR1saxlzt-AZM-
NpBO7E6CswE4LD4GJAn2qnlM2186S1ifQvPO9pWk--D6hf92CYl51mufPSRY6xFw
Ludovico Einaudi - Ora 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3月1日 
名無し：03/01 14:01
井戸水位、原因不明の急低下…料金値上げ懸念も
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160301-OYT1T50058.html …
#石川県能美市ｏ昨年５月頃から井戸水位が急激に下がり始め８月には平均８〜１４メ
ートル低下

neko-aii @neko_aii · 2月29日 
https://pbs.twimg.com/media/CcYlheLVIAA5ois.jpg
（活断層と原発）都合のいい安全審査の実態　

”断層刻み”　”断層殺し”　活断層もなかったことに
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/10fefcbdb27625c1af07cc77840e9333 … 

neko-aii @neko_aii · 2月29日 
＜断層の真上に原発３基＞

敦賀原発、美浜原発、ふげん

もんじゅ等のある若狭湾の敦賀半島には

多くの活断層が

中でも敦賀原発、ふげん直下「浦底断層」

は周囲の海底の断層とつながった長大な活断層

この断層が動けば大惨事はさけられません

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/10fefcbdb27625c1af07cc77840e9333 …

Out Of Our Headsがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 1月14日 
浦河沖M6.7と同時に起きた福井M5.1は報道されない
こちらの方がはるかに恐ろしい原発破壊地震

https://www.youtube.com/watch?v=oKxuiw3iMBE&ebc=ANyPxKqWeMx2GBA92sSx8POC0d8n81-
Yl6L5tV2H5L18NqV_KwdNS1hwoEiDnrCJB1chnYhS4DYqye3pGamb_PHBxuv6Lt2BDg
Lana Del Rey - West Coast 

＞滋賀県、三重県に風がいってます。要注意かも… 
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藤田宗裕 @daitokujizen · 1時間1時間前 
福井市の大安寺で会議でした。雪が少なくて驚きました。滋賀の方が雪多い。。。 
https://pbs.twimg.com/media/Cch5Nj0W4AAfp2P.jpg

Out Of Our Headsがリツイート 
yukachu8 @yukachu8 · 10時間10時間前 
yukachu8さんがJUMPILIKEYOUをリツイートしました
琵琶湖水系の水が飲めなくなるし、この全地域が事実上生活不能地域に変わるのです

よね？(O_O)恐ろしい‼� 
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/704306569970786305

TOTTANS RETURN @totukanyan · 3月1日 
3月の三重県に雪を降らせるとかお天道様の常識を疑うレベル

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 3月1日 
〔ノロウイルス〕4週連続で患者数減少も島根県で急増中(3/1)（レスキューナウニュ
ース）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000006-rescuenow-soci … #Yahooニュ
ース

島根県：先週11.9-今週16.3(プラス4.39) 

コロコロチキチキペッパーズ西野 @nishino_macaron · 2月29日 
名古屋に向かっています。3月やのに滋賀が雪まみれ。 
https://pbs.twimg.com/media/Cca4USiUsAAaIqp.jpg

∞音∞ a.k.a. 風＊月 @fuhgetsu · 2月29日 
#島根原発 太田市 大田高校：0.33→ 0.67【2.03倍】
#空間線量（2016年2月29日23時50分現在）
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
#高浜原発 #志賀原発 #柏崎刈羽原発 #福島原発 #泊原発 
https://pbs.twimg.com/media/CcZCogSUEAIwr3v.jpg

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 2月28日 
韓国最大の原発が事故停止している

韓国政府も電力も大嘘つきなので、警戒が必要

http://japanese.joins.com/article/598/212598.html?servcode=400§code=400 …

Out Of Our Headsがリツイート 
アッチ @nakaharu1357 · 2015年12月23日 
安倍、事故起こったら竹中平蔵が引っ越した京都も橋下の大阪も全滅、

壊滅！“@07grell: 高浜原発再稼働認める判断　福井地裁
関西電力　3号機来月再稼働の方針 ”

Out Of Our Headsがリツイート 
@N0NUKES @ST0NES · 2015年8月16日 
それで大阪市（橋下）は水道民営化を唱えたわけですね。がれき焼却も計算ずくで。

眼醒めよ、関西人！@norari8 もうすでに琵琶湖のお水は凄く不味く水道直接では飲め
ませんでもそういってもほとんどの人は反応なし、どんなに汚染されてもオーケーか

もしれない@KANDEN_Official

https://www.youtube.com/watch?
v=cE6wxDqdOV0&ebc=ANyPxKqWeMx2GBA92sSx8POC0d8n81-
Yl6L5tV2H5L18NqV_KwdNS1hwoEiDnrCJB1chnYhS4DYqye3pGamb_PHBxuv6Lt2BDg
Lana Del Rey - Video Games 
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amaちゃんだ @tokaiamada · 2月29日 
ここまでやらなくちゃならない原発ってなんなんでしょうね。。電気のために ヨウ素
剤が必要なんて。避難が必要な電気なんて。。

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/150.html …

https://www.youtube.com/watch?
v=K2YcFcunLF8&ebc=ANyPxKoefFjhoLV12YrF6GCWVkgqra8VHt-
QV0f8ekLCw7SZLwjqlkmeEXatOrVDSbMsL9A4DrSn1u-8H8SCKMZT03u37VQakw
Philip Glass, Freezing
 

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/150.html
https://www.youtube.com/watch?v=K2YcFcunLF8&ebc=ANyPxKoefFjhoLV12YrF6GCWVkgqra8VHt-QV0f8ekLCw7SZLwjqlkmeEXatOrVDSbMsL9A4DrSn1u-8H8SCKMZT03u37VQakw


（３月２日）　やっぱりどう考えても頭おかしいのは私ではなく、怖がらない人たちの
方だ。

http://85358.diarynote.jp/201603022037089541/

甲状腺を守る為に／除菌スプレー危険！赤ちゃんに使用禁！／プ

リウスなぜかコンビニ突っ込む／これ殺人未遂なんじゃないか？

／マイナンバー危機に直面／ケータイ会社の電気は買っちゃいけ

ません。

2016年3月2日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (5)
　

https://www.youtube.com/watch?
v=Kp9HdHjUc3c&ebc=ANyPxKqyO8nZS72K_vt4uEE5OMJ9uO8g0VvXboOyzNQqxvEErTnyqGaFKuTLd84w2_vudpjTaopaiAepKzHhRtqMxMT5p-
rPkw
Lana Del Rey Blue Jeans lyrics 

junko @junko_in_sappro · 2月28日 
甲状腺疾患を自然に治療するために知っておきたいこと

http://ameblo.jp/wake-up-japan/entry-12133945196.html …
カジキ博士の甲状腺治療の方法は

医薬品（必要な場合）と食生活やライフスタイルの劇的な変化を融合させたもの 

cmk2wl @cmk2wl · 3月1日 
甲状腺を守る為に　http://togetter.com/li/540755 
96672 view
これからの時代を生きる上で、とても大事なことを書いてます。

是非 RTを。

https://www.youtube.com/watch?
v=5kYsxoWfjCg&ebc=ANyPxKpSIWupcfr5G6jCfdkCCdN2j3O9cgkXNBHfXOrva5ufESWL8O2gq3CPUVRocUg2qaEMrQ4BcswK3Z9hExAERD06TcaS6A
Lana Del Rey - Music To Watch Boys To 

junkoがリツイート 
高山清洲・世界平和・人類皆兄弟 @susanou666 · 9時間9時間前 
飲料水、食品、医薬品、生活用品などの全てに「発がん物質」を添加して国民を「癌

」にしている産業界は、皆、売国奴なのか?
スーパー、コンビニは、「発がん物質」で花盛り!!

junkoがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 14時間14時間前 
除菌・消臭スプレーは危険！動物実験では高死亡率、赤ちゃんの衣類・布団には使用

厳禁！ http://biz-journal.jp/2016/03/post_14053.html … @biz_journalさんから

junkoがリツイート 
まゆ 084@mayu · 2月28日 
【スペイン風邪の真実と、エボラウィルスの関係性。】感染者6億人、死者5千万人。 -
NAVER まとめ http://matome.naver.jp/odai/2141480756212036401 … スペイン風邪の
真相とは、人為的に作られたウイルスで人々をあおり、ワクチンだといってさらに人

を殺してしまう薬を打たれてしまう。。。

https://www.youtube.com/watch?v=D-mv-v4qs2E
The Sacrifice - Michael Nyman 
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junkoがリツイート 
Mas 860@masjp · 2月27日 � Sukawati, Indonesia 
本当だ。色々なプリウスが。

RT @a_ssann プリウスで検索したら、なぜかコンビニ突っ込むがたくさん出てきた。
知らなかった。 
https://pbs.twimg.com/media/CcPHug0WIAAxCmC.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=RcyKlRv1BRk&ebc=ANyPxKoefFjhoLV12YrF6GCWVkgqra8VHt-
QV0f8ekLCw7SZLwjqlkmeEXatOrVDSbMsL9A4DrSn1u-8H8SCKMZT03u37VQakw
Metrópolis (Fritz Lang; música: Michael Nyman, Time Lapse) 

amaちゃんだ @tokaiamada · 17時間17時間前 
マイナンバー　システムが危機に直面！　障害１カ月連続発生

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000552-san-pol …

neko-aiiがリツイート 
919を忘れないbot@緊急事態条項阻止 @remember919 · 22時間22時間前 
マイナンバー制度は古来から続く奴隷統治の方法である。西暦200年頃に書かれた聖書
の一節にも同様の制度について書かれているし、ナチスも同じ方法でユダヤ人を管理

した。なぜ日本だけはそのようなことがないと言えるのだろうか？ 
https://pbs.twimg.com/media/CUt0ZpIUYAAjmKV.jpg

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 2月29日 
自衛隊作戦、統幕に一元化　防衛省　来月にも策定新手順

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160229-00000039-san-pol …
文官完全追放へ！

旧陸軍統制派そのものになってゆく　まるで戦時体制だ

junkoがリツイート 
志葉玲 @reishiva · 2015年3月10日 
これ殺人未遂なんじゃないか？　RT @henokonow １０日午後０時すぎ、名護市辺野
古への新基地建設に反対する市民らが乗った小型ゴムボートに海上保安庁の巡視艇が

乗り上げました。@henokonow 
https://pbs.twimg.com/media/B_uN_LdU0AAXABV.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=8ZwCu8u0bzA&ebc=ANyPxKoZAjGWkrdmx5cM7APibMVGux6YlCK12uIpgfwVQ-
4ZYQFtU2vXz7-dJqj6XainKK5A1ITE1lcpA8r5C7rOrVglY9DpfA
Lana Del Rey - Dark Paradise - Lyrics 

junko @junko_in_sappro · 3時間3時間前 
消費支出５カ月連続減…庶民はカップ麺を爆買いしていた
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/176427 …
★一握の砂

最近は、売れ筋のカップ麺を特売する機会が増えました

肉で売れ行きがいいのは鶏肉だし、果物はバナナ。ふりかけも人気です 

junkoがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 3月1日 
腹が立ったらＲＴ！

【これがＮＨＫの役員報酬】
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https://www.youtube.com/watch?v=RcyKlRv1BRk&ebc=ANyPxKoefFjhoLV12YrF6GCWVkgqra8VHt-QV0f8ekLCw7SZLwjqlkmeEXatOrVDSbMsL9A4DrSn1u-8H8SCKMZT03u37VQakw
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■真実を報道せず安倍の広報機関への報酬は図の通り

■なめられた国民が悪い！

ＮＨＫ放送番組についてのご意見メールでの意見・問い合わせは→

http://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CcbJotmUEAARkxp.jpg

junkoがリツイート 
919を忘れないbot@緊急事態条項阻止 @remember919 · 2月29日 
連合総研の調査で、非正規労働者の２割が「食事を減らした」。13%が「医者にかか
れなかった」と回答。生活保護は本来このような人たちのためにある制度だが、日本

では全く機能していない。

https://pbs.twimg.com/media/CYuHAI3WkAEA5yP.jpg

junkoがリツイート 
AMTTKＵZ @ruminako1952 · 2015年10月12日 
楽天　「正社員以外は社内で食事禁止」派遣スタッフが告発 
弁当やパンなどを持ち込んで食べるのも禁止されている 
休憩室の利用も禁止 
退社まで何も食べず１０時間労働 
社員は無料の豪華食堂で食べ放題 
https://pbs.twimg.com/media/Bi_sdo3CUAAFAWT.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=4IGrZ74vS3A&ebc=ANyPxKrVXL53Pw_tPTs1oHjU7OeeEZJOvjFHjSyQDkqn-
JqYcx1ZfQEespcVIqNxJUoyFSkxppOwmSicvJcV7_f9sU_5comLZg
Ludovico Einaudi - Ascolta 

junko @junko_in_sappro · 14時間14時間前 
福島銀行　福島県の復興・創生に向けて　

100億円の「福島PROUD｣資金枠を設定。日銀のマイナス金利政策にも対応
http://rief-jp.org/ct1/59004 
企業・個人事業主。成長分野への取り組みや、雇用増加のための

取り組みなど→北海道では中小が日ごと倒産してるのに

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 23時間23時間前 
歴史始まって以来のクレイジーなことが起こった

日本政府が１０年物国債をマイナス金利で「売った」

「投資家」が日本政府に今後１０年間毎年２．４BPS支払うことに合意した
http://zerohedgejapan.blog.jp/archives/1053112800.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 3月1日 
【１０年国債の入札 初のマイナス利回り】（続き）
日銀が導入したマイナス金利の影響で、長期金利はすでにマイナスとなっていま

すが、10年物の国債の入札で平均の落札利回りがマイナスとなるのは初めてです。
（2016年3月1日 12:54 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 3月1日 
【１０年国債の入札 初のマイナス利回り】
1日財務省で行われた新たに発行される満期までの期間が10年の国債の入札で平均の落
札利回りがマイナス0.024%となりました。
http://nerv.link/pCTCWr

junkoがリツイート 
やのっち @_yanocchi0519 · 2月29日 
３月８〜１０日に世界経済は大パニックに陥る。そんな大胆予測が株式市場に流れて

いる。「ジム・ロジャース氏や、経済予測で知られるハリー・デント氏などが、次々

http://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html
https://pbs.twimg.com/media/CcbJotmUEAARkxp.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CYuHAI3WkAEA5yP.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Bi_sdo3CUAAFAWT.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4IGrZ74vS3A&ebc=ANyPxKrVXL53Pw_tPTs1oHjU7OeeEZJOvjFHjSyQDkqn-JqYcx1ZfQEespcVIqNxJUoyFSkxppOwmSicvJcV7_f9sU_5comLZg
http://rief-jp.org/ct1/59004
http://zerohedgejapan.blog.jp/archives/1053112800.html
http://nerv.link/pCTCWr


と警告を発している。リーマンショックを超える金融危機が起きる危険性があると

いう。

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/176232 …

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 2月28日 
マイナス金利で先行した欧州中銀すでに無力感表明

デンマーク中央銀行の Lars Rohde総裁
「金融政策が大きな衝撃を与えなくなってしまった。あまりにもやり過ぎてしまった

。これ以上出来ない処まで来てしまった」 http://ghovexx.blogspot.jp/2016/02/weve-
reached-limit-denmark-central-bank.html …

https://www.youtube.com/watch?
v=ORnYNaTZGUU&ebc=ANyPxKqyO8nZS72K_vt4uEE5OMJ9uO8g0VvXboOyzNQqxvEErTnyqGaFKuTLd84w2_vudpjTaopaiAepKzHhRtqMxMT5p-
rPkw
Lana Del Rey - Born to Die Lyrics Video 

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 13時間13時間前 
政治的目的をもった誹謗中傷グループに対しては一緒に集中攻撃をかけるのが効果的

です

実は彼らが大慌てしていることが確認できました

削除しても、それまで公開していた事実が明らかになれば告訴できます

彼らは極右思想の小さな広告代理店メンバーが多く、少人数なので対応しきれないの

です

amaちゃんだ @tokaiamada · 14時間14時間前 
反原発派の全員が執拗な嫌がらせ誹謗中傷攻撃を受けていると思いますが、彼らは見

た目よりも少数で一人が数十以上のアカウントを作って、たぶん１人で２０人くらい

に貼り付いています

ブロックしているのに、わざわざ裏アカウントでフォロー、いちいち監視、嫌がらせ

する動機は普通の人にはありません

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 3月1日 
アカウントを取得するとき身元を証明するメルアドが必要

プロクシ程度では身元を隠すことは困難だが、多段プロクシを使って北朝鮮あたり

のサーバを噛ませれば身元開示は絶望的に困難になる

普通の人にはできないはずだが、反原発派にまとわりついて嫌がらせを繰り返す者が

、それを行っている

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 2月29日 
渡邉泰子 直属上司が勝俣恒久
彼女は工務部副部長だった父親の遺志を受け継ぎ原発の危険性を指摘する報告書を

作成 
反原発の旗手の彼女がプルサーマル計画が本格始動した1997年3月に殺され売春婦をや
っていたという報告で人間としての尊厳を消された

上司勝俣は、翌年「常務取締役」に出世

https://www.youtube.com/watch?v=-
6Xccx1HKQI&ebc=ANyPxKpT__5x7ndPY8tT611YWZzs00LRNVLZmc-D-
lAEIOGBYRwrqW5TjnoM2yxARjkfTj7lk_c8Ch0yV4sTZsDuyAQZEVOslw
Ludovico Einaudi - Uno 

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/176232
http://ghovexx.blogspot.jp/2016/02/weve-reached-limit-denmark-central-bank.html
https://www.youtube.com/watch?v=ORnYNaTZGUU&ebc=ANyPxKqyO8nZS72K_vt4uEE5OMJ9uO8g0VvXboOyzNQqxvEErTnyqGaFKuTLd84w2_vudpjTaopaiAepKzHhRtqMxMT5p-rPkw
https://www.youtube.com/watch?v=-6Xccx1HKQI&ebc=ANyPxKpT__5x7ndPY8tT611YWZzs00LRNVLZmc-D-lAEIOGBYRwrqW5TjnoM2yxARjkfTj7lk_c8Ch0yV4sTZsDuyAQZEVOslw


cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 

人間は自由なものとして生まれたが、いたるところで鎖につながれている。

自分が他人の主人であると思っているような者も、

実はその人々以上に奴隷なのだ。

ジャン・ジャック・ルソー

https://www.youtube.com/watch?
v=o_1aF54DO60&ebc=ANyPxKrjZUMeOcaJn5UY9887pYbdfWqM7sFaz8NnsbF5AgU4yf52XUgT6IF30AfyIclqeu2WlQNQ8E_Sw7CGlZzJeMAz4jpd2w
Lana Del Rey - Young and Beautiful
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日20:39
junko @junko_in_sappro · 2月29日 

医原性疾患という言葉がある

今日の医療を見ていて、なんだか半分以上が医原性

つまり「医者に行ったら病気になった」というパターンのような気がする

患者をカモにしたら医学はオシマイだろう

やぶ医者デンタルクリニックのように

しかし

日本歯科医師会、なんで日本会議に寄付してる?

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日20:58
　

junkoがリツイート 
wanderer 3@whatfor_m · 2月28日 

やっぱりどう考えても頭おかしいのは私ではなく、怖がらない人たちの方だ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日21:00
AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 4時間4時間前  
Paper money eventually returns to its intrinsic value – zero. – Voltaire
 
紙のお金は、最終的にはその本質的価値、ゼロに戻る。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月2日21:05

AKIRA 2024がリツイート 
ちきん@しえすた @hibakukihi · 2月28日 

「終わってる」感が物凄いのに、外に出れば通常の生活が営まれている。

https://www.youtube.com/watch?v=o_1aF54DO60&ebc=ANyPxKrjZUMeOcaJn5UY9887pYbdfWqM7sFaz8NnsbF5AgU4yf52XUgT6IF30AfyIclqeu2WlQNQ8E_Sw7CGlZzJeMAz4jpd2w
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/


狂ってる。

どこに向ければいいんだ、この違和感。

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 2月28日 

日本人なら

3マイクロシーベルトに耐えられる
新人類に絶賛進化中

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日10:28
cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 

この世の中に人間ほど凶暴な動物はいない。

狼は共食いをしないが、人間は人間を生きながらにして丸呑みにする。

ガルシン（ロシアの作家）

 

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


（３月２日）　なにやら【災厄の特異日】（多発日）のようですが…？

http://85358.diarynote.jp/201603022230435604/

東電が陳謝／「終わりです。ここまでにしてください」報道陣を

追い出す関電／政府が隠してる／マスコミが報道しない。

2016年3月2日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=QnxpHIl5Ynw&ebc=ANyPxKpJmzUEdVWoNy-
aq0NVdDc1guwiayxL5qi8KdbztlF78VAb604UfS0BoBLhUDVbDhvZVLL4nKvF0yGBya0zSl_NGjhE2A
Lana Del Rey - High By The Beach 

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 12時間12時間前 
福島県が使ってるWBC
http://fukushima-30year-project.org/?page_id=711 
これじゃ全員NDになるさ
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/03/post_13359.html …
鉛遮蔽がほとんどない　検出限界数千ベクレル以上

amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
重要》マスコミが報道をしない全国の放射能汚染地図！東京は猛烈な汚染！静岡も東

部や太平洋側で高い数値！

http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/636.html …

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 15時間15時間前 
除染作業員が自殺していた！……「ＴＩＭＥ」誌が電子版記事の中で、「フクシマの
自殺：語られざる惨事のレガシー（動画）を公開

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/suicide-in-fuku.html#more …

Out Of Our Headsがリツイート 
Fredi Terés @FrediTeres · 16時間16時間前 
MORE Radioactive TRITIUM THAN #FUKUSHIMA !!! in waters near La Hague
Reprocessing Plant
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?
depth=1&hl=en&nv=1&rurl=translate.google.com&sl=fr&tl=en&u=http://m.france3-
regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2013/03/27/les-eaux-de-la-manche-plus-
radioactives-que-celles-de-fukushima-selon-l-acro-224293.html&usg=ALkJrhiSIPv1YV-
deNWfanJPuHI7Qvplng#xtref=https://t.co/M9q4kokszV … 
https://pbs.twimg.com/media/Cce8VaVWAAEKcK-.jpg

Out Of Our Heads @N0NUKES · 18時間18時間前 
しかし巧妙というか、#踊る大情報操作戦 に
いつもハメられちゃってますよね。

http://twilog.org/N0NUKES/date-160302/asc#d160302 …

http://85358.diarynote.jp/201603022230435604/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201603022230435604/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160302/85358_201603022230435604_1.jpg
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160302/85358_201603022230435604_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QnxpHIl5Ynw&ebc=ANyPxKpJmzUEdVWoNy-aq0NVdDc1guwiayxL5qi8KdbztlF78VAb604UfS0BoBLhUDVbDhvZVLL4nKvF0yGBya0zSl_NGjhE2A
http://fukushima-30year-project.org/?page_id=711
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/03/post_13359.html
http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/636.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/suicide-in-fuku.html#more
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&nv=1&rurl=translate.google.com&sl=fr&tl=en&u=http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/2013/03/27/les-eaux-de-la-manche-plus-radioactives-que-celles-de-fukushima-selon-l-acro-224293.html&usg=ALkJrhiSIPv1YV-deNWfanJPuHI7Qvplng#xtref=https://t.co/M9q4kokszV
https://pbs.twimg.com/media/Cce8VaVWAAEKcK-.jpg
http://twilog.org/N0NUKES/date-160302/asc#d160302


動かす #MOX燃料 すくない #高浜原発 4号機のトラブルで
国民の目をくらませといて、

もっと危険な3号機をヤバイ燃料20体で、とっとと再稼働という‥

junkoがリツイート 
停波はダメです高市大臣。23と報ステ応援 @ouenhst · 19時間19時間前 
ケータイ会社の電気は買っちゃいけません。

auは関西電力、ソフトバンクは東京電力。
「隠れ東電（関電・九電・以下略）」に気をつけましょう。

小規模分散型自然エネルギーが一番ですよ→http://goo.gl/UUaJT6 
https://pbs.twimg.com/media/Cb31CdlUUAEbYTU.png

neko-aii @neko_aii · 20時間20時間前 
福岡県行橋市西宮市２丁目

0.421μSv/h
計測日：2011年10月22日16時
計測場所：屋外 地表 1m
同時刻JR行橋駅構内0.238μSv/h
JR行橋駅東口モニュメント0.715μSv/h
http://hakatte.jp/spot/29445/

neko-aii @neko_aii · 20時間20時間前 
首都圏→岡山　移住相談会に希望者続々(山陽新聞　2012年1月22日）
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/736aa4a5561a88b4e312be3f00181a38 …
８０人を超える相談者。

東日本大震災、福島第１原発事故を受け、

安全な土地への移住を望む子育て世代が目立った。

震災以来、首都圏からの移住の問い合わせが増加

junkoがリツイート 
高山清洲・世界平和・人類皆兄弟 @susanou666 · 20時間20時間前 
岡山の吉備平原の高台に、密かに政府が「移転」しているが、大半が「国有地」か「

県有地」に成っている!!
余りにも出来過ぎている?
もしかして、「大災害」に国も関与しているのだろうか?
6日の「セミナー」で、全て「バラス」ぞ!! 

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 23時間23時間前 
福島県双葉町で、東日本大震災の影響により故障したままになっていた震度計に代わ

って新しい震度計が設置…５年ぶりに福島県内のすべての市町村で震度情報の発表が
再開

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160301/k10010427681000.html …
東電メルトダウン認めるのに５年かかったから、震度計の交換にも５年かかるよね

amaちゃんだがリツイート 
鈴木　耕 @kou_1970 · 3月1日 
高浜原発「再稼働PR」に利用しようとして招き入れた大勢の報道陣の真ん前で、突如
鳴り響いた警報音。「報道ステーション」は慌てふためく関西電力社員たちの姿をと

らえていた。「終わりです。ここまでにしてください。あとで説明します」と報道陣

を追い出す関電。確かに「危険性のPR」は出来た。

amaちゃんだ @tokaiamada · 2月29日 
フクシマ：事故を過小評価したと東電が陳謝 (RFI)
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/151.html …

junkoがリツイート 
高山清洲・世界平和・人類皆兄弟 @susanou666 · 3月1日 
岡山の吉備平原の高台に、密かに政府が「移転」しているぞ!!　政府機能が高台とは、
何か起こるのか? 「地震」か「津波」・・・!! 自分たちだけ助かるつもりなのか!! 国民
の大半は、政府に見捨てられているぞ!! 「見捨てられて死ぬの」と「死ぬ」のはどう
違う!!

http://goo.gl/UUaJT6
https://pbs.twimg.com/media/Cb31CdlUUAEbYTU.png
http://hakatte.jp/spot/29445/
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/736aa4a5561a88b4e312be3f00181a38
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160301/k10010427681000.html
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/151.html


neko-aii @neko_aii · 2月29日 
"Fibrodysplasia
日本政府が隠してること：

2011年3月12-15日に
東日本を襲った放射性ガスが

数十種類の核種で

高濃度に汚染されていて

前例のないほど

汚いものであった。

これを吸い込んだ人は

場合によっては一生の間

健康被害に苦しむことになる"

neko-aii @neko_aii · 2月29日 
2011年3月の原発事故後
太平洋表層水中の放射性セシウム137が
チェルノブイリ事故後の汚染の1万倍
との研究結果を発表しようとした青山氏

研究所長から電話があり

論文から名前を削除するよう命じられ

論文は発表されなかった

(2014年3月16日付ニューヨーク・タイムズ)

neko-aii @neko_aii · 2月29日 
"basilsauce 
今日、出先で

テレビ会社勤めの知人に遭遇。

2011年3月どうしてた？という話で、
うちはドイツに行ってましたなどと話す。

知人「マスコミ関係には250キロ避難の情報が来てたよ」
やはりそうなのか…

amaちゃんだ @tokaiamada · 2月29日 
ＣＮＮが、東電の元ボス３人の強制起訴を報道

福島原発告訴団の地脇美和事務局長の「この無責任な社会では、原発再稼働が推進さ

れている

刑事責任の明確化が事故の再発防止につながる

わたしたちはネバー・ギブ・アップ！」コメント国際社会に拡散

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/02/post-3542.html#more …

neko-aii @neko_aii · 2月29日 
福島大熊町、双葉町の一部

2011年3月12〜24日積算被爆量５０００ミリシーベルト
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e91accce52c9c1cffbbb062d24b8c739 …
福島第一原発から３０キロ近くまで、

１０日間で５００ミリシーベルト被曝地帯だった 

neko-aii @neko_aii · 2月29日 
これがどれだけすごい値なのか・・・

『除染作業者は、1万3000cpm以下なら家にそのまま帰れる』 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/eea15a5d4b1a1dc3b4f05a16303372c3 …
「山から押し寄せる放射能」より

５０００cpm超えた場所で、空間線量を計測
３０μSv/h超えで針が振り切れ、測定不能となった

Out Of Our Headsがリツイート 
朝吉 @o2106 · 2月29日 
ＭＯＸ燃料の価格、ウランの９倍　高浜原発で１本９億円

http://www.asahi.com/articles/ASJ2V44DQJ2VPLBJ001.html … 現在、核兵器に転用で
きるプルトニウムの日本保有量は４７・８トンあるのをどれだけの方が知っているか

@tim1134

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/02/post-3542.html#more
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e91accce52c9c1cffbbb062d24b8c739
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/eea15a5d4b1a1dc3b4f05a16303372c3
http://www.asahi.com/articles/ASJ2V44DQJ2VPLBJ001.html


AKIRA 2024がリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 2月28日 
#ジェノサイド
@ikinebah
さっきNHKのニュースみて気づいたのですが、原発敷地内の除染目標値が何と 5uSv/h
以下だったと知ってクラクラ。仮に 1uSv でも年間9ミリ。
もう防護服も手袋も着用しないとか (‾O‾;) 

junkoがリツイート 
Taeko @midorinosougen · 2月28日 
官僚連中はあらゆる手練手管で汚染物質を生活環境に練りこみ自分達の近視眼的安泰

を計っているつもりなんだろうがその行為は自分達の足元からセメントで固めて行く

ような自殺行為だと全然気が付かない愚か者なんだろうと。傲慢も過ぎればただのバ

カなんだと。

junkoがリツイート 
Taeko @midorinosougen · 2月28日 
セメントに汚泥が練りこまれそれで建設された建物は肉眼では見えない多くの放射線

を出しているんだろう。ならそこに出入りしたりその影響下に接触する人は多かれ少

なかれ照射され反応する事になるよね？そう考えると事故もその範疇なのかも？

AKIRA 2024がリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 2月28日 
JR常磐線の空間放射線量が毎時3．8マイクロシーベルトに！政府「目標を達成した。
早期開通を目指す」

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10247.html …
目標＝洗脳

政府もこれをシレッと流す新聞も狂気の沙汰！

「殺され」てる事に気付け！

neko-aiiがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2月27日 
名無し：02/27 19:47
大阪に放射能避難？

http://dendrodium.blog15.fc2.com/blog-entry-2582.html …
三菱商事や三井物産、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、パナソニックなどが、大阪に、本
社を移転することが、金曜日、定例の都知事会見で開始から16分後に伝えられてい
ます。

AKIRA 2024がリツイート 
portal311 @portal311 · 2月26日 
@sunaton 食べて応援なんてマヤカシ言うから、正直に食べて応援した人達の多くが癌
になったり、亡くなったりしてる。

メルトダウンしたと言えば、放射能の影響をもう少しまともに考えられたはず。ホ

ント、この罪は大きいよ。

neko-aii @neko_aii · 2月29日 
"cmk2wl 2013年6月27日
矢ケ崎克馬教授

「空間線量で 0.01μSv 上昇したら、
全身被曝量は 1000Bq になる。
（1000本の放射線が、体を貫く）
空間線量が上昇したピークの時は、

ばかにならない被曝量である。」

amaちゃんだ @tokaiamada · 2月26日 
日本共産党もシールズも、反原連も、そして原水協も、フクイチ被曝問題を一切語ら

ない

汚染地の子ども達を避難させよと絶対に言わない

いったい、どんな理由で、被曝問題を避けているのか、どうしても知りたい

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10247.html
http://dendrodium.blog15.fc2.com/blog-entry-2582.html


neko-aiiがリツイート 
船橋市・弓場清孝 @roro101577 · 2月7日 
拡散希望：２．５４７μｓｖ/hで今日の測定値の最高値ですが詳細な場所は公表はでき
ませんが船橋市内のとある国道の傍です。明日、環境保全課に写真を添えて報告し

ます。船橋市内において私が今まで測定した中でも最高だと思います。

Out Of Our Headsがリツイート 
陣 No War&Nuke&Hate @zinjoutarou · 1月31日 
#関電 さんは、これをどう処理する計画があるのか？ノープランで #再稼働 する程、馬
鹿な企業なのか？

《#使用済みＭＯＸ１８．５トンに＝高浜原発、再稼働で急増３．５倍－商用炉で最多
》

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201601/2016013000215&g=soc … 
https://pbs.twimg.com/media/CaCk1KjUMAAc9-D.jpg

Out Of Our Headsがリツイート 
futsugou_emiko @e_miko029 · 1月31日 
高浜原発で３号機に続き４号機も再稼働した場合、極めて強い放射線を放つ使用済み

のウラン・プルトニウム混合酸化物（ＭＯＸ）燃料が約１８．５トンに増え→

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201601/2016013000215&g=soc … 長崎原爆の材料になった
物質を利用…まさかこの期に及んで「平和利用」とか言わないよね？

Out Of Our Headsがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 1月14日 
浦河沖M6.7と同時に起きた福井M5.1は報道されない
こちらの方がはるかに恐ろしい原発破壊地震

Out Of Our Headsがリツイート 
@N0NUKES @ST0NES · 2015年8月20日 
2015年8月19日
日本原燃・ウラン濃縮工場、全工程が稼働可能に？@gensiryokukisei
http://twitter.com/ST0NES/status/634324411399598080 …
http://twitter.com/ST0NES/status/634325916106145793 …
#川内原発、#高浜原発、#泊原発 は、
#MOX燃料 の売り買いでセットで動いている。

Out Of Our Headsがリツイート 
@N0NUKES @ST0NES · 2015年2月24日 
.@AlienX2014 @perceive002 再稼働申請中の原子炉は全国的に、#TPP に含まれる
#ISD条項 という外資のMOX燃料の会社等、投資家らの要望で日本の原発を自由に動か
せる‥そのために改憲にもさきがけ、権力に都合よく国民投票法も昨年、改悪されて

しまいました。

Out Of Our Headsがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 2014年10月4日 
福島の事故があり、地元の不安は相当大きいです。高浜原発はプルトニウムを混合燃

料（Mox燃料）とする、プルサーマル発電にするそうです。あの福島第１、3号機で核
爆発を起こし大量のプルトニウムを撒き散らしてしまったものと同じ発電です。し

かし、その話を公でするのはタブーになっています。

junkoがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年2月19日 
【重要】https://twitter.com/cmk2wl/status/308119120686227456 … @natsu_yuki_twee
板橋区のホタル研究所が閉鎖される！ホタルは放射能に弱いため福島のホタルが奇形

になっている事を指摘した日本のホタル研究者の権威が、国の圧力で辞任に追い込ま

れた！@kyougenki

Out Of Our Headsがリツイート 
Dr.NOMURA @Chooemon92 · 2012年9月19日 
避難していて電磁波や食材選びに忙しい人に伝えてください。TPPのISD条項で全ての
原発が再稼働すると。TPPは日本をまるごと外資に売り渡す愚策だと。

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201601/2016013000215&g=soc
https://pbs.twimg.com/media/CaCk1KjUMAAc9-D.jpg
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201601/2016013000215&g=soc
http://twitter.com/ST0NES/status/634324411399598080
http://twitter.com/ST0NES/status/634325916106145793
https://twitter.com/cmk2wl/status/308119120686227456


https://www.youtube.com/watch?
v=Bag1gUxuU0g&ebc=ANyPxKr28ePV7S2q6uN1Mmoql7iyHM0xscV0sIrInMCC47UZOPUUMJoQ1Qa1-
FlkOlMmOLucTH7H9kBeZNXkcKPUUzjSySlVMw
Lana Del Rey - Born To Die 

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 3月1日 
フクイチは、チェルノブイリとは違う。

チェルノは１機、フクイチは４機。

チェルノは爆発して放射性物質が拡散して沈着し、汚染地域はほぼ確定したが、フク

イチは大量の核燃料が残り、この５年間毎日毎日大量に大気と海に放出され続け、汚

染地域はまだ確定していない。

できるだけ離れるしかない。

cmk2wl @cmk2wl · 2月29日 
プライドの持ち方を間違えてはいけない。

避難移住の自己破産より、家族を病気にさせる方がよっぽどカッコ悪い。

誇りあるのなら、こだわるところが違う。

Out Of Our Headsがリツイート 
@N0NUKES @ST0NES · 2014年7月28日 
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

放射能に深刻に汚染された場所からは逃げたほうがいい。

https://www.youtube.com/watch?
v=zx_dTSPzXlk&ebc=ANyPxKolWeaHti0WuJgsmkTnQj2ET5L_ZzWYAFjSNKsKpGEp7dwxElZ9RcILwcPEIhXoF-
nx_1ZgRgLwDWUXcSoqCWU3isV6DA
Lana Del Rey - Burning Desire 

Out Of Our Headsがリツイート 
宇宙人ぶー @Bu_uuu · 9時間9時間前 
@N0NUKES　宇宙が人類に復讐の災厄を下し。一部の人類は毒光を避けるために地下
へ逃げ、地上では人間の数次元上の知能と力を持つ超人が現れ、人類は２０３９年

１月、人類以外のものに“進化”するか、そうでなければ“退化”してしまっている。。ヒ
トラーの予言が当たりそうな…

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 
#クライシスカレンダー 03/01【1954年 ビキニ環礁水爆実験/第五福竜丸事件】米軍
がマーシャル諸島のビキニ環礁で実施していた水爆実験で、爆心地から160km東方の
危険水域外で操業中の複数のマグロ漁船に「死の灰」(放射性降下物)が降り、乗組員全
員が被爆。反核運動の契機となる。

https://www.youtube.com/watch?
v=XP62VUImP3g&ebc=ANyPxKpO6_QeHY_W3UoPUZFYIvLUnJ2DgW0XK9tWFOr4g8FJ2ZNbNnbST9pz4AmARYuVfueUmH9KMQCuaBs36hYUO_9BjMpBgA
Michael Nyman’s "Memorial"

…３月１〜２日は、なにやら【災厄の特異日】（多発日）のようですが…？

    
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=Bag1gUxuU0g&ebc=ANyPxKr28ePV7S2q6uN1Mmoql7iyHM0xscV0sIrInMCC47UZOPUUMJoQ1Qa1-FlkOlMmOLucTH7H9kBeZNXkcKPUUzjSySlVMw
https://www.youtube.com/watch?v=zx_dTSPzXlk&ebc=ANyPxKolWeaHti0WuJgsmkTnQj2ET5L_ZzWYAFjSNKsKpGEp7dwxElZ9RcILwcPEIhXoF-nx_1ZgRgLwDWUXcSoqCWU3isV6DA
https://www.youtube.com/watch?v=XP62VUImP3g&ebc=ANyPxKpO6_QeHY_W3UoPUZFYIvLUnJ2DgW0XK9tWFOr4g8FJ2ZNbNnbST9pz4AmARYuVfueUmH9KMQCuaBs36hYUO_9BjMpBgA


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日8:49
　

０５４７９７４．

…哭くなよ…？？（〜〜；）…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月3日9:07
　

…０５４７９７９…

…「御用」学者、「泣く泣く」敗北宣言…？？

ｗ（＾＾；）ｗ
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（３月４日）　「大脱走」が始まっています。

http://85358.diarynote.jp/201603041049578666/

【非常に深刻です】／福一ライブカメラ（４号機）を確認して

／2011年3月15日。どこにいましたか？／福一事故から５年、
1mSv/yになる／「大脱走」が始まっています。

2016年3月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=GeeUSDW3tcA
恋のマイアヒ　Full 

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
【はっ？】自民党憲法改正草案「知る権利」なし！⇒理由「まだ個人の法律上の権利

として主張するには熟していない」 
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/13731健康法.jp/archives/13731

neko-aii @neko_aii · 11 時間11 時間前 
2012.03
フクイチ3号機、核燃料プール核爆発で”全て噴き飛んだ”（ＮＲＣフクイチ議事録）
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/5e569bf43ab26767d2ff90aaefab3368 …
３号機では最早「使用済み核燃料プール」が

跡形もなくなっている！

３号機の核爆発で全て残らず、

噴き飛んでいた！

（…知ってたけどさぁ…むしろ「今さら」蒸し返さないで欲しかったなぁ…★）

https://www.youtube.com/watch?
v=Yfh6azHw7Fk&ebc=ANyPxKrB5C7PZAqtGeQy9hYfcx0S15bUTOBOsPoeH76ZcOYsNhB_vC2oul60ClUJdWP-
I-jlh0waRdU4t3twfTPZEs_w4XImDQ
めざせモスクワ【和訳歌詞付き】

いいな @iina_kobe · 4分4分前 
福一事故から５年なので、1mSv/yになると思うよ。

soyokaze @soyokazeko · 1時間1時間前 
@tim1134 福一の汚染水は飲んでもいい水？で、薄めて流せば問題ないのに地元の漁協
が補償金欲しさに騒いでると。

原発ムラのポチ池田信夫！

「1ミリシーベルト」の呪縛が復興を阻害する（JBpress） - Yahoo!ニュース
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160304-00046248-jbpressz-bus_all …

http://85358.diarynote.jp/201603041049578666/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160304/85358_201603041049578666_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160304/85358_201603041049578666_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160304/85358_201603041049578666_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=GeeUSDW3tcA
http://???.jp/archives/13731
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/5e569bf43ab26767d2ff90aaefab3368
https://www.youtube.com/watch?v=Yfh6azHw7Fk&ebc=ANyPxKrB5C7PZAqtGeQy9hYfcx0S15bUTOBOsPoeH76ZcOYsNhB_vC2oul60ClUJdWP-I-jlh0waRdU4t3twfTPZEs_w4XImDQ
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160304-00046248-jbpressz-bus_all


キジトラニャンコ @kijitora0510 · 2時間2時間前 
まず、東京電力の社長や丸川氏からやってみて、話はそれから。

１日だけ訪問の大臣が防護服、福一作業員に防護服を着させず - http://goo.gl/1QHC9L
by @myremin

junko @junko_in_sappro · 2時間2時間前 
現場の声：スティーブ・マックイーンも真っ青な「大脱走」が始まっています

http://www.k2o.co.jp/blog4/2016/03/post-134.php …
3年前に山下俊一が福島から消え
1年前に鈴木眞一が辞任し雲隠れ
甲状腺評価部会は長期の凍結状態、今後の予定はなし

直近の健康検査発表では委員6人が欠席

neko-aiiがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
原発が事故を起こすとき、最初に出てくるのは希ガスです

ヨウ素１３１　キセノン１３３　クリプトン８５　トリチウムですが、大半がベータ

核種でGM管測定器しか反応しません
この場合はガス体で浮遊するので空間１ｍでも、もの凄い数値が出ます

I131だけ365Kガンマ線が出てきます

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
トリチウムは普通のGM計ではエネルギーが小さすぎて測定不能です
高浜4号機事故直後にはキセノン１３３が出た可能性がありますが一ヶ月で消えます
クリプトン８５は長寿命で10年くらい残ります
いずれも地表を這うように進むのでGM計に驚くような数値が表示されます
ヨウ素は遠方に飛散

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【ＪＲ常磐線の各駅停車 運転再開】
JR東日本によりますと、常磐線の各駅停車は綾瀬駅の信号故障の影響で、綾瀬と松戸
の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前7時28分ごろに運転を再開しました
。

http://nerv.link/G6aLMT

城之内　みな @minajyounouchi · 3時間3時間前 
福一原発事故は正確にはメルトダウンではない。朝日新聞の放射能デマは数多の人々

を未だに苦しめている。

メルトダウンって何？ : アゴラ http://agora-web.jp/archives/1671730.html …

junko @junko_in_sappro · 3時間3時間前 
観測孔から放射性物質　第一原発の地下貯水槽周辺

https://www.minpo.jp/news/detail/2016030329288 … 
１日の測定で採取した水から全ベータが１リットル当たり最大２００ベクレル検出

cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前 
イワシの個体数が激減。西海岸沖のイワシはピークの2007年からこの夏に 93パーセン
トにまで減少すると予測（NMFS：米国国家海洋漁業局）
カリフォルニアのレドンドビーチでは 2011年3月に大量死。厚さ 1フィートの死骸が
港に。

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
東京電力福島第一原発で、平成２５年に汚染水が漏えいした地下貯水槽周辺の観測孔

から放射性物質が初めて検出された

１日の測定で採取した水から全ベータが１リットル当たり最大２００ベクレル

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/03/post_13382.html …
隠蔽が十八番の東電、実際には千倍以上だろう

http://goo.gl/1QHC9L
http://www.k2o.co.jp/blog4/2016/03/post-134.php
http://nerv.link/G6aLMT
http://agora-web.jp/archives/1671730.html
https://www.minpo.jp/news/detail/2016030329288
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/03/post_13382.html


amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
高浜４号、３日のフル稼働は中止　原子炉が低温停止状態に (福井新聞)
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/181.html …

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
2月27日の高浜原発周辺の写真を貼っておきます
巡視艇がいたこと

アテにしていた公園が封鎖されていたこと

冷たい強風で静電気トラブルを起こし測定が一回分しか取れなかった 
https://pbs.twimg.com/media/Ccp2_yoVAAE9-vM.jpg

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
高浜原発 ４号機が緊急停止　２月２６日再稼働(毎日新聞)　上空から撮影した白煙の写
真7枚を掲載
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/173.html …

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
中国の原発がヤバいことになっている〜素人同然の技術者たちが、異常なスピードで

建設中

いつ爆発が起きてもおかしくない

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48038 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
原発事故5年、廃棄物の袋並ぶ福島(2016/3/2 大分合同新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5514.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
【原発事故から５年】横浜では１７の小中学校に合計３トンの放射性廃棄物が

http://no-nukes.blog.jp/archives/8521744.html …

qpchan6さんへの返信 
本物黒酒 @honest_kuroki · 6時間6時間前 
いいえ、福一から放出される放射性核種３１種類のうち、

"２３種類が食品規制の対象外!!"@qpchan6 

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
5日の未明から、沖縄方面に風が吹きそうです。
https://pbs.twimg.com/media/Cco51aNUsAAZFb9.jpg

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
2011-08-19
東京大田区在住、1歳の娘の母
九州へ疎開することに決めました。

保育園では

水疱瘡と手足口病が大流行して

クラスの半数以上休んだ週も。

放射線測定器で

保育園近くの公園を測定すると

枯葉や砂が集まった場所は

高い数値が出ます。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【東海道本線[東京〜熱海] 運転再開 2016年3月3日 22:34】
川崎駅構内で発生した発煙の影響で、品川〜横浜駅間の運転を見合わせていまし

たが、22:30現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/181.html
https://pbs.twimg.com/media/Ccp2_yoVAAE9-vM.jpg
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/173.html
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48038
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5514.html
http://no-nukes.blog.jp/archives/8521744.html
https://pbs.twimg.com/media/Cco51aNUsAAZFb9.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【京浜東北根岸線 運転再開 2016年3月3日 22:34】
川崎駅構内で発生した発煙の影響で、蒲田〜鶴見駅間の運転を見合わせていまし

たが、22:30現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

47NEWSさんへの返信 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 12時間12時間前 
福島県飯館村2015年11月4日
0.74μSv/h
大丈夫？@47news #常磐線 2020年春に全線開通？2016/3/3
原発事故影響で一部不通続く@TEPCO_Nuclear
http://this.kiji.is/78059301687690742#http://www.huffingtonpost.jp/akihiro-
yoshikawa/nuclear-reconstruction_b_6184896.html … 
https://pbs.twimg.com/media/Ccn-6eRUcAEVnqr.jpg

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
非常に深刻です。

福島第一原発からは、

いまでも水蒸気と一緒に

放射性物質が飛散しています。

東京にも、風向き次第で

大量の放射性物質が飛来します。

もはや『心配ない』などとは

決して、言えません。

(2011年05月30日（月） 週刊現代)

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
福島第一ライブカメラ（４号機側）の映像を確認してください。

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html …

https://www.youtube.com/watch?
v=CSQfjcxsJiQ&ebc=ANyPxKrB5C7PZAqtGeQy9hYfcx0S15bUTOBOsPoeH76ZcOYsNhB_vC2oul60ClUJdWP-
I-jlh0waRdU4t3twfTPZEs_w4XImDQ
怪僧ラスプーチン - ボニーＭ　Rasputin - Boney M 

Out Of Our Heads @N0NUKES · 13時間13時間前 
ガイガーカウンター リアルタイム 観測網
http://bousai.maechan.net/nuclear/ 
残念ながら今は西日本のデータはないが

東日本の放射線量の表示は幾つか生き残ってる。

2016年3月3日21時現在、東京港区で0.13μSv/h 
https://pbs.twimg.com/media/Ccn4dotUYAANr1E.jpg

Out Of Our Heads @N0NUKES · 13時間13時間前 
九州の放射線量http://new.atmc.jp/prefs.cgi?a=kyusyu&mode= …
小野先生のところでは@:http://onodekita.com/ 
http://twitter.com/ST0NES/status/630653381460144133 …
きのう3月2日、熊本で、max:0.21μSv/h 
https://pbs.twimg.com/media/Ccn09s_UEAA-kYl.jpg

junkoがリツイート 
福島原発事故の真実と放射能健康被害 @hukusimaken · 14時間14時間前 
■【新着記事】急増する難病患者と流産死産、脳卒中→矢ヶ崎克馬名誉教授が警告！

福島原発事故の影響が疑われる4つの変化矢ヶ崎教授が丁寧に解説※自然死産率による
放射能汚染の推定地図もあり★→http://www.sting-wl.com/yagasakikatsuma20.html … 
https://pbs.twimg.com/media/Ccnj9oLUYAAoMve.jpg

neko-aiiがリツイート 

http://this.kiji.is/78059301687690742#http://www.huffingtonpost.jp/akihiro-yoshikawa/nuclear-reconstruction_b_6184896.html
https://pbs.twimg.com/media/Ccn-6eRUcAEVnqr.jpg
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html
https://www.youtube.com/watch?v=CSQfjcxsJiQ&ebc=ANyPxKrB5C7PZAqtGeQy9hYfcx0S15bUTOBOsPoeH76ZcOYsNhB_vC2oul60ClUJdWP-I-jlh0waRdU4t3twfTPZEs_w4XImDQ
http://bousai.maechan.net/nuclear/
https://pbs.twimg.com/media/Ccn4dotUYAANr1E.jpg
http://new.atmc.jp/prefs.cgi?a=kyusyu&mode=
http://onodekita.com/
http://twitter.com/ST0NES/status/630653381460144133
https://pbs.twimg.com/media/Ccn09s_UEAA-kYl.jpg
http://www.sting-wl.com/yagasakikatsuma20.html
https://pbs.twimg.com/media/Ccnj9oLUYAAoMve.jpg


