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（４月１日）　埃の追い出し掃除〜っ♪

http://85358.diarynote.jp/201604010758018260/

窓全開！(^O^)！
2016年4月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
 
埃の追い出し掃除〜っ♪

o(^-^)o

 
    
 

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10:52
…え？（＾＾；）

「４月１日」の冗談かと思ったって…？？

いやいや…ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆彡

こう見えて、「やる時はやる」んですよ。

大掃除…（たまに…！）
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月1日12:03
朱鷺（shuro） 1009@alice · 2時間2時間前 
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世界一貧しい大統領と呼ばれた男　ムヒカさんの幸福論：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASJ3X7FSVJ3XUPQJ006.html …
 
　「みんな誤解しているね。私が思う『貧しい人』とは、限りない欲を持ち、いくらあっても満

足しない人のことだ。でも私は少しのモノで満足して生きている。質素なだけで…」
 



（４月１日）　３時間ほど、ごそもそとハタキとホウキとコロコロを振り回して自己満
足しておりました…

http://85358.diarynote.jp/201604011148316900/

【1945年 米軍沖縄本島上陸開始】／マグニチュード６最大震
度４。

2016年4月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)

　

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5分5分前 
【１１時３９分ごろにおきた最大震度４の地震、推定されるマグニチュードは６．１

】

震度４ 和歌山 古座川町
震度３ 岐阜県 海津市　笠松町 
https://pbs.twimg.com/media/Ce7KLETUMAAqjMZ.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 11分11分前 
◆緊急地震速報◆

●予想最大震度：４　●震源：三重県南東沖　●マグニチュード：６．６　●震源

深さ：１０ｋｍ　●発生日時：０４／０１　１１：３９

※これは暫定情報です。現在、一時的にしきい値を震度４に下げています。警報が出

ています。

#緊急地震速報　#地震

https://www.youtube.com/watch?v=LrrMpyyCRMI
喜納昌吉＆チャンプルーズ - ハイサイおじさん 

あらためまして、おはようございます。

１０：４３になっちゃいました。

（＾＾）

０３時前に寝て０７時３０分頃に起きて、

窓の外を見たら「絶好の！大掃除びより〜♪」

！（＾０＾）！

…だったので、そのまま、
（曲はこれと違いますが）「春の大掃除♪」のＢＧＭに最適？な、

喜納昌吉のＣＤかけながら、３時間ほど、ごそもそとハタキとホウキとコロコロを振り回して自

己満足しておりました…

ついでに少しだけ布団も干して、春物の服も少しだけ出して吊るしました…♪

札幌は気温９℃。無風。明け方の通り雨でベクレ埃も収まって、

とっても快適です…♪（＾ｗ＾）ｇ

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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01:00 0.042 0.041 0.041 6 
02:00 0.041 0.040 0.040 6 
03:00 0.041 0.039 0.040 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.040 0.038 0.039 6 
06:00 0.039 0.038 0.039 6 
07:00 0.039 0.039 0.039 6 
08:00 0.039 0.039 0.039 6 
09:00 0.040 0.039 0.039 6

https://www.youtube.com/watch?
v=zc1j356uIbM&ebc=ANyPxKqxO1dAFSykc_LcUMM2locx6zDxtHjKqmPmHAIP1QhmywqONLpgA2XdBOO-
g_Me52r9jt6X4LzzKdAlMZEBi27tZhqaog
喜納昌吉&チャンプルーズ, SOUL FLOWER UNION - ハイサイおじさん 

…う〜んｗ（＾◇＾；）みんな若かった…ｗ

地震マップ @eq_map · 37 分37 分前 
【M5.5】SOUTH OF THE MARIANA ISLANDS 10.0km 2016/04/01 10:01:43
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Uw9ReU (USGS)http://j.mp/1Uw9ReW

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.1】NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 38.7km 2016/04/01 04:38:46
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1M3V8W2 (USGS)http://j.mp/1UFONTM

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.6】青森県西方沖 深さ8.3km 2016/04/01 02:00:01 http://j.mp/1Y2fsaQ

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【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 · 11時間11時間前 
【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 · 12時間12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

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 04/01【1946年 アリューシャン地震】03:28頃発生 M8.1 死
者165人 アラスカとハワイで津波による大きな被害。これを契機にアメリカ政府
は1949年に太平洋津波警報センター(PTWC)をハワイへ設置。Tsunamiが国際語となる
契機にも。

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 
#クライシスカレンダー 04/01【2014年 イキケ地震】20:46頃発生 M8.2 死者6人 チリ北

https://www.youtube.com/watch?v=zc1j356uIbM&ebc=ANyPxKqxO1dAFSykc_LcUMM2locx6zDxtHjKqmPmHAIP1QhmywqONLpgA2XdBOO-g_Me52r9jt6X4LzzKdAlMZEBi27tZhqaog
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部を震源とし、津波はイキケで2m超、その後ハワイや仏領ポリネシアなど太平洋の広
域に拡大、日本沿岸でも地震発生後丸1日経ってから久慈で0.6mなど各地で観測された
。

https://www.youtube.com/watch?
v=ffFub9oJZVw&ebc=ANyPxKoeJBTTHHvUcnxpXD2BM7MuUYn1voReZMQf9hcc1NJe9FsjEM-
qH8BMvdMLBrnnwFbtQdr0GL9BwKyA6VmhnlXm_te2WQ
ハイサイおじさん　(歌詞付き) 

特務機関NERV @UN_NERV · 51 分51 分前 
【ＪＡＬ システムトラブルは復旧 ダイヤ乱れ続く】
日本航空によりますと、1日朝から続いていたシステムトラブルは、午前10時ごろ復旧
したということです。一方で、ダイヤの乱れは続いていて、一部の便に欠航が出てい

ます。

http://nerv.link/Da1UJ4

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 
〔JAL〕国内線重量管理システムに不具合、全国の空港で出発便に遅れ（レスキューナ
ウニュース）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160401-00000001-rescuenow-soci …

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【総武本線[千葉〜銚子] 運転再開 2016年4月1日 9:49】
八日市場駅付近で発生した踏切事故の影響で、横芝〜旭駅間の運転を見合わせていま

したが、09:40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。

レスキューナウ危機管理情報センターがリツイート 
JAL 運航情報【公式】 @JAL_flight_info · 2時間2時間前 
【国内線/09:00】現在、重量管理システム不具合の影響で各空港を出発する運航便に
欠航・遅延が発生しております。お客さまにはご迷惑をおかけいたしますことをお詫

び申し上げます。この影響による最新の運航状況は発着案内にてご確認ください

。http://jal.co.jp/i/fid/

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【ＪＡＬ システムトラブルで欠航も】
日本航空によりますと1日午前8時ごろ、旅客機の重量や重心などを管理するシステム
がダウンし、その影響で、全国の空港の日本航空の国内線と国際線の便で欠航や遅れ

が出ているということです。

http://nerv.link/bHOjfV

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 04/01【1985年/1987年 三公社民営化】1985年に日本電信電話
公社と日本専売公社がNTTとJTに、1987年に日本国有鉄道がJRグループ7社に。中曽
根内閣下の民営化施策では日本航空も1987年11月に完全民営化されている。

平野　浩 @h_hirano · 4時間4時間前 
日本は、空港や大型橋梁、原発などの国の安全保障に影響する重要工事を米ベクテル

社に委託している。海ほたるの海中部分の工事もベクテル、どんな工作も可能。ベク

テル社は非上場の個人企業でありながら世界中で大型建設案件を手掛ける謎の企業

。http://bit.ly/1Y2FrPI

https://www.youtube.com/watch?v=ffFub9oJZVw&ebc=ANyPxKoeJBTTHHvUcnxpXD2BM7MuUYn1voReZMQf9hcc1NJe9FsjEM-qH8BMvdMLBrnnwFbtQdr0GL9BwKyA6VmhnlXm_te2WQ
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https://www.youtube.com/watch?
v=36NolVPEvTA&ebc=ANyPxKrgQVXZJqOs_asVs3EL6p28G14e9b72Uw6KS_x_5pAyNWAz3ySTg_MCGCwma2ggfSQ3PUJgJMhwxqu0-
m0yVcILTb8xiQ
BEGIN／オジー自慢のオリオンビール 

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 04/01【1945年 第2次世界大戦：米軍沖縄本島上陸開始】守備
の手薄だった中西部から上陸開始、6万人を投入し読谷の北飛行場と北谷の中飛行場(現
嘉手納基地)を即日占拠。約3ヶ月間の激戦が展開することに。

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 04/01【1945年 阿波丸事件】22:00頃発生 死者2000人以上 第2
次大戦中の台湾海峡で、救援物資の輸送目的で国際法により安全航行を保障されてい

た阿波丸を、アメリカ海軍の潜水艦が誤って撃沈。生存者は救助されたわずか1人とさ
れる。

https://www.youtube.com/watch?v=76-
U4b5MKHg&ebc=ANyPxKrgQVXZJqOs_asVs3EL6p28G14e9b72Uw6KS_x_5pAyNWAz3ySTg_MCGCwma2ggfSQ3PUJgJMhwxqu0-
m0yVcILTb8xiQ
BEGIN／三線の花 

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 04/01【1948年 ベルリン封鎖開始】前年5月のドイツ無条件降
伏後、連合国軍が駐留した首都ベルリンは東西対立の最尖端に。この日からソ連軍政

当局が東西ベルリン間の通行を大幅制限、西ベルリンの孤立を狙う。西側は一大空輸

作戦を決行、翌年5月12日に封鎖解除。

https://www.youtube.com/watch?v=-
zQWavER7to&ebc=ANyPxKo5zSjWDklgtVWiE9NH9SSLiBciJUsl5xlrZSrEV32oGhuhvW6u-
3vnum4c2gQ-MGae56ZCkJIOwQcQbNjgD2h5GqsgFQ
「海の声」 フルver. / 浦島太郎（桐谷健太） 【公式】 

    
 

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11:55
　

朱鷺（shuro）がリツイート 
宇宙線研究所 @ICRRPR · 5時間5時間前 

【スーパーカミオカンデ祝20歳】
1996年4月1日午前0時にスーパーカミオカンデが運転を始めました。今日で20歳になりました。
http://bit.ly/1X0JqvZ 

https://www.youtube.com/watch?v=36NolVPEvTA&ebc=ANyPxKrgQVXZJqOs_asVs3EL6p28G14e9b72Uw6KS_x_5pAyNWAz3ySTg_MCGCwma2ggfSQ3PUJgJMhwxqu0-m0yVcILTb8xiQ
https://www.youtube.com/watch?v=76-U4b5MKHg&ebc=ANyPxKrgQVXZJqOs_asVs3EL6p28G14e9b72Uw6KS_x_5pAyNWAz3ySTg_MCGCwma2ggfSQ3PUJgJMhwxqu0-m0yVcILTb8xiQ
https://www.youtube.com/watch?v=-zQWavER7to&ebc=ANyPxKo5zSjWDklgtVWiE9NH9SSLiBciJUsl5xlrZSrEV32oGhuhvW6u-3vnum4c2gQ-MGae56ZCkJIOwQcQbNjgD2h5GqsgFQ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月1日12:25
　

コンビニでカマ掘られた隊長 ♨� @suzaku2san · 5分5分前 
　

放送「地震です。ただちに避難を開始してください。」

 
みんな「エイプリルフールかな( · _ · )」
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月1日12:28
　

りゅうほう@4/18Lip2nd @__enarikazuki · 22分22分前 
俺ら地震速報来たら避難じゃなくてtwitterするあたりかなり毒されてるよな

豊井 1041@uuu · 30分30分前 
修学旅行で海に行っていたら雲行きが怪しくなってきたので「はやく戻った方がよくないで

すか？」「このケースで地震来て去年ウチの生徒も四人死んだじゃないですか」とクラスメイト

に避難勧告してたら地震速報通知が鳴って夢から覚めた

めるしゅー @noisy_clerk · 34分34分前 
呟く前にとりあえず靴下はいて、ドア開けて避難通路確保しろ

次にコンロ確かめて切れ

身内とは電話つなげとけ

できればカバンにストール、水など生活必需品をいれて玄関で待機だ

慌てるな

dela 綾瀬麗奈（花粉辛すぎ。） @dela_ayasereina · 38分38分前 
避難セット用意してあったのに・・・どこにしまったか忘れてしもた。

今日を機に目に見える場所に移動させよう。

なかがいと @Yuki1009G · 44分44分前 � Suzuka-shi, Mie 
地震速報

エイプリルフールやで嘘やと思う

白子駅も避難指示みたいなの出す

でもエイプリルフールやで嘘やと思う

そしたら揺れて

まじ焦った

首都圏反原発連合 @MCANjp · 3時間3時間前 
本日。

【0401再稼働反対！首相官邸前抗議】伊方3号機この夏に再稼働か。南海トラフ地震・津波が襲う
リスク、避難計画を置去りにし再稼働に突き進む安倍政権に徹底抗議！18:30〜20、
http://coalitionagainstnukes.jp/?p=4142
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月1日12:50
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amaちゃんだ @tokaiama · 47 分47 分前 

南海トラフ＝東南海ズバリで起きたM6.1
南海トラフの巨大活動の前震である可能性は小さくない

車にガソリンと予備タンク積み、飲料水、非常食、寝袋テントなど装備を用意しよう

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月3日8:14
　

そら 脱被爆・脱原発がリツイート 
ぴっち @nikapitch · 4月1日 

フレコンバックもみんな燃やしちゃえば、ないってことになる。

避難者もどんどん帰還させて、抵抗する人は支援打ち切って避難者とカウントしなければ、い

ないってことになる作戦。すげー。

 

http://85358.diarynote.jp/
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（４月１日）　過去に戻って人生やり直す能力を手に入れたら、どんなループを繰り返
すか？

http://85358.diarynote.jp/201604011814373396/

（かり）…のまま終わる…☆
2016年4月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=fUil6cydBks
Scandinavian Waltz - Line dance

https://www.youtube.com/watch?v=H0V1hyfRnoI
Cry Cry Cry - Line Dance (Demo & Walk Through) 

スカンジナビア式の「盆踊り」らしい…（＾＾）

町内会で練習したりとか、するのかな〜♪

https://www.youtube.com/watch?
v=Uun0SLpYWDc&ebc=ANyPxKoQTAfnfeQMQKaUD2ghyKFevy62shg4xpMPRW4_JBiPJDbLnM7tRSEmYmjWrsOqiPI8d9I30f2esDkIgbjYfto7mmVoQg
Sun Of Jamaica - Line Dance (Demo & Walk Through) 

…けっこう難易度が高いぞ…ｗ

ちなみに『山百合と銀の楡』の、元々ネタは、もちろんコレです…☆彡
http://hukumusume.com/douwa/new/2012/10/29.htm
星のひとみ

フィンランドの昔話(トペリウス民話)

https://www.youtube.com/watch?v=joiXbgJHOHM
Cha Cha Espana (Spain) - Line Dance (Demo & Walk Through) 

…いま気がついたが、どうも私の中の
「ダレムアスvsボルドム」の漠然としたイメージは、
「キリスト教vsイスラム教」ではなくて、
「ケルトの色濃い合議制イギリスvs独裁スペイン無敵艦隊」だったらしい…☆

https://www.youtube.com/watch?v=9JkNekrfRXg
Rivers of Babylon line dance 

…なんかだんだん違う方向へ進んでいるぞ☆
（悠宙舞さん自動推奨…ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=v4gqMc4Cocc
Africa Bum Bum Line Dance 

…日本でいう「創作盆踊り」の世界だな…☆

（ていうかコレ日本のダンス教室らしいしｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=aufmoWJlUvI
札幌国際芸術祭2014大友良英スペシャルビッグバンド盆踊り 

…どっかに私が映っているはず…ｗ

（いたいた、遠くにｗ緑のモンスター〜♪）

http://85358.diarynote.jp/201604011814373396/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201604011814373396/
http://85358.diarynote.jp/201604011814373396/
https://www.youtube.com/watch?v=fUil6cydBks
https://www.youtube.com/watch?v=H0V1hyfRnoI
https://www.youtube.com/watch?v=Uun0SLpYWDc&ebc=ANyPxKoQTAfnfeQMQKaUD2ghyKFevy62shg4xpMPRW4_JBiPJDbLnM7tRSEmYmjWrsOqiPI8d9I30f2esDkIgbjYfto7mmVoQg
http://hukumusume.com/douwa/new/2012/10/29.htm
https://www.youtube.com/watch?v=joiXbgJHOHM
https://www.youtube.com/watch?v=9JkNekrfRXg
https://www.youtube.com/watch?v=v4gqMc4Cocc
https://www.youtube.com/watch?v=aufmoWJlUvI


（いたいた、遠くにｗ緑のモンスター〜♪）

https://www.youtube.com/watch?v=KSFgr3Hk34k
札幌国際芸術祭2014大友良英&スペシャルビッグバンドによる盆踊り
ええじゃないか音頭(部分）

…いちじるしく作業効率が落下したので本筋に戻りましょう…★

https://www.youtube.com/watch?v=8LrBZPA-pAQ
Ievan Polkka見やすい歌詞付き 【初音ミク】 

…ぃゃぃゃぃゃ…ｗ（＾ｗ＾；）ｗ…♪

https://www.youtube.com/watch?v=iLhk216W37k&ebc=ANyPxKqmTxf6ZNZl8Q95-
jDbhPHTsCTHs1OVP4sjPXLUd5tlqiXA7IDlizuaDGHUAVjA1ZO2XJp5vzcFQ34BFuwSTW_7458z9Q
ロイツマ「ievanpolkka」 

…意外に、「ひらたい顔族」…？（＠＠；）？

https://www.youtube.com/watch?v=sUT2QToC9EU&ebc=ANyPxKqmTxf6ZNZl8Q95-
jDbhPHTsCTHs1OVP4sjPXLUd5tlqiXA7IDlizuaDGHUAVjA1ZO2XJp5vzcFQ34BFuwSTW_7458z9Q
誰でも歌える！！懐かしのIevan Polkka(空耳歌詞付き) 

…ぜったいに…（＾＾；）…
わたくし、フィンランド語圏には棲めないと思います…ｗ

https://www.youtube.com/watch?
v=0i8VM_EooCs&ebc=ANyPxKrZttIm2Q5FW5sGvVN7fc9rrXKaNe4JYEY2SHsYNE2pEn1ZMs19wlKN2WiPlcwkrtFBc_CGF3HdzBFIXgSiASNw-
0Pcng
Loituma - Ievan’s Polkka (live, techno original version) 

…どうも「盆踊り」から離れられない日らしい…☆

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月4日0:48
　

ガチレズ大井bot @oi_bian · 8時間8時間前 

仮に私が過去に戻って人生やり直す能力を手に入れたら、どんな百合ループを繰り返すかって？

　いいんですか。言っちゃいますよ。

戦時中に戻って沈没時に自分の乗組員を全員避難させて、彼らの家族と無事再会させる、以外の

願いは無いですね。153名、戦死してるんで……。
 

https://www.youtube.com/watch?v=KSFgr3Hk34k
https://www.youtube.com/watch?v=8LrBZPA-pAQ
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https://www.youtube.com/watch?v=0i8VM_EooCs&ebc=ANyPxKrZttIm2Q5FW5sGvVN7fc9rrXKaNe4JYEY2SHsYNE2pEn1ZMs19wlKN2WiPlcwkrtFBc_CGF3HdzBFIXgSiASNw-0Pcng
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（４月１日）　「居たのか、そこに。」

http://85358.diarynote.jp/201604011904517754/

夜半過ぎ…秋の月も山の端に沈みかかろうという頃　（高校？）

2016年4月1日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?
v=4om1rQKPijI&ebc=ANyPxKrZttIm2Q5FW5sGvVN7fc9rrXKaNe4JYEY2SHsYNE2pEn1ZMs19wlKN2WiPlcwkrtFBc_CGF3HdzBFIXgSiASNw-
0Pcng
Loituma - "Ievan Polkka" (Eva’s Polka)1996 

…癖になる曲だな…☆

https://www.youtube.com/watch?v=G7q07dyIsX8
Arrietty’s Song / Cecile Corbel ( セシル・コルベル ) 

https://www.youtube.com/watch?
v=scUyXaWMyAk&ebc=ANyPxKp1h7g7XwGzSFEgOSte5sxiOd24EwjDsWV1vyanEf83HwoU22gUQStNff8ZHerOv2szWmzEC3__m7iYjdSpWD3mWgnMxw
Arrietty’s Song 

https://www.youtube.com/watch?v=ilvcobXhdqc
シベリウス：交響詩《フィンランディア》OP26：カラヤン／ベルリンPO(1984) 

おぉ、ぴったり☆（＾＾；）☆

　夜半過ぎ…秋の月も山の端に沈みかかろうという頃です。マシカは低く悲鳴をおさ
えながら、それでも恐怖に打たれて飛びのくように、飛仙（エルフエリ）の上からど

かなければなりませんでした。

「知神ヨーリャよ、その配下なる精霊ミィアーマよ！」

　…先程から急に彼は汗をかき始め、またたく間に普通人間では考えられない程の高
熱を発してはいましたが、それだけならばまあ必ずしもひどく悪い状態だとは言えま

せんでした。少なくともこのまま冷え切って眠るように逝かれてしまうよりは、体が

生き延びる為に闘い始めたという証（あかし）なのですから。

　そうではなく、小さな大地の国民（ダレムアト）を怯え切らせたのは、奇妙に深い

傷の奥に隠された、禍々しい程に邪悪な気配を持つあるものの為でした。

「何…なんあのこれは。この大地世界（ダレムアス）に何が起こったというの？！」
「嬢ちゃま？　どうしただ」

　もともとがマシカは回転（まわり）が大変に早いませた子供で、その上に薬師とし

ての修業をはじめて以来、先代のおばば様でさえがしばしば驚いた程に、診療の際の

心の眼の鋭さ、感受力の豊かさといったものを身につけつつありました。

 

神視力

 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201604011917361034/

ごうごうと苦しい幻は逆まき流れて行きました。（高校？）

2016年4月1日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=i5QiY20__Z8&ebc=ANyPxKo-
80y3tRRvCgTO4srYc_EeFNAkrT8z53UdurAlnvLhxPYWdwV5qDbgn5geQU-

http://85358.diarynote.jp/201604011904517754/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=4om1rQKPijI&ebc=ANyPxKrZttIm2Q5FW5sGvVN7fc9rrXKaNe4JYEY2SHsYNE2pEn1ZMs19wlKN2WiPlcwkrtFBc_CGF3HdzBFIXgSiASNw-0Pcng
https://www.youtube.com/watch?v=G7q07dyIsX8
https://www.youtube.com/watch?v=scUyXaWMyAk&ebc=ANyPxKp1h7g7XwGzSFEgOSte5sxiOd24EwjDsWV1vyanEf83HwoU22gUQStNff8ZHerOv2szWmzEC3__m7iYjdSpWD3mWgnMxw
https://www.youtube.com/watch?v=ilvcobXhdqc
http://85358.diarynote.jp/201604011917361034/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=i5QiY20__Z8&ebc=ANyPxKo-80y3tRRvCgTO4srYc_EeFNAkrT8z53UdurAlnvLhxPYWdwV5qDbgn5geQU-HufiT7AXxjz7_Xmoh5IL8aBzxvS1bdA


HufiT7AXxjz7_Xmoh5IL8aBzxvS1bdA
シベリウス： 交響曲 第2番 ニ長調 作品43　カラヤン / フィルハーモニア 1960 

　ごうごうと苦しい幻は逆まき流れて行きました。マシカは祈りました。ただ願って

いました。…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上に落ちかかりました。

「森の花（マーイアラフ）。」

　かすかに呼ぶ声が静寂に馴じんだマシカの耳をうちました。

「居たのか、そこに。」

　まだ見たことのない海のように濃い色合いの瞳が、ぼんやりと、けれど真向にマシ

カを捉えていました。その瞬間、少女はその場に存るのが自分達だけではないという

ことをはっきりと悟りました。

「ええ。」

　限りなく優しく、誰かがマシカの声を通して微笑みかえします。

「居ますわ。ここに。わたしの兄様（フェル）。」

　彼と、はたして誰であったものか…と、彼達は静かに見つめあっていました。エル
フエリの薄くあけられた眼には通常の言葉ならぬ耀やかしい星の瞬きが宿り、マシカ

自身でもあった貴女の姿もおそらく同じような光に包まれていたのでしょう。

　静かでした。とても。穏やかに2人はなっていました。やがてふぅっとエルフエリは
再び瞳を閉じました。

「やすらかにおやすみなさいませ。どうぞ…おすこやかに…。」
　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、

ひとの好いミニタは見たのです。さしこむ朝の陽ざしのなかの神聖な二人。不思議な

戦士はやすらいで横たわり、少女が、その手をしかと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のように、神聖で輝かしい二人を。

 



（４月１日）　「やる気」（だけ）はあるんですけど、

http://85358.diarynote.jp/201604011925179226/

地図発見☆

2016年4月1日 リステラス星圏史略　（創作）

携帯写真じゃ小くなりすぎて、よく判らないですね…★

栗鼠熊

熊栗鼠（くまりす／マボナンマンボ）⇒ＮａＮａちゃんに設定やってほしい。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201604011956181292/

２　山百合と銀の楡　１．ミアテイネア地方　（高校１年？）

2016年4月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

寡聞にしてシベリウスの名前が「ヤン」だったとは知りませんでした…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=tZWT2cSAgxc
ヤン・シベリウス　交響曲 第２番 ニ長調 

で、この富士山くりそつ山は、大地の神聖マドリアウィ山ですか…？？

２

☆山百合と銀の楡

１．ミアテイネア地方は（聖）皇（美）白都から旅して１年半の距離にある。近頃皇

都附近で恐慌をもってささやかれ、伝えられている噂、あるいは事実は、まだ伝えら

れていなかった。ただ不安な空気が６年前の天変地異（"大異変"？）以来いや増しにな
ってゆくばかりである。（※）

２．山の少女マシカ、素性不明の孤児で、おばばのあとを継いだ村の薬師である。自

由奔放な性格で常人とは異る。

ある秋の夜、森の薬師小屋から沼（星ヶ沼、星統べる沼、統ばる星ヶ沼）へ泳ぎに出

、（マ・バルナのエピソード入れる）満月の星空に傷付きながら飛ぶ飛仙の姿を見つ

ける。（飛仙についての説明は？）

鬼王群の出没する彼方にふらふら行こうとした挙句、呼び止められて沼に落ちた飛

仙を、連れ帰り看病する。

３．看病中、マシカは不思議な幻覚を見た。

城が燃え、"彼"はあせりながら空を駆けっている。

http://85358.diarynote.jp/201604011925179226/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201604011956181292/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201604011956181292/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4150301174/
https://www.youtube.com/watch?v=tZWT2cSAgxc


☆　ダレムアスの中原に続く沿海１８州

ゆきあたり村

道はじまり村

道の果ての村

…「沿海州」…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

『グインサーガ』を読み始めた後のメモなのは間違いない…ｗｗｗ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E8%A6%B3

（ちなみに私は６０巻ぐらいまでしか読んでません…）←（一時「失明しかけて」本が読めなか
ったので…★）

…あ”〜（－－＃）…★　だめだ…
「やる気」（だけ）はあるんですけど、

今日は気力と体力と能力が、

原稿を書けるところまでの、

コンディションが整ってません〜…★
★（ＴＴ；）★

てことで、本日作業一旦終了★

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

（ここまでで、「残存没原稿」（書き損じて棄てた紙数は、この１０倍ぐらいあった！）の、半

分ぐらいまで？、読み返しと転記入力が終了…★）

    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月6日10:44

朱鷺（shuro）がリツイート 
アサミン @a_sa_minn · 14時間14時間前 

学校に行かない方が成績がいい？ホームスクーリングで１２歳には大学に入学！学校に通わせな

い子どもが世界で急増中！

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=313774&g=131208 …
日本では不登校やいじめなどネガティブなイメージが一般的ですが海外では··

 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E8%A6%B3
file:///tmp/puboo/122020/434569/3e5f27b782d91bb38ce0/book/103201/read
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（４月１日）　なんだか体調が悪い…

http://85358.diarynote.jp/201604012114398406/

深部探査船「ちきゅう」が震源近くを掘ってる／米国議会で在韓

米軍撤退が決議／避難が間に合わなかった犠牲者の遺体発見。

2016年4月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

gero - I am not ABE. @garirou · 8時間8時間前 
もし、このM6.1の地震が南海トラフ大地震の前震であった場合の事を考えて、その想
定の為の図を提示しておきます｡原発の位置、津波の高さ、想定震度の図です。ちなみ

に現在稼働している原発は、九州の川内原発です｡

#南海トラフ大地震 
https://pbs.twimg.com/media/Ce7baLHVIAAg7-H.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
南海トラフ＝東南海ズバリで起きたM6.1
南海トラフの巨大活動の前震である可能性は小さくない

車にガソリンと予備タンク積み、飲料水、非常食、寝袋テントなど装備を用意しよう

（承前末文）２０：３５。

http://85358.diarynote.jp/201604012114398406/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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（承前末文）２０：３５。

なんだか体調が悪い…
ごにょごにょして

うにょうにょして

ゴジャゴジャしています〜…（〜〜＃）…★

てなことで早めに情報チェックして、

明日からの再び４連勤バイトに備えます〜☆

カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
【RT200UP】 アイヌ民族が話すアイヌ語で民話を聞くことができるデータベース「ア
イヌ語口承文芸コーパス」が公開される。

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214793.html … 
https://pbs.twimg.com/media/Ce8duTAWAAEkDxd.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=ssIemc6ob5U
ボレロ／ラヴェル（デュトワ）

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.6】津軽海峡 深さ109.8km 2016/04/01 18:03:32 http://j.mp/21VZTTh

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.6】青森県東方沖 深さ69.0km 2016/04/01 12:56:09
(G)http://j.mp/1MY33z8 (アニメ)http://j.mp/1MY331U

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 日本 
【M3.7】津軽半島付近 深さ20.2km 2016/04/01 11:41:06
(G)http://j.mp/1MXR5Wa (Y)http://j.mp/1MXR5Wd (アニメ)http://j.mp/1MXR3xz

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.1】根室半島沖 深さ42.4km 2016/04/01 11:22:25
(G)http://j.mp/1MXOsDD (アニメ)http://j.mp/1MXOvzo

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214793.html
https://pbs.twimg.com/media/Ce8duTAWAAEkDxd.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ssIemc6ob5U
http://j.mp/21VZTTh
http://j.mp/1MY33z8
http://j.mp/1MY331U
http://j.mp/1MXR5Wa
http://j.mp/1MXR5Wd
http://j.mp/1MXR3xz
http://j.mp/1MXOsDD
http://j.mp/1MXOvzo


地震マップ @eq_map · 1 時間1 時間前 
【M4.7】HAWAII REGION, HAWAII 19.7km 2016/04/01 18:16:11JST, 2016/04/01
09:16:11UTC
(G)http://j.mp/1M5DMrJ (USGS)http://j.mp/1VXCP75

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.5】紀伊半島南東沖 深さ46.4km 2016/04/01 14:31:04 http://j.mp/1SqMXzC

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.1】紀伊半島南東沖 深さ52.4km 2016/04/01 14:13:01
(G)http://j.mp/1SqL6ed (アニメ)http://j.mp/21VDcyv

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.9】紀伊半島南東沖 深さ55.8km 2016/04/01 13:07:40 http://j.mp/1MFJvoe

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.2】紀伊半島南東沖 深さ109.6km 2016/04/01 13:06:58
(G)http://j.mp/1MY4RIo (アニメ)http://j.mp/1X1uhKI

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.0】紀伊半島南東沖 深さ40.0km 2016/04/01 13:05:39
(G)http://j.mp/1RQrQwf (アニメ)http://j.mp/1X1u3Dk

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.0】紀伊半島南東沖 深さ45.2km 2016/04/01 13:03:56
(G)http://j.mp/1X1tRnN (アニメ)http://j.mp/1MY4qOb

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.6】紀伊半島南東沖 深さ45.7km 2016/04/01 12:56:35 http://j.mp/1RQrmq4

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.6】紀伊半島南東沖 深さ40.0km 2016/04/01 12:53:12 http://j.mp/1X1sk0V

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.5】紀伊半島南東沖 深さ43.9km 2016/04/01 12:44:40 http://j.mp/1Rt0cU6

http://j.mp/1M5DMrJ
http://j.mp/1VXCP75
http://j.mp/1SqMXzC
http://j.mp/1SqL6ed
http://j.mp/21VDcyv
http://j.mp/1MFJvoe
http://j.mp/1MY4RIo
http://j.mp/1X1uhKI
http://j.mp/1RQrQwf
http://j.mp/1X1u3Dk
http://j.mp/1X1tRnN
http://j.mp/1MY4qOb
http://j.mp/1RQrmq4
http://j.mp/1X1sk0V
http://j.mp/1Rt0cU6


地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.6】紀伊半島南東沖 深さ50.7km 2016/04/01 12:43:10 http://j.mp/1Rt06M7

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 日本 
【M2.9】伊予灘 深さ59.6km 2016/04/01 11:44:48 http://j.mp/1MXRwzE

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M6.0】NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU, JAPAN 10.0km 2016/04/01
11:39:07 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1MXSn3p (USGS)http://j.mp/1MXSn3r

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
◆◆緊急地震速報【警報】(最終第11報)◆◆【M6.6】三重県南東沖 深さ10km
2016/04/01 11:39:06発生 最大予測震度4 http://j.mp/1MXPVKa

宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
[記事] 太陽風の速度は400km/秒に下がり、太陽風の高まりは終わりました。
http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M5.5】SOUTH OF THE MARIANA ISLANDS 10.0km 2016/04/01 10:01:43
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Uw9ReU (USGS)http://j.mp/1Uw9ReW

宇宙天気ニュース @swnews · 3月31日 
[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

…コレはかなりヤバイ事態なのでわ…？
…||||（＠＠；）||||…★

B面 （B級スポット・珍スポットガイド） @bii_men · 5時間5時間前 
【群馬・鎌原観音堂】浅間山の天明の大噴火の災害から人命を救ったとして厄除け信

仰対象となっている嬬恋村のお堂。50段あった石段は土石流で埋まり、15段になった
。発掘調査で階段下部から避難が間に合わなかった犠牲者の遺体が発見された。 

http://j.mp/1Rt06M7
http://j.mp/1MXRwzE
http://j.mp/1MXSn3p
http://j.mp/1MXSn3r
http://j.mp/1MXPVKa
http://swnews.jp/
http://j.mp/1Uw9ReU
http://j.mp/1Uw9ReW
http://swnews.jp/


レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 6 時間6 時間前 
株式会社共同通信デジタルと株式会社レスキューナウは４月１日、「一般社団法人危

機管理情報共有基盤」を設立しました。

http://www.rescuenow.co.jp/archives/2725

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6 時間6 時間前 
11時39分：三重県南東沖・震度4の余震
14時50分現在で（マグニチュード2.5〜3.2）の余震が10回も起ってる。震源の深さ
は（40km〜109.6km）と、やや深めになってるけど、余震の数が多い。 

三宅雪子（野党共闘！） @miyake_yukiko35 · 7時間7時間前 
三宅雪子（野党共闘！）さんがこたつぬこをリツイートしました

この指摘通りで経産大臣と副大臣が（特に副大臣は必要がないと思われる出張）2人同
時に国内に不在だったという前代未聞のありえない話。原発事故などが万が一起きた

ときに経産省に指示をする人がいなかったということである。危機管理以前の問題。

https://twitter.com/sangituyama/status/715733362271395840

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
3月26日〜4月27日まで、地球深部探査船の「ちきゅう」が、さっきの地震の震源近く
の海溝部を『南海トラフ巨大地震の調査』で、海底を掘ってるんだよね。余計な事し

ない方がいいと思うけどね。http://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/ 
https://pbs.twimg.com/media/Ce7nyX4WsAMnSym.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
M６．１震源の近傍で南海トラフを直接掘削していた怪しすぎるちきゅう号
東北大震災の前にも震源地を掘っていた

笹川良一財団の資金で作られた

http://eeien1234.dosugoi.net/e580697.html 
http://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
ちきゅう号の乗組員の大半はイスラエル人といわれる

311前には、それが記載されていたのに、311後、イスラエル関連は完全削除され見あ
たらない

ちきゅう号は巨大地震震源地をいつでも地下3000メートル以上、掘っている
http://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/

http://www.rescuenow.co.jp/archives/2725
https://twitter.com/sangituyama/status/715733362271395840
http://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/
https://pbs.twimg.com/media/Ce7nyX4WsAMnSym.jpg
http://eeien1234.dosugoi.net/e580697.html
http://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/
http://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/


…やはり和田慎二は「殺された」のかな…。

https://www.youtube.com/watch?v=RyLzWX33Vak&ebc=ANyPxKriXaVuRwsFWEsuh8Cg8O-
FURdj96BcwpXzCD169Eud9u1S4gyBrX-Ztwsb6WX8BlbKeUgIFmDYtZGIte9hIG83pWW7tw
チャイコフスキー　くるみ割り人形　小澤征爾 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
マグニチュード6.1で（震源の深さ10km）で浅い
ここは2011年3月12日22時11分に、M4.3の地震以降、増えてる。さっきのは過去10年
間で最大規模

プレートが潜り込んでる浅い場所の地震。いわゆる南海トラフ巨大地震の震源域 
https://pbs.twimg.com/media/Ce7WhHSUsAABQ3m.jpg

レスキューナウ危機管理情報センターがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 9時間9時間前 
〔地震〕和歌山県古座川町で震度4、津波被害の心配なし（レスキューナウニュース）
- Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160401-00000002-rescuenow-
soci … #Yahooニュース

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【津波情報 2016年4月1日 11:46】
津波予報（若干の海面変動）を発表しました。 
https://pbs.twimg.com/media/Ce7KhJXUAAU0Y5r.jpg

日経産業新聞 @nikkei_bizdaily · 3月31日 
中部電力が津波対策のために浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）で進めていた防潮

壁の工事が31日、完了しました。高さ海抜22メートル、長さは1.6キロメートルで、
2011年11月の着工から約４年４カ月で完成しました。http://s.nikkei.com/1RMx6uw

…どおせなら出来立てホヤ火屋の東海原発の壁をちょいとナデテみてくれたら、
（無責任に）面白かったのに…ｗ

特務機関NERV @UN_NERV · 12 分12 分前 

https://www.youtube.com/watch?v=RyLzWX33Vak&ebc=ANyPxKriXaVuRwsFWEsuh8Cg8O-FURdj96BcwpXzCD169Eud9u1S4gyBrX-Ztwsb6WX8BlbKeUgIFmDYtZGIte9hIG83pWW7tw
https://pbs.twimg.com/media/Ce7WhHSUsAABQ3m.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160401-00000002-rescuenow-soci
https://pbs.twimg.com/media/Ce7KhJXUAAU0Y5r.jpg
http://s.nikkei.com/1RMx6uw


【外房線 運転見合わせ 2016年4月1日 20:59】
20:32頃、蘇我〜鎌取駅間で線路内点検を行っている影響で、蘇我〜上総一ノ宮駅間の
運転を見合わせています。

テレビ情報速報 @dramaiant · 2時間2時間前 
【速報】パリ中心部で爆発 爆発の原因は不明 現地人の避難状況まとめ
http://jocee.jp/user/char/a9d7706ef856aa17299a/ …

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【停電情報 2016年4月1日 17:23】
東京電力停電情報によりますと、東京都 の約900軒で停電が発生しているということ
です。

http://nerv.link/Vm9xWS

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【北朝鮮が日本海に弾道ミサイル発射 韓国通信社】
韓国の通信社、連合ニュースによりますと、北朝鮮が、日本海に向けて弾道ミサイル

を発射したということです。韓国国防省が詳しい情報の収集を急いでいます。

http://nerv.link/4rF7W3

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【東海道新幹線 運転再開 2016年4月1日 11:59】
三重県南東沖を震源とする地震の影響で、静岡〜岐阜羽島駅間の運転を見合わせてい

ましたが、11:55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。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【停電情報 2016年4月1日 11:32】
東京電力停電情報によりますと、静岡県 富士市の約500軒で停電が発生しているという
ことです。

http://nerv.link/a0hn0E

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【総武本線[千葉〜銚子] 運転再開 2016年4月1日 9:49】
八日市場駅付近で発生した踏切事故の影響で、横芝〜旭駅間の運転を見合わせていま

したが、09:40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 · 11時間11時間前 

http://jocee.jp/user/char/a9d7706ef856aa17299a/
http://nerv.link/Vm9xWS
http://nerv.link/4rF7W3
http://nerv.link/a0hn0E


【ＪＡＬ システムトラブルは復旧 ダイヤ乱れ続く】
日本航空によりますと、1日朝から続いていたシステムトラブルは、午前10時ごろ復旧
したということです。一方で、ダイヤの乱れは続いていて、一部の便に欠航が出てい

ます。

http://nerv.link/Da1UJ4

レスキューナウ危機管理情報センターがリツイート 
JAL 運航情報【公式】 @JAL_flight_info · 12時間12時間前 
【国内線/09:00】現在、重量管理システム不具合の影響で各空港を出発する運航便に
欠航・遅延が発生しております。お客さまにはご迷惑をおかけいたしますことをお詫

び申し上げます。この影響による最新の運航状況は発着案内にてご確認ください

。http://jal.co.jp/i/fid/

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【ＪＡＬ システムトラブルで欠航も】
日本航空によりますと1日午前8時ごろ、旅客機の重量や重心などを管理するシステム
がダウンし、その影響で、全国の空港の日本航空の国内線と国際線の便で欠航や遅れ

が出ているということです。

http://nerv.link/bHOjfV

…忙しいイチニチだねぇ…ｗｗｗ

エリック ・C @x__ok · 2時間2時間前 
東京新聞:北朝鮮が地対空ミサイル発射　日本海に１発、各国けん制:国際(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016040101001577.html …　毎日数十億ベクレルレ
ベルの放射能が海に漏出している事も麻痺してしまっている位だから、毎回のミサイ

ルに関してももう何とも感じない。

Nob @Nob_hsj · 11時間11時間前 
RT
巣鴨から山手線に乗ろうとしたら急病人の関係で電車が遅れて家に帰れず巣鴨で一

泊(;o;)4/1が休みなのは不幸中の幸い…
0:48 - 2016年4月1日

Nob @Nob_hsj · 11時間11時間前 

http://nerv.link/Da1UJ4
http://jal.co.jp/i/fid/
http://nerv.link/bHOjfV
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016040101001577.html


RT
18:30 恵比寿にて列停
18:45 田端内回りで急病人救護
20:40 品川にて列停
21:35 新宿にて列停
21:35 西日暮里にて列停
急病人救護、エアセクに発展

22:01 - 2016年3月31日

時雨沢恵一@ＧＧＯ４巻発売中！ @sigsawa · 34 分34 分前 
花見の散歩がてらに近所をぶらついて、危険箇所や避難場所を知っておくものアリで

すねー。

たかりん。7 @takarin_7 · 2時間2時間前 
現在、米国では議会でも

在韓米軍撤退が決議され…
米軍平沢は距離的に北朝鮮の

ソウル侵攻第一撃である

長距離重砲の射程外です

有事の時の避難、撤退の時間稼ぎ

と海空の撤退路を確保…
http://takarin7.seesaa.net/article/436046994.html … 

コピペ運動会 @copipe · 6時間6時間前 
校内放送「火事です、火事です。火災が発生しました。生徒の皆さんは避難を開始し

てください。（避難訓練）」

数学教師「ごめんみんな！この1問だけ説明させて！大丈夫助かるから！」
http://j.mp/S4V4o9

http://takarin7.seesaa.net/article/436046994.html
http://j.mp/S4V4o9


（４月２日）　エルさんの嫌がらせで、変な貧血。(∋_∈)　体験したことない気持ち
の悪さ…(ToT)…

http://85358.diarynote.jp/201604020859174038/

チェルノブイリの時はイタリアのパスタでさえ危険だからと政府

は輸入禁止にした 一方福一では福島産の野菜は安全という この
差は何なのだ？

2016年4月2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=rtZLe6T3Dh0
負けないで - ZARD 

neko-aii @neko_aii · 30 分30 分前 
［04月01日］のつぶやきをまとめました 1番RTされたつぶやきは「"kikko_no_blog原
発事故後静岡のお茶から基準値の数十倍の...」
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/947c7644613f8444cf33d0636f9d72d3 … #gbrt

cmk2wl @cmk2wl · 58分58分前 
2016年3月　フロリダのビーチにカツオノカンムリ（クラゲ）が大量漂着。
去年の 4月にはオレゴン、ワシントン、カリフォルニア州のビーチに数十億の漂着（
添付）

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

榎本千賀子 @chikakoenomoto · 57分57分前 
この話をした人に、住むのは奥会津ですと言ったら、そこらは福島でも一番線量が少

ないからよかったねと言っていた。除染に働きに行く地元の若者の健康も気になるけ

れど、お金が稼げるなら行くよね、そして山形にだって降ったもんねと言っていった

。

榎本千賀子 @chikakoenomoto · 1 時間1 時間前 
そういえば昨日は、福島に住む前に免許を取りにきたのだと言ったら、「除染？」と

聞かれた。山形から除染の仕事に行く人がとても多いのだそうだ。「このあたりで働

くより、2倍は稼げるからね。20歳くらいの若いのもたくさん行くよ。」とのこと。

北濱幹也 @kitahamamikiya · 2時間2時間前 
【消せない放射能 〜65年後の警鐘〜】
■高レベル放射性廃棄物を投棄した川の周辺では、手足の無い子供、膨れ上がった

頭部、巨大なコブ…悪夢が世代を超えて猛威を振るっている
ご覧下さい→http://www.at-douga.com/?p=9927 
https://pbs.twimg.com/media/Ce_OuwYVIAAA1CD.jpg

不正選挙監視団 @rigged_election · 3 時間3 時間前 
チェルノブイリの時はイタリアのパスタでさえ危険だからと政府は輸入禁止にした 一
方福一では福島産の野菜は安全という この差は何なのだ？気が狂いそうだ 俺は頭が狂

http://85358.diarynote.jp/201604020859174038/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604020859174038/
https://www.youtube.com/watch?v=rtZLe6T3Dh0
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/947c7644613f8444cf33d0636f9d72d3
https://pbs.twimg.com/media/Ce_eElSUAAALXVf.jpg
http://www.at-douga.com/?p=9927
https://pbs.twimg.com/media/Ce_OuwYVIAAA1CD.jpg
http://bit.ly/1diuaIN


ったのか　http://bit.ly/1diuaIN

plethysmogram @plethysmogram11 · 5時間5時間前 
福島で放射性廃棄物の焼却が始まり、同時に、伊達市で森林火災が発生し、放射能の

プリュームが発生している。関西にいても、うちの家の子供の体調が悪く、喘息っぽ

くなってきた。子供の体調と、大気中に放出される放射能のプリュームの程度が如実

に関連している。ごく微量でも人体は反応する。

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
東日本大震災後、

”心不全、ACS、脳卒中、心配停止、肺炎”のすべてが有意に増加
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f61823fa0d57607dd26b09b51359dfb2 …
◎沿岸部と内陸部では

沿岸部での肺炎の患者が有意に多い

◎2011年06月
宮城県でチェルノブイリ同様に肺炎患者、急増

前年中より患者数は5〜6倍

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
"tsuyopon0709 2014年5月12日
宮城在住の伯母も

白血病で３ヶ月でなくなりました。

その葬式で会った宮城在住の兄は

職場の人が白血病で

亡くなったといってました。"

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
"ran370125 2014年3月2日
宮城県南に住む

20歳になる友達の息子が
2年前白血病になったと聞かされた。
今は治療も全て終わり

5年再発しなければ完治らしいけど、
これは偶然なの？

やっぱり原発事故のせいなの？

私ならまず宮城から出て行く。

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
"itamitakashi 2013年11月7日
千葉県東葛地区

自宅の土が7300Bq/kg。
夏には九州に母子避難。

今年1月に4歳の次男が急性リンパ性白血病に
原因の一番は放射線。

小さい子供が一番なりやすい癌が白血病。

甲状腺癌よりも目立って増える可能性も。"

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f61823fa0d57607dd26b09b51359dfb2


"359186 2014年6月26日 
実家の親は

咳き込む、手足がつる、腰が痛い

少し動くと動悸がする、ものわすれが増えたetc.
甥っ子（１歳）は

血便出たり動こうとしない等

親も全身に湿疹出たり、しょっちゅう熱出したり

…被曝症状でしょ
言っても苦笑いするだけ "

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
2013年08月
ベラルーシ南東部は

1986年チェルノブイリ事故による
放射能汚染の影響がいまだ深刻な地域あり

それに伴う汚染食品の流通に

十分注意が必要

特に、きのこ、いちご、酪農製品は

放射性物質が蓄積されやすい（外務省）

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo.asp?
id=185&infocode=2013T107 …

neko-aii @neko_aii · 3月31日 
東京駅　年間被ばく量57mSvに等しい線量。
これは、チェルノブイリ避難レベルの10倍(ENENews 2012/2/25)
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/765f09f4d751f5a23d6082fbd6f3c794 …

https://www.youtube.com/watch?
v=CbptWZzHBvc&ebc=ANyPxKq8VS88f_srd5z57TnTVQT8vhoMSQNDnpyba2u39itFZhz7jQlkk3lkeAsE7hwapwGcjqRZQ7H-
OeqJw2ftiTWXeu2O9Q
元気を出して - 竹内まりや 

安心ＶＳ原発 @Lifefreeman · 22分22分前 
阿部 一理 の 放射能汚染から命を守る最強の知恵—玄米、天然味噌、天然塩で長崎の爆
心地でも生き残った70名 を Amazon でチェック！
http://www.amazon.co.jp/gp/product/487795211X?ie=UTF8&tag=freeman311-
22&linkCode=shr&camp=1207&creative=8411&creativeASIN=487795211X&ref_=sr_1_5&qid=1334462156&sr=8-
5 … @さんから

cmk2wlがリツイート 
ちくとう【#脱原発と保守。独立】 @BokusetuHaoi · 1 時間1 時間前 
（cmk2wlさん） 親は勇気を持って欲しい。「今日は風が来ているので休ませます」…
これが言えないと何にもならない。 原発を推進している文科省。親の権利を行使する
のは当然のこと。

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo.asp?id=185&infocode=2013T107
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/765f09f4d751f5a23d6082fbd6f3c794
https://www.youtube.com/watch?v=CbptWZzHBvc&ebc=ANyPxKq8VS88f_srd5z57TnTVQT8vhoMSQNDnpyba2u39itFZhz7jQlkk3lkeAsE7hwapwGcjqRZQ7H-OeqJw2ftiTWXeu2O9Q
http://www.amazon.co.jp/gp/product/487795211X?ie=UTF8&tag=freeman311-22&linkCode=shr&camp=1207&creative=8411&creativeASIN=487795211X&ref_=sr_1_5&qid=1334462156&sr=8-5


https://www.youtube.com/watch?v=OOX1Sbb3FqU&ebc=ANyPxKrFet_rKNw-
Xv6hLxQtyQxqj3gW8f6qKdFjQvw8JkuIBvfcbjREngqSjxb2xxCGbq_PIrsx8Dl5rR6eiYoc_FbC2IQc3Q
それが大事 

https://www.youtube.com/watch?v=NDl21agvoAg&ebc=ANyPxKpw49w3Ji-KFZ_FLN-
tBDE7Yff1WeU0uVY6bwDD9VxyknsinDj2UX2dQjiWRcnVLgIXhyYJkWTt-dHC9Wzfl3-ubwNlzA
愛は勝つ 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月2日10:26
　

空気も風も変。(-"-;)
アラスカ噴火のせいだと思う。

体調が「３１１前」の重ダルさに似てる…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月2日16:25
　

体調悪い。(∋_∈)
先週エルさんの嫌がらせで拷問椅子に座らされてＰＴＳＤ発症して胃痛と脾臓痙攣？起こして

から、じわじわと貧血が悪化してる？気がする…

変な貧血。(∋_∈)
体験したことない気持ちの悪さ…(ToT)…
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月2日22:19
０

５５

２２

３３…☆彡
 

https://www.youtube.com/watch?v=OOX1Sbb3FqU&ebc=ANyPxKrFet_rKNw-Xv6hLxQtyQxqj3gW8f6qKdFjQvw8JkuIBvfcbjREngqSjxb2xxCGbq_PIrsx8Dl5rR6eiYoc_FbC2IQc3Q
https://www.youtube.com/watch?v=NDl21agvoAg&ebc=ANyPxKpw49w3Ji-KFZ_FLN-tBDE7Yff1WeU0uVY6bwDD9VxyknsinDj2UX2dQjiWRcnVLgIXhyYJkWTt-dHC9Wzfl3-ubwNlzA
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（４月２日）　今日はちゃんと（？）アルパカ狼さんの顔が見れたし、少しだけどちゃ
んとかまって貰えたので…

http://85358.diarynote.jp/201604022232547388/

個人的不幸最大瞬間風速特異日…。
2016年4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=tlnyEGfNc7Y
神話 　＜BAKUHUh　SLAMP＞

おばんです。２２：０８。

疲労困憊、意識断絶しながらなんとか無事故で帰投。

（－－；）

札幌は走ってる自転車が横殴りの風で立ちゴケ？しかける狂乱風…
でしたが、

今は更にグレードアップして、

耐雪仕様の頑丈な建物ごと、ガコガタ揺れてる状態です…

…ｗ（＠◆＠；）ｗ…

気温はプラス４℃。北北東からの風。

たぶんアラスカの火山の関係でしょうか…？？

なぎさ��4/19 @lions35_14 · 2分2分前 
ねえ、ちょ、札幌の人ー？？（笑）

風強すぎん？？家ぶっ飛びそうwwwwwwwwww

…意外に「呟かれていない」話題のようで…。
（皆さんすでに家の中か…！）

前項コメント欄。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）2016年4月2日16:25

http://85358.diarynote.jp/201604022232547388/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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https://www.youtube.com/watch?v=tlnyEGfNc7Y


体調悪い。(∋_∈)
先週エルさんの嫌がらせで拷問椅子に座らされてＰＴＳＤ発症して胃痛と脾臓痙攣？

起こしてから、じわじわと貧血が悪化してる？気がする…

変な貧血。(∋_∈)
体験したことない気持ちの悪さ…(ToT)…

とにかく体調が悪いです…

頭痛。

全身倦怠感。

意識懸濁傾向。

意欲の低下。

感覚と感情の鈍麻。

右ふくらはぎのコムラ返り。

胃酸過多。

胃部鈍痛。

…なんか内臓壁が薄くなってスポンジ状にスカスカして、分離されてるべきそれぞれの体液（臓
器内液）が腹腔内で内出血も一緒くたに、混ざってんじゃないか…？
みたいな、不安感と不快感があります…

…（－－＃）…★

ヒヨリミ感染症かな〜…？？

そして全身の体表に不規則に走る、激痛、痒み、蟻走感…
（－－；）

えぇ。実は、２０１１．０３．１４．頃の、

関東にそっくりな体調と気象条件なんですけど。ねぇ…？？



そして思い出したくもない、４月２日は、めいにゃん様の命日なのでした…。
…o（ＴＴ；）o…
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https://www.youtube.com/watch?v=a5WJ1mYhmCw
爆風スランプ　旅人よ 〜The Longest Journey 

…でも実は、今日はちゃんと（？）アルパカ狼さんの顔が見れたし、少しだけどちゃんとかまっ
て貰えたので…

体調さいてぇで思考停止状態のわりには、

機嫌わ悪くないんですけどね…ｗ

　ｗ（＾□＾；）ｗ

　

     
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/?day=20160402
http://85358.diarynote.jp/?day=20150402
http://85358.diarynote.jp/?day=20140402
http://85358.diarynote.jp/?day=20130402
http://85358.diarynote.jp/?day=20120402
http://85358.diarynote.jp/?day=20110402
http://85358.diarynote.jp/?day=20100402
http://85358.diarynote.jp/?day=20090402
http://85358.diarynote.jp/?day=20080402
http://85358.diarynote.jp/?day=20070402
http://76519.diarynote.jp/?day=20060402
http://76519.diarynote.jp/?day=20050402
https://www.youtube.com/watch?v=a5WJ1mYhmCw


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月3日8:00
　

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 36分36分前 

#クライシスカレンダー 04/03【2012年 爆弾低気圧通過】
死者5人負傷者約500人 24時間で中心気圧が42hPa低下という極めて稀な発達、暴風により広範囲
で停電や交通機関の乱れ。気象庁から事前に外出を控えるよう注意喚起が出され、企業が早期帰

宅を促すなど混乱を避ける動きも。
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（４月２日）　「そんなこと言ってるやつが一番に死ぬんだよ！！」

http://85358.diarynote.jp/201604022322385454/

【北海道/風向き】福一からの気流が道内に入り込む見込み／乗務
員急病のため遅れたんだってよ。

2016年4月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

ごろんごろん！（核いらん） @BoulderGorogoro · 2 時間2 時間前 
【北海道/風向き】
2016/04/03（日）
西からの前線が北海道を東に通過する際、

前線に沿って福一からの気流が道内に入り込む見込みです。

各地で降水もありそう。

ご注意ください。

http://j.mp/1ZThMmf

https://www.youtube.com/watch?
v=foYP1CVBq3o&ebc=ANyPxKo4LgqQGYHn9a8egCTOI8oRInjO2mBdS5wBDfHmvwedFBJZsg_GjXedoWYjf0r081Ysp2xdu9oaAaONDPc3TX9gWb5WfA
癒しのハーモニーベル

…３日連続！絶賛Ｍ６発震中…！

地震マップ @eq_map · 36 分36 分前 
【M5.0】VANUATU 20.7km 2016/04/02 22:01:37JST, 2016/04/02 13:01:37UTC
(G)http://j.mp/1RT8yq4 (USGS)http://j.mp/1MJqelW

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M4.3】KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION 27.7km 2016/04/02
19:09:51 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1UKs6h9 (USGS)http://j.mp/1UKs8FY

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � Alaska, USA 
【M4.2】ALASKA PENINSULA 10.0km 2016/04/02 18:06:02JST, 2016/04/02
09:06:02UTC
(G)http://j.mp/1pTtUXC (USGS)http://j.mp/1SHRHDD

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � Alaska, USA 
【M4.5】ALASKA PENINSULA 6.9km 2016/04/02 15:00:48JST, 2016/04/02
06:00:48UTC
(G)http://j.mp/1TpXMXw (USGS)http://j.mp/1TpXMXy
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地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � Alaska, USA 
【M6.4】ALASKA PENINSULA 93.0km 2016/04/02 14:50:04JST, 2016/04/02
05:50:04UTC
(G)http://j.mp/1W068G3 (USGS)http://j.mp/21YeDkq

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M4.2】HOKKAIDO, JAPAN REGION 32.3km 2016/04/02 13:28:24JST, 2016/04/02
04:28:24UTC
(G)http://j.mp/1W00rIj (USGS)http://j.mp/1TpOniS

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M4.6】根室半島沖 深さ65.7km 2016/04/02 13:28:23
(G)http://j.mp/1VZYYl8 (アニメ)http://j.mp/1VZZ0tp

富山 圏域関連情報（情報提供 随時受付） @TOYAMA_info · 11時間11時間前 
【富山湾／蜃気楼情報】

2016年4月2日11時45分、黒部市生地方面、射水市富山新港方面、富山市岩瀬方面に風
景の伸びが観測されました。発生規模Dランク。気温：14.6℃、風向：北、風速2.6m/s
、天候：晴れ、視界：晴れ

—————

11時49分発信／魚津市しんきろう通信より

宇宙天気ニュース @swnews · 12時間12時間前 
[記事] 太陽風は低速の風になっています。太陽はとても静かです。 http://swnews.jp
#swnews

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
桜島

4月02日03時11分：爆発的噴火
「噴煙：火口上3400m・弾道を描いて飛散する大きな噴石：5合目。瀬戸空振計
：8.0Pa　噴煙量：多量。気象庁
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160402032807_506.html
…」photo ©国土交通省 
https://pbs.twimg.com/media/Ce_pz0_VAAAcHDz.jpg

ハゲタロウ @hagetarooo · 4月1日 � Nagoya-shi Nishi, Aichi 
アラスカの火山が噴火、空の便に一部影響(CNN)
アラスカ南西部のアリューシャン列島にあるパブロフ火山が噴火、アラスカ火山観測

所による２８日には噴煙が高度約１万１０００メートル、約６４０キロ北東のアラス

カ内陸部に迄到達。空の便に影響 

「アレ」の正式名称 @seishikimeisho · 4月1日 
Q.台風とタイフーンの違い
A.台風とは熱帯低気圧のうち、最大風速が３４ノット以上のものをいい、それに対して
最大風速が６４ノット以上のものをタイフーンとよぶ。 

しろくま @hontounokotoga_ · 3月30日 
何度見ても、この縦割れの割れ目噴火は、凄い！

　アリューシャン列島にあるパブロフ火山がこのほど噴火し、アラスカ火山観測所に

よると２８日には噴煙が高度約１万１０００メートル、約６４０キロ北東のアラスカ

内陸部にまで到達した

１１０００m 

うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 3月29日 
割れ目噴火なんだろうけど斜めに噴煙が上がってるのはなんか変だなあ。強風だから

かなあ？　http://www.cnn.co.jp/usa/35080268.html …
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…こんなに風が強い札幌の「情報が何も無い」のって…

…なんで…？？（＠＠；）？？

特務機関NERV @UN_NERV · 28分28分前 
【湘南新宿ライン 運転見合わせ 2016年4月2日 22:37】
22:01頃、宇都宮線内で発生した人身事故の影響で、大宮〜新宿駅間の運転を見合わせ
ています。なお、振替輸送を行っています。

特務機関NERV @UN_NERV · 45分45分前 
【ＪＲ宇都宮線 運転見合わせ】
JR宇都宮線は、東大宮駅で起きた人身事故の影響で、午後10時すぎから東京と宇都宮
の間で上下線とも運転を見合わせています。

http://nerv.link/gFk27I

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【新京成線 運転再開 2016年4月2日 20:41】
鎌ケ谷大仏〜二和向台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、20:35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。

Nob @Nob_hsj · 10時間10時間前 
RT
わたしは今台湾行きの飛行機内に急病人が出てしまい沖縄に着陸してます笑 
11:47 - 2016年4月2日 

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【停電解消 2016年4月2日 12:33】
東京電力エリアのすべての停電が解消しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【停電情報 2016年4月2日 10:47】
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/RQhFNw

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【停電解消 2016年4月2日 10:42】
東京電力エリアのすべての停電が解消しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【停電情報 2016年4月2日 9:38】
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/9j6zuS

Nob @Nob_hsj · 13時間13時間前 
RT
やっと飛行機乗れた。。。

14:55発のやつがまだ飛んでないwwwwww
今度こそ帰りますwwwww 
16:09
乗務員急病のため遅れたんだってよ

16:18 - 2016年4月1日

 

http://nerv.link/gFk27I
http://nerv.link/RQhFNw
http://nerv.link/9j6zuS


    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月3日0:01
　

ざい 妹 @zaitter_ · 4時間4時間前 

けいすけ「昨日の地震は、横揺れでしたか、縦揺れでしたか。」

地学選択一同「は？！そんなこと考えとられんわ！避難た！」

けいすけ「全く。地学選択というのに、絶好のチャンスだったじゃないか！」

地学選択一同「そんなこと言ってるやつが一番に死ぬんだよ！！」

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月3日0:03
　

kyoko @manmaru358 · 11 時間11 時間前 

この福島伊達市山火事の件、発生してからずっと続報を追ってたけど、まだ完全に鎮火してない

時点で既に避難住民を家に帰しててビックリした。でももともと放射能汚染の高い地域から避難

移住どころか今は帰還を促してるんだから、行政の考え方は一貫してるんだよね。呆れるし、コ

ワイ。

 

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


（４月３日）　「うちの長女」「サキ・ランの誕生日」ですわ…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201604030819312720/

本物の地震の専門家も原発やめたが良いと。東海地震の震源域の

真ん中に立つ中部電力浜岡原発に対して声を上げ始めた。20世紀
の終わり頃の話だ。

2016年4月3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=k9PwGbMgvLE
ハイランダー＠piano

おはようございます。

０４月０３日、

０７時３３分。

「うちの長女」（ほんとうは次女？）の

「サキ・ランの誕生日」ですわ…ｗ
http://76519.diarynote.jp/200702100033140000/
サキ・ラン　（地球名　蘭 咲子）

…いつ、書けるんでしょうか…？？

http://85358.diarynote.jp/201604030819312720/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604030819312720/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160403/85358_201604030819312720_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160403/85358_201604030819312720_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160403/85358_201604030819312720_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=k9PwGbMgvLE
http://76519.diarynote.jp/200702100033140000/


ｗ（－－；）ｗ

検索脱線☆

https://www.youtube.com/watch?v=JNn14s7iC4g
【難病】年をとらないハイランダー症候群という難病の真実と実態とは…！？

…ネタかと思ったら…☆（＠＠；）☆…

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

01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.041 0.039 0.040 6 
04:00 0.041 0.040 0.040 6 
05:00 0.046 0.040 0.043 6 
06:00

機嫌と体調はよろしくないです。

★（－－＃）★

札幌の気温プラス６℃もありますが、冷たい雨！

体感的にはすごく肌寒いです…バス通勤、決定…

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M5.0】VANUATU 20.7km 2016/04/02 22:01:37JST, 2016/04/02 13:01:37UTC
(G)http://j.mp/1RT8yq4 (USGS)http://j.mp/1MJqelW

とにかく体調が悪い★

全身バラバラになりそうな面妖な倦怠感と、

眼球突出…（＠＠；）||||…

甲状腺？バセドー関係…？？
…（〜〜；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=JNn14s7iC4g
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://j.mp/1RT8yq4
http://j.mp/1MJqelW


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
今日は、ほんとショックだった。

こいつ知ってるんだけど、まさか、あいつが重度の甲状腺異常になると思わなかった

。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/716255737081532417

https://www.youtube.com/watch?v=kiMvvbGSrs4
爆風スランプ　青春の役立たず 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 32分32分前 
#クライシスカレンダー 04/03【2001年 静岡県中部でM5.3】23:57頃発生 負傷者8人 家
屋損壊80棟 静岡市で震度5強を観測、静岡市では水道管破裂による断水も。気象庁か
ら東海地震との関連はないとの発表。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 56分56分前 
#クライシスカレンダー 04/02【2007年 ソロモン諸島でM8.1】07:39頃発生 死者52人
津波はニュージーランドで38cm、震源に近いソロモン諸島では21cmを観測も局地的に
は10m規模となり、家屋被害3000棟以上。

ruruさんへの返信 
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7 時間7 時間前 
そうなんですよね。この船。いろいろ、怪しいにもほどがある船。

おとといの三重県の大きな地震の震源地の、すぐ近くの海底の3000mとか掘ってるん
ですよね。プレートが沈み込んでる付近とか。ほんと余計な事をしてる船。

@8583ruru 
https://pbs.twimg.com/media/CfDESSQUMAIILhv.jpg

原田裕史 @harada_hirofumi · 7 時間7 時間前 
兵庫県南部地震の後になると、本物の地震の専門家も原発やめたが良い、と、声をか

け上げ始める。

石橋克彦先生や茂木清夫先生など。

ご両人とも東海地震と縁がある。東海地震の震源域の真ん中に立つ中部電力浜岡原発

に対して声を上げ始めた。

20世紀の終わり頃の話だ。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/716255737081532417
https://www.youtube.com/watch?v=kiMvvbGSrs4
https://pbs.twimg.com/media/CfDESSQUMAIILhv.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=QWTOZcfH8ZA
20世紀少年 - 主題歌「bob lennon 」

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月3日8:31
ヒデオ @hideobag · 2時間2時間前 

【今日の誕生日】

4月3日生まれの貴方の性格は
人を引き付けるスター性の持ち主です。

裏表の無い爽やかな人

健康で、暗さや、邪悪とは無縁の

生き方をしている人です。

＜活動的なので波乱に富んだ人生に＞

【今日生まれの有名人】

http://p.twipple.jp/MLGsM
 

https://www.youtube.com/watch?v=QWTOZcfH8ZA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（４月４日）　…今日はアルパカ狼さんと遇えるか？な…？

http://85358.diarynote.jp/201604040903406157/

「おい！誰か緊急停止ボタン押せよ！！はやく！！」

2016年4月4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=C3j_qOlwAd8
WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント歌詞入り【高音質】

おはようございます。

０７：５１です。

札幌はプラス６℃。曇天無風。

バイトは４連勤の３日目。

…今日はアルパカ狼さんと遇えるか？な…？

amaちゃんだ @tokaiama · 1 時間1 時間前 
ハスキー犬に育てられた猫

https://www.youtube.com/watch?v=8T984iD2iq0 …

カラパイア @karapaia · 2 時間2 時間前 
【RT400UP】 大量のトカゲと戯れたい？ならばリンゴを1つ持ってスペインのメノル
カ島にGO!そこは爬虫類天国だった。
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214884.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CfJTbVzVIAA3vku.jpg

…えぇ〜♪！（＠ｗ＠）！行きた〜い…♪♪

https://www.youtube.com/watch?
v=Mg7rtAWKdok&ebc=ANyPxKowvzI0dy2JxxCFOUQ9Hmw9U7Z8Go7kB09gjVeGPcy7M4rj1Wwgd90IP9oTTPHEvFzk-
L-XrxQ3xc65Ioqj7q3mysDZZg
奥田民生　『イージュー★ライダー』

♪ 現実のあしたは藪の中で〜 ♪ 

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

01:00 0.039 0.038 0.039 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 0.039 6 
06:00

…すが、とりあえず今日の天気と体調は良好…♪

o（＾＾）o

http://85358.diarynote.jp/201604040903406157/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604040903406157/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160404/85358_201604040903406157_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=C3j_qOlwAd8
https://www.youtube.com/watch?v=8T984iD2iq0
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214884.html
https://pbs.twimg.com/media/CfJTbVzVIAA3vku.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Mg7rtAWKdok&ebc=ANyPxKowvzI0dy2JxxCFOUQ9Hmw9U7Z8Go7kB09gjVeGPcy7M4rj1Wwgd90IP9oTTPHEvFzk-L-XrxQ3xc65Ioqj7q3mysDZZg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
湿度100パーセント連続の測候所、気象台が多数。

…なんか「北海道以外は」全日本的に放射能雨に浸されているもよう…？
…（－－＃）…★

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
偶然？地球深部探査船「ちきゅう」が和歌山沖地震の直前に震源付近を航海！採掘が

地震誘発との情報も・・・

http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/309.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
現在、過去最悪クラスのネット伝送障害が起きている

非常に大きな震源から出る電磁波ノイズが伝送回路に混入、データを悪化させるため

ベリファイが増えて通信が遅延する

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M4.8】VANUATU 35.0km 2016/04/04 01:53:14JST, 2016/04/03 16:53:14UTC
(G)http://j.mp/1RGW8Mw (USGS)http://j.mp/2395A2w

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M4.7】VANUATU 35.0km 2016/04/04 01:04:32JST, 2016/04/03 16:04:32UTC
(G)http://j.mp/1V2MrOc (USGS)http://j.mp/2390O5c

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M5.1】VANUATU 35.0km 2016/04/04 03:18:58JST, 2016/04/03 18:18:58UTC
(G)http://j.mp/1ZWMmeJ (USGS)http://j.mp/1RVETg1

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.7】OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 10.0km 2016/04/04 00:34:24
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/238T43i (USGS)http://j.mp/1RVBLAI

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � Vanuatu 
【M4.6】VANUATU 35.0km 2016/04/04 02:17:38JST, 2016/04/03 17:17:38UTC
(G)http://j.mp/1N4guNZ (USGS)http://j.mp/1PPFYyq

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.6】北海道南西沖 深さ23.8km 2016/04/04 00:08:12 http://j.mp/25EvrBM

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M4.9】VANUATU 35.8km 2016/04/03 23:48:06JST, 2016/04/03 14:48:06UTC
(G)http://j.mp/25Ev89X (USGS)http://j.mp/25Eva1H

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.8】VANUATU 9.0km 2016/04/03 21:46:15JST, 2016/04/03 12:46:15UTC
(G)http://j.mp/1os8PTf (USGS)http://j.mp/1os8Syo

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M4.5】OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 33.4km 2016/04/03 21:19:45
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1pWvGHy (USGS)http://j.mp/1pWvKa8

http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/309.html
http://j.mp/1RGW8Mw
http://j.mp/2395A2w
http://j.mp/1V2MrOc
http://j.mp/2390O5c
http://j.mp/1ZWMmeJ
http://j.mp/1RVETg1
http://j.mp/238T43i
http://j.mp/1RVBLAI
http://j.mp/1N4guNZ
http://j.mp/1PPFYyq
http://j.mp/25EvrBM
http://j.mp/25Ev89X
http://j.mp/25Eva1H
http://j.mp/1os8PTf
http://j.mp/1os8Syo
http://j.mp/1pWvGHy
http://j.mp/1pWvKa8


地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ60.1km 2016/04/03 20:16:56 http://j.mp/1qoFA5q

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M3.0】浦河南方沖 深さ59.4km 2016/04/03 19:45:39
(G)http://j.mp/1X8CP2s (アニメ)http://j.mp/1W2H5lD

amaちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
今回のバヌアツM7.2の前兆は、電磁波ブロッキング現象が強かったこと
FM波は弱肉強食の性質があって、強い電波が来ると弱い電波が消されてしまう
信号にノイズが乗るため、コンピュータは伝送にベリファイ照合を繰り返すからネッ

トの伝送速度が間欠的に非常に遅くなる

スマホ携帯でも同じ

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M7.2】VANUATU 10.0km 2016/04/03 17:23:49JST, 2016/04/03 08:23:49UTC
(G)http://j.mp/1RSBNGu (USGS)http://j.mp/1qoyTQT

https://www.youtube.com/watch?v=dV6FMHQw6tg&ebc=ANyPxKo3hzq-eFANFpB4qO6nT-
OveAjVuwFmkZ9tgK5v99FqXnlDwlRp4EqaQebGv0Qxo3-kU59DdZDv3NLeGiGpw6oUUZNdXg
奥田民生 『野ばら』 

https://twitter.com/swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 24 時間24 時間前 
[記事]

…を〜ぃ…

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 
【停電情報 2016年4月4日 7:07】
東京電力停電情報によりますと、栃木県 佐野市の約400軒で停電が発生しているという
ことです。

http://nerv.link/y9OQrs

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【停電情報 2016年4月4日 6:17】
東京電力停電情報によりますと、東京都 目黒区の約700軒で停電が発生しているという
ことです。

http://nerv.link/b2zAJE

Nob @Nob_hsj · 22 時間22 時間前 
RT
帰社中の電車でいきなり人が倒れたんだ、ビクともしないし頭からいったしマジで死

んだろくらいに思ってたらドカタみたいな人が「おい！誰か緊急停止ボタン押せよ！

！はやく！！」って叫んで女の人が押しに行って電車止まったのよ

20:54 - 2016年4月2日

http://j.mp/1qoFA5q
http://j.mp/1X8CP2s
http://j.mp/1W2H5lD
http://j.mp/1RSBNGu
http://j.mp/1qoyTQT
https://www.youtube.com/watch?v=dV6FMHQw6tg&ebc=ANyPxKo3hzq-eFANFpB4qO6nT-OveAjVuwFmkZ9tgK5v99FqXnlDwlRp4EqaQebGv0Qxo3-kU59DdZDv3NLeGiGpw6oUUZNdXg
https://twitter.com/swnews
http://nerv.link/y9OQrs
http://nerv.link/b2zAJE


https://www.youtube.com/watch?v=xE91j-
zDgLQ&ebc=ANyPxKqifWJ9r_EbPNRDo_nq5FCjvSGIbi5dEBjUanav9qKBetg2KL63E0BhNo8TGCoyCVEYBckNjIYHLlgk_YAfJM18TFFS2Q
フジファブリック - 陽炎
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https://www.youtube.com/watch?v=xE91j-zDgLQ&ebc=ANyPxKqifWJ9r_EbPNRDo_nq5FCjvSGIbi5dEBjUanav9qKBetg2KL63E0BhNo8TGCoyCVEYBckNjIYHLlgk_YAfJM18TFFS2Q
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http://85358.diarynote.jp/


（４月４日）　「希望を持つことで人生は維持されている。希望を失えば命を縮めてし
まいます。／もう40歳ちかいのに異世界にまでいって戦いたくねえ。

http://85358.diarynote.jp/201604040909108546/

ブスがしぶとく生き延びてババアになると趣味の良さを誇るよう

になる。そういうババアが言いがちなセリフが「ていねいに暮ら

したい」みたいなやつだ。

2016年4月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=SD044-YKZro
フジファブリック / 笑ってサヨナラ

恵理子さんへの返信 
なか @ichibanboshi18 · 2 分2 分前 
@eriwatersea45 
なんかこの前も腸の健康番組を見ましたけど臓器の中で一番長く老廃物が溜まりやす

いとこらしく、恐ろしい事にロキソニンを長く服用すると腸閉塞を引き起こす事が発

表されたよね

私なんて何年来の愛用者だからヒィィィだよ

恵理さんありがとね〜検索してみるよ

天仙 @tensenten · 7 分7 分前 
日本人は世界一遺伝子組み換え食品を食べている！遺伝子組み換え使用ワースト企業

は⇒http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=297415&g=132108 … 
https://pbs.twimg.com/media/Bwz7Ra5CAAA7dWK.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
誘導電流の基礎知識を

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/615317.html 
電界や磁界があると、近傍の金属に電気が流れる

電線に強い磁界、電磁波が加わるとサージ電流が流れ、元々の電流に異常を生じる

通信回路も同じで強い電磁波があると誘導サージ電流が発生する

電界があると磁界が成立する

天仙 @tensenten · 9時間9時間前 
★かぜ薬に注意！市販の風邪薬で副作用が生じ、その治療に薬を飲まされ副作用がひ

どくなる。⇒ http://ln.is/www.rui.jp/rWU8R …

junkoがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 12時間12時間前 
循環器系の病気だけで

10万人中１０万人
要するに100パーセント病になる。
他の病気にも１人で複数かかるので

あなたは、このまま東京に居れば

300パーセント病気になりますよ。
東京の汚染はウクライナ北部より酷い。

朱鷺（shuro）がリツイート 
自然農bot @shizen_no · 4月2日 
本当は、害虫と益虫の別はないんです。

https://www.youtube.com/watch?

http://85358.diarynote.jp/201604040909108546/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=SD044-YKZro
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=297415&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/Bwz7Ra5CAAA7dWK.jpg
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/615317.html
http://ln.is/www.rui.jp/rWU8R
https://www.youtube.com/watch?v=IPBXepn5jTA&ebc=ANyPxKrr4qnLE72sMmebG3cifh0T0ytHKiNRlMR_lfR7tJpYOlEIqWb8hAXak6TmltHzwsH8WkBUV1lVZRuomJYgHtltLsgUnA


v=IPBXepn5jTA&ebc=ANyPxKrr4qnLE72sMmebG3cifh0T0ytHKiNRlMR_lfR7tJpYOlEIqWb8hAXak6TmltHzwsH8WkBUV1lVZRuomJYgHtltLsgUnA
フジファブリック - 若者のすべて 

伴 州堂 28@ban · 12分12分前 
『世舞言・ユダヤ人9』ユダヤ人ユダヤ教ユダヤ史の本を何冊か読んで､ユダヤ人ユダ
ヤ教への蔑視差別迫害は､紀元前の戦争で国や郷土を失った事に因る､敗者と余所者移

住者移民から始まり､ローマ帝国がキリスト教国教化し､蔑視が【敗者・余所者・宗教

・民族・地域・仕事】に繋がり重なり合ったのか。

ダライ・ラマ14世bot @DalaiLama14jp · 2時間2時間前 
仮にあなたが無信仰であったとしても、また、筋金入りの無神論者であったとしても

、あなたの人生の目的を考えてみれば、あなたの人生が単純に金と大切な人だけのた

めにあるのではないことがわかるはずだ。

リョウ・アルジャーノン @ryoFC · 3時間3時間前 
「海外は日本に比べて素敵」というのは、ほとんどの場合「私を認めなかった日本社

会憎い。」の裏返しだから、鵜呑みにしちゃいかんｗ

被曝にかぎらず、わずかなリスクを気にする人が海外移住なんてコントしか思えない

ｗ

ダライ・ラマ14世bot @DalaiLama14jp · 4時間4時間前 
「縁起」とは仏教の用語で、何事にも相互の縁があり、関わり合って存在していると

いう教えです。地球の温暖化、家族との関係、個人の健康、さまざまなものにこの考

え方があてはまります。私たちはみんな、お互いにつながっているのです。

Yo Okada-Howells @yoookd · 4時間4時間前 
イギリスの春はラムが旬。英国移住してからラムの素晴らしさに目覚めた。田舎で子

羊の群れを見ても「うわー、おいしそう。。」と思うまでになってしまった。日本人

が水族館行くとお寿司を食べたくなる感覚。

Angama @Angama_Market · 8時間8時間前 
恐らく日本政府は、もっというと財務省は、オリンピックが終わった途端に東京の地

価が暴落すること、そこから国民の資産が出口を求めて海外に殺到し、中流以上の家

庭は次々に子どもたちを海外留学に送り、また世帯ごと海外に移住しようとする家庭

が急増することを完全に予測してるものと思われる。

heroin @_h_e_r_o_i_n_ · 10時間10時間前 
heroinさんが朧をリツイートしました
病状が進んで来ると、田舎に移住して古民家を買ってオーガニックでロハスなカフェ

を開いたり、ヨガに目覚めてハワイに移住して過去の自分の生き様を完全否定し始

める。

https://twitter.com/OB_RT/status/716628780379287552

Summer Snow @Summer_Snow_p · 10時間10時間前 
避難移住したところでいつまで持つかな、頑張ってはいるけれど最近は心臓も痛

いし…。目の下のクマの色が黒いし…。

ダライ・ラマ14世bot @DalaiLama14jp · 12時間12時間前 
私たちは「何かいいこと」を期待し、イメージして暮らしているのです。希望を持つ

ことで私たちの人生は維持されていると言ってもいいでしょう。希望を失えば命を縮

めてしまいますし、全く希望を失った人は自殺などを考えてしまいます。

青木潤太朗（フラッパー＆ノベルゼロ） @aokijuntarou · 14時間14時間前 
「さらには『もう40歳ちかいのに異世界にまでいって戦いたくねえ（身体使って働き
たくねえ）』というが、少し流行りの『異世界で地味な出世』『異世界で静かな商売

』系を支えていて・・・バブル崩壊時に途上国移住がブームになったのに似てる

かも・・・」

とたいへん楽しい話をですね・・・（キツい

https://twitter.com/OB_RT/status/716628780379287552


ニュース速報配信 @newstw_bot · 21 時間21 時間前 
生活コスト減のための移住はNG？「年間◯◯万円は必要」と専門家:
http://bit.ly/1ZUPAPK #news #followmeJP

https://www.youtube.com/watch?
v=pdbSLpBgQ2I&ebc=ANyPxKpXRMaCUMR2Hi83OQUxUOICj5HUsQJiu6vzPta_h0yJr-
tLDG2X_4vE5UUL87eNTWKDgYijwiORZG8vEzgltb_I0ouZ3A
奥田民生　『さすらい』 

よーこ58 @pokatte · 9 時間9 時間前 
息子の友達ママさん。

沖縄に避難移住3年したあとに足立区に戻り、2年たって再会したら一年前に腸閉塞が
悪化して大腸がんに。

余命宣告されたけど、まだ生きてるから大丈夫。って…頼むよ、沖縄に帰ってきてよ
。

https://www.youtube.com/watch?
v=gBkPaCnQ8_g&ebc=ANyPxKqifWJ9r_EbPNRDo_nq5FCjvSGIbi5dEBjUanav9qKBetg2KL63E0BhNo8TGCoyCVEYBckNjIYHLlgk_YAfJM18TFFS2Q
フジファブリック - 桜の季節 

amaちゃんだがリツイート 
ユキ・ラインハート @YukiRhinehart · 4月1日 
友人のfacebook投稿です：「恵比寿横丁、もつ鍋と鉄板焼きのお店。外国人のファ
ミリーが隣に座りメニューを手にとって、数秒見たあとメニューを投げて無言で帰

った。何かと思い、それを拾って読んでみたら、コレ。オリンピックはまだ遠い…」
https://pbs.twimg.com/media/Ce7ZRSmUYAAnHcZ.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=2uOVDvzMtsY&ebc=ANyPxKoLhIfLZeZJUtGNuVT_NJ5lagzWDdQi01adTezdEIC6Rycbkcvk3Q7i5QPB7bYmkxuQHETDQjTBIP5wbs_4mApweKwmcQ
フジファブリック - 銀河 

https://www.youtube.com/watch?v=-1PwXs-XHas&ebc=ANyPxKr-
ZzUf0KPLjRK_2VxKF_cJQNOo8eInnlIAC47GVvPhbWOdMa0tUC6VQS1Svhpi6zWTs8VLqTdiLMDRjZ_sgq75h8EKRg
フジファブリック - 虹

札幌《避難移住》らいふ、結果論で「最高♪」ですが、なにか…？

https://www.youtube.com/watch?v=D0P6kOqLboQ&ebc=ANyPxKpMz1t-
Vy4bbSuhq0X8RIlmRkaCVbmv5NRKK0iEZVQt_bP_DKPIWL8OpAacJ4RGdHgwcnOScapyouU7ZTOVw_vF-
nxv4A
フジファブリック - Sugar

http://bit.ly/1ZUPAPK
https://www.youtube.com/watch?v=pdbSLpBgQ2I&ebc=ANyPxKpXRMaCUMR2Hi83OQUxUOICj5HUsQJiu6vzPta_h0yJr-tLDG2X_4vE5UUL87eNTWKDgYijwiORZG8vEzgltb_I0ouZ3A
https://www.youtube.com/watch?v=gBkPaCnQ8_g&ebc=ANyPxKqifWJ9r_EbPNRDo_nq5FCjvSGIbi5dEBjUanav9qKBetg2KL63E0BhNo8TGCoyCVEYBckNjIYHLlgk_YAfJM18TFFS2Q
https://pbs.twimg.com/media/Ce7ZRSmUYAAnHcZ.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2uOVDvzMtsY&ebc=ANyPxKoLhIfLZeZJUtGNuVT_NJ5lagzWDdQi01adTezdEIC6Rycbkcvk3Q7i5QPB7bYmkxuQHETDQjTBIP5wbs_4mApweKwmcQ
https://www.youtube.com/watch?v=-1PwXs-XHas&ebc=ANyPxKr-ZzUf0KPLjRK_2VxKF_cJQNOo8eInnlIAC47GVvPhbWOdMa0tUC6VQS1Svhpi6zWTs8VLqTdiLMDRjZ_sgq75h8EKRg
https://www.youtube.com/watch?v=D0P6kOqLboQ&ebc=ANyPxKpMz1t-Vy4bbSuhq0X8RIlmRkaCVbmv5NRKK0iEZVQt_bP_DKPIWL8OpAacJ4RGdHgwcnOScapyouU7ZTOVw_vF-nxv4A


（４月４日）　エルさんを含めてだ。

http://85358.diarynote.jp/201604041522481193/

難民流入。(-"-;)
2016年4月4日 就職・転職 コメント (2)
　

他部署がぶっつぶれて十数人の失業難民が一挙に流入。(-"-;)

どう考えても人員余剰。(-"-;)

絶賛退職強要隔離監視席毎日。

(-_-#)

死ねやベルクカッツェ・

マクゴナガル…(ノ-o-)ノ　┫
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月4日21:22
　

胃に走る激痛で心臓が不整脈を起こすレベル。

関係者全員死ねばいい。

エルさんを含めてだ。

　　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月4日23:50
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amaちゃんだ @tokaiama · 13 時間13 時間前 

「敵はオウンゴールで滅びる」

これは社会の鉄則である

 
CIAに操られた安倍晋三らが、自分たちの独裁権力、極右妄想をどれほど実現しようとも、やるこ
となすこと、すべて完全に裏目に出て権力が自ら滅んでゆく

革命勢力が登場して、英雄的に勝利するわけでは決してない

 



（４月４日）　危篤状態に陥った人が経験する臨死体験／…アルパカ狼さんのほうが
いい…

http://85358.diarynote.jp/201604042247413274/

驚愕の真実が！！

2016年4月4日 りす＠齧歯類。 コメント (4)
　

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

前項参照。

胃部激痛。

食道痙攣。

視野狭窄。

意識懸濁。

呪詛怨嗟。

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT200UP】 標本がきっちり！すっきり！スミソニアン博物館の保管用引き出しの整
理整頓っぷりが凄かった。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214977.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CfMjtC-UAAEixG_.jpg

…死骸と怨霊だらけ…ｗ

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
カラパイア : 危篤状態に陥った人の40％が経験する。臨死体験に関する最新研究（アメ
リカ） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214970.html …

機嫌最悪

精神状態最低

ひたすら気が滅入る。

（＝＝＃）

死ね死ね全員死んじまえ…ッ

カラパイア @karapaia · 4時間4時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604042247413274/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=15
http://85358.diarynote.jp/201604042247413274/
https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214977.html
https://pbs.twimg.com/media/CfMjtC-UAAEixG_.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214970.html


【RT800UP】 ほらね、痛くないでしょ。怖がる子どもたちに最強の助っ人が現れた。
アメリカの小児歯科で働く歯科助手犬

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214875.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CfL8xSOVAAAixk2.jpg

…アルパカ狼さんのほうがいい…

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
【RT800UP】 感情に応じて体がうずく。14の感情と体の変化を可視化した人体マッ
プ（フィンランド研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214853.html … 
https://pbs.twimg.com/media/CfLCbjKUkAAKvmZ.jpg

…胃が痛い！（＞＜ｐ）！んだってば…ッ★

https://www.youtube.com/watch?v=1fLAmwMJCxI&ebc=ANyPxKpis7W-
RTBv9IsMEsUvudzYuasw4kei9BX9dFweU6VPX0FCWEfziWO4Wftd0sVy_Wz41FkUtS_NSOCZB2-
eNuSDLfF_nA
光の方へ／KOKIA FULL |Saiyuki Gaiden OVA ED FULL 

amaちゃんだ @tokaiama · 1 時間1 時間前 
ハスキー犬に育てられた猫

https://www.youtube.com/watch?v=8T984iD2iq0 …

…ぅ、ぅむ…（＾＾；）…☆彡

癒されてきたぞ…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=whXHbNDx9D4
【珍】ネズミになつかれまくる猫.flv 

ぅひゃひゃ…♪

https://www.youtube.com/watch?v=nStJ8NMy0SI
孫が可愛くてしょうがない猫 

なかよし〜…♪

https://www.youtube.com/watch?v=Wfcn6ingvR4&ebc=ANyPxKoef0QiqJobFPS7Qern-
yw3Z4oZeGHKDrj16Gc4inVx2V7Cv7cIQMXHlHLmPI8G16ySFWXbzNrbxpdIf5Jx6vkehwjhfA

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214875.html
https://pbs.twimg.com/media/CfL8xSOVAAAixk2.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214853.html
https://pbs.twimg.com/media/CfLCbjKUkAAKvmZ.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1fLAmwMJCxI&ebc=ANyPxKpis7W-RTBv9IsMEsUvudzYuasw4kei9BX9dFweU6VPX0FCWEfziWO4Wftd0sVy_Wz41FkUtS_NSOCZB2-eNuSDLfF_nA
https://www.youtube.com/watch?v=8T984iD2iq0
https://www.youtube.com/watch?v=whXHbNDx9D4
https://www.youtube.com/watch?v=nStJ8NMy0SI
https://www.youtube.com/watch?v=Wfcn6ingvR4&ebc=ANyPxKoef0QiqJobFPS7Qern-yw3Z4oZeGHKDrj16Gc4inVx2V7Cv7cIQMXHlHLmPI8G16ySFWXbzNrbxpdIf5Jx6vkehwjhfA


病気のばあちゃんが心配で心配で…とうとう看病しはじめちゃった猫 -Cat’s worried about her
grandma and nurses back to health 

ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

…ま、ちょっと、ココロがあまりにもな殺伐さに敗けて、枯れてたんだね…★

うん…。（＾＾；）★

https://www.youtube.com/watch?v=PIMZIoFVzVk&ebc=ANyPxKqVMr-
dfwUGjYBWhIY8H3RlqjOeFRfkJGCWl9obOkOO3SFgGOv121cxykm9fpvEhFdWpXuuTzM9adJ1wd8HOHMskSEM7w
夜な夜なパパのシャワーを覗きに来る猫の行動を6台のカメラで記録した結果、驚愕の真実が！！
　Cats escape 

ｗｗｗｗｗｗ

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月4日23:23
　

…ぉを…（－－＃）…★

オチがついた…★

neko-aii @neko_aii · 15分15分前 

2013-10-16
チェルノブイリでは

自殺者が増えたとの報告がある

ある作者が

自殺未遂で救急病院に入院

血液検査により

甲状腺機能障害があると

https://www.youtube.com/watch?v=PIMZIoFVzVk&ebc=ANyPxKqVMr-dfwUGjYBWhIY8H3RlqjOeFRfkJGCWl9obOkOO3SFgGOv121cxykm9fpvEhFdWpXuuTzM9adJ1wd8HOHMskSEM7w
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


以前からあった強い自殺願望は

甲状腺ホルモンが原因だった

そして持病である白斑病・手根管症候群も

原因は甲状腺であった

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月4日23:36
　

松岡宏行 @higetch · 3時間3時間前 

人のために働く人は、心の悩みから脱しやすく健康になれ長生きもできるという。

これは人のために働こうとする自分について教訓。人に世話になろうとする人が世話してくれる

人に恩着せがましく言うことではないよ、もちろん。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月4日23:39
　

高瀬　慶 @rikuoharuo · 7時間7時間前 

日本人に足りないのは「リラックス」である。リラックスしているように見える日本人は、実は

何も考えなかったり行動してなかったりで、死んだように生きているだけのコトである。一番

リラックスできる時は「楽しんでいるとき」である。ストレスから解放されて、心身ともに健康

でいられる状態である。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月4日23:45
　

Testosterone @badassceo · 4時間4時間前 

彼女に振られた時、仕事が上手くいかない時、何をやってもダメな時の最後の避難所がジムだ。

ダンベルは何処にも行かないし君が弱っていても常に重さは変わらん。常に信じられる物がある

ってのはデカい。信頼の置けるダンベルを無心で持ち上げ汗を流し自分を追い込んでる内に不安

もダメな気分も消える。
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（４月５日）　（ちなみにアルパカ狼さんは、犬種に喩えるならむしろこっちｗ）

http://85358.diarynote.jp/201604050844063431/

北海道補選応援で原子力防災を説明したようだ。「２０mSVを勝
手に決めた」ように今度は原発を補選に絡めている。

2016年4月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=GR0FDT0NV-M
最遊記 TAKE WINGS 

おはようございます。０７：３７。

４連勤の４日目。（－－；）

札幌はプラス４℃。晴天。

やや風が強くて寒めです。

夕方から雷雨？の予報…

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…
機嫌わ悪いですが、むだに気力だけはありますね…。

夜遊びプランと帰宅の交通手段は夜になってから天気と相談して考えるとして…

とりあえず（もういいかげん飽きてきた★）情報チェック…

ところで画面にナゼかこれが出てるんだが…
https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F%20toki&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
site:http://85358.diarynote.jp/ toki

http://85358.diarynote.jp/201410020847352640/
【　Ｍasato.ＴＯＫＩ　】の物語。
2014年10月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)

いつそんなの検索したっけ？

何でそんなの検索したっけ？

？（＠＠；）？

…記憶が無いのが問題なのか、
だれか勝手に私のＰＣをいじっているのか、

どっちだ…？？ｗ（－－；）ｗ…

…あ判ったｗ　昨夜これ貼りたかったのかｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月4日0:43
多摩動物公園［公式］� 認証済みアカウント � @TamaZooPark · 16時間16時間前 
ウォッチングセンター内に千羽朱鷺を飾りました。トキの健康と繁殖を祈願して、石

川県立津幡高等学校　朱鷺サポート隊の生徒さんと地域の方たちが折り紙で作ったも

のです。（教）

完全に★

忘れてた…ｗ（＾■＾；）ｗ…★

カラパイア @karapaia · 5 時間5 時間前 
【RT100UP】 透けて見えるぜ・・・食べてる魚も丸わかり。この透明生物の正体は？
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214947.html …
https://pbs.twimg.com/media/CfNyqSpUMAEwuCZ.jpg

…「ナカノヒト（魚さん）」が、苦しみながら融けてくところは、あんまり眺めたくないよおな
…ｗ（〜〜；）ｗ…★

https://www.youtube.com/watch?
v=YWlNv3uCqoM&ebc=ANyPxKosJEofyHzZujv2Bww_s1gfAk8HvUT942Pz78OgXOXtRjPiT5Z5rz5bhhHpBH3vUu0SlhnH4DYm_SwyM3jNdaq2-
6mhzQ
桜の樹の下　KOKIA 「最遊記外伝」OP Full | Saiyuki Gaiden OVA Opening Full 

カラパイア @karapaia · 7時間7時間前 
カラパイア : ハスキーはいったいなぜ、こんな顔をしているのでしょうか？
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214740.html …
https://pbs.twimg.com/media/CfNXKwqUMAAd5F1.jpg

…どぉもちょっとね。（－－；）
ココロがカスカスに飢え疲れているんですよね…★

（ちなみにアルパカ狼さんは、犬種に喩えるならむしろこっちｗ）

http://www.bing.com/images/search?
q=%e3%83%ac%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc+%e7%94%bb%e5%83%8f&qpvt=%e3%83%ac%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc+%e7%94%bb%e5%83%8f&qpvt=%e3%83%ac%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc+%e7%94%bb%e5%83%8f&FORM=IGRE
http://www.bing.com/images/search?
q=%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%AB%20%E7%94%BB%E5%83%8F&qs=n&form=QBIRMH&pq=%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%AB%20%E7%94%BB%E5%83%8F&sc=2-
9&sp=-1&sk=
http://www.bing.com/images/search?
q=%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%20%E7%94%BB%E5%83%8F&qs=n&form=QBIRMH&pq=%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%20%E7%94%BB%E5%83%8F&sc=0-
14&sp=-1&sk=

盲導犬には向かないタイプの、ちょっとおばかで人懐こいほうのタイプね…ｗ

https://www.youtube.com/watch?
v=1fLAmwMJCxI&ebc=ANyPxKpO4RD7ibvQEPRYfyJkKgNLcf_4ulJdvyqJK0l7wNjzYQ0ffEy-
GSMigLSpxE6UVC-paJvbiCc-jTfvQMKfBKxHfu6OiQ
光の方へ／KOKIA FULL |Saiyuki Gaiden OVA ED FULL 

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

01:00 0.040 0.038 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

…まぁ機嫌は「よくない★」わけだよな…★
…（－－＃）…

tomy dona @sibakendona · 3時間3時間前 
北海道知事と会談 毎日新聞：丸川は北海道補選応援で原子力防災を説明したようだ。
「２０mSVを勝手に決めた」ように今度は原発を補選に絡めている。事故時の自治体
の体制も整備されてない安全神話はもうとっくに破綻している。しかしそれさえ分か

らない環境相は頓珍漢な発言くらいしかできない。

早雲 @souun_udoku · 4月3日 
丸川環境相が泊原発を視察し、周辺4町村首長と会談。
１mSv「反放射能派」発言の次は、原発再稼働に向けて？まるで経産省の回し者のよ
うな行動を取っている。：金子勝氏http://sun.ap.teacup.com/souun/19756.html …

…バイトのイジメ問題と安アパートの日照問題を除けば、札幌ライフはたいへん快適なんですが
…（－－＃）…★

いつまで、安住できるのか？

…は、保証の限りではない…★★

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 
【M3.0】国後島近海 深さ134.3km 2016/04/05 05:31:52
(G)http://j.mp/1RAwH2C (アニメ)http://j.mp/1V574JU

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.7】国後島近海 深さ95.6km 2016/04/05 00:42:14 http://j.mp/1qkeuwo

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.0】SOLOMON ISLANDS 48.6km 2016/04/04 22:35:28JST, 2016/04/04
13:35:28UTC
(G)http://j.mp/1RIynDZ (USGS)http://j.mp/1qpT80y

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.2】VANUATU 35.0km 2016/04/04 22:23:12JST, 2016/04/04 13:23:12UTC
(G)http://j.mp/1RIw3gj (USGS)http://j.mp/1MNK7Iw

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ46.5km 2016/04/04 12:43:48 http://j.mp/2345eOh

宇宙天気ニュース @swnews · 20時間20時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604050844063431/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160405/85358_201604050844063431_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=GR0FDT0NV-M
https://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F toki&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201410020847352640/
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214947.html
https://pbs.twimg.com/media/CfNyqSpUMAEwuCZ.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YWlNv3uCqoM&ebc=ANyPxKosJEofyHzZujv2Bww_s1gfAk8HvUT942Pz78OgXOXtRjPiT5Z5rz5bhhHpBH3vUu0SlhnH4DYm_SwyM3jNdaq2-6mhzQ
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214740.html
https://pbs.twimg.com/media/CfNXKwqUMAAd5F1.jpg
http://www.bing.com/images/search?q=%e3%83%ac%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc+%e7%94%bb%e5%83%8f&qpvt=%e3%83%ac%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc+%e7%94%bb%e5%83%8f&qpvt=%e3%83%ac%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc+%e7%94%bb%e5%83%8f&FORM=IGRE
http://www.bing.com/images/search?q=%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%AB %E7%94%BB%E5%83%8F&qs=n&form=QBIRMH&pq=%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%AB %E7%94%BB%E5%83%8F&sc=2-9&sp=-1&sk=
http://www.bing.com/images/search?q=%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC %E7%94%BB%E5%83%8F&qs=n&form=QBIRMH&pq=%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC %E7%94%BB%E5%83%8F&sc=0-14&sp=-1&sk=
https://www.youtube.com/watch?v=1fLAmwMJCxI&ebc=ANyPxKpO4RD7ibvQEPRYfyJkKgNLcf_4ulJdvyqJK0l7wNjzYQ0ffEy-GSMigLSpxE6UVC-paJvbiCc-jTfvQMKfBKxHfu6OiQ
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/19756.html
http://j.mp/1RAwH2C
http://j.mp/1V574JU
http://j.mp/1qkeuwo
http://j.mp/1RIynDZ
http://j.mp/1qpT80y
http://j.mp/1RIw3gj
http://j.mp/1MNK7Iw
http://j.mp/2345eOh


[記事] 太陽風の速度は通常に戻りましたが、磁気圏の活動は続いています。
http://swnews.jp #swnews

とにかく細かい地震が多い…

「地球がグネグネ蠢いている」感じ…（〜〜＃）…★

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
こういう首都圏の地震は気象庁は公開した方が良いと思う。こういうのを知ってれば

、地震の備えはできるから。東京は深発地震。大阪の地震は逆断層地震で、最近よく

ある場所が震源。

13時21分：震源地・東京都
17時36分：震源地・大阪付近
https://pbs.twimg.com/media/CfNLssyUEAEN4Tf.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M&ebc=ANyPxKquoL-GYOp2k-
S0Lvw9SYHoGyPk-
gZQeeq_Sj7YTOilGrbfrQEDk_Esc2IuckHjUhrGKrJ1kBwi3bzYORHnvy7QWNN2Fg
桜の樹の下【最遊記外伝】

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【停電情報 2016年4月5日 3:28】
東京電力停電情報によりますと、栃木県 小山市、下野市、栃木市、野木町の約1,400軒
で停電が発生しているということです。

http://nerv.link/qoLdV4

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【両毛線 運転再開 2016年4月4日 18:10】
思川〜小山駅間で発生した人身事故の影響で、栃木〜小山駅間の運転を見合わせてい

ましたが、18:00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 · 22時間22時間前 
【停電情報 2016年4月4日 9:53】
栃木県、群馬県で停電が発生しています。

停電軒数：約700軒
http://nerv.link/VrmpMJ

 

http://swnews.jp/
https://pbs.twimg.com/media/CfNLssyUEAEN4Tf.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M&ebc=ANyPxKquoL-GYOp2k-S0Lvw9SYHoGyPk-gZQeeq_Sj7YTOilGrbfrQEDk_Esc2IuckHjUhrGKrJ1kBwi3bzYORHnvy7QWNN2Fg
http://nerv.link/qoLdV4
http://nerv.link/VrmpMJ


（４月５日）　記憶障害を引き起こす／まぁとりあえず、「アルパカ成分」大量投与で
、発症は抑えられました…☆彡

http://85358.diarynote.jp/201604052259252899/

辛すぎて記憶が消えてしまったりする「PTSD（心的外傷後スト
レス障害）」／辛い感情を持たない代わりに感情が鈍くなる／人

としての尊厳が損なわれるような体験が原因で起こります。

2016年4月5日 就職・転職 コメント (15)

　

おばんです。２２：２９。

札幌はプラス９℃。無風。

（＾＾；）

嵐だか雪だかの予報だったから、夜遊び諦めてドングリのパンだけ買って真っ直ぐ帰ってきたん

ですケド…☆

予報ははずれたらしく、ざっと降った雨のあとは、晴れて静かです…

ま、ｗ（－－；）ｗ…いいけどね…

https://www.youtube.com/watch?

http://85358.diarynote.jp/201604052259252899/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201604052259252899/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160405/85358_201604052259252899_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160405/85358_201604052259252899_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160405/85358_201604052259252899_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=U4PVKctv6iM&ebc=ANyPxKoHd8fBw8viciFhf6_sKHr_HNypJtPz-NNvMBzEKRcAV0El81fXZBLxWZ7j8zab7rl495YVRq11TP2dVHcqK2n6yd0Qwg


v=U4PVKctv6iM&ebc=ANyPxKoHd8fBw8viciFhf6_sKHr_HNypJtPz-
NNvMBzEKRcAV0El81fXZBLxWZ7j8zab7rl495YVRq11TP2dVHcqK2n6yd0Qwg
ガンダムW　OP2　HD 

退職強要のハナシは夜に書くとろくなことにならなそうなので、

「嫌すぎて記憶焼失」現象が「起きなかったら」、明日書きます…

http://うつ病をチェック.net/memoryimpairment/

重症の方になると、長期のストレス下に置かれたために脳内化学物質が分泌され、そ

れが原因で記憶を司る海馬が萎縮してしまい、記憶障害を引き起こす例です。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7714405.html

記憶障害はひどいことをされたときに起きることがあります

PTSDという病をご存知でしょうか？交通事故や身近な方の自殺、虐待(暴言、暴力、
性的虐待を含む)等の後に、あまりに辛く苦しい事から、記憶を消してしまおう…。記
憶をあいまいにする事で、自分の精神を保とうと脳が記憶障害を起こす病気です。

お姉様は、その彼氏との間に起こった出来事が相当に苦しく、耐えられない出来事だ

ったのかと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=vg2MEgYt5FQ
【Endless】新機動戦記ガンダムW 主題歌メドレー【Waltz】

http://allabout.co.jp/gm/gc/302093/

辛すぎて記憶が消えてしまったりする「PTSD（心的外傷後ストレス障害）」
人としての尊厳が損なわれるような体験が原因で起こります。

尊厳が踏みにじられ、強い恐怖や無力感を感じてしまい、PTSDを発症する可能性が極
めて高くなります。

…そしてなにしろ「覚えていられない」ので、それこそブログにでも記録しておかないと、あと
で被害を「訴える」とかが不可能になるのであった…★

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7714405.html
https://www.youtube.com/watch?v=vg2MEgYt5FQ
http://allabout.co.jp/gm/gc/302093/


（裁判所も労基署も、「何月何日何時何分、具体的に何て言われたの！」って、怒鳴りつけてく

るからね…★（－－＃）…★）

PTSDの大きな特徴は、過去のトラウマ体験が現在も続いているかのように、心理的に
不安定になってしまうこと。フラッシュバックや悪夢などのでトラウマ体験時の恐怖

や無力感、絶望感が蘇ったり、その体験を想起させるような物や状況に遭遇するだけ

で不安反応が起こるなど、精神的にも過敏になってしまいます。上記の例では、背後

に足音が近づいてきただけで、暴行時の記憶が蘇ってパニックになってしまうといっ

たことが起きてしまうのです。

だから「あの席」には、絶対に座りたくないんだよ…ッ！！

■ 感情の麻痺・記憶喪失・回避行動
強いショックから心を守ろうとする機能が働き、記憶喪失や回避行動を起こすように

なる。

•トラウマ体験を想起させるような場所やモノを強く避ける
•トラウマ体験時の完全な記憶を失う
•意欲が全般的に低下し、孤立感を強める
•辛い感情を持たない代わりに感情が鈍くなる
•将来の展望が見えないと感じる

•過剰な警戒感を持つ
•背後の物音、照明の点灯などの外部刺激に過剰反応する

https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE
Beyond The Time 

まぁとりあえず、「アルパカ成分」大量投与で、発症は抑えられました…☆彡

…ｗ（ーー；）ｗ…

カラパイア @karapaia · 8 分8 分前 

https://www.youtube.com/watch?v=xE6SAE1tCEE


【RT400UP】 どんな状況下でも快適なスポットをピンポイントで見つけ出す猫のもつ
この能力をなんと名付けよう？ http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214949.html …

朱鷺（shuro） 1009@alice · 11時間11時間前 
統合失調症を作りやすいダブルバインド http://nakaosodansitu.blog21.fc2.com/blog-
entry-1475.html …
「ダブルバインドとは、人類学者ベイトソンが統合失調症が多発する家庭を数多く調

査している中で見出したコミュニケーションパターンです。」

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月5日23:04
　

あれ？消えた…？？||||（＠＠；）||||…（＠＠；）？？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月5日23:12
　

消えてましたね。みごとなくらい消えてましたね…

バックアップから拾ってきて再投与〜…★

ｗ（－－；）ｗ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月5日23:57
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 4月3日 

毒親とマスコミとプロ運動屋(右翼左翼人権)は似ている

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214949.html
http://nakaosodansitu.blog21.fc2.com/blog-entry-1475.html
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ヤツラの不健全さはなかなか見抜けないもの

なぜか？ヤツラは正義の仮面をかぶる

あなたに責任があるかのように言ってくる

やつらが福一のメルトダウンを知らなかったとでも思いますのん？ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月6日0:06
neko-aii @neko_aii · 4月4日 

2013-10-16
チェルノブイリでは

自殺者が増えたとの報告がある

ある作者が

自殺未遂で救急病院に入院

血液検査により

甲状腺機能障害があると

以前からあった強い自殺願望は

甲状腺ホルモンが原因だった

そして持病である白斑病・手根管症候群も

原因は甲状腺であった

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月6日0:21

朱鷺（shuro）がリツイート 

マンガで分かる心療内科 ♥心から感謝です！ @sinrinet · 4月4日 

ＤＶ男から女性が別れられない理由は「ダブル・バインド」 http

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


://yakb.net/man/67.html
https
://pbs.twimg.com/media/CCOciWpUkAAje8v.jpg

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月6日0:26
マルキン @ma_ru_kin · 57分57分前 

みんなの言う「収入が少なくてもやりがいのある仕事がしたい」は文頭に「（健康的な生活が保

証された上で）」っていうあまりに基本的だから遠慮して省略しているのをなぜか「あっ、じゃ

あ生活の方はボロボロになってもいいんだ」って解釈しちゃう企業が実際にたくさんあるから怖

いね。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月6日0:32
昭和 @showa_sadako · 2時間2時間前 

ボンビーガール見てて思ったんだけど、これタイがすごいんじゃなくて日本が遅れてるだけ

では？？？物価の違い以上に「休まず働いても手取り１５万」「働き詰めで人と交流ができない

」「移住したら生活に余裕ができて友達が出来たり趣味に時間を投じられるようになった！」

って それ 日本が…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月6日0:33
ヒビノケイコ @hibinokeiko · 6時間6時間前 

もともと頑張り屋さんで、何かに打ち込みすぎて疲れちゃった人は「頑張ること自体が悪いの

かな」と思ってしまいがち。私もそうだった。移住、子育て、起業。楽しい一方で疲れてたんだ

と思う。だけど、頑張ること自体が悪いのではなく、適切なやり方で頑張ればいいことに気がつ

いた。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2016年4月6日10:46
朱鷺（shuro） 1009@alice · 21時間21時間前 

統合失調症を作りやすいダブルバインド http
://nakaosodansitu.blog21.fc2.com/blog-entry-1475.html …
「ダブルバインドとは、人類学者ベイトソンが統合失調症が多発する家庭を数多く調査している

中で見出したコミュニケーションパターンです。」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月6日10:49
労働者 @Black_Post_Bot · 1 時間1 時間前 

ブラック企業の何が問題かって、薄給激務であること自体よりも、家族や社会が何千万という資

金を投入し22年かそれ以上かけて育てた健康で優秀な若者が、ほんの数年・数百万で場合によっ
ては再起不能になるまで使い潰すことにより社会全体に与える負の要素が一番の問題。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月6日10:51
…ぉお…（＠＠；）…☆

オチがついた…ｗｗｗ☆彡 

咲良 @sakuranotabi · 2時間2時間前 

幸福のこんな定義を聞いたことがあります。「幸福とは、健康と物忘れの早さである」ですって

！わたしが思いつきたかったくらいだわ。だって、それは真実だもの(オードリー・ヘップバーン)
この定義によれば、私は超幸福な婆のようです(*^^*) 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月6日11:00
心理学イズム３ @sinrizm03 · 8時間8時間前 

http://85358.diarynote.jp/
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⑰心理的に健康な人は、悩んでいるあなたを見て、ありのままのあなたは価値があるのにと思っ

ている。逆に神経症者はありのままのあなたには価値がないと言った。そしたあなたは神経症者

の言葉を信じた。その結果、自己蔑視し劣等感を持った。そして生き方を間違えて、人生を辛い

ものにしている。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月7日23:31
心理学イズム１ @sinrizm · 7時間7時間前 

心理的に健康、不健康に関係なく、人は誰でも好かれたい。だからわざわざ嫌われることを言わ

ない。なのにいつも傷つく人は自己評価が低い。相手はこちらの地雷を知らずに踏んだだけ。

もし、わざわざこちらを傷つけるために、悪意の言葉を言った人がいるならば、その人はこちら

以上に劣等感がある。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月8日9:19
amaちゃんだ @tokaiama · 39 分39 分前 
現在、私に悪意性の強い下劣な嫌がらせをしているメンバーが十数名いますが、もちろん彼らに

も因果応報＝カルマの法則が激しく作用するので、私は全然心配していません

被曝を直視する言論に嫌がらせする彼らは、当然、被曝の恐ろしい結果が待ちかまえています

それは絶対に逃れることができない

amaちゃんだ @tokaiama · 43分43分前 
「カルマの法則」というのは因果応報という我々の宇宙を貫徹支配する大原理のこと

自分のやったことは１００％完全に自分に結果が還ってくるということ

近年はカルマの償還がとても早くなっていると言われるが、安倍政権になかなか応報されない理

由は、我々が彼らと同じカルマに生きているせいです

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月8日14:15
　

朱鷺（shuro） 1009@alice · 58分58分前 
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


「⑦トラウマやコンプレックスを直視する

こんなことをいうから人でなし医者と呼ばれるのでしょうが、トラウマや傷つき体験やコンプレ

ックスを感じるのは、生きる上で必要不可欠です。良識派とかいわれる医者や多くの心理士も、

これらはいけないこと、排除すべきものという人が多いです。」

 



（４月５日）　『ずっと見てる夢は　私がもう一人いて　やりたいこと　好きなように
　自由にできる夢』。

http://85358.diarynote.jp/201604060053038539/

「皆さん、どんどん心筋梗塞になって下さい」／「原発に行った

ものは、誰も帰ってこん!!」／心臓には放射能が体内平均の10倍
濃縮／子供が全員白血病／とんでも無く増えているね。

2016年4月5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 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 3月31日 
「皆さん、どんどん心筋梗塞になって下さい」演説会で市長（読売新聞）

「１回手術をやったら、病院に２５０万円入る」

http://matome.naver.jp/odai/2135281306483612301 …　維新の会はこれが目的で震災
瓦礫を燃やしてたのか。セシウムは心筋に蓄積

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
日清食品グループ・明星食品の工場が排出する謎の粉末で近隣民家が“公害”被害 「車
や住宅の塗装が剥げる！」

塗装の剥げが車体全体に見られ、直径２ミリほどの穴が空いてしまった箇所が、十数

か所もあった。

http://www.mynewsjapan.com/reports/2238 
なんなの。

junkoがリツイート 
里見宏 @satomihiroshi · 3月31日 
広島のスーパーで売られていた放射線照射じゃがいもです。

放射線の被曝で芽が出ないから便利と思うか、変だと思うか。発ガン物質（シクロブ

タノン）が出来るのに、加工されると表示も無しです。

https://pbs.twimg.com/media/Ce6hFm6UIAEVdz7.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=m91L6wJZxjQ&index=4&list=PLROcTt7MR9NzLaf0iTrG5ic8_dLDmImvh
０１：オープニング・テーマ〜三日月の寝台（ショート・ヴァージョン） 

http://85358.diarynote.jp/201604060053038539/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604060053038539/
http://matome.naver.jp/odai/2135281306483612301
http://www.mynewsjapan.com/reports/2238
https://pbs.twimg.com/media/Ce6hFm6UIAEVdz7.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=m91L6wJZxjQ&index=4&list=PLROcTt7MR9NzLaf0iTrG5ic8_dLDmImvh


neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
"remember919 2016年4月
福島の子供の「嚢胞率」が毎年確実に増えてる。

二巡目、これまで何もなかった子や

小さな嚢胞を持ってた子23人（99%確率）が癌に。
甲状腺癌はごく初期の被曝が原因

もう止められない…"

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
2012-07-24
3月19日に福島脱出
今年の６月歯茎がゴルフボール大まで腫れた

歯科医が口揃えて

「普通は、こんなはずは無い

（まだ免疫力が有る年齢だし腫れる要素が無い）

免疫力の低下により少しの菌混入で腫れたのでしょう」

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f951270ebe74dcbdb0635f903bd8b3fb …

Ｄe-GaulledeRainbow @sipersonabuena · 1時間1時間前 
親戚が肺炎になり、面会謝絶の状態だと聞いた。子供ではなく、大人。肺炎をさらに

こじらせたそう。

そんなこと、あるのでしょうか？

単身赴任だから、夕食をコンビニ弁当などで済ませていたのかも？

福島産でベクれて免疫力が落ちたのかしら？　心配。。。

皆、放射能気にしていないからね。

天仙 @tensenten · 2 時間2 時間前 
【危険】ファミレスのお代わり自由コーヒーは食品添加物の液体だった。 
http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2014/08/2112.html?g=132108 …

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
"tezukakaz
2011年晩夏　千葉北東部在住
我が社の専務の娘さんが

急性リンパ性白血病

2014年夏　江戸川区住んでた
息子が急性骨髄性白血病

クリエイター系の我が社内で家族持ち

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f951270ebe74dcbdb0635f903bd8b3fb
http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2014/08/2112.html?g=132108


うちと専務の家しかなく

会社の子供が

全員白血病になった事になる

恐ろしい確率"

neko-aii @neko_aii · 3時間3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
急性白血病から見た原発事故後の日本を見てみる。

(阿修羅2016年3月02日)
事故前後に完全に白血病がとんでも無く増えているね。

この国は情報あっても、積極開示はしないんだ。 

天仙 @tensenten · 4時間4時間前 
無添加煙草のすすめ・・・タバコに含まれる危険な化学物質

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299128&g=132108 ……

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 4 時間4 時間前 
cmk2wlチェルノブイリからの距離【キロメートル】　
キエフ（ウクライナ）109。 
ゴメリ（ベラルーシ）170 。
ミンスク（ベラルーシ）328。 
ブレスト（ベラルーシ）500。　
４年後に白血病が増加して１００万人が避難したのはベラルーシ共和国。福一から東

京都心は 225

un志水　満 @tennsi21 · 5時間5時間前 
関東圏で、突然死が急増 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=311346&g=131208 … …：心臓には放射能が体内平均の10倍濃縮。
ほんの数ベクレルでも毎日食べると危険ですぞ！ 

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 7時間7時間前 
福島原発事故について健康へのリスクを検証したWHO報告書。「福島県でガン多発」
と記されているが、日本で起きた事故なのに日本語版がないために日本人の認知度は

低い。日本語は国連公用語には含まれていないとはいえ、不適切な対応だろう。

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【カキからまひ性貝毒 石巻湾西部産】
宮城県は４日、石巻湾西部（石巻市と東松島市の境－東松島市萱野崎）産のカキから

国の規制値を上回るまひ性貝毒が検出されたと発表した。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299128&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=311346&g=131208


関係漁協に出荷の自主規制を要請した。

http://nerv.link/CLrahp

amaちゃんだ @tokaiama · 14時間14時間前 
ウクライナの人口、約5200万人は、チェルノブイリ事故から五年後に減り始め、7年後
に死亡ピークがやってきて、以来、現在まで減り続けている

2014年には4500万人に減った
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=127081 …
ウクライナの放射能汚染レベルは、東日本より、はるかに低い

amaちゃんだ @tokaiama · 14時間14時間前 
日本と同レベルか、それ以下の放射能汚染地帯（静岡県程度）である北ウクライナ

では、5年後に、ほぼ全員が心筋梗塞を中核とする循環器系障害に罹患しました
ウクライナの人口は700万人激減しました

amaちゃんだ @tokaiama · 14時間14時間前 
心筋梗塞は、ある日、突然やって来ます

前兆は左手小指が痛んだり、左鎖骨の痛み、虫歯もないのに奥歯や下顎が痛んだりし

ますが、大半の人に前兆はありません

五年以上心臓筋肉に累積したセシウムが、ある日突然牙を剥くのです

http://www.windfarm.co.jp/blog/blog_kaze/post-17408 …

junko @junko_in_sappro · 15時間15時間前 
日本、過労死がますます頻繁に

http://jp.sputniknews.com/japan/20160403/1893802.html … 
過労死か?被爆死なのではないだろうか?

junko @junko_in_sappro · 15時間15時間前 
『大阪の尼崎と東京の山谷から、労働者の大半が消えてしまった!!』
⇒ http://amba.to/25HDAoX 
「原発に行ったものは、誰も帰ってこんがのう!!」
「恐ろしくて、もう誰も行かんが!!」
1,000人近い労働者が行方不明とは・・・・・・!!

朱鷺（shuro） 1009@alice · 16時間16時間前 
「遺伝子組み換え作物はラウンドアップという農薬まみれで体内炎症をもたらしやす

い作物です。 遺伝子組み換え作物を食べれば食べるほど、人間のアレルギー、慢性炎
症からもたらせる病気が蔓延することになります。」

http://uskeizai.com/article/427082535.html …

http://nerv.link/CLrahp
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=127081
http://www.windfarm.co.jp/blog/blog_kaze/post-17408
http://jp.sputniknews.com/japan/20160403/1893802.html
http://amba.to/25HDAoX
http://uskeizai.com/article/427082535.html


朱鷺（shuro）がリツイート 
自考志向 @JIKOUSIKOU · 3月29日 
『遺伝子組み換え作物の表示義務禁止』法案で世界支配を目論むモンサント法案

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308442&g=131208 …：我々は安全か危
険な食材の見分けできず『安全』だと見せかけれた食材を食べさせられ〜モンサント

の洗脳食奴隷となる！

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

＞心筋梗塞

＞前兆は左手小指が痛んだり、

＞虫歯も無いのに奥歯や下顎が痛んだりしますが

ど！…||||（＠＠；）||||…どどど、都都逸どいつ、水溶どぉdeしよぉ…!!??

https://www.youtube.com/watch?v=AVML2ViUZdM
【MAD】「さよなら、アリス」〜輪〜［『ぼくの地球を守って』より］ 

ツイナビ @twinavi · 3 時間3 時間前 
【話題のツイート】医者「体温が1度下がると免疫力が3割落ち、1度上がると6割増え
るので、体を冷やさないようにしてください。」 私「つまり…
http://twnv.jp/1UFAnCM

蒼木竜世4/30(土)アニソン朗読ライブ @ryusandx · 7時間7時間前 
テレビでメカブは免疫力上げるって言ってたから買いにきたらほぼ売り切れだった。

テレビ効果すげえ。

朱鷺（shuro） 1009@alice · 11時間11時間前 
「あさが来た」〜新次郎の生涯 http://nakaosodansitu.blog21.fc2.com/blog-entry-
3000.html …
『ずっと見てる夢は

　私がもう一人いて

　やりたいこと　好きなように

　自由にできる夢』

https://www.youtube.com/watch?

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308442&g=131208
https://pbs.twimg.com/media/CRHhvJhUkAAmRki.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=AVML2ViUZdM
http://twnv.jp/1UFAnCM
http://nakaosodansitu.blog21.fc2.com/blog-entry-3000.html
https://www.youtube.com/watch?v=IaAVuyp1yiM&ebc=ANyPxKqrQm8JOlUKrpAXonOtwr0OgHjCoUELhYzGfQxtSZJ85LW3Z_NYt6KY8-RxAabc2D3TVG5-zkYHr__uMoL3NOUiu7uj6g


v=IaAVuyp1yiM&ebc=ANyPxKqrQm8JOlUKrpAXonOtwr0OgHjCoUELhYzGfQxtSZJ85LW3Z_NYt6KY8-
RxAabc2D3TVG5-zkYHr__uMoL3NOUiu7uj6g
Moon - Yoko Kanno 
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（４月６日）　…「地上の楽園」…♪（＾ｗ＾）♪

http://85358.diarynote.jp/201604061024307912/

福岡高裁がもし人間として正当な判決を出せれば、日本は再びま

ともな国になる。

2016年4月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=NAGFm-7pLnk
NEVER END 

福島みずほ @mizuhofukushima · 2時間2時間前 
今日は、川内原発の高裁の決定が出る日。どうか勝ちますように。とりわけ火山活

動が、活発ななか、原発稼働はあり得ない。

エリック ・C @x__ok · 3時間3時間前 
福岡高裁が今日、もしちゃんと人間として正当な川内原発 運転停止判決を出せれば、
日本は再び原発ゼロのまともな国になれる。

おそめようございます。０９：２７。

３連休の初日。（＾＾）

http://85358.diarynote.jp/201604061024307912/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604061024307912/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160406/85358_201604061024307912_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160406/85358_201604061024307912_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160406/85358_201604061024307912_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NAGFm-7pLnk


３連休の初日。（＾＾）

札幌はプラス１２℃。

晴天。とにかく晴天 ♪

ちょうどよいかんじの微風が吹いています。

昨夜ちょっと降ったので埃も収まって、

線量もまぁまぁ…「低め」。

…「地上の楽園」…♪（＾ｗ＾）♪

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

01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.038 0.039 6 
06:00 0.039 0.038 0.039 6 
07:00 0.040 0.039 0.039 6 
08:00 0.040 0.038 0.039 6 
09:00 0.039 0.039 0.039 6

放射線よりも紫外線のほうが心配な陽射しの強さです。

明日の天気予報と私の体調と勘案して、今日中に「 銭湯 出撃」予定…♪

地震マップ @eq_map · 3 時間3 時間前 � 北海道 浜中町 
【M2.6】根室半島沖 深さ61.8km 2016/04/06 06:58:46 http://j.mp/1SO7P6y

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 厚真町 
【M2.8】石狩平野 深さ137.5km 2016/04/06 05:33:09
(G)http://j.mp/23eAdUw (Y)http://j.mp/23eAdUy

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.5】浦河南方沖 深さ42.9km 2016/04/06 05:02:49 http://j.mp/1SyCbax

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://j.mp/1SO7P6y
http://j.mp/23eAdUw
http://j.mp/23eAdUy
http://j.mp/1SyCbax


地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ4.0km 2016/04/06 04:43:30 http://j.mp/1MbEuUt

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 広尾町 
【M2.6】日高山脈 深さ41.4km 2016/04/06 03:58:04
(G)http://j.mp/1MbyoU9 (Y)http://j.mp/1SyvFR7

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 長万部町 
【M3.1】内浦湾 深さ145.0km 2016/04/06 03:00:30
(G)http://j.mp/1SNGPEv (アニメ)http://j.mp/1SNGRMz

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M5.1】BATAN ISLANDS REGION, PHILIPPINES 17.3km 2016/04/06 01:21:04
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1W9WyAs (USGS)http://j.mp/1W9WC36

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
https://pbs.twimg.com/media/CfSbojEUEAAnPJL.jpg
桜島：4月05日22時51分：爆発。
国土交通省の桜島の監視カメラ。火山雷が凄い噴火だった事がよくわかる。噴煙の量

もかなり多い噴火。

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � Papua New Guinea 
【M5.0】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 48.8km 2016/04/05
23:10:34 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1W9y3TX (USGS)http://j.mp/203RFZL

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
桜島

https://pbs.twimg.com/media/CfSP7s1VIAA1WRB.jpg
4月05日22時51分：爆発。「噴煙：火口上2700m　弾道を描いて飛散する大きな噴石
：5合目。瀬戸空振計：12.9Pa　噴煙量：やや多量以上」Photo ©気象庁
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160405230456_506.html
…

http://j.mp/1MbEuUt
http://j.mp/1MbyoU9
http://j.mp/1SyvFR7
http://j.mp/1SNGPEv
http://j.mp/1SNGRMz
http://j.mp/1W9WyAs
http://j.mp/1W9WC36
https://pbs.twimg.com/media/CfSbojEUEAAnPJL.jpg
http://j.mp/1W9y3TX
http://j.mp/203RFZL
https://pbs.twimg.com/media/CfSP7s1VIAA1WRB.jpg
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160405230456_506.html


地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � Uzbekistan 
【M5.0】EASTERN UZBEKISTAN 19.5km 2016/04/05 21:12:05JST, 2016/04/05
12:12:05UTC
(G)http://j.mp/1N6pJNs (USGS)http://j.mp/1qrDxgV

…あいぬもしり、揺れ揺れです…（＠＠；）★

https://www.youtube.com/watch?v=qJhRtXq30Wk
６０のゆりかご　アイヌ語音声 

朱鷺（shuro）がリツイート 
岩手県盛岡広域振興局 @pref_iwate_mori · 19時間19時間前 � 日本 岩手 
八幡平アスピーテラインの除雪の様子が報道向けに公開されました。

今年の雪壁は最高およそ５ｍ。重機を使った除雪は迫力満点です。

アスピーテラインオープンは4月15日(金)です。どうぞ春の行楽でお運びください！
https://pbs.twimg.com/media/CfQiGiDWwAEfa8B.jpg

…あぁ…（＾＾；）懐かしいなぁ…本州の、あの「重たい」ドカ雪…ｗｗｗ
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2016年4月7日21:58
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 04/06【2009年 ラクイラ地震】03:32頃発生 M6.3 死者約300人負傷者
約1600人 イタリア中部で3月末から地震頻発、この日に最大の揺れ。古いレンガや石造りを中心
に建物の被害大。政府が安全宣言を出した矢先の本震発生で、責任を問われることに。

 

http://j.mp/1N6pJNs
http://j.mp/1qrDxgV
https://www.youtube.com/watch?v=qJhRtXq30Wk
https://pbs.twimg.com/media/CfQiGiDWwAEfa8B.jpg
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（４月６日）　「犯罪歴はありますか？」／　いままでのすべてのくろうは　いまへこ
たれないための　耐力づくり　。

http://85358.diarynote.jp/201604061114563207/

追い詰められて孤独で自殺するより生活保護を／悪くなった体は

完全に元に戻らない／セットで「健康食品」を売る商売／便利な

薬は免疫力を低下させているんです…。

2016年4月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

　

4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 9時間9時間前 
福島第一原発からギリギリ20km圏外に大規模トマト工場
「“地産全消”、それは、私たちの想いです」のカゴメが全量買取 http://goo.gl/IiKfdV 　
地産地消ならぬ、地産全消。全国で消費！　

Sputnik 日本 @sputnik_jp · 4月4日 
#トマト に #放射能 から守る成分発見
http://sptnkne.ws/aXZc

参照：http://85358.diarynote.jp/201604060053038539/
「皆さん、どんどん心筋梗塞になって下さい。」

（病院に２５０万円入ります♪）

https://www.youtube.com/watch?
v=bV0D38nFUhU&ebc=ANyPxKoVk0cTlGk9hbwpfYiBgcbxeL56OfDPHVpnJU0GhlaSqGcs8OtpvG-
343Bpu5tBhYPhStsB_aL11YvaQctoEk0hDdDU3A
Because - Yoko Kanno & Aoi Teshima 

ねこ耳の魔女 @nekomiminomajyo · 50秒50秒前 
思えば去年は心筋梗塞で倒れ、生死の境をさ迷い　11時間の手術を経験しもうダメだ
と思いましたが、何とか体も回復して無事また誕生日が迎えられて、本当に良かった

としみじみ思います。悪くなった体は完全に元に戻らないけど、普通生活出来、普通

歌えるようになって、健康のありがたさを感じます

NLPコーチング @butterfly_kouka · 6分6分前 
注意!その体の不調､銀歯が原因かもしれない　アレルギー性皮膚炎や脱毛症だってあり
える | 健康 - 東洋経済オンライン http://toyokeizai.net/articles/-/105986 … @Toyokeizai
さんから

天仙 @tensenten · 6 分6 分前 
サンキストレモンは環境ホルモン漬け、生殖器異常や不妊、精巣がんのリスク

…欧州ではNG、日本では認可
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=300615&g=132108 …

エリック ・C @x__ok · 1時間1時間前 
海のストロンチウムが福島の次に多いのは東京湾だと言われている。原発事故初期よ

りも濃度は濃いはず。最近もちゃんと調査がされている事を祈りたい。東京湾でとれ

る魚介類は意外なことに市場にかなり出ているという。

菊池雅志 @MasashiKikuchi · 1時間1時間前 
誰かと思ったら、山本太郎と一緒に反原発を掲げて選挙運動して落選した人か。「ア

ミノ酸調味料ADDICT」なんて言い方は初めて知ったが、週刊金曜日の『買ってはいけ
ない』以降、化学調味料や味の素への非科学的な非難と、それとセットで「健康食品

http://85358.diarynote.jp/201604061114563207/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604061114563207/
http://goo.gl/IiKfdV
http://sptnkne.ws/aXZc
http://85358.diarynote.jp/201604060053038539/
https://www.youtube.com/watch?v=bV0D38nFUhU&ebc=ANyPxKoVk0cTlGk9hbwpfYiBgcbxeL56OfDPHVpnJU0GhlaSqGcs8OtpvG-343Bpu5tBhYPhStsB_aL11YvaQctoEk0hDdDU3A
http://toyokeizai.net/articles/-/105986
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=300615&g=132108


」を売るのは、ままある商売だ…笑。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
［04月05日］のつぶやきをまとめました 1番RTされたつぶやきは「メチャ増えてるね
。急性白血病 厚生労働省の医療データ急性白血病から見た原発事故...」
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7988b7838588401df4e386d1d5e1c573 … #gbrt

ベジーの食卓 @vegitaku · 3時間3時間前 
【薬剤師は薬を飲まない】

便利な薬は、身体の大切なものを大量に消費し、免疫力を低下させているんです。

吹き出物が出る人はこれが原因かも！？

http://bit.ly/1kQSUqe 
人間にとって、薬は異物なんですね。。

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
≪ヤメテ≫安倍政権がサミットで福島の食品などを宣伝へ！復興大臣「ぜひ海外の方

に被災地産品を食べて頂きたい」

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/425.html …
福島産食べて応援、あの世行き

福島産を許容する地域では葬式が７．４％増加

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1764.html …

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
「関東の２人に１人がストロンチウムに人体汚染されている

多くの方からプルトニウム汚染も見つかりました」

ジャーナリストの神原将さんが広島県で開かれた医療関係フォーラム会場楽屋でのＳ

医師の発言を フェースブックで報道
https://www.facebook.com/shou.kamihara/posts/1054422007958386 …

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
放射能を問題にせず、冷凍食品NGだって？
幼稚園お弁当に冷凍食品「禁止」なの？ 「何を入れれば...」ネットにあふれるママた
ちの声

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160404-00000005-jct-soci …

岡内美喜子 @okamiki1117 · 7時間7時間前 
毎日とても緊張感がある。朝起きて、熱があったらどうしようとか、声が出なくなっ

てたらどうしようとか。ものすごく風邪が流行っていますが、なんとか私の中の免疫

力がウィルスと闘ってくれている感じがするのです。そして朝9時からマンションの
断水。もう緊張感がはんぱない。一応、8時55分起き。

https://www.youtube.com/watch?
v=IaAVuyp1yiM&ebc=ANyPxKrgnTK9wUKGJlSAUvJ8bEg8YeCtqD-
xTA4lGo45wCGH_XEO1mRyMpvwqgFTQZ4XXmdXA7pbMKifB9V_ix6CkFi0ULcesQ
Moon - Yoko Kanno 