シロメロン @melodyyasu · 3月1日 
都内在住同僚の40代の奥様が突然死。心臓の持病無し。月曜日の朝亡くなっていたと
のこと。遂に身近でも。

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 3月1日 
とんとかいも(tomtokaimo)さんが田原総一朗をリツイートしました
作業員の「やる気」に、この国の存亡を託すつもりか？　何を考えているんだ。ジャ

ーナリストなら、作業員が日雇いであり、彼らが生きようが死のうが東電には下請け

企業の人事であり、それじゃ未曾有の事故収束のしようがない事を書くべきじゃない

のか 

neko-aiiがリツイート 
猪木俊一S.Inoki JPN @花少年 7@yFd4 · 2月12日 
●瀬戸内海はとっくに放射能に汚染されている。被災のない安全な国と大キャンペー

ンを続ける岡山県と知事、それに従属する地元の反原発グループ。玉野市の宇野港で

昨夏測定した数字がこれ、福島並みの線量だ。向いはアート文化村で人気のハゲた

直島。

https://pbs.twimg.com/media/CbAHM8yUkAASu0t.jpg

neko-aiiがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 1月16日 
放射能汚染水を定期的に大量放出〜

なぜ報道しないの？

東電：

地下水バイパス〜の排水〜

http://www.tepco.co.jp/cc/press/2016/1265902_7738.html …
漏えい等の異常がないことを確認？

排水量=1,804トン…
via @uketukeman
https://pbs.twimg.com/media/CYwg1KmVAAAAUD5.png

neko-aiiがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 2015年12月22日 
@irukatodouro @GoodBye_Nuclear @desler RT@remember919福島放射能汚染ルート
とタイミング、2011年3月15日に関東平野に大量の飛散があった。あの日あなたはどこ
にいましたか？ 
https://pbs.twimg.com/media/CT1jSOxUwAA78tD.jpg

neko-aiiがリツイート 
反原発・脱貧困・憲法改悪反対・差別やめれ @Dawning_1 · 2015年11月2日 
直接海へ流れ出してしまってるものも大量に毎日600トンぐらいはあると思います。そ
れが放射能の沼のような状態になってる敷地を通って海へ流れていってるわけです

から、もう元々どうしょうもない状態になっているのです。小出裕章先生

https://www.youtube.com/watch?v=ol50CA0WQEk&ebc=ANyPxKoxH9G99voOCBVv00RR-
YdMKRF50YUohg10m7azKVsZ6pl3b8REeExekr4ciJemnBZU_QhhUh8tEaxYPPHnFQkWmlQ6xg
ジンギスカン（1979）　歌詞付き 

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
"DWMK_fujita
モンサント社は

耐性を持ったスーパー雑草が増え

グリホサートが効かなくなってきたことに対し

2,4-Dを混ぜ始めた。
これはベトナム戦争で

使われた枯れ葉剤。

米国は2014年9月これを承認。

https://pbs.twimg.com/media/CbAHM8yUkAASu0t.jpg
http://www.tepco.co.jp/cc/press/2016/1265902_7738.html
https://pbs.twimg.com/media/CYwg1KmVAAAAUD5.png
https://pbs.twimg.com/media/CT1jSOxUwAA78tD.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ol50CA0WQEk&ebc=ANyPxKoxH9G99voOCBVv00RR-YdMKRF50YUohg10m7azKVsZ6pl3b8REeExekr4ciJemnBZU_QhhUh8tEaxYPPHnFQkWmlQ6xg


日本政府は2012年に
米国に先んじてすでに承認"

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
モンサント英食堂で不使用＝遺伝子組み換え作物

遺伝子組み換え作物を

開発・販売している

米生命科学大手モンサントの

英国本部カフェテリアで、

このほど、組み換え作物が

使用されないことになった。

1999/12/27共同通信

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
遺伝子組み換えが何であるか

高収穫、高利益を与えるという偽りの宣伝で農民を騙す形で導入されていく

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e20721994f21e507c4331216b6273712 …
「自分が作ったGMコーンを食べれば下痢になり病気になる。
カラバオ（水牛）に食べさせたら死んでしまう」

という証言は衝撃的だ。

neko-aiiがリツイート 
龍観 @nagavalok · 3月2日 
無農薬を謳っている農家でバイトしていた友達。小屋でラウンドアップ（枯葉剤）を

発見。農家さんに訊くとラウンドアップを使っているとのこと。それじゃ無農薬じゃ

ないですよねーっていう話になり、結果、その農家さんで働くことをやめたそうだ。

https://www.youtube.com/watch?v=O-rzL48_Y5Y
宇宙のファンタジー 　Fantasy - Earth, Wind & Fire 

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
3月3日は大間原発口頭弁論　in　函館地裁、午後2時30分開廷 
http://ooma.exblog.jp/22554395/ 
もうちょっと前に報せてや

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
トルコで「大統領侮辱罪」立件相次ぐ、1年半で約2000件
http://jp.reuters.com/article/insulting-idJPKCN0W50W3 …
日本で首相侮辱罪ができたら立件、数十万以上だろうな

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
ロシアで2日、「神などいない」とインターネット上に書き込んだ男性が、ロシア正教
信者の心情を害したとして起訴された。有罪判決が下れば最大で禁錮1年が言い渡され
る可能性

http://www.afpbb.com/articles/-/3079147?cx_part=txt_topstory …

Out Of Our Heads @N0NUKES · 12 時間12 時間前 
おい、電事連！変な広告まわしてくるなよ。@denjiren
Followers 8297？http://twitter.com/denjiren/followers …
なるほど。それが今この国の

ネット上での原子力推進派の頭数か。

そのうち、#電力族 が何百人？
https://pbs.twimg.com/media/CcoCIhSUcAAHn-N.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=god7hAPv8f0&ebc=ANyPxKrtQHcJuYTINBTjnh26_tvurb8kmGQnPcUEnwvuxkgxoyEidZaZoJF7h6gvV8HTM9-

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e20721994f21e507c4331216b6273712
https://www.youtube.com/watch?v=O-rzL48_Y5Y
http://ooma.exblog.jp/22554395/
http://jp.reuters.com/article/insulting-idJPKCN0W50W3
http://www.afpbb.com/articles/-/3079147?cx_part=txt_topstory
http://twitter.com/denjiren/followers
https://pbs.twimg.com/media/CcoCIhSUcAAHn-N.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=god7hAPv8f0&ebc=ANyPxKrtQHcJuYTINBTjnh26_tvurb8kmGQnPcUEnwvuxkgxoyEidZaZoJF7h6gvV8HTM9-iGCxB7_JFLGAFTGAlm3cJ1MZIDw


iGCxB7_JFLGAFTGAlm3cJ1MZIDw
Earth, Wind & Fire - Boogie Wonderland 

amaちゃんだ @tokaiamada · 2 時間2 時間前 
みなさんね、田舎暮らしは給料が安くて金がかかると勘違いしてる人が多いけど逆で

すよ

農村地帯なら一人毎月5万円あれば十分食べられます
遊行費がほぼゼロ　食堂もないから全食自炊　野菜は目の前の無人販売所で

市販の半額以下　米も百姓から直接安く買える

共同生活すれば驚くほど安上がり

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
【アベノミクス】この３年間で企業の内部留保６９兆円増加、従業員給与１．６兆円

減少。

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
【老人の貧困】最近５年間で貧困高齢者が１６０万人増加していることが判明！ 
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/13753健康法.jp/archives/13753

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
物価高騰のタイで急増する日本人“リタイヤ・プア”（週刊実話）
http://www.asyura2.com/16/hasan106/msg/236.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
【棄民にNO！】原発事故被害者が都心をデモ〜住宅無償提供打ち切り撤回求めるも、
復興庁（パンティ泥棒大臣）は拒否

http://ameblo.jp/rain37/entry-12134915127.html …

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
４割が「苦しい」 職場に取り立てが来る“奨学金地獄”の実態
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/176430 …

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 
マイナス金利導入の裏で…日本経済を壊した黒田日銀総裁が昨年秋に「億ション」を
購入していた！

http://lite-ra.com/2016/03/post-2029.html …

https://www.youtube.com/watch?
v=3GwjfUFyY6M&ebc=ANyPxKokSqBgpCyelPKOS66zjvWBTMbhT58kX0AUi4yx13AHYg125xNDkVe66tR8L4eWIVmAOy7CKyQibWm4XA4ORXurPLYbGQ
Kool & The Gang - Celebration 

amaちゃんだ @tokaiamada · 5時間5時間前 
ヘリに同乗した（とされる）社員

「（プール内）キラッと光って、肉眼だと水面に見える」

だから、４号機核燃プールに冷却水があったと判断した、としたら非常に問題だ！

　「肉眼だと水面に見える」＝撮影映像では「水面」に見えない！

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-affe.html#more …

https://www.youtube.com/watch?v=1IdEhvuNxV8
Donna Summer- Hot Stuff 

https://www.youtube.com/watch?v=H-kA3UtBj4M
Marvin Gaye - What’s Going On
 

http://???.jp/archives/13753
http://www.asyura2.com/16/hasan106/msg/236.html
http://ameblo.jp/rain37/entry-12134915127.html
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/176430
http://lite-ra.com/2016/03/post-2029.html
https://www.youtube.com/watch?v=3GwjfUFyY6M&ebc=ANyPxKokSqBgpCyelPKOS66zjvWBTMbhT58kX0AUi4yx13AHYg125xNDkVe66tR8L4eWIVmAOy7CKyQibWm4XA4ORXurPLYbGQ
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-affe.html#more
https://www.youtube.com/watch?v=1IdEhvuNxV8
https://www.youtube.com/watch?v=H-kA3UtBj4M


（３月６日）　このアカウントは凍結されています。

http://85358.diarynote.jp/201603060059587115/

【美唄でガソリン灯油販売した可能性】／チェルノブイリ発電所

管理棟前の空間線量0.51μSv/h／凍結済みアカウント・このアカ
ウントは凍結されています。

2016年3月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=skqLkWXJtnY
freedom 

レスキューナウ危機管理情報センターがリツイート 
レスナウクリップ @resnowclip · 3月4日 
HBC◆ガソリン混入灯油を販売か
http://news.hbc.co.jp/03042000.html 
美唄のガソリンスタンドで、ガソリンが混じった灯油を販売した可能性があることが

分かりました。そのまま使うと、ストーブが異常燃焼するおそれがあります。ガソリ

ンが混ざった灯油を販売し… #レスナウクリップ

https://www.youtube.com/watch?
v=IGmzfECQ25c&ebc=ANyPxKoqLQKtgERFyYSJLF0r4XvgN_HrdWY9fY9Pe0x5RE48RHbZqlCCsh0EpFP7OFbw_b7eYIwGWTd0YH0EUgDv355OwBzGyA
Saiyuki Gunlock - Shiro no jumon (Doa) [full] 

neko-aii @neko_aii · 3 時間3 時間前 
2013-02-14
死人が増えている＞検索エンジンで

「放射能」や「健康被害」を検索する人がうなぎ上り

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b1909371d8c0c42d47d8305a91d2825a …
最近は、眼の障害や歯痛に関する検索が増えてる

「失明　幼児」「自分のまわりで人が次々と死ぬ」

（ずくなしの冷や水ブログ）より

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
2011年3月14日
米海軍第７艦隊（神奈川県横須賀市）は

東北沖に派遣した艦船と航空機を福島第一原発の近海から一時退避

空母ロナルド・レーガンは

福島第一原発から北東約１８５キロの洋上から

他の艦船群とともに原発の風下から逃れた

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/839e1a13cb775652e5dd050d73f996d8 …

neko-aii @neko_aii · 4時間4時間前 
2011.10.14
柿沢 衆議院議員のチェルノブイリ視察
チェルノブイリ発電所管理棟前の空間線量0.51μSv/h 

neko-aii @neko_aii · 4時間4時間前 
原発事故後、２０１１年の米作り　”福島県の農家の苦悩”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/99f54190bc76f2a86189399892d5c604 …
ちゃんと検査してるのか→「ザルですよ」

混ぜてるんじゃないか→「そりゃ混ざってますよ」

とっくに流通してるんじゃないか→「あたりまえじゃないですか」

neko-aii @neko_aii · 4時間4時間前 
がれき焼却

http://85358.diarynote.jp/201603060059587115/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=skqLkWXJtnY
http://news.hbc.co.jp/03042000.html
https://www.youtube.com/watch?v=IGmzfECQ25c&ebc=ANyPxKoqLQKtgERFyYSJLF0r4XvgN_HrdWY9fY9Pe0x5RE48RHbZqlCCsh0EpFP7OFbw_b7eYIwGWTd0YH0EUgDv355OwBzGyA
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b1909371d8c0c42d47d8305a91d2825a
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/839e1a13cb775652e5dd050d73f996d8
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/99f54190bc76f2a86189399892d5c604


"akarikirakira
北九州市の環境局に電話質問

「なぜストッキングみたいなバグフィルターでなく

HEPAフイルターを使わないんですか」
「高いからですよ」

え？がれきの運搬費で２０億無駄にするのに

市民にはHEPAフィルターですら
もったいないらしい"

香取ヒロシ☆Hiroshi @EG_Hiroshi · 4時間4時間前 
『消えたトノサマガエル　生物の観測、都市化で休止相次』

http://digital.asahi.com/articles/ASJ323J2LJ32UTIL00M.html?
_requesturl=articles%2FASJ323J2LJ32UTIL00M.html&rm=516 …
銚子地方で『２０１１年以降は見られない』。

フクイチ放射能のせい、って可能性にはやっぱり全く触れないね。

生物観測の休止なんて重大すぎるぞ。放射能の影響を記録に見せないためか。

masu @kmsk29 · 7時間7時間前 
福一原発爆発事故、東京電力が撤退も考えていたのだから、「自衛隊が原発に一番最

初に行った」との上杉さんの話は十分理解できる #リテラシー #tokyomx

junko @junko_in_sappro · 17時間17時間前 
福一の死亡者は３名ではなく４３００人が真実 新井
http://www.asyura2.com/12/genpatu20/msg/137.html …
アマさんのtwから、読んだらすごい内容
2012年1月10日の記載
加えて

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

junko @junko_in_sappro · 17時間17時間前 
メチャ増えてるね〜急性白血病 厚生労働省の医療データー
http://ameblo.jp/64152966/entry-12135413441.html … 

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
慶応大学　藤田祐幸博士「チェルノブイリ事故で、当時、赤ちゃん（胎児も含）と子

どもたちが、とんでもないことになっている事実。奇形で続々と生まれてくる赤ち

ゃん、成長過程で白血病になる子どもたち、鼻血のとまらない子ども、貧血ですぐに

疲れて横になってしまう子どもたち。」

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
原発事故後に降った黄色い粉は「劣化ウラン」

http://togetter.com/li/690619

cmk2wl @cmk2wl · 24時間24時間前 
避難移住で家を選ぶときには、その室内にあるプラスティック製品（エアコン、スイ

ッチパネル、便座等）の黄変の確認を。

経年劣化もあるけれど、黄変がひどい場合には排気ガス等の窒素酸化物の可能性も。

cmk2wlがリツイート 
makotokasai @makotokasai · 3月4日 
大丈夫、大丈夫、大気核実験の時と同じだって、と嘘をついて母子をつくばに引き戻

した奴もいた。

つくば市では市主催の専門家による説明会が行なわれ、大丈夫大丈夫、つくば市は

かすっただけとされた。

あの時、ほんとあちこちで「かすっただけ」という言葉が聞こえてきて不気味だった

。

AKIRA 2024がリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2月26日 

http://digital.asahi.com/articles/ASJ323J2LJ32UTIL00M.html?_requesturl=articles%2FASJ323J2LJ32UTIL00M.html&rm=516
http://www.asyura2.com/12/genpatu20/msg/137.html
http://ameblo.jp/64152966/entry-12135413441.html
http://togetter.com/li/690619


名無し：02/27 01:56
関東どころか全国的に増加しますよ。小児だけでなく、成人も。…
https://twitter.com/Masao_Sakuraba/status/701771528786980864?lang=ja … 

neko-aiiがリツイート 
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2015年5月19日 
原発事故直後の2011年4月末までは、都内の水道水からは、セシウムが数十ベクレルぐ
らい出てたからね。飲んでた人もいる。アホだと思うけどね。画像は、当時のデータ

、酷い時のは削除されてる。左がヨウ素131、中がセシウム134、右が137

https://www.youtube.com/watch?v=KRo-zanrLfE
Moon (Sanzo, Goku and Gojyo sings) 

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【秋田新幹線 運転を再開】
秋田新幹線は信号装置の故障で、秋田駅と岩手県の雫石駅の間の上下線で運転を見合

わせていましたが、午前9時52分に運転を再開しました。
http://nerv.link/1vXUqx

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【停電情報 2016年3月5日 9:08】
東京電力停電情報によりますと、神奈川県 横浜市南区の約1,100軒で停電が発生してい
るということです。

http://nerv.link/DL0ND7

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 16時間16時間前 
名無し：2016/03/04(金) 19:51 ID:XXXXXXXX
急病感知、自動で路肩に停車…トヨタが実用化へ
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20160302-OYT1T50005.html?from=ytop_main4 …
（運転中の）急病人対応の必要性をトヨタが認めました。

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【湘南モノレール線 運転再開 2016年3月5日 7:27】
富士見町駅で発生した工事車両事故の影響で、運転を見合わせていましたが、07:13頃
、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

https://www.youtube.com/watch?
v=zWJWXnvdSXg&ebc=ANyPxKoqLQKtgERFyYSJLF0r4XvgN_HrdWY9fY9Pe0x5RE48RHbZqlCCsh0EpFP7OFbw_b7eYIwGWTd0YH0EUgDv355OwBzGyA
saiyuki - fukisusabu kaze no naka de (WAG) 

junkoがリツイート 
ロナルドgo @suncross11 · 3時間3時間前 
@junko_in_sappro NHKは中国で反政府的な発言をした微博のアカウントが閉鎖された
こと大げさを奉じているが、実際は日本も何ら変わらない。ツイッターの日本支社も

安倍独裁政権支持か。

junkoがリツイート 
くりえいと @kurieight · 7時間7時間前 
言 論 弾 圧 .... @junko_in_sappro 
https://pbs.twimg.com/media/CcxdyG-UMAAwo_g.jpg

AKIRA 2024がリツイート 
非一般ニュースはアカウント凍結 @kininaru2014111 · 12時間12時間前 
「介護破産」年金保険料はどんどん引き上げられる一方、受給額は減り続け、しまい

には介護保険料を納めてもサービスを受けられない。一体何のための社会保障制度な

のか 。増税しながら社会保障費をバンバン削るなんて、まさ に詐欺師同然の手口だ

https://twitter.com/Masao_Sakuraba/status/701771528786980864?lang=ja
https://www.youtube.com/watch?v=KRo-zanrLfE
http://nerv.link/1vXUqx
http://nerv.link/DL0ND7
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20160302-OYT1T50005.html?from=ytop_main4
https://www.youtube.com/watch?v=zWJWXnvdSXg&ebc=ANyPxKoqLQKtgERFyYSJLF0r4XvgN_HrdWY9fY9Pe0x5RE48RHbZqlCCsh0EpFP7OFbw_b7eYIwGWTd0YH0EUgDv355OwBzGyA
https://pbs.twimg.com/media/CcxdyG-UMAAwo_g.jpg
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/176608/1


。http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/176608/1 …

https://www.youtube.com/watch?v=zWysnRX9ttA
Saiyuki:game

junkoがリツイート 
高山清洲・世界平和・人類皆兄弟 @susanou666 · 8 時間8 時間前 
権力が事実を無視し、完全におかしな方向に向かいだす時にそれを糺す力を、日本列

島にいきる人間に引き起こさせようと動きます。

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

https://www.youtube.com/watch?v=Bz-NJ4rkxJQ
TIGER&BUNNY OP1 

https://www.youtube.com/watch?v=a57u3fNmEwE
TIGER & BUNNY - The Beginning - Opening 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1egA3OCCzE
I’ll be here
 

https://www.youtube.com/watch?v=zWysnRX9ttA
https://www.youtube.com/watch?v=43rXPBYwHv8
https://www.youtube.com/watch?v=Bz-NJ4rkxJQ
https://www.youtube.com/watch?v=a57u3fNmEwE
https://www.youtube.com/watch?v=Z1egA3OCCzE


（３月６日）　「いざとなったら放射能喰らってでも生きてやる。」

http://85358.diarynote.jp/201603062355596998/

甲状腺ガン 原因は食物から内部被曝／骨髄の細
胞がほとんどなく血球細胞が少ない。セシウム

が多いほど白血球を作る細胞が少ない／気をつ

けてくださいね。

2016年3月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
https://www.youtube.com/watch?v=29NR161Bmd4&ebc=ANyPxKp-
84tXWAhpvhU3pnkfUpjhj4LK99NZgzI5r14wBYeK04wQgeu50WMR1XWBjflD9Jc1G4-
NalaVFGyWGswUzro3erVHrw
Kalafina　『to the beginning』

neko-aiiがリツイート 
kazusan @kazusan41932975 · 2時間2時間前 
ニホンザル。野生の霊長類が被ばくしたのは世界で初めてのこと。汚染された食べ物

で内部被ばくしている。駆除されたサルの太ももの筋肉からは１３０００ベクレル

検出。骨髄の細胞がほとんどなく血球細胞が少ない。セシウムが多いほど白血球を作

る細胞が少ない。白血病の前の状態。〜ＮＨＫ被ばくの森

https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
Beyond The Time 

cmk2wl @cmk2wl · 14 分14 分前 
2016年03月06日　石巻(イシノマキ)
湿度100パーセントが連続し始めました。 

kyoko @manmaru358 · 24 分24 分前 
Nスペ「被曝の森」、野生動物増えすぎちゃってこれから帰還する住民大変という内容

http://85358.diarynote.jp/201603062355596998/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=29NR161Bmd4&ebc=ANyPxKp-84tXWAhpvhU3pnkfUpjhj4LK99NZgzI5r14wBYeK04wQgeu50WMR1XWBjflD9Jc1G4-NalaVFGyWGswUzro3erVHrw
https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE


。（棒）

見なくて正解ですが、５年という区切りでフクイチ原発事故の放射能汚染をより過小

に見せようとする最大限の努力を、今マスコミが仕掛けていることがビシバシ伝わっ

てくる内容でした。

特務機関NERV @UN_NERV · 48 分48 分前 
【停電情報 2016年3月6日 21:54】
東京電力停電情報によりますと、静岡県 沼津市の約2,100軒で停電が発生しているとい
うことです。

http://nerv.link/mAqcTZ

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【両毛線 運転再開 2016年3月6日 20:53】
岩舟〜大平下駅間で発生した踏切事故の影響で、佐野〜栃木駅間の運転を見合わせて

いましたが、20:43頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2014-06-11
(福島)甲状腺がんがリンパ節に転移し
半分または全部のリンパ節を摘出した子供達が複数います

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/56181e38d29daa60b1d04261b000fdb3 …
茨城県は危険エリア

申訳ありませんが、私は一生、茨城県に立入らない 
https://pbs.twimg.com/media/Cc3VWaYUAAAErEr.jpg

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
【汚染がれき】燃やすと、細かく体に取り込まれやすくなり、

原子炉爆発時の粉塵より危険な状態で拡散されます

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e4911e14c506a48c98b3d9083c170861 …
再拡散専用原子炉を日本中に民間、公営で増設したのと同じ

北九州市の焼却の結果みると

広島手前まで熊本あたりまで線量が上昇

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
福島第１原発、事故から５年＝がれき散乱し惨状残る４号機１階撮影

http://www.jiji.com/jc/movie?p=mov629-movie03 …
3号機の破壊は予想より大きい。

http://nerv.link/mAqcTZ
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/56181e38d29daa60b1d04261b000fdb3
https://pbs.twimg.com/media/Cc3VWaYUAAAErEr.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e4911e14c506a48c98b3d9083c170861
http://www.jiji.com/jc/movie?p=mov629-movie03


安全を装うために作業員を捨て石にしている。全面マスクをとれば死んでしまう。

https://pbs.twimg.com/media/Cc29DLKUEAA0Qgl.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【停電情報 2016年3月6日 18:38】
茨城県、千葉県で停電が発生しています。

停電軒数：約2,000軒
http://nerv.link/2XkiCv

AKIRA 2024がリツイート 
オラ♪ @tomotomorarara · 4時間4時間前 
オラ♪さんがWert Yuioをリツイートしました
以前、この保管場所を外から見学した時、ビニールハウスにRadiを近づけたら1.6μsv/h
を軽く越えた。体がビリビリ痺れて、とてもこれ以上居られないと思った。この人達

、この格好でよく入れたなぁ。何も感じないとしたら怖いよ。 
https://twitter.com/SirBears/status/706307093096103937

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
海外写真家が撮影した福島原子力発電所の最新写真。

現在もここで働いている人々のポートレート 
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212813.html … @karapaiaさんから

原発・放射性物質情報 @radioactive_inf · 5 時間5 時間前 
泊原発の再稼働審査 ／北海道 http://mainichi.jp/articles/20160306/ddl/k01/040/205000c
…

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【東急田園都市線 運転再開 2016年3月6日 16:33】
用賀駅で発生した人身事故の影響で、渋谷〜溝の口駅間の運転を見合わせていまし

たが、16:30現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れや運転変更が出ています
。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【東急大井町線 運転再開 2016年3月6日 16:29】
東急田園都市線内で発生した人身事故の影響で、二子玉川〜溝の口駅間の運転を見合

わせていましたが、16:25現在、運転を再開しています。なお、一部列車に遅れが出て
います。

https://pbs.twimg.com/media/Cc29DLKUEAA0Qgl.jpg
http://nerv.link/2XkiCv
https://twitter.com/SirBears/status/706307093096103937
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212813.html
http://mainichi.jp/articles/20160306/ddl/k01/040/205000c


cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
たった今、福島県の陸上にも濃霧注意報が発令されました。

2016-03-06 15:18の発令地域。 
https://pbs.twimg.com/media/Cc2DWfiUsAA5IB0.jpg

neko-aiiがリツイート 
ロビン @oldblue2012 · 8 時間8 時間前 
除染で出た放射性廃棄物の枯れ枝・枯れ草が5時間も燃え続けた火事！福島県浪江町加
倉の除染廃棄物仮置き場http://goo.gl/Uc7FdK ブログ更新。放射性PMの煙が流れる周辺
に幼稚園と小学校。燃えたあとの灰はどうなる？ 
https://pbs.twimg.com/media/Cc2CgcMUAAApZgZ.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
除染廃棄物の仮置き場で火事　5時間枯草など燃える
テレビ朝日系 3月5日(土)
福島県浪江町にある除染で出た廃棄物の仮置き場で火事があり、約5時間にわたって枯
れ枝や枯れ草が燃えました。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20160305-00000034-ann-soci …
この煙も西日本に来ます。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 9時間9時間前 
インフルエンザ流行状況マップ（定点当たり報告数・2/22〜2/28）
黄：警報解除レベル

橙：警報継続レベル

赤：警報発表レベル

全国の定点当たり報告数：36.1
https://pbs.twimg.com/media/Cc1oZP8UMAARMBU.jpg
記事は↓

http://www.rescuenow.net/?p=3344 

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
3月6日14:06　福島第一ライブカメラ（４号機側）の様子です。
３月６日０４時２２分の気象庁の観測では福島県に濃霧警報等は出てません（更新が

遅い）　http://www.jma.go.jp/jp/warn/313.html …
海上濃霧警報あり。 
https://pbs.twimg.com/media/Cc1y8JyUUAIHCK3.jpg

https://pbs.twimg.com/media/Cc2DWfiUsAA5IB0.jpg
http://goo.gl/Uc7FdK
https://pbs.twimg.com/media/Cc2CgcMUAAApZgZ.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20160305-00000034-ann-soci
https://pbs.twimg.com/media/Cc1oZP8UMAARMBU.jpg
http://www.rescuenow.net/?p=3344
http://www.jma.go.jp/jp/warn/313.html
https://pbs.twimg.com/media/Cc1y8JyUUAIHCK3.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【南武線[川崎〜立川] 運転再開 2016年3月6日 13:10】
武蔵新城駅で線路内点検を行った影響で、運転を見合わせていましたが、12:56頃、運
転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

HOSOKAWA Komei @ngalyak · 11時間11時間前 
【高木基金公開プレゼン66】斉籐さん
泊原発の審査会合のウォッチから見えてきたこと：

泊原発に特有の課題が３つある。公開会合とは別に非公開会合が非常に多く開かれて

いる。

課題①　海成段丘の傾きからみて、敷地地下に活断層がある可能性。課題②　積丹半

島西の海底断層、陸域活断層との連動

打倒！不正選挙！八百長政権安倍！戦争法！ @jewjewsenjer · 13時間13時間前 
#リチャード・コシミズ
●空母ロナルド・レーガンの被爆者が311 #人工地震 の真実の生き証人
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201405/article_161.html …
三陸沖で被ばくした空母水兵達。千人規模で重症被爆者発生。癌死者も。ではなぜ、

福一近辺の日本人には、万人規模の被ばく死者が出ていないのか？

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 14 時間14 時間前 
名無し：03/06 09:47
都内のどこかの小児病棟で、10名程度の白血病患者のほとんどが常磐線沿線在住。他
の本線では、1名程度という偏りがあった。東海村からの放出というのであれば説明が
つく。なお、東北線沿線の患者1名は、水戸線沿線だったと聞く

junkoがリツイート 
OMP(さらば暴政) @ompfarm · 14時間14時間前 
「(子供達は)頑張って(除染された外で)遊んでいます」、楢葉町に帰還された家族の
言葉。外で遊ぶことに、「頑張らねばならない」帰還って…。サンモニ。

junko @junko_in_sappro · 14時間14時間前 
フランス最古の原発、ドイツが閉鎖を要求

2年前に水漏れからコントロール不能に。 しかし、仏当局は拒否
http://rief-jp.org/ct13/59092 

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201405/article_161.html
http://rief-jp.org/ct13/59092


cmk2wlがリツイート 
Ｍペッコ @pecko178 · 14時間14時間前 
あの日都心に降り注いだ黄色い粉の正体

@cmk2wl さんより 
https://pbs.twimg.com/media/Cc0vKzwUsAATyIj.jpg

junko @junko_in_sappro · 14時間14時間前 
世界最凶の発がん性物質＝二酸化チタンが何故、日本の多くの食べ物に！？

http://ameblo.jp/64152966/entry-11388219338.html … 
https://pbs.twimg.com/media/Cc0zi99UsAEIc5u.jpg

AKIRA 2024がリツイート 
ちくとう【#脱原発と保守。独立】 @BokusetuHaoi · 15 時間15 時間前 
増えてる RT @Vc0_0c: @charleycharley7 電車急病人、まじで増えてきていますね。
グラフにした方がいて、それをみて実感しました。マスコミが取り上げないのが不思

議なくらいです。 
https://pbs.twimg.com/media/CVbSfZ9VAAE9W-u.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 15時間15時間前 
名無し：2016/03/05(土) 22:46 ID:XXXXXXXX
米の原発の一時停止、鳥の「フン」原因か 電線に痕跡
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160305-35078995-cnn-int …
#米ニューヨーク州北部のインディアンポイント原子力発電所

https://www.youtube.com/watch?v=si66KEeACrY&index=4&list=PLWbngMG8ulw-
3gD6vbFAIWm9wZejU0lF0
Kuroshitsuji END2 - Encerramento 2 (Karaoke, legendado) 

cmk2wlがリツイート 
乱調 @rantyo3141 · 3月5日 
春なのに、姿消す生き物たち。 
https://pbs.twimg.com/media/CcwSQBXUcAI-mit.jpg

cmk2wlがリツイート 
原子力ムラの住民一覧 @nyfiqirukuta · 3月4日 

https://pbs.twimg.com/media/Cc0vKzwUsAATyIj.jpg
http://ameblo.jp/64152966/entry-11388219338.html
https://pbs.twimg.com/media/Cc0zi99UsAEIc5u.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CVbSfZ9VAAE9W-u.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160305-35078995-cnn-int
https://www.youtube.com/watch?v=si66KEeACrY&index=4&list=PLWbngMG8ulw-3gD6vbFAIWm9wZejU0lF0
https://pbs.twimg.com/media/CcwSQBXUcAI-mit.jpg


RT @cmk2wl: この爆発の、見えている黒い物質のほとんどは劣化ウラン。 
https://pbs.twimg.com/media/BpmNcO4CYAADteV.jpg

cmk2wlがリツイート 
cyborg001 @cyborg0012 · 3月1日 
3年前に山下俊一が福島から消え、
1年前に鈴木眞一が辞任し雲隠れ
甲状腺評価部会は長期の凍結状態、今後の予定はなし

直近の健康検査発表では委員6人が欠席、
郡山在住の座長が「新幹線の時間がある」と途中退席 
スティーブ・マックイーンも真っ青な「大脱走」が始まっています

neko-aiiがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 2015年6月17日 
原発推進をして来た者達は全て裁かれることになる。戦争でも起きない限り。

安倍政権が遮二無二戦争へと突き進む訳は、放射能による日本人大量死を戦争と云う

国家非常事態によって隠蔽しようとしているからだ。

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

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2014年3月5日 
気をつけてくださいね

「動画開始24分頃（フクシマとチェルノブイリの今：
　https://www.youtube.com/watch?v=t_dGNxWfKLA …）チェルノブイリ原発から１５
０キロ離れたゴメリ。５年後から子供の甲状腺ガンが増えた。原因は食べ物からの内

部被曝

https://www.youtube.com/watch?v=EV4ZuLOZH9o&index=9&list=PLWbngMG8ulw-
3gD6vbFAIWm9wZejU0lF0
黒執事 Black Butler Book Of Circus ED 「Aoki Tsuki Michite」 

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
pinkuaroe 2012年09月
北九州市 瓦礫焼却と同時に
「ツイッター監視」スタート 予算1200万円
pavlova9655

https://pbs.twimg.com/media/BpmNcO4CYAADteV.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CHsjgRwUMAACXvn.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=t_dGNxWfKLA
https://www.youtube.com/watch?v=EV4ZuLOZH9o&index=9&list=PLWbngMG8ulw-3gD6vbFAIWm9wZejU0lF0


北九州市は

放射能汚染に不安訴える市民の疑問には

ほとんど答えず、瓦礫焼却を強行

それなのにネット監査によって

徹底的に市民を抑え込もうと

knznymmmy @knznymmmy · 3時間3時間前 
あの太平洋戦争ですら

3年8ヶ月ほどで終戦したからな？
41年12月の真珠湾から45年8月の原爆までで終わりだ
一方フクイチはほぼ丸5年経って
この先エンディングが

まったく見えねえぞ？

どうするよ

いつまで経ってもズルズルグダグダのままだ

https://www.youtube.com/watch?v=ks8WPvlQpbg
Kalafina　『Magia』 

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
「一粒たりとも吸い込んでたまるか。」

という気持ちと。

「いざとなったら放射能喰らってでも生きてやる。」

という、両方の気持ちが必要ね。

https://www.youtube.com/watch?v=-1fUSm6R-jo
Becca - I’m ALIVE! (黒執事) (最高画質PV) (HD) 

junkoがリツイート 
村山 英治　原発即時停止に一票 @hpappy · 3月5日 
東海アマさんのアカウントが凍結されています。

アマさんの言葉はとても重要だと思います。

ブログはここです

http://blogs.yahoo.co.jp/tokaiama 

https://www.youtube.com/watch?v=ks8WPvlQpbg
https://www.youtube.com/watch?v=-1fUSm6R-jo
http://blogs.yahoo.co.jp/tokaiama
http://blog.livedoor.jp/hirukawamura/


旧　http://blog.livedoor.jp/hirukawamura/

https://www.youtube.com/watch?v=wYtZSzuOGOI
Kalafina　『oblivious』 

https://www.youtube.com/watch?v=0JRUCoJY89w
Kalafina 『ring your bell』TV ver.

https://www.youtube.com/watch?v=wYtZSzuOGOI
https://www.youtube.com/watch?v=0JRUCoJY89w


（３月７日）　泥から這い上がった意地を見せてやろうじゃん!

http://85358.diarynote.jp/201603080113577532/

何と言っても先制核攻撃／「原発どどーんで逃げて来たから、北

電の電気使いたくなかった」／泥から這い上がった意地を見せて

やろうじゃん。

2016年3月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

ももも　つうはん殺処分毛皮原発反対 @hikarinezumi28 · 7時間7時間前 
泊原発動かしたくて仕方ない北電から北ガスに電力を変更した。メーター交換に来た

北電人に「原発どどーんで逃げて来たから原発動かしたがっている北電の電気使いた

くなかったから」と言った

https://www.youtube.com/watch?v=36NolVPEvTA
BEGIN／オジー自慢のオリオンビール 

neko-aii @neko_aii · 4 分4 分前 
足立区における放射線対策について(足立区HP)より

http://85358.diarynote.jp/201603080113577532/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160308/85358_201603080113577532_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160308/85358_201603080113577532_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160308/85358_201603080113577532_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=36NolVPEvTA


http://www.city.adachi.tokyo.jp/hodo/juyo/h-taisaku.html …
佐野地域学習センター　駐輪場雨どい下

地上5cm：0.98μSv/h、50cm：0.31μSv/h
東和地域学習センター　駐輪場雨どい下

地上5cm：0.58μSv/h

cmk2wl @cmk2wl · 9分9分前 
水蒸気とともに、イオン化した放射性物質が水和物となって、人が生活している街に

来る。

除湿を。

あらゆる手段を使って除湿してください。

cmk2wl @cmk2wl · 13分13分前 
濃霧注意報　最終発表時刻 07 22:50
海上濃霧警報　07日 23時35分 
https://pbs.twimg.com/media/Cc8-NpFVAAALtPt.jpg

CHAKU @Chaku12Sh · 16 分16 分前 
ふと思ったけど、俺って毎日普段凄いとこ走ってんだなww
#北海道#泊#原発

cmk2wl @cmk2wl · 18分18分前 
7日23時30分　福島第一ライブカメラ
まずいことになってます。

各地で湿度上昇。100パーセント連続地点も。 
https://pbs.twimg.com/media/Cc89LUXUkAM6_fX.jpg

cmk2wlがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 · 2 時間2 時間前 
@cmk2wl 2016/3/7 22時現在、千葉北西部、外の様子。
https://pbs.twimg.com/media/Cc8q7p4UkAE6ZEe.jpg

cmk2wlがリツイート 
hiro_osaka2004 with幻 @hiro_osaka2004 · 2時間2時間前 
@cmk2wl 2016/3/7 東京も湿度100%、千葉北西部、恐怖の濃霧継続中！

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 4時間4時間前 

http://www.city.adachi.tokyo.jp/hodo/juyo/h-taisaku.html
https://pbs.twimg.com/media/Cc8-NpFVAAALtPt.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cc89LUXUkAM6_fX.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cc8q7p4UkAE6ZEe.jpg


フクイチ真白

2016.3.7
19:17 
https://pbs.twimg.com/media/Cc8CTN3VAAAquR6.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8 時間8 時間前 
名無し：03/07 10:16
https://www.rt.com/usa/334749-oconee-nuclear-transformer-fire/ …
米オコニー原発が停止 変圧器の爆発火災で
#米サウスカロライナ州 
https://pbs.twimg.com/media/Cc7aDbaUMAAeaDQ.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
2016年3月2日 アイルランド 西海岸
今年最初の 2ヶ月でイルカ28頭が座礁。
https://pbs.twimg.com/media/Cc50lsAVIAA6T-U.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
画面全体から、陽炎のように立ち上る蒸気に見えます。

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html …
状態がよくない。 
https://pbs.twimg.com/media/Cc5ohGfUEAAGSwX.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
2016年03月07日　石巻(イシノマキ)
2016年03月07日　伊良湖(イラコ) 
https://pbs.twimg.com/media/Cc5n8qaUcAARa34.jpg

junko @junko_in_sappro · 16時間16時間前 
ツバメの放射能汚染像について

http://moribin.blog114.fc2.com/blog-entry-2041.html …
ゲルマニウム半導体で総Csが、４２６Bq/kg　だから
もっと高い値なのだろうけど

見事な内部被曝

https://pbs.twimg.com/media/Cc5o1aEVAAAEyD7.jpg

https://pbs.twimg.com/media/Cc8CTN3VAAAquR6.jpg
https://www.rt.com/usa/334749-oconee-nuclear-transformer-fire/
https://pbs.twimg.com/media/Cc7aDbaUMAAeaDQ.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cc50lsAVIAA6T-U.jpg
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html
https://pbs.twimg.com/media/Cc5ohGfUEAAGSwX.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cc5n8qaUcAARa34.jpg
http://moribin.blog114.fc2.com/blog-entry-2041.html
https://pbs.twimg.com/media/Cc5o1aEVAAAEyD7.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=_uNmfLh71TQ
SAKEROCK / SAYONARA 【Music Video】

neko-aii @neko_aii · 29分29分前 
【北九州がれき焼却】2012.9.20の記録
8時50分 毎時0.09μSv
真夜中に急上昇 毎時0.58μSv
"yoshiega　2012年9月20日
北九州市戸畑区の空間放射線量測定。

昨日、0時頃の写真です" 
https://pbs.twimg.com/media/Cc88S1fUEAEUoMn.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
甲状腺ガン

約６０カ国の研究者が参加するアメリカの「国際環境疫学会」が日本政府に対して『

福島原発事故と癌の関係について、ちゃんと解明してね」という書簡を送っていたこ

とが分かった

詳細：http://mainichi.jp/articles/20160307/ddm/041/040/076000c … 
https://pbs.twimg.com/media/Cc8cm8IVIAACWpR.jpg

akiko♪さんへの返信 
トラちゃん @scopio_maeda · 3時間3時間前 
@akiko4612 @samuraisoul19 @m_piyorin @seagreenjp2000 @yurusanjie
@SeraphimLucifer @magic_bus_who @mhj5139 その昔、泊原発に行った時、昆布
を取って帰って出汁に取った事が有ります

いわた・きよし（岩田清） @Kiyoshi_IWATA · 3 時間3 時間前 
東電が悪魔な所は、柏崎刈羽原発が「地震で壊れた」のにも拘らず、防潮堤・防潮壁

・防潮板を造って、福一原発の事故原因を「未曽有の津波・天災」との大嘘で国民を

騙し続けて居る所。 http://www.tepco.co.jp/kk-np/safety/tsunami/index-j.html … 

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
"rojiurajin 2014年9月23日
向原祥隆さん

（反原発・かごしまネット代表）の話

川内原発から、放射能や塩素を含んだ

大量の温排水が毎日海に流され、

https://www.youtube.com/watch?v=_uNmfLh71TQ
https://pbs.twimg.com/media/Cc88S1fUEAEUoMn.jpg
http://mainichi.jp/articles/20160307/ddm/041/040/076000c
https://pbs.twimg.com/media/Cc8cm8IVIAACWpR.jpg
http://www.tepco.co.jp/kk-np/safety/tsunami/index-j.html


周辺の海産物は全滅。

また、薩摩川内市の医療費は

全国平均の約10倍。
例え事故がなくても、原発は駄目"

neko-aiiがリツイート 
AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
原爆を作るには、ウラン濃縮技術・原子炉・再処理技術という3つが必要になる。
国連常任理事国であるアメリカ・ロシア・イギリス・フランス・中国の5カ国は、その
3つの技術を持っている。
この5ヶ国以外にこの3つの技術を持っている世界で唯一の国が日本だ。
原発は核兵器製造工場です。

Chick フラジャイルな逆襲 @chicksmbox · 17時間17時間前 
福一原発事故による放射能汚染地区に生息するサルの骨髄の造血細胞（左）。被曝影

響により、正常な状態に比べて小粒子状の造血細胞が激減している。白血病、再生不

良性貧血、骨髄異型性症候群などになる可能性が大きい状態と考えられる。

https://www.youtube.com/watch?v=OdoklQK9O4c
以心電信 ORANGERANGE 歌詞付き 

neko-aii @neko_aii · 23分23分前 
2015年8月02日
チェルノブイリ

医師たちは驚くべき結果を目にした。

汚染地域から来た少女たち

身長、体重、胸囲、腰囲、下 肢 周径を測定すると
全て平均値を下回ったが、肩幅は平均値を上回り

前 腕、肩、脚は非常に毛深かった。
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/031c0100d61b68608aac1f77db1f593e …

junko @junko_in_sappro · 16時間16時間前 
狂った世界は、核戦争の準備か？

http://jp.sputniknews.com/opinion/20160305/1731627.html …
ここ数日、世界のマスメディアが伝える主要ニュースの一つは

https://www.youtube.com/watch?v=OdoklQK9O4c
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/031c0100d61b68608aac1f77db1f593e
http://jp.sputniknews.com/opinion/20160305/1731627.html


何と言っても先制核攻撃の話題である

https://www.youtube.com/watch?v=q9upEmguyt4
猿の惑星　エンディング　MAD　刺激強いかも（汗） 

junko @junko_in_sappro · 5時間5時間前 
東海アマさんtw凍結をはじめ
高山会長のブログもupできなくなった
tw社もgooブログも、みんな絡んでの弾圧だろう
上等じゃないか

うちら、みんな

捨てるものがないんだから

泥から這い上がった意地を見せてやろうじゃん!

https://www.youtube.com/watch?v=FSsGY_mLjwI
中島みゆき「麦の唄」Music Video [公式] 

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 5 時間5 時間前 
イエスキリスト「カエサルのものは、カエサルに返しなさい」

『お金は日本銀行と金融システムを保有する人の支配ツールです。

あなたのモノではありません。』

ならば、

「日本銀行券は、日本銀行へ返しなさい」

ということか。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n139862

https://www.youtube.com/watch?v=knYowLDYlcI
D-51 / NO MORE CRY ごくせん主題歌 

https://www.youtube.com/watch?v=q9upEmguyt4
https://www.youtube.com/watch?v=FSsGY_mLjwI
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n139862
https://www.youtube.com/watch?v=knYowLDYlcI


（３月８日）　「日本で、安定した仕事を得られてない人」

http://85358.diarynote.jp/201603090112198773/

「操作していない制御棒が動き出すトラブル」／生後１週間で

震災、４歳で急性骨髄性白血病／東京バイオエリア【葛飾 江戸川
江東 足立 墨田】 至急、甲状腺検査を。

2016年3月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=ahjG18M8fh0
DJ OZMA - My Way 

cmk2wl @cmk2wl · 5 時間5 時間前 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました
福島第一ライブカメラ（４号機側）

揺れています。http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html …
覚えてますか？

先日、紫の光が 3号機近くから出ているという Twをしました。その後になって状態が
悪化していったのです。

https://twitter.com/cmk2wl/status/704642128043859968

junkoがリツイート 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 5時間5時間前 
JUMPILIKEYOUさんが斜陽の国のミミズク(写真勝手に使われw)をリツイートしました
柏崎刈羽原発５号機の制御棒が勝手に動いて警報！

https://www.youtube.com/watch?v=dYarMQvUHjE
ORANGE RANGE イケナイ太陽 

kaz @kazunoriminato1 · 1時間1時間前 
東京摩天楼の正体

東電も認めた！フクイチの地下から危険な中性子放射性・猛毒トリチウム殺人水蒸気

！東京に日本各地に…
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/8baab69307df93f772d383c2f95a6610 … 

junkoがリツイート 
黒猫 @akiko003700 · 5時間5時間前 
現時点の圏内最大地点は 0.05 0.039μSv/h 北海道泊村　茅沼 です。
泊かぁ・・・ 

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
濃霧注意報

最終発表時刻：2016-03-08 17:45
昨日からの濃霧は福島周辺から広がって、その外側から終息していきました。

まだ濃霧の地域はあります。 
https://pbs.twimg.com/media/CdA3QviUEAAMjZN.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
8日 福島第一ライブカメラ（１号機側と４号機側）
13時過ぎてもこの状態です。 
https://pbs.twimg.com/media/Cc_3rEIUEAEiYte.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
PM2.5
東京と神奈川は数値が高い。

東京の西部では、健康影響が出現する可能性が高くなると予想される濃度水準とし

http://85358.diarynote.jp/201603090112198773/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=ahjG18M8fh0
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/704642128043859968
https://www.youtube.com/watch?v=dYarMQvUHjE
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/8baab69307df93f772d383c2f95a6610
https://pbs.twimg.com/media/CdA3QviUEAAMjZN.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cc_3rEIUEAEiYte.jpg


ての、1日平均値（70μg）超え。 
https://pbs.twimg.com/media/Cc_wh3oUkAE_cza.jpg

AKIRA 2024がリツイート 
美容男子 @bidan88 · 13 時間13 時間前 
東京濃霧、急病人が大量に出てる。トリチウムの霧にはプルトニウム、ストロンチウ

ムが含まれてる。

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
2016年03月08日　伊良湖(イラコ)
湿度 100パーセントが連続した後に欠測。
他でも湿度 100パーセント連続の測候所、気象台が多数。 
https://pbs.twimg.com/media/Cc_eGB8UYAAiBN7.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
福島第一ライブカメラ（１号機側と４号機側）

8日 11時過ぎでも、状態は変わってません。
東京電力福島第一原子力発電所の事故は、まだまだ続いています。 
https://pbs.twimg.com/media/Cc_c3v4VAAEKG2y.jpg

AKIRA 2024がリツイート 
satomi☆☆☆ @satomi_i930 · 14時間14時間前 
霧のせいで視界不良

湿度 100% 
http://matome.naver.jp/m/odai/2145739176802235801 …
＊NAVER まとめ＊

AKIRA 2024がリツイート 
Old Nipper @oldnipper · 14時間14時間前 
何、「ヨウ素131」がでているって。５年も経つのに。どうなってるんだ。もう滅茶苦
茶だな。

AKIRA 2024がリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
福島第一ライブカメラ（１号機側と４号機側）

8日 11時過ぎでも、状態は変わってません。
東京電力福島第一原子力発電所の事故は、まだまだ続いています。 
https://pbs.twimg.com/media/Cc_c3v4VAAEKG2y.jpg

AKIRA 2024 @akira_pt4ever · 14時間14時間前 
放射性雲海。。

AKIRA 2024がリツイート 
羽仁 正樹 @masakisaha · 15時間15時間前 
東京に発生した雲海に写る東京スカイツリーの影。 
https://pbs.twimg.com/media/Cc_RUipUYAA3fOz.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=heXpmgakzEM
DJ OZMA - アゲアゲEVERY☆騎士 

neko-aii @neko_aii · 2 時間2 時間前 
"tohru_hirano 2012年9月
瓦礫にアスベスト混入

数日前からNHKのAMラジオで
「宮城県などの瓦礫には

　猛毒アスベストが含まれてる

　非常に危険なので

　瓦礫処理にはサージカルマスクをせよ」とか

今になって報道してる所をみると

https://pbs.twimg.com/media/Cc_wh3oUkAE_cza.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cc_eGB8UYAAiBN7.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cc_c3v4VAAEKG2y.jpg
http://matome.naver.jp/m/odai/2145739176802235801
https://pbs.twimg.com/media/Cc_c3v4VAAEKG2y.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cc_RUipUYAA3fOz.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=heXpmgakzEM