おかざき登 @RaccoonBlack · 2分2分前 
「辞める」という選択肢に不安を覚える人も多いだろうけど、辞めてもゼロになるだ

けよ。でも、無理して健康を損ない精神を病んだらどでかいマイナスを抱えることに

なる。ゼロに戻すことすら大変な時間と労力とお金がかかる。引き際を見誤らないよ

うにね。

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 5 分5 分前 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7988b7838588401df4e386d1d5e1c573
http://bit.ly/1kQSUqe
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/425.html
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1764.html
https://www.facebook.com/shou.kamihara/posts/1054422007958386
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160404-00000005-jct-soci
https://www.youtube.com/watch?v=IaAVuyp1yiM&ebc=ANyPxKrgnTK9wUKGJlSAUvJ8bEg8YeCtqD-xTA4lGo45wCGH_XEO1mRyMpvwqgFTQZ4XXmdXA7pbMKifB9V_ix6CkFi0ULcesQ


親が避難、移住する気でも

なかなか放射能汚染理解できなくて

東京から離れようとしない

学生たちも

友だちが留学したり

関西の大学に行き出したの見て

東京の致命的な

放射能汚染理解しだした

若い人たちが増えている 

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
「法テラスなどで相談して、弁護士に同席してもらうか「もやい」などのＮＰＯに同

席してもらうと申請しやすいはずです。私は女性センターへの相談から始まり、今

に至っています。もし、お困りの方がいらしたら、「失職女子」「生活保護で生きち

ゃおう」という本が参考になるかもしれません。」

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
「生活保護を受けるまでは、私はマスコミの報道で保護を誤解していましたが、下記

の本を読んだり弁護士さんの勧めもあり、申請しました。（いまだに、税金で生活費

を頂くのは申し訳ないとは思っていますが…）保護の申請は一人で行くと、水際作戦
に遭います。」

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
メルマガ読者より「もし、自主避難されている方などでお困りの方がいらしたら、

下記の話を参考までに、伝えて頂いて大丈夫です。追い詰められて、孤独で、自殺な

どをするより、生活保護を検討されることも選択肢に加える事が生きる事につながる

といいなと思います。」

国連UNHCR協会 @japanforunhcr · 3時間3時間前 
「1日生き残れたとしても、次の日がもっと苦しいんだ」荷物を運ぶアリーさんは訴え
ます。#イエメン　は今なお深刻な人道危機に直面し、人々は先の見えない不安に押し
つぶられつつあります。それでも前に進もうとする避難民に後押しを。#世界一周

大切がんばり物語＠みあげて応援中 3 ___ · 2009@時間3時間前 
日額６５００円程度...
移住希望者、雇います…徳島県が非常勤で募集 : 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160405-OYT1T50029.html?from=tw …

受けてましたよ、生活保護…。（＾＾：）

http://85358.diarynote.jp/201111121626284109/
「古屋の漏り」||||（－－；）||||／職と同時に住まいを失う人たち2011年11月12日 反★貧困!! コメ
ント (5)

がんばって、５カ月で、「自主返上」しました☆

http://85358.diarynote.jp/201001171318335732/
生活保護はみなさんの権利です。

（2010年1月1日 反★貧困!! ）

おまけ★（－－＃）★

http://85358.diarynote.jp/201111111538434050/
「嫌なら辞めてもらうしかない」／事実上の退職強要

2011年11月8日 労働／対価

https://www.youtube.com/watch?
v=akGC8v3SavI&ebc=ANyPxKqtzKNzQuwdGwQL3XeLo0Fm7VGB4PuRMTCvt0t5_xcXTfiSdBGoKd7_BLZe1A-

http://www.yomiuri.co.jp/national/20160405-OYT1T50029.html?from=tw
http://85358.diarynote.jp/201111121626284109/
http://85358.diarynote.jp/201001171318335732/
http://85358.diarynote.jp/201111111538434050/
https://www.youtube.com/watch?v=akGC8v3SavI&ebc=ANyPxKqtzKNzQuwdGwQL3XeLo0Fm7VGB4PuRMTCvt0t5_xcXTfiSdBGoKd7_BLZe1A-vQJMZ8s5qOB2UL3vi9qx6dj5F7Xl9CQ


vQJMZ8s5qOB2UL3vi9qx6dj5F7Xl9CQ
安室奈美恵　　/　　Say the word 

朱鷺（shuro）がリツイート 
龍崎絶狼 第２アカウント @ryuugin_ouga · 2014年5月16日 

救いを求める者がいるならば

手を差し伸べる

それが出来ない者は

誰からも助けてもらえないだろう

https://pbs.twimg.com/media/BhnIF5-CYAIFf0n.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=QNLqZSZ2MMg
Namie amuro BEST tour "Live Style 2006"〜NEVER END〜 

竹智キャベッチ @_kyabe2 · 1時間1時間前 
なぜなら、コストコで人混みの中大量の買い物ができるだけの健康な体力、計算した

ら１つ１つは安いけど買う時の大量の商品を一括で買えるだけの経済力、そしてその

大量食材を友人やご近所さんとシェアし合える社交性と行動力。これらを全て兼ね備

えている人間だけがコストコを楽しめるのだ。

冬樹蛉 Ray Fuyuki @ray_fyk · 5時間5時間前 
（１）国民は政府に危害を加えてはならない。（２）国民は総活躍しなくてはなら

ない。ただし、第一条に反する活躍はこのかぎりではない。（３）国民は健康でなく

てはならない。ただし、第一条、第二条に反しないかぎりにおいてである。

おー、使いやすい国民ができたぞ。

https://www.youtube.com/watch?
v=RovZOL9AVn4&ebc=ANyPxKoTtdRpdzkR2mEVVvopwYmK3ULpvyiSR-
HcRYB2RwUz2ssUXLPdAIHHjPfKtzSQ6cA7wvuYmjJjW7MIdf3cny5y7CwwAA
安室奈美恵／Don’t wanna cry 

Angama @Angama_Market · 8時間8時間前 
現在の段階では、返済を前倒し出来る機能があるクレジットカードならばキャッシン

グ機能を使って移住先のATMで限度額限界まで引き出し、即ネットバンキングで返済
するのが手数料、為替的に一番得なのは間違いないと思う。即返金すれば利息もつか

ず翌日また限界まで引き出せる。

Angama @Angama_Market · 8時間8時間前 
国民の海外移住を禁止するのは法的に難しいので、移住しにくい環境を作って間接的

に人間と金を出させないようにするというのは政策立案側としていかにもやりそうな

手だ。

日テレダベア @nittele_da_bear · 17 時間17 時間前 
【よる１０時】幸せ!ボンビーガール
〇大野くんが、ボンビーガールのリポートに初挑戦!
ハリセンボンと一緒に収入2万円…パンの耳生活のガールのもとへ!
〇お金がなくても海外に移住できるのか…?　#ntv

https://pbs.twimg.com/media/BhnIF5-CYAIFf0n.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QNLqZSZ2MMg
https://www.youtube.com/watch?v=RovZOL9AVn4&ebc=ANyPxKoTtdRpdzkR2mEVVvopwYmK3ULpvyiSR-HcRYB2RwUz2ssUXLPdAIHHjPfKtzSQ6cA7wvuYmjJjW7MIdf3cny5y7CwwAA


https://www.youtube.com/watch?v=o73_nEIwDHw
忍空OP 「輝きは君の中に」

ダイエット習慣bot @daietbot · 5分5分前 
美肌やダイエットにはお肉も必要です。野菜のみでは充分に摂取できない必須アミノ

酸が含まれているからです。脂肪分が少なめの赤身のお肉や魚や鶏肉などを少し食べ

るといいです。バランスが良い食事が美肌とダイエットと健康に必要です。

朱鷺（shuro）がリツイート 
癒し猫bot @healingcat_bot · 14時間14時間前 
https://pbs.twimg.com/media/BXBSH0NCAAATai6.jpg
#猫画像

朱鷺（shuro）がリツイート 
龍崎絶狼 第２アカウント @ryuugin_ouga · 2014年5月16日 
お前が買うから殺される

お前が買わなければ殺されない

https://pbs.twimg.com/media/BgL4UheCcAAnQct.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=AKnWNqzlEJI&ebc=ANyPxKqHStu5_FJRbhCWP3gafZynpvfJeOqBQRINlr4Ykv0GlRwUsk7Ia4sMnyxYHCj9fmv7OKUzYEJxbeYvzTCPVMzDQs_TUQ
[HD]それでも明日はやってくる

いままでのすべてのくろうは

いまへこたれないための

耐力づくり

だったんだなぁ…と

おもう

いま

このとき

このじだい

だからこそ。

へこたれず

それでも。

　「　生　き　ろ　！　」　と…

いま

だから　いえる。

https://www.youtube.com/watch?v=o73_nEIwDHw
https://pbs.twimg.com/media/BXBSH0NCAAATai6.jpg
https://pbs.twimg.com/media/BgL4UheCcAAnQct.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=AKnWNqzlEJI&ebc=ANyPxKqHStu5_FJRbhCWP3gafZynpvfJeOqBQRINlr4Ykv0GlRwUsk7Ia4sMnyxYHCj9fmv7OKUzYEJxbeYvzTCPVMzDQs_TUQ


「わたしだから」

　いえる…

https://www.youtube.com/watch?v=8MRxJUg-
7Io&ebc=ANyPxKrnYtKEzEPFkWa_uyVqABJyrOQUfLoV9Xr63bmaK_cuVeDPzhgGj_YJvxIRW1Z0X-
At_wQ30c6Ra9LeWnaw9XpUmejPNQ
カントリー・ロード 歌詞付き / 本名陽子

https://www.youtube.com/watch?
v=lRa95E0TdkQ&ebc=ANyPxKqHStu5_FJRbhCWP3gafZynpvfJeOqBQRINlr4Ykv0GlRwUsk7Ia4sMnyxYHCj9fmv7OKUzYEJxbeYvzTCPVMzDQs_TUQ
「Wind Climbing〜風にあそばれて」 
　

https://www.youtube.com/watch?
v=DvsQ8pcMd64&ebc=ANyPxKplwFQrEQDErIO5Z1_gykOY9XW-
SrS9q__FmJzsQ8slEKZ5auIVUYRW7MZpj7XAFJ21ijbUdpzGthsSjRynhW84Dq7HuQ
晴れてハレルヤ 

https://www.youtube.com/watch?v=ryIkc_iuZCU&ebc=ANyPxKplwFQrEQDErIO5Z1_gykOY9XW-
SrS9q__FmJzsQ8slEKZ5auIVUYRW7MZpj7XAFJ21ijbUdpzGthsSjRynhW84Dq7HuQ
OP1 - ゆめいっぱい

世界の国民性bot @kokuminsei_bot · 4時間4時間前 
ある英国人がオーストラリアへ移住しようと移民局で手続きを始めました

移民局：「犯罪歴はありますか？」

英国人：「やはり必要なんですか？」

https://www.youtube.com/watch?v=Vju_uKL3TsM&ebc=ANyPxKp-
04_ki7ZW3OvGwb19wNYh6h9KHzikelj3lzunhkIm94p1204G7ZZaMCkGPb7hlaLtxDWzUVCLw3wEdN3XBYDP9iuSXw
「天空の城ラピュタ」 君をのせて／井上あずみ 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月6日11:28
　

…どんぐりの黒胡椒チキンバーガー食べて、

銭湯！出遊〜ッ♪　！（＾ｗ＾）！

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8MRxJUg-7Io&ebc=ANyPxKrnYtKEzEPFkWa_uyVqABJyrOQUfLoV9Xr63bmaK_cuVeDPzhgGj_YJvxIRW1Z0X-At_wQ30c6Ra9LeWnaw9XpUmejPNQ
https://www.youtube.com/watch?v=lRa95E0TdkQ&ebc=ANyPxKqHStu5_FJRbhCWP3gafZynpvfJeOqBQRINlr4Ykv0GlRwUsk7Ia4sMnyxYHCj9fmv7OKUzYEJxbeYvzTCPVMzDQs_TUQ
https://www.youtube.com/watch?v=DvsQ8pcMd64&ebc=ANyPxKplwFQrEQDErIO5Z1_gykOY9XW-SrS9q__FmJzsQ8slEKZ5auIVUYRW7MZpj7XAFJ21ijbUdpzGthsSjRynhW84Dq7HuQ
https://www.youtube.com/watch?v=ryIkc_iuZCU&ebc=ANyPxKplwFQrEQDErIO5Z1_gykOY9XW-SrS9q__FmJzsQ8slEKZ5auIVUYRW7MZpj7XAFJ21ijbUdpzGthsSjRynhW84Dq7HuQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vju_uKL3TsM&ebc=ANyPxKp-04_ki7ZW3OvGwb19wNYh6h9KHzikelj3lzunhkIm94p1204G7ZZaMCkGPb7hlaLtxDWzUVCLw3wEdN3XBYDP9iuSXw
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（４月６日）　…漫画読んで寝ますぅ…☆

http://85358.diarynote.jp/201604062014478211/

４月６日の夜記。

2016年4月6日 日常 コメント (2)

無事帰投。(^_^;)
茹で茹での

くてくてにゅうめん状態。

(^。^;)

川内原発止まらなかったので、

明日から鹿児島産品不買運動。

(∋_∈)

…漫画読んで寝ますぅ…☆

(ρ.-)ネムイ

http://85358.diarynote.jp/201604062014478211/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201604062014478211/


 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月7日5:28
　

めったに無いことに８時間くらい？ノンストップで爆睡して、目が覚めたら腰椎まわりが痛い

…(^_^;)…寝違えたのか？？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月7日10:26
　

日刊ゲンダイ @nikkan_gendai · 4月5日 

【健康】「腰痛」と「ふくらはぎの冷え」はどのように関係しているのか、ふくらはぎの効率的

な温め方も含めて、専門家に解説してもらいました。

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/178777 … #日刊ゲンダイDIGITAL

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


（４月７日）　…みにさいずエルさんが大群で…／見た目（だけ！）は可愛いけど、ア
レは「中身が悪魔」だからなぁ…（－－＃）…★

http://85358.diarynote.jp/201604070829236311/

（＋１曲♪）【 M ６．９ 】 VANUATU ／ 【 M ６ .0 】JAVA,
INDONESIA ...　

2016年4月7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=mM2l0Le88yM
クライスラーメドレー（愛の悲しみ、美しきロスマリン、愛の喜び） 

おはようございます。

０４月０７日の

０７時４７分…☆（＾＾）☆
札幌の気温はプラス８℃。

穏やかな曇り空ですが、予報は下り坂。

窓を開けてみたら意外に空気は悪くて、埃と湿気（霧の断片？）が強めの風に吹き飛ばされてな

だれこんでくる状態だったので、換気は最低限にしました。

（＾＾；）

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

01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

http://85358.diarynote.jp/201604070829236311/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604070829236311/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160407/85358_201604070829236311_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160407/85358_201604070829236311_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mM2l0Le88yM
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


３連休の中日。予定は惰眠の続き…（＾＾；）と、片づけ系の家事と机事。
気が向いたら古本売却とか不要品売却とかとかに出かけるかもしれませんけど…

珍しく昨日の「湯疲れ」で、まだ、怠いので。

（＾＾；）さて、どうかな…

…みにさいずエルさんが大群で…（＠＠；）…☆
　

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
【RT600UP】 ここに行けば会える！保護したウォンバットたちが所せましと動き回
るウォンバットおばさんの店（フリンダーズ島）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215076.html …
https://pbs.twimg.com/media/CfXaVr-UsAEx-PH.jpg

…見た目（だけ！）は可愛いけど、
アレは「中身が悪魔」だからなぁ…（－－＃）…★
　

https://www.youtube.com/watch?v=oFUeDjcChTw
葉加瀬太郎 エトピリカ【OFFICIAL】

地震マップ @eq_map · 3分3分前 
【M4.8】VANUATU 39.8km 2016/04/07 07:59:14JST, 2016/04/06 22:59:14UTC
(G)http://j.mp/1quZ48y (USGS)http://j.mp/1S3qkqH

地震マップ @eq_map · 33 分33 分前 
【M5.0】KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 10.0km 2016/04/07 07:19:19
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/25LUyCG (USGS)http://j.mp/25LUyCI

＜u＞地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M5.7】BANDA SEA 132.4km 2016/04/07 05:35:16JST, 2016/04/06 20:35:16UTC
(G)http://j.mp/1N9jKYe (USGS)http://j.mp/1ScWH07

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.0】襟裳岬南東沖 深さ22.3km 2016/04/07 02:59:17
(G)http://j.mp/1Xhq6KZ (アニメ)http://j.mp/1Xhq8CC

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215076.html
https://pbs.twimg.com/media/CfXaVr-UsAEx-PH.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=oFUeDjcChTw
http://j.mp/1quZ48y
http://j.mp/1S3qkqH
http://j.mp/25LUyCG
http://j.mp/25LUyCI
http://j.mp/1N9jKYe
http://j.mp/1ScWH07
http://j.mp/1Xhq6KZ
http://j.mp/1Xhq8CC


地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M6.0】JAVA, INDONESIA 35.4km 2016/04/06 23:45:30JST, 2016/04/06
14:45:30UTC
(G)http://j.mp/23hjf81 (USGS)http://j.mp/25L5aSc

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.0】十勝地方南東沖 深さ74.9km 2016/04/06 21:57:32
(G)http://j.mp/1Sbw2AB (アニメ)http://j.mp/1TBLj35

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M4.9】VANUATU 35.0km 2016/04/06 21:22:13JST, 2016/04/06 12:22:13UTC
(G)http://j.mp/1qrffnu (USGS)http://j.mp/1q69kU0

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.8】TONGA 219.8km 2016/04/06 19:27:06JST, 2016/04/06 10:27:06UTC
(G)http://j.mp/1MdeqrW (USGS)http://j.mp/1oBqN5M

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M4.9】VANUATU 35.0km 2016/04/06 18:04:00JST, 2016/04/06 09:04:00UTC
(G)http://j.mp/1RNw2ro (USGS)http://j.mp/1SzRmAx

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M5.5】VANUATU 35.0km 2016/04/06 16:57:38JST, 2016/04/06 07:57:38UTC
(G)http://j.mp/1YeytqL (USGS)http://j.mp/1oB7Xf4

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M5.4】VANUATU 10.0km 2016/04/06 15:54:51JST, 2016/04/06 06:54:51UTC
(G)http://j.mp/1MRDMvG (USGS)http://j.mp/1S1lt9q

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M6.9】VANUATU 33.0km 2016/04/06 15:58:49JST, 2016/04/06 06:58:49UTC
(G)http://j.mp/1YeupXA (USGS)http://j.mp/1WbvgKc

宇宙天気ニュース @swnews · 20 時間20 時間前 
[記事] 太陽風は平均的な状態で、磁気圏も概ね静穏です。 http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 青森 外ヶ浜町 
【M2.7】津軽半島付近 深さ192.5km 2016/04/06 11:30:25
(G)http://j.mp/1McjeOm (Y)http://j.mp/1McjhK8

http://j.mp/23hjf81
http://j.mp/25L5aSc
http://j.mp/1Sbw2AB
http://j.mp/1TBLj35
http://j.mp/1qrffnu
http://j.mp/1q69kU0
http://j.mp/1MdeqrW
http://j.mp/1oBqN5M
http://j.mp/1RNw2ro
http://j.mp/1SzRmAx
http://j.mp/1YeytqL
http://j.mp/1oB7Xf4
http://j.mp/1MRDMvG
http://j.mp/1S1lt9q
http://j.mp/1YeupXA
http://j.mp/1WbvgKc
http://swnews.jp/
http://j.mp/1McjeOm
http://j.mp/1McjhK8


地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M4.7】WESTERN GREENLAND 10.0km 2016/04/06 10:34:18JST, 2016/04/06
01:34:18UTC
(G)http://j.mp/1RDhyO4 (USGS)http://j.mp/1S0R0bE

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 
【M4.7】FIJI REGION 578.4km 2016/04/06 08:27:57JST, 2016/04/05 23:27:57UTC
(G)http://j.mp/1Sz0KEo (USGS)http://j.mp/1SOjKBB

…||||（＠＠；）||||…ぱねぇ…★

https://www.youtube.com/watch?
v=53B3ZrhfnOA&ebc=ANyPxKo81dCaHpVABOXxPMUnkNb2Xaq6Y0BR0Ika3P33lg3OX22RECh56nVDSf-
Th7ztmGRcNx-qqt1F0rP4lcJoBbDN5ljfZA
葉加瀬太郎 情熱大陸【OFFICIAL】 
　

…どぉりで…（－－；）…「私の体調が変」なわけだよ…★

amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
バヌアツ地震発生状況

http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml?region=Polynesia&lon=166.57&lat=-
14.11 …
バヌアツの法則

http://eien33.eshizuoka.jp/e1281188.html

amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
バヌアツの法則というのがあって、バヌアツ周辺でM7級が起きると1週間程度で日本
列島にも同規模の地震が起きるというもの

http://earthquake.usgs.gov/arthquakes/eventpage/us20005fsi#general_region …

amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
先ほど、またバヌアツでM6.9！
M6.9 - 109km WSW of Sola, Vanuatu
2016-04-06 15:58:50 (UTC+09:00) in your timezone
e

https://www.youtube.com/watch?v=n1YxvKIuHtk&nohtml5=False

http://j.mp/1RDhyO4
http://j.mp/1S0R0bE
http://j.mp/1Sz0KEo
http://j.mp/1SOjKBB
https://www.youtube.com/watch?v=53B3ZrhfnOA&ebc=ANyPxKo81dCaHpVABOXxPMUnkNb2Xaq6Y0BR0Ika3P33lg3OX22RECh56nVDSf-Th7ztmGRcNx-qqt1F0rP4lcJoBbDN5ljfZA
http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml?region=Polynesia&lon=166.57&lat=-14.11
http://eien33.eshizuoka.jp/e1281188.html
http://earthquake.usgs.gov/arthquakes/eventpage/us20005fsi#general_region
https://www.youtube.com/watch?v=n1YxvKIuHtk&nohtml5=False


黒木渚「大予言」MV

この歌、さいこー！（＾◇＾）！

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月7日8:34
　

あれ？（＠＠；）？

…また、「投稿した瞬間に」「受付メッセージだけ出て」「さっくり消滅」現象が…★

ｗ（－－；）ｗ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月7日8:39
　

…「画像が貼れない」という不具合発生中の模様…★
…（－－；）…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月7日9:09
　

画像晴れた。（＾＾；）
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（４月７日）　さいこーだね☆　♪（＾ｗ＾）♪

http://85358.diarynote.jp/201604071300263547/

病気では死なない／日々歩けば「医者要らず」／途中でラーメン

は食べましたけどね／ 「砂糖が多すぎて体に良くないと忠告した
医者はみんな私より早く死んでしまった」ｗ

2016年4月7日 お仕事

　

飯山一郎 @iiyama16 · 1時間1時間前 
「人間の身体には百人の医師がいる！」 これは自然治癒力，免疫力，ホメオスタシ
ス（恒常性の維持）といった強力な治療機能だ。このため，人間は病気では死な

ない！ http://grnba.jp/index.html#zz04071 …

ライブドアニュース @livedoornews · 2時間2時間前 
【かっけえ…】始球式に105歳のおばあちゃん、健康の秘訣は「1日3杯の炭酸飲料」
米

http://news.livedoor.com/article/detail/11385973/ …
「砂糖が多すぎて体に良くないと忠告した医者はみんな、私よりも早く死んでしま

った」と語りました。

カカ（Kaka） @sma0909Kaka · 5時間5時間前 
｢自分にとって心の健康のために必要なものは"太陽"と"笑い"と"人のあたたかさ"
あとは"その時々で夢中になれるものや出来事"｣
#211の言葉vol112
今 健康ですか 

東洋経済オンライン @Toyokeizai · 6時間6時間前 
【これが真実！日々歩けば｢医者要らず｣になる】 薬漬けの人に教えたい｢健康のキ
ホン｣ : http://toyokeizai.net/articles/-/112532?
utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=auto … #東洋経済オンライ
ン

ヤポンスキーこばやし画伯 @kobayashigahaku · 10時間10時間前 
中野駅から自宅まで1時間、健康的に歩いて帰りました。
途中でラーメンは食べましたけどね。 
https://pbs.twimg.com/media/CfYC-UTUYAAWY1k.jpg

は * る @PlasterStar999 · 16時間16時間前 
メンタル病院の先生に「昔はあんなに悩んでたのに、最近は腰が痛い以外の悩みがそ

んなにない」って言ったら「心が健康になった証拠ですねえ」って目を細めてた。お

互い歳をとったな。

天仙 @tensenten · 16時間16時間前 
脳は老化しない！

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299211&g=132108 …… 
ニューロン（脳の神経細胞）は、一度分化するとそのまま残ります。

美容師BOT @biyoucbot · 16時間16時間前 
【成長の速い新人美容師】

元気なあいさつはじける笑顔

スポンジ並の吸収力

先入観を持たない素直さ

テキパキ効率良く動く

失敗に腐らない

怒られてひねくれない

聞いた事はノートに

今日の反省は明日でリベンジ

一日の終わりが1番元気に
常に周りを見る視野の広さ

睡眠食事で健康第一！

http://85358.diarynote.jp/201604071300263547/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=202
http://grnba.jp/index.html#zz04071
http://news.livedoor.com/article/detail/11385973/
http://toyokeizai.net/articles/-/112532?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=auto
https://pbs.twimg.com/media/CfYC-UTUYAAWY1k.jpg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299211&g=132108


あおてん農園 @aoten49003 · 16時間16時間前 
腸が発酵菌で満たされれば免疫が上がる。健康になり病気や感染症に強くなる。

土が発酵菌で満たされれば植物の免疫が上がる。健康に育ち病害虫に強くなる。

発酵か腐敗かが、運命の分かれ道天仙 @tensenten · 17時間17時間前 
末期がんを免疫療法で克服〜肺がん治療 闘病記・・・
本当のガンの原因はストレスだった。http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=287499&g=132108 ……

天仙 @tensenten · 18時間18時間前 
朝から晩まで幸福な江戸の子供たち〜西洋式育児から日本式育児へ

http://web.kansya.jp.net/blog/2013/06/1853.html?g=132108 ……

日経サイエンス @NikkeiScience · 24時間24時間前 
【健康】私たちが毎日食べたり飲んだりしている緑色野菜や柑橘類，ビールなどに含

まれる苦味物質が，副鼻腔炎の治療薬になる可能性がある。「体を守る苦味受容体」

日経サイエンス2016年5月号http://www.nikkei-science.com/201605_072.html

https://www.youtube.com/watch?
v=r9oBVKqID7g&ebc=ANyPxKr1XXzy29CpA44YSVQrwc7HySnbc45Wy7jYgiGwLBH7R-
kUjj1k3sekmE9Ogg2U5ojHB7wBfpUfVyTveNmEoq5KhcEH-g&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『ディアブロ』

junko @junko_in_sappro · 3 時間3 時間前 
”世界一貧しい大統領”ムヒカさんの幸福論
「簡素に生きていれば自由なんだ」　

〜人々の心の中から野心を根絶することが、永続的な平和の鍵〜

https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=109305 …
https://pbs.twimg.com/media/CfZPJe1UUAEfqYv.jpg

amaちゃんだがリツイート 
KAO @kao_tabasa · 4月2日 
今、みんなが一番逢いたい！そして安倍さんに爪の垢を煎じて飲ませたい、世界一貧

しい大統領、ムヒカ大統領のインタビュー(^○^)『今、世界、福島とエネルギー』
http://enect.jp/special/mujica …

https://www.youtube.com/watch?v=FuuUfP4uJEk&ebc=ANyPxKqC-
inWyvM67V40fbcslxr1aqdPIz6LXT10QneI7oK1ua66oskM-3Xa2-
U1eiXFsH41aS5lecCSmOoG_RRdLXxEL0xGNw&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『マッチ売りの少女』

https://www.youtube.com/watch?v=zk0uQW8l2Ts
Calm Cuori Appassionati -- HAKASE Taro (「冷静と情熱の間」 by 葉加瀬太郎) 

cmk2wlがリツイート 
しばざきとしえ @toshie_s · 4 時間4 時間前 
動物園でも動物たちが汚染された餌もらってそうで100%楽しめない、とぼやいたら「
なんでそうなっちゃうかなぁ」（もっと楽しく生きなよ）との返答で心根の明るい人

だと感心してたら当の本人とっとと先に死んでしまった。明るい性格って何だろう。

視界の解像度がある部分酷く荒いだけかもしれない。

…いま現在、自分の肺のなかから「病人の臭い」がする…ッ！（＞＜ｐ）！

と、パニクッている私のほうが、結局、長生きするのに向いている…？

…が！（＞＜；）！★

neko-aii @neko_aii · 4月5日 

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=287499&g=132108
http://web.kansya.jp.net/blog/2013/06/1853.html?g=132108
http://www.nikkei-science.com/201605_072.html
https://www.youtube.com/watch?v=r9oBVKqID7g&ebc=ANyPxKr1XXzy29CpA44YSVQrwc7HySnbc45Wy7jYgiGwLBH7R-kUjj1k3sekmE9Ogg2U5ojHB7wBfpUfVyTveNmEoq5KhcEH-g&nohtml5=False
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=109305
https://pbs.twimg.com/media/CfZPJe1UUAEfqYv.jpg
http://enect.jp/special/mujica
https://www.youtube.com/watch?v=FuuUfP4uJEk&ebc=ANyPxKqC-inWyvM67V40fbcslxr1aqdPIz6LXT10QneI7oK1ua66oskM-3Xa2-U1eiXFsH41aS5lecCSmOoG_RRdLXxEL0xGNw&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=zk0uQW8l2Ts


チェルノブイリ事故当日と翌日、キエフで雨が降った、

チェルノブイリから北へ３００キロのモギレフには、

４人の日本人が滞在中で、この４人も雨にあい、

５月１日に帰国して大量の放射能が検出された。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a4b127be5f2c2ab99d38cfda5f4da963 …

西関東から、

フクイチからの直線距離的には

けっきょく同じだった軽井沢に、

「避難移住」したあげく、油断しまくって、

ストロンチウム直送の雨に濡れまくって、

「腐葉土たっぷりの泥いじり」をして

「被曝量を無駄に増やし」まくっていたワタクシは…

…ただのウマシカです…（＞＜ｐ）…★
　

https://www.youtube.com/watch?v=EaZRu-sCIh8
黒木渚「ふざけんな世界、ふざけろよ」MV（short ver.）

amaちゃんだがリツイート 
Sarah Yamasaki 山崎淑子 @prisonopera · 5時間5時間前 
◆殺戮人数を自慢したり、戦争武勇伝を誇る“皆殺しのルメイ”みたいな空軍参謀長よ
りも、兵役拒否して投獄され「武器持たない」選択をした「良心の囚人」の勇気と人

間性こそ愛おしく尊敬に値するRT @passykis 三國連太郎は中学時代から軍国主義に反
発し…人を殺すのがいやで徴兵逃れ逃亡

https://www.youtube.com/watch?v=NcHj6N6sn7U&nohtml5=False
利休 

三限 3@gn_ · 9時間9時間前 
日本が憲法で国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障してるのはそれはそれとし

ていいけど僕にだけは「ド健康でクソ文化的なマジ最高の生活」を保障してほしい

アイナナコピペbot @ai7copype · 21時間21時間前 
環：そーちゃんが俺の部屋に来た時、部屋が汚すぎて「なんだこの部屋…健康で文化
的な最低限度の生活を満たしていないじゃないか！憲法違反だ！」って言われたこと

がある

https://www.youtube.com/watch?
v=1f_5xH9gIro&ebc=ANyPxKp75A93Lk64CiYuE7o9UZGGQnvcQjWiMOeUzgjgpqMURb-
Kl5Zc3jhKDvZMb92JrKFCHW8f1xNSF4tlfPUB9vdwG5ONFQ&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『ドラキュラ』

夏目亜季@3/22から入院しています @Ak148usagi · 16時間16時間前 
再燃前の不調期間、かおのむくみ、めのまわりのむくみ、黄疸、血色なし、今回復し

てきたけど、下膨れムーンフェイス！結局どっちもアンパンマン！顔色のいいアンパ

ンマン！健康になりつつあるアンパンマン！アンパンマン！アンパンマン！アンパン

マン！

https://www.youtube.com/watch?v=syLz1rcTKD8&ebc=ANyPxKrIjg-
3zaLdyMjysCTRBNLPUJwECtgcJ2I5lFzWvhKS1NdEPPM_8sAui25UCsN004Cg4tt1E_pMWl80aVwyLOYKiuH_9w&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『ジャンヌダルク』 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a4b127be5f2c2ab99d38cfda5f4da963
https://www.youtube.com/watch?v=EaZRu-sCIh8
https://www.youtube.com/watch?v=NcHj6N6sn7U&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=1f_5xH9gIro&ebc=ANyPxKp75A93Lk64CiYuE7o9UZGGQnvcQjWiMOeUzgjgpqMURb-Kl5Zc3jhKDvZMb92JrKFCHW8f1xNSF4tlfPUB9vdwG5ONFQ&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=syLz1rcTKD8&ebc=ANyPxKrIjg-3zaLdyMjysCTRBNLPUJwECtgcJ2I5lFzWvhKS1NdEPPM_8sAui25UCsN004Cg4tt1E_pMWl80aVwyLOYKiuH_9w&nohtml5=False


なめしゃん( ��ー�� ) @ginza_taichi · 2時間2時間前 
去年の健康診断で、柄付きのTシャツ着てたらその柄がレントゲンに写って、肺ガンと
間違われ大学に緊急呼び出しされた俺からのアドバイスとしては、無地のTシャツを着
て健康診断を受けてください。

手動人形 @Manualmaton · 3時間3時間前 
昔、落ちてた健康保険証を交番に届けたことがあります。それを当時のバイト先の居

酒屋で話したら、常連の893屋さんが……
「俺らを呼んでくれれば、その保険証を使ってサラ金で借りれるだけ引っ張れたん

だぞ？」

と言ってきたので「保険証は絶対に紛失してはならない」と強く肝に銘じました。

https://www.youtube.com/watch?v=kuF0XiUB6qA&ebc=ANyPxKojWSVf70-
EAvvS7skfqZAEuLekexMqMOuqwHWjK1SADBVnvLrh_p7tjEdGb9kkBLo48tlV-
Cx6F3jNramFvkt5182-BA&nohtml5=False
黒木渚「あたしの心臓あげる」MV （Promotion ver.）

NYPGの中の人達 @newyork_pg · 5 時間5 時間前 
海外移住者はマイナンバーが必要？銀行口座は紐付けしてないと閉じるって本当？の

答えを発表します

https://ny-pg.com/life/my-number/ 
#ニューヨーク #海外移住

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 7 時間7 時間前 
親が避難、移住する気でも

なかなか放射能汚染理解できなくて

東京から離れようとしない

学生たちも

友だちが留学したり

関西の大学に行き出したの見て

東京の致命的な

放射能汚染理解しだした

若い人たちが増えている

https://www.youtube.com/watch?v=A1oxh8Z-2ko&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『シャクシャイン』 

北海道「避難移住」生活は、

さいこーだね☆　♪（＾ｗ＾）♪

（…美里の「因数分解を教えてくれた」曲は、
歌詞はぜんぶ暗記していて「そらで歌える」んだけど…、

「タイトルが思い出せない」ので…（＾＾；）…検索またね〜☆）

cmk2wlがリツイート 
hiroaki hatano @hiroakihatano · 3月30日 
個人的に水式空気清浄機を回して睡眠をとるというのは現在最後で最強の手段だと

思う。まわし忘れるとおきたときののどの調子がやばい。米びつに水を張って網にサ

ーキュレーターを載せてまわすだけだがこれだけでも劇的に空気のよさが違う。フィ

ルター式の空気清浄機はまめにフィルターを変えないとな…

cmk2wlがリツイート 
あずき @nemesis385 · 3月29日 
水式空気清浄機を使わないとすぐ息苦しくなる。肺胞が詰まるイメージ。

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 · 3月27日 

https://www.youtube.com/watch?v=kuF0XiUB6qA&ebc=ANyPxKojWSVf70-EAvvS7skfqZAEuLekexMqMOuqwHWjK1SADBVnvLrh_p7tjEdGb9kkBLo48tlV-Cx6F3jNramFvkt5182-BA&nohtml5=False
https://ny-pg.com/life/my-number/
https://www.youtube.com/watch?v=A1oxh8Z-2ko&nohtml5=False


ミニマイクを簡易水式にリメイク。

上をメダカ鉢のカバーに変更してファンにフィンガーガードつけて固定。

水替えがしやすくなった。下は百均バケツのまま。

これがDIY音痴の限界ですなｗ
http://www.amazon.co.jp/dp/B016ZEDYGQ/ref=cm_sw_r_tw_dp_X8Z9wb19R1ZFS …
https://pbs.twimg.com/media/CehSoZhWwAM7Ajl.jpg

cmk2wlがリツイート 
源平 @GenpeiAum · 1月18日 
バケツに水張って扇風機の風当てとくだけでも試せるよ、一度体験したら空気感の違

いに驚くと思う。

https://www.youtube.com/watch?
v=1546Z08uTUk&ebc=ANyPxKpwBV_hqqQSf0G0Bn15Ng1pVfKZiyswEhl7gCcHgc7vjoWRfWinf3bMjgqySNyRwUEtFQ9sUoCJLDesNHc8lYAiZxxLHw&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『西玉夫』 

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
人を動かすには模範を示すことが大切だ。というより、それしかない。

シュバイツァー

amaちゃんだ @tokaiama · 14時間14時間前 
イノベーションなんていらないんだよ

本当に必要なものは、今、あなたの目の前にいる人を愛することだけだ

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
認められるまでは嘲笑される。これは真理の常である。

シュバイツァー

https://www.youtube.com/watch?
v=sOvRtmNG6Ro&ebc=ANyPxKo5sAkojMyGyG3aIep96vLYCLPK_2aonWVS46ynk1hiM1iC_zo6Osxz_qK8y3vUilLpn9wRDTwK7-
YlNUeIVUWcdgEj4w
May J.×クリス・ハート×葉加瀬太郎 - I Believe 〜手をつなごう〜 

https://www.youtube.com/watch?
v=kVrxGqXBo0g&ebc=ANyPxKpwBV_hqqQSf0G0Bn15Ng1pVfKZiyswEhl7gCcHgc7vjoWRfWinf3bMjgqySNyRwUEtFQ9sUoCJLDesNHc8lYAiZxxLHw&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『ユタ』

http://www.amazon.co.jp/dp/B016ZEDYGQ/ref=cm_sw_r_tw_dp_X8Z9wb19R1ZFS
https://pbs.twimg.com/media/CehSoZhWwAM7Ajl.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1546Z08uTUk&ebc=ANyPxKpwBV_hqqQSf0G0Bn15Ng1pVfKZiyswEhl7gCcHgc7vjoWRfWinf3bMjgqySNyRwUEtFQ9sUoCJLDesNHc8lYAiZxxLHw&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=sOvRtmNG6Ro&ebc=ANyPxKo5sAkojMyGyG3aIep96vLYCLPK_2aonWVS46ynk1hiM1iC_zo6Osxz_qK8y3vUilLpn9wRDTwK7-YlNUeIVUWcdgEj4w
https://www.youtube.com/watch?v=kVrxGqXBo0g&ebc=ANyPxKpwBV_hqqQSf0G0Bn15Ng1pVfKZiyswEhl7gCcHgc7vjoWRfWinf3bMjgqySNyRwUEtFQ9sUoCJLDesNHc8lYAiZxxLHw&nohtml5=False


（４月７日）　しかし何とかしてこの状況も乗り切ってみせようという、ムダにヤル気
だけはあるのがむしろ怨めしいです…★

http://85358.diarynote.jp/201604071830369797/

（かり）…のまま終わる…。
2016年4月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

…気に入ったのでもう一度…♪
https://www.youtube.com/watch?
v=r9oBVKqID7g&ebc=ANyPxKr1XXzy29CpA44YSVQrwc7HySnbc45Wy7jYgiGwLBH7R-
kUjj1k3sekmE9Ogg2U5ojHB7wBfpUfVyTveNmEoq5KhcEH-g&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『ディアブロ』

おばんです。１８：２４。

札幌の裏素…もとい、
気温はプラス１０℃…。（＾＾；）

なんとも言えず空気が「もよもよ」してます…気色悪いです…★（－－；）
窓を開けると空気が「ざらざら」…

…どこか遠くでコンクリート製のものが乾燥した状態で爆発四散して、そのあと、大量の湯気（
水蒸気）が発生して、そのまわりが大暴風になって、周囲に拡散しまくっている…という状況の
においですかね…（－－＃）…★

元凶は、はて福一かはたまた福井なのか…？？

ｗ（－－；）ｗ

後世の非漢字文化圏の人は、

「福」というのは

「凶」とか

「悪」とかの意味だと、

http://85358.diarynote.jp/201604071830369797/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160407/85358_201604071830369797_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160407/85358_201604071830369797_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=r9oBVKqID7g&ebc=ANyPxKr1XXzy29CpA44YSVQrwc7HySnbc45Wy7jYgiGwLBH7R-kUjj1k3sekmE9Ogg2U5ojHB7wBfpUfVyTveNmEoq5KhcEH-g&nohtml5=False


絶対にカンチガイするぞコレ…★
（－－＃）…★

（などと嘆きつつ、ナンチャッテ水式クン稼働…）

さて。昨夜１０時間は寝たのに昼寝？したらまた予定の２時間では起きられず、４時間ぐたぐた

していた全身バラバラになりそうな倦怠感…★

しかし何とかしてこの状況も乗り切ってみせようという、ムダにヤル気だけはあるのがむしろ怨

めしいです…★ｗ（－－；）ｗ★

https://www.youtube.com/watch?v=A1oxh8Z-2ko&ebc=ANyPxKowwKRZkBq1srHmzR-
Tq7RQzT4NKIlVNMRE2XtMZQD7KXwBfl_8PYDHOD699jsWiFu9Kf0tRPpl8uJ07NYDWIJtx3uROg&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『シャクシャイン』

ぅん。まぁ、ほんとう。（＾＾；）

いつも絶対に。「なんとかなって」きたからねぇ…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=EaZRu-sCIh8&nohtml5=False
黒木渚「ふざけんな世界、ふざけろよ」MV（short ver.）

…ということで…

「部屋の片付け」は殆どまったく、進捗しませんでしたが…★

（それでも作業２つはやった。）

「机の上を片付け」て、春の蝸牛的な匍匐前進を続けたいと思います…★

https://www.youtube.com/watch?v=g_gPdGgbrNg&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『ナポレオン』 

とりあえず胃痛（ストレス胃けいれん）は解消…☆彡

とにかく食欲は大量〜…☆ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=dUt_pF0NS1s&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『インカ』 

https://www.youtube.com/watch?v=xX23oBdLOCc&nohtml5=False
Skyrocket company × 黒木渚「命がけで欲しいものひとつ」 

https://www.youtube.com/watch?v=A1oxh8Z-2ko&ebc=ANyPxKowwKRZkBq1srHmzR-Tq7RQzT4NKIlVNMRE2XtMZQD7KXwBfl_8PYDHOD699jsWiFu9Kf0tRPpl8uJ07NYDWIJtx3uROg&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=EaZRu-sCIh8&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=g_gPdGgbrNg&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=dUt_pF0NS1s&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=xX23oBdLOCc&nohtml5=False


 



（４月７日）　これがカルマというものです／いやこれはもうトキマサト既定ネタです
から…。

http://85358.diarynote.jp/201604072037533653/

寿司ねた…（違ぅｗ　　（１頭＋１羽？おかわり…ｗ）

2016年4月7日 リステラス星圏史略　（創作）

http://diarynote.jp/items/books-jp/409178013X/ ⇒
　

ネタめもｗ

http://www.nodai.ac.jp/web_journal/adventure/vol30.html
オスからメスに性転換する「ホッカイエビ」

「机上整理」でcoopの「ちょこっと」読んでたら出てたので食いつきました…ｗ
http://www.coop-sapporo.or.jp/hondana/

…甘エビ大好物…（＠◇＠）…☆彡

今年の夏の目標は、「羽幌町」だ〜っ♪

https://www.youtube.com/watch?v=2T8WIFYWvJw&nohtml5=False
PV - 渡辺美里 - 夏がきた！

さらに違うｗ

https://www.youtube.com/watch?v=ibBlLPT3Xm4&nohtml5=False
【8人初公演】えびぞりダイアモンド!! - 私立恵比寿中学【グランキューブ】 

検索おまけ☆

http://www.nodai.ac.jp/web_journal/adventure/vol18.html
クリックでできる未来型栽培!?

いやこれはもうトキマサト既定ネタですから…。

http://85358.diarynote.jp/201604072037533653/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://www.nodai.ac.jp/web_journal/adventure/vol30.html
http://www.coop-sapporo.or.jp/hondana/
https://www.youtube.com/watch?v=2T8WIFYWvJw&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=ibBlLPT3Xm4&nohtml5=False
http://www.nodai.ac.jp/web_journal/adventure/vol18.html


amaちゃんだ @tokaiama · 5 時間5 時間前 
鶏の先祖は何か知ってる？

これだよ

http://blogs.yahoo.co.jp/akaruidonzokoningen/66821388.html …
史上最凶悪捕殺生物のチラノザウルスが鶏になった

これがカルマというものです

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
鶏が死ぬときは苦痛が少ないといわれる　実にあっけなく死ぬ

理由は、数十万の過去生のなかで被殺害ばかり経験しているので簡単に死ねるように

進化したのだという

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160407-00000048-mbsnewsv-soci …
鶏を絞めるとき、足を掴むとうなだれて「さあ殺ってください」と首を伸ばす

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT200UP】 羊たちも暗黙。羊たちの群れに紛れ込み羊になりきり逃亡生活を送るブ
タ（イギリス） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215180.html …
https://pbs.twimg.com/media/CfavMVkUEAAPZYx.jpg

http://blogs.yahoo.co.jp/akaruidonzokoningen/66821388.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160407-00000048-mbsnewsv-soci
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215180.html
https://pbs.twimg.com/media/CfavMVkUEAAPZYx.jpg


（４月７日）　明日の予定「原稿の日！」に備えます〜☆

http://85358.diarynote.jp/201604072236436201/

【３．１１の時より異常値】／バヌアツ周辺でM7級が起きると
１週間程度で日本列島にも同規模の地震が起きる／すごいこと

になってるんだな。

2016年4月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

　

Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 12時間12時間前 
Ryusuke IMURAさんがRyusuke IMURAをリツイートしました
もう一度言っておこう．

川内原発を飲み込むカルデラ噴火が起これば、南九州の人々は原発より前に全員死ん

でる。川内原発がやられて被害をうけるのは、カルデラ噴火で即死しない世界中

の人々。

https://www.youtube.com/watch?v=ZQAvMe4S73o&nohtml5=False
PV - 渡辺美里 - 卒業

あらためまして、２１：０８。

雨が降り出しまして、空気が「油煙っぽい」です…（－－＃）…★
ナンチャッテ水式クンに綿ボコリと一緒に謎の膜が張ってます…★
（－－＃）

机上の空論ならぬ雑資料は片付いたし自炊夕飯も美味しくたいらげたので。

（＾＾；）

情報チェックして洗濯と入浴して、明日の予定「原稿の日！」に備えます〜☆

https://www.youtube.com/watch?v=U5Rh16bmkwU&nohtml5=False
渡辺美里　Long Night 

地震マップ @eq_map · 14分14分前 
【M2.5】根室半島沖 深さ48.7km 2016/04/07 21:00:08 http://j.mp/1RZtxEB

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M4.9】VANUATU 19.8km 2016/04/07 17:01:48JST, 2016/04/07 08:01:48UTC
(G)http://j.mp/1NajiZY (USGS)http://j.mp/1XiQwvM

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M4.9】日本海東部 深さ379.2km 2016/04/07 18:00:26
(G)http://j.mp/1Ygd1BR (アニメ)http://j.mp/1SRYJpz

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 青森 六ヶ所村 
【M2.7】下北半島付近 深さ86.5km 2016/04/07 17:40:53
(G)http://j.mp/1NaeZhk (Y)http://j.mp/1YgbKuz

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.2】佐渡島近海 深さ17.4km 2016/04/07 16:10:53
(G)http://j.mp/1UJOM0T (アニメ)http://j.mp/1WecySf

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M5.0】SOLOMON ISLANDS 10.0km 2016/04/07 13:34:00JST, 2016/04/07
04:34:00UTC
(G)http://j.mp/1N9XUnv (USGS)http://j.mp/1q81jhx

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 厚岸町 
【M3.0】釧路地方 深さ74.2km 2016/04/07 12:54:26
(G)http://j.mp/1qu5S6E (Y)http://j.mp/1PVoIrA (アニメ)http://j.mp/23jnDDp

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 神奈 横浜市 金沢区 
【M2.5】東京湾 深さ29.6km 2016/04/07 12:42:16 http://j.mp/1PVnzjL

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M6.9】VANUATU 33.0km 2016/04/07 12:32:54JST, 2016/04/07 03:32:54UTC
(G)http://j.mp/23jlOGr (USGS)http://j.mp/1SBFdec

宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
[記事] 太陽風はやや低速の風になっています。3月の黒点数は 54.9 でした。
http://swnews.jp #swnews

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【長崎県 潮位情報 2016年04月07日 11:31】
４月６日１４時３０分頃から長崎港を中心に発生していた顕著な海面の昇降は、次第

に小さくなってきています。

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M6.0】JAVA, INDONESIA 35.4km 2016/04/06 23:45:30JST, 2016/04/06
14:45:30UTC
(G)http://j.mp/23hjf81 (USGS)http://j.mp/25L5aSc

地震マップ @eq_map · 4月6日 
【M5.5】VANUATU 35.0km 2016/04/06 16:57:38JST, 2016/04/06 07:57:38UTC
(G)http://j.mp/1YeytqL (USGS)http://j.mp/1oB7Xf4

地震マップ @eq_map · 4月6日 
【M6.9】VANUATU 33.0km 2016/04/06 15:58:49JST, 2016/04/06 06:58:49UTC
(G)http://j.mp/1YeupXA (USGS)http://j.mp/1WbvgKc

Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 4月6日 
川内原発は10.5万年前（阿多火砕流）と3万年前（入戸火砕流）に2度火砕流に襲われ
ている．

1年あたりの確率は1/5万くらい．川内原発の稼働・廃炉で今後50年とすると，50/5万
で50年確率は0.1％になる．これはかなり高い数字．

https://www.youtube.com/watch?v=CpRzcvgCyws&nohtml5=False
渡辺美里 - 悲しいね PV３

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
バヌアツ諸島の大きな地震が収まらないみたい

昨日6日にも（マグニチュード6.7）その後も余震が続き、日本時間の先ほど、7日12
時32分に、再び（マグニチュード6.7）　第一報がM7.0以下なので気象庁が日本への津
波情報を出してない

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

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 
#クライシスカレンダー 04/07【1995年 トンガでM8.0】死者なし。津波はパゴパゴ(米
領サモア)で10cm、弱い津波が観測されている。

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 
#クライシスカレンダー 04/07【2011年 宮城県沖でM7.2】23:32頃発生 死者4人負傷
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者296人 3月11日の東北地方太平洋沖地震の余震。宮城県栗原市と仙台市宮城野区で震
度6強、北海道から中国地方まで有感。宮城県に津波警報発表も津波は観測されなか
った。

amaちゃんだ @tokaiama · 17時間17時間前 
数日中にM6〜7　国内の疑い　おそらく関東周辺　行徳天井貼り付きデータ
http://earthq.system-canvas.com/browse2.wpp?cmd=view&loc=M_KTR&dir=VERT …

https://www.youtube.com/watch?
v=AEJ2s7m9FFA&ebc=ANyPxKoEcXsswNydOSQiAt_9UFJD7X_w9ZT51M0XnaGxFjUs3ZdmFzG_w9G5QiXNVEXfHYZiNfvQF-
Cq_yBqAjbOMWnC9iKiHw&nohtml5=False
渡辺美里　メリーゴーランド

neko-aii @neko_aii · 6分6分前 
◎巨大地震の準備過程を知る「鍵」

関東地方の地盤は「フィリピン海プレート」が

日本列島の下に年間3cmの速度で沈み込んでいる。
この沈み込みによるプレートの歪みが限界に達した時点で、

首都圏に巨大地震が発生することになる。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a980f5fb923722baff14334a032a2a46 …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4月6日 
久々に見たら、すごいことになってるんだな。3.11の時よりも異常値。なんか電気的な
異常なノイズを拾ってるのか？あるいは機器の故障かな？ 2日前に京都大学や気象庁の
地磁気データが乱れていて、スマホのGPSが狂ってたけど、今は安定してる
https://pbs.twimg.com/media/CfU4ebPUkAAEw1c.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 4月6日 
バヌアツ地震発生状況

http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml?region=Polynesia&lon=166.57&lat=-
14.11 …
バヌアツの法則

http://eien33.eshizuoka.jp/e1281188.html

amaちゃんだ @tokaiama · 4月6日 
バヌアツの法則というのがあって、バヌアツ周辺でM7級が起きると1週間程度で日本
列島にも同規模の地震が起きるというもの

http://earthquake.usgs.gov/arthquakes/eventpage/us20005fsi#general_region …

amaちゃんだ @tokaiama · 4月6日 
先ほど、またバヌアツでM6.9！
M6.9 - 109km WSW of Sola, Vanuatu
2016-04-06 15:58:50 (UTC+09:00) in your timezone
e

…「４月７日」も「災厄特異日」らしいね…（＠＠；）||||…

https://www.youtube.com/watch?v=jyoJur16CAo&ebc=ANyPxKoxU_T_G-
I6Rb3kAokad9JeGBS6pRPXbJ5p6J7Yb8sY0U3kXR2ROxccfLUx-
PY0qRk3aVoDuBzImu8vyZ7cFb-zZJTbnA&nohtml5=False
【ムーンライト·ダンス】 -misato- 

…う〜ん「因数分解」が見つからないぞ…☆

特務機関NERV @UN_NERV · 7 分7 分前 
【静岡県 警報情報（解除） 2016年04月07日 21:55】
静岡県に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

中部、伊豆では土砂災害に、伊豆では低い土地の浸水や河川の増水に、静岡県では強

風や高波、竜巻などの激しい突風、落雷に、富士山ではなだれに注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 22分22分前 
【停電情報 2016年4月7日 21:42】
東京電力停電情報によりますと、静岡県 伊東市の約500軒で停電が発生しているという
ことです。

http://nerv.link/aRPYml

47NEWS 47@news · 37分37分前 
凍土遮水壁の凍結進む、福島原発　配管に霜、地中の温度低下

http://bit.ly/23exoGf
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBh0aHR0cDovL2dpd2l6LW5vci5jLnlpbWcuanAvaW1fc2lnZ1UxWUJYcFlLZk51T0dJdHBJcE1jUXctLS1leHAzaC9yL2l3aXotbm9yL2NoL2ltYWdlcy85MDc4MzYxNDI5NDE2NDk4Ny9vcmlnaW5fMS5qcGcUhAcU1gMcFIQGFJQDAAAWABIA&s=XjTElAQ5zgbZc2bmR_wBliOSkuJYa_Rt5bOM3NOF2Ns

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【東武アーバンパークライン 運転再開 2016年4月7日 20:22】
高柳駅構内で発生した人身事故の影響で、柏〜六実駅間の運転を見合わせていまし

たが、20:15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 · 2時間2時間前 
【内房線 運転見合わせ 2016年4月7日 20:03】
強風の影響で、現在も佐貫町〜館山駅間の運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【久留里線 運転見合わせ 2016年4月7日 20:03】
強風の影響で、現在も運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【外房線 運転再開 2016年4月7日 17:31】
強風の影響で、勝浦〜安房鴨川駅間の運転を見合わせていましたが、17:15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 · 6時間6時間前 
【東海地方 気象情報 2016年04月07日 16:15】
東海地方では、７日夜遅くにかけて雷を伴い激しい雨の降る所があるでしょう。低地

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

ください。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 

【近畿地方 気象情報 2016年04月07日 16:08】
近畿中部や南部の海上では、７日夜のはじめ頃まで非常に強い風が吹く見込みです。

近畿地方では、明日未明まで強風、高波、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してく

ださい。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【常磐線[水戸〜いわき] 運転再開 2016年4月7日 15:07】
勝田〜佐和駅間で発生した踏切支障の影響で、勝田〜高萩駅間の運転を見合わせてい

ましたが、14:51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。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【青梅線[立川〜青梅] 運転再開 2016年4月7日 12:37】
拝島駅で車両点検を行った影響で、運転を見合わせていましたが、12:30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。

Nob @Nob_hsj · 11時間11時間前 
RT

http://earthq.system-canvas.com/browse2.wpp?cmd=view&loc=M_KTR&dir=VERT
https://www.youtube.com/watch?v=AEJ2s7m9FFA&ebc=ANyPxKoEcXsswNydOSQiAt_9UFJD7X_w9ZT51M0XnaGxFjUs3ZdmFzG_w9G5QiXNVEXfHYZiNfvQF-Cq_yBqAjbOMWnC9iKiHw&nohtml5=False
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a980f5fb923722baff14334a032a2a46
https://pbs.twimg.com/media/CfU4ebPUkAAEw1c.jpg
http://ds.iris.edu/seismon/eventlist/index.phtml?region=Polynesia&lon=166.57&lat=-14.11
http://eien33.eshizuoka.jp/e1281188.html
http://earthquake.usgs.gov/arthquakes/eventpage/us20005fsi#general_region
https://www.youtube.com/watch?v=jyoJur16CAo&ebc=ANyPxKoxU_T_G-I6Rb3kAokad9JeGBS6pRPXbJ5p6J7Yb8sY0U3kXR2ROxccfLUx-PY0qRk3aVoDuBzImu8vyZ7cFb-zZJTbnA&nohtml5=False
http://nerv.link/aRPYml
http://bit.ly/23exoGf
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBh0aHR0cDovL2dpd2l6LW5vci5jLnlpbWcuanAvaW1fc2lnZ1UxWUJYcFlLZk51T0dJdHBJcE1jUXctLS1leHAzaC9yL2l3aXotbm9yL2NoL2ltYWdlcy85MDc4MzYxNDI5NDE2NDk4Ny9vcmlnaW5fMS5qcGcUhAcU1gMcFIQGFJQDAAAWABIA&s=XjTElAQ5zgbZc2bmR_wBliOSkuJYa_Rt5bOM3NOF2Ns


おはようございます。先週の月曜日から考えて、毎日5〜10分の遅れがある。
なんなんだろうか...
時間調整、混雑、点検、急病人...
そんなんばっかでダイヤ通りに通勤出来たのは昨日のみ。

なんなんだろうか...
8:23 - 2016年4月7日
ばら撒かれてっからな。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【福岡県 警報情報（解除） 2016年04月07日 10:35】
福岡県に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

筑後地方では土砂災害に、福岡、筑豊、筑後地方では低い土地の浸水や河川の増水に

、福岡県では強風や落雷に、福岡、北九州、筑後地方では高波に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【運転代行の事故過去最多】

酒を飲んだ人の代わりにマイカーを運転して送り届ける「運転代行」。その運転代行

業者が起こした人身事故の件数は去年１年間で５０５件に上り、統計を取り始めてか

ら最も多くなったことが警察庁への取材で分かりました。

http://nerv.link/guVPY0

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
メルトダウンした大量の溶融デブリ。東電は「水をかけて冷やしている」と嘘を言っ

てるけど、いずれにしても地下水に触れて水蒸気（湯気）は発生する。

気温が低ければ原発近傍で水滴化していても、気温が上昇して気象条件によって霧を

発生させる。　一つの原因。

https://www.youtube.com/watch?v=FMMRfGP9WUk&nohtml5=False
黒木渚「君が私をダメにする」MV

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月7日22:55

cmk2wlがリツイート 
髙梨 航 @bh5a41 · 13時間13時間前 
湘南新宿ライン毎日遅延してるしJRゴミってかんじ

cmk2wlがリツイート 
めぐたま♡(ŐωŐ人) @MiniTamaKiiro · 13時間13時間前 
電車毎日遅延してるんだけどさ、、、

この際時刻表いらなくね？？

って思ってる(‾∀‾)

cmk2wlがリツイート 
ツナ @rexaura1215 · 13時間13時間前 
逆に考えろ田都は毎日遅延してるから毎日遅刻を免れられると

http://nerv.link/guVPY0
https://www.youtube.com/watch?v=FMMRfGP9WUk&nohtml5=False
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（４月８日）　「アルパカ成分不足〜！」／本日の予定は「原稿の日」でございます…
。

http://85358.diarynote.jp/201604081005235319/

海底地層への二酸化炭素圧入始まる北海道苫小牧市／震源は新潟

県柏崎刈羽原発の真正面。

2016年4月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 34分34分前 
続）「原発について、同じように考えてもよいのでしょうか。事故が起きる確率がど

んなに小さくても、いったん事故が起きるとその被害を受ける人数や範囲が桁違いに

大きいことは、東京電力福島第一原発事故で明確になりました。社会通念として、こ

のようなリスクを受け入れられるでしょうか」

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：2016/04/08(金) 06:04 ID:XXXXXXXX
海底下の地層への二酸化炭素圧入始まる—北海道苫小牧市

http://macroanomaly.blogspot.jp/2016/04/blog-post_7.html?spref=tw …

https://www.youtube.com/watch?v=S0wpVxXh0Rc&ebc=ANyPxKp31ZxsLs991j0jtzkqakebArB3z-
QDCmMttLj89MHm_NOCRd-
MBnvLuPbZmyvxguzZdxFaG1rtJYw2tjQQP2BX2lkCgw&nohtml5=False
Shugo Tokumaru - Kiiro 

おはようございます。

４月８日８時４８分。

札幌はプラス１２℃…（＾＾；）…。
曇天。やや強風。

７時には起きて家事やってましたよ？

あいかわらずダルダルですが、

間脳さんと脊髄神経系さんが相変わらず

「だいじょうぶ！好転反応！」と主張しているので…

（そして胸腺免疫系と大脳旧皮質（ワニの脳ミソ？）が、

「アルパカ成分不足〜！」と主張し始めていますが…☆）

まぁ、「ここで負ける気はまだしてない。」ので…

（＾＾；）…

のそのそと家事もこなしつつ、本日の予定は「原稿の日」でございます…。

https://www.youtube.com/watch?v=4uN3M9Dsnik&nohtml5=False
トクマルシューゴ SPECIAL MOVIE 「iVIS mini X」【キヤノン公式】

http://85358.diarynote.jp/201604081005235319/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160408/85358_201604081005235319_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160408/85358_201604081005235319_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160408/85358_201604081005235319_3.jpg
http://macroanomaly.blogspot.jp/2016/04/blog-post_7.html?spref=tw
https://www.youtube.com/watch?v=S0wpVxXh0Rc&ebc=ANyPxKp31ZxsLs991j0jtzkqakebArB3z-QDCmMttLj89MHm_NOCRd-MBnvLuPbZmyvxguzZdxFaG1rtJYw2tjQQP2BX2lkCgw&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=4uN3M9Dsnik&nohtml5=False
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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

12:00 0.039 0.039 0.039 6 
13:00 0.040 0.039 0.039 6 
14:00 0.040 0.039 0.039 6 
15:00 0.040 0.039 0.039 6 
16:00 0.039 0.039 0.039 6 
17:00 0.040 0.039 0.039 6 
18:00 0.039 0.039 0.039 6 
19:00 0.039 0.039 0.039 6 
20:00 0.044 0.040 0.042 6 
21:00 0.044 0.043 0.043 6 
22:00 0.044 0.043 0.044 6 
23:00 0.045 0.044 0.044 6 
24:00 0.045 0.044 0.044 6 

01:00 0.045 0.044 0.045 6 
02:00 0.044 0.043 0.043 6 
03:00 0.042 0.040 0.041 6 
04:00 0.040 0.039 0.040 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

…まぁ体調と機嫌は、悪くて当然？なので…★
（－－＃）

cmk2wlがリツイート 
futa @taroomay · 2時間2時間前 
cmk2wlさんご推奨の水式空気清浄機。台所は3日に一度水換えをする。今朝交換時に
バケツを拭いたら、かつてないほどベタベタしていた。この3日間かなり空気が悪かっ
たことがわかる。

https://www.youtube.com/watch?v=UKPkVSA9UhA&ebc=ANyPxKoRkDLmWR9RCv8VxSWP-
tENW8UYlw_4GkaYkklxphnvaW5OV1OKUIDma-
g9yEOUXIWN0jswsE8dBSqJaNqQPNzduzchGQ&nohtml5=False
トクマルシューゴ - Katachi 

地震マップ @eq_map · 3 時間3 時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ85.2km 2016/04/08 06:16:36 http://j.mp/1TEK7w5

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.4】択捉島近海 深さ117.7km 2016/04/08 03:21:13
(G)http://j.mp/23fzvcZ (アニメ)http://j.mp/1MhXeSp

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 日本 
【M2.5】十勝地方南東沖 深さ86.2km 2016/04/08 00:47:33 http://j.mp/1WfbzRF

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第5報)◆◆【M3.8】釧路沖 深さ40km 2016/04/07 23:48:56発生
最大予測震度2 http://j.mp/1L2EeiZ

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M5.0】FIJI REGION 616.3km 2016/04/07 22:40:45JST, 2016/04/07 13:40:45UTC
(G)http://j.mp/1SfsIom (USGS)http://j.mp/1SfsIEA

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ48.7km 2016/04/07 21:00:08 http://j.mp/1RZtxEB

…う〜ん（－－；）小刻みに揺れ続けていますねぇ…★

https://www.youtube.com/watch?v=UKPkVSA9UhA&ebc=ANyPxKoRkDLmWR9RCv8VxSWP-tENW8UYlw_4GkaYkklxphnvaW5OV1OKUIDma-g9yEOUXIWN0jswsE8dBSqJaNqQPNzduzchGQ&nohtml5=False
http://j.mp/1TEK7w5
http://j.mp/23fzvcZ
http://j.mp/1MhXeSp
http://j.mp/1WfbzRF
http://j.mp/1L2EeiZ
http://j.mp/1SfsIom
http://j.mp/1SfsIEA
http://j.mp/1RZtxEB


https://www.youtube.com/watch?
v=IVImEDzRnjw&ebc=ANyPxKqzu0yniLW2BU7SRJAOLlNsWVwwGOq5c_mCEr_KSzVLDhcziJUsROx2n5AdO3CtIRZfZA7fSYnx0MJ5L4Q9ztKTxV0L8g&nohtml5=False
トクマルシューゴ (Shugo Tokumaru) - button 

cmk2wl @cmk2wl · 52 分52 分前 
ジェット推進研究所の ユエン・ワン氏の研究によると、エアロゾル（大気浮遊粒子状
物質）は、水蒸気が凝結する際の「核」になるため、水滴の形成を加速するという。

エアロゾルの影響を受けた雲では、通常より最大で 4倍の量の水滴が運ばれる。
結果、地域全体の降水量は約7％増加すると指摘。

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
猛烈な耳鳴り　今日は新月トリガーピーク

大地震に警戒が必要です！

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
本日、新月トリガーピーク！

非常に危険だ　巨大地震が起きやすい日

http://www.moonsystem.to

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
バヌアツが止まらない！

M6.7 - 106km W of Sola, Vanuatu
2016-04-07 12:32:53 (UTC+09:00) in your timezone

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10 時間10 時間前 
今日７日の夕方

佐渡島近海（緯度37.787N　経度138.055E）震源は新潟県柏崎刈羽原発の真正面
https://pbs.twimg.com/media/Cfcdo5ZUYAApXgs.jpg
日本海側でも周期的に大地震が起るから、やめた方が良い。誰も責任を取らないし、

福島の事故処理費用は国民の巨額な税金が使われてるし

amaちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
◎巨大地震の準備過程を知る「鍵」

関東地方の地盤は「フィリピン海プレート」が

日本列島の下に年間3cmの速度で沈み込んでいる。
この沈み込みによるプレートの歪みが限界に達した時点で、

首都圏に巨大地震が発生することになる。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a980f5fb923722baff14334a032a2a46 …

特務機関NERV @UN_NERV · 29 分29 分前 
【武蔵野線 運転再開 2016年4月8日 9:05】
武蔵浦和駅で車両点検を行った影響で、西船橋方面行の運転を見合わせていまし

たが、08:58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 
【内房線 運転再開 2016年4月7日 23:44】
強風の影響で、佐貫町〜館山駅間の運転を見合わせていましたが、23:35現在、運転を
再開しています。なお、一部列車に遅れや運休が出ています。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
「6日午後、埼玉の自衛隊機が高隈山に墜落」
桜島の火山灰でエンジントラブルじゃないかな？昨日の午後、大きな噴火（噴煙高