相当ヤバいんだろうな瓦礫"

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
(2011.5.11 飯山一郎氏)のブログより
鼻血．茶色い痰，下痢．指先に出来た小さな赤いホクロ．

すべて被曝症の症状だ。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2014年4月14日
日本からの新品輸出品が『放射能汚染』で陸揚げ拒否される日

”リサイクル〜検出されはじめた放射能”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/295775c88cff33f01ff51206075fb6bb …
フィルターの交換事業者（都内）

交換したフィルターの殆どが基準値超えで

廃棄を引き受けてもらえない状況

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2013/06/05
日本政府が測定してないβ線が、 福島では異常な強さに
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2f591e03b6d15689dc7f91548831c98 …
多くのモニタリングポストに「γ線だけを計測」

という但し書きが貼られてることも知られてない

南相馬市市役所付近

γ線：１１６cpm　β線：１１１４cpm

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
themidnightlibr 2014年10月8日
江戸川区在住 14歳 サッカー部 2014年6月白血病発病
keitousagicom 2014年10月4日
知人が、白血病を再発

去年の冬に発病し入院、

退院していましたが、再発だそうです。

江戸川区です

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
YUK_OPEN_GUIN 2014年11月16日
ひさびさにあった友人の姉さんが

2年前に急性白血病で亡くなってた。
足立区在住の40代。
rinko1009 2014年9月23日
旦那の同僚のお兄さんが

急性骨髄性白血病で入院した。

足立区にお住まい。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"T_w_i_misaaaaa 2016年1月28日
取引先の担当者の方が今年に入ってから、

全然見えないのでどうしたんだろう？

って思ってたら、

白血病で入院してるとか。

まだ40代半ばの働き盛りなのに。
お住まいは江戸川区。

会社は三郷市

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"tezukakaz 2016年2月7日
生後1週間で震災、
その後、亀戸や江戸川区で過ごした

うちの息子が4歳で急性骨髄性白血病、
同じく千葉北東部で過ごした

会社同僚の娘さんが急性リンパ性白血病"

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/295775c88cff33f01ff51206075fb6bb
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2f591e03b6d15689dc7f91548831c98


２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 6時間6時間前 
名無し：2016/03/08(火) 15:01 ID:XXXXXXXX
【福島】イノシシに線量計とＧＰＳ 被ばく調査、汚染マップと比較へ
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20160308-055931.php …
#人間もイノシシと同レベルに扱う壮大な実験場

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【森林公園にイノシシ 襲われた８人けが 浜松】
浜松市消防局によりますと、8日午後2時45分ごろ浜松市浜北区の静岡県立森林公園
で「イノシシに襲われた」と、公園にいた人から通報があり、8人がけがをして病院に
運ばれたということです。

http://nerv.link/89n79X

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
2016年3月8日　チリ　
鮭の養殖場で1300万が死亡。26000トン。「藻類ブルームの影響」と。
処分に困り、死んだ魚を魚粉にすることも検討されているとか…。
https://pbs.twimg.com/media/Cc__59fUkAAtm_W.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：2016/03/08(火) 11:49 ID:XXXXXXXX
心臓に異変で急死されたライター。

追悼・渡辺仁（64）さん http://s.socra.net/3qvgt 
#首都圏在住か

junkoがリツイート 
シェフ @sendagiwalker · 17時間17時間前 
歯牙破折で歯髄炎になって虫歯が無いのに歯が痛むこともありますが希に腰と左肩が

突然痛くなり同時に歯が痛んで変だと思ったら、心筋梗塞で倒れたという患者さんも

いました。心筋梗塞時に虫歯でも無い歯が痛むのは有名な危険信号です。

#心筋梗塞の予兆　#虫歯で無いのに歯が痛む

junko @junko_in_sappro · 18時間18時間前 
米原発、数度の爆発の後、火災

http://jp.sputniknews.com/incidents/20160307/1738245.html … 
米ショージア州オコニー郡のオコニー原発で数回の爆発があり

その後、変圧器から火の手があがった

ワシントンポスト紙が報じた

neko-aii @neko_aii · 3月7日 
"mantaro1986 2012年12月7日
悲しい知らせが。。

霞ヶ関の役所に勤める友人を持つ知人から

東京バイオエリアB（と、呼んでいるらしい）
葛飾区、江戸川区、江東区、足立区、墨田区 に
居住している小児は

至急、甲状腺検査を

実施した方が良いとの連絡"

junkoがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 3月4日 
心筋梗塞は放射能被害の初期症状！　３１１後に急増する突然死、心不全、心筋梗塞

、脳梗塞、くも膜下出血、原因不明の病気。被曝潜伏期間は約５年。ホームや道で寝

ている人、線路転落も被曝症状。http://youtu.be/0S15pZvEOFk

https://www.youtube.com/watch?
v=KFpMipVzLs0&ebc=ANyPxKpl0A_AKPeJsVPiZG5YyEgv_OPgsspkk1PtKsWkX0Sj63fkVknnAhtXZDzrFfrUn9heor1OpIos-
U39G8trb6lB39eMeA

http://www.minyu-net.com/news/news/FM20160308-055931.php
http://nerv.link/89n79X
https://pbs.twimg.com/media/Cc__59fUkAAtm_W.jpg
http://s.socra.net/3qvgt
http://jp.sputniknews.com/incidents/20160307/1738245.html
http://youtu.be/0S15pZvEOFk
https://www.youtube.com/watch?v=KFpMipVzLs0&ebc=ANyPxKpl0A_AKPeJsVPiZG5YyEgv_OPgsspkk1PtKsWkX0Sj63fkVknnAhtXZDzrFfrUn9heor1OpIos-U39G8trb6lB39eMeA


DJ OZMA - 純情〜スンジョン〜 

neko-aiiがリツイート 
消えない☆夜@dc100yo · 2月29日 
福島じゃないよ　栃木県那須塩原市 
那須野が原公園: http://youtu.be/w_xAPj94Fvg 
地元の方々が動きましょうよ

https://www.youtube.com/watch?
v=de_uiaKDr0o&ebc=ANyPxKpl0A_AKPeJsVPiZG5YyEgv_OPgsspkk1PtKsWkX0Sj63fkVknnAhtXZDzrFfrUn9heor1OpIos-
U39G8trb6lB39eMeA
DJ OZMA - 超！

junkoがリツイート 
Nob @Nob_hsj · 18時間18時間前 
3.11直後に東京から逃げたくせに、東京からと放送した犬HK
http://desktop2ch.net/livenhk/1300366763/ …

https://www.youtube.com/watch?v=nG5IM4_RUxM
DJ OZMA - Lie-Lie-Lie 

junko @junko_in_sappro · 17時間17時間前 
原発離婚も多数！ 
逃げる逃げないで夫婦関係が破綻、放射線量130倍でも自己責任で支援なし…
自主避難者たちの窮状 
http://lite-ra.com/2016/03/post-2044.html … 
原発離婚、子供を守るという母性に対して

自主避難者への救済は一切ない

窮乏状況でも生きてこそ。。。の状態

cmk2wlがリツイート 
Rieko Kepaso @kepaso777 · 3月6日 
沖縄移住、始めました。今日で5日目です^ ^全身がアレルギー皮膚炎の様に痒かった
のが、緩和されて来て、毎日出てた眼脂も無くなってきました。夫も休みを取り数日

沖縄に滞在して色々手伝ってくれました。忙しくも穏やかな数日でした。だから余計

に那覇空港でのお別れは辛かったです(T_T)

https://www.youtube.com/watch?v=XEAyeeLhC30
みちしるべ 

https://www.youtube.com/watch?
v=OdoklQK9O4c&ebc=ANyPxKoRHpOdxx6FqTUtL82PTTzxnRqnm3lSGHscelaxgxJm089lYrdgAN4xYB2ZuCnMwZduCjnZ3a2yG8eGJ8YpLVYVD2QJkA
以心電信 ORANGERANGE 歌詞付き 

1. junkoがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 3月6日 
官僚ファシズムを止めろ akoakoakochang 2015年9月29日 
皆んな勘違いしてるんです

海外に逃避すべきは富裕層なんかじゃ無い

「まだ、資産の無い人」

「日本で、安定した仕事を得られてない人」

「年金で損が確定した、若い人」こそ

http://youtu.be/w_xAPj94Fvg
https://www.youtube.com/watch?v=de_uiaKDr0o&ebc=ANyPxKpl0A_AKPeJsVPiZG5YyEgv_OPgsspkk1PtKsWkX0Sj63fkVknnAhtXZDzrFfrUn9heor1OpIos-U39G8trb6lB39eMeA
http://desktop2ch.net/livenhk/1300366763/
https://www.youtube.com/watch?v=nG5IM4_RUxM
http://lite-ra.com/2016/03/post-2044.html
https://www.youtube.com/watch?v=XEAyeeLhC30
https://www.youtube.com/watch?v=OdoklQK9O4c&ebc=ANyPxKoRHpOdxx6FqTUtL82PTTzxnRqnm3lSGHscelaxgxJm089lYrdgAN4xYB2ZuCnMwZduCjnZ3a2yG8eGJ8YpLVYVD2QJkA


https://www.youtube.com/watch?v=K79aT788Gpo
DJ OZMA - 疾風迅雷〜命BOM-BA-YE〜 

https://www.youtube.com/watch?v=41PMdtPCxGs&ebc=ANyPxKr0jO7DXLU79w-
WlaVGlRwLRjFPa9Zaj5EPidxzfqHQWH8lNlvUkt3ZUGxBfXBcneSdrVwYkVUJM6wyy5mpbcrzDEoO8Q
DJ OZMA - Together 

junko @junko_in_sappro · 18時間18時間前 
関東・東北の人が、８日の朝起きて直ぐにすべき事

〜異常濃霧の時には？？？

http://ameblo.jp/64152966/entry-12136846362.html …
トリチウム放射性水蒸気対策

自宅を密閉してエアコンをかけ除湿

https://www.youtube.com/watch?
v=m5QYF0XRUG4&ebc=ANyPxKro_9MgKGI8FWL717GKqa8NpNXxAqKEpbWr3qfn2s9sObKvlw5UoUpPqgmYDC72oXFonmN4Rx70wAORnFXG7So0tN2iLQ
DJ OZMA - 白い童話 

https://www.youtube.com/watch?v=3YnDHYCqelU
Kalafina　『symphonia』 

https://www.youtube.com/watch?v=K79aT788Gpo
https://www.youtube.com/watch?v=41PMdtPCxGs&ebc=ANyPxKr0jO7DXLU79w-WlaVGlRwLRjFPa9Zaj5EPidxzfqHQWH8lNlvUkt3ZUGxBfXBcneSdrVwYkVUJM6wyy5mpbcrzDEoO8Q
http://ameblo.jp/64152966/entry-12136846362.html
https://www.youtube.com/watch?v=m5QYF0XRUG4&ebc=ANyPxKro_9MgKGI8FWL717GKqa8NpNXxAqKEpbWr3qfn2s9sObKvlw5UoUpPqgmYDC72oXFonmN4Rx70wAORnFXG7So0tN2iLQ
https://www.youtube.com/watch?v=3YnDHYCqelU


（３月11日）　2011年3月15日、極端な情報操作が始まった。

http://85358.diarynote.jp/201603110136424226/

軍隊も即時撤退／『大規模な停電が起きるから早く帰れ』が屋内

退避の指示だったって後から聞きました／どうなってるの日本。

2016年3月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

　

アマちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
子ども達と妊娠可能女性が放射能汚染地にいてはならない！

被曝に閾値など存在しない

どんな微量を浴びても、相応の被害が必ず出る

年間1ミリシーベルトでも多すぎる
子ども達と妊娠可能女性は我々の未来そのものである

彼らを東日本の汚染地から逃がせ！

安全地帯に疎開させよ！

https://www.youtube.com/watch?v=wXYMGispJ7s
『安里屋ユンタ』　夏川りみ　（琉球伝統歌舞集団チーム琉神）

neko-aii @neko_aii · 49分49分前 
"doriosan1
2011/3/15
会社で『大規模な停電が起きるから早く帰れ』

って指示がありました。

その情報がどこからきたか知らないけど

それが屋内退避の指示だった

って後から聞きました。

私は自転車こいで遠方の駅に行き

子供達は普通に保育園で外遊びしてたあの日…"

makotokasai @makotokasai · 2時間2時間前 
だから思うんよ。

http://85358.diarynote.jp/201603110136424226/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603110136424226/
https://www.youtube.com/watch?v=wXYMGispJ7s


あの時、

念のために屋内退避しよう！

放射能がやってくるかもしれない。

買い出しやガソリンの調達はちょっとあきらめよう！

全員でよびかけるべきだったのだと僕は思う。

それこそが正しい道だったと僕は叫びたい。

AKIRA 2024がリツイート 
makotokasai @makotokasai · 3時間3時間前 
ね、妊娠中のお母さん、乳児や子供を抱えたお母さんや子供達を、最優先に西へ逃が

すべきだったのだ。

それをさせなかった奴らは、

全員殺人鬼だと僕は思う。

庭山由紀 @niwayamayuki · 3時間3時間前 
今週は311が近いので、岡山ではテレビで放射能避難した母子が特集組まれて毎日流れ
ている。放射能のせいで避難してきたとハッキリ放送されている。関東とかではこう

ゆうの放送されてるのかな？

アマちゃんだ @tokaiama · 11時間11時間前 
私は事故直後から、福島はアウシュビッツ収容所＝処刑場となった

被曝によって緩慢な処刑が行われる汚染地であって、子ども達と妊娠可能女性は必ず

移住し、逃げる必要があると繰り返し書いてきた

郡山・福島や南相馬に住んでる人の大半が20年後に死亡すると
生き残れる人など宝くじ当選より少ない

アマちゃんだ @tokaiama · 11時間11時間前 
私が激怒した河田昌東氏の講演会

大地を守る会の講演会は、ほとんどエートス賛成者ばかり

http://www.ustream.tv/recorded/32980163 …
放射能から防御する知恵を教えてくれるが、子ども達に福島から逃げろ、移住しろと

は絶対に言わない

これが反原発キノコの会の正体なのか？

アマちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
川内村に移住しませんか？　シングルマザー、ファーザー世帯 （福島民友) 
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/217.html …

http://www.ustream.tv/recorded/32980163
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/217.html


安倍晋三断固支持を標榜する日本会議加盟者は全員行く義務がある

junkoがリツイート 
asuka @asuka_250 · 3月9日 
asukaさんがカマたんをリツイートしました
この数値だと軍隊でも即時撤退なのですが、日本国民だけ人間ではないのでしょうか(?
_?;)
人が住める環境でないのですよ。どうなってるの日本国？

https://twitter.com/baby_mantis/status/706809460124069888

https://www.youtube.com/watch?v=LPvxjc3fzV4
The London Bulgarian Choir - Pilentce Pee 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15分15分前 
これから安倍政権は３０基近い原発を再稼働し、日本の電力のメイン発電にすると断

言してる。

「あれ？選挙で、そんなこと言ってたっけ？言ってる事が違うよね？」という事。こ

れに対して「おかしいよね」と言わないのは、もしも「原発事故が起っても文句言

うな」と言う事になるので、よろしくねと。

neko-aii @neko_aii · 39分39分前 
九州の国立大学理学部に

在職する教授

「われわれは東京大学の

　学術サイトに頻繁にアクセスして

　研究を進めてますが

　2011年3月末から原子力関連だけでなく
　地学や気象学など、いくつもの分野で

　パスワードを持っていても

　アクセスできなくなった」

（週プレNEWS）

neko-aii @neko_aii · 41分41分前 
2011年3月15日の福島県内での
放射性物質飛散量が

https://twitter.com/baby_mantis/status/706809460124069888
https://www.youtube.com/watch?v=LPvxjc3fzV4


最高で基準値の1千万倍に達し、
都内でも16日夕刻にかけて
基準値の100万倍を記録。
ほとんどの日本国民は

知らないが

この時点で

日本政府と報道機関が足並みを

そろえた極端な情報操作が始まった

（週プレNEWS）

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
はっきり言いたいのが、

「少子高齢化」とか「保育園落ちたの私だ」とか「安保法」よりも、日本には、もっ

と大変な事がある。

どうするの？福島原発って事ですよね。どうすんですかね？「溶け落ちた核燃料」人

類史上初の最難関な事態で、放射能汚染が、これから１００年以上もの、先まで続く

日本。

謎の絵描き 元さん Gen-san @GenSan_Art · 3時間3時間前 
#泊原発 が全基停止して３年１０ヶ月が過ぎたが、真冬の間も北電の電気供給は安定し
ていた。「泊原発が停止すると道民は即死」と言う原発推進派は、冬季加算を減額し

て北海道民を凍死の危機にさらす安倍自民党の悪行には平気なのか？

http://ameblo.jp/gen-san-art/entry-11876714663.html … #脱原発

アマちゃんだ @tokaiama · 3 時間3 時間前 
日本は資源が乏しいから原発が必要という安倍晋三の十八番、デタラメ、真っ赤な

ウソ！

http://jp.reuters.com/article/abe-japan-disaster-idJPKCN0WC131 …
五年後には、太陽光発電量は原発70基分に相当し、補完的に火力水力を用いれば電気
が有り余って売るほど

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11144255796 …

アマちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
≪誰も見れない≫テレ朝が３．１１の自己検証番組「その時、『テレビ』は逃げた」

を制作するも、放送時間が月曜深夜２時２１分。

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/231.html …

http://ameblo.jp/gen-san-art/entry-11876714663.html
http://jp.reuters.com/article/abe-japan-disaster-idJPKCN0WC131
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11144255796
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/231.html


２ちゃん原発情報がリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro · 16時間16時間前 
戸谷真理子さんが２ちゃん原発情報をリツイートしました

講師に、自民党から出馬する乙武氏がいますね。　ふたば未来学園高校

https://www.youtube.com/watch?v=bi1Tnhj5h0s&ebc=ANyPxKpZP6n-
j1Brr5mDK0E6RWIhe1DuSSD1FqTaHJpltJBX2-
hNrll42pxfEJhzHLUBDCE4Xk68ApfON8HQ7sg0VFFeYGpOHw
Kenji Kawai - Floating Museum
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月11日8:00

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
今の段階で「被曝安全地帯」と言える地域は、少なくとも年間被曝量が1ミリシーベルトより大幅
に少ない地域、可能なら0.5mSb/yの地域
被曝の危険は、内部被曝が外部被曝の100倍以上と考えるべき
食品が汚染されていない地域だ

岡山県・岐阜県・北海道など少ないが探せば見つかる

岡山は無理だよ★（－－；）

岐阜も、場所による…★

https://www.youtube.com/watch?v=bi1Tnhj5h0s&ebc=ANyPxKpZP6n-j1Brr5mDK0E6RWIhe1DuSSD1FqTaHJpltJBX2-hNrll42pxfEJhzHLUBDCE4Xk68ApfON8HQ7sg0VFFeYGpOHw
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月11日）　いつも、闇に葬られる歴史があるから。

http://85358.diarynote.jp/201603111009466442/

【炉心溶融】予測できてた 3/11 無駄に被曝させられた
／【1997年 東海再処理工場】【2011年 福島第一原発】【焼き
討ち】【爆発】【銃乱射】／現在も廃炉への果てなき闘いが続く

。

2016年3月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
首相官邸HP 
http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/jisin/20110311miyagi/201103120030.pdf …
【炉心溶融】つまりメルトダウンを 5年前の今日、予測できていた。 
https://pbs.twimg.com/media/CdOeYZJVIAI8gZW.jpg

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 
#クライシスカレンダー 03/11【2011年 東北地方太平洋沖地震】14:46頃発生 M9.0 死
者15894人行方不明者2561人 宮城県栗原市で震度7を観測、国内観測史上最大規模の
地震。岩手県大船渡市で最大40mに達するなど北海道から関東沿岸に巨大津波が襲来
し壊滅的被害。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4 時間4 時間前 
名無し：03/10 23:05
TBS・NEWS23
「東日本が壊滅する怖れがあった」

名無し：03/10 23:39
「東日本が壊滅したことを政府が隠蔽しているから、人が住み続けている

人々がバタバタと突然死し始めており、さながら人体実験の様相である」が、正しい

https://www.youtube.com/watch?v=yFtzRt0PDz8
ワールズエンド・ダンスホール【PV風】 World’s End Dance Hall PV

http://85358.diarynote.jp/201603111009466442/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/jisin/20110311miyagi/201103120030.pdf
https://pbs.twimg.com/media/CdOeYZJVIAI8gZW.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=yFtzRt0PDz8


…なぜ、【同じ日】に…？？

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 
#クライシスカレンダー 03/11【1997年 動燃東海再処理工場爆発事故】20:00頃発生 37
人被爆 茨城県東海村の放射性廃棄物アスファルト固化処理施設で爆発により放射性物
質が漏洩し作業員が被曝。元々10:00過ぎに施設内で火災発生も初期対応に問題があり
、爆発につながった。

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 
#クライシスカレンダー 03/11【2011年 東京電力福島第一原子力発電所事故】巨大地震
・津波により外部電源喪失、稼働中だった原発3基が冷却不能に陥り、炉心溶融・漏出
というINESレベル7の深刻事故認定。半径20km圏内が一時警戒区域指定。現在も廃炉
への果てなき闘いが続く。

https://www.youtube.com/watch?v=GkZT06h5Z44
ワールズエンド・ダンスホール　歌ってみたら死ぬかと思った（vip店長）

…なぜ、この、【同じ日付】に…？？

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 
#クライシスカレンダー 03/11【1906年 路面電車焼き討ち事件】当時東京市内で路面電
車を運営していた民営3社の合併に伴う運賃値上げ計画に対し、反対する東京市民の集
会が暴徒化し路面電車54両を破壊、100人以上が検挙される。1911年の路面電車事業
公営化への端緒となる。

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 
#クライシスカレンダー 03/11【2004年 マドリード列車同時爆破テロ】07:30頃発生 死
者191人負傷者2000人以上 朝の通勤時間帯に3ヵ所の駅で相次いで多数の爆発。イスラ
ム原理主義過激派が犯行声明。3日後に控えていた総選挙で政権交代、2か月後までに
イラク派兵撤退へ。

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 
#クライシスカレンダー 03/11【2009年 ヴィネンデン銃乱射事件】09:30頃発生 死者15
人負傷者2人 ドイツ南西部・ヴィネンデンにある中学校に17歳の元生徒の男が侵入し
銃を乱射、生徒9人と教師3人が死亡。その後逃走中にも3人を射殺、警察との銃撃戦の
最中自殺か。動機不明。

https://www.youtube.com/watch?v=GkZT06h5Z44


https://www.youtube.com/watch?v=v9V5aByfeCM
SEKAI NO OWARI「ANTI-HERO」 

まりん @MariDearest · 2時間2時間前 
震災から５年

色々あった

まだ放射能が強いと

里帰りできないまま

子供が生まれ

被爆を測るガラスバッジを持たされた

余震も続き

とにかく子供を守ろうと

必死で駆け抜けた５年間

#5年目 
https://pbs.twimg.com/media/CdOSBbPUEAAMzcJ.jpg

マツムラ @matsumu_sea · 33分33分前 
5年前大きな震災に遭った時、もう原発から溢れ出た放射能で東京は生活出来なくな
って、今まで通りの生活なんて出来ないんだろうな。

とか思ったら沢山の事を後悔した。

幸い、今は目をそらせる範囲で元の生活に戻れたけど未だ何も解決してないんです

よね。

なかつ くにあき @nakatsukuniaki · 49分49分前 
「日本は放射能でダメになったから移住する」とか言ってた皆さん、今どちらにお住

まいですか? どこかの国で楽しく暮らしてますか? まさかまだ日本にいますか?

…おりますが…（＾＾；）…☆
だって北海道を「日本じゃない国に」

独立革命させるほうが「楽しそう」な気がしてきたし…

ウルグアイ、沖合地震が、増えてるんだもん…★

https://www.youtube.com/watch?v=v9V5aByfeCM
https://pbs.twimg.com/media/CdOSBbPUEAAMzcJ.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=NYbZ4nR0g38
SEKAI NO OWARI「SOS」

三河人＠いくじなし @mikawa_1964 · 57 分57 分前 
再投稿になっちゃうけど、朝日新聞が「空間線量や体内の被曝（ひばく）の継続的な

測定、食材の全量検査、除染作業などさまざまな努力を重ねた結果、安全が確かめら

れたものは少なくない。だが、そうした正常化された部分は、県外になかなか伝わら

ない」と社説にしれーっと書いていて唖然とした今朝。

れっどゴルゴ＠Anti-fascism @RedGolgo · 1時間1時間前 
れっどゴルゴ＠Anti-fascismさんが東京新聞（TOKYO Web）をリツイートしました
福島第一原発の吹き飛んだ建屋は今もそのまま。汚染水は増え続け、壊れた格納容器

から放射性物質が今も拡散し続けている。作業用ロボットさえも壊れる高線量に廃炉

作業は計画すら立たない。フクシマは「原発と人類は共生できない」現実を見せて

いる。 

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
福島原発事故では、（地震から）ほぼ 4時間後にメルトダウンが始まったと見られて
いる。

広瀬隆

あざらしサラダ @azarashi_salad · 3 時間3 時間前 
フクイチの廃炉なんて技術的に不可能なのlに、政府の要請で無理やりロードマップな
んて作らされて、ただただ時間稼ぎのために湯水のごとく税金を投入しているので、

現実逃避したいのだろう。

念波 @nennpa · 4時間4時間前 
地道に調べ続けてる人というのはいるものだ。それを支える人もいるのだろう。

/【福島原発事故】海の放射能汚染を調べてるけど、なんか質問ある？【５年後の今】 :
Ask Me Anything!!! /【海外版】なんか質問ある？
http://askmeanything.blog.jp/archives/1053579566.html …

yuuki @yuukim · 6時間6時間前 
なぜ住民は北西へ逃げたか。地元自治体と東電には連絡協定があり、普段からほんの

些細な事象でも通知があった。だが高線量の汚染では通知なし。情報隠蔽で無駄に被

曝をさせられた人たちの後悔の念。避けられた被曝。知らされたのは3月下旬、教えて
くれればまさか北西には逃げなかったと。

https://www.youtube.com/watch?v=NYbZ4nR0g38
http://askmeanything.blog.jp/archives/1053579566.html


きむらゆい @yuiyuiyui11 · 8時間8時間前 
きむらゆいさんが菅 直人 (Naoto Kan)をリツイートしました
当時、清水社長が社員が死んだら自分の責任になる！と福一からの作業員撤退を考え

ていたのは明らか。産経は嘘の上塗りを何時まで続けるのでしょう。 
https://twitter.com/NaotoKan/status/707799972855586817

kazusan @kazusan41932975 · 10時間10時間前 
髪の毛一筋の幸運のようなもので東日本が壊滅しなかった。と吉田所長。

浪江町には原発事故の連絡が入らなかった。３月１５日北西方向にプルームがながれ

高線量に汚染された。データを出さずに避難が遅れた。情報さえあれば避けられた被

ばくは少なくない。

〜ＮＥＷＳ２３

https://www.youtube.com/watch?v=tTjTy66q8CA
ライアーゲーム　メインテーマ 

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 54分54分前 
今回の根拠のない凍結は10時間ほどで解除されました
理由は

多数のユーザーにブロックされている場合

そのアカウントに対する多数のスパム報告があった場合

嫌がらせグループから自動大量スパム報告が行われたようです

これをやったのはアゴラに関係する広告会社との通報が届いています

junko @junko_in_sappro · 54分54分前 
東海アマさんの凍結が解除されました! ! !
https://twitter.com/tokaiama 
なんなんだ。。。これは。

tw社も工作員のほうを狩ればいいのに!

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
不正な方法で、凍結という嫌がらせを行ったグループのメドはついています

https://twitter.com/NaotoKan/status/707799972855586817
https://www.youtube.com/watch?v=tTjTy66q8CA
https://twitter.com/tokaiama


もちろん３００％の利子を支払っていただかねばなりません

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
凍結解除されました

junko @junko_in_sappro · 1時間1時間前 
アマさんのtw
12時間前だけど、今は開く
今朝は凍結という画面だけだったのに　????
https://twitter.com/tokaiama

unkoがリツイート 
byebyetokyo2 @byebyetokyo2 · 2時間2時間前 
@junko_in_sappro アマさんのアカウントをクリックしたら「このアカウントは凍結さ
れています」とエラー表示がでて、その後の選択肢が「非表示にする」しかない。復

活後、表示されないかも知れない。何なんだ、これ

junko @junko_in_sappro · 3時間3時間前 
東海アマさん、再々凍結

3.11後
いったい、どれだけの原発事故放射能被災者を支えてきたか

いったい、どれだけの避難者の心を和ませてきたか

そして

日本が崩壊していく様、占領していく様を

自らの政権の売国の所為で

見せられている恐怖を抱える庶民の支えを

tw社は知らないのだろう

https://www.youtube.com/watch?v=q9iozQDEO_U
SEKAI NO OWARI「Mr.Heartache」

cmk2wl @cmk2wl · 2 分2 分前 
人間は自ら作り出した道具の道具になってしまった。

ヘンリー・D・ソロー

https://twitter.com/tokaiama
https://www.youtube.com/watch?v=q9iozQDEO_U


junko @junko_in_sappro · 2時間2時間前 
震災から5年
しかし

健康被害は、これから始まる・・・

その前に

もしかしたら

大地震が全てを呑み込んでいくような気もする

真実とは

いつも、闇に葬られる歴史があるから

https://www.youtube.com/watch?v=k9xlflY-PH8
アーバンギャルド - くちびるデモクラシー　
URBANGARDE - KUCHIBIRU DEMOCRACY 

アマちゃんだ @tokaiama · 31分31分前 
ツイッター社からアカウント重複違反として届いた

「重複使用を目的としてアカウントを作るのは禁止」

と書かれているが、ツイッタールールでは

「複数のアカウントをご利用しただけます」

https://support.twitter.com/articles/20171453# … 
https://pbs.twimg.com/media/CdOqka5UMAAAEuf.jpg

アマちゃんだ @tokaiama · 40分40分前 
ツイッタールールは、私が始めた2009年末あたりに比べると大幅に変化しています
例えば当時あった短時間投稿制限は今は存在しないようで、一日のツイート数制限も

、どこにも書かれていません

複数アカウントもOKです　このことをツイッターサポートも、どうやら理解していな
いようなのです

アマちゃんだ @tokaiama · 44分44分前 
例えば、キーワード検索窓に、私に対する嫌がらせ攻撃を5年も続けているアカウン
ト「雷鳥2号」と入れて、アカウントをクリックしてみてください
数十もの雷鳥2号が出てきますが、これを報告しても違反とされません
要領よくサブアカを多数持っているのです

https://www.youtube.com/watch?v=k9xlflY-PH8
https://support.twitter.com/articles/20171453
https://pbs.twimg.com/media/CdOqka5UMAAAEuf.jpg


ツイッターサポートにも誤解がある

アマちゃんだ @tokaiama · 47分47分前 
前回の凍結は「複数アカウント保有」が理由でした

ところがツイッタールールでは複数アカウントが認められているのです

https://support.twitter.com/articles/20171453# …
凍結理由になるのは、アカウントが凍結されたときに代替として設置した場合のみで

す

私のサブアカは凍結用でなく連絡用で冤罪

https://www.youtube.com/watch?v=rmVFFo7DCPc
アーバンギャルド - いちご売れ URBANGARDE ICHIGO URE
 

https://support.twitter.com/articles/20171453
https://www.youtube.com/watch?v=rmVFFo7DCPc


（３月11日）　ひぐらしのなく頃にたんぽぽ食べてみた。

http://85358.diarynote.jp/201603111048195819/

タンポポの奇形をお見逃しなく／廃炉中でも危険が一杯／観察次

第ご連絡ください。（「タンポポ」追加ｗ）

2016年3月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?
v=cJIjPlDo2Rs&ebc=ANyPxKqUAGZKAuFA1riqLvIDPRiFPk12Ny4EBICDtcLxNbR92zeGVn-
m2vPpb1r1iVDG_2QZsvvKxP7OM3VjPNBjeDc3V-vFiQ
Liar Game 2- 01 Garden of Eden 

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
2016年 3月11日 9時(JST)
https://pbs.twimg.com/media/CdOfqzOUYAA-_OH.jpg
アメダスの風向き。関東は東電福島原発の風下にあります。

事故当時にこの風向きだったなら、関東にいた人達は全滅です。

風向きが太平洋に向かっていたから、即死を免れた。

しかし…。 

ホワイトフード @whitefood1 · 2時間2時間前 
3月11日7時42分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、214箇所以上存
在します。詳しくはこちらでご確認ください。

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

matu(脱原発に一票、TPPに反対) @matu923 · 2時間2時間前 
1/7浜岡原発２号機で出火！廃炉中でも危険が一杯。『世界で4年以上停止から再稼働
のトラブル発生率なんと100%』 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=306961&g=132108 … … 

石川一敏 @ik108 · 3時間3時間前 
2号機と3号機の間をバスが通り過ぎるとき、そこにあった空間線量計は50μSv/h、3号
機の上にある空間線量計は235μSv/hを示していた。3号機横を通過したときの空間線
量が440μSv/h。みわよしこさんのコラム。http://diamond.jp/articles/-/87662 …

http://85358.diarynote.jp/201603111048195819/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=cJIjPlDo2Rs&ebc=ANyPxKqUAGZKAuFA1riqLvIDPRiFPk12Ny4EBICDtcLxNbR92zeGVn-m2vPpb1r1iVDG_2QZsvvKxP7OM3VjPNBjeDc3V-vFiQ
https://pbs.twimg.com/media/CdOfqzOUYAA-_OH.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306961&g=132108
http://diamond.jp/articles/-/87662


https://t.co/ad8TWCM6HD

junko @junko_in_sappro · 3時間3時間前 
タンポポの奇形をお見逃しなく　：観察次第ご連絡ください

http://moribin.blog114.fc2.com/blog-entry-2046.html …
実は東電福島第一原発の放射能の影響で

いろいろな植物の奇形が発生しているはずです 
https://pbs.twimg.com/media/CdOKUQeUUAAoKcj.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=AoIjaDkOI8E
ひぐらしのなく頃にたんぽぽ食べてみた。

junko @junko_in_sappro · 3時間3時間前 
震災から5年 明日11日に関東各社で列車停止訓練を実施
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160310-00000002-rescuenow-soci … 
首都圏では、訓練なぞしなくても、毎日、多くの急病人が発生し

列車が緊急停止している

明日、11日で5年か・・・始まっているし、これからどんどん

junko @junko_in_sappro · 3時間3時間前 
５年前の巨大地震の余震 この１年間６００回余
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160310/k10010437631000.html …
大地震、また起きるのだろうか?
専門家「巨大地震の震源域周辺 地震活動が活発」

https://www.youtube.com/watch?v=Su4uzhYatns
アーバンギャルド - あした地震がおこったら 

 

https://t.co/ad8TWCM6HD
http://moribin.blog114.fc2.com/blog-entry-2046.html
https://pbs.twimg.com/media/CdOKUQeUUAAoKcj.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=AoIjaDkOI8E
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160310-00000002-rescuenow-soci
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160310/k10010437631000.html
https://www.youtube.com/watch?v=Su4uzhYatns


（３月12日）　…（＞＜＃）…

http://85358.diarynote.jp/201603130001131726/

インド原発緊急停止／フクシマで被爆した３２００万人にガンや

健康被害／高浜原発その一歩手前だったんだろ。

2016年3月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?
v=ivliIFhzZ3M&ebc=ANyPxKo886eLeTb1p2wi3nEu2brV5GfYTZpfYOq5-
BUqnmj7GBgSVCh93U6KY32gI0N9ed3FaECzC9iDNyLUy11-HNxo1yMrrA
TK Keyborad Solo 

新しいトップストーリー 
Ryushi Ahnam (Yom) @RyushiAhnam · 17 分17 分前 
インド原発が緊急停止　大規模な冷却水漏れ　放射能漏れなし - 産経ニュース
http://www.sankei.com/world/news/160312/wor1603120017-n1.html … @Sankei_news
さんから

https://t.co/cRBlWgUWO1

AKIRA 2024がリツイート 
SARYU @whiskys_high · 3月10日 
真夜中の放出なう。 
https://pbs.twimg.com/media/CdMvYVMUEAAZLQl.jpg

…（＞＜＃）…

https://www.youtube.com/watch?v=xrPDiExxQEc
【Dive Into Your Body】extended 12’ version mix -TMN- 

Out Of Our Heads @N0NUKES · 2時間2時間前 
Out Of Our HeadsさんがOut Of Our Headsをリツイートしました
警告しておく。

2016年5月から日本国内は今まで以上の数で
大量にヒトが死んでしまう。

目の前でバタバタ倒れてゆく。人口密集地で。

ヒラキナオル者から順番に。

巻きこまれないようにするには

今まで通りの生活を棄てること。

無理か？

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
放射性物質と事故後の気象は密接に関係している。

異変があったら、外に出てはいけない。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 8 時間8 時間前 
インフルエンザ流行状況マップ（2/29〜3/6）
黄：警報解除レベル

橙：警報継続レベル

赤：警報発表レベル

全国の定点当たり報告数：35.4（先週比-0.8）
記事は↓

http://www.rescuenow.net/?p=3417 
https://pbs.twimg.com/media/CdUv4fYUUAEYlrq.jpg

レスキューナウ危機管理情報センターがリツイート 
レスナウクリップ @resnowclip · 9時間9時間前 
共同◆豚インフル死者140人に　メキシコ
http://this.kiji.is/81234290961958393?c=78234666754819573 …
【ロサンゼルス共同】メキシコ保健省は11日までに、豚インフルエンザウイルスに起
因するH1N1型インフルによる死者が昨秋以降140人に上ったと発表した。感染者
は2408人… #レスナウクリップ

レスキューナウ危機管理情報センターがリツイート 
レスナウクリップ @resnowclip · 10時間10時間前 
NHK◆ジカ熱「妊婦は海抜2000ｍ以下の渡航取りやめを」
http://nhk.jp/N4O84Nc1 
中南米を中心に感染が拡大しているジカ熱について、アメリカのＣＤＣ＝疾病対策セ

ンターは、渡航に関する新たな指針を発表し、妊娠している女性について、感染が… #
レスナウクリップ

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10時間10時間前 
名無し：2016/03/12(土) 11:02 ID:XXXXXXXX
そういえば

3.11起きてからエチゼンクラゲが激減しましたね
#原発が止まって汚染された温排水が出なくなったからでは

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 

http://85358.diarynote.jp/201603130001131726/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=ivliIFhzZ3M&ebc=ANyPxKo886eLeTb1p2wi3nEu2brV5GfYTZpfYOq5-BUqnmj7GBgSVCh93U6KY32gI0N9ed3FaECzC9iDNyLUy11-HNxo1yMrrA
http://www.sankei.com/world/news/160312/wor1603120017-n1.html
https://t.co/cRBlWgUWO1
https://pbs.twimg.com/media/CdMvYVMUEAAZLQl.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xrPDiExxQEc
http://www.rescuenow.net/?p=3417
https://pbs.twimg.com/media/CdUv4fYUUAEYlrq.jpg
http://this.kiji.is/81234290961958393?c=78234666754819573
http://nhk.jp/N4O84Nc1


東電福島原発の風向き（過去放出分）は、これから四国〜関東の太平洋岸に吹きます

。

Out Of Our Headsがリツイート 
Wadanhyll Aethelwine @WadeAthel · 18時間18時間前 
国連はフクシマの放射能で被爆した人数を4年後の段階で3200万人と言ってる。
チェルノブイリの3倍以上の規模。
長期的にこの3200万人の被爆者にガンや健康被害が出るという予測が出てる
http://ourworld.unu.edu/en/radiation-from-fukushima-disaster-still-affects-32-million-
japanese … 

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 
気がついた。

プラズマの霧だ。

空気が電離させられて、霧を発生させた。

Out Of Our Heads @N0NUKES · 3月11日 
【お知らせ】

平成28年3月7日（月）9時00分から3月9日（水）21時00分までの間、システムメンテ
ナンスを行っていたため、この期間のデータの掲載はござません？#高浜原発
http://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/monitor/live_kankyo/takahama_monitor.html
…
おい！何を隠しているんだ！@KANDEN_Official

プルト君さんへの返信 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 3月11日 
高浜原発その一歩手前だったんだろ。@Plutokun_Bot露出してしまって冷却を失った
燃料棒は遅くとも2時間でドロドロに溶けてしまうというおはなしがあるんだ！これに
水をかけて冷却してしまうと、取り出しは非常に困難になると思われるよ！

Out Of Our Headsがリツイート 
電気ミント (NoNuke NoWar) @denki_minto · 3月10日 
若狭湾の何かが放射能を放出してないか？ RT @whitefood1: 3月9日19時25分、空間線
量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、621箇所以上存在します。詳しくはこちら
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://pbs.twimg.com/media/CdGW_PIUIAAWRpx.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=36Y_ztEW1NE
Allegri - Miserere mei, Deus 

川崎 瑠衣 Rui Kawasaki @RUI_kawasaki · 4分4分前 
富岡町 海沿いにある現在は封鎖されている富岡駅周辺の様子。
https://pbs.twimg.com/media/CdWgBcUUYAA_ojf.jpg
津波被害にあった海沿いは復興作業はしていたものの復興の兆しはまだ見えない。

放射能汚染除染袋(黒い袋)がピラミッドのように積み上げられたものが一帯を埋め尽く
していました。

桑ちゃん @namiekuwabara · 4時間4時間前 
http://twitter.com/1Ps6CSP47k6mYla/status/708591603380670465/photo/1pic.twitter.com/bABBESQAZQ
阿武隈山地の現実、億ベクレルの脅威の線量率。300万Bq／平方メートル以上とされる
ものは本のわずかな刺激でも放射性物質舞い上がる。放射性物質を甘く考える方後立

たず身体・車を媒体に拡散する。今、大丈夫言っているが良い。原発はいらない

ryoko174 @ryoko174 · 5時間5時間前 
3.12未明の時点で炉心融解を情報発信し、線量計測していた立場としては、福島原発事
故の被曝リスク問題はとっくの昔に終わった問題です。

ただ当時はWHOのデータを貼っただけでも、松明をもった暴徒が押し寄せてきまし
たね。殺害予告も受けたぐらいですし

Nemesisネメシス @zodiac0088 · 6時間6時間前 
NemesisネメシスさんがRTをリツイートしました
フクシマに関する４つの嘘

（１）放射能を原因とする死者はいない？　⇒　政府は昨年10月に原発作業員が白血
病を発症したことを認めた。　（...続く）
https://twitter.com/RT_com/status/708519149777977344 … #Fukushima

きっこ @kikko_no_blog · 10時間10時間前 
事故から5年を迎えた福島第1原発についてレポートしているニューヨークタイムズの
記事の中に「東京電力は『2020年までに放射能汚染水を止めることはできないかもし
れない』と言う」と明記されてるけど、日本のマスコミは報じないのかな？→

http://www.nytimes.com/2016/03/11/world/asia/japan-fukushima-nuclear-disaster.html?
src=me&_r=0 …

アマちゃんだがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 11時間11時間前 
@tokaiama 【スイスのメディアが、日本のメディアをしのぐ報道をしているよー】　
「再稼動反対」と「福島を返せ」を訴え続けた５年 - SWI swissinfo.ch
http://www.swissinfo.ch/jpn/business/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%8E%9F%E7%99%BA%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%81%8B%E3%82%89%EF%BC%95%E5%B9%B4_-
%E5%86%8D%E7%A8%BC%E5%8B%95%E5%8F%8D%E5%AF%BE-%E3%81%A8-
%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E3%82%92%E8%BF%94%E3%81%9B-

http://ourworld.unu.edu/en/radiation-from-fukushima-disaster-still-affects-32-million-japanese
http://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/monitor/live_kankyo/takahama_monitor.html
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CdGW_PIUIAAWRpx.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=36Y_ztEW1NE
https://pbs.twimg.com/media/CdWgBcUUYAA_ojf.jpg
http://twitter.com/1Ps6CSP47k6mYla/status/708591603380670465/photo/1pic.twitter.com/bABBESQAZQ
https://twitter.com/RT_com/status/708519149777977344
http://www.nytimes.com/2016/03/11/world/asia/japan-fukushima-nuclear-disaster.html?src=me&_r=0
http://www.swissinfo.ch/jpn/business/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%8E%9F%E7%99%BA%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%81%8B%E3%82%89%EF%BC%95%E5%B9%B4_-%E5%86%8D%E7%A8%BC%E5%8B%95%E5%8F%8D%E5%AF%BE-%E3%81%A8-%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E3%82%92%E8%BF%94%E3%81%9B-%E3%82%92%E8%A8%B4%E3%81%88%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%81%9F%EF%BC%95%E5%B9%B4/42015128#.VuOIY_kTVgY.twitter


%E3%82%92%E8%A8%B4%E3%81%88%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%81%9F%EF%BC%95%E5%B9%B4/42015128#.VuOIY_kTVgY.twitter
… @swissinfo_ja

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
そして12日午後3時36分、一号機が爆発した。
「尾川さんは、何度も「逃げたい！」と叫びそうになるのを抑えた。しかしテレビの

爆発映像を観ている家族に危機感はなく、政府からの避難指示もなかった」ネットで

も情報を収拾し母親として危機感を募らせていく尾川さん

AKIRA 2024がリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 3月11日 
ジョージさんがbun_2011をリツイートしました
政府は水素爆破だと嘘をついている。水素爆破は垂直に上に上がらないのに。

これはまさにキノコ雲。

https://twitter.com/bun_2011/status/707733188311781376

cmk2wlがリツイート 
ゆず @yuzuponable · 2014年5月27日 
関東を襲った放射能プルームは3/15と21頃？
この頃横浜は計画停電＆品薄でスーパー前には開店を待つ長蛇の列、友人も赤ちゃん

抱え1時間以上並んでた。オムツがなかったんだよ。無意味な計画停電のせいで無用な
被曝してんだよ。

Out Of Our Headsがリツイート 
プルト君 @Plutokun_Bot · 2012年5月5日 
ホットスポットを探している今より、ホットスポットじゃないところを探すようにな

ったら、いよいよだね！

Out Of Our Headsがリツイート 
プルト君 @Plutokun_Bot · 2011年5月5日 
被災のあったあの日、こういった写真を、にほんのテレビやしんぶんで見たこと

ある？ http://twitpic.com/4tp544 http://twitpic.com/4tp4k9

https://www.youtube.com/watch?v=OHi4zSbecw8&ebc=ANyPxKowhpjXj-hjmPtXAfxIKSTa2wy4E-
SXzMXkPDRcFGHuenoZaGNFGE3H78fGO7bME9rQciI761OZY_KU0fhI2Ra9eJCftw
Keyboard-Solo -Tetsuya Komuro(TMN) 

https://www.youtube.com/watch?v=M0d4qM7gCH8
Chant of the Templars - Da Pacem Domine

https://www.youtube.com/watch?v=t4E3Z5NfjqY
TMN Crazy For You インスト版

きっこ @kikko_no_blog · 14時間14時間前 
原発事故による放射能汚染で住むことができなくなった原発周辺の住民との交渉の

席で、東電の担当者は「放射能汚染で土地の価値はゼロになりましたが、特別に事故

前の価格の半額で買い取ります」とノタマッたそうだ。こんなにふざけた話があるだ

ろうか？

https://www.youtube.com/watch?
v=uDlsES4NG04&ebc=ANyPxKozMf59q_OZgD1UrIKEbxBiIbA38WkMXU-
B7BGbh3RQZ_XYE2Tyy785OFs1uzu1XE19YDVQ0rHFaOu5FuFTM6Fnje8wFQ
Just Like Paradise【TMN】 

AKIRA 2024がリツイート 
ひろみ @hiromi19610226 · 3月11日 
保健所には 預けないでください… 
https://pbs.twimg.com/media/CdQMrO3VIAEiTFF.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=RMHguvZPcqQ&ebc=ANyPxKokvbA8SnszUjWPihUcn5voy8XePt3d5aRyBeSRznf8H7AeG8pyRRW-
zgNRxAX149p9iiVu7Rzs_-977LjMKVoRzR9SsA
Vivaldi - Gloria
 

https://twitter.com/bun_2011/status/707733188311781376
http://twitpic.com/4tp544
http://twitpic.com/4tp4k9
https://www.youtube.com/watch?v=OHi4zSbecw8&ebc=ANyPxKowhpjXj-hjmPtXAfxIKSTa2wy4E-SXzMXkPDRcFGHuenoZaGNFGE3H78fGO7bME9rQciI761OZY_KU0fhI2Ra9eJCftw
https://www.youtube.com/watch?v=M0d4qM7gCH8
https://www.youtube.com/watch?v=t4E3Z5NfjqY
https://www.youtube.com/watch?v=uDlsES4NG04&ebc=ANyPxKozMf59q_OZgD1UrIKEbxBiIbA38WkMXU-B7BGbh3RQZ_XYE2Tyy785OFs1uzu1XE19YDVQ0rHFaOu5FuFTM6Fnje8wFQ
https://pbs.twimg.com/media/CdQMrO3VIAEiTFF.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RMHguvZPcqQ&ebc=ANyPxKokvbA8SnszUjWPihUcn5voy8XePt3d5aRyBeSRznf8H7AeG8pyRRW-zgNRxAX149p9iiVu7Rzs_-977LjMKVoRzR9SsA


（３月13日）　ドラマのような非日常の出来事であっても、あれをドラマにしてしま
ってはノイズが大きくなり過ぎる。

http://85358.diarynote.jp/201603132322405311/

「待機児童ゼロ実現させる」⇒「子供を保健所に」 ／枝野幸男は
３月１４日に東京電力から炉心溶融と報告を受けたのに、「直ち

に人体に影響を与える値ではない」と #nhk／もう報道番組は見
ません。

2016年3月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=yGbItu8m8Ic
【合唱版】明日があるさ 

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
NHKのドラマで脳内が再構成されているでしょ？
炉内の圧力を考えたら、どんなにギアをかませたってベントを人力で開けることなん

て不可能。

https://www.youtube.com/watch?v=undOiWZVU8E
Flatt & Scruggs 　映画「俺たちに明日はない」　Foggy Mountain Breakdown 

天空松(TENKUMATSU)さんへの返信 
ろかんど @rockandlus · 16分16分前 
@tenku0126 
http://www.1101.com/fukushima/2016/index.html …
このブログご覧になりました？鵜呑みにしていいかはわかりませんが、僕は今の福一

の真実が書かれているように思いました。

既存のメディアはバイアスがかかりすぎて真実がみえない。僕はもう報道番組は見て

いません。

正造 @etosha0824 · 19分19分前 

http://85358.diarynote.jp/201603132322405311/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=yGbItu8m8Ic
https://www.youtube.com/watch?v=undOiWZVU8E
http://www.1101.com/fukushima/2016/index.html


ドラマ仕立てでなく、当時の原発のニュース映像録画を放映してみろと言いたい。放

射能漏れはない、メルトダウンじゃないとずっと報じ続けていたよねNHKさん。

500円 500 @_ yen · 25分25分前 
枝野幸男は3月14日の会見の時には、東京電力から炉心溶融55％と放射能の数値も報告
を受けていたのに「直ちに人体に影響を与える値ではない」とコメントを出してるん

だよね #nhk

神風軍楽隊隊長 @kamikazegimiy · 25分25分前 
昭和時代、支那からの核の黄砂に含まれていたストロンチウムを骨格に取り込んだ日

本人は最大７ミリシーベルトの線量を。それでも世界一の長寿国だ。

この線量は福島第一原発からのストロンチウムの１０００倍ぐらい高い！！！

ミリシーベルトの線量は心配なし #NHK #民主党

北濱幹也 @kitahamamikiya · 37分37分前 
【エミー賞ノミネート作『フクシマの嘘』】

■ドイツ国営放送ＺＤＦ制作

■世界は日本の放射能汚染状況と政府・東電の隠ぺいを知っています！

★「フクシマの嘘」ご覧下さい→https://www.youtube.com/watch?v=8MZKxWLruZQ …
https://pbs.twimg.com/media/CdbfDObUEAEaYt-.jpg

manekineko　脱原発に一票 4@manekineko17 · 49分49分前 
Nスペ見てる。ベントをしようとしてるシーンだけど、当時日テレ系を見ていて、ベン
トをするようだとの情報に、解説をしていた学者さんの顔色が険しく変わり、そんな

はずはない、放射能が出てしまう、それは出来ないはず、とうろたえながら言ってた

のを覚えてる。その後その後学者さんを見なくなった。

honryu5151 @honryu5151 · 49分49分前 
福一を海岸近くまで下げて設置した、お金が全ての東電 #nhk

cmk2wlがリツイート 
正造 @etosha0824 · 53 分53 分前 
@cmk2wl 　テレビや新聞は、不愉快になるだけなので余り見ませんが、今日の番組だ
けは、、と我慢して見ています。地震では緊急停止で対応できて被害はなかったかの

ような始まりにムカムカ。

技術の粋を集めた原発が、、というナレーションに、思わずスイッチ切ろうかと思い

ました。

https://www.youtube.com/watch?v=8MZKxWLruZQ
https://pbs.twimg.com/media/CdbfDObUEAEaYt-.jpg


Mami Tanaka @mami_tanaka · 56分56分前 
フクイチの事故の後、避難して学校を欠席するなんて許せない、帰ってこなければ

いい、日本人はみんなで美しく死ぬんだと言っていた教師たちと重なる。もう滅び

るモードにスイッチ入っちゃってるのだと思う。

cmk2wlがリツイート 
正造 @etosha0824 · 1時間1時間前 
@cmk2wl この番組、見てる人の記憶を上書きで消去捏造ですね。

Lulu__19 @Lulu__19 · 1時間1時間前 
福一の死亡者は3名ではなく4300人が真実　http://bit.ly/1WiysS7

山口二郎 260@yamaguchi · 1時間1時間前 
自民党が福島原発事故への菅政権の対応を検証するとほざいている。選挙に勝つため

なら何でもするというご都合主義の典型なり。なぜ非常用電源が失われたか。地震津

波への対応の不備を質されて、根拠もなしに大丈夫と言った安倍の責任をどう追及す

るのか。日本滅亡の寸前だったことへの畏れを持つべき

松尾秀利 @matsuohide · 1時間1時間前 
松尾秀利さんが919を忘れないbot@緊急事態条項阻止をリツイートしました
原発事故再現ドラマを見ていたら、安倍首相の「全電源喪失は起こり得ない」とい

う2006年12月の発言の罪深さが分かった。
全電源喪失で、あの事故が起きた。現場の必死の対応が数倍の惨事を防いだ。安倍首

相の事故責任は極めて重い！ 

t_m #NoNukes ! @t_m_tweet · 2時間2時間前 
BBCのインサイド・フクシマを流したほうが、ずっと真実に近づける。NHKのはドラ
マ仕立てでリアリティーがない、わざとなくしているようだ。

#NHK #NHKスペシャル「原発メルトダウン 危機の88時間」

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
東電社員の告白

事故の現実とは関係なく、チェルノブイリより規模を

小さく見せるようにとの指示あった。

複数の原子炉が爆発という世界的に例がない事故で

「小さく」という発想には、問題ではないかと強く感じた。

http://bit.ly/1WiysS7


http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8250d6d4db5c0674b798bb2d2b172212 …

919を忘れないbot@緊急事態条項阻止 @remember919 · 2時間2時間前 
NHKとTBSの福島第一原発事故の再現ドラマを比較すると、TBSでは菅首相があまり
に無責任な東電本店を信用できずに視察に行ったことがわかるが、NHKのまとめでは
まるで菅首相が悪の根源だとでもする無茶苦茶なまとめだ。今までも、そしてこれか

らもこうやって国民への穏やかな洗脳が進む

onodekita @onodekita · 3時間3時間前 
原発を稼働すると１００億円費用が節約できるとほざいているようだが、再処理、あ

るいは最終処分には、いったいいくらかかるのか。試算もできないくせに、安いと平

気で言う

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
東電は悪いけど　吉田所長はいい奴。

そんなアンビバレントなものを受け入れてはいけない。

住民をすべて置き去りにして、自分達だけ避難した可能性までをも考えたほうがいい

。

まだ生きていたっておかしくない。プエルトリコあたりで…。
アメリカの証人保護プログラムのように。

cmk2wlがリツイート 
チューリップ 2015@tulips · 4時間4時間前 
チューリップさんがcmk2wlをリツイートしました
同意 
https://twitter.com/cmk2wl/status/708955082314883072

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
「吉田所長のおかげで…」
『被曝させられた。』

でしょ？

自分の立ち位置を失うような浪花節的な作り話に、誘導されてはいけない。

Sarah Yamasaki 山崎淑子 @prisonopera · 4時間4時間前 
NHKスペシャル：今晩９時からNHKでメルトダウン特番【転載】まるで一億総被爆？
「日本列島は他国に原発を売るためのモデルルーム。下手すると日本列島が最終処分

場に使われる可能性がある」http://www.rui.jp/ruinet.html?

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8250d6d4db5c0674b798bb2d2b172212
https://twitter.com/cmk2wl/status/708955082314883072
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=311902&g=131208


i=200&c=400&m=311902&g=131208 … 

cmk2wlがリツイート 
mko @trappedsoldier · 5時間5時間前 
mkoさんがcmk2wlをリツイートしました
当時、海水注入・ベント・現地視察・東電殴り込みなど、すべて「官邸介入」が原因

で事故が深刻化したというおかしな説明をしていたのは日本のマスコミだけ！　海外

紙はみな東電はなんて無能で無責任な会社なんだと強く批判していたのに。 
https://twitter.com/cmk2wl/status/510808960811532288

Mペッコ @pecko178 · 7時間7時間前 
2011年3月、原発事故時に東京の空気中の放射能濃度を調査した結果、1986年のチェ
ルノブイリ原子力発電所事故時に東京に飛んできた放射能の何百倍、何千倍も強い放

射能が福島から東京に到達していた。

↓パニックになるから公表するなと

http://youtu.be/omFf6JFq39c

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
報道ステーションがこの 5年間に何をしたの？
みんなテレビが大好き。

いい方向にいくと思わせる、ちょっとずつの ”ガス抜き” なのに。
奴らは今生を逃げ切れればいいと思ってるんだから。

見ているだけでマインドコントロールにひっかかる。

石川栄一（元大学職員）自由と平和　脱原発 @ishi2011t · 14 時間14 時間前 
＜泊原発は北海道にとって「疫病神」＞　知事が日本の食糧基地を目指すのであれば

原発を廃止すべき。北海道には電力消費が多いエアコンや電熱器は、ほとんど無い。

また大規模工場もない。20年以内に人口は100万人減少。人口の7割は高齢化で、その
７割が札幌圏集中。財界のみが原発で利権を貪る。

アマちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
「司法の判断で原発止まることがわかったから、原発が大きなリスクだというのが

わかったと思う：大島堅一氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/19624.html#readmore …

アマちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
「ミサイルよりドローン対策優先とは、ドローン規制、やはり報道規制が主目的だっ

https://twitter.com/cmk2wl/status/510808960811532288
http://youtu.be/omFf6JFq39c
http://sun.ap.teacup.com/souun/19624.html#readmore


たワケだ。：きむらとも氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/19635.html#readmore …

cmk2wlがリツイート 
べくれーぬ八千代 @bqn_yachiyo3 · 19時間19時間前 
深刻な放射能禍で「広告」に巨費が投じられることの脅威。ジャニーズやなじみの有

名人の安全プロパガンダ。最被害地メディアの、御用学者が情報提供し御用記者が書

いた物語の垂れ流し。騙されて無駄に被曝して損害を負っても全て自己責任。汚染を

自覚し防護を始めたら見える世界も価値観も変わる

ナマズんiQOS㌠ ♥JC2 @NAMAZUrx · 3月12日 
ディスカバリーチャンネルの撮影隊が福島第一原発の現状を撮影してきた番組面白過

ぎるんだけど。日本の報道なんかより客観的に見られるし色々凄い(・_・) 

junkoがリツイート 
フクシマから国の偽装を暴く @Anti_Jigokudama · 3月11日 
報道ステーションの誤誘導１ 
放射性ヨウ素が口から入り

直接甲状腺に吸収される図解は

NHKと同じ!!
あらゆる放射能が肺に入ってから

全身を巡り

肺に残った事を悟らせない。 
https://pbs.twimg.com/media/CdRjI_qUAAElYyY.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=AeW5zQzER8s
明日があるさ　Ｒｅ:Ｊａｐａｎ　ヒッパレメンバーによる

bg @billgets · 3 分3 分前 
Nスペ、福一で起きたことがドラマのような非日常の出来事であっても、あれをドラマ
にしてしまってはノイズが大きくなり過ぎる。高線量下でのベント担当を募るシーン

とか、いちいちオーバーで、番組として伝えたいことが何なのか分からなくなる。

ヒューマンドラマなんですか？事実なんですか？教訓？

http://sun.ap.teacup.com/souun/19635.html#readmore
https://pbs.twimg.com/media/CdRjI_qUAAElYyY.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=AeW5zQzER8s
https://www.youtube.com/watch?v=5dTT4XQLy7A&ebc=ANyPxKrraN9appYvDIQqD_pMAheMF1ZHHtVU-j346t5UATVpF-RFS2FASZDoAk1B8q0eZMkviKAGip1D6zfZ9Gg6Wv-_7ZaiwA&spfreload=1


https://www.youtube.com/watch?
v=5dTT4XQLy7A&ebc=ANyPxKrraN9appYvDIQqD_pMAheMF1ZHHtVU-j346t5UATVpF-
RFS2FASZDoAk1B8q0eZMkviKAGip1D6zfZ9Gg6Wv-_7ZaiwA&spfreload=1
SMAP - たいせつ 

アマちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
【怖いんですけど】安倍総理「待機児童ゼロ、必ず実現させる」⇒「子供を保健

所に」 
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/14166健康法.jp/archives/14166 
すでに福島アウシュビッツ収容所に数十万の子ども達が収容され被曝死を待っている

junko @junko_in_sappro · 19時間19時間前 
田中龍作ジャーナル | 甲状腺がん家族会発足
ウクライナ医師「急増するのは4年後くらいから」
http://tanakaryusaku.jp/2016/03/00013204 …
泣き寝入りはしない

甲状腺ガンと診断された福島の子供とその親たちが

きょう、家族会を結成した。正式名称は「311甲状腺がん家族の会」

https://www.youtube.com/watch?v=DkOAnJ1SXjI
PIANO-Beyond The Time-TMN 

https://www.youtube.com/watch?v=mvC5F_5ndOc
真心ブラザーズ - 明日はどっちだ！
 

http://???.jp/archives/14166
http://tanakaryusaku.jp/2016/03/00013204
https://www.youtube.com/watch?v=DkOAnJ1SXjI
https://www.youtube.com/watch?v=mvC5F_5ndOc


（３月15日）　すでに全滅している。

http://85358.diarynote.jp/201603150038183499/

「原発やめたら破綻する経済なら、破綻すりゃあいい。」

2016年3月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?
v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ
【3.11 earth quake japan】 

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 15時間15時間前 
東京消防庁の決死隊は、すでに全滅している。２階級特進と、多額の見舞金もらって

それで終わり。

https://www.youtube.com/watch?v=7d5zax2qnTk
「明日なき世界」忌野清志郎　佐野元春

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
昨夜のNHKで、さりげなく言ってたけど、今の福島原発
地震で、再び『最悪な事態』になれば「人類が近づけない線量」で冷却不能となり日

本は終了する。「除染の黒い袋が増え続けてる」なんて、以前の問題であり、政治

家も、この事はわかってる。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
昨夜、NHKスペショルで福島原発
東電の幹部の証言で「最悪な場合、東日本には人間が住めなくなるという事態」とか

、言ってたけど、米国の原子力の専門家は、3.11直後「福島原発が最悪な事態になれば
、地球の北半球が全滅する」と言ってた

やっとNHKも少しずつ、本当の事を言い出してる

47NEWS 47@news · 2時間2時間前 
福島原発事故、証拠全面開示へ　検察官役、保管の4千点 http://bit.ly/1Usy703

謎の絵描き 元さん Gen-san @GenSan_Art · 3 時間3 時間前 
#泊原発 が全基停止して３年１０ヶ月が過ぎたが、真冬の間も北電の電気供給は安定し
ていた。「泊原発が停止すると道民は即死」と言っていた原発推進派は、冬季加算を

減額して北海道民を凍死の危機にさらす安倍政権の悪行には平気なのか？

http://ameblo.jp/gen-san-art/entry-11876714663.html … #脱原発

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
福島県だけではない

空間線量0.23μSv/h越える
宮城県や岩手県、山形県、栃木県、群馬県

茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県など

高濃度汚染された地域の住民を

避難させることを求める

（内部被ばくを考える市民研究会）

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/df178eeeb344a02e85260b5d12ee4a7f …

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
2013-02-02
【注意】白血病の初期症状がインフルエンザの症状に酷似

【インフルエンザ患者(福島県がワースト１位)】
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3f0e2f13e0c68e9ca4e04eeebf46412d …
このワーストランキングを偶然で済ませますか?
ワースト１位：福島

ワースト２位：茨城

ワースト３位：群馬

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
"Akechi_Hide 2015年6月
３１１後。急性白血病。

東日本で顕著な所

１０年度（事故年度）から１３年度にかけ、

埼玉で２５５人→７５７人、

群馬で１１３人→３５０人と、

患者数、何れも約３倍に。

福島県も１2年度から僅か１年で、
７９人→２３０人と３倍"

ホワイトフード @whitefood1 · 4時間4時間前 
3月14日20時24分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、381箇所以上存
在します。詳しくはこちらでご確認ください。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://pbs.twimg.com/media/CdgUWyQUIAI95tE.jpg

あざらしサラダ @azarashi_salad · 4時間4時間前 
この番組は本気→「THE_放射能_科学は放射線の影響にどこまで迫れるのか」 都内の
汚染、ヨウ素降下量、内部被曝、奇形ヤマトシジミ、奇形ワタムシ、牛の白斑、白血

球異常の猿、貧血のヤマメ、JCO被曝死者、被曝作業員、静かなる殺
人http://www.dailymotion.com/video/x3xkpox_the-
%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD-
%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%81%AF%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%A7%E8%BF%AB%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B-
20160314_news …

hamajaya（鋼の硬派） @hamajaya · 5時間5時間前 
みんな、知るべき→　「ごく普通の東京に住んでいる人たちが、普段ではあり得ない

ような被ばくをした」 / “THE_放射能_科学は放射線の影響にどこまで迫れるのか
？20160314 - Dailymotion動画” http://htn.to/MvZa4y

em-mama bot @emmamab0t · 5時間5時間前 
『北海道の泊原発、過去２５年間で計５７０兆ベクレルの放射性トリチウムを放出し

ていたことが判明！！他の原発も同じように海洋放出！』

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4224.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【雪に関する埼玉県気象情報】

埼玉県では、今夜遅くにかけて雪や雨が降り、秩父地方では積雪となる所があるでし

ょう。

１４日２４時までに予想される降雪量は、秩父地方の多い所で５センチの見込みです

。

http://85358.diarynote.jp/201603150038183499/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160315/85358_201603150038183499_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ
https://www.youtube.com/watch?v=7d5zax2qnTk
http://bit.ly/1Usy703
http://ameblo.jp/gen-san-art/entry-11876714663.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/df178eeeb344a02e85260b5d12ee4a7f
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3f0e2f13e0c68e9ca4e04eeebf46412d
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CdgUWyQUIAI95tE.jpg
http://www.dailymotion.com/video/x3xkpox_the-%E6%94%BE%E5%B0%84%E8%83%BD-%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%81%AF%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%A7%E8%BF%AB%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B-20160314_news
http://htn.to/MvZa4y
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4224.html


交通障害や路面の凍結に注意してください。

（2016年3月14日 熊谷地方気象台）

特務機関NERVがリツイート 
山梨県防災 @bosaiyamanashi · 7時間7時間前 
【大雪に関する気象情報】山梨県では、14日夜遅くにかけて、山地で大雪となる所が
ある見込みです。15日18時までの降雪量は、多い所で山地10センチ、盆地3センチの見
込みです。交通障害や路面の凍結などに注意してください。 #yamanashi_bosai119

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7 時間7 時間前 
投稿日：2016/03/14(月) 02:14 ID:XXXXXXXX
俺福島県民だけど

もう諦めた

西日本に親戚いないし

コネもない

最近、口内炎ができまくってる

アマちゃんだがリツイート 
emi kiyomizu @kiyomizu5 · 8時間8時間前 � Mitte, Bremen 
「来年の自分描けぬ」　原発から避難の母親ら

http://jisin.jp/serial/other/kanaloco/23313 … 

junkoがリツイート 
シェフ @sendagiwalker · 11時間11時間前 
子供のⅡ型糖尿病が増えているって、平時じゃ起きないだろ。2，3年運動不足で子供
が中年のオヤジのように糖尿病になる訳ないよな!?#子供の糖尿病増加

junkoがリツイート 
シェフ @sendagiwalker · 14時間14時間前 
@junko_in_sappro そうそう被曝環境でのポロモーション効果によってがん化するスピ
ードが速いようです。叔父も3.11後夏に膵臓がんを発症して同年暮れに亡くなりました
。

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 14時間14時間前 
５年間、福島の汚染された森を調査する東大、森敏。「こういう言い方は悪いけども

、放射能汚染の壮大な実験圃場になっている」ーー実験対象は、動植物だけでなく人

間も含まれる。奴らの本音では福島だけでなく、日本全体が人類未踏の実験場だ。 

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
ちょっとずつ「美談」が仕立て上げられる。

国民をすべて置き去りにして、パニックが起こる前に逃走していたのだとしたら、怒

りが頂点に達するから。

みんな「自分が犠牲になった」とは思いたくない。

だから「彼らが犠牲になってくれた」と思いたい。

美談がそれを補完する。

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 15時間15時間前 
事故後９ヶ月間、免震重要棟のなかで仕事した、福島第一の元所長・

吉田昌郎も２年後に死んだ。最前線で作業した連中は、一人も生きてないだろう。

当時、免震重要棟で働いていたやつが現在もまだ存命でインタビューに応えていたが

、報道のどっかに嘘があるか、稀に見る幸運の持ち主か、どっちか。

アマちゃんだ @tokaiama · 17時間17時間前 
そごう柏市店は、なぜ消えるのか？

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160313-00108957-toyo-bus_all …
柏市の人口比率、若者、とりわけ購買主役の若い女性が失われている 
https://pbs.twimg.com/media/Cdde7GbUMAAGRg4.jpg

アマちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
＜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://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/235.html …

アマちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
フクシマ：作業員たちが強い放射線被曝をしていたことを東電が認める(RFI)
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/281.html …

アマちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 
最初に爆発していたのは、実は「２号機」だった！　「衝撃波を伴った黒煙を噴出　

炎も出ている！」　岩田清さんが画像解析で突き止める

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-f207.html#more …

https://www.youtube.com/watch?v=2BxTwJtpGYA
Sheryl Crow - Tomorrow Never Dies 

https://www.youtube.com/watch?v=yPCno5Tk4ik
明日への扉 - I WiSH（川嶋あい）

兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 8時間8時間前 
海抜35メートルの高台を、わざわざ海面から10メートルにまで削って福島第1原発を作
った。それはその方が建設費用が安くすむのと、運転にかかる費用を抑えるためだ

った。このあたり、安全を切り捨てて金儲けに走る国民性、危機への想像力が極端に

低い国民性がよく顕れている。

兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 8時間8時間前 
あまり指摘されないが、もともと福島第1原発が建設された場所は、海抜35メートルの
高台だった。どんな荒波も寄せ付けない断崖だったのである。その高台に原発を作っ

ておれば、3．11に原発を襲った13メートルの津波も楽に防げたのである。

https://www.youtube.com/watch?v=VKyJrrb0Oi0
MUSH&Co. - 明日も（MUSIC VIDEO）　
＜映画『カノジョは嘘を愛しすぎてる』＞ 

neko-aiiがリツイート 
名もなき投資家 @value_investors · 3月11日 
【流用された復興予算／海外にバラまいた32兆円】
一方社会的弱者は・・・

・生活保護費１８８億円削減

・住宅扶助30億円削減

http://jisin.jp/serial/other/kanaloco/23313
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160313-00108957-toyo-bus_all
https://pbs.twimg.com/media/Cdde7GbUMAAGRg4.jpg
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/235.html
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/281.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-f207.html#more
https://www.youtube.com/watch?v=2BxTwJtpGYA
https://www.youtube.com/watch?v=yPCno5Tk4ik
https://www.youtube.com/watch?v=VKyJrrb0Oi0


・冬季加算３０億円削減（日本中で寒波到来）

・福祉給付金は半減

・子育て給付金廃止

・障がい者年金削減

・介護報酬削減

・障がい者事業者報酬削減

neko-aiiがリツイート 
グレイス @Grace_ssw · 2015年11月3日 
総務省「マイナンバー作ったで！ 他人に教えんようにな！」
会社「マイナンバー教えろ」

視角障害者「点字無いからマイナンバーわかんないお(´・ω・`)」
総務省「誰かに読んでもらって！」

これだけでドンだけ破綻したガバガバ制度か解る

https://www.youtube.com/watch?
v=ibiV9sFM7Uc&ebc=ANyPxKqqzt8IYnLssVCIYXQ4eXAA20CYleohhWgK-Ic9-
dmnSuZQXHJvWGxybMQppqasoim9ACHjbRminFqH0ytwUpHOnoyIOA
平原綾香-明日（中譯） 

neko-aiiがリツイート 
シバヤギは落葉好き @biflonslunettes · 2015年12月22日 
東京の友達、35歳男性、骨がボロボロだったって人間ドックひっかかったって〜
バカちんがぁぁぁぁあ泣

Twitterでしか叫べないよぉお泣

https://www.youtube.com/watch?v=SDe1xi4tGUA
Tomorrow Never Dies Opening Title Sequence 

https://www.youtube.com/watch?v=cpIa89_rZoA
高橋優初監督ＭＶ作品「明日はきっといい日になる」オモクリ監督エディットバージョン（Short
size）

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 4時間4時間前 
原発やめたら破綻する経済なら、破綻すりゃあいい。

もともと、俺たちは未来に負債を積み上げることで成り立たせてメシ食ってきたん

だろ。

しょうがねぇから、最後まで付き合うぜ？

https://www.youtube.com/watch?
v=B68jjHk3Xlc&ebc=ANyPxKqqzt8IYnLssVCIYXQ4eXAA20CYleohhWgK-Ic9-
dmnSuZQXHJvWGxybMQppqasoim9ACHjbRminFqH0ytwUpHOnoyIOA
平原綾香 ふたたび 千と千尋.wmv 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibiV9sFM7Uc&ebc=ANyPxKqqzt8IYnLssVCIYXQ4eXAA20CYleohhWgK-Ic9-dmnSuZQXHJvWGxybMQppqasoim9ACHjbRminFqH0ytwUpHOnoyIOA
https://www.youtube.com/watch?v=SDe1xi4tGUA
https://www.youtube.com/watch?v=cpIa89_rZoA
https://www.youtube.com/watch?v=B68jjHk3Xlc&ebc=ANyPxKqqzt8IYnLssVCIYXQ4eXAA20CYleohhWgK-Ic9-dmnSuZQXHJvWGxybMQppqasoim9ACHjbRminFqH0ytwUpHOnoyIOA
https://www.youtube.com/watch?v=k0WU1ePzhOI


（３月15日）　テングサの歌

http://85358.diarynote.jp/201603160003151878/

【突然死】「外形は健康、内臓は老人」／孫世代障害発生率９５

％／「地震から５時間でメルトダウン」ってNHKが、叩かれたア
レは何だったんだ／自信を持って逃げよう。

2016年3月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?
v=EoKP1iOKYU4&ebc=ANyPxKp9gwTpeboicCF3PwGozYUfaSoj-
r8I4IjfSelYSdJwryolow2UNy4K2Fh7cayjT4wSN_uUJm8cgV1JfXjaMc8XFz1YLg
きれいな石の恋人 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
もうツイッターは止めた方が良い。

cmk2wlがリツイート 
おちびさん @ochibisan02 · 10 時間10 時間前 
おちびさんさんがcmk2wlをリツイートしました
あの日からTVとは縁切りしました。
関わらない日が長くなるほど、テレビ番組の怖さがわかってきます。

https://twitter.com/cmk2wl/status/250016544501948416

https://www.youtube.com/watch?
v=PPoSBWo4Wbk&ebc=ANyPxKpRHSqoHSDumxvUfLt3FuTLiC4HJZ1RpWJwXyNT8I9mzMItDWFozv1M6CAuLy50ik0Q9byQhfhmb1_zt-
YcJiOSsmnI5Q
電波塔の少年

ふ〜〜じこちゃ〜ん @kissmeyummy · 5分5分前 
熊本大学入口名誉教授「2011年3月15日に官邸に提出した報告書『福島第一原子力発電
所の不測事態シナリオの素描』によれば東京23区も「250キロメートル圏内」として放
射能汚染による避難区域となり得ました。そのことが報道されません。

」https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1214774565229998&set=a.466830063357789.109887.100000923990791&type=3&theater
…

onodekita @onodekita · 31分31分前 
東芝・・半導体を売り、医療関連を売り、そして白物家電、パソコンまで売る。 残っ
たのは、カスの原発だけ。安楽死か

neko-aii @neko_aii · 40分40分前 
2014年4月06日
”突然死”遺体を解剖した女性医師
「外形は健康そうに見えても、内臓は老人のようにダメージ受けていた」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/813aa7415bb86ec42bf522de4cbd1ed4 …
チェルノブイリ周辺国の人口は事故後２６年で１３００万人減少

ベラルーシは被災者『孫世代』の障害発生率９５％

neko-aii @neko_aii · 47 分47 分前 
2011年3月15日の東京都
午前10時から11時まで
吸入摂取量で1100ベクレル
をリアルタイムで観測していた。

実はこの時、

http://85358.diarynote.jp/201603160003151878/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=EoKP1iOKYU4&ebc=ANyPxKp9gwTpeboicCF3PwGozYUfaSoj-r8I4IjfSelYSdJwryolow2UNy4K2Fh7cayjT4wSN_uUJm8cgV1JfXjaMc8XFz1YLg
https://twitter.com/cmk2wl/status/250016544501948416
https://www.youtube.com/watch?v=PPoSBWo4Wbk&ebc=ANyPxKpRHSqoHSDumxvUfLt3FuTLiC4HJZ1RpWJwXyNT8I9mzMItDWFozv1M6CAuLy50ik0Q9byQhfhmb1_zt-YcJiOSsmnI5Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1214774565229998&set=a.466830063357789.109887.100000923990791&type=3&theater
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/813aa7415bb86ec42bf522de4cbd1ed4


事故後最も濃い放射能雲が東京を通過

http://savekidsjapan.blogspot.jp/2013/01/i-2011

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
２０１１年３月１５日早朝

２号機並びに４号機で爆発があったときに

正門のモニターが１２０００μＳｖ／ｈを記録していた

その後、３月１６日０時に８０００μＳｖ／ｈ

同じ日の１２時頃に１１０００μＳｖ／ｈ

これは、その現場に数時間滞在しただけで

急性被曝症状が現れてくる値です

Mペッコ @pecko178 · 2時間2時間前 
『除染隊はしばしば搾取される、除け者にされる - 半ダースの身元不明の作業員の灰が
、不自由になった福島原子力発電所のすぐ北にあるこの町の仏教寺で生涯を終えま

した... 彼らは単に「除染部隊」と標識されました 』
http://abcnews.go.com/International/wireStory/fukushima-clean-workers-bottom-
contractor-system-37539162 …

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2012-05-26
健康相談のランキングが酷いことに　２位「甲状腺を全摘することになった」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8c2e75eb617338eaa7f4b28c1539c088 …
要注意のトピック

1 旦那の物忘れがひどい
2 甲状腺を全摘することに
5 頭痛と吐き気が続き辛い

岩上安身� 認証済みアカウント � @iwakamiyasumi · 2 時間2 時間前 
連投105 RT 105.末延氏「ましてや泊原発あたりだったらば、一時間ぐらいで、30キロ
圏内ぐらいだったら、汚染できますよね。札幌だって、5時間や10時間もあれば、放射
能汚染できますからね。はっきり言って、原発を大規模に破壊できれば、根室あたり

まで放射能いきますよね」

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：03/15 17:42
消費者庁移転、徳島で試験業務スタート

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20160314-00000024-jnn-pol#contents-
body …
地味に霞ヶ関の移転が進行している…
#３月末までに方針明記の予定だったが

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
このストロンチウム汚染の強い地域では人間は住めません、無理に住んでいれば水源

に浸透したストロンチウムから内部被曝を受けて、事故から２０年程度で全員死亡す

ると考えます

東日本の居住者は２０３０数年頃までに死に絶えると考えます

https://pbs.twimg.com/media/Cc0lk5PUMAAMiQy.jpg …

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 8時間8時間前 
これを見ても原発は稼働するんじゃとか言う人はマジどうかしてる。

あのこれもっと増えますよ。フクイチ収束してないから。ぜんぜん。

再稼動するともっと増えますけど。核のゴミ。

日本は狭い島国だよ？　どこに置くの？　お宅の庭？ 
https://pbs.twimg.com/media/CDmnremWMAETGfh.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=z3c2ZQc1MnY

http://savekidsjapan.blogspot.jp/2013/01/i-2011
http://abcnews.go.com/International/wireStory/fukushima-clean-workers-bottom-contractor-system-37539162
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8c2e75eb617338eaa7f4b28c1539c088
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20160314-00000024-jnn-pol#contents-body
https://pbs.twimg.com/media/Cc0lk5PUMAAMiQy.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CDmnremWMAETGfh.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=z3c2ZQc1MnY


谷山浩子『ハサミトギを追いかけて』 

アマちゃんだ @tokaiama · 12時間12時間前 
原子力産業はメルトダウンのような重大事故は1000万年に一度しか起きない
と説明し続けてきた

だが、実際のメルトダウンは、10年に一度起きている
http://www.businessnewsline.com/news/201311061915070000.html …
原子炉が、冷却不能からメルトダウンまで3時間の余裕しかないことから、必然的にそ
うなる

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 13時間13時間前 
名無し：03/15 08:47
JR京葉線が駅に止まらず通過、ダイヤ乱れる、運転士は「考え事」、車掌は「うと
うと」、次の駅で乗客から言われ気付く。「ホ」が脳に溜まった影響でしょうかね

ぇ〜、もう何でもありですよ

アマちゃんだがリツイート 
nobo @nobo301 · 13時間13時間前 
3.11事故後の米国は、日本政府より正確な情報だったし、これも正確なんだろうな
@kitahamamikiya: 
■アメリカ政府が発表したストロンチウムの汚染地図→

http://news.whitefood.co.jp/strontium 
https://pbs.twimg.com/media/Cc0lk5PUMAAMiQy.jpg

toriiyoshiki @toriiyoshiki · 13時間13時間前 
いざ原発事故が現実になったとき、そこらじゅうの線量計が振り切れるなかで、行政

が500μSv/h超を確認して避難を指示するまで住民がそのまま待機していると本気で思
っているのだろうか？…有効に機能するとは思えない非現実的なシステムを前提（ア
リバイ）に再稼動を進めることが問題なのだ。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 14時間14時間前 
名無し：2016/03/15(火) 08:24 ID:XXXXXXXX
これの「品目」に書いてあるものと、ＮＨＫが食え食え言うものが一致してる

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/ksiei_all_160226.pdf …
#諸外国地域の東日本産品の輸入規制措置ｏ本年２月２６日現在

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 16時間16時間前 
名無し：2016/03/14(月) 22:51 ID:XXXXXXXX
漫画家の山浦章さんが自宅で心不全で倒れ死去

http://silvershield.link/yamauraaki/ 
#４８歳

https://www.youtube.com/watch?v=32yOwbog4S0&ebc=ANyPxKpC5tXf-
PQnsvnqEM4FT7psTffqvexxNnyaFAOTOmBbrX1aJ1-
6uQmtvtdnXoXWx75Yew0mz3HFyj4vNkl8lv5Sqb-DcA
谷山浩子　催眠レインコート 

あおてん農園 @aoten49003 · 14時間14時間前 
避難移住は東日本に限った事ではない。福一事故をきっかけに、志賀原発の地元から

四国に移住した人。瓦礫焼却をきっかけに大阪から四国に移住した人。「常識」や「

既成概念」に縛られていたら命は守れない。安全か危険かは人に判断してもらう事で

はなく、自分自身で調べて決めればよい。

https://www.youtube.com/watch?
v=kYSEwM2rTck&ebc=ANyPxKqDMn7yS9jyAiiV42FVyI3n7Yakad7mVG2qdWwubLFe6KTtQWGcj4cWeSRGbTzzK0Sx5XZg4QWCxymtU7eKQvmvFGzfPg

http://www.businessnewsline.com/news/201311061915070000.html
http://news.whitefood.co.jp/strontium
https://pbs.twimg.com/media/Cc0lk5PUMAAMiQy.jpg
http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/ksiei_all_160226.pdf
http://silvershield.link/yamauraaki/
https://www.youtube.com/watch?v=32yOwbog4S0&ebc=ANyPxKpC5tXf-PQnsvnqEM4FT7psTffqvexxNnyaFAOTOmBbrX1aJ1-6uQmtvtdnXoXWx75Yew0mz3HFyj4vNkl8lv5Sqb-DcA
https://www.youtube.com/watch?v=kYSEwM2rTck&ebc=ANyPxKqDMn7yS9jyAiiV42FVyI3n7Yakad7mVG2qdWwubLFe6KTtQWGcj4cWeSRGbTzzK0Sx5XZg4QWCxymtU7eKQvmvFGzfPg


谷山浩子_窓（初期バージョン）

hero@ @HeroAho · 4分4分前 
ネット上に情報んなので、何とも言えないけど、311で放出された放射能は、広島原発
の500発分だそうな。
桁違い。

自信を持って逃げよう

ANyPxKpC5tXf-PQnsvnqEM4FT7psTffqvexxNnyaFAOTOmBbrX1aJ1-
6uQmtvtdnXoXWx75Yew0mz3HFyj4vNkl8lv5Sqb-DcA
ひとりでお帰り - 谷山浩子 

アマちゃんだがリツイート 
きな @akubikinako · 3月13日 
「地震発生から5時間足らずでメルトダウンした」ってNHKがあっさり言ってるけど、
メルトダウンのメの字も言ったら叩かれたアレは何だったんだ。

https://www.youtube.com/watch?
v=MmbYMbSpMAs&ebc=ANyPxKrqlQfXOC75Lgx_4dcJ6vjps3DEb0kblw3X-
k34V7TGao8atEaSyofsdbnUMXMtTpRFz03__wnqgBpwpeDtbeyEK8qq7w
谷山浩子 水玉時間 06 穀物の雨が降る 

https://www.youtube.com/watch?
v=NWcaqTPvcBY&ebc=ANyPxKrqlQfXOC75Lgx_4dcJ6vjps3DEb0kblw3X-
k34V7TGao8atEaSyofsdbnUMXMtTpRFz03__wnqgBpwpeDtbeyEK8qq7w
SAKANA-GIRL 

https://www.youtube.com/watch?v=_1JavvpirzY
ＪＲ岩代駅　テングサの歌

 

https://www.youtube.com/watch?v=MmbYMbSpMAs&ebc=ANyPxKrqlQfXOC75Lgx_4dcJ6vjps3DEb0kblw3X-k34V7TGao8atEaSyofsdbnUMXMtTpRFz03__wnqgBpwpeDtbeyEK8qq7w
https://www.youtube.com/watch?v=NWcaqTPvcBY&ebc=ANyPxKrqlQfXOC75Lgx_4dcJ6vjps3DEb0kblw3X-k34V7TGao8atEaSyofsdbnUMXMtTpRFz03__wnqgBpwpeDtbeyEK8qq7w
https://www.youtube.com/watch?v=_1JavvpirzY


（３月17日）　右翼の本来の姿は、物よりも精神を大事にするものなんだから、極端
に言えば“日本の精神を守るためには、物がなくてもいい”というぐらいの覚悟があるは
ずなんですけどね。

http://85358.diarynote.jp/201603170924507071/

消された汚染データ 川崎市麻生区0.９６μSv/h／放射性銀はカド
ミウムに崩壊。骨折リスク／３基分の核燃料どこにある？／原発

事故が起きたら初動でとにかく150kmは逃げるに尽きる。

2016年3月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

アマちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
ストロンチウム９０の何が怖いかっていえば、周期律表でカルシウムの隣りにあって

、ほぼ同じ性質ながら活性は数倍

カルシウムとして挙動し、水に溶けて地下水や水源を汚染する

超微量であっても、体内に入ると排泄されないので無限に累積してゆく

骨に選択蓄積するので毒性はセシウムの300倍

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
放射線防護の仕方（食品編） - Togetterまとめ http://togetter.com/li/288596

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
放射線防護の仕方（緊急時編） - Togetterまとめ http://togetter.com/li/288714

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
放射線防護の仕方（日常編） - Togetterまとめ http://togetter.com/li/288086

https://www.youtube.com/watch?v=daB2y9kh1Ec
Air opening song (FULL) 

キチガイ医 @touyoui · 54 分54 分前 
埼玉の放射能、きっと漏れてるから大丈夫。 http://fb.me/165gfPa9i
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhGaHR0cDovL3NoYXJldHViZS5qcC9hc3NldHMvaW1nL2FydGljbGUvMjAxNi9mYWNlYm9va19vZ3BfaGFsZi8xNzM1LmpwZxSwCRTyBBwUhAYUlAMAABYAEgA&s=w8kVK-
_N6CyuOA9sid5EQEZjTYAhECGq9a7JeUR8KME

アマちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
関東に住む2人に1人がストロンチウム汚染
http://ameblo.jp/mayura-ayur/entry-12139704799.html …
ストロンチウムの体内半減期は50年、つまり死ぬまで体内に留まり強烈なY90ベータ線
を出し続ける

これが骨髄細胞を破壊し、白血病や骨腫瘍をもたらす

世界の被曝死の半数以上がストロンチウム９０

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 1 時間1 時間前 
名無し：2016/03/16(水) 22:21 ID:XXXXXXXX
写真家・中居裕恭氏、大動脈瘤破裂により急死

http://silvershield.link/hiroyasu-nakai 
#６０歳

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 1時間1時間前 
名無し：2016/03/16(水) 23:37 ID:XXXXXXXX
【訃報】

北海道を代表するジャズピアニスト福居良さんが15日午後0時44分、悪性リンパ腫のた

http://85358.diarynote.jp/201603170924507071/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160317/85358_201603170924507071_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160317/85358_201603170924507071_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160317/85358_201603170924507071_3.jpg
http://togetter.com/li/288596
http://togetter.com/li/288714
http://togetter.com/li/288086
https://www.youtube.com/watch?v=daB2y9kh1Ec
http://fb.me/165gfPa9i
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhGaHR0cDovL3NoYXJldHViZS5qcC9hc3NldHMvaW1nL2FydGljbGUvMjAxNi9mYWNlYm9va19vZ3BfaGFsZi8xNzM1LmpwZxSwCRTyBBwUhAYUlAMAABYAEgA&s=w8kVK-_N6CyuOA9sid5EQEZjTYAhECGq9a7JeUR8KME
http://ameblo.jp/mayura-ayur/entry-12139704799.html
http://silvershield.link/hiroyasu-nakai


め札幌市の病院で死去、67歳。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160316-00000061-jij-soci …

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榎木津をリツイートしました

名無し：03/17 01:03
駅のホームに飛び込んだと聴いて、そんな人じゃないと相当ショックだったんだけ

れど、死後解剖と監視カメラ映像から、クモ膜下出血が原因だったと判って、不思議

な言い方だけど少しほっとした。

徳永みちお @tokunagamichio · 2時間2時間前 
原発事故3日目に良心的な原発学者はネットで、震災2日目の一号機圧力容器（通常70
気圧）が40気圧まで下がった点と、外側の格納容器（通常1気圧）が8気圧まで上がっ
た点を重視し理路整然とメルトスルーしていると指摘。一方、テレビは３ヶ月間も御

用学者を動員し事実を隠蔽。ネットは凄いよ。

アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
原発の事故後、甲状腺癌が予想以上のペースで増えているのは放出された放射性物質

が多かったから 
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201603160000/ …
東海アマ　ヨウ素１３１

http://blogs.yahoo.co.jp/tokaiama/27739272.html …

アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
原発推進側に犠牲者が続出

http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/696.html …
被曝の危険性を完全無視、すきやばし次郎や京屋あたりに通って毎日、東京湾産、江

戸前寿司を食ってる連中が次々に死に始めている

アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【続報】富山の産廃焼却炉死亡事故。重体の男性が死亡。この事故で亡くなったのは2
人目

http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
参照すべきマニュアルを参照しなかったことで福島原発の事故被害を拡大させた恐れ

があった

マニュアルに従い適切に対処していれば２号機、３号機はメルトダウンを回避できた

のではないか

「社会技術システム安全研究所」主宰の田辺文也が問題提起

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-8bbe.html#more …

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
年寄りが先立ち　次は男子　若い人は前年より死亡率上昇階層もある

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174506537.html …
チェルノブイリでは五年後から子供が死に、十年後から大人が死んだ

benjijy @BenBenjijy · 6 時間6 時間前 
benjijyさんがをリツイートしました
どちらを隠しても大丈夫。

日本の原発は、震度6強に耐えられる建造物ではありません。
精密なパイプが破損します。

福一は震度6弱で···BOON。 https://twitter.com/toshipiko1/status/710127169385529345
…

日本経済新聞 電子版 @nikkei · 6時間6時間前 
オリックス、インドで大型風力発電　原発１基相当

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC16H0T_W6A310C1MM8000/?dg=1 …

CAVU @cavu311 · 7時間7時間前 
SPEEDIはかなり優秀なシステムだと思いますよ。ただ、まともにその結果を受け入れ
て対応すると原発事故のヤバさが白日の下に晒される。だからシステムごと無かった

ことにしようっていう…。
まあ、SPEEDIに関係なく、原発事故が起きたら初動でとにかく150kmは逃げる、に尽
きるかと。

マルキン @ma_ru_kin · 7時間7時間前 
震災と例の原発事故直後に「福島が数年後はなんたら〜」とか言ってた人がいるじ

ゃん、今は何してるのか分からないくらいに見かけないけど。福島の旨いもの食べて

何年後も元気でいればいいんでしょ。楽勝じゃねぇか、元気に爆笑してやるよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160316-00000061-jij-soci
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201603160000/
http://blogs.yahoo.co.jp/tokaiama/27739272.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/696.html
http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-8bbe.html#more
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174506537.html
https://twitter.com/toshipiko1/status/710127169385529345
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC16H0T_W6A310C1MM8000/?dg=1


https://www.youtube.com/watch?
v=E3wWC6Cfikg&ebc=ANyPxKprZ77rzh_ex0rvEoYHDFCRFDT09JS5tSqf5M1YsG-
iqIm7poWgNU1O7mgUzA6GcEDoXsTZrBYER30f8vdfzHl7V35pzQ
【高音質】CLANNAD　AFTER STORY　OP 『時を刻む唄』FULL 歌詞付き 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
ほとんど報道されなかった

結局は「国民の税金が３兆４千億円」も使われてる。

３基分の溶け落ちた核燃料がどこにあるのか？人類が取り出せるのか？　汚染水はど

うすんだ？と言う状態でも、原発再稼働

正常な精神状態と思えない人が指揮してる 
https://pbs.twimg.com/media/CdrRbjfUkAAu8o_.jpg

マルキン @ma_ru_kin · 8時間8時間前 
放射能がどうたらとか言う人から「発がんのリスクが」とか言われたとして、福島の

人に怒られるかもしれないけど、万が一これでがんになったとしても別にいいわって

くらい旨い。

本間　龍　　ryu.homma @desler · 8時間8時間前 
本間　龍　　ryu.hommaさんがトホホな県庁マンをリツイートしました
現在、電力会社の中で一番原発広告を流しているのが中部電力です。ラテＣＭだけで

なく、静岡新聞にもバンバン広告出していて、そののめり込み方は異常。余程浜岡を

動かしたいらしいですね。 
https://twitter.com/P2CNkfrLrmIW2dZ/status/710121123606700032

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
T.HIRANOさんがAgence France-Presseをリツイートしました
この画像は、CO2の話。
東電の発表では、福島原発からは「１時間あたり1000万ベクレルが、大気中にタダ漏
れ中（＝ 毎日：2億4000万ベクレル）」　今もそうだよね。もっと酷いかな？
こういう風に画像にしないと放射能もわからない。

https://twitter.com/afpfr/status/710081273797222401

neko-aii @neko_aii · 9 時間9 時間前 
福島第１原発：廃棄物汚泥

高濃度の放射性物質を含む汚染水処理

この作業で発生する

廃棄物の汚泥は、『１立方センチ当たり１億ベクレル』

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b61b499bf61e4386cc69589c9cdc83f5 …

neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
放出された放射性物質のうち、

放射性銀は有毒金属カドミウムに崩壊。

カドミウム中毒によって

骨（骨軟化症）、骨密度（骨粗しょう症）

弱くなって柔らかくなる。

これは、関節や背中の痛みを引き起こし

また、骨折のリスクを増加させる。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8306df0c4dd98426431d83c9973b767c …

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
"sucremom217 2013年3月7日
群馬に住む母が

腰から背中にかけて圧迫骨折。

心臓の痛みも

と聞いた翌日、

京都に住む友人の息子が

骨折したとメールが。

さらに息子の友達の

横浜に住む祖母が骨折で入院。

骨折流行ってる？"

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
2011.11.20
神奈川県の川崎(南部)
3月末、両方の首の付け根(甲状腺辺り)が
ピンポン玉くらいに腫れ上がっていた6歳の息子が
最近、心臓の痛みを訴え始めた

息子に聞いたら

今年の4月まではこんな事一度もなかったと

https://www.youtube.com/watch?v=E3wWC6Cfikg&ebc=ANyPxKprZ77rzh_ex0rvEoYHDFCRFDT09JS5tSqf5M1YsG-iqIm7poWgNU1O7mgUzA6GcEDoXsTZrBYER30f8vdfzHl7V35pzQ
https://pbs.twimg.com/media/CdrRbjfUkAAu8o_.jpg
https://twitter.com/P2CNkfrLrmIW2dZ/status/710121123606700032
https://twitter.com/afpfr/status/710081273797222401
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b61b499bf61e4386cc69589c9cdc83f5
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8306df0c4dd98426431d83c9973b767c


だんだん頻繁になり

心臓発作を起こさないか心配

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
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

SOEKS-01M
屋外(側溝) 地表 5cm0.96μSv/h

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
2012年9月08日
東京郊外在住。猫たちが「次々に毛が抜けたり」「よだれを垂らして」死んでいく

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

フジヤマガイチ @gaitifujiyama · 12時間12時間前 
フジヤマガイチさんが47NEWS 速報をリツイートしました
先日広島地裁に３号機運転差し止めを求める仮処分集団提訴があったから司法の場で

安全性が問われる事になると。国内最大規模の活断層あるこの場で、佐田岬半島の人

達は事故が起きたら逃げることができないこの場で、果たして原発を動かしていい

のか？ 
https://twitter.com/47newsflash/status/710051274230607872

47NEWS 47@news · 12時間12時間前 
速報:原子力規制委が今月内にも、四国の伊方原発3号機の工事計画を認可へ。3号機は
今夏に再稼働の可能性高まる。

http://bit.ly/1pKYliX

https://www.youtube.com/watch?v=JikmsNiJZ2Q
Tomoyo After ~It’s a Wonderful Life~ OP full song (STEREO and lyrics) 

アマちゃんだ @tokaiama · 3月15日 
ピントが違う

http://miyakeshoten.shop-pro.jp/?pid=86729723 
原発は発展途上の技術ではない、未来に完成する見込みもない

それは大量殺人兵器を持ちたい使いたい、怖れられたいという強欲・妄想の上だけに

生み出された虚構の塔にすぎない

国家というウソの上に

アマちゃんだ @tokaiama · 3月15日 
これが「いじめ自殺」した中学生を「転校」だと言って済ませた仙台市＝元教育長の

現市長、奥山恵美子さんの市政の姿だ

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-8d08.html#more …

アマちゃんだ @tokaiama · 3月15日 
ノーマ・フィールドさん（シカゴ大学名誉教授）が日本政府に対して怒りを表明　「

わたしは驚き、怒っています。放射能にもっとも敏感なこどもたちをふくむ一般の人

びとを（被曝作業員並みの２０ミリシーベルトもの）被曝させていることは犯罪的

です」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-aeda.html#more …

アマちゃんだ @tokaiama · 3月15日 
2010年県別熱中症による死亡者発生率
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174494859.html …