：3500m）気象庁データは噴煙量大量、赤矢印の方向に火山灰。黒矢印に墜落
でも何故SOSを出せなかったのか？
https://pbs.twimg.com/media/CfcTZGsUEAIwhn6.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【停電情報 2016年4月7日 21:42】

https://www.youtube.com/watch?v=IVImEDzRnjw&ebc=ANyPxKqzu0yniLW2BU7SRJAOLlNsWVwwGOq5c_mCEr_KSzVLDhcziJUsROx2n5AdO3CtIRZfZA7fSYnx0MJ5L4Q9ztKTxV0L8g&nohtml5=False
http://www.moonsystem.to/
https://pbs.twimg.com/media/Cfcdo5ZUYAApXgs.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a980f5fb923722baff14334a032a2a46
https://pbs.twimg.com/media/CfcTZGsUEAIwhn6.jpg


東京電力停電情報によりますと、静岡県 伊東市の約500軒で停電が発生しているという
ことです。

http://nerv.link/aRPYml

https://www.youtube.com/watch?v=J_C37M6wbNI&ebc=ANyPxKprloQaU3-
oXUtzRVPfsJDzwyBhcrj6Tnd-7wJd4e4fW7y3x-
lOgYHd5_IYFkIWJoq7xqOaGWSU6WEYhHrqHEOtQqNtOQ&nohtml5=False
Shugo Tokumaru - Vista 

 

http://nerv.link/aRPYml
https://www.youtube.com/watch?v=J_C37M6wbNI&ebc=ANyPxKprloQaU3-oXUtzRVPfsJDzwyBhcrj6Tnd-7wJd4e4fW7y3x-lOgYHd5_IYFkIWJoq7xqOaGWSU6WEYhHrqHEOtQqNtOQ&nohtml5=False


（４月８日）　白紙の原稿に心底驚いている私の今の気持ちが分かるかね？　早く原稿
を作りたまえ。

http://85358.diarynote.jp/201604081526097168/

『宝玉物語』　〜 ルマルウンのかけら 〜　１．旧街道…

2016年4月8日 リステラス星圏史略　（創作）
　

…さて。と…（＾＾；）…☆
　

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 59 分59 分前 
白紙の原稿に心底驚いている私の今の気持ちが分かるかね？　早く原稿を作りたまえ

。

https://www.youtube.com/watch?
v=3gVO3TI6NB8&ebc=ANyPxKoDbPCWbrcbzQEHvR9pV8V6ohcd7idvrdf_a15wJz4DpTcu4ZL5xJeQM4xQ3-
Fi_aACbUclNhvBQtQIJwsYp6bvFJrSug
ヒルクライム - ルーズリーフ 

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 2時間2時間前 
言葉が厳しい？　この程度で音を上げるのであれば、とても原稿など仕上げられない

だろう。後悔したいのであれば、放り出してしまうのも一つの手だ。諦めたくないな

らば、原稿をやりなさい。

https://www.youtube.com/watch?v=n41xgGP53n4
かっこいい北欧民族曲メドレー：失われた王朝(ケルト風音楽) 

まず分冊。（＾＾；）

http://p.booklog.jp/book/105923/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

２－５－２　『宝玉物語』

ん？（〜〜；）表紙のナンバーの改行が変…★
入力画面じゃちゃんとなってるんだけど、直らない…★

んで、これは「一旦完了」と…☆
http://p.booklog.jp/book/103201/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

　２－５－１　『山百合と銀の楡』

http://85358.diarynote.jp/201604081526097168/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=3gVO3TI6NB8&ebc=ANyPxKoDbPCWbrcbzQEHvR9pV8V6ohcd7idvrdf_a15wJz4DpTcu4ZL5xJeQM4xQ3-Fi_aACbUclNhvBQtQIJwsYp6bvFJrSug
https://www.youtube.com/watch?v=n41xgGP53n4
file:///tmp/puboo/122020/434569/book/105923/read
file:///tmp/puboo/122020/434569/book/103201/read


さて…☆

『宝玉物語』　〜 ルマルウンのかけら 〜

　　　１．

　旧街道…と何故かそれは由緒ありげな名で称ばれていましたけれども、それ程に太
いものでも、重要なわけでも、決してありません。ただうねうねと山間（やまあい）

を縫って続き、緑のなかに奥深い村と村とを継ぐ、ひとすじの辺鄙な交易道にすぎな

いのでした。山また山という古つ緑ヶ森の懐にいかにも細々と伸びくいこんで、その

先はやがて人族の入る能わざる禁断の神域マドリアウィ。白雪を頂く峨峨たる山塊の

立ちあがるあたりにまで至っていつしか高野の草深いなかに消えて行くという、何の

変哲も無かろう辺境の山道なのでありました。

　その道を、このあたりではもうごく珍しい平原育ちの軽毛（かるげ）の馬で辿って

行く一騎の若者があります。すでに幾日も幾日も、一夜ごとの簡易な宿場さえが絶え

て久しい



（４月８日）　「アニメ化用」設定資料なんだな、これが…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201604081632318218/

（改定 第１稿）　（たぶん専門学校〜同人誌
時代）

2016年4月8日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?
v=pE66EfLoVNs&ebc=ANyPxKqO9QNuqefN0tHsP1LsjOm7LHRYxxky_fTpplIOlHvdAbggzyI5esuiyHewDEz83UBVDLtGLt1Z8LEoHaAbAL2wohYYLw&nohtml5=False
幻想的なケルト系BGMメドレー 

改定第１稿

起

◎　"杯"のシーン　〔出会い〕
・　旅の若者と戦士の話

・・　気にかかる少女　〜回想　〜夢

・◎　朝　…　少女との会話。鬼族との関わり。
　　「旅の御方」相方の自己紹介

承

◎　鬼族の使いと村人のシーン。暗転。「イヤな戦！」

◎　奇妙な旅人と妹の話。

・（段々に親しくなりました）の描写

　マ「それでは妹さまを探して旅を続けて…」
　マ「おかしなミヤセル。まるで御自分の名前…」
　マ「妹さま、王女殿下と同じ御名前ですのね」

　ミ「不思議な人だ、あなたは」

　マ「そちらこそ」

　マ「さぁもう帰りましょう。今夜は夜祭だわ」

・村人の不安　〜　花畑へ。

◎花畑のシーン　〜　恋。

・「ルマルウンのかけら」について

◎使い魔、注進に及ぶ。

・鬼王のシーン、暗転。（ロリコンおちょくり）

◎夜祭のシーン。２人、庭へ出る。怯えているマシカ。夜祭の折の会話。

・宝玉を手渡す。

http://85358.diarynote.jp/201604081632318218/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=pE66EfLoVNs&ebc=ANyPxKqO9QNuqefN0tHsP1LsjOm7LHRYxxky_fTpplIOlHvdAbggzyI5esuiyHewDEz83UBVDLtGLt1Z8LEoHaAbAL2wohYYLw&nohtml5=False


◎鬼王の登場。一言、「虫がついた」

・マシカ、ミヤセルをかばう。

・さらわれるマシカ。

転　（"城"のシーン）。
◎　ひとり鬼王城へ向かうミヤセル。

・　鬼王城、婚礼のシーン。満悦の鬼王。

・　ミヤセル、剣を抜き、打って入る。

・　傷つきたおれたミヤセル。立ち上がる鬼王。

◎（フェルの視覚的イメージ。フェルのえぴそおどのだんぺん）

・　マシカ、宝玉をひろい、願いをかける。

・　崩壊する鬼王城。気絶するマシカ。女神の幻影。

結

◎　ミヤセルの手当をしようとするマシカ。とめるミヤセル。

・　ミヤセルの告白と遺言。

・　ミヤセルの墓のシーン。

・　ひとり草原を歩くマシカ。（⇒要するにこれは "失ったものの重み" と "それでも歩
いて行く" の感情なのよね）

◎　生きのびている鬼王。

☆　鬼王　⇒　将軍。

　おーいどう考えても２時間アニメだぞ！　

（「転結」だけでストーリーにすることも可能だ。）

「アニメは映画とは違う。ストーリーは要らない。」

…というのが紀久子さんの意見。

マシカを巫女という身分に規定すると

またまったく違った心象（ストーリー）が

浮かび上がってくる。

※ストーリー優先か、フィーリング優先かで、省略の仕方は違ってくる。

　★　若者と少女と鬼、か

　★　若者と妹と少女、か

　★　若者と少女と鬼と村人、か。

　★　若者（と妹）と少女と鬼。

（この場合すでにエルフエリ完全無視）

　★　少女と女神と若者と鬼？

…これはまったく本当に別の話だ。
　宗教論をやる気は今のとこ（このアニメでは）ないのよ。

☆　説明をほとんど入れず、暗くならずに原作通りの終末にもっていくにはどうした

らいいか。

「アニメ化用」設定資料なんだな、これが…ｗｗｗ



（４月８日）　改定第２稿

http://85358.diarynote.jp/201604081643153065/

（改定 第２稿）　（たぶん専門学校〜同人誌
時代）

2016年4月8日 リステラス星圏史略　（創作）
 
https://www.youtube.com/watch?v=1LJpVZtyJZY&nohtml5=False
【100分】 疾走感のある カッコイイ曲集 【ケルト・北欧等】

改定第２稿

序

・　マリシアルの夢 〜 追想と崩壊

http://85358.diarynote.jp/201604081643153065/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=1LJpVZtyJZY&nohtml5=False


・　朝 〜 少女との会話。
　　鬼族との関わり。

　　『旅の御方』の規定。

　マ「イヤな戦！」

・　奇妙な旅人と妹の話。

　マ「それでは妹さまを探して旅を続けて…」

・　〜段々に親しくなりました、の描写。

　マ「おかしなミヤセル。まるで、」

　マ「妹さま、王女殿下と」

・　花畑のシーン 〜 恋。⇒ルマルウンのかけらについて、マシカの回想。

・　鬼王（将軍）のシーン。

　オ「虫がついた。」

・　夜道をかけるマシカ。鬼王の登場。さらわれるマシカ。

破

・　ひとり鬼王城へ向かうミヤセル。

・　鬼王城、婚礼のシーン。満悦の鬼王。

・　ミヤセル、剣を抜き、打って入る。

・　傷つき倒れたミヤセル。立ち上がる鬼王。

・　マシカ、宝玉をひろい、願いをかける。フェルラダルの回想。

・　崩壊する鬼王城。気絶するマシカ。女神の幻影。

急

・　ミヤセルの手当をしようとするマシカ。とめるミヤセル。

・　ミヤセルの告白と遺言。

・　ミヤセルの墓のシーン。

・　ひとり草原を歩くマシカ。

・　生きのびている鬼王（字幕のあと）。



　　Ｆｉｎ。



（４月８日）　如是さんに、やってもらおう…ｗｗｗ♪

http://85358.diarynote.jp/201604081730125144/

「史実」（？）無視！（＾ｗ＾：）！

2016年4月8日 リステラス星圏史略　（創作）
　

たった今、息抜き？がてらの家事タイムで、いつもの「今週の魔女鍋」に入れる玉ねぎを刻みな

がら…

思いつきのイキオイで既に決定。

o（＾ｗ＾）o

いままで「何となくグアヒギルグ似。偉そう」というビジュアル以外は

「NO IMAGE」だった
「鬼王」様役…

如是さんに、やってもらおう…ｗｗｗ♪

ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

だってホラ、「マシカに横恋慕する役」だし…「ろりこん」（？）だし…ｗ

ニョゼさん出したら、どう転んだって「暗い話」にはならないし…ｗ

ね…ｗｗｗ

☆彡

 

http://85358.diarynote.jp/201604081730125144/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


（４月８日）　（これだと１０分ですな。セリフなし。）

http://85358.diarynote.jp/201604081742106098/

別稿１．　（専門学校〜同人誌時代）

2016年4月8日 リステラス星圏史略　（創作）

別稿１．

序

・　少女が鬼王をつっぱねている。

・　通りがかった旅の若者。

・　恋におちる。

破

・　不機嫌な鬼王。

・　不思議な宝玉。

・　さらわれるマシカ。

急

・　鬼王と戦う若者。

・　宝玉を投げるマシカ。

・　The Happy END.

（これだと１０分ですな。セリフなし。）

・（or片腕になった若者と抱きあう少女）←この方がまだ原作に近い。

http://85358.diarynote.jp/201604081742106098/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


（４月８日）　「村の薬師でマシカドリーシャ・サユライって言います。」

http://85358.diarynote.jp/201604081815121791/

（草に埋もれた山奥の旧い街道を）　（専門学校〜同人誌時代）

2016年4月8日 リステラス星圏史略　（創作）

　草に埋もれた山奥の旧い街道を、黒馬にまたがって若者が上ってくる。その目の前

に突然姿を現す少女。荒削りな木の弓を持ち、狩の服装（いでたち）をしている。風

に髪がなびく。

「ようこそ、旅の御方！　この "道の果ての村" へまでも何の御用でいらせられまし
たの？」

　不意の出現に驚く若者。

『いらせられましたの、ましたの、の…』
　木霊を従え、澄んだ笑い声を響かせながら、信じられない程の身軽さで少女は村の

方へと峠を駆け下って行く。

　村。長の家の内部で、女達は客人の歓迎の仕度に忙しく立ち働いている。土間の火

の側で床几に腰をかけている若者と長。長は片手で白髪をかき上げ、山国のなまりの

きつい言葉で嘆息をつく。

「だは…失われし白き都サからの、落人のひとりでおざらっしゃるか…生き別れにな
った妹様を探されて、のう。」

「ええ。酷い戦いでした。必死で逃げのびるうちに離れ離れになってしまって。…生
きている筈だとは、思うのですが」

　かすかに疲れたような微笑。

「ほんにお気の毒な事じゃに。わしも、話には聞いておじゃりましただがのぅ。…ま
ったく、ボルドムがこのダレムアスに攻め込んで来ようだは…嫌な世の中サなったも
んじゃ、嫌な世の中サ…」（半ば独白。）

　向こうの戸口を軽々と押し開けて白い装束の少女が家の中に入って来る。手に皮袋

を下げて、女達に声をかける。流暢な都（みやこ）ことば。

http://85358.diarynote.jp/201604081815121791/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


「小母さん、小母さん、薬酒を持って来たわ。大層お疲れのようだったから、あの旅

の御方に」

「あぁよぐ気がつぐねぇ。わだしゃ今手サ離せねぇだから、差し上げで来とぐれ。」

　少女は肯いて勝手を知った物腰で台所に立つ。皮袋の中味を火にかけた鍋にあけ、

温めなおす。そんな様子を遠目に追う若者。呟く。

「…あの少女…」

　客人にあてがわれた寝室。旅装を解き、寝台に腰を降ろしてくつろいでいると、戸

を叩く音がする。少女の声。

「旅の御方」

「開いていますよ、どうぞ。」

　少女、湯気の立つ薬酒の盆を片手に入る。

「何か足りないものはありませんか？　長から言われて、あたしが御身の回りの御世

話をする事になったのですけれど」

　若者は相変わらず少し驚いたような表情で少女を見つめている。

「本当に良く似ている…あ、いや。」

「村の薬師でマシカドリーシャ・サユライって言います。村の者にはマシカって呼ば

れてますけど」

「マシカドリーシャ…星の娘？」

　後ろ向きに薬酒の盆を置こうとしかけた少女は、ふっと首だけ振り向いて微笑んだ

。

「えぇ。変わった名前でしょう？　あたし本当の親の名前も顔も知らないんです。だ

から…」

　白い細い指で薬種をつぐ。



「旅の御方は、御名前は？　良ろしければ教えて頂けませんか？　騎士様」

「え？」

「隠されても無理ですわ。なんとなくあたしには判ってしまうんですもの。ルア・マ

ルラインの…王様の白い都でも、かなり良い御家柄の方なんでしょう？　違います？
」

　若者、苦笑して。

「参ったな。わたしの化け方はそんなに下手なのかな？

　…ミルドーとメレアの息子、ミヤセル・アテナンだよ。若騎士十人隊長だった」

「ミヤセル？」

　少女はこくんと首を傾けて少し不思議そうに相手の眼をのぞき込む。若者が目をそ

らす。

「いいわ。それでは若騎士のミヤセルさま？」

　おどけた調子で薬酒の椀をさしだす。

「お飲みなさいませ。体が暖まってぐっすり眠られますわ。明日には疲れもとれまし

ょう。…それじゃ、おやすみなさい。」

　どこで覚えたのか清楚に宮廷風の礼をして、あっさり出て行く。その後ろ姿を見送

って椀を飲み干す。やがて明かりが消され、月明りに沈む部屋の中、静かに眠りに

つく。

「お兄さま！　お兄さま！」

　夢の中を駆ける、緑の髪の妹。父。母。

　平和な光景は直ぐに破られて戦争の記憶。うなされて飛び起きる。



　少女は窓辺でぼんやりと満月を見ている。

　胸元に下げた丸い袋を無意識になでている。



（４月８日）　ダレムアス。ミアテイネア地方はミアトの国。

http://85358.diarynote.jp/201604081834469227/

宝玉物語 － ルマルウンのかけら scene.１．街道　（専門学校〜
同人誌時代）

2016年4月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　宝玉物語 － ルマルウンのかけら －

scene.１．街道
登場人物：マリシアル（ミヤセル）

ダレムアス。ミアテイネア地方はミアトの国。

あたり一面のっぺり緑の山また山の辺境。気節は春。

谷の早瀬につかず離れずで山奥へと伸びている一筋の古びた細い街道がある。

その道を一騎の少年がくたびれた旅装でたどって行く。

馬はこのあたりでは珍しい平原育ちの大型馬。黒毛。

彼はもう何日も何日も野宿を重ね旅を続けているのである。

（日数をどうアニメで表現するかなんてことはあたしは知らない。）

森の中は萌え出たばかりの若葉に花々が明るく美しい。鳥や小獣たち。

路傍に見事に紅い花の小群落があるのだが、旅人は道を急ぐばかりで足をとめもし

ない。

街道がゴツゴツした岩だらけの川原にしばらく近づいている場所がある。

若者は太陽の位置を見上げ、昼餉をとるために降りて行き、火を起こす。

鞍から下げてあった山鳥の羽根をむしって火にかける。

その時ぶつぶつと呪文のようなものをとなえる。

焼けた山鳥をかじりながら膝の上に地図をひろげる。

「次の村まであと二日、か。」

http://85358.diarynote.jp/201604081834469227/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201604081834469227/


ふっと眼を遠くへとばす。うつろに、ねくらぁ〜く。

山鳥の残骸を焚き火に放りこむ。

水筒を口にあて、空になっているのい気づいて水辺に降りて汲む。

ついでに顔を洗って、何事かをふっきるかのように首を振る。

焚き火の跡と山鳥はきちんと土に埋められ、再び馬に乗って街道に戻ろうとする。

先程の川は背後。

街道の頭上あまり高くはない所にかなり大きなくもの巣がかかっている。

彼は破らぬようにと馬の首を低くさせて通る。

　

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月8日18:40
　

…なんかアレだなｗ

『もののけ姫』のワンシーンとそっくりだな…ｗｗｗ
 

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


（４月８日）　…明日はアルパカ狼さんが鑑賞できるかな…？♪

http://85358.diarynote.jp/201604081848063209/

原発が火砕流に埋まって格納容器が破壊して大量放出する可能性

／被害規模をきちんと原子力工学者が見積もらないと。

2016年4月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

早速の大量？お立ち寄り、ありがとうございます。

（＾＾；）

こんなん読んで楽しいですか？て状態ですが…★
http://p.booklog.jp/book/105923/read

リステラス星圏史略　古資料ファイル

２－５－２　『宝玉物語』

無料　 小説・ノンフィクション （ SF , ファンタジー ） 17ページ
閲覧数：46

お腹すいたんで、本日これまで☆

家事の残りをかたして、「嫌な世の中」サの情報チェックに戻り栗鼠〜★

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

てことでナンチャッテ掃除だけ片して、戻って参りました１９：４４…。
今回３連休は倦怠感に敗けて全体に任務遂行率７０％？でカンジで不完全燃焼ぎみですが…★

http://85358.diarynote.jp/201604081848063209/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201604081848063209/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160408/85358_201604081848063209_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160408/85358_201604081848063209_2.jpg
file:///tmp/puboo/122020/434569/book/105923/read


（－－；）

まぁ、いつも通り

「何もしないで諦めるよりは遥かにマシ！」という、

基本の努力目標は達成できているので、良しとします…★

https://www.youtube.com/watch?v=mJ1270P7OCw&nohtml5=False
プロジェクトA 予告

（…「え〜かいわ」に聴こえるよね…？）

…明日はアルパカ狼さんが鑑賞できるかな…？♪

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
カラパイア : 神々しいにもほどがある。世界28か所の夕日に満ち満ちた光景
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215258.html …
https://pbs.twimg.com/media/CfgrIeVWsAATDiL.jpg

カラパイア @karapaia · 5時間5時間前 
【RT200UP】 こんなに大きくなったのにゃ。子猫時代と同じ構図でハイ！ニャーズ。
猫たちの成長記録ビフォア・アフター

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215087.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cffx7OCWEAAadB6.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=zkKSQsCCxfE&nohtml5=False
プロジェクトA　主題歌　 東方的威風 

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

01:00 0.045 0.044 0.045 6 
02:00 0.044 0.043 0.043 6 
03:00 0.042 0.040 0.041 6 
04:00 0.040 0.039 0.040 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00 0.040 0.038 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 

https://www.youtube.com/watch?v=mJ1270P7OCw&nohtml5=False
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215258.html
https://pbs.twimg.com/media/CfgrIeVWsAATDiL.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215087.html
https://pbs.twimg.com/media/Cffx7OCWEAAadB6.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=zkKSQsCCxfE&nohtml5=False
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


08:00 0.040 0.038 0.039 6 
09:00 0.039 0.038 0.039 6 
10:00 0.039 0.038 0.039 6 
11:00 0.039 0.039 0.039 6 
12:00 0.039 0.039 0.039 6 
13:00 0.039 0.038 0.039 6 
14:00 0.039 0.038 0.039 6 
15:00 0.039 0.039 0.039 6 
16:00 0.039 0.039 0.039 6 
17:00 0.039 0.039 0.039 6 
18:00 
19:00

https://www.youtube.com/watch?v=_7SeKAVbgkY&nohtml5=False
ジャッキーチェン ユンピョウ サモハンプロジェクトＡまとめ 

地震マップ @eq_map · 3 時間3 時間前 
【M4.9】VANUATU 8.9km 2016/04/08 16:03:46JST, 2016/04/08 07:03:46UTC
(G)http://j.mp/1S0VYSE (USGS)http://j.mp/1SioPyZ

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M5.3】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 14.9km 2016/04/08 16:17:20
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Mjfriu (USGS)http://j.mp/1VD1OvZ

junkoがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 4時間4時間前 
非常に重い霧が地表近くを覆う現在の濃霧は，全国的な現象で，日本列島の濃霧の状

況は昨年よりもタチが悪くなっている。 http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-
8318.html …

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.6】北海道東方沖 深さ11.9km 2016/04/08 14:50:45
(G)http://j.mp/1qb6Js3 (アニメ)http://j.mp/1RHSk1h

https://www.youtube.com/watch?v=_7SeKAVbgkY&nohtml5=False
http://j.mp/1S0VYSE
http://j.mp/1SioPyZ
http://j.mp/1Mjfriu
http://j.mp/1VD1OvZ
http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-8318.html
http://j.mp/1qb6Js3
http://j.mp/1RHSk1h


宇宙天気ニュース @swnews · 7 時間7 時間前 
[記事] 太陽風磁場の強まりが到来し、磁気圏の活動が高まりました。 http://swnews.jp
#swnews

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
積乱雲が発達するほどに気温が高いのにもかかわらず、その周辺では昨日から濃霧

がずっと連続している。

大量の水蒸気があるということ。

https://pbs.twimg.com/media/Cffsx9lXIAAqJ_h.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
テーパリングクラウド。積乱雲が発達してるということ。

動画でハッキリ見える。

http://www.tenki.jp/satellite/japan_near/ …

うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 8時間8時間前 
うさはかせ Prof.Lièvreさんが早川由紀夫をリツイートしました
その可能性もあるし、一方で原発が中途半端に火砕流に埋まって近づけなくなって格

納容器が破壊して大量放出する可能性もある。その被害規模をきちんと原子力工学者

が見積もらないといけない。 
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/718242104263196673

Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 10時間10時間前 
Ryusuke IMURAさんが早川由紀夫をリツイートしました
火砕流の被害は，火山学者がイロイロ想像して伝えることもできるようになってきた

．しかし，原発が火砕流にのまれ，数年間放置された場合にどのようなことが起こる

のかを原子力の方々が教えてくれないので，本当にそう言っていいのかわからない． 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
勢力のある低気圧の通過、急激な気温の上昇、３日前に京都大学、気象庁などの各観

測点で乱れ、JAXAの静止軌道上の乱れ、バヌアツの余震が収まらない、昨夜、再びト
カラ列島、そして８日深夜から、各観測点で再び乱れの磁気嵐。これだけいろいろあ

ると、来週ぐらいまでは、やや注意した方が良さそう

https://www.youtube.com/watch?
v=NkYYYew8CUI&ebc=ANyPxKokcjGiGd2f9HnFwqbIxxXu0bRd9z-

http://swnews.jp/
https://pbs.twimg.com/media/Cffsx9lXIAAqJ_h.jpg
http://www.tenki.jp/satellite/japan_near/
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/718242104263196673
https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI&ebc=ANyPxKokcjGiGd2f9HnFwqbIxxXu0bRd9z-TZ6G6m4O31VbCrnIx8svTyQIw3eJLFp9nKHS-3Q_DSqSYcNwmkInjeVjRVqajBA&nohtml5=False


TZ6G6m4O31VbCrnIx8svTyQIw3eJLFp9nKHS-
3Q_DSqSYcNwmkInjeVjRVqajBA&nohtml5=False
BERSERK ~Forces~ by Susumu Hirasawa 
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「アルパカ成分を補充」しに…（？）、明日から４連勤！

http://85358.diarynote.jp/201604082217588513/

ウクライナでは人口の１４％が失われ／福島５年後ガン発生率は

平均より66000人増、子供の甲状腺癌は10倍／食べて応援って自
殺そのものです。

2016年4月8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=0jxC5lmsRCg&nohtml5=False
プロジェクトX 変質者たち Xenepic Online Revo 無課金精錬 エンディング 

amaちゃんだ @tokaiama · 11時間11時間前 
なぜ放射能被曝には５年間という潜伏期間があるのか？

私が考えた理由は細胞の平均寿命が同じくらいということで、DNA遺伝情報が破壊さ
れ再生能力を失っても５年程度は活動できるということ

しかし６年目に寿命細胞を再生しようとしても不可能になっていて細胞は脱落死滅し

てゆく

真偽はまだ不明

＞細胞を再生しようとしても不可能になっていて細胞は脱落死滅してゆく

…や、やっぱり私も、…「だんだん溶けて亡くなって逝く…」のかしら…
…！（＞＜ｐ）！…

https://www.youtube.com/watch?v=PGK82fx7HYg&nohtml5=False
平沢進 ~ ベルセルク ~ FORCES Susumu Hirasawa 

天仙 @tensenten · 59 分59 分前 
IH調理器は2m以上離れて？使用しなければ健康被害
電力中央研究所がIH調理器が生殖に影響を与える事を発表http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=284649&g=132108 …

http://85358.diarynote.jp/201604082217588513/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604082217588513/
https://www.youtube.com/watch?v=0jxC5lmsRCg&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=PGK82fx7HYg&nohtml5=False
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=284649&g=132108


岡口基一 @okaguchik · 3時間3時間前 
職場のバリウム検査で発症　労災認定

東京高等裁判所の岡口基一判事が，裁判所の定期健康診断のバリウム検査の後，穿孔

性虫垂炎を発症し，公務災害認定を受けていたことがわかった。 

めだか @medakalovely · 5時間5時間前 
薬飲みながらでも社畜過労労働続けて人生崩壊したし、バイトに変わっても１日休ん

だら「健康管理がなってない！」って追い出されたし、精神障害者枠で就職しても現

場では無理解なお局ババアに無理難題振られて半年持たなかったし、もう自分の心身

で働ける環境を探し出す気力なんか持てないっすよ。。。

h.kanoh @hkanoh1 · 6時間6時間前 
h.kanohさんがシーザーをリツイートしました
放射能は、動物のみでなく植物の成育遺伝子にも影響及ぼす様だ。

福一周辺で、主幹の出来ない枝だけの植物が増えている由。

現地影響調査の海外研究者通報受け、先日ＮＨＫ取材番組で放映していた。総理お友

達会長下でも気骨ある編成者いるものです 

一目置かれる雑学 @trivia_hour · 7時間7時間前 
○爪で分かる健康状態

●丸ではない白い斑点がある

神経の疲れ。

●黒い縦すじがある

内臓疾患の疑い。

●黒い斑点がある

体力が消耗している。

●横に段がついている

栄養状態の低下、または心理的ショック

●縦にすじがある

喉や肺に不調、または身も心もぐったり疲れている

junkoがリツイート 
asuka @asuka_250 · 8時間8時間前 
核戦争防止国際医師会議　March 2016
#福島5年後レポート
ガン発生率は平均よりも66000人増え、子供の甲状腺癌は10倍も増えるとの試算した。
事実を知らされない国民



http://www.psr.org/assets/pdfs/fukushima-report.pdf … … …
https://pbs.twimg.com/media/Cffd3TnWcAANFDi.jpg

北濱幹也 @kitahamamikiya · 9時間9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/CffM1o3XIAE4ejc.jpg

Nob @Nob_hsj · 9時間9時間前 
RT
5日連続で急病人にぶち当たっててさすがにどうかしてる
9:09 - 2016年4月8日

Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 10時間10時間前 
低線量被ばくについても議論はあろう．しかし，「ないとは言い切れない」というよ

うな不安を抱えて生きなければならないような状況は，生存権を侵害されているとし

か言いようがない．

amaちゃんだ @tokaiama · 11時間11時間前 
キロあたり５００ベクレルものセシウムダストがあるような環境で毎日を過ごしてい

る東京のみなさん

肺には大量の放射能が累積し、みなさんの肺の写真を撮れば、このように写るのです

http://ryukei-rondan.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_9dd/ryukei-
rondan/b09ad97678d50e84eaece5c53c723cfc.jpg …
これで無事にすむと思いますか？

amaちゃんだ @tokaiama · 11時間11時間前 
何度も何度も書いて恐縮ですが被曝地に住んで5年間は症状が出る人はわずかです
しかし6年目からは恐ろしい勢いで被曝症状で出てきて7年8年目には全員が循環器系の
症状が出て膨大な死者が出ます

ウクライナでは人口の１４％が失われてしまった

https://pbs.twimg.com/media/Cfeu9aOWsAI0u06.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 11時間11時間前 

http://www.psr.org/assets/pdfs/fukushima-report.pdf
https://pbs.twimg.com/media/Cffd3TnWcAANFDi.jpg
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n246679
https://pbs.twimg.com/media/CffM1o3XIAE4ejc.jpg
http://ryukei-rondan.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_9dd/ryukei-rondan/b09ad97678d50e84eaece5c53c723cfc.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cfeu9aOWsAI0u06.jpg


東京には人が住めない

http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11451913360.html … 
荻窪の掃除機ダストはキロあたり500ベクレル
これが都内では普通の汚染状況

みんなセシウム粉塵を呼吸している

amaちゃんだがリツイート 
不正選挙監視団 @rigged_election · 11時間11時間前 
【野呂美香さん】　私は東京の汚染土はチェルノブイリで例えると キエフ程度と思っ
ていろいろ比較していましたが、違うそうです。 東京はまさしくチェルノブイリ級の
汚染で、福島はその桁一つ上の汚染であり、 人類未体験レベルであると。
http://amba.to/WBjsQh

https://www.youtube.com/watch?
v=IrOliVhbBo8&ebc=ANyPxKqn6o1foHF1DOrv52cl6BjOs4DIB_LtshTYDdxL-JRo8M1pe-
R5EP5K7ddOlXtwYekD-3n1R3T5dT-RwMAgPlxkNmWFig&nohtml5=False
Berserk Movie OST - Aria - Full 

モリゾー @Macshaker · 2時間2時間前 
ちなみに僕は運動しなくなってからただでさえ軽かった体重がさらに軽くなり、免疫

力が低くなったのか先月胃腸炎にかかって41℃の熱が出て脱水症状で痙攣したりして
生死の狭間を彷徨いました

太るのも危ないけど痩せ過ぎも健康に悪いから頑張って適切な体重を保とうな(太りた
くても太らない人)

夏目亜季@3/22から入院しています @Ak148usagi · 4時間4時間前 
↓考えてみた。今回のパターンはがんみたいに外から来た細胞ってよりかは、自分が

強すぎて自分と喧嘩してるパターンだ。自分の免疫が過剰に反応して自分を敵だと思

って壊してく。どMなんだよ。自己免疫疾患だからね。膠原病。。エリテマトーデス。
だから自分を攻撃しないように抑えなきゃ！

泰生堂薬局 @ookawa_taiseido · 4時間4時間前 
全く運動をしないと、代謝、血行あーんど消化器のはたらきが低下します。そうな

ると、食欲減退や筋力など身体能力の低下、精神が振るわないなど心身の症状が現れ

、抵抗力、免疫力も低下して六淫の影響を受けやすくなります。

http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11451913360.html
http://amba.to/WBjsQh
https://www.youtube.com/watch?v=IrOliVhbBo8&ebc=ANyPxKqn6o1foHF1DOrv52cl6BjOs4DIB_LtshTYDdxL-JRo8M1pe-R5EP5K7ddOlXtwYekD-3n1R3T5dT-RwMAgPlxkNmWFig&nohtml5=False


泰生堂薬局 @ookawa_taiseido · 4時間4時間前 
かといって。運動のやり過ぎも、エネルギーや血液など人体に必要なものを消耗し、

やっぱり抵抗力、免疫力を落としてシマウマ。健康維持のためには、疲れない程度、

もうちょっとやれるという余裕があるくらいで止めるのがヒケツです。

https://www.youtube.com/watch?v=tj3XWYQoQio&nohtml5=False
Yoko Ono Plastic Ono Band - Kurushi (live) 

https://www.youtube.com/watch?v=S-VlMaS6th8&nohtml5=False
Yoko Ono Plastic Ono Band (with Antony Hegarty) - I’m Going Away Smiling (live) 

ブログdeバーチャル駅長（阪急電鉄） @ekiblo · 3時間3時間前 
神戸トアロード沿いの人気店☆身体に優しいごはん「お気軽健康cafe あげは。」で、
せいろ蒸し野菜のランチ→ http://bit.ly/1S0FFbA 女性が喜ぶ、玄米、十穀米や野菜がた
っぷりのラインナップの数々！

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

こころの保育園 @full_moon_home · 4時間4時間前 
笑いは、ストレス解消に役だちます。笑いは、心の傷を癒します。笑いは、体の免疫

力を高めます。笑いは、人生にうるおいと楽しさをもたらします。

(a1)

天仙 @tensenten · 4時間4時間前 
『ガンはうかつに治療するな！』はごく一般的選択肢

最近では何もしない患者が最も治り易い事が分かってきた。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=267671&g=132108 …

天仙 @tensenten · 7時間7時間前 
どうせ死ぬならガンが良い！

効かない抗がん剤、手術が横行するカラクリ。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=286355&g=132108 ……

渡部里美 @yasetai_yo · 7時間7時間前 
世の中には癌末期で生存率２%だったのに、11年たった今でも生きていて完治だと医

https://www.youtube.com/watch?v=tj3XWYQoQio&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=S-VlMaS6th8&nohtml5=False
http://bit.ly/1S0FFbA
https://pbs.twimg.com/media/CfgxJvIWwAAGVSa.jpg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=267671&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=286355&g=132108


者に言われた猛者もいますよね。

昨日テレビ出てて呆気にとられました。

健康な人でも突然病気になるけど、体を鍛えておくとなんとかなることもあるのかな

健康まとめニュース @kenkou_news_TL · 7 時間7 時間前 
坂本龍一、「映画にせよ音楽にせよ、健康じゃないと楽しめない」 - BARKS
http://www.barks.jp/news/?id=1000126000 …

俺ガイル＠コピペbot @oregairu_kopipe · 8時間8時間前 
結衣「避難訓練で『おかし』習ったよねー」

八幡「習ったな。『恐れることなく、覚悟して、死を受け入れる』」

＿人人人人人人人＿

＞死を受け入れる＜

‾^Y^Y^Y^Y^Y^Y^‾

https://www.youtube.com/watch?v=NKHQP002LH4&nohtml5=False
Let me Count the Ways - John Lennon & Yoko Ono (Remastered 2010) 

藤田孝典 @fujitatakanori · 3時間3時間前 
なぜ貧困ビジネス対策に取り組み続けるかといえば、弱い立場にある人の居住権侵害

を認めれば、すべての人の居住権も危うくなるし、さらに確立が遅れるから。すべて

の人が健康で文化的な住居を得られる社会にしたい。

https://www.youtube.com/watch?v=izLF2C1m7-g&nohtml5=False
だいじょうぶ マイ・フレンド　広田玲央名（ミミミバージョン・’83）

Tsubasa @KEIO_tsubasa · 8時間8時間前 
こいつ可愛い。

お前も健康診断受けるのか？？笑 
https://pbs.twimg.com/media/CffmzbrWsAQwFlv.jpg

http://www.barks.jp/news/?id=1000126000
https://www.youtube.com/watch?v=NKHQP002LH4&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=izLF2C1m7-g&nohtml5=False
https://pbs.twimg.com/media/CffmzbrWsAQwFlv.jpg


…めいにゃん似〜っ♪♪（＾ｗ＾）♪

https://www.youtube.com/watch?v=5ypXhgC4NNk&nohtml5=False
谷山 浩子　「MAY」

柚子こまち @yuzu_kmc · 10時間10時間前 
ねこのゴロゴロ音って骨折の治りを早くしたり、血圧下げたり、不安を和らげたり、

免疫力をあげたりする効果があるそうな。だからフランスで「ゴロゴロセラピー」て

のがあるらしい。ねこしゅごい。 
https://pbs.twimg.com/media/CffK-I6WcAA4nPX.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=xgSCZL2SyP0&nohtml5=False
大丈夫だ問題ない（笑い＆感動）

Angama @Angama_Market · 3時間3時間前 
たぶん”いざ出国規制が始まりそうになったときに海外移住をすればいい”と思ってる人
も多いと思うけど、国はそんなとろいことわざわざしないし、2018年頃にパスポート
とマイナンバーのひも付けが決まったらおれはもう法的に死んだことにして山に消え

るからその頃にはもう移住サポートは出来ません

でもとりあえず、

アルパカ狼さんのメアドもまだＧＥＴしてないから、

これ以上ひとりじゃ、動けないのさ…★
ｗ（－－；）ｗ

木下斉/HitoshiKinoshita @shoutengai · 6時間6時間前 
まぁ最近増加している「非正規公務員」モデルですよね・・・。│移住希望者への仕

事が"日額6500円"で物議 #BLOGOS http://blogos.com/outline/170928/

涼風紫音／梟の社元店主／樺太府事務官 @sionsuzukaze · 7時間7時間前 
移住希望者への仕事が"日額6500円"で物議 #BLOGOS http://blogos.com/outline/170928/

https://www.youtube.com/watch?v=5ypXhgC4NNk&nohtml5=False
https://pbs.twimg.com/media/CffK-I6WcAA4nPX.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xgSCZL2SyP0&nohtml5=False
http://blogos.com/outline/170928/
http://blogos.com/outline/170928/


　「日額6500円程度となっている給与だが、これは県の非常勤特別職の基準に照らし
合わせた給与なのだという。」公務員の人件費を叩き続けた結果がこの有様。

https://www.youtube.com/watch?v=bD9q7w7WKbk&nohtml5=False
渡辺美里　さくらの花の咲くころに

James F. @gamayauber01 · 5時間5時間前 
James F.さんが阿佐@Liber_7待機をリツイートしました
いいじゃん、出ていっちゃえば。日本のいまの社会は個人にとっては邪魔でしか

ない。NZ人は、税金が高くなっただけで大挙してAUに移住したどｗ
NZ政府はパニクって、あっというまに正気に返ってマジメに政府やるようになったｗ

https://www.youtube.com/watch?v=2ELiLURBVf0&nohtml5=False
分分鐘需要你　︱　林子祥〔月球へ〕

SHIN＠北海道移住決定！！ @LT333J · 6時間6時間前 
【報告】北海道移住が決定しました！！

！（＾◇＾）！

…さて…。

「アルパカ成分を補充」しに…（？）、

明日から４連勤！

https://www.youtube.com/watch?v=SOHKvK3agDg&nohtml5=False
松たか子 - 明日、春が来たら 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bD9q7w7WKbk&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=2ELiLURBVf0&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=SOHKvK3agDg&nohtml5=False


    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月8日22:22
０５５

３０

５０☆彡

 

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


（４月９日）　…と、とりあえず、７時の目覚ましが鳴ったので「４連勤モード」に戻
り栗鼠…☆

http://85358.diarynote.jp/201604090700505869/

あらすじＤＥＡＴＨ…（－－；）…★
2016年4月9日 リステラス星圏史略　（創作）

https://www.youtube.com/watch?v=EaZRu-sCIh8&nohtml5=False
黒木渚「ふざけんな世界、ふざけろよ」MV（short ver.）

気がついたらコレの存在というか

「書きかけ原稿がある」というそれ自体を、

ほぼ完全に。

失念というか忘却しかけていた…★
…（－－；）…★

http://85358.diarynote.jp/201601151502323685/
『あらすじです。』（２－３．「女神のとおき孫」）。

2016年1月15日 リステラス星圏史略

やはり私が「プロ作家になる！」ための最大の難関は、鬱と慢性過労とＰＴＳＤ

http://85358.diarynote.jp/201604090700505869/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160409/85358_201604090700505869_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160409/85358_201604090700505869_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160409/85358_201604090700505869_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EaZRu-sCIh8&nohtml5=False
http://85358.diarynote.jp/201601151502323685/


発症による「作業中記憶の断絶」か…★

http://85358.diarynote.jp/201604052259252899/
辛すぎて記憶が消えてしまったりする「PTSD（心的外傷後ストレス障害）」／辛い感情を持たな
い代わりに感情が鈍くなる／人としての尊厳が損なわれるような体験が原因で起こります。

2016年4月5日 就職・転職

ｗ（－－；）ｗ

でも同人誌をやってて「締め切りと督促がある」状態だった時期は、

ちゃんと一つの原稿を「書き始めて、書き上げる」ことが、できていたので…

プロ作家（少なくともその卵）になって、締め切りと偏執さんの督促があるようになれば…

https://twitter.com/mycroft_genko
マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 48 分48 分前 
私が管理しよう。原稿を期日通り提出したまえ。

物語の内容自体は忘れていないので、カレンダーに、

「何月何日までに何何の原稿！」と書いてあれば…

「書き上げる」という能力自体は、ちゃんとある。

（…と、思う…☆）

…と、とりあえず、備忘録用？に、ブクログにも作って、もう、
「書いていること自体を忘れて原稿の存在消滅する」くらいなら、

「公開」にしちゃおう…（－－；）…☆
http://p.booklog.jp/book/105931/read
「あらすじです。」　（リステラス星圏史略 概要）

…と、とりあえず、７時の目覚ましが鳴ったので、
「４連勤モード」に戻り栗鼠…☆

http://85358.diarynote.jp/201604052259252899/
file:///tmp/puboo/122020/434569/book/105931/read


ｗ（＾へ＾；）ｗ

（続きはまた次の３連休で…！）

https://www.youtube.com/watch?v=0jxC5lmsRCg&nohtml5=False
プロジェクトX 変質者たち Xenepic Online Revo 無課金精錬 エンディング 

（タイトルが気に入っちゃったのねコレｗ↑…）

 

https://www.youtube.com/watch?v=0jxC5lmsRCg&nohtml5=False


（４月９日）　「わたしッ！　物語が書きたい…ッ！」

http://85358.diarynote.jp/201604090806494925/

Xフレアが出そうな大陽の巨大黒点／火山雷を伴う今年最大規模
の噴火（噴煙3700m）。

2016年4月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

amaちゃんだ @tokaiama · 55 分55 分前 
大陽の左隅に巨大黒点らしきが見えている

ほぼ地球向きで明日午前中あたり真正面を向きそうだ

これはXフレアが出そうな大きさ
http://swc.nict.go.jp/sunspot/

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
行徳データは大地震発生スタンバイ！

http://earthq.system-canvas.com/ 
黒点状況は接続不能に

http://swc.nict.go.jp/sunspot/

https://www.youtube.com/watch?v=OOX1Sbb3FqU
それが大事 

（承前）

https://twitter.com/mycroft_genko

http://85358.diarynote.jp/201604090806494925/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604090806494925/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160409/85358_201604090806494925_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=OOX1Sbb3FqU
https://twitter.com/mycroft_genko


マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 8分8分前 
君がやらずに、誰がやるのかね。原稿を進めなさい。

とりあえず今日は孤高を…もとい、
糊口をしのぐために４連勤の初日モードに切り替えなくちゃいけません…

…（＾へ＾；）…

あらためまして、０７：２２になっちゃいました…
油断してたら、札幌は夜のうちにプラス３℃！まで急降下…（＠＠；）||||…

久しぶりに窓に結露がびっしり。

予報は降水確率６０％…（－－；）★

冷たい強風が吹き荒れている現況。

特務機関NERV @UN_NERV · 4 時間4 時間前 
【上川・留萌地方 警報情報 2016年04月09日 04:42】
留萌地方では、９日昼前から９日夕方まで暴風に警戒してください。

［留萌北部］暴風

［留萌中部］暴風

［留萌南部］暴風

さて。通勤手段をどうしましょうかね…？

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

01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

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


…陽射しが見えてきました…（＠＠）。

心身ともに「低め堅調」。

むだに「ヤル気」だけは、ありますねぇ…

地震マップ @eq_map · 19 分19 分前 
【M5.1】PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE 10.0km 2016/04/09 06:00:15JST, 2016/04/08
21:00:15UTC
(G)http://j.mp/1SFoiY9 (USGS)http://j.mp/23qb21a

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M4.9】VANUATU 26.5km 2016/04/09 04:05:20JST, 2016/04/08 19:05:20UTC
(G)http://j.mp/1YjwVvB (USGS)http://j.mp/1YjwXUo

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M5.0】ANATAHAN REG., NORTHERN MARIANA ISLANDS 35.0km 2016/04/08
23:48:38 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1RISZ2o (USGS)http://j.mp/1VEcwSS

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
桜島

04月08日19時22分：爆発的噴火。「気象庁：噴煙：火口上3700m　弾道を描いて飛散
する大きな噴石：4合目＝火口から800から1300mの距離」
火山雷を伴う今年最大規模（噴煙3700m）の噴火
https://pbs.twimg.com/media/CfhMlplUMAE3r0V.jpg

それでも…

「わたしッ！　物語が書きたい…ッ！」

http://j.mp/1SFoiY9
http://j.mp/23qb21a
http://j.mp/1YjwVvB
http://j.mp/1YjwXUo
http://j.mp/1RISZ2o
http://j.mp/1VEcwSS
https://pbs.twimg.com/media/CfhMlplUMAE3r0V.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7CmBFTcNpbQ&nohtml5=False


https://www.youtube.com/watch?v=7CmBFTcNpbQ&nohtml5=False
カントリーロード feat_本名陽子_耳をすませば
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月9日8:16
　

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 

【沖縄本島地方 警報情報 2016年04月09日 00:34】
本島中南部では、９日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

［南部］大雨・洪水

［中部］大雨・洪水

［慶良間・粟国諸島］大雨・洪水

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月9日8:46
　

junko @junko_in_sappro · 9時間9時間前 

４月１日の三重沖地震は人工地震？〜犯行声明の印！？

http://ameblo.jp/64152966/entry-12147955670.html …

「ちきゅう」は

IODP第365次研究航海「南海トラフ地震発生帯掘削計画」のため
清水港から出港しました！2016年3月29日
 

http://85358.diarynote.jp/
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（４月９日）　「…死ぬぜ…死んじまうぜ…」

http://85358.diarynote.jp/201604090844411792/

ガス化したヨウ素131が遠方に飛んでいる／栃木
県人口は減少が予想され／汚染浄化【民族浄化

】…。
2016年4月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

毎日新聞 @mainichi · 53分53分前 
東京電力福島第1原発事故の居住制限区域に指定されている福島県大熊町大
川原地区の坂下ダムで、湖の周囲に植えた約500本の桜が満開を迎えました
。

http://goo.gl/9c5ywS

https://www.youtube.com/watch?
v=fWDtyc7Mvv0&ebc=ANyPxKrJuxJICqINKVyoDrBjMmzVJWFwsYoH2grKW11vahfiv8y6Wn84yu3Jr8E7eGp67gCtu0QkTUVM4QOh45nrLEN2-
M6SKg&nohtml5=False
【大宮バイオリン教室】耳をすませば『カントリーロード』　バイオリンデュオ演奏 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
4月3日：新組織の設置
「組織設置の意図は、ツイッターなどの書き込みを██████████し、

██████████████████ 国民
の███████████████████は██████████とします」

こんな感じかなぁ？

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

https://www.youtube.com/watch?v=XCjtHKxKCRA&nohtml5=False
耳をすませば 聖地巡礼 カントリーロード 英語 (Take Me Home, Country Roads) 

…あぁ…「なにもかもみな懐かしい」なぁ…

二度と戻れない、百草園らいふ…（＞＜ｐ）…

cmk2wl @cmk2wl · 37分37分前 
岩手県

下水汚泥等の放射性物質濃度

（1）　汚泥（脱水ケーキ）
採取年月日：　平成28年1月11日
測定年月日：　平成28年1月13日
https://pbs.twimg.com/media/CfjjO55UEAAon-0.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
福島で外に９３００bqがもれている 
http://ooma.exblog.jp/22695205/
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https://www.youtube.com/watch?v=XCjtHKxKCRA&nohtml5=False
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http://ooma.exblog.jp/22695205/

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【NHKニュース速報 06:06】
東名高速　事故のため通行止め

音羽蒲郡ＩＣ〜岡崎ＩＣ　下り線

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
フクシマ原発の異常（１０６倍以上）

http://www.globaleye-world.com/2016/04/1031.html …

amaちゃんだがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 2時間2時間前 
低気温のエクスタシーbyはなゆー: 【原発事故】フィンランドのオルキルオ原子力発電
所で放射能が漏れた http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2016/04/blog-post_9.html?
spref=tw …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
「原発は仕掛けれられた大量破壊兵器」

　いますぐ全世界すべての原発を廃炉に

カール・グロスマンさんが呼びかけ

フクイチはまさに「ＷＭＤ」だ

川内も、高浜も、伊方も、「もんじゅ」も「六ヶ所」も、すべては日本を死滅に追い

込む「ＷＭＤ」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/weapons-of-mass.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
⑤栃木県塩谷町の人口は減少が予想され、影響を受ける人数が少なくて済む

⑥塩谷町は東京電力から受電しており福島第一原発の恩恵を受けていた

から塩谷町に放射能廃棄物処分場を集中させる根拠に

東電の電気を使うと放射能の始末まで要求される

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1768.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
指定廃棄物、栃木県塩谷町集約論

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1768.html …

けながいたちさんへの返信 
烏賀陽　弘道 @hirougaya · 4時間4時間前 
もっと腹が立つことを言いますと、福島第一原発事故で東電から税金から払っている

賠償金は６兆円を超えました。除染には５兆円かかる見込みです。日本の税収は４５

兆円くらいです。４分の１くらいが使われた計算です。どうです、腹が立つでしょう

？　笑　@takumari10m

烏賀陽　弘道 @hirougaya · 5時間5時間前 
福島第一原発事故が世界に見せたのは、放射性物質をばらまく「ダーティーボム」型

テロは、原発を乗っ取って冷却装置の電源を切ってしまえば案外簡単にできるという

ことでした。＞原子力施設もテロ標的か　ベルギーテロ容疑者が襲撃計画：　

http://www.asahi.com/articles/ASJ3T5SJ7J3TUHBI02H.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【停電情報 2016年4月9日 1:28】
東京電力停電情報によりますと、神奈川県 川崎市麻生区、川崎市多摩区の約2,000軒で
停電が発生しているということです。

http://nerv.link/sMSAzo

http://www.globaleye-world.com/2016/04/1031.html
http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2016/04/blog-post_9.html?spref=tw
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/weapons-of-mass.html#more
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1768.html
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1768.html
http://www.asahi.com/articles/ASJ3T5SJ7J3TUHBI02H.html
http://nerv.link/sMSAzo


AKIRA @AKIRA23150220 · 9時間9時間前 
東京電力福島第一原子力発電所から漏れでている放射能は全世界を覆い尽くす勢い

です。

ロシアも中国も人工衛星を使い、この事実を掴んでいます。

このままでは、ロシアも中国も世界も日本と共に放射能に呑み込まれる。

放射能と云う悪魔に。 
https://pbs.twimg.com/media/CfhySrcUMAAXk61.jpg

kami_joe @kami_joe999 · 9時間9時間前 
【報道されない親日エピソード⑱】仏：サルコジ大統領は「フランスは日本のいかな

る要請にも応える用意がある」と表明。百人超の救援隊。原子力大手アレヴァとフラ

ンス電力公社がホウ酸100ｔ、放射能防護服1万、手袋2万、防護マスク3千を支援 

amaちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
（茨城）震災後3/12に通常時の約10000倍の放射能を記録　
平常時0.02μSv/hr→200μSv/hr
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0ef5a9a40c9c8945bc1e26916c677fbe …
茨城県常陸太田市の真弓に設置してあるモニタリングポスト。

いつもその小学校の先生方が数字を見ているから

異変に気づいた

amaちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
"midsummerfair0 2014年11月3日
今朝５時帯の某ラジオニュース

国は福島の除染土を浄化して、

全国の農地に再利用させると決めた。

その浄化費用は最低でも

数十億円〜。

そうしたら

日本の農産物がすべて有毒になり、

内部被曝から逃れられない。

amaちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
citizen_zombie 2011年11月3日
茨城県 高萩市
私の学校のまわりの「ホットスポット」

0.745、0.842、2.055 μSv/h.

amaちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
福島第一原子力発電所

事務本館北　2015μSv/h (平成23年3月24日)
免震棟前　427μSv/h (同上)
事務本館南側　208μSv/h (平成24年12月1日)
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/images/2012monitoring/f1-mp-tcnew-j.pdf …
https://pbs.twimg.com/media/CfhWM0iUUAEHB68.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
愛知県豊橋市　下水汚泥の放射性物質測定結果（自主調査）

測定結果（平成28年3月16日採取）
ヨウ素131 を 150Bq/kg　検出
セシウム137 は 1Bq/kg 検出

https://pbs.twimg.com/media/CfhySrcUMAAXk61.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0ef5a9a40c9c8945bc1e26916c677fbe
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/images/2012monitoring/f1-mp-tcnew-j.pdf
https://pbs.twimg.com/media/CfhWM0iUUAEHB68.jpg


ガス化したヨウ素131が遠方に飛んでいる。
https://pbs.twimg.com/media/CfhS8HBUEAAYino.jpg

Nob @Nob_hsj · 12時間12時間前 
RT
急病人の救護活動で山手線止まったんだけど、元気だったとしても、すし詰で10分立
ったままだと気分悪くなるよ´д` ;
19:11 - 2016年4月8日

Nob @Nob_hsj · 12時間12時間前 
RT
電車で初めて急病に遭遇したわ

痙攣してヤバかったな

心無い人達も多いんだろうなぁって想像

13:38 - 2016年4月8日

https://www.youtube.com/watch?v=XrRifdYs-
mk&ebc=ANyPxKo4UH1WKq9oHHJDABBCVFUln2mA6rlrTb9pAD2QiV2A9kyauITvzFh0P-
EACZzM1Svq62M-b9SnkBxaWHIhInjqDKfwYw&nohtml5=False
Whisper of the Heart - Real Life Locations / 耳をすませば - 多摩ニュータウン 

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
２０１５年度の外人の売り越し額が５兆１０２５億円と２８年ぶりの規模になったと

発表

これが世界が日本を見る目の結果

日本人はまだ気づいていませんが、日本は「売り」と判断している外人が多く、２８

年ぶりの売り越し額となっている

http://www.globaleye-world.com/2016/04/1029.html …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
Panama Papers
中国で仕事してる日本人の知り合いがメールで言うには「報道規制され、ネットは書

き込むと削除されてるみたい」　世界中のメディアで連日、トップニュースで、デモ

まで起って首相が辞任してるのにね。日本も同じだ。CMスポンサーがリストに入って
るから報道できない状態

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
Panama Papers
ネット全体では炎上状態だけど、なぜかツイッターでは無関心な感じかな？　増税で

生活を苦しめられたり、子供を生める状態でなかったり、保育園に入れなかったり、

格差が広がったり、将来の不安だったり。こういう事が全部、関係してるのが

#PanamaPapers

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
ほら来た。

今夜、このタイミングで「甘利氏の金銭問題：東京地検特捜部が強制捜査

：http://news.yahoo.co.jp/pickup/6197144 」という報道。　甘利さんは
#PanamaPapers の「火消し役」として葬られたんじゃないのかな。御愁傷様です。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
今、国会でやってる事はプロレスだよね。あれだけに気をとられてると、また後で大

騒ぎになると思う。国民の生活にとって、もっと重要な事から、与党も野党も、国民

の目をそらしてるし、マスコミも他人事で、まるで中国と同じ、報道規制状態。原発

https://pbs.twimg.com/media/CfhS8HBUEAAYino.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=XrRifdYs-mk&ebc=ANyPxKo4UH1WKq9oHHJDABBCVFUln2mA6rlrTb9pAD2QiV2A9kyauITvzFh0P-EACZzM1Svq62M-b9SnkBxaWHIhInjqDKfwYw&nohtml5=False
http://www.globaleye-world.com/2016/04/1029.html
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6197144


事故の時の事を思い出した方が良いよね。あれと同じ次元

T.HIRANOがリツイート 
堤未果 @TsutsumiMika · 4月7日 
複数の友人とスカイプ。中国では速攻情報ブロック。ロシアではアメリカ陰謀説WW。
日本は暗黙の自主規制で北京式＋記者や国民の関心も薄い。アイスランドとの温度差

＝民度時差。増税大合唱団との関係もこの調子で封印だろう。　#パナマ文書

https://www.youtube.com/watch?v=LFSqWkLHPEU&nohtml5=False
カントリーロードをヴァイオリンで弾いてみた 
Wisper of the Heart Country Road violin cover 

清水 潔 @NOSUKE0607 · 3 分3 分前 
戦争でめちゃくちゃにやられ唯一の被爆国となった国がそれでも原発乱立したあげく

に世界最大級の事故を起こしてまたも被爆し後始末もできないうちに原発再稼動した

うえに今度は核兵器保有国軍の後方支援しようとしているという美しい国に住んでい

ます。私たち。

白石草 @hamemen · 39分39分前 

ところで、TPP交渉の黒塗り資料は、文字のところだけを黒塗りしてあり、黒塗り資
料としては若干良心的な気がしてる。

原発事故の線量基準関連資料は、ページ全体が黒い。

渋谷 和也 @kazu_big · 10 時間10 時間前 
勝ってGWを向えましょう。5月5日(木・祝)泊原発停止から4年目のこの日、デモが行
われる予定なので、よろしくどうぞ。

https://www.youtube.com/watch?v=JgSzcoJc3S4&ebc=ANyPxKq-
Z2QNrnZ2UqMa4gHMp03lbj5wMpjPtjltqS1v6nsuBtJwFiImPLuftNFSCFwPamSj27xZTK-
7dfCL0Iw-egrLRXG-eA&nohtml5=False
新宿路上でやってたすごすぎるバイオリン演奏 

「…死ぬぜ…死んじまうぜ…」

　（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=LFSqWkLHPEU&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=JgSzcoJc3S4&ebc=ANyPxKq-Z2QNrnZ2UqMa4gHMp03lbj5wMpjPtjltqS1v6nsuBtJwFiImPLuftNFSCFwPamSj27xZTK-7dfCL0Iw-egrLRXG-eA&nohtml5=False


（４月９日）　…今日はアルパカ狼さんが居なくて淋しい。(;_;)

http://85358.diarynote.jp/201604091519497248/

（予告）(^_^;)「狼さんの見分け方」
2016年4月9日 就職・転職 コメント (3)
　

タイトルは（覚えてたら）

あとでね。(^_^;)

…今日はアルパカ狼さんが
居なくて淋しい。(;_;)

休憩室は男性スタッフが急増して臭いしコ汚いし…(-"-;)…

勤務中の座席は数ヶ月ぶり！の特等放任席。(^。^;)

新人と欠勤が多過ぎてイジメの余裕が無いもよう。(^_^;)

…なのに、というか、だから、
なのか、…アルパカ狼さんが、
居ない…(;_;)…

わざとなのかウッカリなのか、

ミニサイズ悪魔エルさんが、

どこぞの裏サイトの私の蔑称で呼びやがった… (ノ-o-)ノ　┫

それは私の敵が私を貶めるための侮蔑名。(-_-#)

反応なんか、

するわけ無いだろ！(｀ε´)★
 

http://85358.diarynote.jp/201604091519497248/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201604091519497248/


    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月9日15:30
　

ジャップって呼ばれて返事する日本人いるか？

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月9日23:02
０

５５

３１

７７☆

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月10日0:26
　

スポーツ名言あれこれ @athletes_quote · 2 時間2 時間前 

「弱い負荷しか体験したことのない人間は、強い負荷に耐えられない。「負」に対する免疫を作

るためにはどん底を恐れてはいけない。いやむしろどん底をともにすべきだ。」

 
室伏重信（ハンマー投げ・室伏広治の父）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201604092307363390/

（くりのべ予告）「狼さんの見分け方」…（＾＾；）…☆

2016年4月9日 恋愛

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/201604092307363390/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205


おばんです。２３：００ジャスト。

（＾＾）

２１：３０ごろ帰宅。

洗濯と入浴と、

洗髪ついでに、

断髪もしちゃいました…☆

（そう。（＾＾；）

「自分で」３分で切ってます…わざとザク切り（？）にして、
「明日の周囲のドン引き具合」を見るのが娯楽…ｗｗｗ）

てなことで。（＾＾；）

標記のタイトルですが…☆

なんのこたぁない、たんなる「のろけ」に堕すること明白…ｗ（＾＾；）ｗ…

参照：http://85358.diarynote.jp/201008260756098920
Going Home ３　2010年8月26日 連載

…という事実を自覚してしまったので、またいずれ、
休みの日とかに繰り延べにしておきますぅ…☆ｗｗｗ

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160409/85358_201604092307363390_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160409/85358_201604092307363390_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160409/85358_201604092307363390_3.jpg
http://85358.diarynote.jp/201008260756098920
https://www.youtube.com/watch?v=FVYCF4TZGWM&nohtml5=False


https://www.youtube.com/watch?v=FVYCF4TZGWM&nohtml5=False
渡辺美里 「Lovin’ you」



（４月10日）　とにかく北海道は、じゃがいもとゴボウが美味いッ♪o(^-^)o

http://85358.diarynote.jp/201604101518371040/

アル中パカパカ狼さん…(^_^#)☆
2016年4月10日 恋愛 コメント (3)
　

今日は逢えた☆o(^-^)o☆

けど、またもや二日酔のもよう…(-"-;)…★

休日にどんだけ飲んでんだ？

★(^_^#)★

まったくもうッ！(ΘoΘ;)！

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月10日15:29
　

とりあえず私は低め堅調。

(^_^;)

とにかくおなかが減ります…
ヽ（・○・；）ノ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201604101518371040/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
http://85358.diarynote.jp/201604101518371040/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160410/85358_201604101518371040_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2016年4月10日15:37
　

とにかく北海道は、じゃがいもとゴボウが美味いッ♪o(^-^)o
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月10日23:58
　

・呑み好き〜のくせに酒ヨワイ。

・子豚のしっぽ。

 

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


（４月10日）　カピバラの包容力は天井知らず。動物界のお釈迦さま的存在のカピバ
ラに集まる動物たち。

http://85358.diarynote.jp/201604110022589999/

コロナホールは地球直撃方向に入ったので、今後24時間は、太陽
風の平均速度が100km/s増し程度になる。

2016年4月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

中津川　昴 @subaru2012 · 7時間7時間前 � Yonaguni-cho, Okinawa 
@subaru2012 黒点上の活動は極めて激しくループができつつあるので、今後48時間以
内にはじける可能性が高まった。http://www.swpc.noaa.gov
https://pbs.twimg.com/media/CfqToQMUEAAU1Bz.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
2016年3月　メキシコ　ベラクルス州
川がシンクホールによって完全に干上がってしまった。一万世帯と砂糖産業に供給す

る水が完全になくなる事態に。

天変地異はいつでも起こりうる。

核燃料は運転していなくても冷やさなければならない。

https://pbs.twimg.com/media/Cfpp7miUUAIq5kF.jpg

http://85358.diarynote.jp/201604110022589999/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160411/85358_201604110022589999_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160411/85358_201604110022589999_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160411/85358_201604110022589999_3.jpg
http://www.swpc.noaa.gov/
https://pbs.twimg.com/media/CfqToQMUEAAU1Bz.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cfpp7miUUAIq5kF.jpg


おばんです。おなかいっぱい♪

…じゃ、（＾＾；）なくて、…

前２項、

書き足すことが頭いっぱいあったんですけど、

おなかいっぱいで眠くなりすぎて書けない…ｗ

捜してる曲が見つかりません。

（＾＾；）

とりあえずテキト〜に代理…。
https://www.youtube.com/watch?v=dYHOlu7-jls
スカイ　ハイ　/　ジグソー　/　歌詞 

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT1000UP】 カピバラの包容力は天井知らず。動物界のお釈迦さま的存在のカピバ
ラに集まる動物たち http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215204.html …
https://pbs.twimg.com/media/CfqeRTmUYAE8_uu.jpg

あったあった…これ？
https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI&nohtml5=False
BERSERK ~Forces~ by Susumu Hirasawa 

カタカナで検索したら引っかからなかった…ｗ

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 � 北海道 浦幌町 
【M2.6】十勝地方 深さ88.0km 2016/04/10 20:32:05
(G)http://j.mp/25SwdLG (Y)http://j.mp/1Sa7Chj

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � Afghanistan 
【M6.6】HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 210.4km 2016/04/10 19:28:58
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Sa5w0N (USGS)http://j.mp/1N29Z3l

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ80.8km 2016/04/10 17:57:56 http://j.mp/1YmIn9W

https://www.youtube.com/watch?v=dYHOlu7-jls
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215204.html
https://pbs.twimg.com/media/CfqeRTmUYAE8_uu.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI&nohtml5=False
http://j.mp/25SwdLG
http://j.mp/1Sa7Chj
http://j.mp/1Sa5w0N
http://j.mp/1N29Z3l
http://j.mp/1YmIn9W


地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 厚真町 
【M2.7】石狩平野 深さ135.4km 2016/04/10 17:21:02
(G)http://j.mp/1YmFtC5 (Y)http://j.mp/1SpiGky

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � San Juan Ozolotepec, Oaxaca 
【M5.4】OAXACA, MEXICO 35.3km 2016/04/10 16:11:23JST, 2016/04/10
07:11:23UTC
(G)http://j.mp/23lUMld (USGS)http://j.mp/23lUMlf

中津川　昴 @subaru2012 · 7時間7時間前 � Yonaguni-cho, Okinawa 
@subaru2012 割と大きいサイズの太陽黒点が単独で出来るのは、磁北極と磁南極が反
転して以来では稀だ。 
https://pbs.twimg.com/media/CfqSVANUYAApUQU.jpg

中津川　昴 @subaru2012 · 7時間7時間前 � Yonaguni-cho, Okinawa 
【太陽黒点とコロナホール】太陽黒点はだんだん地球方向を向いてきた、コロナホー

ルは地球直撃方向に入ったので、今後24時間は、太陽風の平均速度が100km/s増し程度
になる。 
https://pbs.twimg.com/media/CfqRGj5UUAAuvYV.jpg

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M4.1】SEA OF JAPAN 478.7km 2016/04/10 12:19:29JST, 2016/04/10 03:19:29UTC
(G)http://j.mp/1URMRaz (USGS)http://j.mp/1RLS6pQ

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ42.2km 2016/04/10 13:09:24 http://j.mp/1qB1HFO

宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
[記事] C1の小さいフレアが続いています。太陽風は低速です。 http://swnews.jp
#swnews

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M5.7】SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 55.3km 2016/04/10 11:14:36
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1qfHrJh (USGS)http://j.mp/1oMR94O

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ69.9km 2016/04/10 10:37:36 http://j.mp/1VgmJWD