アマちゃんだがリツイート 
たびびと @soul_music17 · 3月15日 
認知症、とか、小頭症、とかさ、腎臓病、とか。これから増えて行きます！！！っ

てもっともらしい？理由を付けてめっちゃラジオで最近言ってるけど、これって明ら

かに被曝症状だよね。

アマちゃんだ @tokaiama · 3月15日 
このストロンチウム汚染の強い地域では人間は住めません、無理に住んでいれば水源

に浸透したストロンチウムから内部被曝を受けて、事故から２０年程度で全員死亡す

ると考えます

東日本の居住者は２０３０数年頃までに死に絶えると考えます

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/90fa7dd5c49798d3883cc4a1f554860e
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/517e638e4f157e1cf98416393be9e4b4
https://twitter.com/47newsflash/status/710051274230607872
http://bit.ly/1pKYliX
https://www.youtube.com/watch?v=JikmsNiJZ2Q
http://miyakeshoten.shop-pro.jp/?pid=86729723
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-8d08.html#more
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-aeda.html#more
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174494859.html


https://pbs.twimg.com/media/Cc0lk5PUMAAMiQy.jpg …

アマちゃんだがリツイート 
＊ peace ＊ @cyoki · 3月14日 
●３１1甲状腺がん家族の会
ホームページ

軽い気持ちで受けた検査

通知が届いて大丈夫と思い

信じて行った病院

待っていたのは

『悪性の甲状線がん』の結果...
福島県中通りの子の母

http://311kazoku.jimdo.com/ 

大文字隼人@こころげん!ぱつ! @daimonji_hayato · 3月14日 
【定期】

泊原発停止した状態の北海道で厳冬期に発電所故障起これば

暖房機器機能せずに凍死者続出、医療機器停止による死者も

信号機やロードヒーティング機能せず道路麻痺

信号や管制塔機能停止で鉄道飛行機港湾機能不全

流通麻痺による栄養失調者続出の懸念

#反原発 未必の故意の殺人鬼

謎の絵描き 元さん Gen-san @GenSan_Art · 3月14日 
#泊原発 が全基停止して３年１０ヶ月が過ぎたが、真冬の間も北電の電気供給は安定し
ていた。「泊原発が停止すると道民は即死」と言っていた原発推進派は、冬季加算を

減額して北海道民を凍死の危機にさらす安倍政権の悪行には平気なのか？

http://ameblo.jp/gen-san-art/entry-11876714663.html … #脱原発

https://www.youtube.com/watch?v=nOU3S4aZH0c
CLANNAD, CLANNAD After story - Sad Soundtrack Collection 

デモクラシーな言葉 @whatsdemocracy · 60分60分前 
右翼の本来の姿は、物よりも精神を大事にするものなんだから、極端に言えば“日本の
精神を守るためには、物がなくてもいい”というぐらいの覚悟があるはずなんですけ
どね。なのに『経済成長のためには原発が必要だ』とか言うのは、ちょっと情けない

話だと思いますね。（鈴木邦男）

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
〔インド・カクラパー原発〕

フクイチ５周年の「１１日」に緊急停止

インド有力紙、「マイナー事故」と報道するも、前インド原子力規制委委員長のゴパ

ラクリシュナン博士が「重水（冷却材）喪失」の恐れ、と警告しており、警戒が必要

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/

kyoko @manmaru358 · 8時間8時間前 
今日は大切に思う人に、ちゃんと向き合って話をすることができた。フクイチ原発事

故と放射能の事、自分は避難移住で福岡に戻った事、諸々。短い時間だけど、しっか

り伝わったと思う。良かった。これから新しく出会う人々にも、私は誠実に伝えてい

きたい。

https://www.youtube.com/watch?v=vIGTNN51bTA
ずっと嘘だったんだぜ/斉藤和義

https://pbs.twimg.com/media/Cc0lk5PUMAAMiQy.jpg
http://311kazoku.jimdo.com/
http://ameblo.jp/gen-san-art/entry-11876714663.html
https://www.youtube.com/watch?v=nOU3S4aZH0c
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/
https://www.youtube.com/watch?v=vIGTNN51bTA


（３月18日）　免疫力異常低下。

http://85358.diarynote.jp/201603182346429242/

免疫力異常低下／インフルエンザ去年の９倍／ノロウイルス院内

感染死亡／奇形魚肉ソーセージ／食器で被曝／日本製タッパー線

量が高／死ぬまで被曝する。

2016年3月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=WsC9anEt2-I
Rain / Ryuichi Sakamoto Trio (YCAM 21/12/12) 

ひろみ @hiromi19610226 · 2時間2時間前 
そんなに 北朝鮮のミサイルが怖ければ、さっさと日本沿岸の原発片付けろ！

https://www.youtube.com/watch?v=6RpZtNEVex4
Ryuichi Sakamoto (坂本龍一) - Merry Christmas, Mr. Lawrence 

AMARIシリウスの愛の戦士たち@ilovejesus12122 · 1 分1 分前 
AMARIシリウスの愛の戦士たちさんが島の府をリツイートしました
フクイチって全部、海にドボンしちゃうんだろう？

作業員不要じゃん

https://twitter.com/szymanowski2/status/371528256760995841

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4 分4 分前 
水道水は気をつけた方が良いですね。

東京も未だに微量とされてる数値だけど、セシウム137が検出されてるからね。基準値
以下だというけど「なにが基準値なの？」と思う。

まぁ、これ以上いうと「あんたみたいな人が風評被害をバラまいてるの」なんて、言

われるので、止めとくけど、気をつけてね

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 16分16分前 
最近は「ストロンチウム」の事を、多くの人が知ってしまったので、ネット検索す

ると、ブログでも記載してる人がいる

基本は「体内に入った場合の半減期は50年なので、今日生まれた子供が寿命90才とし
ても死ぬまで、ベータ線の被曝をするという恐ろしい核種」であり、食品や水道水

は計ってない。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23分23分前 
水道水の基準値は（10ベクレル）であり、食品は（100ベクレル）

http://85358.diarynote.jp/201603182346429242/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160318/85358_201603182346429242_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160318/85358_201603182346429242_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160318/85358_201603182346429242_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=WsC9anEt2-I
https://www.youtube.com/watch?v=6RpZtNEVex4
https://twitter.com/szymanowski2/status/371528256760995841


例えば「日本茶」の場合、茶葉が（100ベクレル以上）であっても「お茶を飲む状態（
お湯で注ぐ）の検査」が（10ベクレル以下）なら、OKという、今の日本の放射能基
準値。

この「お茶」の件は覚えておいた方が良いですね

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 28分28分前 
歯を磨く、風呂に入る、食器を洗う

これ以外は水道水は使わないという人が増えた。日本ぐらいでしょ？水道水を「ガブ

ガブ」飲んでるの。まぁほとんどの海外では、ありえない事だからね。水道水を飲む

行為

「なんで日本の水道水は安全なの？」←カルキを多量に使ってるからだと言う人もい

るぐらい

間瀬磨音 @MaseMaon · 45分45分前 
魚肉ソーセージは安く作るためにこういう放射能などで奇形になってしまった魚を使

っていることがあります。

魚肉ソーセージを食べる時は気をつけてくださいね。 
https://pbs.twimg.com/media/Cd1WHpbUIAA97tR.jpg

neko-aii @neko_aii · 45分45分前 
uoling99 
１００均店内の線量が

最近やけに高い。

高い場所…キッチン・掃除用品周り。
日本製タッパーの線量が

高くて買えなかった…
タイ製のを買った。

１００均にも

線量計持ち込みは必須だ。

Jfkapny 
100均の瀬戸物って
汚泥から作られるとかの噂…

neko-aii @neko_aii · 52分52分前 
"K_a_D 2012年8月
地元のおばさんに聞いた話。

嬬恋村の

キャベツ農家さんは

放射能汚染の保証金貰ってて、

広い畑で

1000万円だって。
なのに、

例年通り作って出荷してるから、

大金持ちよ だって。

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
duphri
福島はペグマタイト鉱床で

最良の長石の産地です。

焼き物の釉薬のほとんどは

ここの長石です。

自分はこの仕事してますので

調べたけれどデーターが出てこない。

福島長石が使えないのは

窯業には死活問題。

zGeorgeBowWow 
今後食器で被曝？？

https://pbs.twimg.com/media/Cd1WHpbUIAA97tR.jpg


cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
明日19日は、紀伊半島から関東あたりまで太平洋時計回りの風が。
日付が変わる頃に東電福島原発からの風がダイレクトに東京に吹きます。

https://pbs.twimg.com/media/Cd1P4-aUEAEVfZF.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 2時間2時間前 
3月18日21時04分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、250箇所以上存
在します。詳しくはこちらでご確認ください。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://pbs.twimg.com/media/Cd1D-cKUMAAinjp.jpg

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
飯館村が深刻な汚染に見舞われたのは、2011年3月15日18時
その日の夕刻、福島原発に吹きつける風が南東からに変わった。

特別に濃い放射能雲が出現し19時に福島市、20時半に郡山市に達し
白河の関を越え栃木、那須、日光に達した。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f90b0f6cb67c332b807b17ee37d4bd92 …

neko-aiiがリツイート 
山口和朗 @mitosya · 1時間1時間前 
大阪がれき焼却でホットプルーム（1μSv/h超)が来襲していた！！住民は被ばく！！鼻
血の報告も多数あった 〜【汚染瓦礫】たった１日の焼却試験で『子供９人が鼻血』
5/23北九州市日明工場試験焼却日の出来
事http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b51fea063358c5df6a762314df898ed4 … @neko_aiiさ
んから

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
熊本

"kuwa39 2015年12月25日
ショック。

日光に転勤していた知人が

急性白血病で治療中と知る。

最近、身近な人がガンなどで

亡くなったり、

治療中の人が増えていて辛い。

歳のせいもある。

原因が特定できない。

今日やってきた娘。

目がしょぼしょぼ。咳も"

neko-aiiがリツイート 
マーボ 551122@m · 2 時間2 時間前 
九州の住所が書かれた 腐葉土に ガイガーあてたら ムチャクチャ数値があがり、クレー
ムした。 謝罪にきたのは 東京丸の内の三菱商事アグリサービス。 なんや九州の会社ち
がうやん？

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2012-10-01
妹の職場の同僚が

年一回の定期健康診断をしたところ

昨年に比べて

全員、白血球が１０００前後減少

放射線障害ではないかとの話が出た

職場の人たちは全員「東葛飾」に住んでいる

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/29105a792c61ee1c85650db1cd4ba9b5 …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
日本でインフルエンザの大流行

https://pbs.twimg.com/media/Cd1P4-aUEAEVfZF.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cd1D-cKUMAAinjp.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f90b0f6cb67c332b807b17ee37d4bd92
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b51fea063358c5df6a762314df898ed4
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/29105a792c61ee1c85650db1cd4ba9b5


NHKでやってたけど「インフルエンザによる学級閉鎖などが、去年に比べて９倍とい
う異常な事態」

「２種のウイルスが流行」とか「２度、感染する」←これって、免疫力が落ちてるか

らだよ。『ウイルスが異常』ではなく『日本人の免疫力の異常な低下』が原因だと思

う

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
被爆者の放射線による症状【急性症状】 
発熱、下痢、喀血

吐血、下血、血尿、吐き気、

嘔吐、脱毛、脱力感、倦怠

鼻出血、歯齦出血、生殖器出血、

皮下出血、発熱

咽頭痛、口内炎、白血球減少、

赤血球減少、無精子症、月経異常など

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/713b7b313a04af56689b511d7c7a060a …

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"gdgdsanpei 2012年8月
家のリフォームや

建て替えたりする人が熊本にもかなり多い。

しかし二本松から

近所の工務店に来られた方は、

壁材や断熱材や

左官のセメントは

東北産が殆どだから

注意してくれと俺に言ってくれた。"

渡辺輝人 @nabeteru1Q78 · 2時間2時間前 
許しがたいな。この恫喝。手前でまず安全性を説明しなさい。 / “原発、逆転勝訴なら
賠償請求も　高浜停止で関電社長 - 共同通信 47NEWS” http://htn.to/yTr2ewTf

シーザー @siizaaGpS · 3時間3時間前 
原発事故の無限の放射能汚染…
…彼らには防護服は無い…食品検査も…
原発を無くそう この地球から
https://pbs.twimg.com/media/Cd031FvVIAEEoO4.jpg

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 4 時間4 時間前 
〔ノロウイルス〕院内感染で2歳男児と80代女性死亡(3/18)（レスキューナウニュ
ース） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160318-00000004-
rescuenow-soci … #Yahooニュース

neko-aiiがリツイート 
Ｍペッコ @pecko178 · 4時間4時間前 
『体に蓄積する主な放射性物質』

皮膚：クリプトン85
肺：プルトニウム239
肝臓：コバルト60、セリウム144
腎臓：ウラン、ルテニウム106
生殖器：セシウム137、プルトニウム239
筋肉：セシウム137
骨：ストロンチウム90、ジルコニウム、プルトニウム、ラジウム226

天仙 @tensenten · 5時間5時間前 
狂気の企画、福島応援山菜ツアー

〜放射能汚染地域の山菜は、食品基準の１４０〜２７００倍〜

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=305162&g=132108 …… 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/713b7b313a04af56689b511d7c7a060a
http://htn.to/yTr2ewTf
https://pbs.twimg.com/media/Cd031FvVIAEEoO4.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160318-00000004-rescuenow-soci
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=305162&g=132108


NHKニュース @nhk_news · 5時間5時間前 
“原発事故で営業できず” 東電に２億円の賠償命令 http://nhk.jp/N4OE4NoI #nhk_news

金子勝 @masaru_kaneko · 5時間5時間前 
今日の「大竹まことゴールデンラジオ」の録音です。大津地裁決定後に、川内原発周

辺の線量計の不備を指摘した記事をめぐって原子力規制委と朝日新聞の応酬があっ

たが、むしろ川内原発の住民避難基準のひどさこそが背後の大きな問題としてあり

ます。http://goo.gl/29kfL

onodekita @onodekita · 6時間6時間前 
怒る関経連「なぜ一地裁の裁判官が」　高浜原発差し止め：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASJ3K514KJ3KPLFA00D.html …
たかが、一地域の電力会社が、国ひいては地球を滅ぼしかねない原発を稼働している

方がよっぽど驚きなんだが。

https://t.co/jmAu7hR6bM

m TAKANO @mt3678mt · 6時間6時間前 
原発事故の賠償、更に5800億円の追加申請。そんな状況なのにかつて20%だった東電
社員の給与カットは５％まで減額されるという。国と東電はどこまで国民と被災者を

愚弄するつもりか。

【国に5800億円追加申請＝原発事故の賠償支払い—東電
】http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160318-00000127-jij-pol …

共同通信公式 @kyodo_official · 6時間6時間前 
新たに志賀原発ケーブル4本不備 － 2系統混在「安全上の問題なし」
http://this.kiji.is/83475506578259975?c=39550187727945729 …

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【ひたちなか海浜鉄道湊線 運転再開 2016年3月18日 10:36】
踏切事故の影響で、那珂湊〜阿字ケ浦駅間の運転を見合わせていましたが、10:30現在
、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

産経ニュース @Sankei_news · 3月17日 
東日本大震災と東京電力福島第１原発事故で、福島県南相馬市の常磐線原ノ町駅構内

に５年間取り残されていた特急「スーパーひたち」の車両４両の撤去作業が報道陣に

公開されました。

http://www.sankei.com/photo/daily/news/160317/dly1603170015-n1.html … 
https://pbs.twimg.com/media/Cdue6E6UkAAm4Og.jpg

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

忍者=Ninjya @_Ninjya_ · 8時間8時間前 
人類は＝海をゴミ箱に使ってる！

フクシマ以後、魚を食べずに5年間。
塩だけはSel de mar(海から)だった。
岩塩をゲット(原発のないロアール産) 

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
メルマガ読者「タッパーに水を入れて氷を作り、油を塗り、ステンレスボールに入れ

ての除湿を試してみました。洗面脱衣スペース（洗濯機併置）・トイレ・風呂場の空

間で使用。夜、入浴と洗濯の後に設置しておくと、空気が楽（軽い）です。現在は午

前9時過ぎまで氷が保ちます。」

http://nhk.jp/N4OE4NoI
http://goo.gl/29kfL
http://www.asahi.com/articles/ASJ3K514KJ3KPLFA00D.html
https://t.co/jmAu7hR6bM
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160318-00000127-jij-pol
http://this.kiji.is/83475506578259975?c=39550187727945729
http://www.sankei.com/photo/daily/news/160317/dly1603170015-n1.html
https://pbs.twimg.com/media/Cdue6E6UkAAm4Og.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k


https://www.youtube.com/watch?v=JUDG_LSSyZ8
うないぐみ＋坂本龍一「弥勒世果報 (みるくゆがふ) - undercooled」 

さなーる @senor_sp · 4時間4時間前 
泊原発 再稼動反対！ 
https://pbs.twimg.com/media/Cd0t2QpUEAA0Qdy.jpg

ぼくとわたしの未来行進 @miraikousin · 4時間4時間前 
3月24日(木)19:00〜
場所：フェアトレード雑貨＆レストランみんたる

斉藤武一さんのお話　イン　みんたる　止めなきゃ原発　2016「泊原発とがん」
前売り・予約：1000円　当日 1200円(1ドリンク付き)
終了後、ご希望者は、交流会もあります。

https://www.youtube.com/watch?
v=mFYNfgrjUVI&ebc=ANyPxKrSupxMeSUUVgie70PZvGqeyYLXGO0Eoe9V6jgwzbD8cVlPlZw8k7IWXX0s2simVQzu3sM_KlRXi9O2N08x1BOyr1zXMg
Forbidden Colors - Ryuichi Sakamoto (Solo Piano)
 

https://www.youtube.com/watch?v=JUDG_LSSyZ8
https://pbs.twimg.com/media/Cd0t2QpUEAA0Qdy.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mFYNfgrjUVI&ebc=ANyPxKrSupxMeSUUVgie70PZvGqeyYLXGO0Eoe9V6jgwzbD8cVlPlZw8k7IWXX0s2simVQzu3sM_KlRXi9O2N08x1BOyr1zXMg


（３月19日）

http://85358.diarynote.jp/201603190820366406/

【雨に注意！】福井県 線量 急上昇中／「放射能を気にしなか
った」訃報多数／内閣府は毎時500マイクロまで待避せよと。自
分たちは毎時12マイクロで逃げ出した」／東電は10億円も儲か
った。

2016年3月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=8tKfYwc4zxA
ryuichi sakamoto - rain(live) 

しろくま @hontounokotoga_ · 4分4分前 
この影響は福井県だけではないです。

京都などの近畿、滋賀岐阜愛知などの中部でも上昇が確認されます。

　高浜原発はMOX燃料を使ったプルサーマル運転を行なっていた原発という事もあり
、線量値の大きさよりも、原発由来の核種に何が混ざっているか？ 分からない所がま
た問題です。雨にご注意！

しろくま @hontounokotoga_ · 10分10分前 
雨に要注意！　福井県の線量値が深夜から急上昇中！

　汚染水漏れを起こしたり、減圧弁の不具合で原子炉トリップを起こしたりして停止

した高浜原発4号機や裁判所の停止命令で稼働を停止した3号機ですが、空間の放射性
下降物が雨で落ちている様です 
https://pbs.twimg.com/media/Cd3YSUwUUAAHHxW.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=jvZd4MTKY10&ebc=ANyPxKrC8VGrioYbADUT_zwyHNX9hBFQOAAbAvYXMMrfhYMgQTfL6d4vOzHmf2j6XmBhJfB9DN7lZUg2KFCLDiA6sYYet0DuKA
Ryuichi Sakamoto - Blu 

朝日のあたる家 @asahinoataruie1 · 2分2分前 
福一 防護服関係焼却 《風向き注意》
焼却炉から出る排ガスの線度が低く抑えられたので本格的な焼却に入るそうだ。東京

新聞 
ここから出た焼却灰の放射線量は物凄く高いのでは、この焼却灰の行方は、まさかセ

メントに混ぜないよね。監視体制が必要だ。

朝吉 @o2106 · 45分45分前 
朝日新聞が川内原発周辺の線量計が破損等の為に緊急避難時に測れないものがかなり

あることを報道。原子力規制委員会は朝日の報道を不安を煽る記事だとして批難して

いる。こういう状態下で原発の周辺住民は命懸けだ(金子勝さん、H28.3.18) @tim1134
#1134golden

空間線量グラフ @radioactgraph · 60分60分前 
【福岡県空間線量(µSv/h)】2016年03月19日 06時現在　太宰府：0.035　福岡県庁
：0.056　糸島総合庁舎：0.042　久留米総合庁舎：0.036　八幡総合庁舎：0.058
全国各地のグラフ：http://ra.sssc.cc
https://t.co/H4KPNsI50N

Nemesisネメシス @zodiac0088 · 2時間2時間前 
Nemesisネメシスさんがd’un renardをリツイートしました
放射能の奇形、癌、死亡率への影響は生き物の種によって異なりますが、被曝量との

単純相関はあり、被曝量が少なければ影響は小さく多ければ大きくなります。これ以

http://85358.diarynote.jp/201603190820366406/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=8tKfYwc4zxA
https://pbs.twimg.com/media/Cd3YSUwUUAAHHxW.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jvZd4MTKY10&ebc=ANyPxKrC8VGrioYbADUT_zwyHNX9hBFQOAAbAvYXMMrfhYMgQTfL6d4vOzHmf2j6XmBhJfB9DN7lZUg2KFCLDiA6sYYet0DuKA
http://ra.sssc.cc/
https://t.co/H4KPNsI50N


下なら影響ゼロと言い切れる閾（しきい）値は無いようです。#Fukushima
https://twitter.com/hervecourtois1/status/710923091317096448

智 @tomo_c_a · 2時間2時間前 
智さんが智をリツイートしました

@tim1134 昨日放送のMBS #報ラジ 『原発作業員が語る５年』
作業員の手当が減ってる状況や、作業の請負の問題点や、放射能汚染された原発敷地

内の区分けなど、聞き所が多いです。作業員の待遇は悪化してる模様··· #飛べサル 
https://twitter.com/tomo_c_a/status/710936030057082880

919を忘れないbot@緊急事態条項阻止 @remember919 · 4 時間4 時間前 
浜岡原発では1000億円を費やして防波壁を造ったから安全だなどというプロパガンダ
が行われているが、ぜひ見ていただきたい。なんだろう、この薄い壁は。このような

危機管理ではまた福島の悲劇が繰り返されるだろう。

空みあげては　政治が語れない者は幼児以下 @soramiageteha · 6 時間6 時間前 
原子力規制委、朝日新聞社に抗議　川内原発周辺の線量

計http://www.asahi.com/articles/ASJ3L4403J3LULBJ00B.html …③福一事故を矮小化す
るために、事故前は、年間１ｍシーベルトだったのを、チェルノブイリ法では５ｍシ

ーベルトで移住なのに、日本では！年間２０ｍシーベルトで戻れって一体全体何を考

えてるのか

NHK科学文化部 @nhk_kabun · 7時間7時間前 
【明日に向けて】政府が来月の避難指示解除を目指している福島県南相馬市小高区で

、住民の帰還に向けて原発事故の避難区域では初めてとなる災害公営住宅が完成しま

した。南相馬市小高区東町に完成したのは平屋建てと２階建ての災害公営住宅、あわ

せて２０戸です。

NHK科学文化部 @nhk_kabun · 7時間7時間前 
【明日に向けて】原発事故の避難区域を通る福島県内のＪＲ常磐線の全線での運転再

開に向けて、放射線量が高いため手つかずとなっていた富岡駅と浪江駅の間の復旧工

事が震災から５年が過ぎた１８日、ようやく始まりました。

宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 7時間7時間前 
３１１から５年以上が経過して。

漏れ伝え聞くところを総合すると、

あの時、「放射能を気にしなかった人、気にする必要がないと言われた人」

の訃報を、この１年、多数聞いてきた気がする。

あの頃、自宅にこもっていた人は、高齢者であっても、適切に判断したのだろうと

思う。

ANGUS あんがす @leharuya · 8時間8時間前 
金子勝「内閣府の川内原発の避難計画では毎時500マイクロシーベルトまでは待避せよ
と言っている。福一で自分たちは毎時12マイクロシーベルトで逃げ出したと言うのに
」　　https://www.youtube.com/watch?v=a3JOViQvcO4&feature=youtu.be …
　@tim1134　#1134golden

cmk2wlがリツイート 
ロビン @oldblue2012 · 10 時間10 時間前 
竹の子　飯舘村　2013年6月　全身が内部被曝していることがわかる。先端の細胞分裂
が活発な部分がより濃く写っている。『放射線像〜放射能を可視化する』P74　
#タケノコ

https://www.youtube.com/watch?
v=G6Y4E69u5Mo&ebc=ANyPxKqVTyLm49ZdZsW0xObFMAnc6y4ocAm-7N5rz-
Pi5dik4w_dLAM1uqrQIAK6JUsaghvMfrVoAIs8u8LCZuKuczflW2zy1g
Ryuichi Sakamoto - Opus 

https://twitter.com/hervecourtois1/status/710923091317096448
https://twitter.com/tomo_c_a/status/710936030057082880
http://www.asahi.com/articles/ASJ3L4403J3LULBJ00B.html
https://www.youtube.com/watch?v=a3JOViQvcO4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G6Y4E69u5Mo&ebc=ANyPxKqVTyLm49ZdZsW0xObFMAnc6y4ocAm-7N5rz-Pi5dik4w_dLAM1uqrQIAK6JUsaghvMfrVoAIs8u8LCZuKuczflW2zy1g


Mine02C4 @mine_studio · 2分2分前 
"原子力規制委、朝日新聞社に抗議　川内原発周辺の線量計"
http://www.asahi.com/articles/ASJ3L4403J3LULBJ00B.html?ref=rss … どこから突っ込
めばいいのか。。。学問によって積み重ねられてきたものなんかよりゃ、朝日の記者

が書いたものの方がよっぽど正しいぜ、アイツラは利権だから、って言いたげだなお

い

森瀬 繚＠GSギガントマキア2巻 @Molice · 5時間5時間前 
「なぜ一地裁の裁判官によって、（原発を活用する）国のエネルギー政策に支障をき

たすことが起こるのか」－－それが健全な法治国家のシステムだからですね、もち

ろん。 http://www.asahi.com/articles/ASJ3K514KJ3KPLFA00D.html …

きっこ @kikko_no_blog · 6時間6時間前 
「福島第1原発の事故の影響で福島県内の5店舗が閉店に追い込まれたとして、ドラッ
グストア「ツルハ」が東電を相手取り約12億4680万円の損害賠償を求めた訴訟で、札
幌地裁は18日、東電に対し計約2億230万円の賠償を命じる判決を言い渡した」との
こと。東電は10億円も儲かったのか。

くろ (脱原発・脱被曝・反戦) @tkurokawa31 · 7時間7時間前 
原発事故を起こしたら税金で補填してもらう気のくせに何を言ってやがる＃

原発、逆転勝訴なら賠償請求も 高浜停止で関電社長 - 共同通信 47NEWS
http://this.kiji.is/83511394490580998 … 

deepthroat @gloomynews · 8時間8時間前 
時事◆原発稼働、２８年に先送り＝東電事故受け検証－ベトナム・現地報道

http://www.jiji.com/jc/c?g=int&k=2016031800966 … 「原発はロシアと日本が受注し
たが、東京電力福島第１原発の事故を受け、津波や自然災害に対する安全性の検証を

慎重に行うのが主因」

クリエネ（田母神より甘利） @morecleanenergy · 9時間9時間前 
関電ふざけるな。ふざけるな。ふざけるな。

→原発、逆転勝訴なら賠償請求も　高浜停止で関電社長 | 2016/3/18 - 共同通信
47NEWS http://this.kiji.is/83511394490580998 …

#tweet_radio @katsu232 · 14時間14時間前 
福島第一原発事故の影響で福島県内の５店が閉店に追い込まれたとしてドラッグスト

ア大手が東京電力に損害賠償を求めた訴訟で、札幌地裁は１８日、東電に２億円余り

の賠償を命じる判決を言い渡しました。（読売新聞）#原発 #tweet_radio
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160318-OYT1T50131.html?from=tw …
https://t.co/PSGaIs1nnQ

金子勝 @masaru_kaneko · 3月17日 
【日本売り】原発にのめり込んで不正会計に走った東芝。センサー、医療機器に続

いて、白物家電子会社を中国の「美的集団」に売却する。衰退する原子力産業に特化

して、中国に売られていく愚かさ。シャープも含め、産業競争力の衰退が深刻です

。http://goo.gl/WvrGaf

https://www.youtube.com/watch?
v=btyhpyJTyXg&ebc=ANyPxKoXPehkzs7r9m0j5oidM1S6ujdm3C6sKUb4c4BpbV0TYIrHMURK1J5no-
iz50Zlk3OKBr3UWwt3KrRa2bBgm8Vn6Cougw
Ryuichi Sakamoto-Energy Flow

空 日本のこころ @tyo21sky · 2時間2時間前 
【汚鮮】フジテレビの街頭インタビューで仕込みがバレるｗｗｗ

河合弘之（72）反日サヨク弁護士
フジ「アベノミクス批判」

テレ朝「甲状腺がん家族の会」

http://www.asahi.com/articles/ASJ3L4403J3LULBJ00B.html?ref=rss
http://www.asahi.com/articles/ASJ3K514KJ3KPLFA00D.html
http://this.kiji.is/83511394490580998
http://www.jiji.com/jc/c?g=int&k=2016031800966
http://this.kiji.is/83511394490580998
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160318-OYT1T50131.html?from=tw
https://t.co/PSGaIs1nnQ
http://goo.gl/WvrGaf
https://www.youtube.com/watch?v=btyhpyJTyXg&ebc=ANyPxKoXPehkzs7r9m0j5oidM1S6ujdm3C6sKUb4c4BpbV0TYIrHMURK1J5no-iz50Zlk3OKBr3UWwt3KrRa2bBgm8Vn6Cougw


ＮＨＫ「原発再稼働差し止め訴訟」

日本人の本当の敵は、在日電通創価メディア！ 

うさパラ☆ちっぽけ活動　続けます♩ @usagidenpa · 3時間3時間前 
大阪のラジオ局が、毎年、福一の取材をし放送し続けているのはスゴイ事。

【20160318 報道するラジオ「原発作業員が語る５年」 】
https://www.youtube.com/watch?v=6XASRVO9wLg …５年たった原発作業員を上田崇
順アナウンサーが取材しました。＊毎回のアップ、感謝です。@tim1134

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
日本のマスコミっていうのは、もうダメだね。

海外の報道を見ると「あ〜チェルノブイリ原発事故の時と同じ。日本政府は、国民が

被曝して健康被害が起ってても、隠蔽してる」というような報道も多くなって来てる

のに、まったく日本は通常営業。

この落差に、報道の異常さが、垣間見える。

AICHAN @AICHANZW · 9時間9時間前 
“自殺”したとされる報ステの岩路氏がフクイチで知ったのは、莫大な量の放射性物質の
漏洩、数百人にも及ぶ作業員の死、周辺住民に甲状腺ガンや白血病が多発している

こと、東電への天下り元官僚の月給が１千万なこと、終息はもはや不可能なこと等々

であり、政府がそれらを隠蔽していることだったろう。

香山リカ @rkayama · 9時間9時間前 
香山リカさんが野間易通をリツイートしました

いや10年前どころか安倍二次政権の誕生直前までは私もNHKによく呼ばれ、「原発は
即時ゼロで」「被災地の復興遅すぎ」「戦争の不安ぬぐえない」なんて平気で言って

たんだよー 
https://twitter.com/kdxn/status/710822754929344512

https://www.youtube.com/watch?v=mFYNfgrjUVI&ebc=ANyPxKoskqxMcnH86Q0PqxQWmz1N5h-
mzm2BCLKABuc8h-7Ot4qg5BS44SmHFsAz6iti7tHhNVoLxlC97EUCol-GoXTRg6Ylow
Forbidden Colors - Ryuichi Sakamoto (Solo Piano) 

AKIRA @AKIRA23150220 · 7 時間7 時間前 
フクイチが爆発した時、政府は国民がパニックに陥らないように、経済を優先し国家

を守る為だという大義名分のもとに情報統制を敷き、被曝を隠すことにした。

しかし、その本質は日本民族の殲滅にあったと気付くのが、あまりにも遅すぎた。 
https://pbs.twimg.com/media/Cd15fdqVIAAq865.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=6XASRVO9wLg
https://twitter.com/kdxn/status/710822754929344512
https://www.youtube.com/watch?v=mFYNfgrjUVI&ebc=ANyPxKoskqxMcnH86Q0PqxQWmz1N5h-mzm2BCLKABuc8h-7Ot4qg5BS44SmHFsAz6iti7tHhNVoLxlC97EUCol-GoXTRg6Ylow
https://pbs.twimg.com/media/Cd15fdqVIAAq865.jpg


（３月20日）　頭に毛があろうと無かろうと肝心なのは頭の中身なんだ。

http://85358.diarynote.jp/201603200831396817/

異常な日常だよ／「もう日本は終わりだ。もう私の知ったことで

はない」／責任は誰に。

2016年3月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

かおなし @cocorono121 · 4時間4時間前 
世界最高の安全基準が

必要になる原子力発電

世界最高に危険である

そういう意味なんだよ

https://www.youtube.com/watch?v=pAxmcgok4pM
あぶない刑事 OP 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 36 分36 分前 
名無し：03/19 15:35
とうとう凄い事になてきた。マスクメイクブーム作るとかw
マスクの国内販売総額は１０年の２５７億円が１４年には４９１億円となり、ほぼ倍

増した。その後も販売額は増え続け…
http://mainichi.jp/articles/20160319/k00/00e/040/178000c …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 41分41分前 

http://85358.diarynote.jp/201603200831396817/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160320/85358_201603200831396817_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160320/85358_201603200831396817_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160320/85358_201603200831396817_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pAxmcgok4pM
http://mainichi.jp/articles/20160319/k00/00e/040/178000c


名無し：03/19 22:43
これまでにも何発も日本海にミサイル発射されてるが、今迄こんな発表あったか？

名無し：03/19 22:58
今回のミサイルの飛跡に定規をあてて伸ばしたら、延長上に柏崎刈羽原発がありまし

たというのがバレバレｗ

レスキューナウ危機管理情報センターがリツイート 
レスナウクリップ @resnowclip · 44分44分前 
共同◆国の防災対策、研究者らが懸念　原発事故「起きる」6割
http://this.kiji.is/83863156189085705?c=78234666754819573 …
地震や火山の研究者を対象とする共同通信のアンケートで、東日本大震災後も国とし

ての防災対策の在り方は「根本的に変わっていない」として、教訓が生かせていな… #
レスナウクリップ

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 47分47分前 
名無し：03/19 22:24
■お知らせ■

３月１８日、北朝鮮が日本海に向けてミサイルを発射したとの報道がなされておりま

すが、これまでに当社設備へ影響はないことを確認しております。

http://www.tepco.co.jp/index-j.html 
https://pbs.twimg.com/media/Cd8e6HjUUAA7OFU.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 59分59分前 
名無し：2016/03/20(日) 06:37 ID:XXXXXXXX
https://www.facebook.com/shou.kamihara/posts/1054422007958386 …
関東、2人に1人がストロンチウム汚染、その中の大半がプルトニウム汚染

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藤原さやかをリツイートしました

名無し：03/19 22:37
『カラダはみんな生きている』の著者藤原さやかさん(27)が死去
http://silvershield.link/sayaka/ 
#薬剤の知識を自身にいかせなかったのは報いか
https://twitter.com/gongoti1416/status/698564360956809216

金子勝 @masaru_kaneko · 2 時間2 時間前 
【すり替え】原子力規制委が、「避難基準値半数測れず」とした朝日新聞に再反論。

１１年３月１４日夜に毎時１２マイクロシーベルトで保安院が逃げたのに、その４０

倍もの毎時５００マイクロシーベルトを住民の避難基準とする異常な高さこそが問題

です。http://goo.gl/BuvBE9

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 3時間3時間前 
日本では、政府に有利な判決を出した裁判官は天下り先を紹介してもらえるが、政府

http://this.kiji.is/83863156189085705?c=78234666754819573
http://www.tepco.co.jp/index-j.html
https://pbs.twimg.com/media/Cd8e6HjUUAA7OFU.jpg
https://www.facebook.com/shou.kamihara/posts/1054422007958386
http://silvershield.link/sayaka/
https://twitter.com/gongoti1416/status/698564360956809216
http://goo.gl/BuvBE9


に不利な判決を出した裁判官は懲罰人事により左遷される。司法の独立がない日本は

途上国に過ぎない。http://news.livedoor.com/article/detail/10995466/ …
https://t.co/h8xgSQ9sNb

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 3時間3時間前 
安倍首相は2011年、原発事故の責任を当時の菅直人首相のせいであるとデマを広めて
まで訴えたが、全電源喪失はありえないと言った自分の答弁を忘れてしまったのか。

それどころか、原発再稼働も100%安全ではないと言っている。責任は誰に。
https://pbs.twimg.com/media/CXPXWaZUkAAaXqc.jpg

エリック ・C @x__ok · 3時間3時間前 
「憲法上あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えてない」との

横畠内閣法制局長官の発言。今までは原発は安い電気の為と嘘ついてきたが原発を所

持している本当の理由は日本の核兵器技術を保持するためという本当の事を言うよう

になってきたという事もある。

かおなし @cocorono121 · 5時間5時間前 
そもそもおかしいんだよ

線量計みて避難訓練とか

住民にヨウ素剤配るとか

素直に受け入れ過ぎだよ

恐ろしく異常な日常だよ

木野龍逸 (Ryuichi KINO) @kinoryuichi · 7時間7時間前 
国の防災対策、研究者らが懸念　原発事故「起きる」6割　共同通信 http://ow.ly/ZHtg2 
▽東日本大震災後も国としての防災対策の在り方が「根本的に変わっていない」とす

る回答が９割近く。防災計画が放置状態とか、もっとも大事な部分が変わってないか

らなあ。

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
---脱原発を決めたドイツと正反対のフランス
フランス人記者　

フランスの原子力産業には政府、産業界、メディアが強く結びついた「原子力ムラ」

が存在し、強い力を持っているからだと思います。僕が子供の頃から、ＴＶでは原子

力発電をポジティブに宣伝するコマーシャルが流れていました。

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
外国人記者

東電の嘘はもちろん、マスコミも嘘をついていたことが許せないよね。原発事故の

直後、ＮＨＫは毎日のように東大などの専門家を番組に招いて「放射能の問題はない

ですから、パニックにならないで」と適当なことを言い続けていた。

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 

http://news.livedoor.com/article/detail/10995466/
https://t.co/h8xgSQ9sNb
https://pbs.twimg.com/media/CXPXWaZUkAAaXqc.jpg
http://ow.ly/ZHtg2


にもかかわらず、事故３日後の１４日から大手マスコミのＴＶと新聞の記者たちはみ

んな南相馬から避難したんです。

http://wpb.shueisha.co.jp/2016/03/17/62539/4/ …

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
メルトダウンしているのだから、臨界していて当然。

ヨウ素131はガス化して距離を伸ばす。
本来なら科学者や行政が「雨にあたらないように」と警告を出さなければいけない

のに、不作為どころか作為的に隠蔽している。

子供達が雨に濡れている。

皮膚に付着したら危険極まりない。

保守速報 @hoshusokuhou · 8時間8時間前 
保守速報 : 民進党の新綱領案から「原発ゼロ」の文字が消える
http://hosyusokuhou.jp/archives/47133580.html …

木野龍逸 (Ryuichi KINO) @kinoryuichi · 8時間8時間前 
東電への支援、7兆4千億円に　原賠機構に追加申請 - 共同通信 47NEWS
http://ow.ly/ZHqXy 
▽いちおう９兆円て予定されてるけど、実際はほぼ青天井。社会的なモラルもなに

もあったもんじゃないです。。。原発事故はこういうモラル破壊も生み出すです。

AKIRA @AKIRA23150220 · 9 時間9 時間前 
今のフクイチ。福島県の公表分。（本当は、青い部分の地下水脈にあたって、放射性

水蒸気発生中）

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025c/genan10.html … … 福島県のホームページ
に１号機・２号機・３号機 「溶融」って書いてある。 

cmk2wlがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 23時間23時間前 
Visaginas（Lithuania) 16.3.18
12:10 1480μsv/h
2週間前から異変の様子が伺える
データはたった今、削除されたが 
https://pbs.twimg.com/media/Cd3sPoCUsAI-D4E.jpg

G.D.Greenberg @G_D_Greenberg · 3月10日 
美輪明宏「原発は自民党が造ったんでしょ。それをみんな民主党のせいにして、自民

党は国民に謝りもしない。あなたたち恥ずかしくないの。まず自分たちの責任をとり

なさいよ」

G.D.Greenberg @G_D_Greenberg · 3月10日 
甘利明「原発は全部止まる。企業はどんどん海外へ出て行く。もう日本は終わりだ。

http://wpb.shueisha.co.jp/2016/03/17/62539/4/
http://hosyusokuhou.jp/archives/47133580.html
http://ow.ly/ZHqXy
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025c/genan10.html
https://pbs.twimg.com/media/Cd3sPoCUsAI-D4E.jpg


落ちる所まで落ちれば良い。マスコミだって同じだ。お宅も潰れないとわからないも

んだ。もう私の知ったことではない」

https://www.youtube.com/watch?
v=bHlToEexhlQ&ebc=ANyPxKoTM43w7RCGR693xGODsQo5rS5YOGIGqg1YJwQL-
442BfXQH_22ZFq0jhs-KSkAj55IzVuKKTVDksTAh77UsuFMwQkzdA
冷たい太陽（舘ひろし）　あぶない刑事 エンディング 

cmk2wlがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 9 時間9 時間前 
とても大切

食品、アロマ関係、入手前に一考を。

@cmk2wlさんによる、放射性物質を集めやすい植物
放射性物質を集めやすい植物の成分 http://togetter.com/li/566863

G.D.Greenberg @G_D_Greenberg · 9時間9時間前 
70年代の原発ブームの背景には、当時ローマクラブという研究機関が発表した「あ
と20年で石油が枯渇する」という提言があった。しかしそれから40年経って石油は枯
渇せず、代わりにローマクラブを主宰したオリベッティ社のタイプライターが姿を消

した。

G.D.Greenberg @G_D_Greenberg · 3月11日 
原発は諦めよう。人間の手におえない。５年間虚勢をはってもちっとも収束しない。

原発は未だ、物理学的に、化学的に、論理学的に危険。使いこなすには、残念ながら

あと500年くらいかかる。原発は諦めよう。５年で懲りないのは単なるバカだ。

https://www.youtube.com/watch?v=Ea-
eu9QiiUI&ebc=ANyPxKoTM43w7RCGR693xGODsQo5rS5YOGIGqg1YJwQL-
442BfXQH_22ZFq0jhs-KSkAj55IzVuKKTVDksTAh77UsuFMwQkzdA
舘ひろし 翼を拡げて

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
頭に毛があろうと無かろうと肝心なのは頭の中身なんだ。

ユル・ブリンナー 
https://pbs.twimg.com/media/Cd7g66qUkAELLDR.jpg

http://www.bing.com/search?

https://www.youtube.com/watch?v=bHlToEexhlQ&ebc=ANyPxKoTM43w7RCGR693xGODsQo5rS5YOGIGqg1YJwQL-442BfXQH_22ZFq0jhs-KSkAj55IzVuKKTVDksTAh77UsuFMwQkzdA
http://togetter.com/li/566863
https://www.youtube.com/watch?v=Ea-eu9QiiUI&ebc=ANyPxKoTM43w7RCGR693xGODsQo5rS5YOGIGqg1YJwQL-442BfXQH_22ZFq0jhs-KSkAj55IzVuKKTVDksTAh77UsuFMwQkzdA
https://pbs.twimg.com/media/Cd7g66qUkAELLDR.jpg
http://www.bing.com/search?q=%E8%A2%AB%E6%9B%9D%E3%80%80%E8%84%B1%E6%AF%9B&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=ASJB


q=%E8%A2%AB%E6%9B%9D%E3%80%80%E8%84%B1%E6%AF%9B&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=ASJB

http://www.bing.com/search?
q=%E8%82%B2%E6%AF%9B%E5%89%A4&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=ASJB
 

http://www.bing.com/search?q=%E8%82%B2%E6%AF%9B%E5%89%A4&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=ASJB


（３月23日）　断じて許されないはずではないかね。

http://85358.diarynote.jp/201603231029313697/

墜落したフライドバイ９８１便は着陸直前に米国製携帯式防空ミ

サイルによって撃墜／北米東部沿岸と欧州は原発密集地。日本も

だけど／避難の理由は？テロか？事故か？

2016年3月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

　

junkoがリツイート 
やのっち @_yanocchi0519 · 9時間9時間前 
ロシア連邦保安庁の調査によれば、監視カメラの映像から、墜落したフライドバイ９

８１便は着陸する直前に２発の米国製の携帯式防空ミサイルによって撃墜されたこと

が判明しました。

http://blog.livedoor.jp/wisdomkeeper/archives/51982333.html …

https://www.youtube.com/watch?v=qBGNlTPgQII
Kraftwerk - Trans europe express 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 24 分24 分前 
名無し：03/23 01:44
原発作業員の大半避難＝ベルギー南部

名無し：03/23 02:37
ベルギー原発に周辺国懸念 故障停止続発、でも使用延長
http://qbiz.jp/article/78332/1/ …
今年の１月やけど…
#ベルギー連続自爆テロの余波

平野美紀 Miki Hirano @mikihirano · 2時間2時間前 
平野美紀 Miki HiranoさんがMP Garzaをリツイートしました
40年を経過し、老朽化したベルギーの２つの原子炉については、国境を接している近
隣諸国（ドイツ、オランダ、ルクセンブルグ）の３０の主要都市の住民が、運転停止

を求めている。その１つが、連続爆発で避難騒ぎのあったティアンジュ原発の原

子炉。 

Tomohiro Matsuoka @academylane · 4時間4時間前 
ブリュッセルの爆破事件を受け、Doel原発とTihange原発で主要要員以外従業員を避難
、警備強化という話だが、D1,2,T1は本来なら昨年で運転終了を無理やり１０年延長、
D3とT2は圧力容器がヒビだらけ。止めるのが一番の安全対策
http://www.reuters.com/article/us-belgium-blast-tihange-engie-idUSKCN0WO1TY …

Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics · 10時間10時間前 
【ベルギー 原発作業員が避難】ロイター通信によると、ベルギー南部にあるティア
ンジュ原発の大半の作業員が避難。連続テロを受けた措置とみられる。

http://yahoo.jp/UaBuTo

とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 12時間12時間前 
北米東部沿岸と欧州は、原発密集地だからね。日本もだけど

RT　ベルギー東部のティアンジュ原発で避難との情報

http://85358.diarynote.jp/201603231029313697/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201603231029313697/
http://blog.livedoor.jp/wisdomkeeper/archives/51982333.html
https://www.youtube.com/watch?v=qBGNlTPgQII
http://qbiz.jp/article/78332/1/
http://www.reuters.com/article/us-belgium-blast-tihange-engie-idUSKCN0WO1TY
http://yahoo.jp/UaBuTo


（赤点が原発） 
https://pbs.twimg.com/media/CeJ7pSSUIAEqyzR.jpg

フジヤマガイチ @gaitifujiyama · 12時間12時間前 
フジヤマガイチさんがdeepthroatをリツイートしました
もともと事故の多い、欧州にある原発の中でも特に老朽化がひどい原発であるが、こ

の避難の理由はどっちだ？テロか？事故か？ 

NewsDigest ニュース・地震速報 @NewsDigestWeb · 12時間12時間前 
【速報】ベルギー・ティアンジェ原発で職員が一斉に避難。原因は不明と現地報道

白石草 @hamemen · 12時間12時間前 
原子炉の圧力容器にひび　ベルギー、停止中の原発：日本経済新聞

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM26H5T_W5A220C1000000/ …

平野美紀 Miki Hirano @mikihirano · 12時間12時間前 
↓このティアンジュ原発って、2014年12月に火災で原子炉が一基停止しているら
しい。⇒　ベルギー原発で火災発生、原子炉運転停止 News
http://www.afpbb.com/articles/-/3033078 …

deepthroat @gloomynews · 12時間12時間前 
deepthroatさんがElectrabelをリツイートしました
ベルギーのティアンジュ原発で避難との報道について、運営会社が否定。要職以外の

従業員だけ現場から去るよう指示しただけと。

https://twitter.com/Electrabel/status/712266905428619265 … なんで帰したの？

そりゃ、

一般従業員（短期雇用とか）の「なかにテロリストが紛れ込んでいる」ことを、危惧したからの

当然の処置。でしょ…？

（従業員の安全を守ったんじゃないよ！

「身元の不確かな」（トルコ出身とかの）

「現場作業（肉体労働）要員」を危険区域から排除した。つぅハナシだよ！）

https://www.youtube.com/watch?v=OC5k3zAWpq0
Happy End - Ayakashi No Doubutuen (1970) 

junkoがリツイート 
Sputnik 日本 @sputnik_jp · 14 時間14 時間前 
トルコ大統領、１週間前にブリュッセルのテロを予言

http://sptnkne.ws/aThU 
#ブリュッセル連続テロ #ブリュッセルテロ

https://www.youtube.com/watch?v=eH-
GzcgZj48&ebc=ANyPxKrmFBIAkIgTYGoFmFOL2UZvMKnSXTp4fjq56J0Zhj4h96Qud_tmnrZALs38ADYLj3bFS_wdkxkp6xqk2iTUjYcEDsDD8w
New Order - Crystal 

junkoがリツイート 
きむらとも @kimuratomo · 14時間14時間前 
「いかなる理由があろうと、テロは断じて許されない」と非難した安倍首相。その「

https://pbs.twimg.com/media/CeJ7pSSUIAEqyzR.jpg
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM26H5T_W5A220C1000000/
http://www.afpbb.com/articles/-/3033078
https://twitter.com/Electrabel/status/712266905428619265
https://www.youtube.com/watch?v=OC5k3zAWpq0
http://sptnkne.ws/aThU
https://www.youtube.com/watch?v=eH-GzcgZj48&ebc=ANyPxKrmFBIAkIgTYGoFmFOL2UZvMKnSXTp4fjq56J0Zhj4h96Qud_tmnrZALs38ADYLj3bFS_wdkxkp6xqk2iTUjYcEDsDD8w


テロ」との語を、何ら意味に違いのない「武力行使」に置換してみよ。集団的自衛権

行使容認で可能とする「武力行使」、いかなる理由があろうと、仮に「平和のため」

と言おうと、それも断じて許されないはずではないかね。

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月23日11:01
０５５

０８００．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月23日12:02

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 3月20日 

（３１１の）渦中、福島第一にいた５０人のうちの２人が、その約３週間前イスラエルでセキュ

リティのトレーニングを受けていた。

http://www.haaretz.com/israeli-firm-which-secured-japan-nuclear-plant-says-workers-there-putting-
their-lives-on-the-line-1.349897 …
 
この二人ってのが、３１１当日中通りまで逃げて居酒屋に入り、１週間後に１号機内で遺体で見

つかった二人（のはず）。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月23日12:04

junkoがリツイート 
asuka @asuka_250 · 3月21日  
asukaさんがGlobal Researchをリツイートしました

＼(◎o◎)／！
アメリカは、核ミサイルを担当する空軍の兵士１４人がコカイン中毒だと認めました。

どうなってるの

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月23日21:28
数学 Ｍ @rappresagliamth · 9時間9時間前 

何千人と勤務する二次請け三次請けがざらの下請け作業員に 
テロ犯ぐらいいくらでも紛れ込めるよなー 
外部からの侵入より部内犯がはるかに容易 

(T-T)ﾉ~　フクイチなんかヤクザが手配してますからね。
↓

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


http://blog.goo.ne.jp/warabidaniyuukoku/e/6e36568551730e5620d7e85e6f819384 …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月24日23:14

pts_machisanさんへの返信 
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 

"@Topiy13 海外の報道によると、ベルギーでテロのあった空港から近い場所の原発だと言う事
と「原発作業員にテロ組織が紛れ込んでる場合、非常に危険なので、最小限の原発作業員を残ら

せた」という対応みたいです。

日本は、こういう事はできてないと思います。日本の原発のテロ対策は杜撰

 

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


（３月23日）　「ずっと守ってあげるからね」。

http://85358.diarynote.jp/201603231249492926/

逃げてれば助かったのに／【日経】 核燃料が溶け落ちた／【ＮＨ
Ｋﾆｭｰｽweb】関東子供の甲状腺 調査結果／総合は放送せず
／2011年3月15日いわき市に放射性ヨウ素が降り注いでいた。

2016年3月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

もけ（猫舌） @mokez · 13 分13 分前 
こないだ、泊原発の前を通ったけど、警備員の数はすごかったよ

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
英米は日本を信用していない　潜水艦護衛つきの運搬船2隻が北茨城からプルトニウム
搬出へ

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174583264.html …

https://www.youtube.com/watch?v=MysJbvKOMbk&ebc=ANyPxKpiML5gOFL-dtC2xqgqSFif4G-
xBJnB07eGSnLCU9J-abbXI_JT6PH1WJLB8dyViEeQLiH8fvM2jVS45ZjwcwnSSQqp1w
はっぴいえんど - しんしんしん (1970) 

マークん @marktrumpet · 17分17分前 
福島第１原発２号機、宇宙線で原子炉内部を透視　東電

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG22H9G_S6A320C1CR8000/ …　溶け落ちた
核燃料の位置を把握するのが目的。数カ月かけて測定を進め、デブリを取り出す方法

の検討に役立てる。2015年に１号機を調べたときは、ほぼ全量の核燃料が溶け落ちた
と分析した。

https://t.co/LxyQohXqyF

天下の「日経」サマ報道。

だれだ？

つい最近まで、「メルトダウンありえない／してません！」つってたの…？？

https://www.youtube.com/watch?v=ZZTDzWIs2HM
#メルトダウン　（#高田渡の「値上げ」の替え歌）

桑ちゃん @namiekuwabara · 33分33分前 
福島第一原発事故でハワイ・ホノルルでAm241が検出されたと言う事は、燃料棒の中
の核分裂生成物が大気中に放出された事になる。一時昔「高廃棄物処理」に携ったこ

とあるが、このグラフを良く見るが良い。どんな核種が放出されたか？考えが甘い。 
https://pbs.twimg.com/media/CeMV8f5VAAAmwSz.jpg

junkoがリツイート 
Nob @Nob_hsj · 2時間2時間前 
２０１６年３月２２日分ツイート１日分抽出

http://tadachini.sblo.jp/ 
急病人のみ抽出しました。

概算で397ツイート位かと思います（いちいち数えていませんが、近似値かと）。

http://85358.diarynote.jp/201603231249492926/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174583264.html
https://www.youtube.com/watch?v=MysJbvKOMbk&ebc=ANyPxKpiML5gOFL-dtC2xqgqSFif4G-xBJnB07eGSnLCU9J-abbXI_JT6PH1WJLB8dyViEeQLiH8fvM2jVS45ZjwcwnSSQqp1w
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG22H9G_S6A320C1CR8000/
https://t.co/LxyQohXqyF
https://www.youtube.com/watch?v=ZZTDzWIs2HM
https://pbs.twimg.com/media/CeMV8f5VAAAmwSz.jpg
http://tadachini.sblo.jp/


なお他の検索ワードまで手が回りませんでした。

いわた・きよし（岩田清） @Kiyoshi_IWATA · 3時間3時間前 
柏崎刈羽原発は津波で壊れたのではなく地震で壊れた。　

此の事が理解できれば、東電が政府がＮＨＫが、福一原発事故を「未曾有の津波・

天災」に摩り替えた重大犯罪を理解できる筈！

此の元凶として、東電・勝俣と同列に安倍晋三と甘利明とが居る！ 
https://pbs.twimg.com/media/CeMFqv-UIAAxkZ7.jpg

西原しげきbot(浜岡原発永久停止) @shigechan_fan · 5時間5時間前 
南海トラフ大地震の震源域、産業人口の密集地、東京都と名古屋大阪の中間に位置し

ていて日本そのものが沈没する。浜岡原発はそもそも立地地域として不適格でした。 #
浜岡原発 #永久停止

Out Of Our Headsがリツイート 
しろくま @hontounokotoga_ · 6 時間6 時間前 
@hontounokotoga_ 　付け加えておきますと、原子力規制委員会のモニタリング情
報は、異常に高くなるとすぐに現在 となります。
　また、福島県内の線量計を７０台撤去したと、新聞で報じられていました。最近の

国会中継を聞いていると、高くても低くなった事にしたい？

Out Of Our Headsがリツイート 
しろくま @hontounokotoga_ · 6時間6時間前 
ホワイトフードさんのモニタリング、線量値上昇は、福島から山形〜秋田の日本海

側へ！

https://pbs.twimg.com/media/CeLMNxzUsAAsMy8.jpg:large … 
https://pbs.twimg.com/media/CeLhlUfUYAEMM1G.jpg

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
小田原・熱海の被曝被害が予想以上に大きい

2011年9月にサンプル採取したとき、海岸線での汚染はキロ数十ベクレル程度だったが
、海抜４００ｍ以上では数百ベクレルあった

高い場所の汚染がひどい

神奈川県住民は海産物を食べる習慣が多いことも被曝被害に関係していると思う

アマちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
旧ソ連国家がキロあたり8500ベクレル以上の土地から住民を強制移住させた理由はソ
連が核競争のなかでキシュティムの惨劇など無数の核事故を経験し汚染地に住めばど

うなるか知り抜いていたから

日本だって広島長崎のデータがあり核関係者は意味を理解していた

だが核産業の利権のため無視してる

ホワイトフード @whitefood1 · 7 時間7 時間前 
3月23日4時12分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、346箇所以上存
在します。詳しくはこちらでご確認ください。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://pbs.twimg.com/media/CeLMNxzUsAAsMy8.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
誰もが知ってるビールメーカー

（製造所固有記号：H　福島工場）　良いんだよ、別に福島工場でもさ。でもいつも疑
問なのは「ビールを製造時の水は地下水が多いと聞きますが、地下水ですか？」と問

い合せても『そういう事はお答えしていません』と、上から目線の対応のメーカーが

存在する。　

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
＜「放射能が朝鮮半島に飛んでくる」 韓国はパニック、学校「一斉閉鎖」＞

https://pbs.twimg.com/media/CeMFqv-UIAAxkZ7.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CeLMNxzUsAAsMy8.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/CeLhlUfUYAEMM1G.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CeLMNxzUsAAsMy8.jpg


　韓国全土で雨となった2011年4月7日
＜雨中の放射性物質１都９県で検出(2011年3月21日)＞
　茨城県の雨水　９万３千Bq、山形県の雨水　５万８千Bq
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4c81e9ba062ba285c7dcb990074ee810 …

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
（クリストファー・バズビー博士）

日本政府の無責任ぶりは犯罪的だと思う。

子供に平気で高い被爆をさせている。

都合がいいというだけで短期間で

これほど基準を変えてしまうとは

この判断は間違いなく多くの子供を

死に至らせるだろう。 

cmk2wl @cmk2wl · 14 時間14 時間前 
これって、洗濯物が危険だということ。

洗濯しても落ちないどころか、むしろ付着させてしまう

AKIRA 2024がリツイート 
座健奈夜 @zakennayou · 21時間21時間前 
死ぬ気で食えよ。死ぬから

座健奈夜

AKIRA 2024がリツイート 
神様bot 8@million_Gods · 21時間21時間前 
汝の安全バイアスが汝の子を蝕んでいるのです。　#移住

cmk2wl @cmk2wl · 3月22日 
放射線が、どれだけ幼い娘の身体に影響するかは分からない。しかし鼻血が止まら

ない、風邪でもないのに熱を出す…。
周囲のお母さんたちに聞くと、同じような症状が出ていたという。

cmk2wl @cmk2wl · 3月22日 
「車中で、家族全員が喉の痛みを訴えていたことを覚えています」

　横浜市に住むAさんは2011年3月15日の夜中、子どもを連れていわき市の自宅を出た
。子どもが大量に鼻血を出した。この頃、いわき市にも放射性ヨウ素が降り注いでい

たことは、後になって知った。

参照：http://85358.diarynote.jp/?day=20110315

cmk2wl @cmk2wl · 3月22日 
「気が狂いそうな日々でした。尿など様々な検査を受けさせました。保養にも連れて

行きました。雑巾がけが放射線防護に有効だと聞けば、手が曲がらなくなるまで何度

も室内を拭きました。学校を信じては子どもを守れないと思いました」

http://ameblo.jp/rain37/entry-12141258957.html …

北濱幹也 @kitahamamikiya · 3月21日 
ＮＨＫニュースＷＥＢ

東京電力福島第一原発事故を受けて

【関東の子供の甲状腺　１８１８人中、正常なのは６７２人だけ】

■関東子ども健康調査支援基金の最新調査結果

詳細→http://kodomozenkoku-news.blogspot.jp/2014/11/blog-post_9.html …
総合では放送せず 
https://pbs.twimg.com/media/CeHB-IcVAAAK3es.jpg

junkoがリツイート 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4c81e9ba062ba285c7dcb990074ee810
http://85358.diarynote.jp/?day=20110315
http://ameblo.jp/rain37/entry-12141258957.html
http://kodomozenkoku-news.blogspot.jp/2014/11/blog-post_9.html
https://pbs.twimg.com/media/CeHB-IcVAAAK3es.jpg


アマちゃんだ @tokaiama · 3月21日 
訃報 「カラダはみんな生きている」の漫画家・薬剤師、藤原さやかさん（27歳）　千
葉の海で釣った魚を食べていた

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/340.html …

unkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 3月21日 
福島の農家は自家製米は食べません

「俺らはわかってる。だから私は食べない」「自分の子供に食べさせたいと思わない

でしょ？」「風評じゃない！根にも葉にもある」

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-3038.html …

Out Of Our Headsがリツイート 
しろくま @hontounokotoga_ · 3月21日 
原子力発電所は必要だと主張する人は無責任

使用済み核燃料の処分場　深さ５００〜１０００mに建設し、放射能が少なくなるまで
何万年と管理しなければならない。だが、日本にはその候補地すら無い。何故か？保

管するには水が大敵だから。地下水脈 
https://pbs.twimg.com/media/CeDrNU-UkAApSl2.jpg

プルト君さんへの返信 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 3月21日 
で、F1の核燃料は、今どのへんまで地下へ潜ってるんだよ？
まいにちね。それが気がかり。

いつか大爆発おこすとおもう。みんな忘れたころに。@Plutokun_Bot
状況が良いにしろ、悪いにしろ、それが変化することは間違いないんだよ！

http://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos?
live_view=500&sort=dd&view=0&flow=grid …

https://www.youtube.com/watch?
v=AXxmIcsmpnQ&ebc=ANyPxKqapr09HvOIXbq4wVwWByIYIwISx8ADq6D8IWQoCGU6Yw9zrLnfV6WbBx2rciLHbxR8hNaASGg87FVIL4uk1AnJ8rpo2g
Panic in Detroit-David Bowie

cyborg001 @cyborg0012 · 3月18日 
cyborg001さんがdadajiji39をリツイートしました
南相馬の医師 Toyoaki Sawano氏の発言（AP通信の記事）
「放射線誘因疾患は未確認であるが、除染作業員は糖尿病、脳神経・呼吸器系疾患に

悩まされている。しかし、金銭上問題や社会的絆意識によって、 長期間放置されて
いる」

https://www.youtube.com/watch?v=cAVx9RKaLPU&ebc=ANyPxKo6LeT2mAHoR7O0j-
25FsdLaiLKvTzXQMfQxn3hUQ4O-jJb3Btiz_V5WfnlT4KGClDWoNcB5fhLIUOWAvMt_DJfYYjRVw
Madonna - Nothing Really Matters (Video) 

アマちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
母の決意、父の誓い。「ずっと守ってあげるからね」〜わが子の放射線防護に奔走し

た5年間
http://ameblo.jp/rain37/entry-12141258957.html …

https://www.youtube.com/watch?v=ZOg4-zUzVNk
madonna miles away full 

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/340.html
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-3038.html
https://pbs.twimg.com/media/CeDrNU-UkAApSl2.jpg
http://www.youtube.com/user/sengoku1904/videos?live_view=500&sort=dd&view=0&flow=grid
https://www.youtube.com/watch?v=AXxmIcsmpnQ&ebc=ANyPxKqapr09HvOIXbq4wVwWByIYIwISx8ADq6D8IWQoCGU6Yw9zrLnfV6WbBx2rciLHbxR8hNaASGg87FVIL4uk1AnJ8rpo2g
https://www.youtube.com/watch?v=cAVx9RKaLPU&ebc=ANyPxKo6LeT2mAHoR7O0j-25FsdLaiLKvTzXQMfQxn3hUQ4O-jJb3Btiz_V5WfnlT4KGClDWoNcB5fhLIUOWAvMt_DJfYYjRVw
http://ameblo.jp/rain37/entry-12141258957.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZOg4-zUzVNk


neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
千葉県流山市の汚染地域の住民は、見殺し状態

＞市「除染箇所が多すぎてできない」

＞県「予算が無いので国と交渉してくれ」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a04a6cc55f4a82d37904749400102c15 …
2013年6月15日
酷い、酷すぎる。悲惨だ。

しなくてもいい全滅に向かってる。

逃げてれば助かったのに。

https://www.youtube.com/watch?v=ubvV498pyIM
No Doubt - It’s My Life 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a04a6cc55f4a82d37904749400102c15
https://www.youtube.com/watch?v=ubvV498pyIM


（３月23日）　堂々と胸を張って、疾く逃げよ。

http://85358.diarynote.jp/201603231302198164/

ガン保険支給されなかったアヒルのやつ。かけ続けた私がバカで

した／「小児腫瘍」激増　治療１５０万円／なにが「笑ってりゃ

放射能が飛んでいく」だよ！

2016年3月23日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

　

AKIRA 2024がリツイート 
場末のスナック店長 @snackchief · 3月19日 
やっぱりガン保険支給されなかった。アヒルのやつがなんのかんの理屈をこねて払わ

ない。かけ続けた私がバカでした(泣)

https://www.youtube.com/watch?v=60lc6kYbmpA
DOUBT " zilch vs hide " mix 

西原しげきbot(浜岡原発永久停止) @shigechan_fan · 3時間3時間前 
原発事故は民間事業者の責任と国の責任があいまいで未だに終息が見込めておりま

せん。万が一の時に責任は国がとるのでしょうか？牧之原市議会で「浜岡原発の電気

がなかったらリニアは動かない？」との質問に私は「仮に浜岡原発がなければリニア

が動かないといならリニアに反対だ！」と答弁しました。

Léon Makuly@WSR @Santos_Narichan · 12 時間12 時間前 
＜浜岡原発＞島田市が広域避難計画公表　静岡県内初（@S［アットエス］ by 静岡
新聞） - Y!ニュース #Yahooニュースアプリ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20160322-00000030-at_s-l22 …

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
2013年6月15日
チェルノブイリ原発事故では、

５５万５千Bq/㎡を超えた地域は
「強制移住」の対象となった。

一昨年秋、

この日本という国は

旧ソ連よりも劣悪な状況に

住民を住まわせていると

いうことを知り愕然とした。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a04a6cc55f4a82d37904749400102c15 …

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
チェルノブイリ並みの汚染を知った

いわき市の避難者の悲痛な叫びが届きました。泣けてきます

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/696af68a3f41666dc6b35dedcfb1c6f7 …
これは明らかに“実害”
どんなに帰りたい“故郷”であっても、
健康に暮らせない土地に

しがみつく理由はどこにあるだろう？

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 18時間18時間前 
北電のＴＶコマーシャル、相変わらず原子力２０〜２２％のエネルギーベストミック

スを流してる。泊原発が稼働しなくても、電気は十分に足りてるのにね。しかも、ホ

クサンはサハリンからのＬＮＧで売電参入を始めるし。

http://85358.diarynote.jp/201603231302198164/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://www.youtube.com/watch?v=60lc6kYbmpA
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160322-00000030-at_s-l22
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a04a6cc55f4a82d37904749400102c15
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/696af68a3f41666dc6b35dedcfb1c6f7


金子勝 @masaru_kaneko · 3月13日 
【踏みとどまるメディア３】安倍首相は「世界一の安全基準」と言い「安全神話」を

復活させ、垂れ流しています。２つの報道は、「原発絶対安全論」で放射能の放出を

抑える準備が全くなく、「１００ミリ安全論」で住民の放射能被曝を測定し防護する

仕組みの不在を示し、大津地裁決定をサポートする。

https://www.youtube.com/watch?
v=XZ47jpn8YW4&ebc=ANyPxKp5mtSGolliWXWtm355XxRIpatobRJMB8aFfUw6-
encqGVHEZTEPlcZ_2H0uc_svfVs_o8Qi9dCsdUuE1t_WHGFLonOxA
Madonna - Rainbow Tour 

junko @junko_in_sappro · 2 分2 分前 
『水道事業を何故、国外の業者に売り渡すのか?』
⇒ http://amba.to/1ULSHIR 
「郵政」が、外資に奪われ「電気事業の自由化」に続いて

「水」までもが奪われていく・・・・・この国の生い先は、短い!!

junko @junko_in_sappro · 1時間1時間前 
子どもの腫瘍の陽子線治療、150万円
余計な税金など使わないで、自由診療などなくし

全て保健で賄うか

成人以下の治療を無料にしろよ!
自分達がデーター欲しさに

なにが「笑ってりゃ放射能が飛んでいく!」だよ!
医師倫理もない医療に対して

主権在民の監視システムが必要だと、断固思う

junko @junko_in_sappro · 1時間1時間前 
来月からの診療報酬改定で先端医療から保険導入されるもので

小児腫瘍に対する陽子線治療が認められた

その点数は１５点(１５０万円)
これで，今後は「小児腫瘍」が激増するだろう

子供の命まで喰らいはじめる医療！

http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-8240.html …

名もなき投資家 @value_investors · 2時間2時間前 
共産党が暴力革命とか未だに妄想を続けてる人たちは

憲法破壊はスルーし、沖縄の海保の国民への暴力はスルーし、福島原発事故による地

域や住民への破壊・暴力（他者の身体や財産などに対する物理的な破壊力）行為は

スルーするって

目の付け所間違ってない？

エリック ・C @x__ok · 4時間4時間前 
エリック ・Cさんがたけをリツイートしました
安倍は天皇の政治利用そのもの。天皇の放射能に関する発言もテレビでカットさせた

のは安倍の一味。NHK。天皇は戦争に向かう安倍政権をかなり真剣に心配しているよ
うに見える。安倍は靖国参拝したくてしょうがないが天皇は靖国参拝などしない。 
https://twitter.com/rihachiman/status/712398788124520448

AKIRA 2024がリツイート 
長谷川高 @hasekei8888 · 11時間11時間前 
現在年収300万円、400万円の方々が変動金利0.6％とかで返済率35％以上で精一杯ロー
ンを組んで住宅を買っている。これは将来金利が少し上がれば一発で「日本版サブプ

ライムローン破綻大量発生」となり社会問題化するだろう。

https://www.youtube.com/watch?v=XZ47jpn8YW4&ebc=ANyPxKp5mtSGolliWXWtm355XxRIpatobRJMB8aFfUw6-encqGVHEZTEPlcZ_2H0uc_svfVs_o8Qi9dCsdUuE1t_WHGFLonOxA
http://amba.to/1ULSHIR
http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-8240.html
https://twitter.com/rihachiman/status/712398788124520448


neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
＜わずか数日間で１億２千万円を乱費！すべて税金だ＞

石原都知事らご一行が豪遊旅行(09年10月)した際の契約書
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3bf6e9da559fbdf9b23aa564be6b31d2 … 
https://pbs.twimg.com/media/CeKBaUXVAAEE5SZ.jpg

文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 3時間3時間前 
福島原発事故後、

ネットでIWJによる東京電力会見の生配信を偶然みて、それを見てない人達と情報格差
が広がってしまうからと、あの時、文鳥さんは生まれました。アベ政権になり更に悪

化の現在。

国民は繋がり、アベ政権を倒すしかありません。

https://www.youtube.com/watch?
v=xueIOACk0iw&ebc=ANyPxKp5mtSGolliWXWtm355XxRIpatobRJMB8aFfUw6-
encqGVHEZTEPlcZ_2H0uc_svfVs_o8Qi9dCsdUuE1t_WHGFLonOxA
Madonna - The Lady’s Got Potential 

労働者 @Black_Post_Bot · 16時間16時間前 
自分がシングルマザーだとして、国に「社会保障？正社員になればそんなんいりませ

んぜ」と言われ、面接受けに行ったら「終身雇用なんだから男しか採れない」と言

われ、左翼に相談したら「それは資本階級が悪い、ところで脱原発デモ行きませ

んか？」って言われたらもうやけっぱちになるな。

https://www.youtube.com/watch?v=d6QLV1BvHoA
Evita Soundtrack - 09. Peron’s Latest Flame 

DJあそう@次回未定 @asa_nama · 3時間3時間前 
放射能汚染が深刻になってきた場合、周辺区域に下記のような変化が現れます。

・やたら巨大な人がいる

・モヒカンとバギーが流行る

・流行語「ヒャッハー」「ここは通さねえぜ」

・トゲのついたジャケットがマストアイテム

・一子相伝の拳法使いが現れる

これらの現象がない限りは大丈夫。

奴〜ｗｗｗｗｗbot @de_detaawwwww · 8時間8時間前 
で、でた〜ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗテロと原発のせいでベルギー国民が全員隣国に避

難したらベルギーに誰もオランダ奴〜ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

ｗｗｗ

きみの国は、笑っていられる場合かね…？

https://www.youtube.com/watch?
v=CSaFgAwnRSc&ebc=ANyPxKrwMLcsfaUCF8tBKXsxyNMZs81Urjx4r2lFfM5XS7hQptc8OaDkT9rDVaXCKY3TGbKMqJXmi06AlbwyegSpc9lm0vCkMg
Madonna - Bedtime Story (Video) 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3bf6e9da559fbdf9b23aa564be6b31d2
https://pbs.twimg.com/media/CeKBaUXVAAEE5SZ.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xueIOACk0iw&ebc=ANyPxKp5mtSGolliWXWtm355XxRIpatobRJMB8aFfUw6-encqGVHEZTEPlcZ_2H0uc_svfVs_o8Qi9dCsdUuE1t_WHGFLonOxA
https://www.youtube.com/watch?v=d6QLV1BvHoA
https://www.youtube.com/watch?v=CSaFgAwnRSc&ebc=ANyPxKrwMLcsfaUCF8tBKXsxyNMZs81Urjx4r2lFfM5XS7hQptc8OaDkT9rDVaXCKY3TGbKMqJXmi06AlbwyegSpc9lm0vCkMg


junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 3月21日 
結局、誰と戦ってるのか？　何と戦ってるのか？

本当の敵は誰か？　何か？

それは、他人に対し優越劣等感を抱き、他人を見下し、弱者を嘲笑し、利己主義に生

きる思想と戦うのだ

原発も、核兵器も、天皇制も、死刑制度も、優生保護思想も、すべて利己主義の上に

のみある

これが本当の敵

ちょっと違う。

すべては蹴鞠。

ドードー競争。

https://www.youtube.com/watch?v=OQIYEPe6DWY&ebc=ANyPxKqWUYLOtQk-
9Gu07c39BDavuK8oAoXHzjIa9YWGfOXuyi85OVztSn1uhnj06oc7ti6v2nZwow_tWrWTXbAtu3mX-
EYlFQ
Kraftwerk - Das Model 

Out Of Our Headsがリツイート 
TOYOTA86 @toyota86city · 2015年4月14日 
@ST0NES @jackiemopsy @BenHaagse @FrediTeres 
　現実はとても厳しく、Debrisが地下水脈に既に有るということは、広島型にし
て1000発分以上の核攻撃を受けたのと同じなのです。なので、集団的自衛権の行使も
壮大なプロパガンダかもしれない？

プロパガンダじゃなくて、ブラフでしょ？

https://www.youtube.com/watch?
v=zLnPd7lzT4g&ebc=ANyPxKqBZWGVpi1Y8pM68oewCqA0V2Pt_xasya2c9fSUjy8X3eCKhBX4WD5oIDZrynvY5bHYW-
qR87pxGjOVa8B7LCMECuPHoQ
David Bowie - Suffragette city 

Out Of Our Headsがリツイート 
ひろこ(山本太郎議員を総理大臣に！一票) @rokoroko0919 · 2015年4月15日 
“@ST0NES: Uploaded on Jan 18 2012？
なんだ！政府の連中みんな知ってるんじゃん！F1の今！@toyota86city
メルトアウト核燃料が地下水脈に接触http://www.youtube.com/watch?v=at9c2VUmwjQ
…
@jackiemopsy RT不能ですにてRT

Out Of Our Headsがリツイート 
TOYOTA86 @toyota86city · 2015年4月14日 
@ST0NES @jackiemopsy @BenHaagse @FrediTeres 
そうなんですよ。マークⅠ型の設計が分かる元GEの担当者に聞いて、細野氏が担当し
ていたころからメルトアウトは分かっていたんですね。

　何も打つ手がないから、世界や国民の目を欺いているだけです

Out Of Our Headsがリツイート 
古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 2015年7月21日 
福島第一が最大の脅威。今も地下に落ちた核燃料が地下水を沸かし続け、白いトリチ

ウム水蒸気を出し続けている。日本政府は国民に知らせない、危険を知らせない、無

視している。

放射能被ばくで人口が減っていくのを隠すために戦争をしたいのでは？

https://www.youtube.com/watch?v=OQIYEPe6DWY&ebc=ANyPxKqWUYLOtQk-9Gu07c39BDavuK8oAoXHzjIa9YWGfOXuyi85OVztSn1uhnj06oc7ti6v2nZwow_tWrWTXbAtu3mX-EYlFQ
https://www.youtube.com/watch?v=zLnPd7lzT4g&ebc=ANyPxKqBZWGVpi1Y8pM68oewCqA0V2Pt_xasya2c9fSUjy8X3eCKhBX4WD5oIDZrynvY5bHYW-qR87pxGjOVa8B7LCMECuPHoQ
http://www.youtube.com/watch?v=at9c2VUmwjQ


https://www.youtube.com/watch?
v=dE4Mu_cZcIA&ebc=ANyPxKqBZWGVpi1Y8pM68oewCqA0V2Pt_xasya2c9fSUjy8X3eCKhBX4WD5oIDZrynvY5bHYW-
qR87pxGjOVa8B7LCMECuPHoQ
David Bowie - Moonage Daydream 

アマちゃんだ @tokaiama · 3月22日 
この愚劣さよ！　児童ポルノ取締法を作った連中は完全な異常者

孫が水浴びしている写真をパソコンの中に保存したおじいさん、児童ポルノ単純所持

の罪で警察に捕まり起訴される

http://gigazine.net/news/20130606-photograph-grandchild/ …

アマちゃんだ @tokaiama · 3月22日 
あまりにも馬鹿馬鹿しい児童ポルノ

定義した政治家・官僚たちこそ児童異常性愛者と考えるべきだ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160319-00000003-withnews-soci …

アマちゃんだ @tokaiama · 3月22日 
「2016年問題」を検索すると膨大な2016年コンサート会場不足問題が出て、被曝問題
を覆い隠しているが、コンサート会場不足が、これほど深刻に大量ツイートを生み出

すか常識的に考えていただきたい

これは電通系組織が被爆問題を隠蔽する目的で、どうでもいい他の情報で押し潰した

のである

アマちゃんだ @tokaiama · 3月21日 
被曝情報を隠蔽してる総本山が電通だが、私が「2016年問題」2016年頃、被曝発症が
激増し2019年頃にピークが来る問題を提起し、その後、2016年問題が、どのように隠
蔽されたか検索に「2016年問題」と入れてみれば鮮明に分かる 
https://pbs.twimg.com/media/CeHEK50UIAEMM_5.jpg

AKIRA 2024がリツイート 
HIRO @kakiaki1005 · 3月21日 
あぁ、もう一線を越えたな

↓

愛知県警 「密告」奨励ポスター/まるで戦中「ヒソヒソ話で通報を」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-03-19/2016031901_04_1.html …

AKIRA 2024がリツイート 
やのっち @_yanocchi0519 · 3月19日 
続》カイロ大学に社会学科が存在しない時代に、見事、社会学科を卒業されたという

小池百合子さん。すごい離れ業です。まさに超常現象です。日本の政界で活躍される

これらのエリートの皆さん、米英留学経験を持つ凄腕ですが、なぜか、英語はあまり

お得意ではないようです。

https://www.youtube.com/watch?
v=WlVbLgxokEo&ebc=ANyPxKoxFECiCYpXz75XfH2yIGbv7AP0dpbDplopMlHR5ccP_KyUCfCGvjvpd6wGBXWTnRkkIUzirliEr1HQtA6wVbyvYwpWcg
ALL THE MADMEN - BOWIE

https://www.youtube.com/watch?v=3JoPCXPklvs
昴-すばる-／谷村　新司.mp4 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%83%E6%95%A3

逃散（ちょうさん）とは、日本の中世から近世にかけて行われた農民抵抗の手段、闘

争形態である。

https://www.youtube.com/watch?v=dE4Mu_cZcIA&ebc=ANyPxKqBZWGVpi1Y8pM68oewCqA0V2Pt_xasya2c9fSUjy8X3eCKhBX4WD5oIDZrynvY5bHYW-qR87pxGjOVa8B7LCMECuPHoQ
http://gigazine.net/news/20130606-photograph-grandchild/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160319-00000003-withnews-soci
https://pbs.twimg.com/media/CeHEK50UIAEMM_5.jpg
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-03-19/2016031901_04_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=WlVbLgxokEo&ebc=ANyPxKoxFECiCYpXz75XfH2yIGbv7AP0dpbDplopMlHR5ccP_KyUCfCGvjvpd6wGBXWTnRkkIUzirliEr1HQtA6wVbyvYwpWcg
https://www.youtube.com/watch?v=3JoPCXPklvs
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%83%E6%95%A3


堂々と胸を張って、疾く逃げよ。

そして、けして、戻るな…。



（３月26日）　耐えられなくなり崩れ去る。

http://85358.diarynote.jp/201603260906561654/

報道には完璧に騙された！／みのもんたがTVから外された本当の
理由／横浜市は42000Bq/kgの放射性物質を素手で職員に防染さ
せる／イオンは本社を愛知県小牧市に移す／もう函館に行けない

。

2016年3月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

しろくま @hontounokotoga_ · 10時間10時間前 
報ステを見て知った

伊方原発の報道には、完璧に、騙された！！

何なんだこの偏向報道は？

　　↓

⇒【速報】伊方原発1号機の廃炉を決定！
　しかし、同時に、伊方原発３号機に工事計画認可　原子力規制委

夏にも再稼働

　これでは、まったく何も嬉しくない

野良猫ゴーゴー @noraneko_go_go · 10時間10時間前 
伊方原発1号機が廃炉でも、新規で建設中なのは大間（青森/4割完成）、東通1号（
青森/1割完成）、島根3号（島根/9割完成）。更に新規計画中は東通2号（青森）、浜岡
6号（静岡）、敦賀3号（福井）、敦賀4号（福井）、上関1号（山口）、上関2号（
山口）、川内3号（鹿児島）。全くニャ。

https://www.youtube.com/watch?
v=rZUppxT38Zk&ebc=ANyPxKq4cdknUBBiKwaDn50z8tH0mmTknz3bmOHhjK8pLYljoO9qBIoYgf8Ypo-
J53ftciwkBVHPCSj_gUEDhjWAzxZt__5Avg
Nausicaä of the Valley of the Wind Soundtrack 

…いよいよ「汚染列車が来る。」ぞ〜っ…！（＞＜）！
（…もう函館に行けない…o（ＴへＴ；）o…）

　

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 58分58分前 
【北海道新幹線 開業 東京行きの一番列車が出発】北海道と本州を結ぶ北海道新幹線が
２６日開業し、午前６時半すぎに東京行きの一番列車が新函館北斗駅を出発しました

。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160326/k10010457231000.html?
utm_int=news_contents_news-main_001 … 

盛田隆二 �Morita Ryuji @product1954 · 1時間1時間前 
・首都圏でも、福島より放射能汚染が深刻なホットスポット判明

・千葉県松戸市の住宅街の側溝では、国の除染基準の10倍近い数値
・土を測定すると、放射線管理区域基準の56.2倍もの数値が確認
◆「週プレニュース」取材は桐島瞬氏

→http://news.livedoor.com/article/detail/11334872/ …

くろすけ 55@kurosuke · 1時間1時間前 
「私程度の訓練を受けた者なら、一人で原発を破壊できる」 元陸上自衛官・末延隆成
氏インタビュー！ http://iwj.co.jp/wj/open/archives/273709 … @iwakamiyasumi テロリ
ストらはベルギーの原子力発電所でのテロを計画していた

http://jp.sputniknews.com/europe/20160324/1835983.html …

小林 順一 @idonochawan · 2時間2時間前 
☆ 原子力発電は人類最大の失敗のひとつであり、100年かけてもその状況を好転させる
事はできない【 原子力発電にさよならを！人間も、地球も、もうこれ以上耐えるのは
無理 】〈１〉ル・モンド・ディプロマティーク - 全文翻訳は →
http://kobajun.chips.jp/?p=17964

きっこ @kikko_no_blog · 3時間3時間前 
ポツダム宣言を読んだことがない安倍晋三総理大臣、原発の新基準を読んでいない林

幹雄経産大臣、TPP文書を読んでいない石原伸晃TPP担当大臣、放送法を読んでいな
い高市早苗総務大臣、五輪規約を読んでいない馳浩文科大臣、そして、自分の法案書

すら読んでいなかった石破茂地方創生担当大臣。

竹内明 Mei Takeuchi @nygangsta0327 · 4時間4時間前 
ベルギーの原子力関連施設がISISに狙われた。原発に軍隊を派遣、作業員の入構許可証
を11人取り消すなど過激派分子の排除を行っている。同じく原発保有国の日本、テロ
に備えた特定重大事故等対処施設の設置に五年の猶予を与えるなど危機感がない 

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 5時間5時間前 
各原発の周辺170kmの距離、日本中のほぼすべての地域が含まれる。どこにいても原
発は無関係ではない。国防を語るのなら、まずはこの現状を直視すべきだ。

https://pbs.twimg.com/media/CLwq7nJUkAAT4Tw.jpg

但馬問屋 @wanpakutennshi · 8時間8時間前 
#news23
岸井氏

「原発推進の論拠」

①福島で崩れた。

②全部の原発が止まったが、節電等での供給。

③決して安くないことが明らかになりつつある。さらに使用済み燃料の行き場も決ま

っていない。原子力政策のあり方を問い続けるべき。 

蒼穹(本） @ginryuuou · 9 時間9 時間前 
みのもんたさんがTVから外された本当の理由はコレです。オリンピック開催地決定の
前日。みのさんは、安倍の嘘とアベノミクスを批判、10月に福一の4号機に入り、本当
のことを言うと宣言。 http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/823.html …

http://85358.diarynote.jp/201603260906561654/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160326/85358_201603260906561654_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rZUppxT38Zk&ebc=ANyPxKq4cdknUBBiKwaDn50z8tH0mmTknz3bmOHhjK8pLYljoO9qBIoYgf8Ypo-J53ftciwkBVHPCSj_gUEDhjWAzxZt__5Avg
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160326/k10010457231000.html?utm_int=news_contents_news-main_001
http://news.livedoor.com/article/detail/11334872/
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/273709
http://jp.sputniknews.com/europe/20160324/1835983.html
http://kobajun.chips.jp/?p=17964
https://pbs.twimg.com/media/CLwq7nJUkAAT4Tw.jpg
http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/823.html


neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
2012-09-04
42.30μSv/h 福島県郡山市深沢
6.24μSv/h 千葉県立柏高等学校
8.74μSv/h 栃木県那須塩原市の商業施設
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3aa0604cd1b3d52cb015989e6579f917 …
【東京・放射能】足立区1.3μSv/h 首都高・加平P YouTube

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
2012年11月
高汚染地にいる方へ

放射線で

体内に生じた活性酸素により

ミトコンドリアがやられる。

骨髄の造血細胞は

１００ミリSvの被曝でも
数ヶ月間機能することもあるが

あるとき突然

耐えられなくなり崩れ去る。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/841e647a09bc15b9a297e21943bad1b5 …

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
【首都圏放射線量ランキング】

世田谷区で毎時110マイクロシーベルト計測！（2011年10月28日版）
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/eb86b4c43293c44635098ee78bc50fad …

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
"yuya54330887
2011年9月20日　千葉２６歳男性
急性骨髄性白血病と診断された。

原発と白血病の関係性については

証明できない為言うつもりはない。

写真は医療費の額。

入院40日間で370万円以上かかる。
https://pbs.twimg.com/media/CeZcUYyUAAEJlQK.jpg

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 10 時間10 時間前 
フクイチから放射能が出続けているという現状すら理解していない言論人、国会議員

の浅はかさを通り越してしまう驚愕。by 上杉隆

neko-aii @neko_aii · 10 時間10 時間前 
"irukatodouro 2012年8月
【労働者の危機】

横浜市は42000Bq/kg等の放射性物質を
素手・マスクなし・防護服なしで

「ほうき」で職員に防染させてる

汚染状況http://furuyayasuhiko.blog15.fc2.com/blog-entry-629.html …" 
https://pbs.twimg.com/media/CeZiUYeUAAAkJKy.jpg

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
アメリカの除染の専門家が明らかにする、本当の汚染状況！

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b303336f0039ab87dd09739feb58a9ea …
★なぜかアメリカの測定結果より、

　常に低い数値しか表示しなかった日本の線量計

★驚きあきれた・・

　日本の「専門家」は、線量計の

　正しい操作方法すら理解していない

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
2012年7月
ミシェル・フェルネックス教授

甲状腺の疾患は

すでに出現しはじめている。

癌は潜伏期間が長く、子供が癌や脳腫瘍を

発症し始めるのは4年後だろう。
福島医大では原発について

話してはいけないという指令が出ている。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3f2f366f236a95253a03f872947478d9 …

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
2012年7月
「日本政府の対応は旧ソ連以下だ」

"海外専門家が一致した意見
福島近隣地域の汚染は手上げ状態

東京の汚染もひどくて住めない状態！

岡田副首相一家がオーナーのイオンは千葉から撤退

本社を愛知県小牧市に移すことを発表

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3f2f366f236a95253a03f872947478d9 …

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
2012年7月
福島県郡山市深沢２丁目

24.65μSv/h
側溝の蓋の上に溜まった砂

福島第一原発からの距離は約60km。
https://www.youtube.com/watch?v=fzOpihnYuTA … 

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
バンダジェフスキー博士

目に対する放射能の影響

ベラルーシ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。
そもそも老人病である白内障が

これだけ発症するのは、

被曝により栄養の摂取が

阻害されることにより

体内の老化が

急激に進むことによる。

Midori Fujisawa @midoriSW19 · 11時間11時間前 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3aa0604cd1b3d52cb015989e6579f917
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/841e647a09bc15b9a297e21943bad1b5
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/eb86b4c43293c44635098ee78bc50fad
https://pbs.twimg.com/media/CeZcUYyUAAEJlQK.jpg
http://furuyayasuhiko.blog15.fc2.com/blog-entry-629.html
https://pbs.twimg.com/media/CeZiUYeUAAAkJKy.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b303336f0039ab87dd09739feb58a9ea
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3f2f366f236a95253a03f872947478d9
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3f2f366f236a95253a03f872947478d9
https://www.youtube.com/watch?v=fzOpihnYuTA


Midori FujisawaさんがMasa Okumuraをリツイートしました
そうです。それ福一の事故の時にUKで言われていた。主電源と予備電源がなくなるだ
けで、原発は自らが大量破壊兵器になりうる。全電源喪失すれば燃料棒が溶け始め、

稼働中の場合は（たぶん）16〜20時間で爆発します。
https://twitter.com/mokumura/status/713343164354928640

Masa Okumura @mokumura · 11時間11時間前 
ベルギーで原発テロが計画されていたが、福一の様なメルトダウンを起こさせるに

は「電源喪失」で、簡単である。福一は「水」が起こさせたが、原発に侵入して、電

源回路を破壊して、予備の発電機と燃料タンクを破壊で電源喪失になる。大袈裟な、

ミサイル攻撃等も必要ない。

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 17時間17時間前 
【原発事故で残された廃棄物】

除染作業で出た大量の廃棄物。福島県だけでも、東京ドーム８杯分以上に上ります。

最終的な処分の見通しは立っていません。

AKIRA @AKIRA23150220 · 19時間19時間前 
フクイチの原子炉は臨界熱で核燃料が溶融し，2800〜5200℃にも上昇，全ての核燃料
が沸騰して蒸気化して大気中に放出、蒸気化した核燃料金属は微粒子になり，その金

属の微粒子が日本全域に飛散し数千万人の日本人が吸い込んだ！by 飯山一郎

https://www.youtube.com/watch?
v=jT0fIfiw7Sg&ebc=ANyPxKqD6nTkV31bW0qG54mlVU1IGlubZozNjMytRN4nkmXko0dDTaQPDaHXjzDZwrAOBaAPT5IM-
g6uzRrZ6_1Dak2AqxA4-w
Spirited Away: Always With Me 

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 11分11分前 
ジャーナリストが福一に入ったら、小柄な外国人を見つけたので日本語で挨拶したが

返事なし。１F所長はその件で「（外国人で日本語不自由でも）技量があれば問題ない
」と答えたという。政府は原発事故の責任を負わず、事故起こした東電は作業員に責

任負わず、つまり徹頭徹尾、無責任態勢なわけですね。

有志連合 加盟 は違憲 コスタリカ村 @costarica0012 · 28 分28 分前 
「津波対策だけでは動かせない。使用済み燃料処理など安全対策が万全出ない限り浜

岡原発は動かせない」と川勝静岡県知事発言

http://www.dailymotion.com/video/xnel0d_%E6%96%B0%E6%98%A5%E7%9F%A5%E4%BA%8B%E5%AF%BE%E8%AB%87-
%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E3%81%AF%E6%B5%9C%E5%B2%A1%E5%8E%9F%E7%99%BA%E3%81%AF%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84-
%E5%B7%9D%E5%8B%9D%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B_news
… 
一方、愛媛県知事は、7月プルサーマル再稼働にｇｏサインを出した
福島原発事故調査検証ができているかどうかの違い

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 10時間10時間前 

最初、ドローンはピザ運んできて便利だった。そのうちドローンはカメラで市民を監

視し始めたが、我慢してた。終いに、ドローンは銃口を市民に向け始めた。全員死亡

して、何も言えなかった。以上

米国のどローン数、２０年までに７００万機に米当局

http://www.afpbb.com/articles/-/3081728 …

https://www.youtube.com/watch?
v=GwTqNNXNQnA&ebc=ANyPxKpSpwc8Ywhkwl8acZDrGJD6he-CiFa8-
Wdig9VEG8pyxgIGpEljjI0hlV7IU8XiM1ADNeJYgF1yjSHwkyyR2fZW7Zma4w
Spirited Away - Sixth Stop 

irukakeita @irukasanva · 1 分1 分前 
首都圏で線量が除染基準の１０倍近い街、

放射能汚染のホットスポットが判明！

http://wpb.shueisha.co.jp/2016/03/25/62842/ … …
放射能ダダモレだし、大企業の

本社や、省庁も西に移転するし、

元東電幹部は海外移住してるし、

ストロンチウムは測定しないし、

生きるなら、首都圏脱出だな

https://www.youtube.com/watch?v=uhpZI-Rwkv0&ebc=ANyPxKpSpwc8Ywhkwl8acZDrGJD6he-
CiFa8-Wdig9VEG8pyxgIGpEljjI0hlV7IU8XiM1ADNeJYgF1yjSHwkyyR2fZW7Zma4w
Spirited Away OST - The Name of Life
 

https://twitter.com/mokumura/status/713343164354928640
https://www.youtube.com/watch?v=jT0fIfiw7Sg&ebc=ANyPxKqD6nTkV31bW0qG54mlVU1IGlubZozNjMytRN4nkmXko0dDTaQPDaHXjzDZwrAOBaAPT5IM-g6uzRrZ6_1Dak2AqxA4-w
http://www.dailymotion.com/video/xnel0d_%E6%96%B0%E6%98%A5%E7%9F%A5%E4%BA%8B%E5%AF%BE%E8%AB%87-%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A7%E3%81%AF%E6%B5%9C%E5%B2%A1%E5%8E%9F%E7%99%BA%E3%81%AF%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84-%E5%B7%9D%E5%8B%9D%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B_news
http://www.afpbb.com/articles/-/3081728
https://www.youtube.com/watch?v=GwTqNNXNQnA&ebc=ANyPxKpSpwc8Ywhkwl8acZDrGJD6he-CiFa8-Wdig9VEG8pyxgIGpEljjI0hlV7IU8XiM1ADNeJYgF1yjSHwkyyR2fZW7Zma4w
http://wpb.shueisha.co.jp/2016/03/25/62842/
https://www.youtube.com/watch?v=uhpZI-Rwkv0&ebc=ANyPxKpSpwc8Ywhkwl8acZDrGJD6he-CiFa8-Wdig9VEG8pyxgIGpEljjI0hlV7IU8XiM1ADNeJYgF1yjSHwkyyR2fZW7Zma4w


（３月27日）　…自分の身を守れるのは自分だけだ。

http://85358.diarynote.jp/201603270838279953/

半径300kmはチェルノブイリでは立入禁止区域。日本に置き換え
れば東京も立ち入り禁止区域。／フクシマは危険な【レベル７】

。

2016年3月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=AWIDk1gb2hQ
愛の世代の前に 

Akio Yamazaki @akio_yam · 2 時間2 時間前 
脱原発集会：東京・代々木公園に３万５０００人 - 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20160327/k00/00m/040/020000c …海外でこの様なニュースに
接すると、「ああ、今でも原発に反対し、実際に行動する人がいるのだ」と、涙が出

る程、嬉しくなります。安倍の福島惨状忘却・県民棄民は、人類への犯罪ですね。

…いや…（－－；）…★
「そんなこと」して「被曝量を増やしてる」暇は、もう無いんだ！

逃げろよ…！！

しずおかハートnet @heartnetshizuok · 4 分4 分前 
浜岡原発は大型航空機墜落に耐えられる？『静岡県防災・原子力学術会議 原子力分科
会で浜岡原発4号機の安全審査申請の検証が行われました』 http://amba.to/1eJeuyW

金子勝 @masaru_kaneko · 5分5分前 
【アベ追随企業は滅ぶ】アベの原発ルネッサンスに乗って失敗した東芝。台湾企業に

買い叩かれるシャ－プ。原発再稼働で電力もエネルギーも時代遅れ。三菱商事や三井

物産が創業以来初の赤字になった事態も、アベノミクスのホラに振り回され、ボラタ

イルな金融緩和に追随してきた日本大企業の末路を示す。

http://85358.diarynote.jp/201603270838279953/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=AWIDk1gb2hQ
http://mainichi.jp/articles/20160327/k00/00m/040/020000c
http://amba.to/1eJeuyW


てまりん（30代男） @temari_hn · 31 分31 分前 
☆拡散希望☆

福島市の子猿 白血球明らかな減少
モミの木 芽の形がおかしい
蝶の眼・羽に奇形

消される前に!
↓

NNNドキュメント THE 放射能 人間vs.放射線　科学はどこまで迫れるか？
日本テレビ　４５分

https://youtu.be/LJzaVvf2qbA

弁護士　太田啓子 @katepanda2 · 40分40分前 
これ本当に震えるほど怖い。。。。原発もうやめないと。どこの国にあっても怖い。

ベルギー、核テロの脅威：何者かが原発警備員を殺害、通行証奪う

http://jp.sputniknews.com/europe/20160326/1850187.html … @sputnik_jpさんから

宇宙からの使者 @hirochiyan · 50分50分前 
チェルノブイリ放射能汚染地図を、福島第一に置き換えた図。薄赤円内半径300km
はチェルノブイリでは立入禁止区域。日本に置き換えれば東京も立ち入り禁止区域。

／フクシマは危険な【レベル７】 

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
発病、病死した有名人・芸能人の多くは高汚染地域を訪問していた 
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/376.html …

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
花見時期に特例宿泊　富岡と飯舘、政府発表

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/03/post_13529.html …
アウシュビッツ収容所ガス室にようこそ

BKK□パグさん♪ @fvjmac · 3時間3時間前 
浜岡原発6号新設の記載見送り　中部電、新経営指針で
http://this.kiji.is/73096814173224966 …
　6号機新設の記載を見送る方針
　前回指針では「建設を着実に推進」と明示していたが、運転停止中の3〜5号機の再
稼働も見通せない中、計画を盛り込むのは現実的でないと

https://youtu.be/LJzaVvf2qbA
http://jp.sputniknews.com/europe/20160326/1850187.html
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/376.html
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/03/post_13529.html
http://this.kiji.is/73096814173224966
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junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
米ＮＲＣ（原子力規制委員会）電気技術部のロイ・マシューズ部長代理ら７人の電気

技師が、「民間人」の立場で、米国内ほぼ全ての原発（対策済みの１機を除く）の非

常時冷却用電気系統の改修、もしくは運転停止を求め、異例の「請願」に踏み切る

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/single-phase-85.html#more …

masanorinaito @masanorinaito · 5時間5時間前 
masanorinaitoさんがNew York Times Worldをリツイートしました
日本では震災によって原発の危険性が再認識された。世界は、テロや紛争によって原

発が破壊される脅威に直面している。少し前まで、誰がベルギーで原発がテロに狙わ

れるなどと予測しただろう。原発を守るために途方もないコストとリスクを負う世界 

ソウル・フラワー・ユニオン @soulflowerunion · 6時間6時間前 
サイバーテロで「５年以内に原発乗っ取られる恐れ」ＥＵ高官が警告（3/26）
http://www.sankei.com/world/news/160326/wor1603260039-n1.html …
「５年以内に（テロリストが）インターネットを使って原発の監視制御システムなど

に侵入し、テロを行っても驚かないだろう」

なんて時代だ。

https://t.co/0AldP8Yro9

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
2016年3月18日　ギャラップ調査
アメリカ人の 54％は原子力に反対。
アメリカ人の 44％は原子力に賛成。

ソウル・フラワー・ユニオン @soulflowerunion · 6時間6時間前 
ベルギー、核テロの脅威：何者かが原発警備員を殺害、通行証奪う（3/26）
http://jp.sputniknews.com/europe/20160326/1850187.html …
「ベルギーのチアンジュ原発の警備員が死体で発見された。通行証は盗まれている。