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
今年に入って、スウェーデン北部で過去100年で最大の地震。アメリカ、スペイン、ポ

http://j.mp/1YmFtC5
http://j.mp/1SpiGky
http://j.mp/23lUMld
http://j.mp/23lUMlf
https://pbs.twimg.com/media/CfqSVANUYAApUQU.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CfqRGj5UUAAuvYV.jpg
http://j.mp/1URMRaz
http://j.mp/1RLS6pQ
http://j.mp/1qB1HFO
http://swnews.jp/
http://j.mp/1qfHrJh
http://j.mp/1oMR94O
http://j.mp/1VgmJWD


ルトガル、オーストラリアでは巨大なシンクホール（表層が崩落して生ずる陥没孔）

の出現に、アメリカで頻発する地震。エクアドルではトゥングラワ火山の噴火等々、

これから何かが起きる可能性は高い。

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
気象庁　異常天候早期警戒情報。

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

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
今日10日、深夜２回の地震
大阪と京都の境付近が震源で、地震が多い場所。

4月4日にも地震が起っていて、この付近は「断層」の密集地帯。解析を見ると「ド
カン」と突き上げるような直下型地震特有の揺れ方。日頃から地震の備えは必要なエ

リア

https://pbs.twimg.com/media/Cfo4iI8UEAA9Yy-.jpg

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 青森 今別町 
【M3.0】津軽半島付近 深さ222.8km 2016/04/10 07:17:45
(G)http://j.mp/1Q0ZfwQ (Y)http://j.mp/20qHwqg (アニメ)http://j.mp/1RY5S5i

cmk2wl @cmk2wl · 4月9日 
2016年4月5日 カナダ
オンタリオ州南部の広い範囲で観測史上最も低い気温。

ロンドン（-12℃）
デリー（-12.2℃）
キッチナー（-15.5℃）
グエルフ（-16.7）
ティミンズ（-24.5℃）等、記録的な寒さ。

https://www.youtube.com/watch?
v=_ZmxV1SdfDI&ebc=ANyPxKpP7dtuYQXzaBwrtic0cK1MfIj5oO9AUh2vVZDbJBtlZSRH85_UOVkj2_2Icq6-
7__TSxk-ytVmkqjB2uwT34tfH-FtEg&nohtml5=False
Susumu Hirasawa - Niwashi King 

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 4月3日 
３月７日の電磁パルスがまず３月７日のＭ７の地震を起こしたのではないでしょうか

？

地球磁場は３月８日頃発生したフレアによるＣＭＥが１０日には到達して磁気嵐とな

ってます。

https://pbs.twimg.com/media/Cfo_OxWUYAABLZP.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cfo4iI8UEAA9Yy-.jpg
http://j.mp/1Q0ZfwQ
http://j.mp/20qHwqg
http://j.mp/1RY5S5i
https://www.youtube.com/watch?v=_ZmxV1SdfDI&ebc=ANyPxKpP7dtuYQXzaBwrtic0cK1MfIj5oO9AUh2vVZDbJBtlZSRH85_UOVkj2_2Icq6-7__TSxk-ytVmkqjB2uwT34tfH-FtEg&nohtml5=False


３月９日末に黒点が地球正面に達する頃Ｘフレアが発生してます。

この時のＣＭＥがＭ９の巨大地震を起こしたようです。

https://www.youtube.com/watch?
v=WA4Px6Vi9Io&ebc=ANyPxKpPQHX1Jpkq7XAoXMAEyIeR8e6LzivtsQM73XU3o1c4gp8yVR-
XZC62AaG_FTfPyxoLk_CHGqKxz6GSyQCPE_K9_Hg5YA&nohtml5=False
MOTHER 

越前きんもくせい @echizen_no_kami · 2時間2時間前 
天正大地震といえば、地震の影響か、若狭湾に津波がきて沿岸の家や人の被害が出た

ことが『兼見卿記』にあり、宣教師フロイスの記録等にも関連の記述があります。東

日本大震災とそれにともなう原発事故があったことから、この若狭湾の大津波はここ

近年にわかに注目を集めることになりました。 #真田丸

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 15 時間15 時間前 
#クライシスカレンダー 04/10【1783年 伊豆諸島・青ヶ島噴火】旧暦天明3年3月9日 死
者7人 1780年7月から火山活動活発化、この日の噴火で家屋60軒以上が焼失。その後小
康状態となるも、1785年4月に大噴火が発生し6月に全島民が八丈島へ避難することに
。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 15時間15時間前 
#クライシスカレンダー 04/10【1815年 インドネシア・タンボラ火山大噴火】死者1
万人 人類史上最大の噴火。爆発音は1800km離れた場所でも聞こえ、大量の噴出物で周
辺は昼も闇に覆われたとされる。その年は世界規模で異常気象、「夏のない年」と

なり、飢饉などで死者10万人以上。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 15時間15時間前 
#クライシスカレンダー 04/10【1979年 アメリカ・テキサス州で巨大竜巻】死者59人
負傷者約1000人 15時頃から20時頃までに少なくとも13個の竜巻やダウンバーストが相
次いで発生。人口約10万人のウィチタフォールズ市には藤田スケール4の巨大竜巻が
襲来、甚大な被害。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 16時間16時間前 
#クライシスカレンダー 04/09【1858年 飛越地震】旧暦安政5年2月26日 01:00頃発生
M7.0 死者426人負傷者646人 越中・飛騨国境を震源とする地震、周辺地域で被害多数
。立山連峰・鳶山が山体崩壊(鳶山崩れ)、常願寺川が閉塞し、以後の余震で決壊し下流
に大被害も。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 16時間16時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=WA4Px6Vi9Io&ebc=ANyPxKpPQHX1Jpkq7XAoXMAEyIeR8e6LzivtsQM73XU3o1c4gp8yVR-XZC62AaG_FTfPyxoLk_CHGqKxz6GSyQCPE_K9_Hg5YA&nohtml5=False


#クライシスカレンダー 04/09【2013年 イラン南西部でM6.3】16:22頃発生 死者30人以
上負傷者約850人 近隣にあるブシェール原発に被害なし。イランはアラビアプレート
とユーラシアプレートの境界に位置し、大きな地震が繰り返し発生している。

https://www.youtube.com/watch?v=BzCpeNaiIPg&nohtml5=False
瑠璃色の地球 手嶌葵 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BzCpeNaiIPg&nohtml5=False


（中旬）
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（中旬）
 
 



（４月11日）　ミニサイズ悪魔エルさんが、ご託宣あそばしました…

http://85358.diarynote.jp/201604110553418111/

「おっとぉ…。４月２１日になると終了ッ」…
？

2016年4月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
めも

ミニサイズ悪魔エルさんが、

「…おっとぉ…。４月２１日になると終了。

残念ですが、すべて一旦キャンセルになりま〜すッ☆♪」

…と、ご託宣あそばしました…（夢ッセージ）

https://www.youtube.com/watch?v=ZenK8kKUtpQ&nohtml5=False
英語学習　Alice in Wondreland 02　ふしぎの国のアリス02　白ウサギを追って

「…時間が無い…ッ！」…？？

？（＠＠；）？

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月11日8:16

http://85358.diarynote.jp/201604110553418111/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604110553418111/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160411/85358_201604110553418111_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZenK8kKUtpQ&nohtml5=False
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


　

景色は覚えてるんですが、状況は不明。

（＾＾；）

個人的なこと？　地球規模のこと…？？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月11日8:16
　

０

５５

３３

８８…☆

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


（４月11日）　オオカミの遠吠えは、どうしてこんなに心にしみ入るのだろう？

http://85358.diarynote.jp/201604110848119863/

東日本大震災から5年1ヶ月。
2016年4月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?
v=vI_dCo4jsT4&ebc=ANyPxKr4ttX6Z6Rfe8hzxL0olT9TNdt6d4YHftE9cWz_8NcGxaiaTK6XDRFvbWBDmEoe6-
kTl4u2JLuBVMFvig55r-GKbhh7KA&nohtml5=False
【ニコカラ】 橙ゲノム 【On Vocal】

（前項参照）（＾＾；）

おはようございます。

０７：４７。

夕べのコレは追記しました。

http://85358.diarynote.jp/201604102043452982/
黒い誘惑。(‾ー+‾)ニヤリ　（追記アリ。）

アルパカ狼さんの件の追記はまた今度。

（どうせ今日もネタが増えるでしょうし…♪）

札幌はプラス６℃。

夜明けがたは雪（？）が２cmほど積もってましたが、
日の出とともにあっという間に溶けました。

http://85358.diarynote.jp/201604110848119863/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160411/85358_201604110848119863_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160411/85358_201604110848119863_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160411/85358_201604110848119863_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=vI_dCo4jsT4&ebc=ANyPxKr4ttX6Z6Rfe8hzxL0olT9TNdt6d4YHftE9cWz_8NcGxaiaTK6XDRFvbWBDmEoe6-kTl4u2JLuBVMFvig55r-GKbhh7KA&nohtml5=False
http://85358.diarynote.jp/201604102043452982/


今はヒトムカシマエの映画屋が鳴いて歓ぶ「どピーカン。」ですが…

天気予報は「終日降水確率５０％」と、「崩れます荒れます！」の予報…。

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

そして日本列島の南に、前代未聞？なカンジの長〜大〜な前線が…？？

さて…
太陽黒点の影響なのか

フクイチ噴出が原因なのか…

どうなる…？？

カラパイア @karapaia · 7 時間7 時間前 
カラパイア : オオカミの遠吠えは、どうしてこんなに心にしみ入るのだろう？狼たちの
遠吠え映像総集編 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215377.html …
https://pbs.twimg.com/media/CfsQtVbVIAAaPGk.jpg

…もっふもっふ…♪（＾o＾）♪

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

01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.040 6 
04:00 0.040 0.039 0.040 6 
05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00 
07:00

…まぁ…。（＾＾；）…。

心身ともに堅調。食欲旺盛…。

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M3.7】択捉島近海 深さ146.1km 2016/04/11 06:57:43

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215377.html
https://pbs.twimg.com/media/CfsQtVbVIAAaPGk.jpg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


(G)http://j.mp/20tbtGd (アニメ)http://j.mp/1qHPejS

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年04月11日 07:00】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月11日 06:50
現象：爆発

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M4.2】RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 48.3km 2016/04/11 04:46:39
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1UTtDkX (USGS)http://j.mp/1Mofp8M

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M5.7】RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 34.0km 2016/04/11
04:34:03 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1MocHAk (USGS)http://j.mp/1VgcDWq

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.6】苫小牧南方沖 深さ90.4km 2016/04/11 01:38:57
(G)http://j.mp/1SXU31f (アニメ)http://j.mp/1SXU2L1

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 茨城 常総市 
【M4.0】EASTERN HONSHU, JAPAN 42.7km 2016/04/10 23:32:42JST, 2016/04/10
14:32:42UTC
(G)http://j.mp/1SXTGnD (USGS)http://j.mp/1SXTIfc

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M5.1】SOUTHEAST OF EASTER ISLAND 14.5km 2016/04/11 00:46:11
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1SXQSa1 (USGS)http://j.mp/1SXQQ1H

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M3.2】秋田県西方沖 深さ214.9km 2016/04/11 00:51:42
(G)http://j.mp/1SHRayY (アニメ)http://j.mp/1SHR9Ly

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.5】津軽海峡 深さ165.2km 2016/04/10 23:44:15 http://j.mp/1USMPPM

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.9】国後島近海 深さ114.3km 2016/04/10 23:25:30 http://j.mp/1qgGjVQ

http://j.mp/20tbtGd
http://j.mp/1qHPejS
http://j.mp/1UTtDkX
http://j.mp/1Mofp8M
http://j.mp/1MocHAk
http://j.mp/1VgcDWq
http://j.mp/1SXU31f
http://j.mp/1SXU2L1
http://j.mp/1SXTGnD
http://j.mp/1SXTIfc
http://j.mp/1SXQSa1
http://j.mp/1SXQQ1H
http://j.mp/1SHRayY
http://j.mp/1SHR9Ly
http://j.mp/1USMPPM
http://j.mp/1qgGjVQ


山田陽志郎 Yoshiro Yamada @sinus_iridium · 9時間9時間前 
山田陽志郎 Yoshiro YamadaさんがKarl Battamsをリツイートしました
いま太陽に現れている黒点と地球の大きさ。 
https://twitter.com/SungrazerComets/status/719163457916907526

https://www.youtube.com/watch?v=pYWzwhKte0I&nohtml5=False
【UTAU ORIGINAL】（人食い）アリスとウサギさん 【Akane Kira】

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 04/11【800年 富士山延暦噴火】旧暦延暦19年3月14日 この日
から約1ヶ月間に渡り活発な噴火活動と日本紀略に記載あり。802年にも噴火があった
。

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 04/11【2005年 千葉県北東部でM6.1】07:22頃発生 負傷者1人
茨城県神栖市、千葉県旭市などで震度5強を観測、東北から近畿にかけて有感。負傷者
のほか窓ガラス破損などの被害。

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 04/11【2011年 福島県浜通りでM7.0】17:16頃発生 死者4人 負
傷者10人 福島県いわき市、茨城県鉾田市などで震度6弱。3月の東北地方太平洋沖地震
に関連し、いわき市にある井戸沢断層と湯ノ岳断層が活動したものとされる。

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 04/11【2012年 インドネシア・スマトラ島沖でM8.6】14:38頃
発生 死者10人以上 2004年の巨大地震を起こしたプレート境界の沖合で発生。地震の規
模に比べて津波の規模が小さく、被害は限られた。

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 
東日本大震災から5年1ヶ月
http://www.rescuenow.net/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/3653
…

https://www.youtube.com/watch?v=Cec3g9yXZ-
I&ebc=ANyPxKrfBEt3INsCeoMVY457MMVzOb11CCO5DLHh9obd9tL-4Y_-HcDOyH-ULE--
g05jspuhCxogPQbyWewxWSxWXI_-g0UUZg&nohtml5=False
【ラブライブ！】もうひとりじゃないよ 【UTAU】

https://twitter.com/SungrazerComets/status/719163457916907526
https://www.youtube.com/watch?v=pYWzwhKte0I&nohtml5=False
http://www.rescuenow.net/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9/3653
https://www.youtube.com/watch?v=Cec3g9yXZ-I&ebc=ANyPxKrfBEt3INsCeoMVY457MMVzOb11CCO5DLHh9obd9tL-4Y_-HcDOyH-ULE--g05jspuhCxogPQbyWewxWSxWXI_-g0UUZg&nohtml5=False


（４月11日）　残すと祟るぞ。悪魔が宿った感のある…

http://85358.diarynote.jp/201604110851168595/

猛毒の抗がん剤『激増する癌患者』／←そりゃ関東東北のストロ

ンチウム汚染魚を食べてれば白血病にもなるさ。

2016年4月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=FXAuQXot_y4&nohtml5=False
ビーズログ文庫アリス「嘘つきウサギと銀の檻」PV 

amaちゃんだがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 1時間1時間前 
『激増する癌患者』

⇒ http://amba.to/23nc8hG 
猛毒の抗がん剤を打つのか?
医師たちは、「癌は治らない!!」と教育されていますから「必ず治ります」とは、言い
ません!!

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
電磁波マインド・コントロール攻撃にさらされた娘さんを守ろうとした大阪の母親が

、自分も照射攻撃に遭い、脳腫瘍で亡くなる！　「毎日、頭がしびれるほど頭部に強

力な電磁波を照射」　

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-226c.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
盛岡動物園のヒトコブラクダが急性心不全、呼吸不全のため死亡

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174847156.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
2016年04月10日
アラバマ州の原発で放射能漏れ

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174852159.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
太田洋品店 @ochabashira3 氏の2015/7/16のツイート
@mikakuson @yoshidakengoman 愛知県あたりでも、子供若者の白血病が増加してて
、保険会社さんが戸惑ってたりします

←そりゃ関東東北のストロンチウム汚染魚を食べてれば白血病にもなるさ

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
福島甲状腺委の大半が「被曝と甲状腺ガンは無関係」という結論を出したがっている

大きな理由も、実は甲状腺ガン治療の柱がヨウ素１３１大量注入療法だからで、もし

ヨウ素＝甲状腺ガンという認識が定着したなら、それまで行われてきたヨウ素注入医

療は何だったのか？

と責任を問われかねないからだ

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
医療関係者や研究者には、鎌田實や河田昌東のように汚染地の子ども達を避難させな

http://85358.diarynote.jp/201604110851168595/
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いエートスを支持する者が多い

理由は、自分たちが行っている医療被曝や被曝を伴う研究活動を正当化するためであ

る

もし被曝に閾値が存在せず微量被曝も避けるという考えが拡大すれば、自分たち

の過去も問われることに

クリエネ（田母神より甘利追及を） @morecleanenergy · 8時間8時間前 
2015年時点でのまとめ　→
３・１１直後の首都圏の水道水の放射能汚染(渡辺輝人) - Y!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhito/20150310-00043685/ …

桑ちゃん @namiekuwabara · 9時間9時間前 
寝る前にひとつぐらいは役に立つTWしておかないとね。
今日は「昭和51年４月度版より」内部被爆の教育を紹介します。
放射線の内部被爆の防護は今も昔も変わりません。怖さは知っていたのです。今は「

放射能安全」教育盛んですが間違いです。 

NHK科学文化部 @nhk_kabun · 10時間10時間前 
【明日に向けて】東日本大震災の発生から1858日目。原発事故の影響で自粛されて
いた、福島県金山町にある沼沢湖のヒメマス釣りが、９日に４年ぶりに解禁され、早

朝から多くの釣り人が訪れました。

https://www.youtube.com/watch?
v=dAs0FTH2KWc&ebc=ANyPxKq5GDGAbe5eetXB3Nbc_yxBjP_jyAklnWrck8tZdPZbojyFUPFuxPkSEVvKs6lS2Erxl9n3V350rROzPOufWcDZMC2JMQ&nohtml5=False
【MMD】LOVE&JOY ft. LAT Akane Kira【MODEL DOWNLOAD】 

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【トレビア〜ン】フランスで昆虫パスタが大人気！店主「良質なタンパク質です」

http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/15351健康法.jp/archives/15351

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
【RT800UP】 残すと祟るぞ。悪魔が宿った感のある食品画像
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215132.html …
https://pbs.twimg.com/media/CfsB2CbUYAAw3Ps.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=Jj9zsq5x6no&ebc=ANyPxKpQ5_hAouoIldVABcgz8ZMfQ57BZ7sOLXuqPqRv8AvPn6aOE_1bLZGraqxbwZPRHsw3fcbjjzC8pcclkMhP3_rdlbmJww&nohtml5=False
【ニコカラ】オレンジ 《on　vocal》 

https://www.youtube.com/watch?
v=EpjjNt0p33g&ebc=ANyPxKq5GDGAbe5eetXB3Nbc_yxBjP_jyAklnWrck8tZdPZbojyFUPFuxPkSEVvKs6lS2Erxl9n3V350rROzPOufWcDZMC2JMQ&nohtml5=False
【MMD】 LOVE&JOY (修正版)

http://bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhito/20150310-00043685/
https://www.youtube.com/watch?v=dAs0FTH2KWc&ebc=ANyPxKq5GDGAbe5eetXB3Nbc_yxBjP_jyAklnWrck8tZdPZbojyFUPFuxPkSEVvKs6lS2Erxl9n3V350rROzPOufWcDZMC2JMQ&nohtml5=False
http://???.jp/archives/15351
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215132.html
https://pbs.twimg.com/media/CfsB2CbUYAAw3Ps.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Jj9zsq5x6no&ebc=ANyPxKpQ5_hAouoIldVABcgz8ZMfQ57BZ7sOLXuqPqRv8AvPn6aOE_1bLZGraqxbwZPRHsw3fcbjjzC8pcclkMhP3_rdlbmJww&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=EpjjNt0p33g&ebc=ANyPxKq5GDGAbe5eetXB3Nbc_yxBjP_jyAklnWrck8tZdPZbojyFUPFuxPkSEVvKs6lS2Erxl9n3V350rROzPOufWcDZMC2JMQ&nohtml5=False


（４月11日）　バイトは特等席、アルパカさんの声を聴き放題♪

http://85358.diarynote.jp/201604111023434090/

雪です！(‾○‾;)！
2016年4月11日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
前々前項参照。(^。^;)

本降り…てか、吹雪！

ヽ（・＿・；）ノ

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月11日15:36
　

「パシクルカムイの恩返し」は本当に美味しい。(^。^;)

バイトは特等席、アルパカさんの声を聴き放題♪(^_^)v

雪にも降られずに済んだし。

(^_^;)
上がっても線量０.０４８だっけ？

１月にマイナス５℃だった福岡が、

４月に真夏日。(‾○‾;)

火山と原発と産廃の腐敗地獄は

まさに東京ソドムに対する

西のゴモラの都…。(〃_ _)σ‖

http://85358.diarynote.jp/201604111023434090/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201604111023434090/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160411/85358_201604111023434090_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


津軽海峡以南全域に出された

「異常高温警報」を尻目に、

全市を挙げて原発差し止め裁判を闘う函館を玄関に擁する我がアイヌモシリ。

レラカムイ様は断固抗戦徹底防衛の構えでいらして下さいます…♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月11日15:56
　

また吹雪！
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（４月11日）　ミニサイズ凶悪ウォンバット大魔王エルさんが、

http://85358.diarynote.jp/201604112212526744/

竜頭蛇足…（－－＃）…
2016年4月11日 友達 コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI&nohtml5=False
BERSERK ~Forces~ by Susumu Hirasawa 

無事故で帰投。

札幌はプラス２℃。

ちょっくら吹雪にまかれましたが、

「こんなこともあろうかと」

　（＾＾；）

常備のカッパ装着して寒さも濡れ被曝も防御…☆

本日は「竜頭蛇尾」なイチニチ。

前半ぬか喜び、後半へろへろパターン？ｗ（－－；）ｗ

午前中せっかく久しぶりに仲良しの人と隣の席になれて、「暇なら話せる♪」と喜んでいたのに

、ミニサイズ凶悪ウォンバット大魔王エルさんが、わざわざその人追い出して、わざわざ私の隣

に座り、そしてわざわざ完全に私を無視して、反対側の人とだけ話をする。というね…

…（〜〜；）…

レベルが低すぎて、怒る気にもなれない…ｗ（ーー＃）ｗ…

「小学生かオマエわッ？」としか言いようがないが、なにしろアレはヒトならぬ使徒ならぬ

押しも押されもせぬ【大魔王様】なので…

…（－－＃）…

恥とか常識とか良心とか、「人間的なもの」を期待するだけ無駄なのであった…

http://85358.diarynote.jp/201604112212526744/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=204
http://85358.diarynote.jp/201604112212526744/
http://diarynote.jp/items/books-jp/4253178316/
https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI&nohtml5=False


★（－－＃）…★

（そんなわけで後半戦、アルパカ狼さんともまったく喋れなかったので、ちょっくらヤサグレテ

おりますなう…★）

https://www.youtube.com/watch?v=GlAa1A967FQ&nohtml5=False
Berserk; Super Forces (God Hand Mix) 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月20日15:23
　

ひとひら言葉帳 @kotobamemo_bot · 4月17日 

この世でもっとも好きなのは、きみのいない世界、すべてからきみだけが抜けて、なくなった世

界で、よかったね、きみは銀河系から出られた、ということにして、きみだけをのけ者にした

世界、あるんだよ、知らないの、

 
そこに生まれなくて良かったね /最果タヒ「移住者」
 

https://www.youtube.com/watch?v=GlAa1A967FQ&nohtml5=False
http://85358.diarynote.jp/
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（４月11日）　今、「あと１０日！」と言われたら、何がしたいか。と言うと…？

http://85358.diarynote.jp/201604112329511047/

地球は何を教えているのか？ ／天変地異はいつでも起こりうる。
核燃料は運転していなくても冷やさなければならない。

2016年4月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=iBGrWfQd2vU&nohtml5=False
SORAMIMI －空が耳をすましている－　谷山浩子

（承前）

ところで今朝のコレ（夢）について考えてみたんですけどね…。
http://85358.diarynote.jp/201604110553418111/
「おっとぉ…。４月２１日になると終了ッ」…？

仮に４月２１日に、

自分が死ぬなり

大地震で生活の足場が全崩壊するなり、

するとしてですね…

じゃ、今、「あと１０日！」と言われたら、何がしたいか。と言うと…？

…う〜ん…ｗ（＾へ＾；）ｗ…★

「予定通り」…☆

週４日バイトしてアルパカ狼さんの顔が見れたの声が聴けたの〜で一喜一憂して、

週３日休んで原稿が書けたの家事が捗ったの源泉出遊〜♪ だの〜で一喜一憂して…

ふつうに、「暮らしたい」と思います…

「いつか終わりが来る日まで。」ね…♪（＾＾）♪

https://www.youtube.com/watch?v=vBnUvtIsxBI
ここにいるよ - 谷山浩子 

カラパイア @karapaia · 7時間7時間前 
【RT400UP】 ハクチョウの恩返しは羽毛100％のマフラーとなり、やさしく首を温め
続けることだった。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215416.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cfvf2RuUkAAvONl.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=KYl0yS8b7Cw&ebc=ANyPxKptttGYVsDIAzuZ0w7WS-
SVyO7WsfxKpSHvop9qcUghEol25ZlAc1JiMsobZo1dwfHafJ5JM60JX-
Z7sHFR5DHA5T6iKw&nohtml5=False
海の時間 - 谷山浩子 

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

01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.040 6 
04:00 0.040 0.039 0.040 6 
05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00 0.040 0.039 0.039 6 
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07:00 0.040 0.038 0.039 6 
08:00 0.040 0.038 0.039 6 
09:00 0.040 0.039 0.039 6 
10:00 0.040 0.039 0.039 6 
11:00 0.047 0.039 0.043 6 
12:00 0.048 0.045 0.047 6 
13:00 0.045 0.042 0.043 6 
14:00 0.044 0.042 0.043 6 
15:00 0.043 0.040 0.042 6 
16:00 0.041 0.039 0.040 6 
17:00 0.041 0.040 0.041 6 
18:00 0.042 0.040 0.041 6 
19:00 0.042 0.041 0.041 6 
20:00 0.041 0.040 0.041 6 
21:00 0.041 0.039 0.040 6 
22:00

地震マップ @eq_map · 42分42分前 
【M4.8】IZU ISLANDS, JAPAN REGION 11.9km 2016/04/11 19:23:45 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1N3XDYv (USGS)http://j.mp/1qDvmhG

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.7】北海道南西沖 深さ13.4km 2016/04/11 20:09:27 http://j.mp/1UV5s5F

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.5】国後島近海 深さ53.7km 2016/04/11 19:00:37 http://j.mp/1Q2MXUB

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.5】北海道南東はるか沖 深さ51.6km 2016/04/11 17:22:01
(G)http://j.mp/20ufxWU (アニメ)http://j.mp/1XqgNsh

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M5.2】TAIWAN REGION 58.9km 2016/04/11 14:45:09JST, 2016/04/11
05:45:09UTC
(G)http://j.mp/1S4vyPX (USGS)http://j.mp/1VhBJUr

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M5.0】VANUATU 12.8km 2016/04/11 12:52:57JST, 2016/04/11 03:52:57UTC
(G)http://j.mp/1VLFjF6 (USGS)http://j.mp/1qCKoEd

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M5.0】PALAU REGION 10.9km 2016/04/11 11:07:10JST, 2016/04/11 02:07:10UTC
(G)http://j.mp/23nuYVR (USGS)http://j.mp/1SYvZve

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04月11日 09:59】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月11日 09:51
現象：噴火

宇宙天気ニュース @swnews · 13 時間13 時間前 
[記事] 太陽風はやや低速です。カナダのオーロラをどうぞ。 http://swnews.jp #swnews

junko @junko_in_sappro · 16時間16時間前 
アフガニスタンで強力な地震、インドとパキスタンでも揺れ（動画）

http://jp.sputniknews.com/asia/20160410/1936193.html … 
アフガニスタンで10日、マグニチュード6.8の地震が発生
インドとパキスタンでも揺れが観測された

佐々木俊尚 @sasakitoshinao · 16時間16時間前 
相模トラフで大地震があると鎌倉には8分で津波到達。由比ヶ浜とかだと近くに高台ないので、津
波避難ビルに逃げるしかない。海岸近くに行くときはハザードマップ見ていくようにしよう。映

像も恐ろしい。鎌倉市公式動画。／鎌倉で津波から生きのびる http://bit.ly/1qgoAOi

http://j.mp/1N3XDYv
http://j.mp/1qDvmhG
http://j.mp/1UV5s5F
http://j.mp/1Q2MXUB
http://j.mp/20ufxWU
http://j.mp/1XqgNsh
http://j.mp/1S4vyPX
http://j.mp/1VhBJUr
http://j.mp/1VLFjF6
http://j.mp/1qCKoEd
http://j.mp/23nuYVR
http://j.mp/1SYvZve
http://swnews.jp/
http://jp.sputniknews.com/asia/20160410/1936193.html
http://bit.ly/1qgoAOi


…すいません。毎夏、由比ヶ浜で泳いで育ちました…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?
v=bQd4kBghF6s&ebc=ANyPxKpduPWdMkDMlHiYkvURlMC-
PQ4qu1YbaDmUR6HaLfdkoW6DiSl9sT-LKbZuN-
KdhMNJn1LWpXD0mVyxUXdFVFHzGSZrDQ&nohtml5=False
【諫山実生】月のワルツ　みんなのうた 

umineko @umineko626 · 7時間7時間前 
【謎】シンクホールと呼ばれる現象　地面に穴・陥没・森・家・道路が飲

まれる　すべてが吸い込まれる - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2138927776959987601 …

ダダ dada @EXdadaSIN · 17時間17時間前 
ダダ dadaさんがcmk2wlをリツイートしました
シンクホール、ここ(加)に引っ越してきた年にとても目についたニュース(し
かも頻繁)だったのを憶えています
。http://www.cnn.com/2012/08/09/us/louisiana-bayou-sinkhole/ …
https://twitter.com/cmk2wl/status/718983791302221824

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
2016年3月29日　中国広西テレビ
池にシンクホールができて、50000キロの魚が飲み込まれてしまったと。
https://pbs.twimg.com/media/CfsNl27UAAAV6FE.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 4月10日 
これもシンクホールなのだとか…。
これが原発近くの海岸で発生したら、大変なことになる。

http://www.frasercoastchronicle.com.au/news/campers-catches-new-
sinkhole-video-inskip/2985005/ …

cmk2wl @cmk2wl · 4月10日 
2016年3月　メキシコ　ベラクルス州
川がシンクホールによって完全に干上がってしまった。一万世帯と砂糖産

業に供給する水が完全になくなる事態に。

天変地異はいつでも起こりうる。

核燃料は運転していなくても冷やさなければならない。

https://pbs.twimg.com/media/Cfpp7miUUAIq5kF.jpg

自然災害画像bot @nature_saigai · 4月9日 
【シンクホール】2013月２月２８日フロリダ州ブランドンにて、一般住宅
の真下に深夜シンクホール（陥没した穴）が出現。寝室で就寝中の３６歳

の男性がそのまま穴に落ちて行方不明になった。 穴の直径９メートル、深
さ１５メートル以上。 

Chiyohime @SherryChiyohime · 4月9日 
世界の巨大な「穴（シンクホール）」画像 - Buzzzzzer
世界中で起きている陥没穴、地球は何を教えているのか？

http://buzzzzzer.com/3733

自然災害画像bot @nature_saigai · 4月8日 
【シンクホール】アメリカ・フロリダ州で8月12日、リゾートホテルの敷地
が大きく陥没し、ホテルの建物が穴にのみ込まれる事故が発生。現場は同

州オーランドのウォルト・ディズニー・ワールドから車で約10分のホ
テル。 

武家州 @takeyasu5150 · 4月7日 
http://earthreview.net/massive-growing-sinkhole-in-tarpon-springs-florida/ …
フロリダ州ターポンスプリングズで発生した「成長し続けるシンクホール

」

tukiyo @tukiyonaga1 · 4月3日 
中国のシンクホールに広がる壮大な自然洞窟がまるで別世界のよう！

http://ift.tt/1SJNWh5
https://pbs.twimg.com/media/CfFAObHW8AA9NWi.jpg

中田真樹 @ego090909 · 4月2日 
近年、突然地面が陥没し、地表に巨大な穴が空く現象が世界中で多発して

https://www.youtube.com/watch?v=bQd4kBghF6s&ebc=ANyPxKpduPWdMkDMlHiYkvURlMC-PQ4qu1YbaDmUR6HaLfdkoW6DiSl9sT-LKbZuN-KdhMNJn1LWpXD0mVyxUXdFVFHzGSZrDQ&nohtml5=False
http://matome.naver.jp/odai/2138927776959987601
http://www.cnn.com/2012/08/09/us/louisiana-bayou-sinkhole/
https://twitter.com/cmk2wl/status/718983791302221824
https://pbs.twimg.com/media/CfsNl27UAAAV6FE.jpg
http://www.frasercoastchronicle.com.au/news/campers-catches-new-sinkhole-video-inskip/2985005/
https://pbs.twimg.com/media/Cfpp7miUUAIq5kF.jpg
http://buzzzzzer.com/3733
http://earthreview.net/massive-growing-sinkhole-in-tarpon-springs-florida/
http://ift.tt/1SJNWh5
https://pbs.twimg.com/media/CfFAObHW8AA9NWi.jpg


いる。人々が恐怖するこの「シンクホール」については、地盤の侵食や地

下水汲み上げによる地中の空洞化などさまざまな考察がなされているが、

正...
http://bit.ly/1SHe2RV
https://t.co/vNrG3aV9th

…ネタだ…ネタなんだ…（００；）…

参照：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E7%89%A9%E8%AA%9E

https://www.youtube.com/watch?v=3iDbv3-FhcA&nohtml5=False
谷山浩子　お約束 

中津川　昴 @subaru2012 · 3時間3時間前 � Yonaguni-cho, Okinawa 
@subaru2012 【黒点と地球のサイズ比較】 AR2529 Sunspot In H-Alpha
With Earth At Scale jp-brahic on Apr. 9, 2016 uzès ( France) 
https://pbs.twimg.com/media/CfwgDV-UMAAMc3_.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【東北地方 気象情報 2016年04月11日 11:06】
東北地方では、１２日朝の最低気温が氷点下となり、南部を中心に強い霜

による被害や凍害のおそれがあります。農作物の管理に十分注意してくだ

さい。

https://www.youtube.com/watch?
v=cxtAqpVOAT8&ebc=ANyPxKpXIwqoPKxWEhvluSu1Lbk0oMg6sFUBs98kBWQF6Eg5D01DGMnuKOTmVMh2ctWZx8PNpXa4aevaolMpvWYKhuSPzsdeAw&nohtml5=False
河のほとりに　谷山浩子

http://bit.ly/1SHe2RV
https://t.co/vNrG3aV9th
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AF%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E7%89%A9%E8%AA%9E
https://www.youtube.com/watch?v=3iDbv3-FhcA&nohtml5=False
https://pbs.twimg.com/media/CfwgDV-UMAAMc3_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=cxtAqpVOAT8&ebc=ANyPxKpXIwqoPKxWEhvluSu1Lbk0oMg6sFUBs98kBWQF6Eg5D01DGMnuKOTmVMh2ctWZx8PNpXa4aevaolMpvWYKhuSPzsdeAw&nohtml5=False


（４月11日）　「惜しむべき命だったが、死なぬ人は居らず、もう戻れない」の破壊
力は未だに健在。

http://85358.diarynote.jp/201604120043599315/

港南台から磯子区洋光台／庭の池の鯉が次々奇形になって死んだ

…住める場所じゃ無い／トリチウムの危険性NHKが報道／絶対に
食べてはいけない。

2016年4月11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=VFcQ3gI4IDo&ebc=ANyPxKpC560fs1mYomwvTgLUVsVfj2sq-
0lR7rFihXO6Aan_g3fVysa0QwAzNNMrPrRupZTbZVshUiR1NyUs4BCyJq3nTO4AsQ&nohtml5=False
Susumu Hirasawa-Parade パレード

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"carapowa1 2016年2月3日
魔の地域です

港南台から磯子区洋光台、杉田、富岡

私の友人知人30代から50代、
この地域の住人凄まじい数の方が

震災前に亡くなっています。

全員癌です

友人は近所で余りに無くなるので

怖くなって引っ越しました。

結構有名です"

…すいません…（－－；）
「実家」隣接の地域です…（’ていうか伯母と叔父が住んでる…）

https://www.youtube.com/watch?v=Tz6PkOa_zbw&nohtml5=False
三日月の女神 

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
yuritake1964 2016年4月
北九州市

5年間の人口減少数ワースト1
1万5千人減少
石巻瓦礫、汚染廃棄物処理で

市民が多数亡くなったのでは

2013年特に周りで次々人が亡くなって
重病、難病発症も本当に多かった

Mペッコ @pecko178 · 1時間1時間前 
牛の歯からストロンチウム

人間の歯も調べれば検出される

だから歯の保存を！

＊東北大、福島原発事故の被災牛の歯から放射性ストロンチウムを検出

http://news.mynavi.jp/news/2016/04/11/235/ … #マイナビニュース

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2012/1/8
【ぬまゆのブログ】福島南相馬市

「 歯 」 が、 どんどん 欠けていきます。
身体の、だるさも、 年のせい ・・・ かな ?
わたくしも、 夫も、 
最近は、 毎日、 激しい【 倦怠感 】
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/035a5fb9897a5f55334105d3bdd5b56b …

天仙 @tensenten · 2 時間2 時間前 
輸血用の保存血液には、あらかじめ放射線が照射されている

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300928&g=132108 ……

kio @kio1977 · 2 時間2 時間前 
政府の試算はアテにならない。。。小野薬品のがん免疫薬、売上高６倍の1260億円に
　17年３月期　　：日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ11HY6_R10C16A4TJC000/ …

Lulu__19 @Lulu__19 · 3 時間3 時間前 
絶対に食べてはいけない汚染食品をぎっしり埋めつくしたと同じ土地、それがチェル

ノブイリ第４区である。このような上で、あなたは生活したいだろうか。ところがそ

http://85358.diarynote.jp/201604120043599315/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604120043599315/
https://www.youtube.com/watch?v=VFcQ3gI4IDo&ebc=ANyPxKpC560fs1mYomwvTgLUVsVfj2sq-0lR7rFihXO6Aan_g3fVysa0QwAzNNMrPrRupZTbZVshUiR1NyUs4BCyJq3nTO4AsQ&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=Tz6PkOa_zbw&nohtml5=False
http://news.mynavi.jp/news/2016/04/11/235/
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/035a5fb9897a5f55334105d3bdd5b56b
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300928&g=132108
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ11HY6_R10C16A4TJC000/


れが東京の平均的な土なのである。　http://bit.ly/1ulIOav

ジョージ @GeorgeBowWow · 3時間3時間前 
ジョージさんがはなゆーをリツイートしました

だって弁当、外食は安い福島米をブレンドしたコメだし、安けりゃスーパーでも東日

本産食材買うし、汚染シーチキン缶詰大量消費だし、サンマ大好物だし、どこの豚の

骨かわからない豚骨ラーメン屋行列だし。「放射能？気にしない」だし。 
https://twitter.com/hanayuu/status/719104844640858112

桑ちゃんさんへの返信 
しろくま @hontounokotoga_ · 3時間3時間前 
@namiekuwabara トリチウムの危険性については、過去にNHKが報道しています。
　★追跡！真相ファイル 「低線量被ばく　揺らぐ国際基準」★ 
　井戸水　１μSv/年でも、がん３０パーセント増加　小児がんは２倍に
http://www.dailymotion.com/video/xncvsv_%E8%BF%BD%E8%B7%A1-
%E7%9C%9F%E7%9B%B8%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB-
%E4%BD%8E%E7%B7%9A%E9%87%8F%E8%A2%AB%E3%81%B0%E3%81%8F-
%E6%8F%BA%E3%82%89%E3%81%90%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%9F%BA%E6%BA%96_news
…

cmk2wlがリツイート 
hero@ @HeroAho · 3 時間3 時間前 
1）空気入れ替えしない閉め切りの部屋で水式空気清浄機→あまり喉痛くない
2）空気入れ替えする部屋→喉痛くなるので、N95マスク使用
自宅でです。

2）の部屋で、つい数日前に水式を導入したら、使用後、喉が痛くなくなったと家族。
東京

junko @junko_in_sappro · 4時間4時間前 
『抗がん剤は、増ガン剤である!!』
⇒ http://amba.to/20uAZee 
「抗ガン剤では患者は救えない」

「抗がん剤の投与でガンは悪性化する」

「腫瘍を治療しないほうが長生きする」・・・アメリカ議会 ガン問題調査委員会が、
発表!!

天仙 @tensenten · 4時間4時間前 
GMO使用禁止国続出。しかし日本では新たに承認
〜欧州特許庁：モンサントの耐病性トマトの特許を取消しhttp://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=301035&g=132108 …

天仙 @tensenten · 6時間6時間前 
記憶力低下を招くトランス脂肪酸、主要菓子パンメーカー２社のトランス脂肪酸に対

する取り組み。. http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300930&g=132108 …

amaちゃんだがリツイート 
ナオリン（脱原発に１票） @nm19553305 · 6 時間6 時間前 
ナオリン（脱原発に１票）さんが秋田放射能測定室『べぐれでねが』をリツイートし

ました

抜粋「東北大学は被災牛の歯の中から、福島原発事故によるストロンチウム90を初め
て検出したと発表。体内への蓄積性が高い同核種に関する報告は珍しい。また歯の形

成期に歯の中に取り込まれ、そのまま代謝されず歯の中に留まる事が知られている」

天仙 @tensenten · 7時間7時間前 
薬を飲む時、副作用の覚悟が必要！

〜薬の副作用の恐ろしさ！〜

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300479&g=132108 …

山中ちえ子 医療、介護、子育ての願い @ce_kaku · 8時間8時間前 
除染されているとして来年は避難解除の浪江町です。まだ恐ろしい放射能汚染の実態

です。お友達が測定した場所は9.999と振り切ってしまいました。放射能物質は風に乗
って草木から草木、広大な土地に降り注ぐものです。避難解除は生活賠償を切る事 

amaちゃんだがリツイート 
tsuto @karrento · 8時間8時間前 
歴史上どの地域においても、100万人に一人とされるこどもの甲状腺癌が、3年を待た
ずにその数、75人を超えた。今でもその場所に、子どもたちも、妊婦も住んだまま
だと。これが、よその国だったら、今どきどんな国かと思うことだろう。私たちの麻

痺は、底抜けに果てしない。三宅洋平氏

amaちゃんだがリツイート 
ベジーの食卓 @vegitaku · 9時間9時間前 
【いいワイン、悪いワインの見分け方】 ワインの成分表示って見たことありますか？
この成分が入っていたらもうアウト！ http://bit.ly/1oxmok4 悪酔いの原因はコレかも！

http://bit.ly/1ulIOav
https://twitter.com/hanayuu/status/719104844640858112
http://www.dailymotion.com/video/xncvsv_%E8%BF%BD%E8%B7%A1-%E7%9C%9F%E7%9B%B8%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB-%E4%BD%8E%E7%B7%9A%E9%87%8F%E8%A2%AB%E3%81%B0%E3%81%8F-%E6%8F%BA%E3%82%89%E3%81%90%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%9F%BA%E6%BA%96_news
http://amba.to/20uAZee
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301035&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300930&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300479&g=132108
http://bit.ly/1oxmok4


？

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
2016年 4月7日 バングラディシュ
種の異なる鳥、約5000羽が嵐の後に死亡。
https://pbs.twimg.com/media/CfvC9DbUUAEZkgq.jpg

junko @junko_in_sappro · 12時間12時間前 
南1条東×丁目、バスセンター駅前の端
やぶ医者デンタル・クリニックの被害報告が拡大しています

サインもしていないうちに説明もなく

ドイツにインプラント用の歯型を送り

その分金銭を、衛生士が強要します

その他、治療の所為で痛くなった歯を、そんなはずないと

放置したまま治療を進めます

さかなのかげふみ @Spia23Tc · 13 時間13 時間前 
福島大「食農学部」設置計画、米作りで食の安全訴え

http://www.nikkansports.com/general/news/1629998.html?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=nikkansports_ogp …　福島県
内の大学は、東北６県で唯一、農学部を持たない。震災後、農学部の設置を求める声

が強まった。福島大では昨年、「農学系人材養成機能調査室」を立ち上げ、新組織の

設置に向けた調査を開始。

朱鷺（shuro） 1009@alice · 15 時間15 時間前 
「上半身が揺れ続け止まらなくなった小学生。足の先がけいれんし、小刻みに震える

高校生。今、向精神薬と呼ばれる薬の副作用に多くの子どもが苦しんでいます。向精

神薬は、発達障害やうつ病などの精神疾患に処方される薬です」

http://www.dailymotion.com/video/xua9fw_%E5%90%91%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E8%96%AC%E3%82%92%E3%81%AE%E3%82%80%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82_tech
…

junkoがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 3月16日 
kayo kanekoさんのブログ〜神原 将さんのFacebook転載
2014年、とある専門医療関係のフォーラム
出席医師のJ天堂大学S医師
「関東の2人に1人がストロンチウムに人体汚染されていることが分かりました。また
その中の多くの方からプルトニウム汚染も見つかりました

https://www.youtube.com/watch?v=2TMrzTIXCJE&nohtml5=False
手嶌葵　daydream believer 

馬場典子 @baba_channel · 1時間1時間前 
馬場典子さんがabe_yamanashiをリツイートしました
免疫力には酵素が必要だとか。

でも食べ過ぎると消化のために酵素が使われてしまって、免疫に回らないと聞いたこ

とがあります。

風邪の特効薬は断食、と話していた友人の話と合致するので面白いです 
https://twitter.com/abe_yamanashi/status/719462504057843714

免疫力低下マンくらいえ @Cleyera_cleye · 2時間2時間前 
「お前の望む力を授けよう。世界を支配する力、富を独り占めにする力、未来を見通

す力など好きに選ぶがよい」

「免疫力。」

「は？」

「免疫力。」

「」

杉本ゆう(対策中) @gekkou_you · 3時間3時間前 
5年くらい前かなぁ
平熱35.2℃だったんですけど、
1℃上げると免疫力が大幅アップ！
と聞いて、こつこつ体質改善に取り組み、1年位で1℃あげたら、
そこからほんとに風邪をひいてない。

(職業柄気をつけているのもあるけどさー。)

天仙 @tensenten · 3時間3時間前 
ガンが消えたひとに、何を食べたのか教えてもらった

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301004&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/B-8gKisU8AEQbZC.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 

https://pbs.twimg.com/media/CfvC9DbUUAEZkgq.jpg
http://www.nikkansports.com/general/news/1629998.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=nikkansports_ogp
http://www.dailymotion.com/video/xua9fw_%E5%90%91%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E8%96%AC%E3%82%92%E3%81%AE%E3%82%80%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82_tech
https://www.youtube.com/watch?v=2TMrzTIXCJE&nohtml5=False
https://twitter.com/abe_yamanashi/status/719462504057843714
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301004&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/B-8gKisU8AEQbZC.jpg


半世紀近い前、ベトナム戦争で北やベトコンは米と岩塩だけで戦った

対する米兵は戦闘用食料といってもランチョンミートにクラッカー、インスタントコ

ーヒーばかり

実はベトコンは豊富な野生生物、虫や蛇、野鳥を食べていたので栄養状態が米兵より

はるかに良かった

これではアメリカが負けるわけだ

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
ニュクマムはベトナム戦争当時、ベトコンや北ベトナム兵の必需品として本多勝一が

紹介、ショッツルと同じものと分かったがエスニック風味とダシが素晴らしい

http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?
__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-
alias%3Daps&field-
keywords=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%A0 …
ベトコンの食料は米と岩塩でニュクマムは最高の御馳走だった

蛙や蛇を捕まえ焼いてかけた

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
世界普及を約束された調味料として醤油・カレー粉・ニュクマム（ショッツル）など

があるが、１年以上使ってみて、これなら普及が確実と思えるものに腐乳とシラチャ

がある

腐乳はオカズがないとき、そのまま飯にかけて食べると頗る美味、他に何もいらない

シラチャはタバスコ代替品だが味が深い

あおてん農園 @aoten49003 · 11時間11時間前 
発酵食品は決して腐らず、腸内微生物を活性化する。人が「美味しい」と言って発酵

食を楽しむ。腸内微生物は人の食べた「発酵食」を喜んで食べ発酵度を増す。発酵熱

で体温は上がり免疫は高まり、きれいな血球を血管に送り出す（腸管造血説）。これ

が人と腸内微生物の共生関係＝発酵＝生きる喜びの連鎖。

halyosy(2年E組/森晴義/美術部 @halyosy · 11時間11時間前 
おふろ浸かって体温⤴�⤴�免疫力↑↑

amaちゃんだがリツイート 
WIRED.jp @wired_jp · 4月10日 
1,000年ほど前の英国で使われていた目薬を再現したところ、抗生物質が効かな
いMRSAを殺菌する効果があることがわかった。 http://bit.ly/1O8sbTL

cmk2wlがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 4月7日 
被曝猫さんが須藤剛をリツイートしました

@bostoniaaw 　とんでもない国ですよね・・・
水式、効きます。

洗面台や洗濯機、お風呂を使っての水式簡易空気清浄も。

https://twitter.com/nonbe244/status/699570111422697473 …
こんなふうに。

https://pbs.twimg.com/media/CZAt_mGWkAM4Yy_.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=5EkJrfmQ4k8&ebc=ANyPxKpXIwqoPKxWEhvluSu1Lbk0oMg6sFUBs98kBWQF6Eg5D01DGMnuKOTmVMh2ctWZx8PNpXa4aevaolMpvWYKhuSPzsdeAw&nohtml5=False
谷山浩子　お早うございますの帽子屋さん

neko-aii @neko_aii · 1 時間1 時間前 
東京→熊本

"yukatin1212 2012年11月27日
先週行った病院へ。

被曝外来の話をしてくれると

言っていたDr。
今日行ったら

ものすごく勉強していた。

引っ越しを告げると

「白血病のリスクは否定できない。

賢明な選択だと思います」と。

NHK科学文化部 @nhk_kabun · 2時間2時間前 
【明日に向けて】東日本大震災の発生から1859日。東京電力福島第一原発の事故で福
島県から自主的に避難している住民に対して、住宅を無償で提供する制度が来年３月

に打ち切られることから、埼玉県は県内で暮らす自主避難者が希望すれば、県営住宅

に優先的に入居できる制度を今月から始めました。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"mar_ono 2016年3月

http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%A0
http://bit.ly/1O8sbTL
https://twitter.com/nonbe244/status/699570111422697473
https://pbs.twimg.com/media/CZAt_mGWkAM4Yy_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=5EkJrfmQ4k8&ebc=ANyPxKpXIwqoPKxWEhvluSu1Lbk0oMg6sFUBs98kBWQF6Eg5D01DGMnuKOTmVMh2ctWZx8PNpXa4aevaolMpvWYKhuSPzsdeAw&nohtml5=False


私は3年半前に
横須賀から宮崎県に移住しました。

庭の池の鯉が

次々奇形になって死んだのを見て

住める場所じゃ無いのかと諦めました。

綾町という田舎から

最近都城の片隅に引越。

親妹弟にミュージシャンの次男は東京

毎日遣る瀬無い気分です"

kazusan @kazusan41932975 · 3時間3時間前 
あまり気にしていない友人に避難者の方のお話会を紹介したら行ってきたらしい。電

話が入りこんな状況とは知らなかった。日本にいて大丈夫なのと。参加者の人が詳し

い人でアメリカは日本を核のゴミ捨て場に決めているからということを聞いたらしい

。体調不良の原因が分かった気がすると言ってたわ。

NHK@首都圏 @nhk_shutoken · 3時間3時間前 
震災 原発事故５年 “故郷には戻らない”避難者の思い
http://www.nhk.or.jp/shutoken/miraima/articles/00418.html …

カタナイレブン @katana_eleven · 6 時間6 時間前 
そんじょそこらのNPO法人や、避難移住者同士でパワーゲームやってるいかめしい顔
したお母さんのお茶会グループや、金もないしそんなことしてるヒマないのに無理矢

理政治活動に引っ張り出された辛そうな方々と、俺らを、一緒にしないでもらいた

いぜ。

こちとら全力で移住生活を楽しんでんだ。

朱鷺（shuro） 1009@alice · 15時間15時間前 
「南日本ブリーダー崩壊の子達の状況・里親募集です。

1匹残らず、みんなが幸せになるまで、皆様の応援とお力添えをよろしくお願い致し
ます。」

https://m.facebook.com/%E5%8D%97%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E5%B4%A9%E5%A3%8A-
931150953645852/ …

朱鷺（shuro）がリツイート 
笑美 bot @oeru3twi · 4月8日 
迷子の迷子の子猫ちゃん、貴方のお家はどこですが？　犬のお巡りさん、困ってしま

って……
https://pbs.twimg.com/media/BNC-S_ZCYAA-hKZ.jpg

junkoがリツイート 
Mement 森 @yuzupon0915 · 4月3日 
ふと新宿の雑踏が懐かしく思える。

帰らないけどね。

https://www.youtube.com/watch?
v=_FXTkN_zpsM&ebc=ANyPxKqRJDlTBFh68NsKzvaqFLFVdSYMMKUjpO05TYccWyNqbjmGIOF7ZPxrUHZUWfJH_AtHq_Ml-
96Q4mENv8OCbSzonv50aQ&nohtml5=False
谷山浩子　 ねこの森には帰れない 

amaちゃんだ @tokaiama · 9時間9時間前 
あまりに素晴らしくて、久しぶりに涙が出た　ムヒカ

http://writerzlab.com/jose-alberto-mujica-cordano …

amaちゃんだがリツイート 
SKpapa(脱原発)(No.ABE) @nskp · 9時間9時間前 
ホセ・ムヒカ大統領の言葉　まとめ http://writerzlab.com/jose-alberto-mujica-cordano
…

https://www.youtube.com/watch?v=K8IxNik9xj4&ebc=ANyPxKqwEZA3mC-
WiqnEvJ6PcIFw7Wloksz7lIeHZHmn7qJFVdlmDX6fz_32zdm3LMd5qeuc5kBm8KIJSFDIUVgIzFZJTufOPg&nohtml5=False
風になれ - みどりのために

Ichinose Kiseki @Kiseki0116 · 4時間4時間前 
北海道 移住３日目の悲劇
https://pbs.twimg.com/media/CfwejUlUUAA7tcW.jpg

参照ｗ：http://85358.diarynote.jp/201604111023434090/

http://www.nhk.or.jp/shutoken/miraima/articles/00418.html
https://m.facebook.com/%E5%8D%97%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E5%B4%A9%E5%A3%8A-931150953645852/
https://pbs.twimg.com/media/BNC-S_ZCYAA-hKZ.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_FXTkN_zpsM&ebc=ANyPxKqRJDlTBFh68NsKzvaqFLFVdSYMMKUjpO05TYccWyNqbjmGIOF7ZPxrUHZUWfJH_AtHq_Ml-96Q4mENv8OCbSzonv50aQ&nohtml5=False
http://writerzlab.com/jose-alberto-mujica-cordano
http://writerzlab.com/jose-alberto-mujica-cordano
https://www.youtube.com/watch?v=K8IxNik9xj4&ebc=ANyPxKqwEZA3mC-WiqnEvJ6PcIFw7Wloksz7lIeHZHmn7qJFVdlmDX6fz_32zdm3LMd5qeuc5kBm8KIJSFDIUVgIzFZJTufOPg&nohtml5=False
https://pbs.twimg.com/media/CfwejUlUUAA7tcW.jpg
http://85358.diarynote.jp/201604111023434090/


https://www.youtube.com/watch?v=7sCFmuWoLiM&ebc=ANyPxKrDbYAF1-
TjaAB9mUEUFj08Tg_neE8JzGaZlvwjaL26-
tcFSTA_bqri0PLSzrHJUsDQaGd2258F6RJwpKpHtRDlwNyhTg&nohtml5=False
Over The Rainbow ~~Teshima Aoi~~

歌い手@コピペ改変bot @utaite__love__ · 5時間5時間前 
そらる：避難訓練で思い出したけど、俺は「押さない・走らない・喋らない・戻ら

ない」のおはしもと習った。でも先日「おはしもって何の略？」と天月に聞かれたま

ふが即興で答えた「惜しむべき命だったが、灰となり消えゆく。死なぬ人は居らず、

もう戻れない」の破壊力は未だに健在

https://www.youtube.com/watch?
v=k3ZD0zClECQ&ebc=ANyPxKrQy8UhjhGqFjK7WqCjVKSBFAbMVZPxzCT7tSdNpAvqwN2jfI3laqKcWSwypR7Ba-
Wrm_U-9n1kHSy6Gjs2A23dm1aDLQ&nohtml5=False
白虎野の娘 by Susumu Hirasawa

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月12日1:18
　

積もった雪の上に

激しい雨が降っています…
…ヽ（・＿・；）ノ…

おやすみなさい…

https://www.youtube.com/watch?v=7sCFmuWoLiM&ebc=ANyPxKrDbYAF1-TjaAB9mUEUFj08Tg_neE8JzGaZlvwjaL26-tcFSTA_bqri0PLSzrHJUsDQaGd2258F6RJwpKpHtRDlwNyhTg&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=k3ZD0zClECQ&ebc=ANyPxKrQy8UhjhGqFjK7WqCjVKSBFAbMVZPxzCT7tSdNpAvqwN2jfI3laqKcWSwypR7Ba-Wrm_U-9n1kHSy6Gjs2A23dm1aDLQ&nohtml5=False
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（４月12日）　嵐のデスティニィ

http://85358.diarynote.jp/201604120846398229/

南海トラフ地震もそろそろ？

2016年4月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=ciZVBt8Uf2s&nohtml5=False
嵐のデスティニィ１ 和宏（緒方恵美） OP / ED 

おはようございます。０７：３７。

昨夜２２時はプラス２℃でしたが、

今朝０７時はプラス８℃あります。

（＾＾；）

明け方はうっすら雪が積もってましたが、

現在すでに溶けたもよう…
無風、曇天。予報は降水確率１０％…
４連勤の最終日。

個人的には「非常に健康」です。

倦怠感はありますが、物凄い勢いでデトックスと損傷細胞の修復が進んでおり、

むしろ「若返ってる！」という実感…（＾＾；）…☆

がんばれば、少なくともあと５０年は？

（＾ｗ＾；）☆彡

楽勝で使えそうです、このカラダ…ｗ

あと２ヶ月で５２歳になるんですが、

絶賛「月経出血」大サービス中ですしね…★
…ｗ（〜〜；）ｗ…

（ちょっくら、おなかが痛いなう…（－－；）★）

http://85358.diarynote.jp/201604120846398229/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160412/85358_201604120846398229_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ciZVBt8Uf2s&nohtml5=False


https://www.youtube.com/watch?v=mBki4N1aMqU&nohtml5=False
嵐のデスティニィ

amaちゃんだ @tokaiama · 6 分6 分前 
記憶にないほどの巨大黒点が地球を向いています

http://swc.nict.go.jp/sunspot/ 
この大きさだとX１００フレアもあるかもしれません
大陽風は地球の地殻活動に大きな影響を及ぼして巨大地震発生に関与し人類社会に恐

ろしいEMP障害を与える可能性があります
全原発メルトダウン

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 12分12分前 
気象庁｜エルニーニョ監視速報（No.283）
http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/elnino/kanshi_joho/kanshi_joho1.html …
・2014夏からのエルニーニョ
・夏のはじめに終息している可能性

・夏にラニーニャ現象が発生する可能性

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
和歌山県南部で震度４。　４日間で群発地震はなんと８４回 （潮岬火成複合岩体付近
）　南海トラフ地震もそろそろ？

http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/316.html …

junkoさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
出渋り中の超大型震源だが、行徳大断絶から４日目、起きるとすれば断絶から３〜７

日後、本日発生の可能性が高い

大陽黒点が凄まじい大きさになっている　文句なしX二桁以上のフレアが出そうだ
これは恐ろしいぞ！

http://swc.nict.go.jp/sunspot/

https://www.youtube.com/watch?v=z34Znx2FzG0
【進撃の巨人 Attack on Titan】自由の翼 Jiyuu no Tsubasa【 ピアノ Piano 】
 

https://www.youtube.com/watch?v=mBki4N1aMqU&nohtml5=False
http://swc.nict.go.jp/sunspot/
http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/elnino/kanshi_joho/kanshi_joho1.html
http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/316.html
http://swc.nict.go.jp/sunspot/
https://www.youtube.com/watch?v=z34Znx2FzG0


（４月12日）　今日はアルパカ狼さんお休み。

http://85358.diarynote.jp/201604121409415738/

オセロ〜…？
2016年4月12日 就職・転職 コメント (4)
　

後で『王将』でも張りましょうかね？　（not_餃子）

(^。^;)

今日はアルパカ狼さんお休み。

(;_;)
また飲んだくれてないか心配。

(^_^;)

出勤して座席指定表を見たら、

最凶最悪のベルクカッツェど真ん前。…|||(‾○‾;)|||…

回れ右してダッシュで帰ろうかとカタマッテいたら、病欠者２名判明。！(^。^;)！

後輩（つうか某「ぐれてた一名」ソウルチームメイト）…押し退けて空席確保。

…(^O^)…
隣がノギス君だァ…♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

そんなわけで彼方からベルクカッツェの怨念波が飛んで来てますが、(^_^#)…

本日は久〜しぶりに…(*^_^*)…

http://85358.diarynote.jp/201604121409415738/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201604121409415738/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160412/85358_201604121409415738_1.jpg


×　和やか
〇 賑やか

です…(^-^)g

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月12日23:35
無事帰投。

眠すぎ。(ρ.-)ネムイ
寝ちゃいます…＼(^。^;)／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月13日9:32
０

５５３

６６８．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月13日9:37
検索したけどギョウザとリアル将棋関連が多すぎて、

お勧め漫画の『王将』のデータが発掘できませんでした…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月14日20:08
　

ぴーすけ（東直希） @pskpsk1983 · 9時間9時間前 

別に、サラリーマンであることとかフリーランスであることが必ずしも幸せの条件だとは思って

ませんが、脱サラ＆移住してからは「尊敬できる人」の側で仕事をしたり、生活を送ることの大

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/


切さを痛いほど感じています。ダメな上司、先輩、友人、知人、家族とは、勇気を持って縁を切

ることが重要なのでは。

 



（４月13日）　なんなの、この職場？？　「ソウルチームメイト」（？）が、てんこ
盛りに集まって来てる？んですけど…？？？

http://85358.diarynote.jp/201604130954445276/

４月１３日朝の「星」記…。

2016年4月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?
v=8iYW6J1EAvY&ebc=ANyPxKp9YYrhCCDyEmm4AjVLzJE9UGo5KbGnJUbT5whMlpBPw-
hYN8pFRc9h3bjVxDFKDtfhPrUF5pKFsDnFvFX3q1bL2oc7Tg
銀河鉄道の夜　one night　歌詞付き　Fantasy Railroad in the Stars 

おそめようございます。

０９：３７になっちゃいました。

さっきから探している曲がまだ見つかりません。（＾＾；）

とりあえず代理で南極化…もとい、（＾＾；）
「何曲か」

お送りしましょう…。

https://www.youtube.com/watch?v=_7ps1FrusYE
星めぐりの歌.wmv 

朝っぱらから夜の歌ですいません。

３連勤の初日です。（＾＾）♪

昨夜は夕方６時でノギス君があがるまでずっと隣の席で、きゃいきゃい小娘のよーにあほなこと

騒ぎながら暇なバイト業務も一応ちゃんと？こなしつつ、終日ひさかたぶりに！（＾＾；）！

人間らしく会話と心的コミュニケーションを愉しめる。…という、じつに心温まる、素晴らしい
一日でございました…♪

！（＾◇＾）！　（※前項参照）

https://www.youtube.com/watch?
v=0Wo9S6hZO8Q&ebc=ANyPxKpUz9TyE83yDsOBjb91AHxioX8Hy4iPxtxiYsTBEM73DUn_x-

http://85358.diarynote.jp/201604130954445276/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201604130954445276/
https://www.youtube.com/watch?v=8iYW6J1EAvY&ebc=ANyPxKp9YYrhCCDyEmm4AjVLzJE9UGo5KbGnJUbT5whMlpBPw-hYN8pFRc9h3bjVxDFKDtfhPrUF5pKFsDnFvFX3q1bL2oc7Tg
https://www.youtube.com/watch?v=_7ps1FrusYE
https://www.youtube.com/watch?v=0Wo9S6hZO8Q&ebc=ANyPxKpUz9TyE83yDsOBjb91AHxioX8Hy4iPxtxiYsTBEM73DUn_x-m5KTJmpMrJxbyCFcvq1gbfs4AEbuI_BVXAvTIxW15feA


m5KTJmpMrJxbyCFcvq1gbfs4AEbuI_BVXAvTIxW15feA
「銀河鉄道の夜」予告編（日本語版）

ノギス君が１８時で帰った後もとりたてて問題なく、定時（２０時）でさくさく終了して、どん

ぐりのパンをがっつり「オトナ買い」（＾＾；）して、ジュンク堂で『進撃の巨人』の新刊仕入

れて（まだ読んでません）、ブクオフで１０８円漫画８冊買って、スーパー２軒ハシゴして、閉

店前半額惣菜とオーガニック野菜ジュースをどっかり買い込んで、へにょへにょで２３時頃に

帰宅。

（＾＾；）

すでにＰＣ開ける元気が残りませんで…２４時前に布団に直行して、買ったばかりのおばかな漫
画一冊読んで午前１時頃に寝落ち。（＾＾；）

今朝は目下喫緊の課題の「目覚まし時計が壊れて鳴らない時がある」通り、鳴りませんで…（
＾＾；）…強風の音で自然に？目が覚めたのが６時４５分。

爆睡しまして、おおむね健康（？）だと思います…☆

本日の予定は宅急便の受け取りと、終日「家籠り」。

ＰＣと机と家事と惰眠の休日〜…☆

https://www.youtube.com/watch?v=ZfjurHz2vrA
映画『銀河鉄道の夜』 予告篇 

ちなみに断言しておきますが（＾＾；）

「ノギス君」と、あんなにまとめて喋ったのは、

「昨日が初めて」です。はい…（＾＾；）

フロア内の通路や廊下ですれ違いざまの立ち話、以上の話はしたことなかったのよ、これまで…
ｗ

でも最初からこっちは「あ！こいつ知ってる！」という勢いで

https://www.youtube.com/watch?v=ZfjurHz2vrA


http://85358.diarynote.jp/201508112231378994/
ノギスのごとき君なりき…（違っ
2015年8月10日

親しく話しかけていたので、あっちは最初かなり面食らってましたが…ｗ

昨日はもう「こんなに話すの初めて！」とも思わず、今世のお互いの個人情報なんかもまったく

知らないまんまで、愉しく、意気投合、しちゃってました…ｗｗｗ

…ｗ（＾＾；）ｗ…

なんなの、この職場？？

「ソウルチームメイト」（？）が、てんこ盛りに集まって来てる？んですけど…？？？

（たんに私の「妄想脳」が爆裂しているだけ…？？？）

カラパイア @karapaia · 1 時間1 時間前 
カラパイア : 犬の留守番は4時間が限界。孤独に耐えられない犬は飼い主の居ない間に
問題行動を起こす。その対処法とは？

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215520.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cf4Ynj8UIAAUAU7.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=foUTKhEhp2A
銀河鉄道の夜　エンディングテーマ　(春と修羅　朗読入り) 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201508112231378994/
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215520.html
https://pbs.twimg.com/media/Cf4Ynj8UIAAUAU7.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=foUTKhEhp2A
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2016年4月13日11:25
　

…そして…（＠＠；）…。

「ノギス君」と「白兎さん」が、「実わ同一人物!?」という…

珍説？が急浮上中…ｗ（＠□＠；）ｗ…？

えぇぇぇえッ（＠◆＠；）？

…と驚く事態なんですが…

なにしろ。（－－；）

「杉谷好一」と

「サキラン」の

「ナカノヒト」が、じつわどっちも大魔王エルさん…＜（〜〜；）＞…？

というくらいだから…

…あ、ありえない仮説ではないのか…ッｗｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月13日21:29
　

あ、「白兎」は、

「ウェイファンの飲み友」の

「レテ・レ＝ルアトート」さんね…☆彡
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月13日21:31
　

そして（よくあるオチだが）

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


私に「ベラベラ喋り過ぎた」恥ずかしさの反動？で、

その後のノギス君は「いじめ無視」グループ集団に入っちゃってます…★

　★（－－＃）★

 



（４月13日）　大陽風は地球の地殻活動に大きな影響を及ぼして巨大地震発生に関与
し人類社会に恐ろしいEMP障害を与える可能性があります。

http://85358.diarynote.jp/201604131030401828/

全原発メルトダウン／大陽風放出圏に入った巨大黒点が地球を向

いています。

2016年4月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=Vp9oqfTShXk&nohtml5=False
宮沢賢治「星めぐりの歌 」アカペラ　青木由有子／画　熊谷直人 

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
完全に地球に向いて大陽風放出圏に入った巨大黒点

http://swc.nict.go.jp/sunspot/ 
はたしてX二桁クラスが出るのか？

amaちゃんだ @tokaiama · 4月11日 
記憶にないほどの巨大黒点が地球を向いています

http://swc.nict.go.jp/sunspot/ 
この大きさだとX１００フレアもあるかもしれません
大陽風は地球の地殻活動に大きな影響を及ぼして巨大地震発生に関与し人類社会に恐

ろしいEMP障害を与える可能性があります
全原発メルトダウン

https://www.youtube.com/watch?v=EhEzTs7qNUo
GOING STEADY 銀河鉄道の夜 

あらためまして、札幌はプラス８℃。

いかにも「崩れそう」な曇天、強風。

（＾＾；）肌寒いです…。

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

01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.038 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 

http://85358.diarynote.jp/201604131030401828/
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http://85358.diarynote.jp/201604131030401828/
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00 0.039 0.039 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.040 0.038 0.039 6 
09:00 0.039 0.039 0.039 6 
10:00

https://www.youtube.com/watch?
v=eepkXc_6dho&ebc=ANyPxKrxnKSaIU8kTMtqQAhL9xvnKKGbEn8s_tkatCcArkdBr9cKWPooFGu8uIFrOFn7ZMyEF1_ijd0hjkaXaBilNeiGx3Ewcw
Night on the Galactic Railroad　-　銀河鉄道の夜 

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M2.7】十勝地方南東沖 深さ71.9km 2016/04/13 09:42:46

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.1】STATE OF YAP, FED. STATES OF MICRONESIA 35.0km 2016/04/13
08:23:01 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1SxNCPx (USGS)http://j.mp/1S54cqM

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M3.5】北海道南西沖 深さ189.9km 2016/04/13 08:09:38
(G)http://j.mp/1S51qBJ (アニメ)http://j.mp/1oVyRyh

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.1】SOUTH OF AFRICA 10.0km 2016/04/13 07:34:17JST, 2016/04/12
22:34:17UTC
(G)http://j.mp/1oVvc3J (USGS)http://j.mp/1S4YTrp

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 日本 
【M3.1】津軽海峡 深さ163.0km 2016/04/13 06:25:54
(G)http://j.mp/1VSkKah (アニメ)http://j.mp/23CndrY

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M5.1】NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 13.2km 2016/04/13 03:43:01
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1qGvqNI (USGS)http://j.mp/1qOfmK2

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 日本 
【M2.8】津軽半島付近 深さ169.9km 2016/04/13 03:26:06
(G)http://j.mp/1MshMYr (Y)http://j.mp/1MshLU8

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M5.2】COMOROS REGION 10.0km 2016/04/13 00:16:46JST, 2016/04/12
15:16:46UTC
(G)http://j.mp/23rNqN6 (USGS)http://j.mp/1SLhete

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M5.4】STATE OF YAP, FED. STATES OF MICRONESIA 10.0km 2016/04/12
23:51:47 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1MrNuVG (USGS)http://j.mp/1oU9YDe

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M5.3】STATE OF YAP, FED. STATES OF MICRONESIA 56.5km 2016/04/12
20:24:56 JST[UTC+9]

https://www.youtube.com/watch?v=eepkXc_6dho&ebc=ANyPxKrxnKSaIU8kTMtqQAhL9xvnKKGbEn8s_tkatCcArkdBr9cKWPooFGu8uIFrOFn7ZMyEF1_ijd0hjkaXaBilNeiGx3Ewcw
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http://j.mp/1MshLU8
http://j.mp/23rNqN6
http://j.mp/1SLhete
http://j.mp/1MrNuVG
http://j.mp/1oU9YDe


(G)http://j.mp/1qMPIWb (USGS)http://j.mp/1VlkXV0

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M5.2】VANUATU 10.0km 2016/04/12 18:52:40JST, 2016/04/12 09:52:40UTC
(G)http://j.mp/1WpdLGi (USGS)http://j.mp/1Q4ibee

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 北海道 置戸町 
【M3.8】十勝地方 深さ189.2km 2016/04/12 15:24:21
(G)http://j.mp/1XskFcg (Y)http://j.mp/23qGgZG (アニメ)http://j.mp/1SKIeJp

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � Papua New Guinea 
【M5.2】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 64.4km 2016/04/12
14:41:13 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1qM6Efn (USGS)http://j.mp/1qM6Hb6

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M5.4】CENTRAL EAST PACIFIC RISE 10.0km 2016/04/12 12:22:48 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/20x1gIX (USGS)http://j.mp/1oSBj8R

宇宙天気ニュース @swnews · 23 時間23 時間前 
[記事] C1の小さいフレアが数回発生しています。太陽風は低速です。 http://swnews.jp
#swnews

…凄いね、これは…（－－；）…
もう本当、いつ何が来ても、不思議じゃないね…★

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
2016/04/11 20:10:35 5.6Mアリューシャン列島
2016/04/11 23:34:35 5.0M オーストラリアの南
2016/04/12 03:22:48 5.4M 太平洋東部
2016/04/12 05:41:13 5.2M パプアのニューブリテン

https://www.youtube.com/watch?v=MrxKW5fTBig&nohtml5=False
星めぐりの歌　映画「あなたへ」より 

地震マップ @eq_map · 4月12日 
【M5.0】SOUTH OF AUSTRALIA 10.0km 2016/04/12 08:34:35JST, 2016/04/11
23:34:35UTC
(G)http://j.mp/1qLr5Jo (USGS)http://j.mp/1qLr8om

地震マップ @eq_map · 4月11日 
【M2.9】青森県東方沖 深さ66.0km 2016/04/12 07:15:11

地震マップ @eq_map · 4月11日 
【M5.6】RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 28.0km 2016/04/12
05:10:35 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1qKKOJ6 (USGS)http://j.mp/1Wo4iyT

地震マップ @eq_map · 4月11日 
【M2.7】国後島近海 深さ173.4km 2016/04/12 05:01:01

http://j.mp/1qMPIWb
http://j.mp/1VlkXV0
http://j.mp/1WpdLGi
http://j.mp/1Q4ibee
http://j.mp/1XskFcg
http://j.mp/23qGgZG
http://j.mp/1SKIeJp
http://j.mp/1qM6Efn
http://j.mp/1qM6Hb6
http://j.mp/20x1gIX
http://j.mp/1oSBj8R
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=MrxKW5fTBig&nohtml5=False
http://j.mp/1qLr5Jo
http://j.mp/1qLr8om
http://j.mp/1qKKOJ6
http://j.mp/1Wo4iyT


地震マップ @eq_map · 4月11日 � Carterton District, New Zealand 
【M5.0】NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND 30.4km 2016/04/12 04:41:06
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1qjNqwP (USGS)http://j.mp/20w4qN4

https://www.youtube.com/watch?v=sKfNLqS_3-c&nohtml5=False
星めぐりの歌

amaちゃんだ @tokaiama · 4月12日 
巨大地震前には数十年程度の古い震源が活動する

阪神大震災や鳥取地震、福岡地震、岩手内陸、東北大震災など

まさに、そのような状況

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 4月11日 
和歌山県南部で震度４。　４日間で群発地震はなんと８４回 （潮岬火成複合岩体付近
）　南海トラフ地震もそろそろ？

http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/316.html …

https://www.youtube.com/watch?v=PfLAry3mo2M&nohtml5=False
We Can Hear Your Pulse - Origa 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月13日13:16
　

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 
#クライシスカレンダー 04/13【2013年 淡路島付近でM6.3】05:33頃発生 負傷者34人 家屋損
壊8000棟以上 兵庫県淡路市で震度6弱観測、近畿では1995年の阪神・淡路大震災以来の強い地震
。物的被害は淡路島に集中。JR在来線が近畿一円で長時間運転を見合わせた。

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 
#クライシスカレンダー 04/13【2014年 ソロモン諸島でM7急の地震相次ぐ】日本時間05:14頃
にM7.6、21:36頃にM7.4。いずれも震源に近いソロモン諸島やバヌアツなどで高さ10cm前後の津
波を観測。周辺ではこれまでもM8前後の地震が連続して発生することがあった。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月13日14:49
　

琉球新報� 認証済みアカウント � @ryukyushimpo · 1 時間1 時間前 

中城で土砂崩れ、避難勧告　宮古で猛烈な雨、本島にも警報か

http://j.mp/23DejdB

http://j.mp/1qjNqwP
http://j.mp/20w4qN4
https://www.youtube.com/watch?v=sKfNLqS_3-c&nohtml5=False
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/316.html
https://www.youtube.com/watch?v=PfLAry3mo2M&nohtml5=False
http://85358.diarynote.jp/
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（４月13日）　本当にありそうな元号で笑えない… ／俺たちは歴史に残る大事件をリ
アルタイムで体験しているんだぜ。

http://85358.diarynote.jp/201604131514235410/

⇒「国民の発言禁止法」成立／テレビを廃棄して犬HKを解約し
新聞を止めれば年約６万円の節約／このままやと地震の前に戦争

で死ぬよ！

2016年4月13日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=QYJ1sW6RgdQ&nohtml5=False
冨田勲「イーハトーヴ交響曲 Blu-ray」ダイジェスト映像 

Nob @Nob_hsj · 6 時間6 時間前 
テレビを廃棄して犬HKを解約し、新聞を止めれば年間約６万円の節約。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
パナマ文書

世界中の人達が大激怒し、革命に近い抗議でアイスランドの首相なども辞任になって

るのに、日本だけ大人しい状態。14日に世界会議が緊急に開催される事態ですよね
なんでこんなに情報格差になるのか？は、日本は「自分で調べない人が多いから」←

この世界の人々との行動の違いは大きい

https://www.youtube.com/watch?
v=uDVifgtFiUo&ebc=ANyPxKpUz9TyE83yDsOBjb91AHxioX8Hy4iPxtxiYsTBEM73DUn_x-
m5KTJmpMrJxbyCFcvq1gbfs4AEbuI_BVXAvTIxW15feA
『スターリーテイルズ　-星座は時をこえて-』予告編（日本語版）

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
【ウソでしょ？（笑）】ついに日本終了⇒「国民の発言禁止法」が今国会で成立へ

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhLaHR0cDovL3huLS1ueXF5MjZhMTNrLmpwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA0L2NhdXRpb24yMDE2MDIuanBnP3c9NjQwFIQHFNYDHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=rXYJhEstGzMlNWAo5Tg2e9ci5GQrtxBh-
bI3Tm19oRE

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
「日本政府のキャンセルで遅れた」　国連・表現の自由査察官が来日

http://tanakaryusaku.jp/2016/04/00013400 …

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
「取調べの可視化が日本でガラパゴス化したらこうなりました、で笑っていられなく

、怖い：落合洋司氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/19814.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
【パ〜ナ〜マ〜ぶんしょ〜♪】「パナマ文書は日本だけ調査されない」ことを報じた

唯一のテレビ番組？「週刊リテラシー」動画（６分）

https://t.co/BHyA9CZMug

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
【与党が審議拒否？】国会中断中なのは野党が審議拒否ではなく、与党側からの開催

要請がないからということが判明！

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhDaHR0cDovL3huLS1ueXF5MjZhMTNrLmpwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA0L2d0cmVlLmpwZz93PTY0MBT2ChTaBRwUhAYUlAMAABYAEgA&s=e0CRLyJgjll_5S-
jiCnTQpI05Xcatyzvj1tOq7JmCso

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
武田邦彦 教授
パナマ文書で問題になってる「タックスヘイブン＝課税逃れ」の解説。

スターバックスコーヒー、アップルなどの例を出しての解説（ボードは読んだ方が良

いです）　日本は世界第２位なのに碌に報道もしてないという、怒りの解説付き

https://pbs.twimg.com/media/Cf16mqrVAAEL5PD.jpg

tanaka kazushige @tanakakazushige · 18時間18時間前 
【ＮＨＫの放送受信料は契約書がなければ支払い義務なし】by裁判所
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303203&g=132108 … 国営であることに
安住し、国民にぶらさがったままのＮＨＫ体質

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 22時間22時間前 
名無し：04/11 10:38
東電、海外に２１０億円蓄財 公的支援１兆円 裏で税逃れ
ちなみに原発事故で税金が投入された後の東電も、税金をオランダのタックスヘイブ

ンにいれて投資をし、日本へは税金を払わず、実質的な脱税…
http://www.tokyo-
np.co.jp/article/feature/nucerror/list/images/PK2014010102100040_size0.jpg …

amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
若者達よ革命の時がやってきた！

秋葉原でオタクなんかやってる場合じゃない

若者自身が社会の底辺に叩き落とされ、大金持ちの利権のため戦場に送られ、命さえ

も金儲けに利用される時代なのだ

俺たちは70年前後に経験したが、今の若者達の方が桁違いに深刻で絶望的な社会環境
だ

戦うしかない

amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
「社会を良くするため若者は戦え」ムヒカ前大統領が東京外大で講演

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201604/CK2016040802000130.html …
ムヒカが若者よ革命運動に参加せよ！

と檄を飛ばしている

金持ちの利権のために普通の生活を望む市民が奴隷のように利用され、最期は命まで

奪われるような愚かな社会は間違ってる

amaちゃんださんがリツイート 
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kaoru32 @kaoru323 · 4月12日 
「破水しても早退できなかった」元保育士たちが「辞めた理由」を激白＜調査結果・

下＞（弁護士ドットコム） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20160412-00004527-bengocom-soci … #Yahooニュース

amaちゃんださんがリツイート 
gurico03 @gurico234 · 4月5日 
gurico03さんが一人ぼっちの花々　反安倍政権をリツイートしました
“@Taketo_Yoshida: 港湾労働者は既に徴兵まがいになっている
https://twitter.com/sanboneko45/status/713292773009399808 …”
ここまできても、まだ危機感がない人ってどんな生活をしてるんやろ？

政治に感心もとうよ

このままやと地震の前に戦争で死ぬよ！

https://www.youtube.com/watch?v=t55VHg6R_sA&ebc=ANyPxKp2nKDyrZUsGLrnvdm-
j9hc9qSaFbWb-U35Qva-
QOVFGAIsUjYmrdkWMOXPZ_OxQPKf21SPs1zSjPfSmbSDPd5TrQeoJw&nohtml5=False
【たっぽい】 TOUGH BOY 歌詞付 【たっぽい】 

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
Amazonの書籍レビューに匿名で「中傷コメント」を書き込んだユーザーの氏名・住所
などが開示される判決！ネトウヨよ震えて待て！

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhGaHR0cDovL3huLS1ueXF5MjZhMTNrLmpwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA0L2V3c3d3cnJyLmpwZz93PTY0MBSkDRT4BhwUhAYUlAMAABYAEgA&s=2S8YyZrHSZWmFwzG-
t9w_4A9MzlAD17KdtLv2mL9994

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
【鳥肌＆超ド迫力】北海道５区補選池田まき候補の演説が凄すぎる！ネットで拡散＆

５区の知人の知人に連絡したくなること間違いなし

https://t.co/PGTkr8Y5hw

https://www.youtube.com/watch?v=Yh9EPje_oBM&nohtml5=False
冨田勲 「イーハトーヴ交響曲」　 剣舞　　 星めぐりの歌 

…何故この組み合わせ…ｗｗｗ

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
中国の地下水、８割以上が飲用不可

http://jp.ntdtv.com/news/15767/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E3%80%81%EF%BC%98%E5%89%B2%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%8C%E9%A3%B2%E7%94%A8%E4%B8%8D%E5%8F%AF
…
絶望の国！

水のない国に未来があるはずがない！

中国は水を求めて侵略戦争をやるしかない

amaちゃんだ @tokaiama · 4月12日 
安倍晋三が明らかな不正選挙で登場してきたとき、分かる人なら、これが極右クー

デターの性質を持った政治テロ政権だと理解できたはず

実は安倍晋三によるクーデターの企みは、民主党政権時代にあって、小沢一郎政権が

できたとき実現する計画だった

https://t.co/LKrefr2O96

amaちゃんだ @tokaiama · 1日1日前 
第3次世界大戦、すでに始まっている可能性
http://jp.reuters.com/article/us-iraq-idJPKCN0X80JZ …

http://76519.diarynote.jp/200609282032080000/

（慶賀3年／緑慶元年）
★　日本国に（右翼による）クーデター勃発。左翼政権粛正される。

　　4月〜7月中、戒厳令。
　　天皇急逝、元号変わる。

http://76519.diarynote.jp/?day=20061120

（※第3次世界大戦と《第2の月》事変後に存在する諸国）

http://76519.diarynote.jp/?day=20070204

一説によると第三次世界大戦の核兵器使用がさけられたのは事前に

エスパー戦隊がそれを破壊してあったからだとも言うね。

　ただし、第二次・第三次世界大戦をひきおこしたファシスト政権、

あれを造りあげたのも

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 

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT1600UP】 話が違うじゃないか！ミニブタだと思って飼った豚が300キロを超
えた。でもかわいいから許す。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52180966.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cf3YjYhUMAA24J7.jpg

…なるほど、一部の女性が積極的に履きたがる「ハイヒール」なるものは、

「私をアナタの『雌豚』にして♪」というメッセージ（媚態）であるわけね…★

（いわゆる

「バニーガール」（いつでも挿れて可♪）と、

「同じサイン」か…★）

…ｗ（ーー；）ｗ…

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160412-00004527-bengocom-soci
https://twitter.com/sanboneko45/status/713292773009399808
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https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhGaHR0cDovL3huLS1ueXF5MjZhMTNrLmpwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA0L2V3c3d3cnJyLmpwZz93PTY0MBSkDRT4BhwUhAYUlAMAABYAEgA&s=2S8YyZrHSZWmFwzG-t9w_4A9MzlAD17KdtLv2mL9994
https://t.co/PGTkr8Y5hw
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http://jp.ntdtv.com/news/15767/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E3%80%81%EF%BC%98%E5%89%B2%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%8C%E9%A3%B2%E7%94%A8%E4%B8%8D%E5%8F%AF
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カラパイア @karapaia · 14時間14時間前 
【RT100UP】 拡大するほどに愛されポイントが見えてくる。昆虫やクモの頭部の鮮明
なマクロ写真「ミニ・ビースト」 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214870.html
…

https://www.youtube.com/watch?
v=MruGBUTdsY8&ebc=ANyPxKrfBLjxPuUFWZKDPMmVlH46lYDWUEysDi-ZV4HsrgpMX-
RQzHVX2B_FoByI4agi26m5aBrqcp5UT__GBxTTEJB3v08A9Q&nohtml5=False
HOTEI - STILL ALIVE 

コピペbot @CopyPaste_bot · 3時間3時間前 
今回の原発事故は歴史を変えた。

1945年8月15日を境にして戦前、戦後で区切られていたのが
2011年3月11日を境にして震災前、震災後で区切られることになるだろう。
俺たちは歴史に残る大事件をリアルタイムで体験しているんだぜ。

政府の大本営発表がまかり通る恐ろしい世の中を…。

https://www.youtube.com/watch?v=8MtjiYfnq0c&nohtml5=False
知る権利

「銀河鉄道の夜のような夜だった」

(Live at 郡山CLUB♯9　2015/11/22) 

https://www.youtube.com/watch?v=iqbue39No-g&nohtml5=False
冨田勲 - ノストラダムスの大予言 (1974) 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月3日10:59
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
日本国黄帝 @nihon_koutei · 12月1日 
日本国黄帝さんが川本耕次をリツイートしました

　

本当にありそうな元号で笑えない… (苦笑)。

ただ、安岡正篤が「平成」を考えたように、またとんでもない人物の言葉を引っ張ってくるんだ

ろうなぁ。どうせ吉田松陰か、明治維新がらみだろうが…
https://twitter.com/nihon_koutei/status/936654350755102720
 

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214870.html
https://www.youtube.com/watch?v=MruGBUTdsY8&ebc=ANyPxKrfBLjxPuUFWZKDPMmVlH46lYDWUEysDi-ZV4HsrgpMX-RQzHVX2B_FoByI4agi26m5aBrqcp5UT__GBxTTEJB3v08A9Q&nohtml5=False
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/nihon_koutei/status/936654350755102720


（４月13日）　私は小学生のとき勉強せず、本ばっかり読んでたけど、原発事故のと
きは放射能雲が来る前に逃げることはできた／猫は生きるスピードが人より早いのです
。

http://85358.diarynote.jp/201604131532449087/

ヨウ化カリウム錠剤配布／埼玉だって大丈夫じゃない／毎日３０

０人以上が亡くなって／過去３年の累計死亡者数は３６０万人超

！

2016年4月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=wmjpWkmndAc&nohtml5=False
Hosono Haruomi - La Stelfesto De Centauro 

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
2013-11-22
3800万ベクレル/ kgの放射性ヨウ素129は
葉野菜、福島の大地から59キロで発見
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/384f93ec78bb9b7ded55446c1341d550 …
この高い放射性ヨウ素検出を意識して、

福島県立医科大学医師や看護師への

ヨウ化カリウムの錠剤を配布した。

https://www.youtube.com/watch?v=dnRImpwlzTk&nohtml5=False
やなぎなぎ / 星めぐり

cmk2wlさんがリツイート 
ふらん @framboise731 · 19 分19 分前 
学校から来た心電図の問診表の項目が気になる…。
・今まで川崎病（疑い）といわれたことがあるか（治療法、経過などの確認も）

・家族や親戚の中に心臓が原因で40歳以下で急死した人はいるか

天仙 @tensenten · 45分45分前 
あなたは食べたい？

茶色にならない遺伝子組み換えリンゴ、米農務省が認可！

2016年から市場へ！
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301453&g=132108 ……

amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
チェルノブイリの経験から、7年後に数千万人 死亡すると推測される
http://ogurock.blog.fc2.com/blog-entry-231.html …

valvane @valvane · 2 時間2 時間前 
福島で野菜を作っても売れない。どうするんですか、と聞いたら、処分するんです、

処分費用が掛かるんです、と。避難移住した先の埼玉で、自分の生活のために野菜

を作っている（自家消費用？）。　https://youtu.be/DAc8K_to1Vc 　
埼玉の畑の土だって、大丈夫じゃないんだけどね。

天仙 @tensenten · 5時間5時間前 
【 輸血≒毒薬注入 】
http://www.seibutsushi.net/blog/2015/02/3361.html?g=132108 ……

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
いよいよ10-20代の若い人たちも亡くなりはじめた
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/476.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
春になったのに訃報が続く

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174874783.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
重大！　大拡散！

福島県郡山市の２０１５年度の死者数は１６％増（対２００９年度）

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1773.html …
まったく予想どおり、この比率なら完全に「バタバタ死んでる」状態

wake up, stand up @bmdurg · 9時間9時間前 
効果があるとかない、とかの話じゃなくて、ワクチンは免疫システムにダメージを与

えるよ、病気になるよ、という話なのに。

医療機関に莫大な利益をもたらさないかもしれないけどワクチン産業は10兆円規模の
ドル箱産業であることにはかわりないし。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
”ただちに影響がない”その言葉の恐ろしさ
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/6d4bbce572c74ff0348fd062283b4195 …
原発事故後に友人が産んだ子供が口唇口蓋裂。

その友達の産んだ子も口唇口蓋裂。

その友達の友達が産んだ子が多指。

友達同士が奇形児で相談し合う福島。

友人の希望でTwitterに載せました

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
"ukkayukka 2014年8月
避難してる知人が

東京23区東部に遊びに帰って
東京のママ友達の

体調不良が凄まじくて驚いてた。

ふらふらで階段も

三段ずつでないと登れないとか

甲状腺癌、白血球減少とか様々。

子供達は常に皆風邪を

引いてるような状態だったと。"

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
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https://t.co/9HLdEAOJzR
加速する「多死社会」

http://news.yahoo.co.jp/feature/141 
死者が増えるのは老齢化のせいにしてるが、実際に死んでるのは若い人たちだ

放射能汚染による被曝死は年齢構成から一目瞭然

なぜ被曝死と言わない！

天仙 @tensenten · 15時間15時間前 
★怖くて飲めない！薬を売るために病気は作られる

http://ln.is/www.rui.jp/tgZPR …
■死の恐怖をあおって売り込む…高コレステロール
■「病気のリスク」を「病気」にすりかえて売り込む…高血圧

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
東京では、火葬場や斎場がかつてないほど混み合っている。東京都福祉保健局によ

ると、都内の年間死亡者数は約11万人。毎日平均300人以上が亡くなっている計算だが
、都内の火葬場は26カ所（うち8カ所は島しょ部）。保冷庫はつねに遺体で満杯だ。

AKIRA @AKIRA23150220 · 19時間19時間前 
AKIRAさんがmutant(脱原発に1票)をリツイートしました
放射能によって免疫力が落ちている上に、被曝症の発症が隠しきれなくなって来た

ので、スピンでこれらの菌をばら撒いているとしか思えません。

https://twitter.com/Yousay124A/status/719823381713911808

天仙 @tensenten · 20時間20時間前 
★サラダ油が…危険!? 「がんや認知症」原因に…脳科学専門医が警鐘
http://ln.is/www.rui.jp/wThCm …

tanaka kazushige @tanakakazushige · 24時間24時間前 
洗剤の柔軟剤、除菌剤にも生殖毒性リスク——Ｐ＆Ｇ『レノア』、花王『アタック

』『ハイター』に要注意 http://www.mynewsjapan.com/reports/2221

cmk2wl @cmk2wl · 4月12日 
「後、お風呂から出た後は必ずクラクラしていました。きっと、心臓の発作でこの世

を去るんだな、と漠然と思っていました。それが、いつの間にか全ての症状が無く

なり、駅の階段を上ることもなんなくできるようになっているんです。」

Nob @Nob_hsj · 4月12日 
RT
自分が乗ってた銀座線の車両で、乗り込んだ時に急病人がいて、乗り込むサラリーマ

ンが駅員呼んで救護したけど、全く意識なかった。。見なりも普通だったし酔っ払い

ではなさそう。貧血程度ならいいけど心筋梗塞やクモ膜下だとしたら怖い…
8:24 - 2016年4月12日

amaちゃんだ @tokaiama · 4月12日 
死者の伸び率が太平洋戦争時を上回る！過去３年の累計死亡者数は３６０万人超！震

災後に癌や心疾患も増加！

Nob @Nob_hsj · 4月12日 
RT
かかりつけの先生が急病入院＆退院見込み立たずで転院してくれって…
どういうことなの…
21:21 - 2016年4月11日
医者の急病がやたらと目に付きますが、どういうこと？

今の状況を認識していない？

cmk2wlさんがリツイート 
鈴木博喜 (「民の声新聞」発行人) @s_hiroki24 · 4月12日 
『【ふくしま集団疎開裁判】「由々しき事態」と低線量被曝を認定、だが結論は「自

主避難せよ」の暴論』

⇒https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhUaHR0cDovL3N0YXQuYW1lYmEuanAvdXNlcl9pbWFnZXMvMjAxMzA0MjUvMDYvcmFpbjM3L2UyL2JlL2ovbzA4MDAwNjAwMTI1MTI5MDI5MTUuanBnFMAMFMQGHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=RGdc_thheF3jC1dWxdodZPnG7JvhKOAeQ34WDFFIWHU

cmk2wl @cmk2wl · 4月11日 
2016年4月7日　チリ
イワシ約1000トンの大量死。
https://pbs.twimg.com/media/CfxnDSXUIAA7nJq.jpg

tanaka kazushige @tanakakazushige · 4月11日 
ＷＨＯが「ノーシン」等の危険性を指摘！「パブロン」「ベンザブロック」「ノー

シン」は環境ホルモン成分入りで子どものADHD増加、精巣がん10倍のリスクも　
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=298083&g=131107 … …

…ノーシンとベンザの立派な「市販薬ジャンキー」（ヤク中）だった
高校の頃の私は、りっぱにＡＤＨＤと記憶障害を発症し、

生理月経も停まってましたね…＜（ーー；）＞…★

https://www.youtube.com/watch?v=_97LWl6T8PQ&nohtml5=False
10.星めぐりの歌【銀河鉄道の夜Score Book】 

amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
我々はフクイチ事故をめぐって権威ある学者や文化人が、悉くニセモノである現実を

思い知らされてきた

プルトニウムの毒性は塩より低い　大橋弘忠

甲状腺ガンと被曝は無関係　星北斗

未だに原発電気は火力より安いと真っ赤なウソをつく竹内純子

ﾎﾞｳﾞ @cornwallcapital · 2時間2時間前 
宮崎駿が放射能による発ガンリスクの恐ろしさをダバコ吸いながら語ってた様なも

んか。

戸谷真理子 @irukatodouro · 5時間5時間前 
フランスでは小学校はほとんどが公立で、もともと記述式の宿題を出すことは禁止さ

れている。　http://monsieurk.exblog.jp/18574086

私は小学生のとき勉強せず、本ばっかり読んでたけど、原発事故のときは放射能雲が

来る前に逃げることはできた　サバイバル時代、生きた知識が必要なのでは

コピペbot @CopyPaste_bot · 17時間17時間前 
白ヤギさんからお手紙ついた。「この手紙を君が読んでいる時、もう僕はこの世にい

ないと思う。ついに奴らが動き始めたんだ。僕らの村の人達はみんな殺されてしま

http://news.yahoo.co.jp/feature/141
http://ln.is/www.rui.jp/tgZPR
https://twitter.com/Yousay124A/status/719823381713911808
http://ln.is/www.rui.jp/wThCm
http://www.mynewsjapan.com/reports/2221
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhUaHR0cDovL3N0YXQuYW1lYmEuanAvdXNlcl9pbWFnZXMvMjAxMzA0MjUvMDYvcmFpbjM3L2UyL2JlL2ovbzA4MDAwNjAwMTI1MTI5MDI5MTUuanBnFMAMFMQGHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=RGdc_thheF3jC1dWxdodZPnG7JvhKOAeQ34WDFFIWHU
https://pbs.twimg.com/media/CfxnDSXUIAA7nJq.jpg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=298083&g=131107
https://www.youtube.com/watch?v=_97LWl6T8PQ&nohtml5=False
http://monsieurk.exblog.jp/18574086


った。黒ヤギ、この手紙を読んだら今すぐ村の人達を連れて避難するんだ！急いで！

」黒ヤギさんたら読まずに食べた。

朱鷺（shuro） 1009@alice · 22時間22時間前 
「もちろん発達障害という症状の原因は食だけではありませんよね。

ワクチン接種

様々な社会毒による影響

いじめ

虐待

コミュニケーション不足

等にも関係してきますし、お母さんの妊娠中の食生活やワクチン接種、薬の影響、社

会毒などももちろん影響しています」本当の日本を取り戻すメール新聞

cmk2wlさんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 4月12日 
桑ちゃんさんが鈴木博喜 (「民の声新聞」発行人)をリツイートしました
「裁判はそう簡単には行かない長期戦」日本の仕組み。何を優先するか？の根幹がこ

の日本では崩れている現状。まずは、逃げて安全な場所で暮らし、闘うしかない。危

険なところにいては晩発性放射線障害の確率を下げることは出来ない。子供は救え

ない。

藤井動物病院 @FujiiACC · 4月11日 
近年犬のインフルエンザが米国で流行しています。日本でも近い将来的に流行する可

能性が高いです。くしゃみ、咳等の呼吸器症状と熱が出る場合は注意が必要です。現

在このインフルエンザが猫にも移って発症したとの報告があります。まだワクチンも

ありませんし、みんな免疫が無いため注意が必要です。

cmk2wlさんがリツイート 
makotokasai @makotokasai · 4月9日 
ステロイドは炎症を抑える、対処療法だ。

原因を治すわけじゃない。

スズメバチや毒蛾で皮膚がボコボコになったのなら、ステロイドの処方を僕は受ける

。

しかし、アトピーという原因も何もわかりませんねんっていう病名のみで、ステロイ

ドを処方するのは、素人も同然だろう。

https://www.youtube.com/watch?v=04Yq13jJMZU&nohtml5=False
【加賀谷玲】3rdアルバム「銀河鉄道の夜サウンドトラック」全曲試聴 

天仙 @tensenten · 4時間4時間前 
"便の移植"で治療！
腸を治せばほとんどの病気が治ってしまうそうです。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301395&g=132108 ……

マサパイ@小野、そーせい @sincerity_o · 4時間4時間前 
グリペプですが、免疫を使ったガン治療は本当に今世紀のトピックスなんですよね。

手術、化学、放射線療法に次ぐ第4の治療法として。

砂鉄 @satetu4401 · 16時間16時間前 
そもそも文化文明の繁栄という視点から言うと「金持ってるだけの気持ち悪いおっ

さん」や「可愛いだけの無能な女」とかも、現代に合わない思考パターンを持って

たり、特殊な免疫力があったりで「今現在たまたま気持ち悪かったり無能だったりす

るだけで後々必要になる場合がある」という事もある

教えて真姫ちゃんbot @Maki_Nishikin0 · 24時間24時間前 
実は、漢方薬はからだによくないものなの。体は老廃物や毒素を溜め込んでいて、漢

方薬を飲むと、「毒が入ってきた」と判断され、体は一生懸命排出しようとするの。

そのとき体内にあった悪いものも一緒に出されて、免疫力が高まり体調がよくなると

いうわけ。つまり漢方薬はからだにいい「毒」って事ね。

cmk2wl @cmk2wl · 4月12日 
予防医学：疾病の発生・経過・分布・消長とそれに影響をおよぼす原因を 研究し､疾病
の予防を行う狭義には「病気になってしまってからそれを治すことより、病気になり

にくい心身を作る。病気を予防し健康を維持する」という考え方に基づいている医学

。

これが一番大事だよね。

あおてん農園 @aoten49003 · 4月11日 
発酵食品は決して腐らず、腸内微生物を活性化する。人が「美味しい」と言って発酵

食を楽しむ。腸内微生物は人の食べた「発酵食」を喜んで食べ発酵度を増す。発酵熱

で体温は上がり免疫は高まり、きれいな血球を血管に送り出す（腸管造血説）。これ

が人と腸内微生物の共生関係＝発酵＝生きる喜びの連鎖。

cmk2wlさんがリツイート 
makotokasai @makotokasai · 4月9日 
何がこの人の体で起きているのか？

何がこの人の体の修復の手助けになるのか？

体の修復機能では厳しいから、ここを補っていきましょう・・・

それを見極めるのが医者だとおもうんだけど。

https://www.youtube.com/watch?v=9Y9H_wFhMeg&nohtml5=False
Ar Tonelico 3 星巡りの詩 (Hoshimeguri No Uta) with lyrics 

niiGET(ニイゲット) @niiget · 5時間5時間前 
niiGET 新しい働き方更新しました。今回は長岡市在住の野村（刈屋）ひと美さん
です。2012年長岡市栃尾地域に移住。おとなとこどもの寺子屋を軸とした野村さんの
働き方はこちらから！→http://www.niiget.jp/weekly/index/354/ …

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 6時間6時間前 
避難移住される前の下見などの道中で、ここにも数人の方が立ち寄ってくれてる。み

んなちゃんとわかってくれていて、「北海道に入ったらすぐに服も靴も買い換えてか

ら伺います」と。

でも、そのお言葉には３通りあって、危険だから、と、嫌でしょうから、と、その両

方と。。。

宮崎日日新聞 @miyanichi · 6時間6時間前 
【県内のニュース】 俵万智さん、宮崎に移住　創作活動拠点へ http://dlvr.it/L2hCvY

ハフィントンポスト日本版 @HuffPostJapan · 7 時間7 時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=04Yq13jJMZU&nohtml5=False
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301395&g=132108
https://www.youtube.com/watch?v=9Y9H_wFhMeg&nohtml5=False
http://www.niiget.jp/weekly/index/354/
http://dlvr.it/L2hCvY


地方移住にこそ、IT人材が活躍する可能性がある[SPONSORED] http://huff.to/1YqQbr9

天道光貫　アエス @EarthLightAES · 8時間8時間前 
失ってから気付くのでは遅過ぎてお話にならない。

失う前に守れ！福島近辺や高線度地域の人は出来るだけ早く移住を。

会社ぐるみでなら、尚、良し！

http://www.asahi-net.or.jp/~pu4i-aok/cooldata2/politics/sarcophugus.htm …
移住情報

https://www.youtube.com/watch?
v=XcgrxsMwTxk&ebc=ANyPxKqwoeCFVg0WmAtq3VRii2xaWSDbQveDbT6rVSgpqSwDkd7UlmyGDrpD1NpsiEMsC_IOFLGr6pzxm7pV80qUodvB0jhYzQ&nohtml5=False
Ar Tonelico 3 トキノスナ (Toki No Suna : Sand of Time) with lyrics 

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
クロちゃん @slb313 · 4月11日 
好きで野良に産まれたんじゃない。 母は保健所に、兄弟たちは飢えて死んだ。仲間も
凍た。

ここで生きて行くしかないんだ。

だから死んでいけって言うの？仕方ない？運命だ？野良猫たちを生みだしたのは私た

ち

野良猫たちを虐めないで、殺さないで

https://pbs.twimg.com/media/CfwXCT9UMAELc6y.jpg

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
ゆきやなぎ＠50%療養中 @akaiyama · 4月11日 
RT@doubutuhukushiみぅ、2011年の震災で避難。飼主さんとは連絡が取ず、新たな家
族が必要です。皆様のご支援で長期避難中、もう9歳になります。猫は生きるスピード
が人より早いのです。みぅにみぅだけの家族ができますように。

https://pbs.twimg.com/media/CY2i37uU0AENAia.jpg

…めいにゃん似…（ＴへＴ；）…

https://www.youtube.com/watch?v=qsMTtbgIhr4&nohtml5=False
Hosono Haruomi: Nokto de la Galaksia Fervojo OST (part 6) 

…
ほんたふの

さゐわひとわ、

なんだらふ…？

https://www.youtube.com/watch?v=nBCjtE_m_jU&nohtml5=False
銀河鉄道の夜 【Night on the Galactic Railroad】劇場アニメED曲 細野晴臣1985 

ｼﾞｮﾅｻﾝ投資歴33年 @jobslifer33 · 3分3分前 
太陽系外の移住先探せ　ホーキング博士、探査機開発へ　　：日本経済新聞 

ミユ▲ 74@MiYU · 4時間4時間前 
そこのお前！　一年戦争後アクシズに移住したミネバ含むジオン残党の数は約三万人

だぜ！

https://www.youtube.com/watch?v=KlgK9dXD8HY&nohtml5=False
銀河鉄道の夜　エンドロール.mp4 

…たしか前は、劇中曲のばら売り（？）も悠宙舞さんで聴けたんだけど、みつからなかった…★

https://www.youtube.com/watch?
v=HHNEhT2Ckck&ebc=ANyPxKo0t8WkC6zzixBnDKZSJ5eHu9vJzz42450NM4LPmOcf3Dz8rddE1XAeqICAA_LKvbFhY_7g22LVzERM46U2RVh8o1iNeA&nohtml5=False
星めぐりの歌 

…あったあった、これだ…♪？

https://www.youtube.com/watch?v=zmwlE-vQTTw&nohtml5=False
銀河鉄道の夜 05 ケンタウル祭の夜 

…あれ…？（＾＾；）？

もう、自分が「何を探していたか」の記憶のほうが、

ごちゃごちゃになってしまった…★

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…☆

https://www.youtube.com/watch?
v=nkS6o7OKDV0&ebc=ANyPxKqTGEev21ugq6Ke85FKsSxZwCLQll1rQe7YBHtWlWMGNV8PwYFki8mtW6rPFcJXJ439Sxz5mIiyd7-
1TPZrE4dmLd8_RA&nohtml5=False
冨田勲×初音ミク　 「イーハトーヴ交響曲」　銀河鉄道の夜 

https://www.youtube.com/watch?
v=jrmlkNfvV64&ebc=ANyPxKq6OZ0cyjy08aQyFfGUdMaZJ8WhV5a2BFl24rRgo2ivI3WQPDbmOGVihLuTYyAAdTfodEEwe3SrFULoVGYPis2zkSj5DA&nohtml5=False
[初音ミク] 宮沢賢治「星めぐりの歌」 [プラネタリウム]

http://huff.to/1YqQbr9
http://www.asahi-net.or.jp/~pu4i-aok/cooldata2/politics/sarcophugus.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XcgrxsMwTxk&ebc=ANyPxKqwoeCFVg0WmAtq3VRii2xaWSDbQveDbT6rVSgpqSwDkd7UlmyGDrpD1NpsiEMsC_IOFLGr6pzxm7pV80qUodvB0jhYzQ&nohtml5=False
https://pbs.twimg.com/media/CfwXCT9UMAELc6y.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CY2i37uU0AENAia.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=qsMTtbgIhr4&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=nBCjtE_m_jU&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=KlgK9dXD8HY&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=HHNEhT2Ckck&ebc=ANyPxKo0t8WkC6zzixBnDKZSJ5eHu9vJzz42450NM4LPmOcf3Dz8rddE1XAeqICAA_LKvbFhY_7g22LVzERM46U2RVh8o1iNeA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=zmwlE-vQTTw&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=nkS6o7OKDV0&ebc=ANyPxKqTGEev21ugq6Ke85FKsSxZwCLQll1rQe7YBHtWlWMGNV8PwYFki8mtW6rPFcJXJ439Sxz5mIiyd7-1TPZrE4dmLd8_RA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=jrmlkNfvV64&ebc=ANyPxKq6OZ0cyjy08aQyFfGUdMaZJ8WhV5a2BFl24rRgo2ivI3WQPDbmOGVihLuTYyAAdTfodEEwe3SrFULoVGYPis2zkSj5DA&nohtml5=False


（４月13日）　北海道どころか東北のかなりのエリアが元々アイヌ民族の領土（国と
言う概念は無かった）でした。

http://85358.diarynote.jp/201604132204094251/

浜岡原発の被害予測がやばすぎる南海トラフ地震／法律がまとも

に設計されていないのだ。

2016年4月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=53yj4hU56NA&nohtml5=False
TOKYO GO - John Robinson /　ジョン　ロビンソン 

特務機関NERV @UN_NERV · 10 分10 分前 
【中央総武線(各停) 運転再開 2016年4月13日 20:41】
錦糸町〜亀戸駅間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、

20:31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。

うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 29分29分前 
規制委が評価保留　海水流入の浜岡原発５号機｜静岡新聞アットエス http://www.at-
s.com/news/article/social/shizuoka/hamaoka/229266.html …

tanaka kazushige @tanakakazushige · 1 時間1 時間前 
こんなの騙しじゃないか！ 東電が「毎日８０億ベクレル流れている」と言っていた数
字は、

実は「毎日２２０億ベクレル流れている」が正しかった。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=294701&g=132108 … …
https://pbs.twimg.com/media/CAGVdE1UQAA58OK.jpg

ジョージ @GeorgeBowWow · 2時間2時間前 
ジョージさんが枝元なほみ(脱原発に一票)をリツイートしました
そうだ！！築40年マンションでさえ水漏れしている！配管から！うちもだ！！ああ！
！原発も同じに決まっている！！ 
https://twitter.com/eda_neko/status/719807897488662529

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
京大・近大 研究用原子炉、安全対策審査に“合格”
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20160413-00000030-jnn-soci …
住宅地内の原子炉稼働はやめてくれ！

サイエンス情報局 @science_jhk · 4 時間4 時間前 
【悲報】浜岡原発事故の放射能被害予測がやばすぎる【南海トラフ地震・東海地震】

https://t.co/0ZCsujaj9f

NHKグローバルメディアサービス @NS_keitai · 4時間4時間前 
【最新ニュース】５年前、配管が壊れ原子炉などに海水が流れ込んだ、静岡県にある

浜岡原発５号機について、原子力規制委はこれまでの中部電力の調査結果だけでは影

響を評価できないとしました。 ＮＨＫニュース＆スポーツ http://nhknews.jp/p/ #nhk
#news

天仙 @tensenten · 4時間4時間前 
「フクシマ」から危険な汚染水が流出している (ロシアの声より)
世界中から損害賠償請求を起こされるのでは？

http://japanese.ruvr.ru/news/2015_02_22/fukushima-jiko/ ……
https://pbs.twimg.com/media/B-ivmcqCQAAH90J.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【停電情報 2016年4月13日 13:38】
東京電力停電情報によりますと、栃木県 日光市の約1,400軒で停電が発生しているとい
うことです。

http://nerv.link/1RYbOA

もうれつ先生 @discusao · 23時間23時間前 
浜岡原発３号機でトラブル相次ぐ

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016041190211622.html?ref=rank …
6日格納容器内を巡回中に、空調設備の9個の塩分除去フィルターのうち1個（縦横61㎝
、奥行き29㎝、アルミ箔やガラス繊維で構成）が破損しているのを発見。圧力抑制室

http://85358.diarynote.jp/201604132204094251/
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https://t.co/0ZCsujaj9f
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https://pbs.twimg.com/media/B-ivmcqCQAAH90J.jpg
http://nerv.link/1RYbOA
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の水にも破片は混入していた。

ライブドアニュース @livedoornews · 4月12日 
【福島第一原発事故】東電幹部、「メルトダウン」マニュアルの存在知っていた

http://news.livedoor.com/article/detail/11402984/ …
「原発事故当時は違う業務を担当していて、（メルトダウンかどうか）判断する立場

ではなかった」と釈明した。 

本物黒酒 @honest_kuroki · 4月11日 
見て‼ 鹿児島県鹿屋市の山中、自衛隊員が福一と同じ防護マスクまでつけてるんだ
けど、、何？、、#放射性物質？
#自衛隊機 #墜落 NHK
⇒http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160408/k10010471631000.html …

amaちゃんださんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 1時間1時間前 
@Thoton とんでもない歴史捏造です。断じて許されません。北海道どころか東北のか
なりのエリアが元々アイヌ民族の領土（国と言う概念は無かった）でした。蝦夷成敗

とはアイヌ民族という先住民族を武力で追い散らすことであり、屯田兵とは正にアイ

ヌ侵略の尖兵

ジョージ @GeorgeBowWow · 2時間2時間前 
ジョージさんが昭和おやじ 【打倒安倍政権】をリツイートしました
日本は本当に狂気の国になってしまいました。それもこれも東電原発人災を国がかり

で犯罪にしなかった自民党のせいで日本では誰もが人殺しOKとなってしまった。
しかも核兵器の材料は揃っている。組み立てるだけ。だからこういう人も出る。 
https://twitter.com/syouwaoyaji/status/715141279907057664

TYO/HKD, And Money @TYO_HKD_MONEY · 9 時間9 時間前 
#和田よしあき → 元三菱。故町村の娘婿。選挙の為に退職し北海道でまだ1年も住んで
ない。主張は安保賛成、憲法改正、TPP賛成、消費税10%賛成、泊原発再稼働賛成。
本当に地元のこと考えてくれてるのかなぁという残念な印象です。 
https://pbs.twimg.com/media/Cf47q-ZUsAAr8NL.jpg

yumiko.t @magorstea · 11時間11時間前 
北海道5区選挙、「同じく安全でないならば、泊原発は安全が確認されたら動かした方
が経済のために良い」これだけで和田氏アウトです、改めて。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
今日、TPPも流れたけど、野党は「#タックスヘイブン」で切り込んだら、政権交代も
出来ると思う

なぜやらないんだろうと思ってたら、武田教授が「報道しないテレビ局や何も言わな

い野党の政治家も、関わってるんでしょうね（笑）」と、言ってた

un志水　満 @tennsi21 · 2時間2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１

２兆円ですよ！ http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=313776&g=131208 …：
この膨大なお金は国民の税金から〜これだけの借金をしておきながら東電は黒字を

計上！！！！

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
T.HIRANOさんがThe Associated Pressをリツイートしました
#パナマ文書
今日、法律事務所を捜査

現地は日本企業からの送金の履歴は銀行には残らないみたい。でも法律事務所に委託

したペーパーカンパニーだと「証拠」が残る。なのでリストにあれば、「黒」の疑い

みたい。で、その分は国民が「増税」で補う

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
パナマ文書問題

#タックスヘイブン に関する対応の違い
オバマ大統領「合法だという、それこそが問題だ！」（米国は司法省が犯罪証拠とし

て調査、財務省も調査中）

http://news.livedoor.com/article/detail/11402984/
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160408/k10010471631000.html
https://twitter.com/syouwaoyaji/status/715141279907057664
https://pbs.twimg.com/media/Cf47q-ZUsAAr8NL.jpg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=313776&g=131208


菅官房長官「日本政府として文書を調査する考えはない」（問題ない！）

セナ（思うは招く〜どーせ無理を無くそう） @senna1994may1 · 3時間3時間前 
【今日の #オプエド①】『東京電力が福島第一原発事故で国から公的資金を注入されて
いるにも関わらず海外に租税回避していた』という東京新聞の記事を紹介〜東電、海

外に２１０億円蓄財　公的支援１兆円　裏で税逃れ⇒http://www.tokyo-
np.co.jp/article/feature/nucerror/list/CK2014010102100006.html … @uesugitakashi

首都圏反原発連合 @MCANjp · 1時間1時間前 
「私服で」ですよこの方。信じられない。(TH)
「反核」私服で契約拒否　鹿児島市主催ヨガ講座　http://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20160413-00010000-nishinp-soci … 
【反原発や反核兵器のメッセージに共鳴し、昨年初めに通販で購入。行き帰りにたび

たび着用したが、講座中はヨガの専用着に着替えていた】

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBg_aHR0cDovL2xwdC5jLnlpbWcuanAvYW1kLzIwMTYwNDEzLTAwMDEwMDAwLW5pc2hpbnAtMDAwLXZpZXcuanBnFOQEFMACHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=z0X-
cNdWhzWUyGk9ecnVUkUmiVVNehpmo8-Y8VuCLwE

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
#パナマ文書 問題
今回、オバマ大統領はツイッターなどでも良いメッセージを発信してる

「その多くは合法だが、しかし、それこそが問題。法律がまともに設計されていない

のだ。富裕層や大企業だけが利用できる法律の抜け道（＝税金逃れ）であり、多くの

国民の生活が（増税で）犠牲になるだけだ」

かず- @kzooooo · 4 時間4 時間前 
フクイチ収束の作業員不足も深刻な問題となるだろう｡戦争の可能性もあるが､徴兵制

でフクイチへ行かされる可能性の方が高いかも知れない｡

スペーシング・バカビリー @baka_billy · 5時間5時間前 
ローカルラジオ放送のオファーが来ました

好きな音楽を三曲選んで良いと

果たしてジャパニーズハードコアでも良いのか？

内容は政治、「戦争、原発、等何でもござれ」との事

本当に放送できんのか(笑)

詳細はまた後日

#BAKA radio
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（４月13日）　ロシアの国境を守るために作られた、ロシア軍所属のハイブリッド・
ウルフドッグ「ヴォルコソブ」／一部の統合失調症の患者さんは細胞性免疫が低下して
いる。

http://85358.diarynote.jp/201604132213431779/

日本政府が『殺人』。米軍に放射能拡散情報を渡し、国民に隠し

た／フクイチ放射能２万人以上の新生児が亡くなった／風邪で命

に関わる／『がんが自然に治る生き方』。

2016年4月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=37UMdWc5F20&nohtml5=False
ジュリアナVOL.4 

文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 3時間3時間前 
雨が降ってきたよ。

もう、

ただの水じゃないから濡れないで。

私が幼い頃、

雨は体に良くないって大人はよく言ってた。

海外の原発事故等で雨は汚染されてるからって。

福島原発事故も起きてしまった。

だから、

雨にも気をつけて。

白石草 @hamemen · 9時間9時間前 
これは。ビニール傘からセシウム105Bq/kg検出 | 株式会社シーディークリエーション
放射能測定器販売、測定検査 http://cdcreation.grupo.jp/blog/1273479

https://www.youtube.com/watch?v=s6_RGKwdFi8&nohtml5=False
JULIANA’S TOKYO Ⅰ / DJ Mia Musica MegaMix 01 

ＰＣ前に戻りました。２０：０８。

さっき１９：５９が、２０：００に、

変わる瞬間を観ましたよ。

…縁起、いいかな…？？（＾＾）？

カラパイア @karapaia · 4時間4時間前 
カラパイア : 長すぎかよ！世界記録を更新か？全長8メートルの巨大ニシキヘビが捕獲
される（マレーシア） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215607.html …

恒例の…（と、いうことにした。）３連休初日の「４時間耐久？ツボ押し昼寝」をしまして、首
の骨ぼこぼこ言わして整列しなおし？させました…ｗ

ついでに昨日からリットル単位で測れそうな勢いの大量月経出血して、

http://85358.diarynote.jp/201604132213431779/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604132213431779/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160413/85358_201604132213431779_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=37UMdWc5F20&nohtml5=False
http://cdcreation.grupo.jp/blog/1273479
https://www.youtube.com/watch?v=s6_RGKwdFi8&nohtml5=False
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215607.html


体内に滞留していた余計な水分と汚染物質を排出。（＾＾；）

体重、１kgは減ったんじゃないかな…☆？

今朝の起き抜けは体温下がってて、室温１８℃まで上げても肌寒さを感じてぷるぷるしてまし

たが、無事に体温上がって、毛細血管までほこほかです…♪

ビバ免疫…♪

カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
【RT400UP】 ロシアの国境を守るために作られた、ロシア軍所属のハイブリッド・ウ
ルフドッグ「ヴォルコソブ」 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215443.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cf6DED1UYAAfGec.jpg

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

12:00 0.039 0.039 0.039 6 
13:00 0.040 0.039 0.039 6 
14:00 0.040 0.039 0.039 6 
15:00 0.040 0.039 0.040 6 
16:00 0.042 0.040 0.041 6 
17:00 0.042 0.041 0.041 6 
18:00

https://www.youtube.com/watch?v=2bpf9HU1M4s&nohtml5=False
ジュリアナ東京の名曲をメドレーで！　懐かしのジョンロビンソン、もう一度バブルよこい！ 

amaちゃんださんがリツイート 
ホワイトフード @whitefood1 · 46分46分前 
福島原発事故前後の食品の放射能検査結果を比較しました｜比較対象：カレイ、【事

故前】0.12Bq/kg【事故後】15.1Bq/kg｜平均すると、事故後に125.8倍汚染が進行した
ことが分かります。詳しくはhttp://news.whitefood.co.jp/news/foodmap/5930/ …

りくろう4月26日大岡山peak1 @rikurou320 · 56分56分前 
てか今免疫の好中球が普通の人は5000以上あるのに今僕は400しかないからとてもや
ばい、風邪とかでも命に関わる()

amaちゃんださんがリツイート 
チューリップ 2015@tulips · 1時間1時間前 
チューリップさんが秋田放射能測定室『べぐれでねが』をリツイートしました

千葉の落花生を毎日のように食べていた人が、２０１３年膀胱がんになった。

https://twitter.com/metabokenopapa/status/720190488066719744

天仙 @tensenten · 1時間1時間前 
アメリカで、鎮痛剤による死亡者数が２０年間で３倍に！

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301775&g=132108 ……

AKIRA @AKIRA23150220 · 2 時間2 時間前 
『日本政府がやったことは『殺人』と変わらない。』
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http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301775&g=132108


【オーストラリア国営放送（ABC）】
日本政府は、米軍に放射能拡散情報を渡し、国民に隠した。

住民は、何も知らずに汚染レベルが高い地域へと避難。 
https://pbs.twimg.com/media/Cf6mKaqUsAEqQ5Y.jpg

Mas 860@masjp · 2時間2時間前 
Masさんがtomoko isobe（脱被曝に一票）をリツイートしました
今度は、豪雨のストレスで脳卒中急増、と言いだした。

あくまでも、放射能には、触れない。

何があっても、ホが原因とは、言わない。 

地下猫 @tikani_nemuru_M · 2時間2時間前 
原発事故避難者の脳卒中や心筋梗塞などの血管系の病気のデータはないのかな？　少

なくとも被曝の影響よりは圧倒的に健康被害を出しているはず。低線量被曝に拘って

原発事故の被害に目をつぶるのでは推進側の思う壺。 / “＜関東・東北豪雨＞浸…”
https://t.co/ti6kFfbIIo

RyoK @ryokikuzaki · 3時間3時間前 
子どもの頃にUFOや心霊や超能力にいちどはハマっておいたほうがいいと思うんだ
よな。一般的な観測範囲があればちゃんと幻滅できる。免疫のないまま大人になって

予言や偽医学に触れるの危なすぎる。

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
今日13日もオキシダント濃度が高い地点がある。

king_kyoung @yamadance2010 · 4時間4時間前 
三菱地所は2027年に東京駅前に390m超高層ビルを完成させます。
この時期以降も放射能の隠蔽してきたことを公表するのはないと思います

放射能の真相を公表するのなら、超高層ビルの計画を立てるという事はしないはずで

す

天仙 @tensenten · 5時間5時間前 
★子供が避けたいものランキング

・ワクチン・精神薬・砂糖モノすべて・牛乳・放射能・添加物

・遺伝子組換食品・トランス脂肪酸・医療用の薬・病院等々

続きは⇒http://ln.is/www.rui.jp/O05SY …

山本紀克 @nori_yan9999 · 5時間5時間前 
福島原発事故による汚染の実態が分かります。フランス放送局が福島のドキュメン

タリーを公開しています。

もっと多くの人に知ってほしい。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=310236&g=131207 …

cmk2wlさんがリツイート 
核心を突くツイ&RT心がけます @kenshimada · 6時間6時間前 
非被曝症状と言い切るためには、何とでも言うわけだ。

「猛暑に慣れた真夏の３５度より、気温が急激に上がった５月の２５度の方が体には

こたえるんです」と兵庫医科大の服部益治教授（小児科学）はいう。

春の熱中症にご用心：朝日新聞デジタル

青い薔薇 @Trans_Blue0630 · 6時間6時間前 
一部の統合失調症の患者さんは細胞性免疫が低下している。

https://pbs.twimg.com/media/Cf6mKaqUsAEqQ5Y.jpg
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1.単なる風邪と思いきや重篤な細菌感染症になっている場合が多い。
2.ツベルクリン反応が全く出ない場合がある。
3.バクテリアル・トランスローケーション(腸内細菌が腸管バリアーを突破して敗血症
になる)と言う現象が認められる。

ふらん @framboise731 · 8時間8時間前 
三田先生から聞いたことを思い出した。

自己免疫が

→関節　を攻撃すると→リュウマチになる

→血管　を攻撃すると→川崎病になる

→甲状腺を攻撃すると→橋本病になる

※2011年以降の川崎病は、診断がつきにくい上、再発しやすく、なかなか治らないと
いう特徴があるとのこと。

りょりょ @ryoryozaemonn · 10時間10時間前 
頭はぼちぼち沸騰しよるけど身体は寒い 免疫力落ちてていつ治るんかキレそうなる; 
https://pbs.twimg.com/media/Cf481y5UUAAtlmf.jpg

ざら速(ザラ場速報) @ZARASOKU · 11時間11時間前 
川崎の再生・細胞医療拠点が完成　病院誘致で治験計画　　：日本経済新聞

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO99575640S6A410C1L82000/ …
＞久留米大発のベンチャー企業で、がん免疫治療薬の研究開発を手掛けるグリーンペ

プタイドや

https://t.co/4gDEs8pUOS

島薗進 @Shimazono · 12時間12時間前 
２【福島第１原発事故　甲状腺がん手術、実態解明求める　家族会

】http://mainichi.jp/articles/20160413/ddm/012/040/039000c …　毎日「３１１甲状腺が
ん家族の会」は１２日、患者に実施された手術の実態解明を求める要請書を、健康調

査検討委員会の星北斗座長（同県医師会副会長）に提出したことを明らかにした」

平川典俊 @soudearunara · 20時間20時間前 
米国の３大ネットワークのテレビ局でも過去に報じられたが、フクイチからの放射能

で米国国内でも２万人以上の新生児が亡くなったという。台湾人の知人からフクイチ

からの放射能で台湾で食物摂取、特に魚介類で内部被曝をし体調が悪くなったと聞

いた。台湾政府が食品輸入規制を譲らない理由もわかる。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4月12日 
比較画像

左（福島原発事故直後）と、右（現在カバーをして建屋内の瓦礫＝人間が近づいたら

死亡するレベルの高線量の瓦礫）が、上空に拡散しないようにしてる状態

https://pbs.twimg.com/media/Cf1w1-RVAAAc-H_.jpg
このカバーの解体が、こないだから始まってるので、風向きには、ご注意ください 

ギズモード・ジャパン@gizmodojapan · 4月12日 
中国で（また）ヒト受精卵の遺伝子編集。今度はHIVへの免疫を埋め込み
http://bit.ly/1oTr7gv

固定されたツイート 
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2013年9月23日 
チェルノブイリ原発事故から、25年以上も経過した今のロシア：キエフ病院のレポ
ート。　未だに生まれてくる子供の健康障害やガンが多いというイタリアのドキュメ

ンタリー　日本も最善の被曝防護した方がいいです→『キエフ病院の子供たち 2011

https://pbs.twimg.com/media/Cf481y5UUAAtlmf.jpg
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO99575640S6A410C1L82000/
https://t.co/4gDEs8pUOS
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ンタリー　日本も最善の被曝防護した方がいいです→『キエフ病院の子供たち 2011
（http://www.youtube.com/watch?v=kFP-xx68q6Q …）

https://www.youtube.com/watch?v=tjpTVYVM5wQ&nohtml5=False
Juliana: The Girl With The New Face 

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT100UP】 狂気の中に潜む体温。ロシアのアーティストが生み出す、温度が感じら
れるダークサイド絵 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215079.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cf6kRGMUkAADHvd.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=1yMKd-
Z0Xr8&ebc=ANyPxKp3nlFajrI19sw1thwxhdzLW4VTRvn0_fCZHkYucjNlg5ZUdXmR9NbSGU4Oeg2Tye0bqaDPx2vTUBl4xoB3Xo7MRtui-
A&nohtml5=False
JOHN ROBINSON EVERYTHING’S GONNA BE ALRIGHT 

天仙 @tensenten · 17 分17 分前 
全米でベストセラ—

『がんが自然に治る生き方』

（ケリー・ターナー博士著）の紹介　①

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=298073&g=132108 ……

curet [キュレット] @curet_official · 2時間2時間前 
バナナを80℃で焼こう！ダイエット＆免疫力UPに効果あり♡ - curet [キュレット] ま
とめ http://curet.jp/article/10468

天仙 @tensenten · 2時間2時間前 
アメリカが100年間禁止にしてきた「大麻」が解禁された意味
〜ロックフェラーの衰退〜

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301769&g=132108 ……

天仙 @tensenten · 3時間3時間前 
健康診断やがん検診は受けてもムダ！

あの近藤誠医師が“女性の医学”で男性にも警鐘１
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301604&g=132108 ……

かめ @agptwmjdmwtp · 3時間3時間前 
水曜日の5限のフレッシュマンセミナーの「生物と免疫」みたいな講義にて
教授「えー最初に言っておきますがこの講義をとるのはかなり大変です」

「すべての回に予習あります」

「医学部薬学部獣医学部医学部の生徒は学部の方でやるのでとらなくて結構です」

「もう誰もとる人おらんしょ？笑」

飯山一郎 @iiyama16 · 5時間5時間前 
元気なガン細胞を喰ったマクロファージは，さらに元気になる！だからガン細胞は，

免疫細胞を元気にし活性化するために，毎日一定量がつくられている。

http://grnba.jp/index.html#zz04133 …
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朱鷺（shuro） 1009@alice · 7 時間7 時間前 
「私としては自分の病気を自分で理解しコントロールできると同時に、人にさえ影響

を与えられるようになってもらいたくて、この合宿をやっています」

キチガイ医 @touyoui 
合宿の楽しさ

うつみんはTokyo... http://fb.me/7MYYRZV89

cmk2wlさんがリツイート 
hero@ @HeroAho · 4月9日 
別の部屋にも、水式空気清浄機を設置。

（水式空気清浄機のセットは、全部で３つ揃えてあります）

設置した途端に、急に喉の調子が良くなった。

逆に恐ろしい。

https://www.youtube.com/watch?v=vcewdW7BTDA&nohtml5=False
Juliana’s Tokyo - Forever (The Last Day Of Juliana’s Tokyo) 

紙　智子 @KamiTomoko · 51分51分前 
東日本大震災復興特別委員会で原発事故に伴う自主避難者の住まいの問題について質

問しました。住宅の無償提供を来年三月で打ちきることに対して、当事者からの声を

紹介し、打ちきり撤回を求めました。

ネコ吸い 坂本美雨『ネコの吸い方』 @miusakamoto · 3 時間3 時間前 
おぉーーー。

ペットの防災、同行避難についての企画展。

『いっしょに逃げてもいいのかな？展』

三軒茶屋キャロットタワー3階生活工房にて4/23〜5/22！ 
https://pbs.twimg.com/media/Cf6iCoYVAAAEOGZ.jpg

北濱幹也 @kitahamamikiya · 4時間4時間前 
【福島医大の医師の１割が辞職した】

■勤務している医師の多くは家族を福島県外に避難させている。これが被爆に対する

福島医大の多くの医師の認識だ

■被曝に関した調査や研究を実質的に禁止している

詳細→　http://hirookay.blog.fc2.com/blog-entry-46.html …
岡山博元仙台赤十字病院呼吸器科医師

UNHCR駐日事務所 @UNHCR_Tokyo · 4時間4時間前 
【国境を越えた友情】「シリアの子たちも僕らと一緒なんだよ」こう話すのはイラク

にあるカウェルゴスクキャンプにある学校に通う国内避難民の8歳のゼイン（写真
中央）。同じ学校に通いだしたシリア難民のラハマンとダイアと仲良しです。

https://www.youtube.com/watch?v=KB8jjy9IGuA
DLG - Juliana 
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（４月⒕日）　お前なんかに分かってたまるか！／何となく感じる違和感こそ、

http://85358.diarynote.jp/201604141132557493/

朝寝して「首ほぐし」／腹八分で医者いらず／玄米飯に塩をつけ

て握るんだ。からい濃いみそ汁を毎日食べるんだ／被曝から家族

を守るために仕事も財産も放り投げて移住した者の苦悩などお前

なんかに分かってたまるか！

2016年4月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?
v=wCBu0PkoNPs&ebc=ANyPxKr4D_DjCjQ8UAX3FCPz17CBgpWfGgUxv1b3GDkjIme_sNEHtEH6tN6pN8-
lkZgbC_OR15tAYJ2lAQbXiDCq1XWd6rf8aA
DLG (Dark Latin Groove) - La Quiero A Morir 

ぉお！（＠◇＠）！腹筋 ♪

…いやいや…（＾＾；）…

おあひょうごじゃいま…もとい、
おはようございます。（＾＾；）

０８：３８です。

３連勤の２日目。朝寝して「首ほぐし」やり過ぎて、

手と視力の微調整がちょっと変ですなう。（＾＾；）

本日の予定は原稿と家事。

札幌の気温１０℃。曇天。

天気予報は「不安定」…。

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

01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.038 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.038 0.039 6 
06:00

https://www.youtube.com/watch?v=Y3TU8ny6d8o&nohtml5=False
DLG (Dark Latin Groove) - No Morirá (No Matter What) 

朱鷺（shuro） 1009@alice · 39分39分前 
「断食の面白さ

半分食べれば２倍長生き

・ 腹八分で医者いらず
・腹六分で老いを忘れる

・腹四分で神に近づく」

キチガイ医 @touyoui 
断食の面白さ... http://fb.me/7XAVkAhAW

朱鷺（shuro） 1009@alice · 41分41分前 
ホメオパシーのデータ http://touyoui.blog98.fc2.com/blog-entry-430.html …
「一般的な治療において、493名の患者を診たドイツの研究は、同じような費用で、ホ
メオパスによる治療の方が現代医学治療よりもより良い結果をもたらした事を見出

した。」

朱鷺（shuro） 1009@alice · 44分44分前 
「あなたの大切な人を守るため、そしてあなた自身を守るため、本当の健康、本当の

自分について知りたくありませんか？ －これだけ医療が発達した日本で、増え続け
る癌、アレルギー、そして鬱病、ADHDと診断される子供の数、これはなぜでしょう？
」http://kokucheese.com/event/index/383020/ …

朱鷺（shuro） 1009@alice · 49分49分前 
③→「元気に来る日も来る日も人々のために立ち働き、誰もこのために死なず、重い

原爆症が出現しなかったのは、食塩ミネラル治療法のおかげであった。学会ではたと

え認められなくても。」

https://www.facebook.com/satoru.utsumi/posts/983462881737465 …

朱鷺（shuro） 1009@alice · 51分51分前 
①「食塩、ナトリウムイオンは造血細胞に賦活力を与えるもの、砂糖は造血細胞毒素

。玄米飯に塩をつけて握るんだ。からい濃いみそ汁を毎日食べるんだ。砂糖は絶対い

かんぞ！砂糖は血液を破壊するぞ！」

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
江原啓之 @ehara_hiroyuki_ · 3 時間3 時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604141132557493/
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昨年の自分とは