土曜、デルニエレ・ホイレ紙が警察発表をもとに報じた」

おい。

neko-aiiがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/single-phase-85.html#more
http://www.sankei.com/world/news/160326/wor1603260039-n1.html
https://t.co/0AldP8Yro9
http://jp.sputniknews.com/europe/20160326/1850187.html


2015年11月 
アラスカ州で潮にとりのこされた魚。

記事は福島原発との関連を示唆している。 
https://pbs.twimg.com/media/Cee3FpvWEAEKvGc.jpg

neko-aii @neko_aii · 8時間8時間前 
2011年11月25日
阿武隈川から海へ１日５００億ベクレル　放射性セシウム

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7c8009c6d0845e201a8455f0fbf517b1 …
阿武隈川は福島県郡山市や福島市を北上、

宮城県岩沼市で太平洋に注ぐ。

流域面積は５４００平方キロで、

事故による汚染が大きい地域が広く含まれる。

neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
原子爆弾によって

放射線病症状を現したが、

幸いにして回復した人々。

これらの人々は、

常に疲れ易いことを訴え、

業務に対する興味乃至意慾が少く、

記憶力の減退を訴え、

しばしば感冒や胃腸障害、

特に下痢に悩んでいる。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/713b7b313a04af56689b511d7c7a060a …

neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
2013-02-25
淀川、琵琶湖 (兵庫の水源)が不安
最近、お風呂に浸かるとピリッとした感覚

すぐ消えるが、ひじ、ひざの内側が凄く痒くなり

皮膚科でアレルギーある、と検査

食物、ハウスダスト、動物、花粉、どれも陰性

子供も、すごい発疹

体全体の赤くもない発疹は初めて見た。

neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 

https://pbs.twimg.com/media/Cee3FpvWEAEKvGc.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7c8009c6d0845e201a8455f0fbf517b1
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/713b7b313a04af56689b511d7c7a060a


チェルノブイリ

甲状腺がん治療専門病院

『甲状腺がん発生率、１万倍に増加』

甲状腺がんは１０代の青年に多く

いずれもゴメリ州(爆心から１００Kmの汚染地域)出身者。
医師は『事故当時、幼少期や思春期だった子供に多発』と言う。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e853ed2a9d2238d1aa597f68e54b75bb …

neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
"chiektumk:
北海道出身の彼女の友人に

国の仕事をしている方がいる。

『東京には来てはいけない。遊びでもダメ。

　国は本当のことを言わない。』

『自分は子供を産まない選択をする。

　もう無理だから…』
だって東京は

チェルノブイリと変わらないから…。"

被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 20 時間20 時間前 
東京に行きたいって？　東京は死の街だよ？

５年目に

マスコミが東電福一のメルトダウンを大々的にゲロって

５年目に

中央省庁が続々と移転しはじめた

５年間引っぱったんだよ、どうしてだかわかるかい？

https://www.youtube.com/watch?v=U4u8hdzQQz0
佐野元春　 バルセロナの夜 

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 6時間6時間前 
外国人特派員からは摩訶不思議だと驚きの目で見られている、福島原発事故に対する

日本の対応の数々。「実害なのに風評被害と呼ぶ「同調圧力で食べて応援」「現実か

ら目を背ける」

…自分の身を守れるのは自分だけだ。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e853ed2a9d2238d1aa597f68e54b75bb
https://www.youtube.com/watch?v=U4u8hdzQQz0


http://useful-info.com/fukushima-npp-japanese-actions-are-s …

https://www.youtube.com/watch?v=xTjyjyAW2ro
遠くへ - 1973年・春・20才 　 浜田省吾 

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
『NEWS23』膳場貴子と岸井成格が最後の放送！「直接圧力はなかった」という岸井
に代わり鳥越俊太郎が官邸のやり口を暴露

http://lite-ra.com/2016/03/post-2100.html …

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
安倍首相が防衛大卒業式で自衛隊を「私兵」扱い…裏では任官拒否者の隠蔽工作や自
衛隊“皇軍化”も進行中
http://lite-ra.com/2016/03/post-2102.html …

アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
「会長に疎まれ、ＮＨＫを追われた理事が二人までディレクター出身なのは象徴的だ

と思う。」

http://sun.ap.teacup.com/souun/19710.html#readmore …

https://www.youtube.com/watch?v=XM67cYEcHgM
ラストショー 1981年
 

http://useful-info.com/fukushima-npp-japanese-actions-are-s
https://www.youtube.com/watch?v=xTjyjyAW2ro
http://lite-ra.com/2016/03/post-2100.html
http://lite-ra.com/2016/03/post-2102.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/19710.html#readmore
https://www.youtube.com/watch?v=XM67cYEcHgM


（３月28日）　できることがなお残されている限り、希望を失うことは許されない。

http://85358.diarynote.jp/201603280849497331/

原発が弾道ミサイルで狙われたらどうする／コンタクトレンズ原

料が福島と茨城。医療機器に放射性物質の基準はない／海水注入

を妨害したのは東京電力だった。

2016年3月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=8KcekkaHwtQ
Patrick Watson - Close to Paradise 

cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 
福島第一ライブカメラ（１号機側）

モクモクしています。

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index2-j.html …

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 8時間8時間前 
【あっぱれ】

神奈川の露地栽培みかんの

放射能汚染は厳しい現実だが、

『5.6ベクレルの放射能が検出
されています。小さなお子様が

食べるのは、ご注意ください』

という表示は潔い。

http://twitpic.com/disiow @TwitPicさんから

https://www.youtube.com/watch?
v=WqqBxEMiBsk&ebc=ANyPxKoShbiZsI873hl2Hb6j6G_uR0fATkZGF6dZ5dxZHPQeP8RXPXbR951WL4h5-
hmEqQ6NISeDnguMTFD-EG03D8RypnAasg
David Garrett - Smells Like Teen Spirit (Nirvana) 

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
[故]安全厨[発言集]「メルトダウンとか起きねーんだよアホ。炉心融解なんぞするわ
けねーだろw」 (Naverまとめ)
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/386.html …

http://85358.diarynote.jp/201603280849497331/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160328/85358_201603280849497331_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160328/85358_201603280849497331_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160328/85358_201603280849497331_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8KcekkaHwtQ
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index2-j.html
http://twitpic.com/disiow
https://www.youtube.com/watch?v=WqqBxEMiBsk&ebc=ANyPxKoShbiZsI873hl2Hb6j6G_uR0fATkZGF6dZ5dxZHPQeP8RXPXbR951WL4h5-hmEqQ6NISeDnguMTFD-EG03D8RypnAasg
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/386.html


Lulu__19 @Lulu__19 · 6時間6時間前 
東電が今頃になって発表した。放射能が大量放出されたのは福島原発第３号機の格納

容器が完全に破損していたからだったと。これを１２月１８日のNHKなどがあっさり
と報道して終わっている。

被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 3月26日 
東京に行きたいって？　東京は死の街だよ？

５年目に

マスコミが東電福一のメルトダウンを大々的にゲロって

５年目に

中央省庁が続々と移転しはじめた

５年間引っぱったんだよ、どうしてだかわかるかい？

https://www.youtube.com/watch?
v=6PeDa7JImA4&ebc=ANyPxKrkss1rk4eDnJj20pxyqlQLJ4rh0x4g9C-
dFRBbH4nfNSJxXsOl_ZMDwRTdoh404Nx0PqsiEWKjTOcWkPyZzBWiGJm_kw
【flower】- Song of the Double Suicide 【Utsu-P】

エリン［反核・反戦・全世界の原発に反対】 @kazumyagu · 42 分42 分前 
２「胸につけている線量計のアラームなんか半分以上壊れていて、3人で作業していて
1人のが鳴って慌ててそこを離れて自分のを確認したら400の針を振り切ってる。その
ままじゃ法に触れちゃうから、200ずつ二回に分けて記録しましたよ。」続

neko-aii @neko_aii · 43 分43 分前 
tunenti 2016年3月27日
故郷秋田

私は２０１３年移住

その時までに知合いが

３０人以上亡くなった。

突然死が異常に多かった。

３０代４０代でも

病院は原因不明の患者が

たくさんいて

医師がパニックになっていた。

甲状腺ガン・白血病の患者も

珍しくないって

junkoがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro · 58分58分前 
手術後に患者の死亡相次ぐ群馬大学病院 第一外科でも平均の4倍の高死亡率 #ldnews
http://news.livedoor.com/article/detail/11342513/ …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 1 時間1 時間前 
名無し：2016/03/28(月) 05:43 ID:XXXXXXXX
女優横町慶子さん(48歳)が3月17日に逝去ロマンチカで活躍
http://silvershield.link/yokomachikeiko 

junko @junko_in_sappro · 1時間1時間前 
『アウシュヴィッツにされてしまう日本列島!!』
⇒ http://amba.to/1RyrreB 
「日本人3,000万人、人工削減大計画作戦」は、実在しているのか?

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 2時間2時間前 
福島第一原発事故が起きた直後、東電本店は「材料が腐っちゃったりしてもったいな

いので」現場の海水注入を妨害した。ところが、安倍晋三が菅直人首相が海水注入を

https://www.youtube.com/watch?v=6PeDa7JImA4&ebc=ANyPxKrkss1rk4eDnJj20pxyqlQLJ4rh0x4g9C-dFRBbH4nfNSJxXsOl_ZMDwRTdoh404Nx0PqsiEWKjTOcWkPyZzBWiGJm_kw
http://news.livedoor.com/article/detail/11342513/
http://silvershield.link/yokomachikeiko
http://amba.to/1RyrreB


中止させたとデマを流し、読売がこのデマ記事を流し、多くの国民は騙されてしま

った。

https://pbs.twimg.com/media/Cc7yFmgUUAEMVJi.jpg

Tsutomu nakane @Nakanesan · 2 時間2 時間前 
スリーマイルデー

1979年(昭和54年)のこの日、アメリカ、ペンシルバニア州のスリーマイル島で原発事
故が発生。この重大な事故を忘れないよう教訓とする日。

→教訓にせず、忘れた結果が今日の有様か？

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
《放射能》　パンがヤバい。小麦から続々とセシウム　（本当の食品 放射能 汚染）　
http://www.asyura2.com/12/genpatu24/msg/398.html …
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 6 月 05 日

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 2 時間2 時間前 
だからコンタクトレンズは危険だと繰り返しツイートして来たんです‥‥泣。医薬品

も放射能基準なんてなかったはず‥‥。 コンタクトレンズ原料が福島と茨城とのこと
で厚生労働省医薬食品局医療機器審査管理室に確認したら、医療機器には放射性物質

の基準はないそうですよ！

アマちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
食べて応援、炊き出しボランティア、白目出血、易骨折 -- 川島なお美さんの癌はまち
がいなく被ばくによるものだ

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/862.html …

大地震・前兆・予言.com @okayogen_com · 3時間3時間前 
【東京】首都圏で線量が除染基準の10倍近い街も…福島より放射能汚染が深刻な「ホ
ットスポット」が判明！ http://jishin-yogen.com/blog-entry-8283.html …

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
週プレＮＥＷＳ　水元公園（葛飾区）の土壌、なんと６４０２Ｂｑ／㎏もの数値！…
…「首都圏で線量が除染基準の１０倍近い街も……福島より放射能汚染が深刻なホッ
トスポットが判明！」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-4447.html#more …

アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
原発事故から4年後、中3の決断　「ふたば未来学園高校」に入学した子どもたち〈dot.
〉

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/384.html …
アウシュビッツ収容所学校か

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
まだまだ続く、放射能汚染、食品検査にブロッコリーとウメを追加(2016/3/25 北海道
新聞)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5520.html …

アマちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
４月１日に全ての役場業務を村内で再開する葛尾村は２６日、三春町の村役場三春出

張所から村役場への引っ越し作業を行った

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/03/post_13534.html …
土壌平米100万ベクレルを超える世界最悪級放射能汚染地に帰還

エム（Behind the Days） @Behind_the_Days · 6時間6時間前 
「トリチウムβ線の人体影響・・リスク算定に利用可能な実験データがほとんどない」

https://pbs.twimg.com/media/Cc7yFmgUUAEMVJi.jpg
http://www.asyura2.com/12/genpatu24/msg/398.html
http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/862.html
http://jishin-yogen.com/blog-entry-8283.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-4447.html#more
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/384.html
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5520.html
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/03/post_13534.html


　→　【トリチウムの線量係数を桁違いに小さくしたのは誰か？　トリチウムの生体

影響評価に関する資料収集】 http://bit.ly/1KDDeqF 

非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 8時間8時間前 
［山本太郎氏］安倍晋三を問いつめる　原発が弾道ミサイルで狙われたらどうする

んだ!! 再稼働なんて出来ない
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=94977 …
リアルタイムで見て…最後迄目が離せない素晴らしい質問
最後はテレビの前で拍手 
https://pbs.twimg.com/media/CekDy6JXIAECYda.jpg

Ｉｎｓｉｇｈｔ★平和憲法死守！ @greenriver350 · 11 時間11 時間前 
被曝問題　放射能物質があるということは、放射線が人体に突き刺さっていることを

意味する　第１は避難・移住　第２に損害賠償の裁判　第３に疎開運動　先ずは子供

を避難・移住させることだろう

https://www.youtube.com/watch?v=ZOMG2Cxxn6k
Choir Boys - Run To Paradise Lyrics 

cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 
希望の喪失はすでに敗北の先取りである。

人間にできることがなお残されている限り、希望を失うことは許されない。

カール・ヤスパース（哲学者）

https://www.youtube.com/watch?
v=LLPj2h0N3bU&ebc=ANyPxKpoxgibGHOaTp0fvCgYS6rwCDSlkjkACT__Xn8YetKBGvzl9yYbQSH1tV7veMQUaYbPYuahnHuEcjfun_ffHjVOaqXScw
Bette Midler - From a distance (lyrics) 
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（３月29日）　鬼束ちひろ - 月光

http://85358.diarynote.jp/201603300025158910/

日本に人間が住める場所が失くなってゆく／北海道に移住しよう

と思ってたけど・・・・もう、だめなの。

2016年3月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

戸谷真理子 @irukatodouro · 4時間4時間前 
『【南相馬訴訟】「20mSvで指定解除するな」〜屋内外で変わらぬ線量。4万Bq/㎡超
える土壌汚染』

http://ameblo.jp/rain37/entry-12144164110.html …　「原発労働者は年5mSvで労災認定
されるのに、なぜ福島県民だけは年20mSvで特定避難勧奨地点の指定が解除されるの
か納得できない」

neko-aii @neko_aii · 4時間4時間前 
sockskurogohan 2013年3月
過去１０００回以上も行っている 
米核実験は正当で

北朝鮮の核実験は脅威らしい。 
日本の放射線汚染は安心で

中国の大気汚染は脅威らしい。 
こんな世の中で良いの？

sousuke_c
北朝鮮の核実験3回、
米核実験1030回

https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow
鬼束ちひろ - 月光 

北濱幹也 @kitahamamikiya · 14 分14 分前 
【 首都圏でも高まる放射能汚染について週刊誌が相次いで取上げ 】
■ディズニーランドや東京ドームで高い値！

■原発近隣住民の間で悪性リンパ腫多発！

詳細→http://saigaijyouhou.com/blog-entry-5838.html … 

Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics · 47 分47 分前 
【汚染水流出 東電社長ら不起訴】福島第1原発から放射性物質を含んだ汚染水を海に流
出させた疑いで書類送検された東電社長らについて、福島地検は不起訴処分に。

http://yahoo.jp/Dehkvi

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
あのときから放射能汚染地帯”日光”になりました
★日光市は観光業者を守る姿勢

現実は住めないレベルの汚染が広がる

★日光市立小学校26校
0.2〜0.8μSv/h：23校
★日光の観光業者

東電から損害賠償金56億6000万円
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e15d3b09a15b0db86002c025f7fe7484 …

toshiyuki9さんへの返信 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 1 時間1 時間前 
場所によるとおもいます。常に風向きに注意して食べモノも塩水で除染。

今もう日本中。どこでもです。海外も都市部は。ただ

#泊原発 が再稼働されてしまえば核汚染は今より酷くなります。
やめさせないと。@midorigame39
北海道に移住しようと思ってたけど・・・・もう、だめなの。

Out Of Our Heads @N0NUKES · 2時間2時間前 
2016年3月29日21時。北海道でもまた放射線量があがりはじめている。
2月中も酷かったが、#泊原発 も再び？@Official_HEPCO
http://twitter.com/search?
q=from:N0NUKES+%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93+OR+%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA+OR+hepco+OR+%23%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA&src=realtime=default&f=tweets
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…
日本に人間が住める場所が失くなってゆく‥ 
https://pbs.twimg.com/media/Cetu2KkWQAA0tEW.jpg

Unoさんへの返信 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 3時間3時間前 
日本列島は瀕死の状態ですね

注目すべきは、2011年３月12日〜20日の放射能雲の流れ
超高線量の汚染を示すものです。

@uno_right
日本から血が流れ出てるように見える…涙 
https://twitter.com/xciroxjp/status/709408553111433216 …

エム（Behind the Days）さんへの返信 
Mr.F.G　世界ウェハー党　脱原発 @MayamaWoodged · 3時間3時間前 
@Behind_the_Days @Keisshirai 泊原発の反対運動をしてらっしゃる方も、同じ様に申
しておられましたね。

原発上空には放射能が放出されており、雨が降るとそれが地上に降ってくる。

だから泊村は北海道で一番癌による死亡率が高いのだ…と。

kenji @buick54aki · 5時間5時間前 
急病人

泊原発は過去25年間の間に累計で570兆ベクレルの放射性トリチウムを放出
北海道の安全神話完全崩壊

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-422 … …
原発周辺は色々な核種で汚染れ白血病や心筋梗塞が多

避難移住が必要 

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 13時間13時間前 
「札幌震度７の場合」って、泊原発はどうなります？

電気ミント (NoNuke NoWar) @denki_minto · 17時間17時間前 
2016-03-29 06:17:00頃 最大震度 1 マグニチュード4.1(震源の深さ10km)の地震が北海
道の大都市・札幌を壊滅させる恐れのある泊原発の目の前の北海道南西沖で発生しま

した。 #EQMJ 
https://pbs.twimg.com/media/CeqkZWVWwAAU_Q_.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=lgdn5cN2N8M
Italo4ever - Distant Galaxy (Extended Version) 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 35 分35 分前 
都内で瓦礫を焼却し始めた目黒清掃工場から約1kmの放射線量は、殺される線量だっ
たね。当時、’散々ツイートしたけど「本気で危ないね」と思って防護した人は助かっ
たよね。それほど危ない状況だった。ありえない空間線量（0.48μSv/h）とかね。こん
な数値が出る訳がない。今は出なくなった

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
最近わかった人もいるみたいだけど、福島原発の「深刻さ」は、静岡ぐらいまでの人

しか感じてないみたいだけど、京都とか福岡とか、日本全国で「汚染瓦礫を焼却」し

てるのだけど、このことの意味を、知らない人が多いみたいね。そんな無関心だと「

殺されますよ」と思うけど、至って平和な日常だよね

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
よく言われてるのが

「うちの県の原発は3.11以降、稼働してないでしょ。なら安心よね。」なんて、阿呆か
と思いますよね。廃炉にしてないんだから、3.11の時の福島原発のような「冷却不能」
になれば、同じような原発事故が起る。こういう原発は日本に約５０基あるんだよね

。今も。

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
2012-12-22
バス会社関係者からの情報

千葉県船橋市では、

バスに乗車中のお客さんが

車中で突然死するという、

過去数１０年以上も

なかった現象が続いています。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/39e4977a8c6bdc1be73403d87ef25692 …
＞tart_k　被曝の突然死ですね

neko-aii @neko_aii · 4時間4時間前 
"coco_natural
米ハンフォードでは、1949年
グリーンラン実験といわれる

人体実験が行われました。

大量の放射性物質を、

周囲の住民に知らせずに

わざと空気中に放出し、

こっそりとその影響を調べたのです"
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Nob @Nob_hsj · 4 時間4 時間前 
もう時間がない！

５年後から病気が急増。６年後には循環器系の疾患100%。
https://pbs.twimg.com/media/CZ-mJ2cUcAECGFt.jpg …

きのこ組　組長 @kinokokumi · 5 時間5 時間前 
何もかも手遅れ

何もかも出鱈目

何もかも被ばく

フクイチの１〜６まで臨界中

世界中に放射能が飛散中

日本は国際管理下に置かれなければ

地球が終わる

ホワイトフード @whitefood1 · 7時間7時間前 
3月29日17時24分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、118箇所以上存
在します。詳しくはこちらでご確認ください。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://pbs.twimg.com/media/Ces7GwsWAAAo7Lw.jpg

neko-aiiがリツイート 
ロビン @oldblue2012 · 7 時間7 時間前 
さいたま市のごみ焼却施設で作業員死亡。バグフィルターから落ちてきた大量の灰で

生き埋め　 http://goo.gl/yWNTTi

しろくま @hontounokotoga_ · 8時間8時間前 
凄いな、この地震の震央位置は、ほぼ伊方原発の真下だよ！

3月29日13時42分 伊予灘
北緯33.5度．東経132.3度
深さ 50km
マグニチュード 3.4
http://www.jma.go.jp/jp/quake/5/620/20160329134639495-291342.html …
深さ５０㎞まで実際に地下にもぐってまで調べることは無理だからな！

junkoがリツイート 
tunenti @tunenti · 12時間12時間前 
私の娘の事。１９８６年娘が３歳の時、チェルノブイリの事故があった。秋田が日本

で一番被曝した日。おてんばな娘は、毎日外で元気に遊んでた。その後頭がボーっと

して、耳が急に聞こえなくなり様子がおかしくなった。それから少しずつ性格があま

のじゃくのように変わっていった。今思えば被曝だった

junkoがリツイート 
tunenti @tunenti · 12時間12時間前 
娘が出産した時、一緒に産んだ人は殆ど異常出産。未熟児・低体重児・早産で超未熟

児無為に産まれてすぐに大きな病院へ救急搬送。産後の回復が遅かったり赤ちゃんも

入院が長引いたり。３キロ以上の赤ちゃんも少ない。産まれた時に心臓の病気を抱え

た子もいたって。おかしな事がたくさんあった。

小川一 @pinpinkiri · 14 時間14 時間前 
チェルノブイリ原発事故から５年後に制定された被災者補償法「チェルノブイリ法」

が注目されているのだという。追加被ばく線量が年１ミリシーベルトを超える地域を

被災地と定め、住民の移住権を認める・・・。議論のたたき台になるのは確かだ。

　http://mainichi.jp/articles/20160329/org/00m/030/005000c …

アマちゃんだがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 15時間15時間前 
東電のサイト@TEPCO_Nuclear
#柏崎刈羽原発 モニタリングの表示では
http://www.tepco.co.jp/kk-np/monitoring/index-j.html …
3月28日の37μSv/hを欠測で隠している。
関西電力よりヘタクソだな。これが日本の電力会社の実態。 

junko @junko_in_sappro · 15時間15時間前 
give up
北海道から移住したい・・・

https://www.youtube.com/watch?v=y-FzY2lzPbA
Rygar - star tracks (Dance version) 

∞きんぎょ∞ @kingyo_imori · 5時間5時間前 
今日も、札幌市東区のベジタボーノに野菜を買いに行った。

関東東北のものを置かないのは、原発事故の汚染を心配してとのこと。安心して買っ

てもらうために、北海道と九州の有機野菜を仕入れてることをあらためて確認できた

よ☆

https://www.youtube.com/watch?v=LfB0l7YpyKc
アルマゲドン 主題歌 

https://pbs.twimg.com/media/CZ-mJ2cUcAECGFt.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Ces7GwsWAAAo7Lw.jpg
http://goo.gl/yWNTTi
http://www.jma.go.jp/jp/quake/5/620/20160329134639495-291342.html
http://mainichi.jp/articles/20160329/org/00m/030/005000c
http://www.tepco.co.jp/kk-np/monitoring/index-j.html
https://www.youtube.com/watch?v=y-FzY2lzPbA
https://www.youtube.com/watch?v=LfB0l7YpyKc


アルマゲドン 主題歌 
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（３月30日）　水は、生命に必要なものではなく、生命それ自体である。

http://85358.diarynote.jp/201603301201448081/

【田んぼ発電】実験／電力８社史上最大赤字／黒字は原発をもた

ない沖縄と水力の北陸電力。／書かない所に本質あり。

2016年3月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=fzfPXvdK0Dw&ebc=ANyPxKq2a6n-
LV0Rfux_646cW1pX6yEALRAIKFWS8o95M9hoVBHAXLd8zbse9qY0UsSvhdDg8Q7k3PG4rREPlV9sSoLioTXDWg
Marco Rochowski - Cosmic Renaissance

天仙 @tensenten · 9分9分前 
水は、生命に必要なものではなく、生命それ自体である。 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=309651&g=132108 … … 
https://pbs.twimg.com/media/CV-0_KcU8AYpsjm.jpg

junko @junko_in_sappro · 3時間3時間前 
排水路付け替え完了　福島第１原発、汚染雨水を港湾内へ

http://www.minyu-net.com/news/news/FM20160329-061695.php …

Mペッコ @pecko178 · 3 時間3 時間前 
明らかに「汚染水の出どころは判明してるのに」不起訴

汚染水でこれだから被ばくなら絶対認めない。

＊＜原発汚染水漏れ＞東電幹部不起訴に「立証困難」　福島地検（毎日新聞） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160329-00000088-mai-soci …
#Yahooニュース

https://www.youtube.com/watch?v=u4cEwvI9vWg&ebc=ANyPxKpSCtdxLGiausTiIBIFrcg5DK-
pitt51PTFL0J7MolJh2kdP4oXIoSASTn4Fdivn1CvaUmdYoWlmUBixAitmx2w0E2wWA
ANOSPHERE - New Hope 

原発はいますぐ廃止せよ @kokikokiya · 32 分32 分前 
フクイチ事故日本生薬の汚染第１報 
https://pbs.twimg.com/media/CeweIUdWQAQtfu_.jpg

朱鷺（shuro） 1009@alice · 33分33分前 
出産後しばらくして赤ちゃんが脳性まひに | NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160329/k10010459871000.html …
「異常が現れるのが出産後しばらくたってからというケースがこれだけあると初めて

分かり、驚いている。原因をさらに詳しく分析し、学会などでガイドラインの作成に

当たってほしい」

朱鷺（shuro） 1009@alice · 50分50分前 
原発がらみで変死する人が多いのは、なぜ？ #oshietegoo
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8490207.html @oshiete_gooさんから
「2002.10/25石井紘基議員　暴漢に襲われ死亡原発利権を追及していた
1997/3/19　東電ＯＬ殺人事件父が東電社員で…」

ミシマ @misima3 · 52 分52 分前 
放射能調査16カ所増加　浜岡原発周辺、静岡県が方針（@S［アットエス］ by 静岡
新聞） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160330-00000009-at_s-
l22 … #Yahooニュース

朱鷺（shuro） 1009@alice · 52分52分前 
「2006年　大間の市民 大間原発に土地を一人だけ売らず、原発敷地内に家を建てよう
とした人 
交通事故？で死亡。娘がその遺志を受け継ぐ （通称あさこハウス） 」
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8490207.html 
『原発がらみで変死する人が多いのは、なぜ？』

朱鷺（shuro） 1009@alice · 54分54分前 
「本当に深刻なのは、原発ジプシーと呼ばれる社会的弱者の作業員たちの低線量被ば

くによる後遺症と死亡が今も語れることがないことも恐ろしいです。」

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8490207.html 
『原発がらみで変死する人が多いのは、なぜ？』

白川静 @sizukashirakawa · 57分57分前 
最も恐ろしいものは、原子力発電の跡始末である。

しずおかハートnet @heartnetshizuok · 1時間1時間前 
浜岡原発は大型航空機墜落に耐えられる？『静岡県防災・原子力学術会議 原子力分科
会で浜岡原発4号機の安全審査申請の検証が行われました』 http://amba.to/1eJeuyW

天仙 @tensenten · 1時間1時間前 
「日本」では報じられにくいニュース『福島の原発事故で100万人の癌による死亡の
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予想···東京五輪は中止か？』http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=309619&g=132108 … 

円陣、組もうぜ‼�日本、北海道 @dragon20154 · 1 時間1 時間前 � Sapporo-shi Kita-
ku, Hokkaido 
■イオン北海道全店、新電力に

【北海道新聞】

北海道電力は、審査が難しい泊原発、再稼働以外に生き残る道無し。そして、道内の

セブンイレブン700店舗も新電力に 
https://pbs.twimg.com/media/CewNPkkWAAAHf1R.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
3月30日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://pbs.twimg.com/media/CewDhp9WAAQWoAo.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2 時間2 時間前 
名無し：03/30 05:40
米国 緊急事態で原発稼動停止
http://jp.sputniknews.com/us/20160329/1866406.html …
米ワシントン州にあるコロンビア原発を保有する企業は、冷却システムの故障により

、原発の稼動を停止する決定を承認した。

Tomohiro Matsuoka @academylane · 2時間2時間前 
英Hinkley Point原発計画、少なくとも２年は遅らせて、設計を見直すべきと、EDFの
技術者などが内部報告。EDF幹部の公式見解は２０２５年完成を変えていないが、実
際にはほぼ無理と認識が広がっている。 http://www.ft.com/cms/s/0/2ef61abe-f5b1-11e5-
96db-fc683b5e52db.html#axzz44KvM6x9V …

レオンロザリア @leonrosalia · 2時間2時間前 
日経「電力8社史上最大の赤字」報道で書かないこと
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=275767&g=131107 …
10社中8社が赤字。黒字はどこ？原発をもたない沖縄電力と水力比率の高い北陸電力。
書かない所に本質あり

エリック ・C @x__ok · 3時間3時間前 
アメリカは日本に原発を作らさせたものの日本が独自に核兵器を作る事を懸念して、

再処理を日本にはさせなかった。それを見たフランスは再処理の技術を日本に提供。

それが1977年の東海村 東海再処理施設。日本で最初の核燃料の再処理工場。これが現
在試運転中の六ヶ所再処理工場の元のものとなる。

映画『日本と原発』公式SNS @K_Pro_2014 · 3時間3時間前 
映画『日本と原発』公式SNSさんがをリツイートしました
燃料プールに入れられている燃料棒も水が絶たれれば再臨界します。圧力容器の外に

置かれた燃料棒は危険。福一の4号機のように。一刻も早く廃炉にし、燃料棒の処理も
しなければなりません。 https://twitter.com/tohru_hirano/status/714792211917852672
…

junkoがリツイート 
大野純一 @ohnojunichi · 3時間3時間前 
英紙ガーディアンは、英政府機関が「フクシマ」事故に関しての非公開公文書を入手

し内容を報じた。「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

junkoがリツイート 
OMP(さらば暴政) @ompfarm · 3時間3時間前 
OMP(さらば暴政)さんが大野純一をリツイートしました
「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、フクイチは石棺

されず解放系のままです。放射性ヨウ素も出ている「恐れ」。

プルト君 @Plutokun_Bot · 4時間4時間前 
とうきょうでんりょくくん、まさか現場の線量計いじったり、温度計をいじったり、

してないよね？

木野龍逸 (Ryuichi KINO) @kinoryuichi · 4時間4時間前 
木野龍逸 (Ryuichi KINO)さんが添田孝史をリツイートしました
ときどき、意図的じゃないかと感じます・・・(＞_＜)
もし意識せずにやってるとしたら、ものを管理する能力がないということなので、原

発動かすのはムリじゃないでしょうか。 
https://twitter.com/sayawudon/status/714718623416365057

桑ちゃん @namiekuwabara · 4時間4時間前 
核セキュリティーサミット？ミサイルで原発の送電、冷却設備破壊すれば簡単にメル

トダウンするよ。戦争が起きたら防ぎようが無い。それに、原子爆弾落とさなくても

放射性廃棄物ばらまかれれば終わる。高レベル廃棄物ドラム缶爆弾に使用されても終

わるんだよ。

ホワイトフード @whitefood1 · 5時間5時間前 
3月30日5時32分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、119箇所以上存
在します。詳しくはこちらでご確認ください。

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

junkoがリツイート 
アマちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
大相撲は出血大サービス？ 出血多発、返り血も浴びて、まるでプロレス流血戦 
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/396.html …

アマちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
「渓流・湖沼釣り」４月１日解禁　秋元漁協、イワナ・ヤマメ再開

http://www.minyu-net.com/news/news/FM20160329-061707.php …
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アマちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
豪グレートバリアリーフの白化「過去最悪」 北側のほぼ全てで確認
http://www.afpbb.com/articles/-/3082065 …

いわた・きよし（岩田清） @Kiyoshi_IWATA · 10時間10時間前 
国内のＴＶは此処までの情報を流して居ないね！　ドイツの福一原発事故５周年情報

　その１　ＺＤＦ　https://www.youtube.com/watch?v=qz6E1TJkYfw …
http://fb.me/2wNLw1KWh

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 10時間10時間前 
日本の放射能汚染地図、新潟や関東、四国迄、シッカリ放射能汚染が有りますね、皆

さん気を付けて、どんな病気になってもおかしく無いんで 

朱鷺（shuro）がリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 11時間11時間前 
原発事故が起された国では風向きは地球規模で観察したほうがいい。

http://earth.nullschool.net/jp/?
utm_content=buffer74ab1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#current/wind/surface/level/orthographic=-
199.75,43.60,671 …
新潟の長岡�線量0.2μSv/h超が何度も出る。問題は一定時間の平均値。
http://www.blackcatsystems.com/RadMap/?locale=japan#map_canvas … 

ふらん @framboise731 · 11時間11時間前 
三田先生のところで放射線像の本を見た

。http://www.huffingtonpost.jp/2015/02/26/autoradiography_n_6757816.html …
東京のベランダの手すり、というページがあって、皆ここに布団を干して、洗濯もの

を干してるのか…と、思ってしまった。床や手すりをきちんと拭き掃除したり、カー
テンを洗ったり、そういうの大事だと思った。

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBg9aHR0cDovL2kuaHVmZnBvc3QuY29tL2dlbi8yNjU3MzA4L2ltYWdlcy9vLVBIT1RPLWZhY2Vib29rLmpwZxTsHRTODxwUhAYUlAMAABYAEgA&s=DCUJekfl3CU5NlsGc3eXs5acXvcWYHNOShF8gmSSsKk

NHK科学文化部 @nhk_kabun · 13時間13時間前 
【明日に向けて】東日本大震災から１８４６日目。福島第一原子力発電所での汚染水

の流出をめぐって、住民グループが公害犯罪処罰法違反の疑いで東京電力を告発した

ことを受けて捜査していた福島地方検察庁はすべて不起訴としました。

http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6054080231.html …

Robert Geller @rjgeller · 15時間15時間前 
Robert Gellerさんがhimajinをリツイートしました
２０年前（阪神淡路大震災囲碁）から、現時点まで、ＮＨＫは地震予知はできないと

報道してくれませんでした。福一事故直後より（６か月間程度？）メルトダウンを報

道しませんでした。ＮＨＫの全問題は某会長のためだけではありません。 
https://twitter.com/himatubusi2/status/714739017414287363

朱鷺（shuro）がリツイート 
ＨＨＨ @melaleuca_lemon · 15時間15時間前 
こんなにも！「変死」「不審死」の数々

原発の告発者で変死する人が多いのは、なぜ？ http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=313493&g=131206 … 
https://pbs.twimg.com/media/Ceth2boUUAEt8dn.jpg

天仙 @tensenten · 19時間19時間前 
核燃料サイクルに１２兆円　コスト年１６００億円　国民負担続く

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=309612&g=132108 …　 
https://pbs.twimg.com/media/CUdx418VEAA8O9j.jpg

朱鷺（shuro）がリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 3月28日 
“出産直後には異常が見られなかったのに、出産から５分以上が経過して異常が現れ、
重い脳性まひになったという赤ちゃんが、全国で１８８人に上ることが分かりま

した。”
出産後しばらくして赤ちゃんが脳性まひに | NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160329/k10010459871000.html …

天仙 @tensenten · 3月28日 
「韓国、中国で発生の危険な大気汚染が深刻化　鉛や水銀含有、乳幼児にまで健康

被害」 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=309179&g=132108 … 

天仙 @tensenten · 3月27日 
【世界中で、フリーエネルギー技術が噴出している！・・・さらに「微生物」による

発電】 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=309024&g=132108 …

https://www.youtube.com/watch?
v=rx1UHfxx7GM&ebc=ANyPxKqPYigB0stdFcFGs3QxJtxWqiBw3MZ6xkSSnZwCtdt_OL3NgxkpgA9LkfBW441PFILt3Z9mhqY_xYrbpAUTaP-
Aa_6Z8g
Anosphere - Nation Of Love

rima(衆院解散表明は5/27？ @risa_mama117 · 5分5分前 
引用:「長崎型原爆約4千発分のプルトニウムを保有する日本は、海外からは潜在的な核
兵器保有国とみられている。集団的自衛権の行使を認める安保関連法のみならず、原

発輸出も「平和主義」に反する。海外の運動家たちからの厳しい批判を紹介したい」 
https://pbs.twimg.com/media/CewgJ8ZWQAAS7t4.jpg

朱鷺（shuro） 1009@alice · 1時間1時間前 
GPIF 「10兆円運用損」と「ジャンク債購入」で年金は崩壊寸前 http://www.nikkan-
gendai.com/articles/view/news/165262 … #日刊ゲンダイDIGITAL
「年金の運用は、さながら「丁半バクチ」のようになってきた。いよいよ「老後の

安心」は崩壊寸前だ。」

火山たん/3年目だよ〜♪ @volcano_tan · 2時間2時間前 
割とどうでもいいんだけれど、アラスカのパブロフ火山に出てるアラートは数種類あ
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るみたいだけれど、今は三角に目玉のマークなんだね。なんというか、何かを連想し

てしまうんだよ…
https://www.avo.alaska.edu/activity/Pavlof.php … 
https://pbs.twimg.com/media/Cev8HmAWQAA4qAj.jpg

朱鷺（shuro） 1009@alice · 2時間2時間前 
朱鷺（shuro）さんが森本たかおんをリツイートしました
＞薬害は病院に行かなければ避けられるが、戦争の危機は避けようがない

↑ほんとうにその通りだ。 
https://twitter.com/TakaoMorimoto/status/714967423602962432

エリック ・C @x__ok · 5時間5時間前 
かんぽマネー海外へ　まず100億円、第一生命と提携発表　　：日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS29H8K_Z20C16A3EE8000/ …　日本国民の
財産が勝手に民営化され、勝手に第一生命（原発の大株主でもある）に利用される。

もちろん、全部、自民党がやっている事。

アマちゃんだがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 7時間7時間前 
戦争に行くことを拒否したら“死刑”　http://bit.ly/17g9xnS 　 

天仙 @tensenten · 11時間11時間前 
パリ同時多発テロを利用する安倍政権の危険な策謀

“テロ対策”が名目の共謀罪新設、盗聴法改正、秘密保護法。
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=309822&g=132108 … 

朱鷺（shuro）がリツイート 
kisyuukenn @kisyuukenn1958 · 11時間11時間前 
kisyuukennさんが黒田充@マイナンバーの中止・廃止を！をリツイートしました
こんなことに利用されるんだったら病院にもかかれない。そもそも税と社会保障のた

めの制度だったんでしょ？医療など究極の個人情報なのに。

https://twitter.com/mitsuru_kuroda/status/714826143732535300

NHK科学文化部 @nhk_kabun · 13時間13時間前 
【プルトニウムの使いみち 】プルサーマル計画について、電事連は、多くの原発で再
稼働の見通しが立たないとして新たな計画を示さず、プルトニウムの使いみちがはっ

きりしない状況が続いていて、国際的な懸念が高まることも予想されます

。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160329/k10010460441000.html?
utm_int=news_contents_news-genre-culture_001 …

otenkimame @osiete_tukachan · 14時間14時間前 
全て★ウソ★だったんだね

http://bit.ly/1Sri00f 
最後の１人まで年金払う

国の主権を損なうＩＳＤ条項は合意しない（ＴＰＰ参加条件）

消費増税は全額　社会保障に使う

日本の原発は世界最高レベルの安全性

朱鷺（shuro）がリツイート 
SEALDs KANSAI@3/29街宣 @SEALDs_Kansai · 14時間14時間前 
服部「近い将来、気がつけば自衛隊員から最初の戦死者が出た、そんなニュースが流

れてくるかもしれない。そんなニュースに最初は衝撃を受ける。でも、いつしかそれ

が当たり前になって、次第に報道されなくなっていく。そんな社会を見たくない。」 

朱鷺（shuro）がリツイート 
tanaka kazushige @tanakakazushige · 15時間15時間前 
年金を博打で損した分は年金減額と安倍総理。国民に責任転嫁！『年金積立金管理運

用法人「10兆円運用損」と「ジャンク債購入」で年金は崩壊寸前』
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308542&g=132108 … … 

天仙 @tensenten · 17時間17時間前 
マイナンバー朗報！

各省庁がお墨付き【 最善の対策は何もしないこと 】 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=309630&g=132108 … 

アマちゃんだがリツイート 
しんちゃん @shinchann2008 · 17時間17時間前 
この世界の核実験一覧を見れば、北朝鮮の核実験だけを非難することがどれほど間違

いかがわかる。核実験を第一にやめるべきはアメリカ。シュミレーション核実験で核

兵器の性能を確認している。日本はアメリカの核兵器を擁護。核廃絶など要求してい

な

い

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E5%AE%9F%E9%A8%93%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
…

天仙 @tensenten · 23時間23時間前 
進む「水資源」支配 http://news.j-houdou.com/kusa/news_kiji.php?cid=100&nid=334 …
https://pbs.twimg.com/media/CUG2COMUAAAt3bE.jpg

アマちゃんだがリツイート 
so　sora @sosorasora3 · 3月29日 
預貯金が全くない世帯が、三割超えた、と。

病気になったら、即、生活に困る世帯。

子どもの進学などの特別な費用がでると、即、困ってしまう世帯が三割。

「もう格差というより、貧困が広がってるのではないか」

「調査の仕方の問題」総理　　国会

アマちゃんだがリツイート 
平和憲法を支持します @KookaiLotus · 3月28日 
国会議員の給料　5月分から月額26万円、年間421万円引き上げ（週刊ポスト2014年5
月23日号） #ldnews http://news.livedoor.com/article/detail/8821470/ …　←年間400万
もらえない人だってかなり居るだろうに。

https://www.avo.alaska.edu/activity/Pavlof.php
https://pbs.twimg.com/media/Cev8HmAWQAA4qAj.jpg
https://twitter.com/TakaoMorimoto/status/714967423602962432
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS29H8K_Z20C16A3EE8000/
http://bit.ly/17g9xnS
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=309822&g=132108
https://twitter.com/mitsuru_kuroda/status/714826143732535300
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160329/k10010460441000.html?utm_int=news_contents_news-genre-culture_001
http://bit.ly/1Sri00f
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308542&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=309630&g=132108
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E5%AE%9F%E9%A8%93%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
http://news.j-houdou.com/kusa/news_kiji.php?cid=100&nid=334
https://pbs.twimg.com/media/CUG2COMUAAAt3bE.jpg
http://news.livedoor.com/article/detail/8821470/


天仙 @tensenten · 3月28日 
マイナンバー、動くカネは４兆円以上。役人がつくった、役人だけがトクをする

制度。 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=309373&g=132108 … 

アマちゃんだがリツイート 
国公一般 @kokkoippan · 2014年4月1日 
世界２位の日本の富裕層が3.5％税負担増やすだけで消費税増税は中止可能
http://ameblo.jp/kokkoippan/entry-11386674574.html … これが不当でないことはグラ
フ「年収100億円の富裕層は年収100万円の貧困層より税・社会保険料負担が低い」で
一目瞭然

https://www.youtube.com/watch?v=-wEUguyLR4s&ebc=ANyPxKrzebomL55ZeyBekbRTxOK-
ZT0owGcC5pjhQfV_smLCrLrINO8wAjhVPzx_WFmDb1_WrtAEZCVDqusN4lF69yBxkDwkuw
Marco Rochowski - Game of love 

takao kimura（キム） @yatsutk1 · 3時間3時間前 
パソコンの中の

原発震災前の桜の花写真を取り出してみた

一Ｆのメルトダウンが発生し逃げたが

ノートパソコンは離さなかった

パソコンに保存されている桜の花と

仮設住宅に移り住んでから撮った桜の花を

複雑な気持ちで見比べてみる

同じようでどこかが違うのだ

そのどこかが未だに分からない

Gallery éf Asakusa @iz_gin · 10時間10時間前 
「原発事故のもう一人の犠牲者である彼ら。二度もヒトが苦しめてはならない」

#チーム銀次 3月26日 飯舘村給餌 オレ銀号 まどかレポート「飯舘村 春の芽吹き」→
http://yunron.exblog.jp/25587427/ 
https://pbs.twimg.com/media/CeuZRQAWQAEWxqk.jpg

Ｔ－Ｔ @tcy79 · 12時間12時間前 
最高裁事務総局経験者が福井地裁に3人も送り込まれて原発動かそうとしたのね。
【実名公開】高浜原発「止めようとした裁判官」「動かそうとした裁判官」

選んだのは「国民の生命」か「自分の出世」か

2016年03月29日（火）
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48223 …
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhTaHR0cDovL2dlbmRhaS5pc21lZGlhLmpwL213aW1ncy82LzgvLS9pbWdfNjg4ZmQ2MTZiNTViYzdlYmI3NTczOTBkOTZlNWY2OWI2Njc4NS5qcGcUpAkU7AQcFIQGFJQDAAAWABIA&s=W0za2XwGSBmcppL9qnuF5VRrTnwxa5jT-
zilFMPWVPk

天仙 @tensenten · 3月28日 
不整合を感じた時が、運命の分かれ道、

追求するか、言い訳し続けるか、

どうする？　http://blog.livedoor.jp/iiotokoiionna/archives/52168835.html?g=132108 … 

朱鷺（shuro）がリツイート 
多田弘一　PEACEWINDS @anjuna12 · 3月28日 
後れ馳せながら

＜もう住めないよ！＞

首都圏で線量が除染基準の１０倍近い街も・・・ 福島より放射能汚染が深刻なホット
スポット判明＜週プレNEWS　2016.03.25＞ http://sharetube.jp/article/1888/ 
除せんはしても無理だろう。

やはり避難か移住か。

https://www.youtube.com/watch?
v=2E34hRziQcg&ebc=ANyPxKpXJFSf9rn8LJl9iIIXmX3GdHtPsH_HdHprt8AFyuVN8cG-
UhD7KRzTW0Yxoam4EoSqD5uTgDzLHMIgh7a0ksqQwfYcfQ
Anosphere - Space runner - space art 

ハルさんへの返信 
ハル @esmhal · 2 時間2 時間前 
@esmhal いくら除染しても、汚染された地域では汚染が循環している。
福一から新たに降ってくる。

除染しない山、木、アスファルト、ブロック塀…。
家庭から出る一般ゴミの焼却。

舞い上がる。風にのり、雨とともにまた落ちてくる。

内部被曝の８割は呼気。

どうか離れて下さい。

https://www.youtube.com/watch?v=KJCiy-KJ-vg&ebc=ANyPxKqBEuXcazG5FEiA--
sHVucuMP89hqtzepDghqhe5G4Vrr79xAy9fB_iPziAH14qnEA23Jz-ONEYvfmSPdcv9hhr1ft4Rg
Synthesis - Another World 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月30日21:51
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amaちゃんだがリツイート 
Sarah Yamasaki 山崎淑子 @prisonopera · 10時間10時間前 

カリフォルニア州で最低時給$15（1700円）へ引き上げ合意は「壮大な実験」◆日本では史上最高
額の一般会計予算が昨日成立：国民から搾取して大企業へ還元する巨大予算。防衛予算も最高額

の5兆円◆給付型奨学金を創設＝無利子も拡充—安倍首相　
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160329-00000140-jij-pol …



（３月30日）　核戦争やるなら歩兵レベルで核攻撃しなきゃ(使命感)と開発された世界
最小の核兵器。／「まさか日本の財務大臣から『戦争が最大の不況対策だ』なんて与太
話のような話に付き合わされるとは…

http://85358.diarynote.jp/201603302150466198/

正確なデータ公表すると住民パニック／プルトニウム水爆製造の

過程で熱エネルギーが余るから電気にしてるだけ。

2016年3月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=MqNmKnCNLyM
Holy Lance Explosion Boy - rerulili feat.KagamineRen / 
聖槍爆裂ボーイ - れるりりfeat.鏡音レン

重栖 隆 @omosutakashi · 8時間8時間前 
重栖 隆さんが早尾貴紀をリツイートしました
プルトニウムの使い道は水爆製造ではっきりしている。それから元をたどれば原発の

目的もはっきりしていて、それはプルトニウムを作ること。その過程で熱エネルギー

が余るからそれを電気にしてるだけだ。つまり原発と核兵器は親子の関係なんだよね

。

https://twitter.com/p_sabbar/status/715001439320285184

読売新聞写真部 @tshashin · 9時間9時間前 
ソ連時代の１９８６年の４月に現在のウクライナ北部で発生したチェルノブイリ原発

事故から３０年。現地の公園には、事故の影響で消滅した「町の墓標」が、ズラリと

並んでいますhttp://www.yomiuri.co.jp/photograph/zoomup/20160328-OYT8T50068.html
… 
https://pbs.twimg.com/media/Cew7o0CW8AQOiGv.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=WA_6kcUA_Ls&ebc=ANyPxKqEkLIC58zpKDlK9XNn1MhNtjnOFCUWiFJganVmIgkTcy_cgHkJeXFC8G2stSOmwrlOnhLuDtyeibMaYcJJoO4ZVkDcig
Headlong Girl - rerulili feat.miku&gumi / 猪突猛進ガール - れるりりfeat.初音ミク&GUMI 

はいらーある @hokuman_hailaer · 4分4分前 
はいらーあるさんがあんぱんをリツイートしました

日本における原発を対象としたテロの怖さは、必ずしもテロ自体が成功する必要はな

いということだな。たとえ未遂であれ、原発がテロの対象になったという事実だけで

、他のいかなるテロ行為以上に、社会に大混乱を引き起こす効果があるような気が

する。

http://85358.diarynote.jp/201603302150466198/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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https://www.youtube.com/watch?v=WA_6kcUA_Ls&ebc=ANyPxKqEkLIC58zpKDlK9XNn1MhNtjnOFCUWiFJganVmIgkTcy_cgHkJeXFC8G2stSOmwrlOnhLuDtyeibMaYcJJoO4ZVkDcig


neko-aii @neko_aii · 45分45分前 
県の放射線測定は『放射線の種類を絞り』

放射線量低くみせてる

正しく測定：毎時約８．９μSv
県が測定：毎時約２．８μSv
なぜ測らない放射能α線とβ線—国と自治体指示は「γ線だけ」

正確なデータ公表すると住民パニック起こる!?
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2f591fe03b6d15689dc7f91548831c98 …
https://t.co/OHxJbx4XaJ

neko-aii @neko_aii · 55 分55 分前 
ロシアやウクライナから輸入された空間線量計は、

β線とγ線を両方カウントする仕様になっている

矢部史郎のノート （旧「海賊共産主義へ」）より

neko-aii @neko_aii · 60分60分前 
2014年4月04日
【千葉県東葛飾郡】風の強い日は”30-50μS/hというものすごいα線数値”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d6d701442388c1d67620e75207843f57 …