別人ぐらい

高みに突き抜ける。

そのためには

　１）何となく感じる違和感こそ、大事にする。

　２）捨てる勇気を持って、吹っ切れる。

　３）高目を狙い、果敢に挑戦していく。

大槻ケンヂ @OTSUKI_KENJI · 3 時間3 時間前 
ネットの誹謗中傷って、呪いなの。「お前を呪うぞ」って書き込みを見た人が勝手に

気に病んで。それで偶然何かあった時に「あ、呪われたからかな？」って思い込んで

、それで免疫を低下させてるだけなの。

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
脊髄損傷でまひした手、再び動く　脳信号読み取り

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016041301001721.html …
中国では10歳の子供の切断された手首が元通りに生えてきたが
STAP現象

カラパイア @karapaia · 7 時間7 時間前 
【RT200UP】 研究が進むと覆される。かつて体に悪いとされていたが、実は無害だと
分かった5つの食品 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215521.html …

風俗嬢の本音bot @huhonbot · 10時間10時間前 
カンジダになりやすい子は、ウエトラ関係なくお客さんの指入れでもなってしまう。

要は、異物に対する自浄作用が弱いから。免疫力の問題です。膣内には良い常駐菌も

いるので(喉と一緒)、過敏に洗うことなく、"自らが持つ力"を高めて下さいね。

cmk2wlさんがリツイート 
c221010 @c221010 · 4月3日 
春先は軽く気管支喘息になる。

今年も困っていたところ、引越し先で放置してた水式空気清浄機を使用。

だいぶ楽！

周囲に申し訳ないわ、無駄に体力消耗するわ眠れないわ、仕事行く気半減するわだっ

たのでほんと良かったよぅぅ。

https://www.youtube.com/watch?v=R0PiYeEHj8k&ebc=ANyPxKpKLTLMDRvi-5T1akQ5SrQgK-
4kUpr7NeWH-
HDADbGGT0DSQ8u5qnca5Vm9fHD4r5YHTpjWHx4frPEaSle7hmPTBLuWRw&nohtml5=False
Anhelo-Los Adolescentes 

Vers Londre et Paris @londre_paris · 40分40分前 
「放射能汚染がなければ、いまごろたくさんの人が出て、飲めや歌えの宴だったろう

」と感傷に浸るのは勝手だが、良くも悪くも富岡町の経済が原発と依存関係にあった

という視点が全く抜け落ちてるな。新聞に載せるレベルのコラムじゃないだろ、これ

。

https://t.co/ipwJ8I4ar3

けんすう @kensuu · 47分47分前 
「まだ日本で消耗しているの？これからはアフリカですよｗ」の煽りで有名な、アフ

リカ移住の @Natsumeg_k のフォロアー数が一気に1000増えて笑っているので、もっ
とフォロアー数を伸ばしたい。

不正選挙監視団 @rigged_election · 1 時間1 時間前 
自分自身の体調不良、被ばくに対する不安・恐怖、仕事に追われて避難・移住を言い

出せない状況、被ばくはタブー、話し合えずまた無視される雰囲気、など苦悩と葛藤

がよくわかるツイートで、読んでいてこちらも辛くなります。http://bit.ly/1xCaN2f

朱鷺（shuro） 1009@alice · 1時間1時間前 
②「法などが、国民を制圧するようなかたちで可決し出したら、何も言わず国外に逃

げなさい」

この話は、2013年にした話です。
現在、特定秘密保護法で、情報の規制がされ、2014年には、防衛装備移転三原則で、
武器の輸出が緩和されました。

あふらん @pinwheel007 · 2時間2時間前 
「威風桜々　馬ノ墓の種蒔桜　会津美里町」

http://www.minpo.jp/news/detail/2016041430264 …
震災も原発事故も忘れることのほうが難しい。忘れることはないです。でも新聞の一

面を会津の桜がかざる、こういう日を待っていた気がする。なぜか涙。 
https://pbs.twimg.com/media/Cf9gA30VIAQiEqi.jpg

W&N情報局 @tenki_info · 2 時間2 時間前 
【国際】太陽系外の移住先探せ ホーキング博士が探査機計画
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO99595950T10C16A4CR0000/?dg=1

日刊ゲンダイ @nikkan_gendai · 3時間3時間前 
【暮らし】「新しい土地に住むのは、転職するのと同じようなもの」と語る「田舎暮

らしの本」編集長の柳順一さんに、地方移住成功の秘訣を聞きました。

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/179370 … #日刊ゲンダイDIGITAL

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
日本人３人が「政治亡命」を求めロシア大使館へ。「反米的信念によって日本で追跡

されている」

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhGaHR0cDovL3huLS1ueXF5MjZhMTNrLmpwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA0L3l5dHJycnR0LmpwZz93PTY0MBT8ChTeBRwUhAYUlAMAABYAEgA&s=muw1BLExhWgO83XPCoQMtkRWJtm9DoTdLMhPpJQyoZE

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
【キャバクラ議員へ】カナダのオンタリオ州、年収$50,000 (約417万円) 未満の家庭は
大学の授業料無料！ですって。

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
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https://t.co/ipwJ8I4ar3
http://bit.ly/1xCaN2f
http://www.minpo.jp/news/detail/2016041430264
https://pbs.twimg.com/media/Cf9gA30VIAQiEqi.jpg
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO99595950T10C16A4CR0000/?dg=1
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/179370
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhGaHR0cDovL3huLS1ueXF5MjZhMTNrLmpwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA0L3l5dHJycnR0LmpwZz93PTY0MBT8ChTeBRwUhAYUlAMAABYAEgA&s=muw1BLExhWgO83XPCoQMtkRWJtm9DoTdLMhPpJQyoZE


酒販売の女性キリスト教徒に公開むち打ち刑 インドネシア
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhVaHR0cDovL2FmcGJiLmlzbWNkbi5qcC9td2ltZ3MvMS8xLzM4NHgvaW1nXzExZmZjZGJkZTA5Y2Y4OGRmNWY1ZjU5NjdjMTk3ZDhkMjM0MzM4LmpwZxSABhSQAxwUhAYUlAMAABYAEgA&s=Yf71mzLVws11KZaLL1Eh627AX2Zql-
ghgI686iAWZwg

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
2012年8月
パナソニック本社機能一部を残しほぼ岡山市に移転、

社員千人が岡山市東部に移住。東部の物件が殆ど埋まった

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2369b4b4c3beaa75a8a19be0a8301dd4 …
岡山市地元不動産会社員より

「震災後東日本から移住問い合わせは800件を超え
　賃貸契約件数は400件程度」

ナマズんはいふり公式iQOSJC2 @NAMAZUrx · 17時間17時間前 
【朗報】先進国のつもりだった日本、人件費(労働賃金)が先進国最低にまで低下。物価
はもはやタイと変わらないレベル。

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/46549 …
物価が安いことを前提にタイに移住した年金生活者の生活も破たん。

ワロタｗｗｗｗｗ

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/46549

…札幌ファクトリーにあったドイツ領事館は、どっかへ移転したのかな…？？

https://www.youtube.com/watch?
v=z1WxEWBvjuc&ebc=ANyPxKqMDQTQXo3qlcAJok6eq5FFZO3rSwqAvEyzGpoXBsW3xyGON21TTr-
hl3AOLVblKr8vWncYV3m6uWX3FyKuVOSQk0Xx_w&nohtml5=False
me va a extrañar¨[ DLG 

（※「私を、アナタが連れて行く、特別な場所、へ。）

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
この顔は千と千尋に出演したような

http://jp.reuters.com/article/brazil-politics-idJPKCN0XA2N7?
feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter …

amaちゃんださんがリツイート 
asaco @toccotocco · 4月8日 
バス乗ってたら、停留所で杖ついたおばあさんがゆっくり乗り込んできて「すみませ

んねぇ」と言いながらゆっくり席まで歩いて、運転手さんがマイクで「大丈夫ですよ

。お座りになってから発車します。お待ちのお客様、前方の桜がそろそろ見納めで

すね」って言って、乗客みんな一斉に窓の外を見てた。

https://www.youtube.com/watch?v=Hh0Aju4KOF8&nohtml5=False
Me Tengo que Ir (Persona Ideal)-Los Adolescentes 

あおてん農園 @aoten49003 · 1時間1時間前 
私が被曝症状で体調を悪くしている時「放射能とか食べ物に気を使ってる割には体が

弱いね。おかしいと思わないか」と嘲笑された。まあ裏表がなく正直でよろしい。た

だ一言だけ言いたかったな。

被曝から家族を守るために仕事も財産も放り投げて移住した者の苦悩などお前なんか

に分かってたまるか！と。

https://www.youtube.com/watch?
v=bvVU3R1QIMg&ebc=ANyPxKo3AwZhmvbl0DZi29BH4RAK7arAuB1P9420NBUJdW98A1D8PDjeFkzBNCyz5z6sy6CRKLWugod7L7ds3GM2XMLAZQB9VA&nohtml5=False
Si Supieras (Willie Gonzales) 

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 11時間11時間前 
ひとりでも多くの方が、少なくとも数百Bq/kg以上の放射能汚染地帯からは避難移住で
きますように。。。

https://www.youtube.com/watch?
v=agF_TJIb_6c&ebc=ANyPxKrVHZNFhDSNRp_M3ae9JXGuqaDseG3pOyb_ES_dbzhFuiB-
WMNWX-MM9uVEShHx6Il8vUs4LWv5MQAkNl5ESqBNuloiYw&nohtml5=False
Grupo Niche - Hagamos Lo Que Diga El Corazon 

https://www.youtube.com/watch?
v=YnxMfl7U_Ls&ebc=ANyPxKqA3lvTjN_qVAz7NuwscSrImh1Oz_4FqLP5jr11v-
50QDCnD2QMEYju1XuFvo9_ywbdKyA2R2QmsB8RKJa4tW-MapN12g&nohtml5=False
Luis Cobos MEXICANO 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%82%BB%E3%83%BB%E3%83%A0%E3%83%92%E3%82%AB
ホセ・ムヒカ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%82%A4
ウルグアイ

https://www.youtube.com/watch?v=UbtianC9tK0&nohtml5=False
Sol Y Sombra / Miki Imai
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月14日11:58
０

５５３

８５５☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月14日16:06
０

５５３

８８７☆
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（４月⒕日）　原稿いきま〜すっ☆

http://85358.diarynote.jp/201604141633565431/

宝玉物語 － ルマルウンのかけら －
　（scene.２．村）
2016年4月14日 リステラス星圏史略　（創作）
https://www.youtube.com/watch?v=Mj4XkT-
QwIE&ebc=ANyPxKpQJ1tdOOgvpM5E1VMKhUXuEaJye8gJRxQH3A62txMdR3DMdkiAdkah-
Cw9faVrYcG77QljsgnZOO-Jnb8iQ4By8bogkg&nohtml5=False&spfreload=1
Ar Tonelico シャラノワールの森 with lyrics 

さてと。（＾＾；）

ＰＣ前に戻りました。

１６：０８になっちゃいました。

札幌は１４℃！（＠＠；）！

まで気温と湿度が急上昇。

（００；）

もわもわしてます…（－－；）…★

例によって軽く小一時間の仮眠のつもりで布団に入ったら、

さっくり副交感神経さんに主導権を奪われまして…ｗ（＾＾；）ｗ…

金縛りよろしく、

「意識は覚めてるのに、体が動かない…ッ」状態で（－－；）☆
「首ツボ押し」（だけはできる）しながら「御休憩２時間延長」に…★
ｗ（〜〜；）ｗ

家事は捨てまして★

原稿いきま〜すっ☆

https://www.youtube.com/watch?
v=nwyIJ_96Ppo&ebc=ANyPxKozW7rWvTKX8BCKJ1_XgoEgrw66GsbMRRXezAQY9UI25-
uRubX621wknLKt-cjCtE2m0pjeBGba-aWgV51QK05zVXpm_A&nohtml5=False

http://85358.diarynote.jp/201604141633565431/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=Mj4XkT-QwIE&ebc=ANyPxKpQJ1tdOOgvpM5E1VMKhUXuEaJye8gJRxQH3A62txMdR3DMdkiAdkah-Cw9faVrYcG77QljsgnZOO-Jnb8iQ4By8bogkg&nohtml5=False&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=nwyIJ_96Ppo&ebc=ANyPxKozW7rWvTKX8BCKJ1_XgoEgrw66GsbMRRXezAQY9UI25-uRubX621wknLKt-cjCtE2m0pjeBGba-aWgV51QK05zVXpm_A&nohtml5=False


Ar Tonelico Infelious Rhaplanca. with lyrics 

宝玉物語 － ルマルウンのかけら －

scene.２．村

登場人物：村長（むらおさ）、鬼の手下その１、マリシアル、マシカ、etc.。

（村の風景。晩春。人々は皆山へ入ってしまったものか静かな午下がり。

下の村の広場近くにあるひときわ大きな長（おさ）の家。のきの陰から低い話し声が

聞こえる。）

使いの下魔１「だからよォ、悪い話じゃあるまい？　王はちゃんと正室に迎えるって

ェ言ってんだ。つまりは我々鬼族の王妃だぜ、えっ。婚儀もちゃんとおめーらのしき

たりに乗っとってやってやろうてえ、ありがてえお言葉なんだ。たかが人間（ダレム

アト）の、小っぽけな小娘ひとりによォ」

村長「話はよく解った。しかし…」

使い魔「おうおう、まさか断ろうってぇ、つもりでもあるまいな。こっちが下手に

出て、わざわざおまえさんに仲人に立ってくれってぇ、願い出てやってるんだ。さっ

さとひっかついで、さらっていきゃあ、あんな小娘ひとりだ、話も早いのによ。ま

さか、ひとつの村の村長ともあろうもんがよ。そこんところの王のおやさしい気づか

いが解らねぇはずはねぇよな。断ろうなんザァ、まちげえても考えねえよなァ」

（ねちっこく。村長、ひきつったまんま、無言。使い魔、続けて）

使い魔「それとも村長さんよ。みなし児の、何処ン馬の骨ともわかってねェ娘っコの

ために、血のつながった村人みんなを犠牲にしようたァ、まさか考えたくねえだろ」

（村長、ぴくりと眉をひきつらせて）

村長「マ・シカは、この村の娘だ！」

使い魔（少したじろいで）「そ、そうかえ。なら、余計にだ。小娘だって自分ひとり

のために、育ててくれた村を潰されちまうのは、嫌ァだろうよォ。」



（家の反対側から女の声）

村長の妻「あんだァ、あんだ。どこに居（お）いでじゃあ？　旧街道サ上って、

旅のお客人が…」

使い魔「…チェッ。人が来た。まァよく考えて見るんだなァ、急な話だしよ。ひとつ
きしたらまた来るぜ。」

（使い魔、ぽんと空中で一回転して九官鳥のような太った黒い鳥に姿を変えると、の

き下からバタバタと昼の光の中へ飛び出して行く。）

使い魔「おっと、例の小娘だ」

（呟いて、数間離れた木の枝に翼をとめる。眼下の川端でマシカ、薬草の束を流水に

つけてさらしながら、集まって来たもっと年の下の子供達に昔話をしてやっている。

）

マシカ「それ故に女神は激しい戦いの後、ボルドムの主神ボルドガスドムをたおし、

ボルドムの世界との間にあった通路の全てを、精霊ストランアイタに命じて閉ざさせ

ておしまいになりました。と…さあ今日はこれでおしまい。あたしピムネの薬の煮え
ぐあいを調べてこなくちゃ」

（マシカ、立ち上がり、村への坂をのぼって行く。使い魔、見送りながら肩をすく

めて、）

使い魔「ロリコン奴（め）。」

（使い魔、飛び去る。）

https://www.youtube.com/watch?v=EG4G6XWLe84&ebc=ANyPxKqOo12HZKnFG6OC-
7C7AV15aepxmFZrUj4BTo0xq_gvFN8PB4VLWs0fJSNmb-
6PnfDFkxYWR028NEei93fiCiniN5Urow&nohtml5=False
Ar Tonelico 謳う丘 〜Ar=Ciel Ar=Dor〜 with lyrics
 

https://www.youtube.com/watch?v=EG4G6XWLe84&ebc=ANyPxKqOo12HZKnFG6OC-7C7AV15aepxmFZrUj4BTo0xq_gvFN8PB4VLWs0fJSNmb-6PnfDFkxYWR028NEei93fiCiniN5Urow&nohtml5=False


（４月⒕日）　「………ルア・マルライン………！」

http://85358.diarynote.jp/201604141659234912/

宝玉物語 － ルマルウンのかけら －　（scene.２．村）（続き）

2016年4月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?
v=_Bw6RAwfGHc&ebc=ANyPxKpr5AkIWcukrNrrsTyr6ptGPhjN2HP2Ne7OzHZBftnbY4nz-
MP21sCAi5tfSXCM9InstrEVjvprO2mQ7moSTM_r2DO8tg&nohtml5=False
(update)Ar Tonelico 3 EXEC_FLIP_ARPHAGE/. with lyrics 

（村長の家。戸口の前で若い旅人が馬を降りる所。長、馬の手綱をとっている。）

村長「こん"道の果ての村"サまでもようようおいでじゃ。旅のおかた。わしがここの村
長をば務めておりましてな。モルテンとマイダンが長子、モルドントばと言いますじ

ゃよ」

マリシアル「ミルドーとメレアの息子、ミヤセルと申します、長。マルラインの生ま

れの者です」

村長「………ルア・マルライン………！」

（長の顔色、かすかにいたましげなものに変わる）

村長「だは…失われし皇都（みやこ）からの、落人（おちうど）のおひとりでござら
っしゃるか。わしも、話には聞いとりましただがの。ほんに…
ともかくも、その御様子ではよほどん疲れはてられておいでじゃろ。話ばゆっくりさ

れてからでもできますじゃろ。ささ、中へ中へ。」

（妻に向かって）

村長「メッデーア、早うお湯（ぶ）の仕度サせば。」

（３人、中へ。川辺から上がって来た子供たちが珍しげにその後を見送っている。青

年が一人出てきて旅人の馬を厩にひいてゆく。）

https://www.youtube.com/watch?
v=bfKqHzDRD7o&ebc=ANyPxKpUbFgfiCXQRnQeUS6eCur6s5NXGOQOP2-
qDQXuy266Hy7gDwdnzRHHJAEyhFDzQeE0UHRTHmWuwrzmBUS1UCVI4G5tCQ&nohtml5=False
Ar Tonelico 3 EXEC_COSMOFLIPS/. with lyrics 

（炉ばたの前でマリシアルはまだ濡れたままの長い髪をしきりとふいている。長は暗

い顔をして。周囲では何人かが食事の仕度をしたり狩の道具の手入れをしたりして

いる。）

http://85358.diarynote.jp/201604141659234912/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=_Bw6RAwfGHc&ebc=ANyPxKpr5AkIWcukrNrrsTyr6ptGPhjN2HP2Ne7OzHZBftnbY4nz-MP21sCAi5tfSXCM9InstrEVjvprO2mQ7moSTM_r2DO8tg&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=bfKqHzDRD7o&ebc=ANyPxKpUbFgfiCXQRnQeUS6eCur6s5NXGOQOP2-qDQXuy266Hy7gDwdnzRHHJAEyhFDzQeE0UHRTHmWuwrzmBUS1UCVI4G5tCQ&nohtml5=False


村長「だは…あの戦いば時に生き別れサなった妹様ば探されて、こん山ん中まで上っ
ておいでんなったか」

マリシアル「はい。本当なら、もう半年も前にミアトの都で、落ち会えていた筈なの

です。風のうわさでこの村に、不思議な力を持つ忘れ病の少女がいると聞きました。

それで…」

村長（首をふって）「いんや。…あの娘が先のおばばどんに連れられて」

https://www.youtube.com/watch?
v=yMCalugLGNI&ebc=ANyPxKrr6OfI4DAktmXdw0j37sR7csKVdFRZNMXOjyBs8gLPz2L_p4QvK15GXmo9gm2RKEjD8CEi4ch8yl-
CiG3LNm8tAkgw5g&nohtml5=False
Ar Tonelico EXEC_CHRONICLE_KEY/. with lyrics 

（村の光景。長は暗い顔で狩に行く仕度をしている。周囲に幾人か村人。薄闇になっ

た軒下から不意に使い魔が顔を出す。９

使い魔「よォ…村長さんよォ。こねーだの返答をもらいに来たぜ。娘っコをよこ
すけぇ。よこさねぇのけぇ。」

長（ぎょっとした表情で）「おめえが…!!」（嫌悪むきだし）「けえれ！とっととけえ
るんだ！何度来（く）っとも返事ば変わりやしねぇ！」

使い魔「ほーほー、ふ〜ん。そーゆーこと言っちまっていーのかぃねぇ。村の安全て

もんが…」

長「あん娘ば誇りの高ぇ、生粋のダレムアスの娘っ子だば、誰が鬼どもの嫁になぞ」

使い魔「チッチッチ。時流ってもんが解ってねーんだな、じーさん。まあ、あの娘っ

コもまだほんの小娘だ。鬼王ももうちょい年頃になるまでは待ってやってもいいとの

おことばだ。よっく考えるんだねぇ、鬼の王の妃か、村中皆殺しか？

血もつながってねェ娘っ子ひとりとこの村と、どっちが大事かねぇ？」

長「マシカはこの村の娘だ！」

（使い魔、耳ざわりな笑い声をのこして去る。長、無言で斧を握りしめている。やが

て皆に振り返って。）

長「いいが。誰も、ぜってぇに、マシカにこのごとを言うんでねぇぞ。」

（村人たち、一様に重い顔で、しかしうなづく。）

https://www.youtube.com/watch?
v=_VM85AnbkEE&ebc=ANyPxKrr6OfI4DAktmXdw0j37sR7csKVdFRZNMXOjyBs8gLPz2L_p4QvK15GXmo9gm2RKEjD8CEi4ch8yl-

https://www.youtube.com/watch?v=yMCalugLGNI&ebc=ANyPxKrr6OfI4DAktmXdw0j37sR7csKVdFRZNMXOjyBs8gLPz2L_p4QvK15GXmo9gm2RKEjD8CEi4ch8yl-CiG3LNm8tAkgw5g&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=_VM85AnbkEE&ebc=ANyPxKrr6OfI4DAktmXdw0j37sR7csKVdFRZNMXOjyBs8gLPz2L_p4QvK15GXmo9gm2RKEjD8CEi4ch8yl-CiG3LNm8tAkgw5g&nohtml5=False


v=_VM85AnbkEE&ebc=ANyPxKrr6OfI4DAktmXdw0j37sR7csKVdFRZNMXOjyBs8gLPz2L_p4QvK15GXmo9gm2RKEjD8CEi4ch8yl-
CiG3LNm8tAkgw5g&nohtml5=False
Ar Tonelico 2 METHOD_IMPLANTA/. with lyrics ver1.1



（４月⒕日）　炎につつまれた城の光景。

http://85358.diarynote.jp/201604141738204010/

満月の晩。山深い森の奥。（高校〜同人誌

時代？）

2016年4月14日 リステラス星圏史略　（創作）
　

 
http://diarynote.jp/items/books-jp/4091300715/ ⇒
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YTO9DEc4cMU&ebc=ANyPxKqOO-
CX7l52i8o-hzonEo0i-5PGgnIH5Ci6uT-
Jab2TcVoU9tN0o5vdl3CaKm8Q475uvRydXaYiZ0jbUEs4SJxFF_w6hw&nohtml5=False
(Remake2)Ar Tonelico 2 METHOD_METAFALICA/. with lyrics 

　満月の晩。山深い森の奥。土をかぶせた焚き火のかたわらに若者が眠っている。夢

の情景（シーン）。

　緑の豊かなまき毛をひるがえして女の子が城の庭を走りまわっている。さんさんと

降りそそぐ陽光。笑い声。もう少し幼い頃の若者がいる。

女の子「お兄さま！お兄さま！お待ちになってったら、ねえ！」

笑って逃げる若者へめがけて信じられないほどに高く空へ翔びあがる女の子。受けと

めようと伸ばされた腕の中へ。

若者「そんなにも高く大地から離れて！恐くはないのかい？」

女の子「平気よ！私は飛仙族（エルフエリ）たるお母さまの血を濃く継いで生まれつ

いたのですもの！」

幸福な兄妹。それを遠くから見つめている両親。４人とも、額に高貴な身分であるこ

とを示す布飾りを巻いている。

http://85358.diarynote.jp/201604141738204010/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=YTO9DEc4cMU&ebc=ANyPxKqOO-CX7l52i8o-hzonEo0i-5PGgnIH5Ci6uT-Jab2TcVoU9tN0o5vdl3CaKm8Q475uvRydXaYiZ0jbUEs4SJxFF_w6hw&nohtml5=False


遊びつづける兄妹。その背景で人の動きが慌ただしくなる。両親のそばにはもう１人

の貴人（飛仙）がつきそっている。

大人たちと共に会議の卓を囲む若者。苦悩の表情。

ひとり庭で遊ぶ女の子。ほがらかに笑って振り返りかけ、凍りつき、恐怖し、やがて

悲鳴をあげる。

炎につつまれた城の光景。おしよせる鬼ども。切り殺される両親。兄妹は剣をとって

逃げのびるべく戦っている。乱闘のなか、つないだ手がはなれ、呼びあいながらも次

第に遠ざかって行く２人。消えて行く声。

音の子「お兄さま！お兄さま〜っ！」

暗転。がバッと飛びおきる若者。朝もやのたちこめる森。焚き火からひとすじの煙が

たちのぼっている。枝につながれたみごとな馬が気づかわしげにいなないて地面を

掻く。

https://www.youtube.com/watch?
v=s3EAETWWY8U&ebc=ANyPxKqJuyCJd2TKgackJayBWoFGuPqW6k-W6r-
ZaTw6Ys1nZzoqFZf0kRLPCLpuoaahu8cJpw8GFz-93DeBvrLZ1610ph2kWQ&nohtml5=False
(Update 2)Ar Tonelico 2 EXEC_METAFALICA/. with lyrics 

https://www.youtube.com/watch?v=s3EAETWWY8U&ebc=ANyPxKqJuyCJd2TKgackJayBWoFGuPqW6k-W6r-ZaTw6Ys1nZzoqFZf0kRLPCLpuoaahu8cJpw8GFz-93DeBvrLZ1610ph2kWQ&nohtml5=False


（４月⒕日）　「わたしは、ただマシカとだけ呼ばれています。この村の薬師ですわ。
」

http://85358.diarynote.jp/201604141805459538/

森の小径。木の間ごしの日差し。（高校〜同人誌時代？）

2016年4月14日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?
v=UdajGPuZ5dY&ebc=ANyPxKpH7wYTbKVshjmKGVhL6KYctKYkJwVOn5nDXXdbY5iqisFHXnqByW43ymesOdZWlQs9q7P_9BfkRf4i63pbVLg3nzkzPw&nohtml5=False
(Remake & Update2)Ar Tonelico 2 EXEC_with.METHOD_METAFALICA/. with lyrics 

森の小径。木の間ごしの日差し。曲がり角のむこうで２人の人間が言い争っている。

しげみにさえぎられて、白いほっそりした脚と、真っ黒なマントのすそしか見えない

。

少女「何度言われようと無駄ですわ。大体、誇り高き大地の乙女あいてに、よくも恥

を知らずにそんな話をもちかけられたものですわね！」

鬼王「わたしは忍耐深い方だが、それもそう長くは続かぬぞ。おまえが心良く承知す

ると言えばよし。この"道の果ての村"の者どもは花嫁の親族として、無理な税も手下ど
もの略奪狼藉からも免れよう。したが本気で否と言うのならば…」

少女「卑怯者！」（唇を噛む）

鬼王「判っておろうな。…人が来たようだ。おまえは未だ幼い。婚礼もすぐにとは言
うまい。だが、自分がこのわたしの妃となるべき身なのだということだけは、十分に

わきまえておけよ。」

黒い影、煙となって消える。怒りを抑えてふるえている、白い服、黄色い髪の少女の

後ろ姿。ゆるやかに近づいて来るひづめの音。

少女の足もとに村と谷の光景がひろがっている。

黒馬にまたがり、疲れた旅人姿の若者。

若者「もし、すこしお尋ねしたいが、この村はなんという…」

少女、髪をひるがえしてあざやかに振りむく。意志の強い、幼いけれども見事に整っ

た表情。

どこといって似たところもないのだけれども、一瞬、妹と面影が重なり、若者は驚く

。

しばらくの沈黙。少女、微笑む。

少女「お礼を申し上げますわ。旅の御方。あなたのおかげでとりあえず助かりま

した。」

若者「助かる？　そういえば、なにか言い争う声が聞こえていたようだが…」

少女「なんでもありませんの。それより」

少女、しげしげと若者を観察し、やがてつと細い腕を伸ばして若者の右肩に触れる。

若者（痛そうに）「うっ！」

少女「…やっぱり。なにかの怪我を、なおりきらないままに無理をして、こんな山奥
にまで旅をして来ておいでですのね。疲れがたまって熱も出ておいでなのでしょう。

たぶん、相当ご気分もよくないはずですわ。」

若者（驚いて）「…な…。よく、貌を見ただけで、それだけ…」

http://85358.diarynote.jp/201604141805459538/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=UdajGPuZ5dY&ebc=ANyPxKpH7wYTbKVshjmKGVhL6KYctKYkJwVOn5nDXXdbY5iqisFHXnqByW43ymesOdZWlQs9q7P_9BfkRf4i63pbVLg3nzkzPw&nohtml5=False


少女「わたしはこの村の薬師を務めているんですわ、旅の御方。医薬を司どる神ヨ

ーリャ様の御名にかけて、お怪我がすっかり治りきるまでは、あなたをこの村からお

出ししませんから、そのおつもりで、どうぞ。」

にっこり笑ってさっさと馬のくつわをとる少女。若者、その横顔を見おろしながらや

れやれという風に苦笑して、大人しくひかれていく。

部屋の中。むりやり寝台に寝かされている若者と、包帯を巻きなおしている少女。

少女「想った通りですわ。あと３日も放っておけばえそを起こして、お命を落とすと

ころです。無茶ですわ。これほどの刀傷をろくに養生もなさらず、手当さえおざなり

なのですから。」

若者「すまない。つい心が急いてね。」

少女「それならばなおさらですわ。何をお急ぎの旅かは存じあげませんけれども、ま

さか "神々のおわしたまわぬ死後の世界" が目的地なわけでもございませんでしょう？
」

少女、心配そうにのぞき込む。若者、笑う。

若者「まったくだ。…」

その手に杯がさし出される。

少女「どうぞ。薬酒ですわ。とても効くんです。」

若者（香りをかいで）「ミアマアセラスだ。さすがミアトの国だなぁ！」

少女「平地の方ななのに、この薬をご存知？よほど裕福な家でお育ちになりました

のね？旅の御方」

若者「あ、いや、そういうわけでは…」

不必要に慌てる。少女、キョトンとして、若者の肩に布団をかけなおす。

少女「とにかく今日はもうお休みなさいませ。ミアマアセラスの薬効はとても高いの

です。明日には熱はもう下がっているはずですわ。」

立ち上がって戸口まで行く。

若者「あ。待ってくれないか！」

少女（振り向く）「はい？」

若者「礼を…まだ言っていなかったと思うのだが。わたしは、ミルドーとメレアの
息子、ミヤセル・アテナムンという。戦の前にはルア・マルラインに住んでいた。」

少女「ルア・マルライン…失われた皇さまの都！」

（さっと蒼ざめる）

若者「そう。…あなたは？」

少女「わたしは、ただマシカとだけ呼ばれています。この村の薬師ですわ。」

若者「マシカ… "お星さん" ？　それはまた、ずいぶん変わった…」

少女「ええ。でも、礼を欠いて申しわけありませんけれど、わたしの名前の話をはじ

めると、長くなるんですわ！　お治りになったら、ゆっくりお話ししてさしあげます

。今日はもうおやすみなさいませ。」

すこしおどけたように優雅に宮廷風の礼をして出て行く。それを見送って、

若者「…本当に似ている…」



https://www.youtube.com/watch?
v=pKw1sbKCEAA&ebc=ANyPxKpH7wYTbKVshjmKGVhL6KYctKYkJwVOn5nDXXdbY5iqisFHXnqByW43ymesOdZWlQs9q7P_9BfkRf4i63pbVLg3nzkzPw&nohtml5=False
Ar Tonelico EXEC_PHANTASMAGORIA/. with lyrics 

https://www.youtube.com/watch?v=pKw1sbKCEAA&ebc=ANyPxKpH7wYTbKVshjmKGVhL6KYctKYkJwVOn5nDXXdbY5iqisFHXnqByW43ymesOdZWlQs9q7P_9BfkRf4i63pbVLg3nzkzPw&nohtml5=False


（４月⒕日）　「エルフエリを診たことがあるの？まさか！」

http://85358.diarynote.jp/201604141832119156/

再び若者の夢。（高校〜同人誌時代？）

2016年4月14日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=b_a5-jx-Wwc&ebc=ANyPxKqU-0_tBubIPCS-oq7co_za-
m26Mg4wJyTquEnqoX6d6lg7eedHWxsAiZT0406p6lwBM-
aavGcyI8SnSopXZV2lDJ227Q&nohtml5=False
Ar Tonelico 3 Ec Tisia with lyrics 

再び若者の夢。妹と少女の姿（イメージ）がチラチラとうつりかわる。

やがて場面は移って賢人会議の席。両親とあともうひとりの飛仙の姿が（体だけ、

とか、後ろ姿とか）見える。

若者「反対です！いくら…いくら、このダレムアスの平和のためとはいえ…遠いモル
ナスの国へ、顔も知らぬ相手のもとへ、あの子を嫁がせるなど！」

大人たちは静かに首を振る。

かたい表情の華やかな旅装の女の子。婚礼の行列。馬上の妹。

若者「行くな！行くんじゃない！だめだ、マ・リ…」

振りむく妹。若者に呼びかける声がきこえる。はじめ小さく、だんだんはっきりと。

少女「…さま。ミヤセルさま！」

若者、ぼうっと目をあけて、白い細い顔を認める。

若者「あ。…」

その額に浮いた汗を穏やかにふきとる少女。

http://85358.diarynote.jp/201604141832119156/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=b_a5-jx-Wwc&ebc=ANyPxKqU-0_tBubIPCS-oq7co_za-m26Mg4wJyTquEnqoX6d6lg7eedHWxsAiZT0406p6lwBM-aavGcyI8SnSopXZV2lDJ227Q&nohtml5=False


少女「お起きなさいませ。朝ですわ！」

窓ごしに朝の陽光がさしこみ、鳥の声や村特有の人々のざわめきが聞こえる。

少女「熱はもうすっかり下がりましたわね！」

はるかに望まれる白銀の雪の神域マドリアウィ。それに連なるミアトの国の山々。一

筋の川。そうして小さな村がある…

村の情景。家々の屋根からは細く煙が立ちのぼる。静かな昼下がり。そこここに畑仕

事や狩道具の手入れなどする人影が見える。

村の通りを少女が空の薬草かごを負い、山仕度をして歩いている。途中、若い母親に

赤ん坊をさし出され、包帯を巻きなおしてやったりなどしている。村人がはなしか

ける。

村人「そういえばマシカ、あの、村長（むらおさ）ンとこンさいる、あんたの患

者なぁ、なんといったっけか」

少女「ミヤセルさまが？」

村人「そうそうそん旅んおひと。もう大分よくなったみたいで、今朝がたそんあたり

を歩いてさっしゃったがの」

処女「まあ…」

村長の家の裏手。土塀のむこうから声。

若者「もう大丈夫ですよ、おかみさん。これくら手伝わせて…」

とめようとする村長の妻をしりめに、若者が薪割台の前で斧を手にしている。裏木戸

に少女が現れる。

少女（心配。とがめる口調で）「旅の御方。」

若者「これは、マシカどの。」



少女「無茶でございますわ。旅の御方。きのうまで高熱で臥せっておいでだった

方が…」

言いながら裏庭をつっきり、有無を言わさず斧をとりあげ、若者の額に手をあてる。

少女「まあ、すっかり下がっていますのね！」

部屋の中。縁台に腰かけて、若者が包帯をまきなおしたあとの衣服をととのえている

。

若者「言ったでしょう。わたしは普通よりも治りが早い。」

少女「本当に…わたしエルフエリと動物たち以外で、あれだけの傷が翌日にはふさが
っている方なんて、はじめてお会いしましたわ。」

若者「エルフエリを診たことがあるの？まさか！」

少女「まぁ。ふふ…。でもそれにしても、あと１０日ばかりは右腕をお使いになって
はいけませんわ。」

https://www.youtube.com/watch?v=lUPO1rXQcZs&ebc=ANyPxKpflWPlKYImn0gva-
Br8QV9akLMtRecs5-Ri-
_yhYf0IB3ET9X8I0lkkupjWQMgJQVb6007UmQv4JgIyP3lRJwVAzOWIQ&nohtml5=False
Ar Tonelico 3 EXEC_Z/. with lyrics 

少女「ミヤセルさま。信じて下さいます？　わたし、１０日間だけ、伝説の妖精の

一族・エルフエリの、それも若長かなにか、きっと身分の高いお方と、一緒に居たこ

とがあったんですわ…。」

（むかいの山の方を指さす。）

少女「御覧なさいませ。あそこにひときわ高くそびえるこずえがありますでしょう？

https://www.youtube.com/watch?v=lUPO1rXQcZs&ebc=ANyPxKpflWPlKYImn0gva-Br8QV9akLMtRecs5-Ri-_yhYf0IB3ET9X8I0lkkupjWQMgJQVb6007UmQv4JgIyP3lRJwVAzOWIQ&nohtml5=False


あの、楡の木のはえている場所に、星ヶ沼という、古い古い泉があります。昔からい

ろいろ不思議なことが起こるといわれている場所で、代々の薬師たち以外は誰も近寄

りません。聖なる山マドリアウィに近すぎるせいですわ。」

https://www.youtube.com/watch?v=zpxXM9dmmyw&nohtml5=False
Ar Tonelico 2 EXEC_SPHILIA/. with lyrics 

https://www.youtube.com/watch?v=zpxXM9dmmyw&nohtml5=False


（４月⒕日）　旅は長く、わたしは疲れすぎた。

http://85358.diarynote.jp/201604141848406213/

木洩れ陽が２人の顔を踊る。（高校〜同人誌

時代？）

2016年4月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
https://www.youtube.com/watch?
v=NOoSCE_fEwY&ebc=ANyPxKo_RP3KEHu4rsVXTgRySo7VfUgFGkgJ994EV9vxnBFUqyvZeF8EMv91cxFk5nM3bNLWJOR7IPI5jjwb0UeKApoCrqTVfg&nohtml5=False
Ar Tonelico EXEC_RIG=VEDA/. with lyrics 

木洩れ陽が２人の顔を踊る。若者を世界を見渡して。

若者「…いい空だ…」

なにも言えずにうつむく少女。

少女「でも！これからですわ。我らが王子殿下だけは無事にいずこにか落ちのびられ

て兵を集めておいでだという、あのうわさは、ミヤセルさまもきっとご存知でいら

っしゃいますでしょう…？　今にきっと、昔のように、平和な…」

若者の一種びみょーな表情に気づいて口ごもる。

少女「…そういえば、これからどうなさいますの、ミヤセルさまは？　ここは旧街
道の "道の果ての村" 。ここから先の旅は、もうありえませんわ。」

若者「そうだね。山を下ってまた別の街道をたどってみるか、それとも…。」

若者「どちらにせよ、旅は長く、わたしは疲れすぎた。心がきまるまでのしばらくの

間は、せめてこの美しい村にいて何も考えずに、体をやすめることにするよ。」

ふっと２人の視線があい、やがてどちらともなくあたりに目をうつす。

山道を歩いていくふたり。

半月。村の下の川辺で夜釣りをしている若者。小さくうずくまり、川の静かな波光が

底のない黒い瞳に映ってゆれている。背後で遠慮がちに小さく呼ぶ人影。

少女「ミヤセル。ミヤセルさま。ミヤセル。…やっほーっ…」（肩に手を置く。）

若者（びくっとして）「あ、ああ。マシカ。驚いた。」

少女「何をそんなに考えこんでいらしたの、おかしなミヤセルさま。何度も呼んでい

ますのに、まるでご自分の御名前ではないように平気なお顔をして」

必要以上にぎくりとした様子の若者。いぶかしむように笑いながら少女が隣に腰をお

ろす。

（やっぱり村長とのはじめの２シーン、入れること。）

https://www.youtube.com/watch?v=0LsIYx8Qrag&ebc=ANyPxKpkI-
hLGKsbDVBmDl3CIv5sUoAvnSu_LhFg-siW5g-
tcVaKGg8HYSWEbOjY_9eEsa4m5k5txa8nRYzSLq9OlZ9AouU8MA&nohtml5=False
Ar Tonelico EXEC_SUSPEND/. with lyrics 

http://85358.diarynote.jp/201604141848406213/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=NOoSCE_fEwY&ebc=ANyPxKo_RP3KEHu4rsVXTgRySo7VfUgFGkgJ994EV9vxnBFUqyvZeF8EMv91cxFk5nM3bNLWJOR7IPI5jjwb0UeKApoCrqTVfg&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=0LsIYx8Qrag&ebc=ANyPxKpkI-hLGKsbDVBmDl3CIv5sUoAvnSu_LhFg-siW5g-tcVaKGg8HYSWEbOjY_9eEsa4m5k5txa8nRYzSLq9OlZ9AouU8MA&nohtml5=False


※さらわれるシーンの別稿※

夜の森。寄りそってすわっている若者と少女。銀色の満月。雲ひとつない星空。

若者「…そうすると、そこへ妹がぐうぜんやってきて…」

少女（笑って）「また妹さまのお話ですの？　さぞかし御自慢にしてらしたんでしょ

うね！」

若者「そりゃあもちろん。マーライシャは…」

少女、はっとしたような、けげんそうな瞳で若者を見あげ、離れる。若者がしまった

という風に口をおさえるのを、少女はまじまじと見つめている。

少女「…妹さま、皇女殿下と同じ御名前ですのね…」

https://www.youtube.com/watch?v=znxTbelQcHo&ebc=ANyPxKpkI-
hLGKsbDVBmDl3CIv5sUoAvnSu_LhFg-siW5g-
tcVaKGg8HYSWEbOjY_9eEsa4m5k5txa8nRYzSLq9OlZ9AouU8MA&nohtml5=False
Ar Tonelico EXEC_RE=NATION/. with lyrics
 

https://www.youtube.com/watch?v=znxTbelQcHo&ebc=ANyPxKpkI-hLGKsbDVBmDl3CIv5sUoAvnSu_LhFg-siW5g-tcVaKGg8HYSWEbOjY_9eEsa4m5k5txa8nRYzSLq9OlZ9AouU8MA&nohtml5=False


（４月⒕日）　なにごとなんだ？（＠＠；）||||

http://85358.diarynote.jp/201604142057196892/

「地球は氷河期に突入した」／『太陽を連日遮るモヤのような異

常な水蒸気雲は福島原発のトリチウム爆発が原因』。

2016年4月14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=bfKqHzDRD7o&ebc=ANyPxKoM0_73QsomUfGlvYF6T9sICLQ6t14panWM21zuHQjTqSRQovQNEfOf53ktCmcOmtwcKrXih5i6heIWd-
3aRP8PwYXk5A&nohtml5=False
Ar Tonelico 3 EXEC_COSMOFLIPS/. with lyrics 

天仙 @tensenten · 1 時間1 時間前 
★記録的寒波に気候学者が警鐘！　「地球は氷河期に突入した」。

アメリカ国防総省の地球寒冷化対策マニュアルの存在も！ http://ln.is/www.rui.jp/MZ36S
…

佐野　千遥 @AllahakbarAlai · 4時間4時間前 
アメブロを更新しました。 『太陽を連日遮るモヤのような異常な水蒸気雲は福島原発
のトリチウム爆発が原因!¡！！¡Dｒ佐野千遥』
⇒ https://t.co/ILLHw4LDyO

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04月14日 16:07】
北海道地方では、１５日昼前から１６日にかけて、北または北西の風が非常に強く、

海は大しけとなるでしょう。暴風や高波に警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【沖縄地方 気象情報 2016年04月14日 16:23】
沖縄本島地方と宮古島地方では、３月上旬頃から降水量の多い状態が続いています。

この状態は、今後２週間程度は続く見込みです。農作物の管理等に十分注意してくだ

さい。

cmk2wl @cmk2wl · 12 時間12 時間前 
これまでに Twしてきた気象台、測候所ではすでに100パーセント連続です。

http://85358.diarynote.jp/201604142057196892/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604142057196892/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604142057196892_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604142057196892_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604142057196892_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bfKqHzDRD7o&ebc=ANyPxKoM0_73QsomUfGlvYF6T9sICLQ6t14panWM21zuHQjTqSRQovQNEfOf53ktCmcOmtwcKrXih5i6heIWd-3aRP8PwYXk5A&nohtml5=False
http://ln.is/www.rui.jp/MZ36S
https://t.co/ILLHw4LDyO


全国です。

今日どこまで範囲が広がるのか。

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
湿度100パーセントが出始めています。 
濃霧注意報に海上濃霧警報。

今日はかなりの範囲で湿度100パーセント連続になるかも。

https://www.youtube.com/watch?v=Y_LfQUu7m6o&nohtml5=False
Kanno Yoko - Mast in the Mist 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月14日21:02
０

５５３

９３３☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月14日21:42
　

なにごとなんだ？（＠＠；）||||

地震関連情報を更新するたびに、「１分前」（以内）の新着地震情報が…………っ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月14日21:44
　

１分で８件の新着ツイとか、３７秒前の地震とか、あんまり見たくないものが…

||||（＠＠；）||||
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_LfQUu7m6o&nohtml5=False
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/


（４月⒕日）　やっぱり「ニグルの木の葉」に、なっちゃいそおな気がする…★

http://85358.diarynote.jp/201604142103357881/

【公明党広報】／「健康を害するとは考えられません」／何が起

きても大丈夫／ハリネズミ避難準備！／チョコレートよく眠れる

／もはや神の粉？重曹。

2016年4月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=-WI7MYAC-
wU&ebc=ANyPxKodWS5fSfp9ev8x5THhyEIXmF7HEw52Xvaa41god-
02zi958dsNHNnj2bZW7RRd08Zgti0PD7ZGApJqUFbT4xnJ6GxQqA&nohtml5=False
(Remake & Misspelling corrected)Ar Tonelico EXEC_PAJA/.#Orica extracting with lyrics

あらためまして、おばんです。

１９：５５。

札幌は断続的に激しい雨が降り出しました。

線量高そう。（－－；）★

ナンチャッテ水式クン稼働。

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

12:00 0.039 0.039 0.039 6 
13:00 0.039 0.039 0.039 6 
14:00 0.039 0.039 0.039 6 
15:00 0.039 0.038 0.039 6 
16:00 0.039 0.039 0.039 6 
17:00 0.039 0.038 0.039 6 
18:00 0.039 0.039 0.039 6 
19:00 0.039 0.038 0.039 6 
20:00 0.050 0.042 0.046 6 
21:00 0.051 0.047 0.049 6

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04月14日 16:07】
北海道地方では、１５日昼前から１６日にかけて、北または北西の風が非常に強く、

海は大しけとなるでしょう。暴風や高波に警戒してください。

天気予報と現在の体調を考えると、明日の銭湯出撃は、諦めたほうが良さそうです…（ＴへＴ；
）…★

…てことで、本日これの作業は速めに終了…。
http://p.booklog.jp/book/105923

ｗ（＾へ＾；）ｗ

似たようで少しずつ違う「書き直し」原稿が、残っているだけで５段階ぐらいあるんですよ…

（もちろん、「下書き」や「書き損じ」の時点で捨てた紙数は、この１０倍ぐらいあった…★（
－－；）…★）

どうやったら、さくさく「完成原稿」が仕上げられるんでしょうね…？

という今後の課題がうっすら理解できてはきましたが。

日、暮れかけて、未知遠し…★

やっぱり「ニグルの木の葉」に、なっちゃいそおな気がする…★

https://www.youtube.com/watch?v=IHPSok7oWf8&ebc=ANyPxKrx1_TUm1PFa5jLMbPB3G-
UEQuGFgbDyo5KDwsLShF9-
iEhBSupJSns1xKmdx8LfZevJpe2j4EFR5yBoreb_fmQ5LSBYg&nohtml5=False
(Update)Ar Tonelico EXEC_HARMONIUS/. with lyrics 

kenji @buick54aki · 1 時間1 時間前 
首都圏からの移住理由の一つとして、水道水にトリチウムが入っていること 白血病に
なりたくないわけで、このベータ線核種は論外フクイチはお手上げで人間の手には負

えないことが明らか次に来るＭ８クラスのアウターライズ地震も予想

池田幸代 @J9L3m · 1時間1時間前 
福島第一原発に取材に入ったジャーナリストの方の話を聞いたが、タイベックスを脱

いで着替えるところをたまたま見たら、かなりの確率で刺青入れていた人が多かっ

たと。食いつめてフクイチに仕事に行っている人も多いのではないかと推測する→

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhaaHR0cDovL3NvY2lhbC10cmVuZC5qcC9zdG4vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTUvMTIvNWIzOThlZWFhOWQ0ZTVjYmQ3ODQ5N2NmYTVkNjhhZmQuanBnFMQJFP4EHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=4o85I3lGNJrYi6p9tjZ6JSv-

http://85358.diarynote.jp/201604142103357881/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604142103357881_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604142103357881_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604142103357881_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-WI7MYAC-wU&ebc=ANyPxKodWS5fSfp9ev8x5THhyEIXmF7HEw52Xvaa41god-02zi958dsNHNnj2bZW7RRd08Zgti0PD7ZGApJqUFbT4xnJ6GxQqA&nohtml5=False
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
file:///tmp/puboo/122020/434569/book/105923
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https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhaaHR0cDovL3NvY2lhbC10cmVuZC5qcC9zdG4vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTUvMTIvNWIzOThlZWFhOWQ0ZTVjYmQ3ODQ5N2NmYTVkNjhhZmQuanBnFMQJFP4EHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=4o85I3lGNJrYi6p9tjZ6JSv-PK8Gth9FmptGLm_z3ZM


PK8Gth9FmptGLm_z3ZM

国連人権理事会特別報告者bot @kokurenjinken · 2時間2時間前 
事故による放射性降下物が、福島県以外の県にまで達している可能性があることを

鑑み、国連特別報告者は、実効線量が年間1mSvを越える福島県以外の地域まで調査地
域を広げるよう、日本政府に要請する。

Mie Matsu @miemaneki · 3 時間3 時間前 
あの日から、九州に避難移住したり、毎週、出張でローカル番組に出演して、視聴者

を楽しませている有名芸能人も多いです。

まだ移住していない芸能人は、将来、何が起きても大丈夫なように、故郷で芸能活動

を続けられる体制作りをしている様にも思えます。

ぴこたん @ryukuratomi · 3時間3時間前 
ホやマイナン回避に夢中になりすぎて生活レベルや教育レベルを落とすより、しっか

り準備して力をつけて、ステップアップできるか少なくとも現状維持が可能な国に移

住した方がよほど良い。どうせどの国に行っても支配されるのだから。それならより

有利な立ち位置でいられた方がいい。

UNHCR駐日事務所 @UNHCR_Tokyo · 6時間6時間前 
【保護者のいない子どもたち】

エチオピアには約25万人のソマリア難民が避難していますが、そのうち7万3000人が
保護者のいない子どもたちです。紛争で親を亡くしたり、避難の途中で親とはぐれて

しまい、難民キャンプに1人で辿り着くのです。 
https://pbs.twimg.com/media/Cf-vY5qWcAAo9BW.jpg

DJ YEN@4/15 Vision @DJ_Yen_ · 6時間6時間前 
さっきのツイートに関して、海外に移住するのが夢ならば、3ヶ月でも1ヶ月でも現地
に滞在してみるのが良いと思う。移住したら理想が叶うかどうかも含め、ネットの記

事や外からの情報だけではわからないことたくさんありますよ

ハリネズミのハリーさん @Harrysan_ · 8時間8時間前 
ハリネズミ避難準備！

うち編。

他にもあったらいいなというものは沢山ありますが、

最低限必要な物です。 
https://pbs.twimg.com/media/Cf-Q5YlWQAAyp4V.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=yMCalugLGNI&ebc=ANyPxKpE7XvICW-SK4CL8wNgNcXmn--
PvEz0Yl5LzarY4AbiuDubJKpN3wbsm4oj6Nqb40pdcC0pOQxYvcl48kPZumEqVAvK8g&nohtml5=False
Ar Tonelico EXEC_CHRONICLE_KEY/. with lyrics 

…ちょ〜（＾ｗ＾）
「ダレムアス皇女戦記編にぴったり♪」だなぁ、「或るトネリコ」…（違）♪

忍者ルナ=サンッペ 05@Lunastar06 · 2 分2 分前 
ただ完全移住を決心させないあれが

トンカツと…トンカツ

たぬKIKI @KIKI66536680 · 1時間1時間前 
あーるに追われ高い場所に避難するキキ 
https://pbs.twimg.com/media/Cf_oG0ZUIAAmpx9.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=_VM85AnbkEE&ebc=ANyPxKpE7XvICW-SK4CL8wNgNcXmn-
-
PvEz0Yl5LzarY4AbiuDubJKpN3wbsm4oj6Nqb40pdcC0pOQxYvcl48kPZumEqVAvK8g&nohtml5=False
Ar Tonelico 2 METHOD_IMPLANTA/. with lyrics ver1.1 

エム（Behind the Days） @Behind_the_Days · 4 分4 分前 
「健康を害するとは考えられません」は本当にそうなのだろうか？　→　【工藤博司

氏「ヨウ素131濃度5万4千Bq/kgを毎日200g食べると累積線量0.3mSv」の過小
疑惑】Behind the Days 
https://t.co/BUJY60YvAZ

公明党広報 @komei_koho · 4時間4時間前 
県外避難者支援さらに | ニュース | 公明党 
https://t.co/geiDF5kKHI

…まずオマエさんが被曝者で要避難（要救助）者だという自覚を持とうよ…
…顕著に出てるじゃないですか、

【ヒバク症状】が…【頭頂部】に…（－－；）…★

夏目亜季@3/22から入院。人生8回目 @Ak148usagi · 2時間2時間前 
しんどいのに収録0時まであって、終わって舞鶴まで帰った瞬間40度の熱で、声帯結節
どころか今の入院してる病気の全身性エリテマトーデス（自己免疫性溶血性貧血）が

再発しててそのときも緊急入院になった。人間の体って気力でもつんだよね。死にそ

うなのに気を抜くまで頑張ろうとする。すごいよね。

Katana Edge @amiga2500 · 2時間2時間前 
Katana Edgeさんが原田　実をリツイートしました
「昔の人って迷信深いねｗ」とか笑えないのが恐ろしいところだったりする。

脱原発・戦争法案反対のために呪殺祈祷僧団、45年ぶりの再結成！
https://twitter.com/Fukujinken/status/635929517463179264 …
去年の出来事だ。

https://twitter.com/gishigaku/status/720413754811265025

こなたま（CV:渡辺久美子） @MyoyoShinnyo · 12時間12時間前 
走って逃げている最中、人々は「……！」って感じでほぼ無言、騒いでいるのは避難

https://pbs.twimg.com/media/Cf-vY5qWcAAo9BW.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cf-Q5YlWQAAyp4V.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=yMCalugLGNI&ebc=ANyPxKpE7XvICW-SK4CL8wNgNcXmn--PvEz0Yl5LzarY4AbiuDubJKpN3wbsm4oj6Nqb40pdcC0pOQxYvcl48kPZumEqVAvK8g&nohtml5=False
https://pbs.twimg.com/media/Cf_oG0ZUIAAmpx9.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_VM85AnbkEE&ebc=ANyPxKpE7XvICW-SK4CL8wNgNcXmn--PvEz0Yl5LzarY4AbiuDubJKpN3wbsm4oj6Nqb40pdcC0pOQxYvcl48kPZumEqVAvK8g&nohtml5=False
https://t.co/BUJY60YvAZ
https://t.co/geiDF5kKHI
https://twitter.com/Fukujinken/status/635929517463179264
https://twitter.com/gishigaku/status/720413754811265025


完了して「走れ、走って！」等と叫ぶ余裕のある人のみ、そして走って逃げるにして

もみなペースがバラバラで、中には急いでるんだかのんびりしてるんだかわからんよ

うなお年寄りもいる、というのを学習したはずでは

https://www.youtube.com/watch?
v=YTO9DEc4cMU&ebc=ANyPxKrfOtspR6xCdIEjv51qNiNmtkN_Ktae78NjkzKYTilare-
n_hxcb4GBdPMa3K-i2fcpwIVwcwibV8akIXIFo2dk-vJ7dQ&nohtml5=False
(Remake2)Ar Tonelico 2 METHOD_METAFALICA/. with lyrics 

うらたぬき@やまだぬきちゃん @uratasama_kari · 2時間2時間前 
痩せてから免疫力下がった気がするから筋肉をつけよう

筋肉！！

にゃんペディア @nyanpedia · 2時間2時間前 
猫免疫不全ウイルス（ＦＩＶ)を知っていますか
？猫エイズとも呼ばれており、症状が分かりにくく、発見が遅れがちの病気です。発

症すると免疫力が低下し、様々な感染症にかかりやすくなります。

http://nyanpedia.com/post-1270/
https://pbs.twimg.com/media/Cf_bncCVIAARkyl.jpg

嶋津亮太 @ryotatheprimal · 3時間3時間前 
嶋津亮太さんがガキをリツイートしました

温泉バンザイ。

免疫力を上げてくれる。

さらに副作用や欠落症状が出ない。

今自分に最も必要なものかもしれない。

十津川行きたいなぁ！

空青いんだろうなぁ！

ごはんうまいんだろうなぁ！ 
https://twitter.com/lookgaki/status/720356463395209217

Spica @Kelangdbn · 4時間4時間前 
ダークチョコレートを食べるとよく眠れる http://www.dailymail.co.uk/health/article-
3537903/Want-good-night-s-sleep-Eat-dark-chocolate-Nutrient-treat-leafy-greens-
keeps-body-clocks-running-time.html?ito=social-twitter_mailonline …　免疫システムを
サポートし心臓病や癌を防ぐ効果が知られているチョコレートだが、含まれてるマグ

ネシウムに体内時計のリズムを保つ効果があることが判明。

天仙 @tensenten · 7時間7時間前 
まさか〜もはや神の粉！？色々な用途に使える重曹がさらに

【 がん 】や【 放射能被ばく 】に効くと話題に！
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301837&g=132108 …

天仙 @tensenten · 8時間8時間前 
善玉も悪玉も気にする必要ない！

コレステロール制限必要なし＝食事摂取で新見解—米当局、厚労省も撤廃。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301823&g=132108 …

https://www.youtube.com/watch?
v=8sALwFk12Cc&ebc=ANyPxKrOvDebGOTu6ncim3RWSJYoxG_hBkMcpmQ4uAuz-
71g4JjEainKxC62vVuZ7_7XuEzPIlYH7HuWgKRSqxbavdlmovcLSA&nohtml5=False
Ar Tonelico 3 EXEC_REBIRTHIA=PROTOCOL/. with lyrics 

シーザー @siizaaGpS · 1時間1時間前 
戦争も原発も！もうたくさんだ！

平和を！命を守ろう！ 
https://pbs.twimg.com/media/Cf_yCJpUIAAySN8.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=Ec9hFNdku4k&ebc=ANyPxKqS_YGEwP2XLwVmYu38bAd0L5aWgrVdWHYX-
uv9uMlQNd4447tSTetFKzcdroPBQji2TToyk27Og7UiaTQ22Ajwb5ck1w&nohtml5=False
(Remake ver.2)EXEC_over.METHOD_SUBLIMATION/. 〜omness chs ciel sos infel with lyrics 

https://www.youtube.com/watch?v=K2CVFihje-Y&nohtml5=False
Forgotten Hero (Piano version) - Yoko Kanno 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YTO9DEc4cMU&ebc=ANyPxKrfOtspR6xCdIEjv51qNiNmtkN_Ktae78NjkzKYTilare-n_hxcb4GBdPMa3K-i2fcpwIVwcwibV8akIXIFo2dk-vJ7dQ&nohtml5=False
http://nyanpedia.com/post-1270/
https://pbs.twimg.com/media/Cf_bncCVIAARkyl.jpg
https://twitter.com/lookgaki/status/720356463395209217
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3537903/Want-good-night-s-sleep-Eat-dark-chocolate-Nutrient-treat-leafy-greens-keeps-body-clocks-running-time.html?ito=social-twitter_mailonline
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301837&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301823&g=132108
https://www.youtube.com/watch?v=8sALwFk12Cc&ebc=ANyPxKrOvDebGOTu6ncim3RWSJYoxG_hBkMcpmQ4uAuz-71g4JjEainKxC62vVuZ7_7XuEzPIlYH7HuWgKRSqxbavdlmovcLSA&nohtml5=False
https://pbs.twimg.com/media/Cf_yCJpUIAAySN8.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ec9hFNdku4k&ebc=ANyPxKqS_YGEwP2XLwVmYu38bAd0L5aWgrVdWHYX-uv9uMlQNd4447tSTetFKzcdroPBQji2TToyk27Og7UiaTQ22Ajwb5ck1w&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=K2CVFihje-Y&nohtml5=False


（４月⒕日）　「…エナジーいこーるエムシーすくえあ〜ッ！！」　（※「高飛び」呪
文よ…ｗ）

http://85358.diarynote.jp/201604142226069829/

【震度７】熊本／【M6.0】VANUATU 【バヌアツ法則】！／1
分1 分前 【緊急地震速報 最終報 2016年4月14日 20:59】20時58
分頃、東京都２３区を震源とする地震がありました。

2016年4月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=hvDBWw2C3Hg&ebc=ANyPxKq98-
XqgOCl0U8cyTHz6pgCXovD_KGbH1UEP60E3K7LRnqdda7Sq64aaJd4hqIOS7x0MzCu27fs1uT4FZRkXscaYTPLDg&nohtml5=False
The Tower of Babel - Yoko Kanno 

地震マップ @eq_map · 4分4分前 � 熊本 御船町 
【最大震度7】(気象庁訂正) 熊本県熊本地方 深さ約10km M6.4 14日21時26分頃発生 
(G)http://j.mp/1Vnre1M (気象庁)http://j.mp/1qUo1dZ

https://www.youtube.com/watch?
v=ESL5yJrIRm8&ebc=ANyPxKqDRAgdDCuuKqdugI_nXVqPgr8egek26-
MWuUbMRK7jG_LA_1U3oQt9__oukaSq0LpAvZfIS5qspzBj6U60Gw18hVbcOg&nohtml5=False
(Update)Ar Tonelico 3 EXEC_ViiBaCi_MjiiRa/. with lyrics 

地震マップさんがリツイート 
ゆれたかも…bot @YuretaKamo · 57 秒57 秒前 
[14日21時38分頃] 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 宮崎県 鹿児島県 あたりで揺れたかも…
#地震
(アニメ) http://j.mp/1WtwDUt (画像)
https://pbs.twimg.com/media/CgAOpuZUIAAzvjR.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1分1分前 
今度は熊本。

これは大きな地震。緊急地震速報の第一報では（震度7）　こういう内陸で、大きな地
震が起るのは、やっぱり南海トラフの震源域が危ないんだよね。

https://pbs.twimg.com/media/CgANi7bUMAAUbKj.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 1 分1 分前 
【緊急地震速報 最終報 2016年4月14日 20:59】20時58分頃、東京都２３区を震源とす
る地震がありました。震源の深さは約40km、地震の規模はM4.1、最大震度3と推定さ
れています。詳しい情報が入り次第お伝えします。

https://www.youtube.com/watch?
v=2TkvgbveuSs&ebc=ANyPxKrdcYESPXlgSVHfi5Q_2lTex12RDGv8ls7cmScexNzOLryz6Z2PoxhZhYNrLniCR6HKwl41UNhQPzkufjRnBOrDY8_-
6Q&nohtml5=False

http://85358.diarynote.jp/201604142226069829/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604142226069829_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604142226069829_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604142226069829_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=hvDBWw2C3Hg&ebc=ANyPxKq98-XqgOCl0U8cyTHz6pgCXovD_KGbH1UEP60E3K7LRnqdda7Sq64aaJd4hqIOS7x0MzCu27fs1uT4FZRkXscaYTPLDg&nohtml5=False
http://j.mp/1Vnre1M
http://j.mp/1qUo1dZ
https://www.youtube.com/watch?v=ESL5yJrIRm8&ebc=ANyPxKqDRAgdDCuuKqdugI_nXVqPgr8egek26-MWuUbMRK7jG_LA_1U3oQt9__oukaSq0LpAvZfIS5qspzBj6U60Gw18hVbcOg&nohtml5=False
http://j.mp/1WtwDUt
https://pbs.twimg.com/media/CgAOpuZUIAAzvjR.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgANi7bUMAAUbKj.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2TkvgbveuSs&ebc=ANyPxKrdcYESPXlgSVHfi5Q_2lTex12RDGv8ls7cmScexNzOLryz6Z2PoxhZhYNrLniCR6HKwl41UNhQPzkufjRnBOrDY8_-6Q&nohtml5=False


GITS I Can’t Be Cool 

地震マップ @eq_map · 9分9分前 
【M6.0】VANUATU 10.0km 2016/04/14 21:17:05JST, 2016/04/14 12:17:05UTC
(G)http://j.mp/1qUnSas (USGS)http://j.mp/1V3yHDc

地震マップ @eq_map · 13分13分前 � 熊本 御船町 
【最大震度7】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さ約10km M6.4 14日21時26分頃発生 
(G)http://j.mp/1Vnre1M (気象庁)http://j.mp/1V3yeAX

地震マップ @eq_map · 16分16分前 
【最大震度7】(気象庁速報)14日21時26分頃発生 震度7 熊本県熊本 震度5弱 熊本県阿蘇
熊本県天草・芦北 宮崎県北部山沿い 震度4 山口県西部 福岡県福岡 福岡県北九州 福岡
県筑後 佐賀県北部 佐賀県南部 長崎県南西部 … http://j.mp/1VnrsGh

特務機関NERV @UN_NERV · 14分14分前 
【地震情報 2016年4月14日】
20時58分頃、東京都２３区を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地
震の規模はM3.6、最大震度2を東京都、神奈川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/CgAGjchUkAEv93n.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 32分32分前 
震源地：東京23区
第一報では「杉並区：荻窪」付近が震源の直下型地震。

https://pbs.twimg.com/media/CgAGxJgUIAAAO5_.jpg

地震マップ @eq_map · 38分38分前 � 東京 杉並区 
【最大震度2】(気象庁発表) 東京都２３区 深さ約50km M3.6 14日20時58分頃発生 
(G)http://j.mp/1xQMmBo (気象庁)http://j.mp/1Vnpw0v

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年04月14日 19:17】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月14日 19:08
現象：爆発

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � Mostazal, Chile 
【M5.5】REGION METROPOLITANA, CHILE 112.6km 2016/04/14 18:38:44
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1YuYguY (USGS)http://j.mp/1YuYimu

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.5】襟裳岬南東沖 深さ21.6km 2016/04/14 18:26:39

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 日本 
【M2.8】石狩平野 深さ106.9km 2016/04/14 14:33:35
(G)http://j.mp/1YuJRii (Y)http://j.mp/1YuJRik

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年04月14日 13:49】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月14日 13:44
現象：爆発

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M4.2】襟裳岬南東沖 深さ31.0km 2016/04/14 12:26:22
(G)http://j.mp/1V2Gf9f (アニメ)http://j.mp/1S8s9gV

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.8】ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA 53.7km 2016/04/14
10:37:24 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1WsLDSK (USGS)http://j.mp/1WsLGxK

http://j.mp/1qUnSas
http://j.mp/1V3yHDc
http://j.mp/1Vnre1M
http://j.mp/1V3yeAX
http://j.mp/1VnrsGh
https://pbs.twimg.com/media/CgAGjchUkAEv93n.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgAGxJgUIAAAO5_.jpg
http://j.mp/1xQMmBo
http://j.mp/1Vnpw0v
http://j.mp/1YuYguY
http://j.mp/1YuYimu
http://j.mp/1YuJRii
http://j.mp/1YuJRik
http://j.mp/1V2Gf9f
http://j.mp/1S8s9gV
http://j.mp/1WsLDSK
http://j.mp/1WsLGxK