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
"GeigerKashiwa_b 2013年6月
福島県の線量の高い区域では

α線、β線も入れて測定するべき。

γのみだと70μSv/hだけど、
αとβを足すと500μSv/h越え
という例も福島ではありました。

α核種とβ核種は

体内に取り込んだら離れない。"

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
"oto2012_flf
福島市森合 「森合い緑地公園」
バス停付近のベンチ(＞_＜)
https://pbs.twimg.com/media/Ceys8d8WwAEzHd_.jpg
一年二年で消えるはずもなく 
何事もなかったと勘違いしてしまうが、

いまだ清掃はされていない。

2012年11月25日"

平和への道＠彡トシピコ彡 @toshipiko1 · 1時間1時間前 
日本は、日米原子力協定で、アメリカのプルトニウム生産工場になっている。被曝す

る日本人はモルモットにしか過ぎない。現状を乗り越えるには「プルトニウムや戦

争は、不要という論理をもつべきである。心のどこかで、プルトニウムは必要と考え

ていれば、脱原発はできない。

kenji @buick54aki · 3 時間3 時間前 
日本政府にない福島第１事故の議事録、米国が保有 アメリカ情報公開法で公開
5号機6号機損傷とあります。 http://echo-news.net/japan/usnrc-di …

kenji @buick54aki · 3時間3時間前 
5〜6号機もメルトダウンしている
溶け落ちた核燃料が地中染み込み5〜6号機の下から汚染水蒸気が噴出
https://pbs.twimg.com/media/CeyRG1sUsAAywAz.jpg

JapanNewsFeeds @JapanNewsFeeds · 3時間3時間前 
#news
福島第二原発と浜岡原発でケーブル不備 3/30 17:50更新 - 日テレNEWS24：

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2f591fe03b6d15689dc7f91548831c98
https://t.co/OHxJbx4XaJ
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/d6d701442388c1d67620e75207843f57
https://pbs.twimg.com/media/Ceys8d8WwAEzHd_.jpg
http://echo-news.net/japan/usnrc-di
https://pbs.twimg.com/media/CeyRG1sUsAAywAz.jpg


東京電力は、福島県にある福島第二原発で安全上重要なケーブルの設置不備が９６９

件見つかったと発表した。また、中.. http://tinyurl.com/gvctdfp

NTV NEWS24 @news24ntv · 3 時間3 時間前 
福島第二原発と浜岡原発でケーブル不備 http://bit.ly/1UBHHQ8 #日テレNEWS24 #ntv
https://t.co/cIvD3gEziK

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
木曜日（31日）から週末にかけて、東電福島原発からの風が関東に吹きます。
甲信越、北陸方面まで到達しそうな予報になってます。

https://pbs.twimg.com/media/CeyPUd6WAAALUze.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 4時間4時間前 
3月30日17時45分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、196箇所以上存
在します。詳しくはこちらでご確認ください。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
https://pbs.twimg.com/media/CeyJY79W4AAwGgN.jpg

あざらしサラダ @azarashi_salad · 4時間4時間前 
除染廃棄物を建設資材に再生利用 環境省が方針案 | NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160330/k10010461931000.html …
クリアランスレベルの80倍もの8000ベクレルを再利用、世界でも例がない放射能汚染
土建国家。

たかひで @takapide · 4時間4時間前 
これも。側溝は食べないから、とかいってる場合じゃないのですよ。　

首都圏で線量が除染基準の１０倍近い街も…福島より放射能汚染が深刻なホットスポ
ットが判明！（週プレNEWS） - Yahoo!ニュース
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160325-00062842-playboyz-soci …
#Yahooニュース

47NEWS 47@news · 4時間4時間前 
速報:東京電力は、福島第1原発の汚染水対策「凍土遮水壁」で、建屋海側などの先行凍
結を31日昼ごろ開始と発表。
http://bit.ly/1olozaq

ウチューじん・ささき @uchujin17 · 5時間5時間前 
EC121のレーダーに高周波を供給するマグネトロン発振管、重量216ポンド(98Kg)。い
わゆる放射能マークに似た電磁波警告マーク(黄色地に赤)が描かれています。EA-6プラ
ウラー機首のマークと同じ？ 
https://pbs.twimg.com/media/Cex3M8HWQAAlJqp.jpg

Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics · 6時間6時間前 
【原発の凍土壁認可 効果不透明】福島第1原発の「凍土壁」について原子力規制委が認
可することを決めた。ただ、どの程度地下水の流入を防げるかは不透明。

http://yahoo.jp/2S-5fQ

ジュリアン @tad_julian · 7時間7時間前 
「除染作業員は

年5mSv以上浴びてはいけないのに、
私たちに関しては

20mSv以下で大丈夫だ
と国は言っている。

おばあさんが畑仕事をしている隣で、

完全防護をしている作業員がいる

なんておかしい」＊

〈民の声新聞〉 http://s.ameblo.jp/rain37/entry-12144164110.html …

http://tinyurl.com/gvctdfp
http://bit.ly/1UBHHQ8
https://t.co/cIvD3gEziK
https://pbs.twimg.com/media/CeyPUd6WAAALUze.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CeyJY79W4AAwGgN.jpg
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160330/k10010461931000.html
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160325-00062842-playboyz-soci
http://bit.ly/1olozaq
https://pbs.twimg.com/media/Cex3M8HWQAAlJqp.jpg
http://yahoo.jp/2S-5fQ
http://s.ameblo.jp/rain37/entry-12144164110.html


原発ニュース @genpatsunews · 9 時間9 時間前 
福島第一原発の凍土壁、運用計画を認可 近く凍結開始 - 朝日新聞 http://goo.gl/DgHq5t #
原発 #genpatsu

桑ちゃん @namiekuwabara · 9時間9時間前 
再度掲載するか、政府などはセシウム134・137やヨウ素131しか公表しないようだ
から、福島第一原発事故でハワイでAm241が検出されているんだよ。燃料棒の中身が
大気中に放出されたんだよ。汚染の高いところに住む事の危険性知れ。 

めいちゃん @snoopymaygon · 10時間10時間前 
９割減量って、放射能は消えないから焼いてガス化、混ぜてそのまま拡散ってこと。

何のための除染なのか、、、全国に運ぶための収集だっただけ。

こんな狂ったことする国は未だかつてないよね。

https://twitter.com/hanayuu/status/714992811238494208 …

https://www.youtube.com/watch?
v=InQrBUUlqys&ebc=ANyPxKoj9GWt4bG51f6X4EoiDCzU8Lblfd0It2cgyaOUEguCArlF2CU1b-
jDQGX32nAlh_rgZB9tD64mVy3XBvNWLctFa4m81w
独りんぼエンヴィー 歌ってみた【luz】(中文字幕) 

朱鷺（shuro） 1009@alice · 2時間2時間前 
麻生財務大臣兼副総理、クルーグマン相手に自説を展開　『デフレを解決したのは

何か？　戦争だ！』 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2016/03/post-
00fc.html …
「まさか日本の財務大臣から『戦争が最大の不況対策だ』なんていう飲み屋の与太話

のような話に付き合わされるとはクルーグマン氏の想像を超えた…」

朱鷺（shuro） 1009@alice · 2時間2時間前 
「何がこの問題を解決したか？ 
戦争だ！

なぜなら、第２次世界大戦が１９４０年代に起き、それが米国のための解決となった

からだ。」

http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2016/03/post-00fc.html …
麻生財務大臣兼副総理、クルーグマン相手に自説を展開　『デフレを解決したのは

何か？　戦争だ！』

amaちゃんだがリツイート 
KK @Trapelus · 5 時間5 時間前 
【「オフレコ」バラされ安倍首相赤っ恥！】クルーグマン教授　極秘会合の議事録

ツイッターで暴露の衝撃　安倍が「これはオフレコで」と念押しした発言までバラ

され、官邸は大慌てだ　日本政府首脳の〝低レベル〟を全世界が知ることに（日刊ゲ

ンダイ） 

junkoがリツイート 
asuka @asuka_250 · 24時間24時間前 
世界中で制裁措置を受けているジンバブエの独裁者ムガベを歓迎してニコニコしなが

ら写真撮影する安倍晋三！

日本国民はこれをどんな意味をしてるか知ってますか？

EU各国を敵にする事。
http://gu.com/p/4tv24/stw

https://www.youtube.com/watch?v=0C8up53X4M8
WAVE 歌ってみた【luz】

http://goo.gl/DgHq5t
https://twitter.com/hanayuu/status/714992811238494208
https://www.youtube.com/watch?v=InQrBUUlqys&ebc=ANyPxKoj9GWt4bG51f6X4EoiDCzU8Lblfd0It2cgyaOUEguCArlF2CU1b-jDQGX32nAlh_rgZB9tD64mVy3XBvNWLctFa4m81w
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2016/03/post-00fc.html
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2016/03/post-00fc.html
http://gu.com/p/4tv24/stw
https://www.youtube.com/watch?v=0C8up53X4M8


junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
アマちゃんだ

で検索するとアカウントが７つ

https://twitter.com/search?
f=users&vertical=default&q=%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%A0&src=typd
…
これ、全部、私が複数アカウントを使ってるように工作員が捏造したもの

ツイートの中味みれば分かる

複数アカウント利用で凍結させようというわけ

https://www.youtube.com/watch?
v=OBVFJZMXOkA&ebc=ANyPxKoj9GWt4bG51f6X4EoiDCzU8Lblfd0It2cgyaOUEguCArlF2CU1b-
jDQGX32nAlh_rgZB9tD64mVy3XBvNWLctFa4m81w
【はしやん＆96猫】威風堂々を歌ってみた　verちっちゃい’s 

amaちゃんだがリツイート 
只野婆婆吾 @madameokan · 3時間3時間前 
断捨離中につき、NHKを解約しようと電話をしたら、ＴＶはアンテナを外し、携帯
もカーナビもテレビが映らない物にしてから連絡をくれと。テレビはコンセントを抜

いているし、カーナビと携帯にTV機能がついているか説明書読んでいないし…ってこ
とで明日車のディラーさんと携帯会社に電話しようっと

https://www.youtube.com/watch?
v=k2dThrZ8WqM&ebc=ANyPxKqNl0tEKUjSexDoVRdfTabWBOau17z3mHF8iV-
GrCjwHszClVb4Jda8rZmZJ2N_C8iTz7h5_GyqKdC7Jr_XbgJ7Qox0tw
【歌ってみた】96猫 - 虎視眈々 / 96Neko - Koshitantan (Wacthfulness) 

https://www.youtube.com/watch?
v=dtD5J5kuhZU&ebc=ANyPxKoUjB8qCfQ9hTxTutO_a_lPVXWUNcpatD6SGscjVWXiAAbKJ2_pIS4tFVUHz_i_bHSzPEm6pmpNtSt-
FMt-kEkYO9Yq-Q
【96猫】吉原ラメントを歌ってみた
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月30日22:29
試作兵器bot @sisakuheiki · 3月25日 

デイビー・クロケット(アメリカ)
核戦争やるなら歩兵レベルで核攻撃しなきゃ(使命感)と開発された世界最小の核兵器。この時代は
内部被曝なんて考えてないから｢ホコリを払えばOK｣とか思ってたんだよな...
勿論実戦利用は無い。

https://twitter.com/search?f=users&vertical=default&q=%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%A0&src=typd
https://www.youtube.com/watch?v=OBVFJZMXOkA&ebc=ANyPxKoj9GWt4bG51f6X4EoiDCzU8Lblfd0It2cgyaOUEguCArlF2CU1b-jDQGX32nAlh_rgZB9tD64mVy3XBvNWLctFa4m81w
https://www.youtube.com/watch?v=k2dThrZ8WqM&ebc=ANyPxKqNl0tEKUjSexDoVRdfTabWBOau17z3mHF8iV-GrCjwHszClVb4Jda8rZmZJ2N_C8iTz7h5_GyqKdC7Jr_XbgJ7Qox0tw
https://www.youtube.com/watch?v=dtD5J5kuhZU&ebc=ANyPxKoUjB8qCfQ9hTxTutO_a_lPVXWUNcpatD6SGscjVWXiAAbKJ2_pIS4tFVUHz_i_bHSzPEm6pmpNtSt-FMt-kEkYO9Yq-Q
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（３月30日）　好きな音楽を聴くのは健康に良いんですよ？ ／心のドキドキ感は大切
です。

http://85358.diarynote.jp/201603302231267577/

「お肌に合わない場合は使用を止め医師に相談してください」／

寝ない休まないメシ食わないで働くのが偉いって／脳の抑制で強

い欝／寝るし食べるし仕事は削る／心のドキドキ感は大切です。

2016年3月30日 お仕事 コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=d3b1bl91HRc
映像あり【小林幸子とSachiko】脳漿炸裂バーサン 歌ってみた 

あさぎ @cryforthemoon_M · 1時間1時間前 
母の手書きレシピ本の言葉が刺さる。

「元気だから、若いから、大丈夫」は愚か者の過信。体は１０年で出来るので、健康

でありたいなら、１０年後の自分を創っていると、肝に命じること。 

日経サイエンス @NikkeiScience · 3時間3時間前 
【健康】 「体を守る苦味受容体」　苦味受容体は舌に限らず体の様々なところに存在
し私たちを侵入微生物から守っている。　日経サイエンス2016年5月
号http://www.nikkei-science.com/201605_072.html #健康 

森哲平 @moriteppei · 4時間4時間前 
不眠不休。寝ない。休まない。メシ食わない。それで働くのが偉いってなったら、一

部の健康で、体力のある個体しか勝てないじゃないですか。そんなのは不平等だし、

社会悪ですよ。そういうの大嫌い。だから、寝るし食べるし、仕事は削れるだけ削る

。

森哲平 @moriteppei · 4時間4時間前 
とかく日本人って、頑張ったり、少しでも多く仕事をする、少しでも多く「カイゼン

」するのが偉いってなりがちだし、残業したり疲れて仕事するのがいいってなりがち

でしょ？ んなわきゃない。そんなのは余裕もあり健康な、恵まれた一部の人間だけの
道楽な働き方だって意識を徹底、周知したいです。

殺せんせーの教え @teacher_oshie · 10時間10時間前 
やる気を出すためのコツです

・考えすぎて複雑にしない

・自分の能力を人のために使う

・プレッシャー歓迎

・無理だと言われた事をやる

・お互いに褒め合う

・笑って健康を保つ

・思いつきでも人に話してみる

・わからないことは質問する 

知床自然センター @shiretoko_NC · 10時間10時間前 
【STOPえさねだり】あなたはエサをおねだりしないんですね。それが健康と長生きの
秘訣だからって？なるほど。人間にも伝えておきます。 
https://pbs.twimg.com/media/Cew3vJaW8AANAXD.jpg

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 @WSJJapan · 14時間14時間前 
あなたの「希望」を湧き上がらせるコツ http://on.wsj.com/1Sv9xK5 研究によると、希
望はわれわれの肉体的・精神的な健康に不可欠だ。心理学者によると、希望に不可欠

なのが自己主体性だという 
https://pbs.twimg.com/media/CewIAm3WEAAQ1Ij.jpg

女子ってめんどくさいよね @joshi_mendokusa · 21時間21時間前 
【ダイエットしながら健康になる食材６選】

・バナナ

・玉ねぎ

・アロエ

・五穀米

・オクラ

・シークァーサー

血糖値を下げる食材なので食べるのが好きな方には特にオススメです！ 

夢眠ねむ @yumeminemu · 22時間22時間前 
毎日楽しく過ごして毎日夜がすっごい眠い。健康！

https://www.youtube.com/watch?
v=lcBTxf8RzV4&ebc=ANyPxKoUjB8qCfQ9hTxTutO_a_lPVXWUNcpatD6SGscjVWXiAAbKJ2_pIS4tFVUHz_i_bHSzPEm6pmpNtSt-
FMt-kEkYO9Yq-Q
『からくりピエロ (Karakuri Pierrot)』 【96猫】 - を歌ってみた

junkoがリツイート 
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まだ人柱やってるの？ @suncic117 · 22分22分前 
県がリンゴとコメで新品種 - NHK福島県のニュース 
新しい品種は濃い紅色と蜜が多く入った中身から「べにこはく」と名付けられ、１１

月下旬から１２月上旬にかけて収穫でき、冬場にかけての全国からの需要に応えられ

るということです。

http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/6053916441.html …

マンションGメン @mansion_Gmen · 32分32分前 
近年、光化学スモッグ注意報発令回数が首都圏で増えており、1970年代の水準に戻ろ
うとしている。首都圏は放射能だけでなく、光化学オキシダント汚染にも気をつけな

ければならない。ちなみに光化学オキシダント濃度は高いところほど高くなるので、

タワーマンションの高層階などは悲惨なことになる。

あおてん農園 @aoten49003 · 42分42分前 
大変な事態になるのは５年前からわかってた。放射能をナメたらジ・エンドなのだ

　↓

＜また福島のウソがばれた！＞　福島、小児甲状腺がん、50倍〜300倍…さらに数
千倍！ 世界最悪／南東北から関東…放射能汚染 ／津田敏秀氏ら論文
http://sharetube.jp/article/1540/

竹内佐千子 @takeuchisachiko · 45分45分前 
父親が「これを飲めば治る！」みたいなうさんくさい健康食品に手を出そうとしてる

のを母親が必死に止めてる様を見てるのが辛すぎて家出したい。こういう奴が上に立

つから下が苦労するんだていうのを父親から学ぶのつらい。

neko-aii @neko_aii · 59分59分前 
チェルノブイリよりβ線、α線核種の比率が高いので

今後の健康被害は、はるかに大きい

中枢への影響が大きく危機感が減少

高度汚染エリアでは

甲状腺機能低下が始まっており(含む東京)
脳の抑制で、強い欝からブラブラ病への移行期も

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7272bd3da246c07caae9629aed01eeed …

Toshi Yamakawa @yamac_1ab · 1時間1時間前 
似非科学が氾濫してる現代に、科学に明るくない人が是非読んでいただきたい内容。

／「それってマジ？」な科学・健康情報を見るときのチェックリスト（科学をあんま

り勉強したくない人向け） - うさうさメモ
http://d.hatena.ne.jp/usausa1975/20140805/p1 …

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
チェルノブイリよりβ線、α線核種の比率が高いので

今後の健康被害は、はるかに大きい

中枢への影響が大きく危機感が減少

高度汚染エリアでは

甲状腺機能低下が始まっており(含む東京)
脳の抑制で、強い欝からブラブラ病への移行期も

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7272bd3da246c07caae9629aed01eeed …

rie007 @rijena · 2時間2時間前 
本当に騒ぐべきは、保育園に入れないことじゃない。

放射能が今もまだダダ漏れで汚染食品、汚染物が流通していること。

つまり、死ぬか生きるかの瀬戸際にきていること。

カラパイア @karapaia · 4時間4時間前 
【RT100UP】 マニキュアの除光液すごい！たった10秒で発砲スチロール製のコップが
完全に溶けてしまう映像 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214669.html … 
https://pbs.twimg.com/media/Cex5YeWUsAAeBs7.jpg

村田めぐみ @muratamegumi33 · 4時間4時間前 
明日は朝から健康診断！今朝から自己治癒力アップや血液サラサラ系の岩盤浴を攻め

、そして足つぼ系のお風呂に入り、万全な態勢を整えつつも、誘惑に勝てず小鉢多め

の健康定食ではなく辛味噌ラーメンを選択。最後のあがきと、ありのままの私を診て

もらおうという想いが戦っています。バリウム苦手だー！

kazusan @kazusan41932975 · 5時間5時間前 
舞洲工場。放射能汚染がれきが燃やされたところ。USJの近く。友人が焼却中に遊び
に行って娘はじんましん。息子は鼻血がでたと言ってた。こんなことも忘れているよ

なあ。大事なことだから繰り返し呟くわ。 

レスキューナウ危機管理情報センターがリツイート 
レスナウクリップ @resnowclip · 5時間5時間前 
読売◆食中毒急増、昨年度の３倍弱に…石川
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160330-OYT1T50015.html …
石川県内で食中毒の発生が急増している。今年度の発生件数は昨年度の３倍弱、患者

数は約５倍に達し、行政は飲食店などの立ち入り調査を強化している。北陸新幹線開

業で急増した観光… #レスナウクリップ

matu(脱原発に一票、TPPに反対) @matu923 · 6時間6時間前 
首都圏が危ない！恐ろしい事！『東京人の被曝指数が急上昇！ ３号機デブリ水蒸気に
よる再被曝促進が進んでいる』 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=308087&g=132108 … … 

朱鷺（shuro） 1009@alice · 7時間7時間前 
『本当の日本を取り戻すメール新聞〈転載〉』

⇒ http://amba.to/1ROqYbt 
「現行の医学は人を助けるための存在でも人を癒すためのものでもなく、儲け、奪い

、殺すためにこそ編み出されたということを知らなければなりません」

中島 晴生 @Haruo_Nakajima · 7時間7時間前 
健康器具のタニタ　「カワイイ」で市場創造 映像　：日本経済新聞
http://www.nikkei.com/video/4821331648001/ …

おしどりマコリーヌ @makomelo · 9時間9時間前 
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【修正】通称:汚染土壌の再生利用戦略検討会。戦略骨子案出た。10万Bq/kg超えの汚染
土壌2，200万m3をある程度浄化して8,000Bq/kg、1万Bq/kg等の土壌を追加被
曝10μSv/yまで再生利用。「世界的にも例の無い計画」とな。

朱鷺（shuro）がリツイート 
キチガイ医 @touyoui · 9時間9時間前 
医療がかわる〜対症療法から根治療法・未病（予防）医療へ〜

知事認証JMSA「栄養医学指導師 養成講座201６」... http://fb.me/7daopkw1F

ホワイトフード @whitefood1 · 10時間10時間前 
食品の放射能汚染地図【2015年度のまとめ】魚、きのこ、大豆は放射能汚染されてい
るリスクが高いので安全なモノを選びましょう。若いご家庭には大切なこと。

http://goo.gl/jt2M0W 
https://pbs.twimg.com/media/Cewz6DjWQAA_aeK.jpg

Mitsuko_Uenishi @mu0283 · 13時間13時間前 
神田憲行「GHQでなく日本人が魂入れた憲法25条・生存権
」http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/120100058/022300002/?
n_cid=nbpnbo_twbn … #日経ビジネスオンライン
「日本国憲法はGHQ案が「下書き」になっていることはよく知られているが、実はそ
こに25条の「健康で文化的な最低限度の生活」という文言はない。」
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhIaHR0cDovL2J1c2luZXNzLm5pa2tlaWJwLmNvLmpwL2F0Y2wvcmVwb3J0LzE1LzEyMDEwMDA1OC8wMjIzMDAwMDIvZmIuanBnFLAJFPIEHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=33sMaMMPqFSAcJS60Rxmy1QgAJhy5mPrhQWvPMCnC1s

部下 @guchirubuka · 14時間14時間前 
塗り薬や化粧品のパッケージには「お肌に合わない場合は使用を止め、医師に相談し

てください」って書いてあるのに、仕事で健康に異常をきたしても「すぐ辞めるのは

甘え。最低1年は続けてみよう」と言われる

もうれつ先生 @discusao · 16時間16時間前 
人材派遣会社寮で３４人が結核感染１人死亡

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160329/k10010460981000.html …
死亡した男性（50代）は、およそ1年前の健康診断で肺に影が見つかりましたが、「就
労可能」と判断されていた。死亡後に寮に住む作業員らを検査したところ、33人が結
核に感染、5人が発病していた。

被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 3月25日 
ロキソニン、重大な副作用に大腸閉塞などって？

またそんな嘘をつくんじゃねぇモロ内部被曝症状じゃんか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160323-00000004-cbn-soci … 
『@EUCALYPTUS_70ml 腸閉塞』で検索してみて。
飲食による内部被曝真っ最中に腸閉塞みたいな症状を体験してます。

https://www.youtube.com/watch?
v=_NEI_dOSkzU&ebc=ANyPxKoj9GWt4bG51f6X4EoiDCzU8Lblfd0It2cgyaOUEguCArlF2CU1b-
jDQGX32nAlh_rgZB9tD64mVy3XBvNWLctFa4m81w
夢喰い白黒バク 歌ってみた 【luz】

junkoがリツイート 
tunenti @tunenti · 3月28日 
スーパーのご近所野菜の他の農家さん、我が家の「農薬・化学肥料を使わずに作りま

した」シールが気に入らない。だから店側に圧力をかけ我が家は売り場の一番奥の日

当たりガンガンの場所。精魂こめて作った野菜、今ほぼ毎日出店してるのは我が家

だけ。なのに端っこ。バックしてくる野菜達が可哀相で・・

https://www.youtube.com/watch?
v=Xe1C6lrXZ28&ebc=ANyPxKpEsaqUsoOjxRHMqlkmCvvDT01zT2EV67MIYzVePo6VqMG7TbEPixh8P13jGJa5nMUkHxai8JyHTl9p2KTQxBvQQKXX7g
Sin that beautiful girl - rerulili feat.KagamineRen / 
美少女嫌疑 -れるりり feat.鏡音レン 

ハル @esmhal · 2時間2時間前 
私も「茨城から出ていけばいい」って言われた。

でもその言葉で「あぁ、大人達が力を合わせて子ども達を守ることはないんだな」

って、私は目が覚めた。

私は、大人とは、子どもを守るものだと思っていた。

大人が子どもに被曝をさせるとは思っていなかった。

私の中の針が振れた瞬間だった。

Tamiko @FiddleTamiko · 8時間8時間前 
放射能のネタにも飽きたところ。避難移住の話は、一人ひとりにとっては貴重な体験

なのにパターン化して聞こえてしまう。個人的には手作りして生活が丁寧になって幸

せな毎日。料理して、お菓子焼いて、手芸して、フィドル弾いて。生活を楽しんでい

る人とお友達になりたいな。。昔みたいに。。

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 

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
汝の道を歩め、

人々をしてその言うにまかせよ。

ダンテ・アリギエーリー（詩人）

https://www.youtube.com/watch?v=3PixRSjk-pE&ebc=ANyPxKoSavvqMX0tgPG2-
9nHWS9DWcWgi3rPlps2HXx5UoWTIEAU2egjgqaxhGIp8SvkmIWCFB_k5SHplY4Nms3IgtVdWePoVg

http://fb.me/7daopkw1F
http://goo.gl/jt2M0W
https://pbs.twimg.com/media/Cewz6DjWQAA_aeK.jpg
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/120100058/022300002/?n_cid=nbpnbo_twbn
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhIaHR0cDovL2J1c2luZXNzLm5pa2tlaWJwLmNvLmpwL2F0Y2wvcmVwb3J0LzE1LzEyMDEwMDA1OC8wMjIzMDAwMDIvZmIuanBnFLAJFPIEHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=33sMaMMPqFSAcJS60Rxmy1QgAJhy5mPrhQWvPMCnC1s
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160329/k10010460981000.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160323-00000004-cbn-soci
https://www.youtube.com/watch?v=_NEI_dOSkzU&ebc=ANyPxKoj9GWt4bG51f6X4EoiDCzU8Lblfd0It2cgyaOUEguCArlF2CU1b-jDQGX32nAlh_rgZB9tD64mVy3XBvNWLctFa4m81w
https://www.youtube.com/watch?v=Xe1C6lrXZ28&ebc=ANyPxKpEsaqUsoOjxRHMqlkmCvvDT01zT2EV67MIYzVePo6VqMG7TbEPixh8P13jGJa5nMUkHxai8JyHTl9p2KTQxBvQQKXX7g
https://www.youtube.com/watch?v=b2GJcYBoVyg&ebc=ANyPxKqE8XEufTUI0gP7GHBtSxaemhROzl_QV8V_Ln8gdDT1b7wyOGXDPmX3LkHb9V9F0lArMGNpPhY5MWsk1ZtO2Kufa08Rfg
https://www.youtube.com/watch?v=3PixRSjk-pE&ebc=ANyPxKoSavvqMX0tgPG2-9nHWS9DWcWgi3rPlps2HXx5UoWTIEAU2egjgqaxhGIp8SvkmIWCFB_k5SHplY4Nms3IgtVdWePoVg


【脳漿炸裂ガール】96猫Ver 

小林誠 ２２２０ @makomako713 · 5時間5時間前 
@makomako713 うまくいけば。ここに帰ってくる。
皆様、健康にだけは気を付けて。 
https://pbs.twimg.com/media/CeyDQVhWIAEXcZO.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=WVnC0zscbCs&ebc=ANyPxKrWzTLrJsefRlG57qJZJa_SJGnpD8zUfyIa9gmFngAD-
YH1Kk9cauuVU-7-8qPpWhUcQyEzbCIGzTm3yEI1Pe-gHdUXxA
さちさちにしてあげる♪ feat,小林幸子 

教えて真姫ちゃんbot @Maki_Nishikin0 · 14時間14時間前 
日本酒にはたいへん有効な美容効果があり女性を綺麗にするといわれ、健康にも良い

お酒なの。

日本酒には収縮した血管の流れをよくする働きがあり、ストレスを感じた時は日本酒

を飲むことで、入浴やマッサージと同じように筋肉のコリをほぐすことができ、毛細

血管の働きなども活発にするのよ

https://www.youtube.com/watch?v=K_xTet06SUo&ebc=ANyPxKpMi-E3TtyAhAcBtuy-
7L16wiGpDjb1nYrzclbF8VWE0poSmCDqJLqqZK0IhGkTTe5tEsWUXDfMfQ2fCEzk8AtsDt6bmQ
和楽器バンド / 千本桜 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2meWkWqc-I&ebc=ANyPxKpMi-E3TtyAhAcBtuy-
7L16wiGpDjb1nYrzclbF8VWE0poSmCDqJLqqZK0IhGkTTe5tEsWUXDfMfQ2fCEzk8AtsDt6bmQ
【和楽器バンド】天樂 Tengaku 【VOCALOID】

殺せんせーの教え @teacher_oshie · 9時間9時間前 
音楽を聴いた時の血流の影響一覧です

・好きな音楽を聴く→血流が26％増加
・好きでない音楽→6%の減少
・リラクゼーション用の音楽→11%の増加
・お笑いのビデオを観る→19%の増加

好きな音楽を聴くのは健康に良いんですよ？

…みごとにオチがつきました…♪

ｗ（＾０＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=-
dZgf_LUvbM&ebc=ANyPxKo4ltzAWb3MQybENtU9rFCkSx5PFICAmDt-
N9ldI3cSeBZh4vNBffvgtwDXQjXMwG9UEmrnajsAIvo0981c6J5osafV_Q
【和楽器バンド】六兆年と一夜物語

Roku Chounen to Ichiya Monogatari 【VOCALOID】

恋愛したいから知っておきたい @Renai_Ganbo · 22時間22時間前 

好きな人とキスするとき、女性の体にはエストロゲンが多く分泌して、肌にツヤが出

たりバストアップするという嬉しい効果が。

さらに愛される快感で増加するセロトニンは感情のバランスを整えるので、心の健康

を保てるようになるそう。

心のドキドキ感は大切です。

https://www.youtube.com/watch?v=o3LRazARRmU&ebc=ANyPxKrjmRYhlgNKya29E0Xfij3xk-
hyvpla4Sh6YkqZkseaga5KdDNQcvpZa_JNTE3yoVRqyMh6NF1-W0Yykuau1foffND4yA
Wagakki Band Live 和楽器バンド 地球最後の告白を 

おや（＾◇＾；）すみ…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=H7EJdUVdcnk&ebc=ANyPxKq0QRLLjp--S8S-
GzYcpChgR2rf2N-4LP1sHCUhZZrMQ0JpRTJVxrPNMFcCp5o-
srIcGGiJNeAAL_1RdKWhb372HGaeTA
Wagakki Band Live 和楽器バンド 脳漿炸裂ガール 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月31日10:42
大石雅寿（個人としての発言） @mo0210 · 11時間11時間前 

景品表示法違反には、4月1日より、課徴金が課されることになる。ありもしない効果を謳うと
違反。

 
-- 健康食品の痩身効果表示についての不当表示措置命令（消費者庁）
http://bit.ly/1UsvNYm

https://pbs.twimg.com/media/CeyDQVhWIAEXcZO.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=WVnC0zscbCs&ebc=ANyPxKrWzTLrJsefRlG57qJZJa_SJGnpD8zUfyIa9gmFngAD-YH1Kk9cauuVU-7-8qPpWhUcQyEzbCIGzTm3yEI1Pe-gHdUXxA
https://www.youtube.com/watch?v=K_xTet06SUo&ebc=ANyPxKpMi-E3TtyAhAcBtuy-7L16wiGpDjb1nYrzclbF8VWE0poSmCDqJLqqZK0IhGkTTe5tEsWUXDfMfQ2fCEzk8AtsDt6bmQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q2meWkWqc-I&ebc=ANyPxKpMi-E3TtyAhAcBtuy-7L16wiGpDjb1nYrzclbF8VWE0poSmCDqJLqqZK0IhGkTTe5tEsWUXDfMfQ2fCEzk8AtsDt6bmQ
https://www.youtube.com/watch?v=-dZgf_LUvbM&ebc=ANyPxKo4ltzAWb3MQybENtU9rFCkSx5PFICAmDt-N9ldI3cSeBZh4vNBffvgtwDXQjXMwG9UEmrnajsAIvo0981c6J5osafV_Q
https://www.youtube.com/watch?v=o3LRazARRmU&ebc=ANyPxKrjmRYhlgNKya29E0Xfij3xk-hyvpla4Sh6YkqZkseaga5KdDNQcvpZa_JNTE3yoVRqyMh6NF1-W0Yykuau1foffND4yA
https://www.youtube.com/watch?v=H7EJdUVdcnk&ebc=ANyPxKq0QRLLjp--S8S-GzYcpChgR2rf2N-4LP1sHCUhZZrMQ0JpRTJVxrPNMFcCp5o-srIcGGiJNeAAL_1RdKWhb372HGaeTA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年3月31日10:44
魔北葵@壊れかけ汚じさん @makitaaoi · 13時間13時間前 

健康な時「絶対にオカルト療法と疑似科学療法なんか信じたりしない！」

余命宣告されたあと「オカルト療法と疑似科学療法の誘惑には勝てなかったよ···んほぉぉぉっ（

断末魔）」

まぁ、「原発被曝被害便乗商法」の、多いこと多いこと…★
 
 

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


（３月31日）　脳への正しい情報入力が「ブロックされた盲従の魂」。

http://85358.diarynote.jp/201603311112126916/

柏崎３７μSv/h／茨城県日立市で深夜爆発きのこ雲マスコミは報
道せず／明日午後から西日本をふくいちプルームが来襲／福島県

伊達市の山火事煙も加わり汚染度高し ／ヨード摂取・要警戒。

2016年3月31日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4 時間4 時間前 
名無し：03/31 06:34
moka_piii 2:37 3月30日
日立、家の近くで何か爆発した

http://imgur.com/AxTnWUp 
moka_piii 3:18 3月30日
daiskit 日立駅近くです！
https://pbs.twimg.com/media/Ce09fGiUMAA3GF2.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：03/31 06:34
茨城県日立市で深夜爆発が起きた模様

マスコミは報道せず

geki_siko 2:38 3月30日
何か凄い音したな。…
YZR8000 2:38 3月30日
日立で謎の爆発。空には白い煙ときのこ雲っぽいものが。

https://www.youtube.com/watch?
v=rzW5jYg5PHk&ebc=ANyPxKpdmBwhqE8mSztQ13iQI0KUPUCctbw_HXcefGAixY-
th1Dr_pb143Sv8Eyy5KU0L0aULElWyz4I1e16N6ZXaIZzadK8YQ
【GUMI】妄想疾患■ガール【オリジナル】

cmk2wl @cmk2wl · 47 分47 分前 
あす 1日（金曜日）を境に、東電福島原発からの風が新潟方面を経由して日本海側に流
れる予報です。

スイス放射能拡散予報の 1段目の動画と 2段目の動画で違いがあるように見受けられ
ます。日本海側は要注意。 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：03/31 07:35
明日金曜午後から久々に西日本をふくいちプルームが来襲。福島県伊達市の山火事煙

も加わり汚染度高し ヨード摂取・要警戒。
放射能拡散予測

http://www.meteocentrale.ch/ja/weather/weather-extra/weather-in-japan.html …

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
3月31日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

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

amaちゃんだ @tokaiama · 3 時間3 時間前 
現在、大規模な山火事が起きている伊達市霊山町の山林は、飯舘村に接する霊山子供

の村の敷地境界で、2011年末に土壌を採取したとき、キロ当たり１７万ベクレル　平
米当たり1000万ベクレルを超える凄まじい汚染土壌だった
チェルノブイリでは平米128万ベクレルを超える土地は永久立入禁止

ジョージ @GeorgeBowWow · 3時間3時間前 
ジョージさんが白石草をリツイートしました

放射性物資が再拡散。しかも直接肺に入るという最悪の被曝。 
https://twitter.com/hamemen/status/715166638165745664

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
福島・伊達市で大規模な山火事発生　住民が自主避難する事態に

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00320252.html …
平米100万ベクレル級の超汚染土壌　霊山地区
消防はマスクもなし

セシウムの気化点は671度　火災温度は400度程度だが、１０％程度は700度くらいの
部分がある

Out Of Our Heads @N0NUKES · 7時間7時間前 
2016年3月30日〜31日am2ごろの放射能汚染状況。
37μSv/hも出た柏崎の原発も心配だが
http://twitter.com/N0NUKES/status/714756671386595328 …
北海道の #泊原発 と、四国の #伊方原発‥ダメ！かもね。
京都と千葉あたりも注意。 
https://pbs.twimg.com/media/Cez-ZTvXIAARv03.jpg

戸谷真理子 @irukatodouro · 12時間12時間前 
福島・伊達市で大規模な山火事発生　住民が自主避難する事態に http://www.fnn-
news.com/news/headlines/articles/CONN00320252.html … #FNN　地元の方も関東の
方も、風向きと換気注意、放射性物質がPMにのって飛んでくる懸念、チェルノブイリ
では山火事を監視　http://yoso-walk.net/radiation-chernobyl/ …
https://t.co/dHGh5ZmKsp

https://www.youtube.com/watch?
v=3w0NC3yRJwg&ebc=ANyPxKpdmBwhqE8mSztQ13iQI0KUPUCctbw_HXcefGAixY-
th1Dr_pb143Sv8Eyy5KU0L0aULElWyz4I1e16N6ZXaIZzadK8YQ
【GUMI】 抑圧錯乱ガール 【オリジナルPV】

北濱幹也 @kitahamamikiya · 55分55分前 
【報道が決して国民に伝えないもの】

◆東電・政府もひた隠すフクシマ第一原発３号機の核爆発映像

★ガンダーセン博士の解説でご覧下さい→http://www.youtube.com/watch?
v=1Q3ljfLvHww&feature=related …
核爆発を水素爆発と言い換えた時点でメディアもアウト 
https://pbs.twimg.com/media/Ce1UA0lUkAA4B6b.jpg

天仙 @tensenten · 1 時間1 時間前 
自動車は“走る電子レンジ"！
日本のマスコミはこの事実を語らない http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=310775&g=132108 … … 
https://pbs.twimg.com/media/CYPZCtkUMAAPgk0.jpg

NHK科学文化部 @nhk_kabun · 1時間1時間前 
【福島第一原発の「凍土壁」 昼ごろから凍結開始】東京電力福島第一原子力発電所で
増え続ける汚染水対策の柱とされる「凍土壁」について、３１日昼ごろから本格的な

凍結が始まります。東京電力は汚染が拡大するリスクがあるとする指摘を踏まえ、慎

重に凍結作業を進めるとしています。

Mペッコ @pecko178 · 2時間2時間前 
この考えはマジで怖い…
そりゃ汚染食品も加工して再利用してるわけだ。

＊福島県内の原発事故汚染土は9割再利用可能　環境省 
http://5.tvasahi.jp/000071492?a=news&b=nss …
熱で分解？

熱で分解？意味がわからない。 

白石草 @hamemen · 3時間3時間前 
福島地方検察庁「証拠上、汚染水が海に漏れ出たことを裏付けることができない」

って、え？意味わからん！

福島第一原発汚染水流出 東京電力と幹部 不起訴に | NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160329/k10010460761000.html …

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
現在、大規模な山火事が起きている伊達市霊山町の山林は、飯舘村に接する霊山子供

の村の敷地境界で、2011年末に土壌を採取したとき、キロ当たり１７万ベクレル　平
米当たり1000万ベクレルを超える凄まじい汚染土壌だった
チェルノブイリでは平米128万ベクレルを超える土地は永久立入禁止

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
凍土壁なんて無理。

地下水を一部凍らせることができても、反対側には数千度もある灼熱の溶融デブリが

ある。

景気対策の公共事業なんだと思う。

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 3時間3時間前 
九州電力による破局噴火予測では、なぜか必ず川内原発周辺だけ被害がゼロになる…
。こんな組織が原発を動かしているのだから、悲劇は必ず繰り返されるだろう

。http://saigaijyouhou.com/blog-entry-7617.html?sp … 

原発はいますぐ廃止せよさんへの返信 
戸谷真理子 @irukatodouro · 3 時間3 時間前 
11年以前の公衆を守るための線量基準は、年1mSv=年0.11μSv/h計算でしたが、東電公
害後突然、0.23μSvという謎の数値に引き上げられてしまいましたね。ロシアの移住権
利1mSv以上はCs137が185〜555kBq/m2、福島県庁周辺はこれを超え@kokikokiya

船橋市・弓場清孝 @roro101577 · 3時間3時間前 
「福島県伊達市　山火事で９万㎡消失　住民避難」　消火活動は良いのだけど防護は

あれで良いのかな、、急を要するだろうけど、マスクもしているようには見えない・

・線量は？ 
https://pbs.twimg.com/media/Ce09-KBUEAAOunu.jpg

北濱幹也 @kitahamamikiya · 4時間4時間前 
【首都圏の放射能汚染の今】

■黄色い所が年間被曝線量1ミリシーベルトを超える地域
■本来、入ってはいけない危険地域です。福島県外の首都圏にまで及んでいます

テレビ東京「特命Ｄが行く！」→http://www.tv-
tokyo.co.jp/mv/newsanswer/special/post_40981/ … 

脱原発基本法 @DatsuGenpatsu4 · 5時間5時間前 
【地震4】原子力規制委員会は７月津波審査ガイドを決定した。このガイドは南海トラ
フで９．６、伊豆小笠原海溝ですら９．２のマグニチュードの想定を求め、大すべり

域の面積も倍近い面積比となった｡Ｍ９．６は東北地方太平洋沖の８倍の規模だ。浜岡

原発はこれに耐えられるわけがない。

http://85358.diarynote.jp/201603311112126916/
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https://www.youtube.com/watch?v=rzW5jYg5PHk&ebc=ANyPxKpdmBwhqE8mSztQ13iQI0KUPUCctbw_HXcefGAixY-th1Dr_pb143Sv8Eyy5KU0L0aULElWyz4I1e16N6ZXaIZzadK8YQ
http://www.meteocentrale.ch/ja/weather/weather-extra/weather-in-japan.html
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
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http://twitter.com/N0NUKES/status/714756671386595328
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amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
＜福島第１原発＞規制委「凍土壁」認可…東電３１日にも作業
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160330-00000026-mai-soci …
単なる軽薄な思いつき

土木工事のベテランは、全員が効果の確実なシートパイル打ち込みしかありえないと

指摘してきた

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
チェルノブイリ通信2004年6月18日発行
プルサーマルは事故が起きやすく

事故が起きたら

『通常の原発事故の５倍の地域が

　住めなくなります』

天仙 @tensenten · 3月30日 
【 福島第一原発の事故収束作業によるガン発症を確認 】《前篇》
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=309957&g=132108 … …

https://www.youtube.com/watch?v=bGqFtiyqB_E
quest - rerulili feat.GUMI/クエスト- れるりりfeat.GUMI 

やがて空は晴れる...。 @masa3799 · 3時間3時間前 
東電の原発事故の処理費が、5年間でいくらかかっているか知っていますか？
もう12兆円ですよ！この膨大なお金はどこから出ているのか、国民はわかっているだ
ろうか？

http://31634308.at.webry.info/201603/article_28.html … 

朝吉 @o2106 · 4 時間4 時間前 
[フクイチ核惨事　６年目入り]　◇　楢葉町　全人口７３７９人　帰還は４５９人だけ
　その３分の２以上が６０歳を超える　その多くが独り身　国保コスト、過去最高　

復興予算なしに医療費支えられず http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/ @tim1134

白石草 @hamemen · 5時間5時間前 
重要な会議の記録を残さないというのは日本政府の十八番だよね。

ちなみに、切り捨てたい政策は、定義しない、数えない、実態を把握しない、という

のが十八番。

保育園の待機児童とか、自主避難者数とか。

F.moera @lbg0310 · 5時間5時間前 
子宮頸がんワクチンで国と製薬会社が集団訴訟されたけど、当時担当大臣で何故か他

の案件より優先して認可を与えたのが現都知事のねずみ男。１０歳から始める理由も

アヤフヤ検査方法も確立されてないイイカゲンな物、そもそも１０歳の健康な女の子

に産婦人科検診受けさせるのって変でしょ？

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
ハンセン病の隔離法廷、最高裁が誤り認め謝罪へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160330-00050181-yom-soci …
謝ってすませるつもりか？

ことりん @Braveymithra · 6時間6時間前 
鬼怒川大洪水で改めて民主党の恐ろしさに気づいた。脱原発⇒太陽光発電推進⇒ソ

ーラーパネル設置の口実で山や丘を削る⇒自然災害拡大⇒日本の国土弱体　彼らは無

能ではない。着実に日本を弱める布石を打っているのだ！我々が気づかぬうちに… 

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
３ 月２５日、武漢の大学生が、コミュニケーションアプリのQQで、民主主義の理念を
公開したところ、学校側が、「人格に欠陥あり」「思想が極端」と言う理由 で、精神
病院に送りました

http://jp.ntdtv.com/news/15662/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%97%85%E9%99%A2%E9%80%81%E3%82%8A%E3%80%81%E6%AD%A6%E6%BC%A2%E3%81%AE%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%80%81%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E3%81%AE%E7%90%86%E5%BF%B5%E6%94%AF%E6%8C%81%E3%81%A7#sthash.Kbblk0Fj.dpuf
…

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
中国インターネット・サービス・プロバイダーは海外サイトへの接続を中止、国内サ

イトは地元プロバイダーと当局へのドメイン実名登録化を行なう

ネットユーザーは当局に登録したサイトしか見ることができない

中国は一夜で世界と遮断された孤島に

http://jp.ntdtv.com/news/15668/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E7%A6%81%E6%AD%A2%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%A1%88%E3%80%81%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%A8%E9%81%AE%E6%96%AD%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%AD%A4%E5%B3%B6%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%8B%EF%BC%9D%E4%B8%AD%E5%9B%BD#sthash.oLHQFHri.dpuf
…

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
衆参両院の情報監視審査会が立法府への説明責任を十分に果たすよう政府に求める内

容の年次報告書

政府側が審査会の求める情報開示に応じないケースが多く特定秘密に当たらない事項

まで回答を拒むなど情報提供に消極的な実態が浮き彫りとなった

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160330-00000133-jij-pol …

https://pbs.twimg.com/media/Ce0zJ5HUsAAca8e.jpg
清水 潔 @NOSUKE0607 · 10時間10時間前 
戦争と電力

いつの時代も、戦争と電力は切っても切れない関係。一般産業や生活消費量以上の充

分な電力がなければ、戦争はできません。

逆に、敵国から見れば原発へのミサイル発射は一番簡単な攻撃手段になります。

桑ちゃん @namiekuwabara · 12時間12時間前 
よその国のテロリストどうのこうの言ってるけど、日本国内にテロリストいるじゃな

いか。自民党＋公明党＋αの安倍軍団。放射能ばら撒き隊。

野良猫ゴーゴー @noraneko_go_go · 12時間12時間前 
保育士さん確保の財源がないと言っておきながら、何年やっても凍らない凍土壁にま

だ税金を投入し続けるんだね。どこの大手ゼネコンが儲けるのかニャ？ ＜福島第１原
発＞規制委「凍土壁」認可…東電３１日にも作業（毎日新聞
）http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160330-00000026-mai-soci …

neko-aiiがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 12 時間12 時間前 
衆議院選挙は操作されていた！！

「日刊ゲンダイ」がとんでもない事を暴き出している

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ca79ba479f8f92cd3f79e93361f60407 …
都知事選、猪瀬の433万票！
反原発議員の殆どが落ちています

日本未来の党に入った1000万票が消えた
これ全部「ムサシ」が数字を打ち込んでいるのだ

天仙 @tensenten · 18時間18時間前 
★国民が思考停止するように仕組まれている。支配者が恐れるのは国民が思考を始め

ること１ http://ln.is/www.rui.jp/ppPla … …

https://www.youtube.com/watch?v=AHZhfS9ZYqo
【初音ミク】もしも桃が流れてくる川が激流だったら"If a floating peach were too speedy"【製図P
×ふに(妹)】 

なんだこのうた…★（－－；）★

G３10４@大鳳51回目でキタ———！！ @G3104 · 9時間9時間前 
なんかやけにRTされてるなｗせっかくだからまた上げとくか。槙原敬之の感性は本物
のロック魂に溢れてると俺は思う。反原発らに不安、恐怖を駆り立てられ発狂して

た2011年当時、翻弄される世間に対して彼が冷静に疑問や注意をぶつけた歌がこれだ
https://www.youtube.com/watch?v=qw5pu9gcAm0 …

…そりゃ野生の猛獣たらんとする「ロック魂」じゃなくて、
脳への正しい情報入力が「ブロックされた盲従の魂」つぅんだ…

CC @_cc_bangkok · 2時間2時間前 
CCさんが戸谷真理子をリツイートしました
経済が何よりも大事な連中が政治をしてるから、原発問題でも放射能は安全。本当に

凄い国です。放射能は安全なんですよ。日本だけ。マジで凄い。うははは。

https://www.youtube.com/watch?
v=SRcYxc5Jf00&ebc=ANyPxKoilUxxpLj8RS6ZsJrp8xxH9oZGS6N9SVLRnvjvK4hXV4YFAJ_lOu9M4YwEl515hRiuZs07Vpt_clNahCyMLiz5xG7CFg
Kotonoha Karma - rerulili feat.miku&gumi / 言ノ葉カルマ - れるりりfeat.初音ミク&GUMI 

https://www.youtube.com/watch?v=iYpJmcEeAeY
ケツメイシ　さくら
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毛ば部とる子 @kaori_sakai · 10時間10時間前 

福島・伊達市で大規模な山火事発生　住民が自主避難する事態に

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20160330-00000252-fnn-soci …
⇨これは・・飯舘村のちょっと北に位置する、除染していない山が燃えるというのは、SPEEDI使
って注意喚起してもいいレベルなんじゃないのかね。
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