横浜地球物理学研究所 @Yokohama_Geo · 7 時間7 時間前 
「東海・東南海・南海トラフ型」巨大地震を誘発する兆候が…浜岡原発は大丈夫か？
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160414-00064047-playboyz-soci …
…「東海地震が危険」と言って欲しい週刊プレイボーイ。「伊豆〜小笠原と三原山が
危険」と言いたい木村政昭・琉球大名誉教授。支離滅裂な記事になってます。

https://www.youtube.com/watch?v=smhh1n3VEp8&nohtml5=False
Date of Rebirth - Solid State Society OST 

ゆきぽん @ponsukepon1119 · 2分2分前 
地震来る前って

動物が異常行動起こすらしいよ！

人間より動物は電磁波感度が高いらし

くて地震来る前は電磁波が発生するらしい。

あと地震雲が多発しているとか。

もいこ＊ @mk4082 · 3分3分前 
ここ最近頭痛がひどかったけど電磁波的な何かやったんか？？違うか

虹野みゆき @bsndxfn514 · 3分3分前 
まぁこの太陽黒点の数だし電波障害もなんか関係あったのかもな 

武家州 @takeyasu5150 · 53分53分前 
http://indeep.jp/super-big-sun-spot-ar-2529-and-chile-33rd-south-latitude/ …
地球を７個飲み込むことのできる観測史上でも最大級の活動領域を持つ太陽黒点は同

時にハートの形だったり。その太陽がピンクに染まった地で起きているこ 
https://pbs.twimg.com/media/CgAHHznVIAEroWW.jpg

Kenji Tomita @tommygfx90 · 60分60分前 
TwitterつながりづらくSmartNewsに「避難」
https://t.co/Mv5uyKPlIr

片岡龍峰「オーロラ！」発売中 @ryuhokataoka · 5時間5時間前 
巨大黒点が異様にくっきり。すぐ左側には小さい黒点が円になってる。

くりえいと @kurieight · 8時間8時間前 
ロシア戦闘機のスホイ２４が、バルト海で２０１６年４月１２日、米ミサイル駆逐艦

ドナルド・クックに低空で急接近飛行した。ロシア戦闘機からは電子機器を無効化す

る電磁波が発信されており、米ミサイル駆逐艦はお手上げだった。おちょくられて

いる 

ほしはかせ @hoshihakase · 9時間9時間前 
木曜日の昼下がり。頭の上の太陽には、大きな黒点がまだ見えています。

こちらは、日食メガネなどの道具がないと見られないので、写真でご覧ください。 
https://pbs.twimg.com/media/Cf-R1eHWIAE8ph1.jpg

宇宙天気ニュース @swnews · 9時間9時間前 
[記事] 2529黒点群が中心に見えています。高速太陽風は終わりに向かっています。
http://swnews.jp #swnews

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
巨大フレアの何が問題か？

地表のあらゆる金属に電場が生成され電力を変質させるので変圧器が爆発する

送電システムは完全アウト

原発は全電源喪失し数時間でメルトダウンを起こす

非常用発電機のスイッチが切ってあればよいが、通電してた場合、発電機のコイルも

焼き切れる

制御系もライン崩壊

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160414-00064047-playboyz-soci
https://www.youtube.com/watch?v=smhh1n3VEp8&nohtml5=False
http://indeep.jp/super-big-sun-spot-ar-2529-and-chile-33rd-south-latitude/
https://pbs.twimg.com/media/CgAHHznVIAEroWW.jpg
https://t.co/Mv5uyKPlIr
https://pbs.twimg.com/media/Cf-R1eHWIAE8ph1.jpg
http://swnews.jp/


amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
巨大黒点が巨大大陽風を発したなら

http://swc.nict.go.jp/sunspot/ 
X100クラスのフレアが地球に向かってきた場合、数億トンの荷電粒子が地球を包み
込み、南向きの磁場を作る

フレミングの法則から直交する電場が成立し、長い金属＝送電線やコイルにサージ電

流が乗り破壊する

高橋秀介 @richoutan · 16時間16時間前 
路上の仕事場から100ｍ位離れた家から「電磁波がでるからエンジンを止めろ！」と怒
鳴り込まれたことがある。

これは手回し始動のディーゼルなんでダイナモもモーターもバッテリーも有りません

と言うと「そんな都合の良い物があるか！！」と言われディーゼルの仕組みを説明さ

せられた事があります。

宇宙天気ニュース @swnews · 4月13日 
[記事] 今朝より高速の太陽風が到来し、磁気圏の活動も強まっています。
http://swnews.jp #swnews

https://www.youtube.com/watch?
v=pKw1sbKCEAA&ebc=ANyPxKpDzXkx1lVw1YwylgtBd9s2W8SE9BgMuARofdpODPMIwOn4y-
v1oVoyGPHXsO-d1yFGnY_GFeHI4ad6ZMn0JIXVb6pUFA&nohtml5=False
Ar Tonelico EXEC_PHANTASMAGORIA/. with lyrics

参照：http://85358.diarynote.jp/201604110553418111/
「おっとぉ…。４月２１日になると終了ッ」…？
（2016年4月11日）

https://www.youtube.com/watch?v=_hymzkN_QJU&ebc=ANyPxKpt-
DWx5ZoMjQnDoUBQpl23QF8xR3RqKHPkjdZGRaKUoczXkJprLZn1-
gdeAq3mTtkiobpVkFMBvdU7qN6LI73BM3Chag&nohtml5=False
Vision of Escaflowne - Yoko Kanno - Escaflwone OST 

なないろ @nanairo274 · 19分19分前 
熊本の揺れからくる電磁波を感じ取った俺は、すぐさま広島の神々と会合を開き、そ

の間ずっと念波を送って広島の地を護っていました。どうも、天照大神です。

https://www.youtube.com/watch?v=EIVgSuuUTwQ&ebc=ANyPxKpt-
DWx5ZoMjQnDoUBQpl23QF8xR3RqKHPkjdZGRaKUoczXkJprLZn1-
gdeAq3mTtkiobpVkFMBvdU7qN6LI73BM3Chag&nohtml5=False
Inner Universe (full song) 

知らなくても良い雑学bot @SiranaiGood_bot · 4月13日 
一秒の定義は、セシウム133原子の基底状態の2つの超微細準位間の遷移に対応する電
磁波の9192631770周期に相当する時間である。

「…エナジーいこーるエムシーすくえあ〜ッ！！」

…錯乱してますなう…||||（＾◆＾；）||||…★

（※「高飛び」呪文よ…ｗ）

続けて震度６、震度５弱も出ました…（余震で）。

九州、完全に終了〜ッ！！！！！！！！

http://swc.nict.go.jp/sunspot/
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=pKw1sbKCEAA&ebc=ANyPxKpDzXkx1lVw1YwylgtBd9s2W8SE9BgMuARofdpODPMIwOn4y-v1oVoyGPHXsO-d1yFGnY_GFeHI4ad6ZMn0JIXVb6pUFA&nohtml5=False
http://85358.diarynote.jp/201604110553418111/
https://www.youtube.com/watch?v=_hymzkN_QJU&ebc=ANyPxKpt-DWx5ZoMjQnDoUBQpl23QF8xR3RqKHPkjdZGRaKUoczXkJprLZn1-gdeAq3mTtkiobpVkFMBvdU7qN6LI73BM3Chag&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=EIVgSuuUTwQ&ebc=ANyPxKpt-DWx5ZoMjQnDoUBQpl23QF8xR3RqKHPkjdZGRaKUoczXkJprLZn1-gdeAq3mTtkiobpVkFMBvdU7qN6LI73BM3Chag&nohtml5=False


https://www.youtube.com/watch?
v=Qvos_BxEtfI&ebc=ANyPxKpLaHd9SCVORqaVcFAoRi2pLGO_GrBfWyiIIkW5Ld52i2RNkCMDvrWRHMtaAkJstQ9EaWkgARrC_x8uhCz5lZjjQ243gw&nohtml5=False
Yoko Kanno - Song to Fly - Atomic Bird
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qvos_BxEtfI&ebc=ANyPxKpLaHd9SCVORqaVcFAoRi2pLGO_GrBfWyiIIkW5Ld52i2RNkCMDvrWRHMtaAkJstQ9EaWkgARrC_x8uhCz5lZjjQ243gw&nohtml5=False


（４月⒕日）　今度は熊本。／これ、阿蘇山とか桜島、霧島連山など、九州の火山帯で
大噴火を誘発する恐れもあると気象庁。

http://85358.diarynote.jp/201604142244311589/

川内原発は停止せず #発電継続／大地震で注意する事は「通電
火災」／消火器に電気製品に適しているか表示（電気消火は青

色マーク）。

2016年4月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

asuka @asuka_250 · 1時間1時間前 
#川内原発は停止せず #発電継続 | 2016年4月14日(木) 
高速道路が通行止めになっているのに、なんで原発を止めないんだよ!!!
逃げられないよーーーー　((+_+))
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6197780
https://pbs.twimg.com/media/CgAenP0VAAI97v9.jpg

はなゆー @hanayuu · 2時間2時間前 
はなゆーさんがテレ朝newsをリツイートしました
原発事故が起きても九州新幹線で住民を迅速に避難させると豪語していたエラい人は

テレビカメラの前に出てくるべきだ　↓

https://twitter.com/tv_asahi_news/status/720602650094342146

Joha @Joha_woodcraft · 2時間2時間前 
熊本の地震、震源地は益城町。要するに空港の在るところなんだが、中央構造線が直

下だし断層も多い。無論、その端にあるのが川内原発。不幸中の幸いで済ましてはい

けないと思うな。

https://pbs.twimg.com/media/CgAZK_UVIAAI_1J.jpg 

ケロ爺 @kero_jiji · 2時間2時間前 
因みに、この断層は、中央構造線の南端でもあるのよね

つまり、川内原発、伊方原発とも構造線としては繋がってる話 
https://pbs.twimg.com/media/CgAXbOSUEAEXj1a.jpg

名もなき投資家 @value_investors · 2時間2時間前 
【九州電力によると、稼働中の鹿児島県の川内原発は停止せず、発電を続けている。

異常がないか確認中。】

川内原発で巨大地震が直撃して制御棒が曲がったりして原発止められなくなると第二

の原発事故になりかねないんですが、何考えてるんでしょう

https://pbs.twimg.com/media/CgAXeFxUYAUa7lk.jpg

はるみ @harumi19762015 · 2時間2時間前 
川内原発は免震棟がないんだよね・・。

熊ちゃん @nao9984 · 2時間2時間前 
熊ちゃんさんがジョージをリツイートしました

震度7強、4000ガルの揺れと言うのは、日本どこでもあり得るのに、川内、玄海原発
も650ガルしか絶対に起こらない想定。大地震が直下で起これば、格納容器は吹っ飛ぶ
可能性もあります。全ての原発の再稼働を止めて欲しいですね。 
https://twitter.com/GeorgeBowWow/status/720594780493713408

ジョージ @GeorgeBowWow · 3時間3時間前 
玄海原発は格納容器が老朽化で破裂の恐れがあると言われていたので限界原発の異名

がある。

今度の地震でクラックが入ったら過酷事故になる。

政府、マスコミの嘘に要注意！！

線量計を持っている人は24hスイッチオンしてできるだけツイートを！
https://twitter.com/earthquake_all/status/720591970171682817 …

9.19を忘れない@自由盗聴法絶対阻止 @remember919 · 3時間3時間前 
なぜ津波がなくても川内原発が危険なのか。川内原発には福一と違って免震重要棟が

ありません。万が一事故が起こればどうにもなりません。しかも立地上、西日本全域

が被害に会うことになります。#地震 #川内原発

http://85358.diarynote.jp/201604142244311589/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604142244311589_1.jpg
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6197780
https://pbs.twimg.com/media/CgAenP0VAAI97v9.jpg
https://twitter.com/tv_asahi_news/status/720602650094342146
https://pbs.twimg.com/media/CgAZK_UVIAAI_1J.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgAXbOSUEAEXj1a.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgAXeFxUYAUa7lk.jpg
https://twitter.com/GeorgeBowWow/status/720594780493713408
https://twitter.com/earthquake_all/status/720591970171682817


NHKニュース @nhk_news · 3時間3時間前 
佐賀・玄海原発「状況確認中」

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160414/k10010479231000.html … #nhk_news

A.C.NO NUKE,NO LIFE @AerospaceCadet · 3時間3時間前 
いやいや、原子力発電所より、九州は八代海沿いの火力発電所と熊本県内とその周辺

のダムと地熱発電所の心配のが先だろ。#nhk

IWJウェブ速報 @IWJ_sokuhou · 3時間3時間前 
2.九州電力の玄海原発（佐賀）では、10秒ほどの横揺れが確認されたという。震度４
以上が観測されている地域は以下のとおりです。▽震度７が熊本県熊本地方。▽震度

５弱が熊本県阿蘇地方、熊本県天草・芦北、宮崎県北部山沿い。@iwakamiyasumi

NewsDigest ニュース・地震速報 @NewsDigestWeb · 3時間3時間前 
【速報】九州電力玄海原発で「10秒程度の横揺れ」。被害確認中とNHK

「どうせダメなら…」。。。(〃_ _)σ‖
「サケ呑んで徹夜〜っ☆」

（…と、いうわけにもいかないので、２４時には寝ます…こっちだって、いつ触れるか分からな
いし、来週（４月２１日？）、「業務閉鎖」になるかもしれないし…★

https://www.youtube.com/watch?
v=ezH7gslZm5k&ebc=ANyPxKqS_YGEwP2XLwVmYu38bAd0L5aWgrVdWHYX-
uv9uMlQNd4447tSTetFKzcdroPBQji2TToyk27Og7UiaTQ22Ajwb5ck1w&nohtml5=False
(Remake)EXEC_over.METHOD_SUBLIMATION/. 〜ee wassa sos yehar with lyrics 

…それにしても時間帯が最悪すぎるな…

夜が長い上に、月が無い上に、震度７震度６震度５…と立て続けに来ては、まず消防署も病院も
倒壊しただろう…

救助活動どころの話じゃない…

amaちゃんだ @tokaiama · 1 時間1 時間前 
今日の前兆

昼間、もの凄い耳鳴りとともに、アタマを締め付ける頭痛

パソコン将棋で何十回やっても勝てず、完全に痴呆症を発症したと絶望した

マウスを叩きつけて壊した

https://www.youtube.com/watch?
v=IHPSok7oWf8&ebc=ANyPxKodxEWN1ictNwSZYkP3_LEn6roo5uK4RwUF4zAuag1vbs_tHpN3Ujzuya152U6SlAVQ9SOCjTNcWEyInXNoXeVkm3hEeQ&nohtml5=False
(Update)Ar Tonelico EXEC_HARMONIUS/. with lyrics 

参照：

http://85358.diarynote.jp/201408170637403739/
「西は水に沈む」。2014年8月17日
http://85358.diarynote.jp/201408290540232725/
Ｍ６！　2014年8月29日

https://www.youtube.com/watch?v=lXUO2PqRRrc&nohtml5=False
(Update)Ar Tonelico 星詠〜HOSHIYOMI(Reading The Stars)〜 with lyrics 

特務機関NERV @UN_NERV · 29 秒29 秒前 
【再び強い地震 熊本県で震度６強】（続き）
震度4が福岡県筑後地方、佐賀県南部、島原半島、熊本県阿蘇地方、熊本県球磨地方、
熊本県天草・芦北、宮崎県北部山沿い、鹿児島県薩摩地方です。

（2016年4月15日 0:08 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 55 秒55 秒前 
【緊急地震速報 2016年4月15日 00:04】0時3分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160414/k10010479231000.html
https://www.youtube.com/watch?v=ezH7gslZm5k&ebc=ANyPxKqS_YGEwP2XLwVmYu38bAd0L5aWgrVdWHYX-uv9uMlQNd4447tSTetFKzcdroPBQji2TToyk27Og7UiaTQ22Ajwb5ck1w&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=IHPSok7oWf8&ebc=ANyPxKodxEWN1ictNwSZYkP3_LEn6roo5uK4RwUF4zAuag1vbs_tHpN3Ujzuya152U6SlAVQ9SOCjTNcWEyInXNoXeVkm3hEeQ&nohtml5=False
http://85358.diarynote.jp/201408170637403739/
http://85358.diarynote.jp/201408290540232725/
https://www.youtube.com/watch?v=lXUO2PqRRrc&nohtml5=False


がありました。地震の規模はM6.2、最大震度6弱と推定されています。なおこの地震情
報は、緊急地震速報 第6報に基づく推定情報です。実際の情報に対して誤差を含む場合
があります。

特務機関NERV @UN_NERV · 1分1分前 
【再び強い地震 熊本県で震度６強】
15日午前0時3分ごろ、熊本県で震度6強を観測する地震がありました。震度6強が熊本
県熊本地方。

http://nerv.link/rmr6vc

特務機関NERV @UN_NERV · 3分3分前 
【地震 00:03】
［震度６強］熊本地方

［震度４］福岡筑後、佐賀南部、長崎島原半島、阿蘇地方、球磨地方、天草・芦北、

大分南部、宮崎北部山沿い、薩摩地方

［震度３］愛媛南予地方、山口西部、福岡地方、福岡北九州、福岡筑豊、佐賀北部、

長崎北部、長崎南西部、大分中部、大分西部、宮崎…

特務機関NERV @UN_NERV · 2分2分前 
《緊急地震速報（気象庁発表）》

熊本県で地震　強い揺れに警戒

〈強い揺れが予想される地域〉

熊本　長崎　宮崎　大分　佐賀　福岡　鹿児島

特務機関NERVさんがリツイート 
NHKニュース @nhk_news · 20分20分前 
気象庁「１週間は震度６弱程度の余震の可能性」

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160414/k10010479861000.html … #nhk_news

特務機関NERV @UN_NERV · 8分8分前 
【九州電力管内 約１万６０００世帯で停電】
経済産業省によりますと、熊本県で震度７の激しい揺れを観測する地震が起きた影

響で、午後１０時の時点で、九州電力管内ではおよそ１万６０００世帯で停電が起き

ているということです。

http://nerv.link/oCmaYq

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14分14分前 
20時58分に東京で直下地震。その後、9時26分に九州で巨大地震。こういのも偶然では
ないからね「今、地球内部のマントルがどうなってるか？それによって４枚のプレ

ート、断層の状態」なんて人間にはわからない。数ヶ月間は他の地域も警戒は必要

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

特務機関NERVさんがリツイート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 28分28分前 
震度６弱を観測した熊本市南区にある熊本中央病院の職員によりますと地震でけがを

したとみられる人たちが多数病院に集まって、医師や看護師が治療にあたっていると

いうことです。けがの程度や人数はわかっていませんが救急車の搬送はなく、いずれ

も歩くなどして自力で病院を訪れているということです

特務機関NERV @UN_NERV · 37分37分前 
九州地方では、携帯電話、固定電話ともに電話が繋がりにくくなっています。不要不

急の通話を控えてください。

「災害用伝言ダイヤル」は、「１７１」をダイヤルしたあと、音声案内に従って伝言

の録音と再生をすることができ、安否情報の確認に利用できます。

特務機関NERV @UN_NERV · 44分44分前 
【Google、パーソンファインダーの運用を開始】
Googleパーソンファインダー： http://g.co/saigai 
熊本県熊本地方で発生した地震について： http://nerv.link/0NY3PT

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 46分46分前 
大地震で注意する事は「通電火災」

神戸大地震の時も地震の後、火災が凄かったけど、地震で停電して外に避難した場合

、その停電が復帰した時、室内の家電に「トラブル」があると火災になるから「ブレ

ーカーを落としてから避難する事」が鉄則です

http://nerv.link/rmr6vc
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160414/k10010479861000.html
http://nerv.link/oCmaYq
https://pbs.twimg.com/media/CgAjgbGUkAEOMrh.jpg
http://g.co/saigai
http://nerv.link/0NY3PT


特務機関NERVさんがリツイート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 52分52分前 
警察庁によりますと、午後１０時２０分現在、熊本県益城町で家屋が倒壊して７人が

下敷きになっているという情報があるということです。ほかにも、住宅が倒壊して人

が下敷きになっているという情報が９件あるということです。

NHKニュース @nhk_news · 1時間1時間前 
川内 玄海 伊方原発 いずれも異常なし
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160414/k10010479641000.html … #nhk_news

LINE NEWS @news_line_me · 1時間1時間前 
川内、玄海原発に異常なし 九州電力が検査 - LINE NEWS
http://news.line.me/issue/05a0c40d/a79d994b3b34 … #linenews 九州電力は、構内
で検査を進めているとしています。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【地震 22:38】
［震度５弱］熊本地方

［震度４］天草・芦北

［震度３］福岡筑後、佐賀南部、長崎南西部、長崎島原半島、阿蘇地方、球磨地方、

宮崎南部平野部、薩摩地方

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【震度７の益城町で複数人が家の下敷きか】

震度７を観測した熊本県益城町を管轄する御船警察署によりますと、午後１０時現在

、益城町を含めて複数人が家の下敷きになっているという情報があるということです

。

http://nerv.link/2RIYYD

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【熊本 御船町で複数のけが人か 住宅火災の通報も】
震度５強を観測した熊本県御船町の上益城消防組合消防本部によりますと、地震の直

後から「転んだ」とか「物が落ちてきてけがをした」などという通報が相次ぎ、けが

人が複数いるとみられるということです。

桜井誠 @Doronpa01 · 2時間2時間前 
熊本県内など余震が続いています。熊本市内では建物の倒壊、ガス漏れも起きている

と発表がありました。鹿児島県の川内原発は問題なく運転続行、佐賀県の玄海原発は

影響確認のため運転を停止しています。JR九州は在来線全線で運転を見合わせ中との
こと。落ち着いて避難場所へ移動をお願いします。

4,870件のリツイート 
ＮＨＫ生活・防災@nhk_seikatsu · 2 時間2 時間前 
原子力規制庁に入った連絡によりますと、震度４を観測した鹿児島県薩摩川内市にあ

る川内原子力発電所は現在、１号機と２号機が運転中で、さきほどの地震による異常

はなく、平常通り運転を続けているということです。また、周辺の放射線量を測定す

るモニタリングポストの値にも異常はないということです

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【災害伝言ダイヤル 運用開始】（続き）
「災害用伝言ダイヤル」は、「１７１」をダイヤルしたあと音声案内にしたがって伝

言の録音と再生をすることができ、安否情報の確認に利用できます。

http://nerv.link/BFn6YY

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【災害伝言ダイヤル 運用開始】
ＮＴＴ西日本によりますと、熊本を中心とした地震で電話が集中し電話がつながりに

くい状態になっているということで、ＮＴＴは安否情報の確認のため「災害用伝言ダ

イヤル」の運用を始めました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【熊本・益城町 家屋倒壊も】
震度７の揺れを観測した熊本県益城町を管轄する御船警察署によりますと、午後９時

５０分現在、家屋の倒壊が２件発生しているほか、国道４４５号線でがけ崩れが発生

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160414/k10010479641000.html
http://news.line.me/issue/05a0c40d/a79d994b3b34
http://nerv.link/2RIYYD
http://nerv.link/BFn6YY


しているという情報が寄せられたということです。

http://nerv.link/3nKvfb

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
余震が続いています。

エレベータの使用は控えて、階段を使用してください。

室内でも履物を履くなどして安全を確保してください。

手元に懐中電灯、ラジオ、水を確保してください。

建物、家屋が倒壊するおそれがあります。

古い建物からは離れて安全な場所に避難してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【地震 22:06】
［震度６弱］熊本地方

［震度４］天草・芦北、宮崎北部山沿い

［震度３］福岡地方、福岡筑後、佐賀南部、長崎南西部、長崎島原半島、阿蘇地方、

球磨地方、大分中部、大分南部、大分西部、宮崎北部平野部、宮崎南部山沿い

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【緊急地震速報 最終報 2016年4月14日 22:08】22時7分頃、九州地方南東沖を震源とす
る地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM5.7、最大震度3と推定さ
れています。詳しい情報が入り次第お伝えします。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【地震 22:06】
［震度５強］熊本地方

［震度４］天草・芦北、宮崎北部山沿い

［震度３］福岡地方、福岡筑後、佐賀南部、長崎島原半島、阿蘇地方、球磨地方、大

分中部、大分南部

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【緊急地震速報 最終報 2016年4月14日 22:08】22時7分頃、熊本県熊本地方を震源とす
る地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM5.5、最大震度5弱と推定
されています。詳しい情報が入り次第お伝えします。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
《緊急地震速報（気象庁発表）》

熊本県で地震　強い揺れに警戒

〈強い揺れが予想される地域〉

熊本　福岡　佐賀　大分　長崎

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
今後も余震のおそれがあります。

懐中電灯、ラジオ、水を確保して備えてください。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
ガスメーターは、大きな揺れを検出すると自動的にガスの供給を遮断することがあり

ます。すべてのガス機器を止めて安全を確認してから、ガスメーターの復帰ボタンを

押して3分ほど待ってください。ガスメーターの復帰方法は http://nerv.link/8y9DZd を
参考にしてください。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
余震が発生しています。今後も、強い揺れに十分注意をしてください。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【原発関連】

九州電力 玄海原子力発電所では施設に被害がないか確認をしています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
エレベータ管理者の方は、救助前には必ず主電源を切ってから救助を行ってください

。

救助中に電源が復旧すると、急にエレベータが動き出して事故につながるおそれがあ

ります。

詳しくは、NHK生活情報ブログ http://nerv.link/BuKrOQ をご覧ください。
https://t.co/G5Y3GQM9Fd

http://nerv.link/3nKvfb
http://nerv.link/8y9DZd
http://nerv.link/BuKrOQ
https://t.co/G5Y3GQM9Fd


特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
切れてたれ下がっている電線には、絶対に手を触れないでください。電線に樹木や

看板、アンテナなどが接触している場合も非常に危険です。見つけたときは、すぐに

近くの電力会社へ連絡してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
万一電気製品が燃えた場合は、むやみに水をかけたりせず、ますプレーカーを切って

、消火器で消してください。

また、消火器には、電気製品の消化に適しているかどうかが表示されていますのでご

確認ください。（電気の消化は青色マークです）

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
落ち着いて行動してください。震度7の揺れでは、住宅やビルが倒壊するおそれがあり
ます。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【地震 21:26】
［震度７］熊本地方

［震度５弱］阿蘇地方、天草・芦北、宮崎北部山沿い

［震度４］山口西部、福岡地方、福岡筑後、佐賀南部、長崎南西部、長崎島原半島、

球磨地方、大分南部、宮崎北部平野部、宮崎南部山沿い、薩摩地方

［震度３］福岡北九州、福岡筑豊、佐賀北部、長崎北…

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
まずは身の安全を確保してください。

安全が確保できたらテレビやラジオなどで最新の情報を確認してください。

テレビ、ラジオやワンセグが近くにない場合には、パソコンやスマートフォンか

らNHKラジオを視聴できます。
NHKらじる★らじる： http://nerv.link/7FU4VY

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
緊急地震速報です。

強い揺れが来るまで、わずかな時間しかありません。

安全を確保してからタイムラインをご覧ください。

上から落ちてくるものや、倒れてくるものに注意してください。

揺れがおさまってから火の始末をしてください。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
《緊急地震速報（気象庁発表）》

熊本県で地震　強い揺れに警戒

〈強い揺れが予想される地域〉

熊本　長崎　宮崎　福岡　大分　佐賀　鹿児島　山口　愛媛

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【緊急地震速報 第1報 2016年4月14日 21:26】21時26分頃、熊本県熊本地方を震源と
する地震がありました。今後の情報に注意してください。

amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
行徳またまた断絶

熊本は端緒　これから連続しそうだ

http://earthq.system-canvas.com

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
これ、阿蘇山とか桜島、霧島連山など、九州の火山帯で大噴火を誘発する恐れもある

と気象庁。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
再稼働してる川内原発で震度３

震源からは遠いけど、同じ九州だよね。かなり異常な余震が続いてるから、念のため

緊急停止した方が良いんじゃないのかな。それと21時45分に大分県が震源のM2.5の地
震も起ってる。

http://nerv.link/7FU4VY
http://earthq.system-canvas.com/


https://pbs.twimg.com/media/CgAUzCaUMAAaG5C.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
さっきから、緊急地震速報が出るような余震が断続的に５回も続いてるから、これは

注意した方が良いですよ。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
今度は熊本。

これは大きな地震。緊急地震速報の第一報では（震度7）　こういう内陸で、大きな地
震が起るのは、やっぱり南海トラフの震源域が危ないんだよね。

https://www.youtube.com/watch?v=XcgrxsMwTxk&ebc=ANyPxKr2FuFY5oOMl8-
nRl92V_bzmytv8rvsd_6hCVKOfq_H_CTgHQUFBfQZpxmw1bTcI4R3d-OUj-
a5BcA9QgVZ3ICRb6wD0w&nohtml5=False
Ar Tonelico 3 トキノスナ (Toki No Suna : Sand of Time) with lyrics

特務機関NERV @UN_NERV · 56分56分前 
【地震情報 2016年4月14日】
22時38分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、
地震の規模はM5.0、最大震度5弱を熊本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。

地震マップ @eq_map · 46分46分前 � 熊本 嘉島町 
【M5.4】KYUSHU, JAPAN 96.9km 2016/04/14 22:07:45JST, 2016/04/14
13:07:45UTC
(G)http://j.mp/23HK0m1 (USGS)http://j.mp/1qUzbzq

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 � 熊本 益城町 
【最大震度6弱】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さ約10km M5.7 14日22時07分頃発生 
(G)http://j.mp/1V3xiN4 (気象庁)http://j.mp/23HHdJz

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第6報)◆◆【M5.7】九州地方南東沖 深さ10km 2016/04/14
22:07:41発生 最大予測震度3

amaちゃんださんがリツイート 
地震REPORT @EQK_REPORT · 2時間2時間前 
【震度速報】

14日21:26頃、熊本県熊本で最大震度7を観測する地震がありました。震度３以上を観
測した各地域の震度は画像のとおりです。今後の情報に注意してください。

https://pbs.twimg.com/media/CgAMvWPUYAAWeJ6.jpg

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 熊本 玉名市 
【M6.0】KYUSHU, JAPAN 23.3km 2016/04/14 21:26:38JST, 2016/04/14
12:26:38UTC
(G)http://j.mp/1V3A5WH (USGS)http://j.mp/1VnsZvN

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M6.0】VANUATU 10.0km 2016/04/14 21:17:05JST, 2016/04/14 12:17:05UTC
(G)http://j.mp/1qUnSas (USGS)http://j.mp/1V3yHDc

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 東京 調布市 
【M3.8】東京都 深さ46.4km 2016/04/14 20:58:19
(G)http://j.mp/1Vnp3LB (Y)http://j.mp/1S9f9rh (アニメ)http://j.mp/1V3uCiu

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 京都 右京区 
【M2.5】京都府中部 深さ11.5km 2016/04/14 19:16:01
(G)http://j.mp/1YuZBCb (Y)http://j.mp/22woluP

https://www.youtube.com/watch?v=OaE-
y8Smu84&ebc=ANyPxKrgQCwvWfqMbkbC4_rFmpvxwneBHeEGaxps2AocFEQp0pP3nZa4QMczqkJ8T1LrCD34gchmHvL-

https://pbs.twimg.com/media/CgAUzCaUMAAaG5C.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=XcgrxsMwTxk&ebc=ANyPxKr2FuFY5oOMl8-nRl92V_bzmytv8rvsd_6hCVKOfq_H_CTgHQUFBfQZpxmw1bTcI4R3d-OUj-a5BcA9QgVZ3ICRb6wD0w&nohtml5=False
http://j.mp/23HK0m1
http://j.mp/1qUzbzq
http://j.mp/1V3xiN4
http://j.mp/23HHdJz
https://pbs.twimg.com/media/CgAMvWPUYAAWeJ6.jpg
http://j.mp/1V3A5WH
http://j.mp/1VnsZvN
http://j.mp/1qUnSas
http://j.mp/1V3yHDc
http://j.mp/1Vnp3LB
http://j.mp/1S9f9rh
http://j.mp/1V3uCiu
http://j.mp/1YuZBCb
http://j.mp/22woluP
https://www.youtube.com/watch?v=OaE-y8Smu84&ebc=ANyPxKrgQCwvWfqMbkbC4_rFmpvxwneBHeEGaxps2AocFEQp0pP3nZa4QMczqkJ8T1LrCD34gchmHvL-1zyqKuJcqGqfCC1djQ&nohtml5=False


1zyqKuJcqGqfCC1djQ&nohtml5=False
Ar Tonelico OVA EXEC_HYMME_MOISKYRIE/. with lyrics 

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
カラパイア : 海のなかを颯爽と泳ぐ、ウミイグアナがゴジラっぽくてかっこいいぞ！
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215663.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cf_JNeFXEAAj5HY.jpg

カラパイア @karapaia · 7時間7時間前 
【RT200UP】 天空をも貫くおつもり？1,000m越えのハイパービルディング「ジッダ
・タワー」が2020年に完成予定（サウジアラビア）
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52208545.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cf_G7_SW8AEKvvo.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=QNKhFPeYNA8&nohtml5=False
【作業用BGM】Ar tonelico Music Tribute【100曲メドレー】

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215663.html
https://pbs.twimg.com/media/Cf_JNeFXEAAj5HY.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52208545.html
https://pbs.twimg.com/media/Cf_G7_SW8AEKvvo.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QNKhFPeYNA8&nohtml5=False


（４月15日）　…『生協の白石さん』みたいだな…（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201604150101128906/

【電話が使えない】救助要請 Twitterヘルプセンター／LINEの通
話機能が利用可能／可能であればコンセントを抜きブレーカーを

切断してから自宅を離れる。

2016年4月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)
　

NewsDigest ニュース・地震速報さんがリツイート 
日産自動車株式会社 @NissanJP · 18分18分前 
再掲(4/4)
【やむなく車中泊される方】（１）車両は交通の障害にならず津波の心配の無い安全

な場所で（２）「エコノミークラス症候群」防止の為水分を充分摂り数時間おきに足

を動かす運動を（３）就寝中誤ってアクセルを踏んで過熱や急発進のおそれがある

ため、なるべくエンジンは止めて下さい。

NewsDigest ニュース・地震速報 @NewsDigestWeb · 25分25分前 
救助要請 ー 電話が使えない時、Twitterで救助を要請 | Twitterヘルプセンター

名もなき投資家 @value_investors · 34分34分前 
【耐震性】安心でないんですよ

川内原発620ガル
福島第一原発600ガル
浜岡原発1000ガル
伊方原発570ガル
高速増殖炉もんじゅ760ガル

実際起こった地震

阪神淡路大震災818ガル
新潟県中越地震2515ガル
東日本大震災2933ガル

NewsDigest ニュース・地震速報さんがリツイート 
Yahoo!天気・災害 @Yahoo_weather · 1時間1時間前 
大きな揺れがあった地域でこれから避難する方は、可能であればコンセントを抜き、

ブレーカーを切断してから自宅を離れるようにしてください。

NewsDigest ニュース・地震速報さんがリツイート 
LINE公式アカウント @LINEjp_official · 2時間2時間前 
熊本にお住まいのご家族やお友達の安否確認をしたい方、電話がつながりづらい場合

、スマホのネットがつながっていればLINEの通話機能が利用可能です。
#熊本 #地震 #安否確認 #九州地方 #拡散希望
https://pbs.twimg.com/media/CgAYlKNUEAE5HiK.jpg

NewsDigest ニュース・地震速報さんがリツイート 
LINE公式アカウント @LINEjp_official · 1時間1時間前 
LINEから固定電話・携帯電話にかけられる「LINE Out」機能で、日本国内の番号への
発信を1通話最大10分まで無料化しました。家の電話やLINEでつながっていない方への
安否確認にご活用ください。

#熊本 #地震 #拡散希望
https://pbs.twimg.com/media/CgAk__LUEAAcyJH.jpg

NewsDigest ニュース・地震速報 @NewsDigestWeb · 11分11分前 
益城町では激しい炎の火災　熊本県内で震度7の地震
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBg5aHR0cDovL25ld3MudHYtYXNhaGkuY28uanAvYXJ0aWNsZXNfaW1nLzAwMDA3MjU4M182NDAuanBnFIAKFJwFHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=yTi8cl-

http://85358.diarynote.jp/201604150101128906/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604150101128906/
http://85358.diarynote.jp/201604150101128906/
https://pbs.twimg.com/media/CgAYlKNUEAE5HiK.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgAk__LUEAAcyJH.jpg
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBg5aHR0cDovL25ld3MudHYtYXNhaGkuY28uanAvYXJ0aWNsZXNfaW1nLzAwMDA3MjU4M182NDAuanBnFIAKFJwFHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=yTi8cl-JxQoRfc98OedyGNxk6Q9eLrIHz2Mx92Qlpac


JxQoRfc98OedyGNxk6Q9eLrIHz2Mx92Qlpac

NewsDigest ニュース・地震速報 @NewsDigestWeb · 17分17分前 
九州新幹線の回送列車 熊本市内で脱線か

NewsDigest ニュース・地震速報さんがリツイート 
特務機関NERV @UN_NERV · 24分24分前 
【地震 00:03】
［震度６弱］熊本地方

［震度４］佐賀南部、長崎島原半島、阿蘇地方、球磨地方、天草・芦北、宮崎北部山

沿い、薩摩地方

［震度３］福岡地方、福岡北九州、福岡筑豊、福岡筑後、長崎南西部、大分中部、大

分南部、宮崎北部平野部、宮崎南部平野部、宮崎南部山沿い

NewsDigest ニュース・地震速報さんがリツイート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 42分42分前 
熊本県によりますと、午後１１時半現在で、県が管理する道路のうち１３か所が陥没

や落石のため通行止めになっているということです。このうち、震度７を観測した益

城町寺迫の国道４４３号では、車が通れないほど道路が陥没しているということ

です。#jishin

NewsDigest ニュース・地震速報 @NewsDigestWeb · 51分51分前 
熊本市で異臭が漂うガス漏れ、ガス管が破裂か 火事も相次ぎ被害拡大
https://t.co/pW0Hn2vPeg

添い寝くん@サブ垢 @soinekun_ · 55分55分前 
最大規模で拡散お願いします！

熊本で山沿いにお住まいの皆様！

親から落石の写真連絡がありました！

ニュースでは落石の報道はされていません！！

避難にも移動の際は注意してください！

みんな無事を願います！！！！ 
https://pbs.twimg.com/media/CgA1aGYUIAIrx9n.jpg

neko-aiiさんがリツイート 
まったけ @mattake_iphone · 2時間2時間前 
益城町の火災

https://pbs.twimg.com/media/CgAlBXtUUAEbpIm.jpg
#熊本 #地震 #震度7 #火災

NewsDigest ニュース・地震速報 @NewsDigestWeb · 2時間2時間前 
出火通報相次ぎ全消防車が出動　熊本・益城

neko-aiiさんがリツイート 
LINE NEWS @news_line_me · 2時間2時間前 
10戸以上の家屋倒壊や火災の発生も、熊本地震 - LINE NEWS
http://news.line.me/issue/05a0c40d/af61d49acb54 … #linenews 益城町では家屋が10戸
以上倒壊して多くの住民らが下敷きになっているとみられる

https://pbs.twimg.com/media/CgAj1dXUIAAaAtm.jpg

NewsDigest ニュース・地震速報さんがリツイート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 3時間3時間前 
日本道路交通情報センターによりますと、この地震で

▼九州自動車道は、

　熊本県の

　植木インターチェンジと

　宮崎県の

　えびのインターチェンジの間で

上下線とも

通行止めになっています。

16,033件のリツイート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 4 時間4 時間前 
【必ず靴を履いてから避難を】

https://t.co/pW0Hn2vPeg
https://pbs.twimg.com/media/CgA1aGYUIAIrx9n.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgAlBXtUUAEbpIm.jpg
http://news.line.me/issue/05a0c40d/af61d49acb54
https://pbs.twimg.com/media/CgAj1dXUIAAaAtm.jpg


外にでるときは、必ず靴を履いて、足元に注意してください。

上から落ちてくる物がないか、よく確認してください。倒れるおそれがあるものには

近寄らないようにしてください。山崩れ、がけ崩れのおそれがあるところからは離れ

てください。

https://www.youtube.com/watch?v=h1pPxCkadkE&nohtml5=False
『日本沈没』予告編　2006年 　トレーラー　Trailer　trailer
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日1:08
　

０５５

４

０６６．

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
お風呂に水を貯めておいてください。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日1:35
　

緊急消防援助隊 神奈川県大隊 @Ryotohamagi · 2時間2時間前 

現在熊本で地震の影響でガス漏れが発生している場所があります

タバコなどの火を使う行為は絶対にやめて下さい

街でも建物の外壁が破損している場所がので注意してください

避難する際はまず頭を守って下さい

救助を求める人は#救助を使って救助を求めてください
人を助ける為にRTお願いします
 

熊本タクシー株式会社 @kumamototaxi · 2時間2時間前 
　

熊本タクシー全車両、乗務員、無事が確認取れました。

現在も運行を続けております。

避難や病院へ行かれる際は無理をせずに弊社タクシーをお呼び出し下さい。

ただ、無線機能や電話が不調でお呼び出しに対しお時間を頂いております。御了承下さい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日1:35
　

嶋＠過激派(個人サークル) @brox438 · 2時間2時間前 

避難所でも女性の方お子さんが居る方トイレに行く時は必ずお父さんか知り合いの男性の方と一

緒に行って下さい絶対に子供や奥さんだけでトイレに行かせないで下さい東日本では報道はあま

りされませんでしたが避難所での暴行揉め事はありました絶対に子供さんから目を離さないでく

ださいトイレは絶対

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=h1pPxCkadkE&nohtml5=False
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2016年4月15日1:38
　

イサミちと低浮上 @w_r_yyyyyyyyyyy · 3時間3時間前 

女性ばっかりだから、これ最後にいわせて…

避難勧告がもし出たら、絶対一人で逃げない、一人にならない…

大きくニュースにはされてないけど、空き巣以外にも強姦＋窃盗、最悪殺人で亡くなった女性が

数人いて…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日1:47
　

東京オリンピック TOKYO 2020 @samurai_num_3 · 4時間4時間前 

RT 【お願いします】ツイッターのサーバーのことを考えて、緊急である避難情報、救助要請の
ツイートやRTだけにしてください。緊急でない内容は自粛してください。ツイッターでしか情報
を得られない方や、発信できない方がいます。（5年前のツイート）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日1:49
　

…『生協の白石さん』みたいだな…（＾＾；）

なごむわ…。

熊本タクシー株式会社 @kumamototaxi · 4時間4時間前 

ただいま震度7の地震が熊本にて観測されました。

九州全域にて地震の影響が非常に強く出ております。

また、今現在も余震により揺れがございます。皆様車の運転をやめ落ち着くまでその場に停車を

お願いします。

避難が出来る方は速やかな避難をお願い致します。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日1:52
　

可渕 @Ca_f_ch · 1 時間1 時間前 
　

311のあと東北からこっちに避難移住した人もいるんだよな、、本当になんというか、、、
 

http://85358.diarynote.jp/
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（４月15日）　避難する時、ペット連れて行くのは国のガイドラインで推奨されてる
からね！

http://85358.diarynote.jp/201604150151259891/

原発の状況は九電社員家族の動きを見てね！フクイチの時いち早

く逃げたよ！／英国大使館HP。精度の高い情報／ペットは一緒
に避難／【今日予定されていた「パナマ文書」番組は後日放送い

たします】。

2016年4月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

ワタナべサオリ @dvolfski · 3時間3時間前 
【今すべき事】

①鍋や袋、風呂に水を貯める

②充電しておく

③大事な人の安否確認は後、今は自身の安全の確保。

④ご飯炊く

⑤避難リュック作る

⑥避難する方は玄関に自分の居場所メモ(安否情報)貼る
⑦靴は枕元に置いて洋服で寝る

だいじょぶ、みんな同じ気持ちだから声を掛け合って。

小瀧まる @Maru_nozomu · 3時間3時間前 
地震来て怖くて泣きたくなる気持ちもあると思うけど泣いてる暇あるんやったら自分

の身確保して1人でも助けれる人助けて
安全になってから生きてて良かったって泣こ。

行動する前に亡くなってしまった人は泣きたくても泣けない。

だからすぐにでも避難して助けれる人は助けて生きて下さい。

鰐軍曹@自宅警備隊長 @WANIGUNNSOU · 4時間4時間前 
自宅警備隊の隊員でも、避難が必要ならすぐに家を放棄し避難してください。家でな

くてもどこにいようとも、命が無事ならそこは自宅です。

http://85358.diarynote.jp/201604150151259891/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14


cmk2wl @cmk2wl · 27 秒27 秒前 
15日1:00 川内原発、玄海原発
構内のモニタおよび近傍の線量計の数値に変化はみられません。

内藤朝雄 @naitoasao · 1 時間1 時間前 
熊本大地震。政府とマスコミの言うことだけを信じることはできないので、線量計

を持っておられる方は、測定してネットで発信をしてください。ダブルチェック、ト

リプルチェックが必要です。川内原発と玄海原発で何か起きても、隠すかもしれま

せん。

井桁幹隆（イゲッチ〜〜） @m_igeta · 2時間2時間前 
九州の原発がどの様な状況かは知り合いの九電社員家族の動きを見てね！

フクイチの時はいち早く逃げたよ！

あや @ayakko5178 · 2時間2時間前 
地震ついでに。もう100回は呟いてるけど、原発やら放射能関係で政府関係の発表を信
じられない方々は、是非各国の大使館HP見てみて下さい。311の時、最も冷静で正確
な情報を公表していたのは英国大使館でした。自国民の安全の為、より精度の高い情

報を流していますので信頼できます。

天仙 @tensenten · 2 時間2 時間前 
辞職した２０代の元自衛官、、

『安倍政権になってから訓練の内容が大幅に変わりました。』

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=292487&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CNE2_qgUEAEtb0E.jpg

NewsDigest ニュース・地震速報さんがリツイート 
NHK「クローズアップ現代＋」公式 @nhk_kurogen · 3時間3時間前 
熊本県で発生した地震のため、今日のクローズアップ現代＋は休止となりました。今

日予定されていた「パナマ文書」の番組は、後日放送いたします。

…まさかこれすらも「スキャンダル隠し・政権延命」のための、人工地震じゃあるまいな…

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=292487&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CNE2_qgUEAEtb0E.jpg


（震源１０km！）

脱原発2票+にゃんこの組織票 @nyankolers · 20分20分前 
さっきの地震は浜岡原発の南に７０・８０キロ行った辺りが震央、か。

LifeSurfer 来風去風 @lohAasy · 31分31分前 
駿河まで上ってきてるし。

これって、逆三連動？

もしかして。

#三連動地震 #川内原発 #伊方原発 #浜岡原発

cmk2wlさんがリツイート 
portal311 @portal311 · 37分37分前 
横浜も揺れてる・・・

nou @nounounekoneko · 41分41分前 
改めて中央構造線を地図で見ると川内原発、伊方原発、浜岡原発、ほぼ真上に乗って

るね。わざと？

NewsDigest ニュース・地震速報 @NewsDigestWeb · 42分42分前 
浅い震源、内陸型か　震源地周辺の断層帯、動いた可能性

https://t.co/ad5vLXdoKW

た つ の こ @tatsu_lily · 59分59分前 
んで、このタイミングで浜岡原発のCMって笑うしかない。

パントルセレブル　新館【真実追究専門】 @peintre_new · 1 時間1 時間前 
これから避難・移住しようとしていた人たちに対してはこの地震が強力な足止めにな

る可能性が大きく、それが目的の一つだろう。

cmk2wlさんがリツイート 
新聞読むな！小沢一郎・亀井静香日本救え！ @lllpuplll · 1時間1時間前 
第７波！

福岡市も震度１

さっくー 1175@_saku · 1時間1時間前 
正直南海トラフで東海大地震来た時1番怖いのは祖父母の住んでる地域が浜岡原発の立

https://t.co/ad5vLXdoKW


入禁止区域になりそうなこと助けに行けないし

cmk2wlさんがリツイート 
DOREMIN 国民連合政府派 @doremin43 · 2時間2時間前 
【余震】

https://pbs.twimg.com/media/CgAkSa5UIAAyFXO.jpg

八百万の神心 @yaoyorozu500 · 3 時間3 時間前 
「東海・東南海・南海トラフ型」巨大地震を誘発する兆候が…浜岡原発は大丈夫か
？（週プレNEWS） - Yahoo!ニュース http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?
a=20160414-00064047-playboyz-soci … #Yahooニュース

まりCYON◎ @pmariii_19 · 3時間3時間前 
東日本大震災あって

宮崎に移住してきた人が

あの大震災の2日前がこんな感じだったって言ってるらしいぞ！！
みんな気をつけて！！

neko-aiiさんがリツイート 
古川哲嗣 @tetsushi_jp · 3時間3時間前 
中央構造線が動き出したなら厄介だ。

https://pbs.twimg.com/media/CgAWLgcUAAARwk5.jpg

ともみん @tomomin6262 · 4時間4時間前 
九州新幹線、止まってます。

九電よ、何かあったら避難は新幹線使うって言ってたよね。できませんから、そん

な事！

neko-aii @neko_aii · 4月13日 
2013年12月29日
「福島の不幸で原発やめるのは、

　耐えがたい苦痛を将来の日本国民に与える」

　自民党幹事長代行

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/db5113aab366af208ea3954fde61bfc6 …
福島からの声

＞私たち「棄民」ですか。

＞何も反省していない

https://pbs.twimg.com/media/CgAkSa5UIAAyFXO.jpg
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160414-00064047-playboyz-soci
https://pbs.twimg.com/media/CgAWLgcUAAARwk5.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/db5113aab366af208ea3954fde61bfc6


https://pbs.twimg.com/media/Cf7ZkIwUYAEONXW.jpg

yutazisi脱原発に一票 @yutazisi1 · 2 分2 分前 
今のところ問題ないと聞いてるから余震があっても稼動し続ける。これが安倍政権の

基本路線か。問題があってから何かしても手遅れなのはフクイチで学ばなかったのか

この反知性政権は

いなか楽人（自宅療養中） @inakarakuhito · 2時間2時間前 
佐賀市内、自宅の線量計に、異常はみられません。

あかぺぱ 8@a5433231387425 · 2時間2時間前 
何度も何度もドーン、ドーンと突き上げて来ます。

空間線量、まだ大丈夫そうだけど、N95マスクあるだけ、家中のゴーグル、とろろ昆布
、合羽類、準備終了。

借りてる家の前のブロック塀、１回目の大きな余震で崩壊。

ヘリコプター、救急車の音ずーっと聞こえる。

とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 2時間2時間前 
ツイッター、パンク状態は記憶では３１１以来だな。Web公式は全然だめなので、か
ろうじて端末画面からツイット、リツイート。政府（すだれまんげつハゲ菅）はまた

また原発異常なしを繰り返しているが、信じちゃダメだ。自分で線量測るべし。

yumiko.t @magorstea · 3時間3時間前 
ホワイトフード　ただ今の空間線量　10分更新
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/

畠山　千春 @chiharuh · 3時間3時間前 
ちなみに糸島市は今空間線量0.08-0.25μSv/hくらいです。

＞とろろ昆布、

…！（＞＜ｐ）！…★

https://pbs.twimg.com/media/Cf7ZkIwUYAEONXW.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/


Ｄe-GaulledeRainbow @sipersonabuena · 43分43分前 
連動して東海地方に南海トラフ地震がきたら、浜岡原発は必ず終わる。

それも想定して家族で避難や対策を話し合っておいた方がいいかな？

先日の放射能お茶会では、さすが聡明なママさんたちは自宅に家族全員分の「安定ヨ

ウ素剤」をお持ちだそう…。
国が配布しないから、個人で購入していた。涙。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
九州の環境放射線。

今が大丈夫でも、燃料プールに穴があいてたらしばらくしてから始まる。

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

ホワイトフード @whitefood1 · 4時間4時間前 
4月14日20時24分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が62箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cf_9ng7VIAAYnGL.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cf_9ng7VIAAYnGL.jpg

…札幌…（－－；）…地震とは関係なく、雨で？上がってます…。

日経サイエンス @NikkeiScience · 5分5分前 
311を思い出して不安になって眠れないというかた、暖かい飲み物を飲んで、眠れなく
ても体を横にして目をつむるだけでも気持ちは落ち着きますよ。

心配なら枕元にスニーカーや避難道具を置いて寝ましょう。

地震が起きてない地域のかたも落ち着いて行動しましょう。

深呼吸深呼吸

香港の大スター☆クリームあにき @hkcreamaniki · 1時間1時間前 
くまモン、大丈夫かな?俺も一応避難しとこっ 
https://pbs.twimg.com/media/CgAvcBBUMAEIBF1.jpg

はなぼくろ きなこ @kinako_nekoblog · 1時間1時間前 
おやすみなさい

みなさんが無事でありますように

https://pbs.twimg.com/media/CgAgnjHVAAAgVfb.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cf_9ng7VIAAYnGL.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cf_9ng7VIAAYnGL.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgAvcBBUMAEIBF1.jpg


夜はまだまだ寒いから

避難されてる方は風邪ひかないように暖かくして過ごしてください

#はなきな
https://pbs.twimg.com/media/CgAz2TiUAAAAxU4.jpg

…現状、札幌からは何もしてあげられることがないので、

【幽体離脱系ボランティア】のほうがまだマシですね…。

寝ますぅ…。

ヴジョー(イヴP) @VJPtruelies · 1時間1時間前 
地震で思い出しましたが、東日本大震災時に家を飛び出した時、一緒にゴキブリ2匹ま
で家を出て避難して地震が治まった頃、｢地震大きかったな｣｢ヤバすぎて草｣｢そろそろ

家戻るか｣｢せやな｣とさも自分の家かのように僕より先に僕の家に戻ったゴキブリを5
年経った今でも許していません。

ツク之助◆デザフェスK59/ティアこ12 @tukunosuke · 2時間2時間前 
緊急時の爬虫類の対応マニュアルは、ビバリウムガイド53号を強く推したい。地震の
際の対応、生体のパッキングと注意点、避難箱の作り方、緊急時の世話のしかたやポ

イント、上手なカイロの使いこなし方までしっかりと載っています。 
https://pbs.twimg.com/media/CgAtsCVUYAAu_gh.jpg

う た ( ˙~˙ ) @chinen___utauta · 2時間2時間前 
飼ってるペットは一緒に避難してください。

同行できます、大丈夫です。

１人にしないであげてください。

人は自分で判断して逃げられますが、ペットはできません。

一緒に避難してください。

拡散してください

https://pbs.twimg.com/media/CgAto7DUMAEwsRs.jpg
#拡散希望

NAT @pincat0727 · 3時間3時間前 

https://pbs.twimg.com/media/CgAz2TiUAAAAxU4.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgAtsCVUYAAu_gh.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgAto7DUMAEwsRs.jpg


【拡散希望】地震により避難される方へ

ペットとの同行避難をお願いします。各自治体により受け入れ態勢が違いますが、ま

ずはお近くの避難所へ。ザッとですが避難時の持ち物など添付します。ご覧になって

くださいさい 
https://pbs.twimg.com/media/CgAXvh6UUAAcWYi.jpg

タカギ タイキチロウ @taikichiro · 3時間3時間前 
【緊急避難時の小鳥】プラケース・エサ・水・タオルを用意しておく。タオルで暗く

してバッグに詰める。マチのあるバッグを用意しておくと十羽のインコがいても二つ

のバッグで移動できます。写真を参照。 
https://pbs.twimg.com/media/CgAXLqXUAAE9cjK.jpg

藤蛇 @violet_TOUDA · 3時間3時間前 
爬虫類ツイ地味に伸びてるんだけど一つ、避難所隣に居る方が爬虫類や奇蟲持ってて

も騒がないであげてください。その子達も犬や猫と同じです。その方の大事な家族

です。周りに理解されないのは承知だと思います。ただ一方的に非難を受けるのは違

うと思うので騒がないでそっとしておいてあげてください。

藤蛇 @violet_TOUDA · 4時間4時間前 
フォロワさんでは居ないだろうけど、爬虫類飼ってる方で避難所行かれる方は発砲ス

チロールの下にカイロ敷いといて上に段ボールやらでカイロが直に当たらないように

してなおかつ蛇なら洗濯ネットに入れておくのががおすすめですね…。ただし避難所
で人目があるなかで絶対に中を確認しないよう……。

　

犬さん @inusan__ · 4時間4時間前 
避難する時、ペット連れて行くのは国のガイドラインで推奨されてるからね！

大丈夫だから連れて行って！

https://pbs.twimg.com/media/CgAXvh6UUAAcWYi.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgAXLqXUAAE9cjK.jpg


（４月15日）　タイトルのみで寝ます…

http://85358.diarynote.jp/201604150215279749/

（追記あり。）　おととい？福岡で夏日のあと熊本発震。今日は

高知で夏日。さて、揺れるのはどこでしょう…？

2016年4月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

タイトルのみで寝ます…

和歌あら、

02時19分。(・_・;)

和歌山…？

tenki.jp （ 高知 ） @tenkijp_kochi · 4月13日 
【晴れるよ(-ω☆)キラリ】4時発表 高知市の今日の天気 雨のち晴 最高26℃ 最低16℃
#tenkijp_高知 http://www.tenki.jp/forecast/8/42/7410/39201.html …

タイヤチェーン王国 @tire_chain_king · 4月7日 
高知県内全域で氷点下の朝 水車の里もうっすら雪化粧
http://rakushop.org/tire_chain_kingdom/b/331313/ …

Kochinews @Kochi_news · 3月1日 
【高知新聞３月１日の夕刊から】

高知県内各地で雪化粧　いの町本川で氷点下３．８度　#高知新聞
http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=352672&nwIW=1&nwVt=knd …
https://pbs.twimg.com/media/Ccf6mIlVIAAeN_R.jpg

LN BB-45 @BB45_Colorado · 2月14日 
高知は今も、暖房なしで室温26℃。
しかし、明後日には氷点下まで冷え込む見込み。

大型ストーブを用意している。

銭喰 @zeniqui · 2月14日 
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高知って今日21℃あったのに明後日には氷点下なのか。

OrangePekoeさんへの返信 
きこり(ﾉﾟοﾟ)ﾉもっけだのー @you7290 · 14時間14時間前 
@OrangePekoe27 
博多とか26℃ゆーとった

NewsFukuoka @NewsFukuoka · 4月11日 
[ふくおか]太宰府２６・３度 各地で夏日 2016年04月10日 － 気象庁によると、大分県
日田市で２６・５度、福… 福岡県関連のニュース http://inewsjp.com/news/?
px=40&i=4555357 … #福岡

Google ニュース @GN_JP · 4月9日 
気温上昇、各地で5月並み陽気 福岡などで夏日
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG09H4Q_Z00C16A4000000/ … 日本列島は9日
、高気圧に覆われて各地で気温が上昇し、5月並みの陽気になった。九州や中国など
では、最高気温が25度以上の夏日を記録… http://news.google.co.jp/news/more?
ncl=d7ch1oheKid4GvMDZyp_KH3cst33M …

meicks @meicks · 3月25日 
福岡もそうだが、佐賀の明日の最低気温は、氷点下いくかも、という予報らしい。 (
@matono_syoko キャス http://cas.st/f34439c )

CEEK NEWS(地方・地域) @CeekLocal · 3月18日 
週末寒波、水道管破裂に注意 福岡市、氷点下の予想
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_toshiken/article/220076 …

タロッサ（おタロ、和歌子　極稀に鳥山） @tar923 · 3月7日 
昨日吉田からLINEで　今26℃っす。。。Σ(・∀・；)　って連絡来たけれど、九州はも
う夏になったんだニャ〜　Σ(‾ロ‾lll)

http://inewsjp.com/news/?px=40&i=4555357
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG09H4Q_Z00C16A4000000/
http://news.google.co.jp/news/more?ncl=d7ch1oheKid4GvMDZyp_KH3cst33M
http://cas.st/f34439c
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_toshiken/article/220076


てんて@クラ猿 @tenkura_tente · 2月26日 
福岡じゃ内陸は氷点下だとか言ってた

Ｔａｋａ @taka_62m · 2月25日 
福岡市23時現在、気温2.3度。
内陸部では氷点下のところも多いようです。これだけ冷えるのも、今シーズン最後

でしょうか。

岡田良昭(気象予報士) @okada_yoshiaki · 2月17日 
今夜の福岡は星が綺麗ですね！！

てことは、放射冷却が強まり明日の朝は冷え込みます(´·_·`)内陸では氷点下1、2度。
しっかりと布団をかけてお休みください。

まこっち @yakyu20140705 · 2月9日 
しかし、2月の長野に行くのは2001年以来15年ぶり！福岡で氷点下6度を経験したから
、心の準備はできてますよ？ｗ

ゆかたさんへの返信 
いけたく @BaBo812 · 2月4日 
@yutakat8842 はい。こちら福岡、現在の気温は8度。先日は寒気が強まり氷点下に達
しましたが、これから気温は上がっていきます。私は衣替えをしました！春に向けて

の対策は着々と出来てるんだな〜これが。

kan@とうとうツロシマだー！ @sakura050301 · 1月28日 
氷点下だった先週末から一転、今度は気温が2ケタになってる今朝の福岡。 

徳永勇 @FakeTK · 1月26日 
福岡県民の寒波に対する脆弱性は異常。気温が氷点下になるのに、水道の蛇口を少し

だけ開けて水を流しておかないと、水道管が凍結、破断するのはあたりまえでしょ。

雪道をノーマルタイヤで走行するクルマが多いのにも呆れた。

Bell Boyd @Bell_Boyd · 1月26日 
福岡　冷え込みのため水道管が破損　6万世帯が断水
http://jp.sputniknews.com/japan/20160126/1492538.html … via @sputnik_jp
大牟田市は、２５日の最低気温が氷点下７度２分と、記録的な寒さとなったた

http://jp.sputniknews.com/japan/20160126/1492538.html


NewsFukuoka @NewsFukuoka · 1月25日 
[ふくおか]寒波 博多で氷点下４．４度 2016年01月26日 － 福岡市では、市立小中学校
、特別支援学校、幼稚園の２２７校・園が休校、休園に。同市・天神で開催予定だ…
福岡県関連のニュース http://inewsjp.com/news/?px=40&i=4301172 … #福岡

_-きゅぼ @Kyuboxperia_XV · 1月26日 
九州の天気予報やべぇw 今日 12℃/6℃  火曜　19℃/11℃  水曜　24℃/18℃  木曜
　26℃/21℃  四季がご乱心なようです。

ふらちゃん @frachan2015 · 2015年11月9日 
最近気候がおかしいですね。ここ九州では気温が26℃に上がってもう春が来たかと思
った。カレンダーを確認したほど。私が子供のころはこの時期はもう白い息はいてま

した。近年では真冬でも雪が降ること自体が珍しい。雪を知らずに育つ子供がいそう

です。

https://www.youtube.com/watch?v=4xVyBmkEZX4&ebc=ANyPxKp4ATcSAUOAMekuN-Yhv-
xK13ZwgSO2QglLZ9Epd80hN4wjSYY35Hz0OXJKkb1YArW2DB44oziDuJoPk-snxsehK4w-Jg
Mahou Shoujo Madoka Magica - Soundtrack Medley [piano] 
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 

徳島のS様より到着
4月６日大分県備後高田市の猪群山に登山　異様な雲
文句のない地震雲　震源地から出る放射状雲の一種

 



（４月15日）　札幌から何かしてあげられることもなし。

http://85358.diarynote.jp/201604150903271196/

【宮崎＋鹿児島のＪＡ様にお願い！】⇒避難生

活ビタミンなどは不足しやすいです。←金柑！

支援物資お願いします!!
2016年4月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

あらためまして、おはようございます。

前項（追記）チェックしていて３０分。

０８：３１です。

…悠宙舞さん「自動推奨」曲がこちら…。
https://www.youtube.com/watch?
v=kBOiIhTapos&ebc=ANyPxKrJy830sQ1dVNeLtHBb6tVHp_VVTsOzZLPHgn8cjfiN96a1zWTUG87mSpsg9r4LS-
Wf_dCPaVIfOvGMmd9_RTzwM9c3OQ
Owari no Sekai Kara - Yanagi Nagi [piano] 

夜が明けて惨地の人はあらためて被害状況に言葉もなく…という状況だろうとおもいますが、札
幌から何かしてあげられることもなし。私は私で、自分ひとりが生き延びため（だけ）の地道な

努力を続けるしかないな…（－－＃）…

カラパイア @karapaia · 8 時間8 時間前 
カラパイア : ゆるふんわり。サモエド犬の飼い主に対する起こし方がやさしすぎた
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215653.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgA3ERcUsAAXVah.jpg

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

18:00 0.039 0.039 0.039 6 
19:00 0.039 0.038 0.039 6 
20:00 0.050 0.042 0.046 6 
21:00 0.051 0.047 0.049 6 
22:00 0.045 0.041 0.043 6 
23:00 0.041 0.039 0.040 6 
24:00 0.040 0.039 0.039 6 
01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.040 0.038 0.039 6 
04:00 0.043 0.040 0.041 6 
05:00 0.045 0.044 0.044 6 
06:00 
07:00

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04月15日 05:01】
太平洋側東部とオホーツク海側では、１５日夕方から１６日明け方にかけて北西の風

が非常に強く、海は大しけとなるでしょう。暴風や高波に警戒してください。

https://www.youtube.com/watch?v=VG5uO6B1S3E
Shigatsu wa Kimi no Uso ED – Kirameki 

国連UNHCR協会 @japanforunhcr · 39 分39 分前 
「ここにいれて本当に幸せ！」ブラジルに移住し家族11人一緒に暮らせることになっ
たシリア難民のHananちゃん一家。中央で笑うハナンちゃんも嬉しそう。やっぱり #
家族 一緒が一番！UNHCRは人々の安定した生活のため、尽力します。
https://pbs.twimg.com/media/CgCdE1yW8AAuXRH.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
【必見】シリアの数年前と現在を定点撮影した写真が衝撃的過ぎる！

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhVaHR0cDovL3huLS1ueXF5MjZhMTNrLmpwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA0L3N5cmlhX2JlZm9yZV90aGVfd2FyXzI3LmpwZz93PTY0MBT4ChTcBRwUhAYUlAMAABYAEgA&s=rJrYEp951D6_r015VA60byg0l7XktXHAwlyetLI9tV0

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
【必見】去年、19年間勤務した自衛隊を退職した元自衛官のスピーチ「政府の違憲安
保法案から、自衛隊員の命を、国民のみんなが守らなければいけません」

https://t.co/50XXHBqC3w

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
とうとう１０％台に落ち込んだ北海道新幹線乗車率

http://www.globaleye-world.com/2016/04/1080.html …
とにかく工事をやって金を使いたかったのだろう

リベート狙い　ニーズを無視して暴走

中央リニア新幹線は桁違いにひどいことになる

https://t.co/nltQBAtfN0
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高校球児の栄養管理法@髙木翔子 @BB_eiyoukanri · 1時間1時間前 
避難生活となると環境の変化やたくさんの方と過ごすことによるストレスなどにより

、体の免疫力が落ちてしまい体調を崩される方も多いと聞いています。

食べ物の支援もされますが、初めはメインはエネルギー補給が優先されおにぎりやパ

ンなどが多いです

ビタミンなどは不足しやすいです

https://www.youtube.com/watch?v=eJInGGAPZgI&ebc=ANyPxKoB-EF1vVSp-
7M5VseErjZz8r9Ny5V_FDmCcyD7niENv_bPyy__eSdSUchcFNJel7zXM8MGBfldb711WqgG47LdtQjfHQ
My Soul, your Beats! - Angel Beats! OP [Piano]
 

https://www.youtube.com/watch?v=eJInGGAPZgI&ebc=ANyPxKoB-EF1vVSp-7M5VseErjZz8r9Ny5V_FDmCcyD7niENv_bPyy__eSdSUchcFNJel7zXM8MGBfldb711WqgG47LdtQjfHQ


（４月15日）　…なごむなぁ、熊本たくしー…（；ｗ；）…。

http://85358.diarynote.jp/201604150903563274/

【猫見て落ち着いて】／身の安全とペットの命をお守り下さい／

熊本タクシーは通常通り営業しております。

2016年4月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=VTIAZ9w4YK8&ebc=ANyPxKrGozlE7JSr7M6jHeyVl-QTKlH-
G6t5RowJgoOyqCzn7Jh8KdmITjb3FrbZ2OrO8RL-ofcnbAS6m14PF8ePYzHgZQJmzQ
"Continued Story" Code Geass Soundtrack [PIANO COVER] 

amaちゃんださんがリツイート 
堤未果 @TsutsumiMika · 55分55分前 
熊本県内での無料Wifi接続方法
＝１）「設定」をひらく　

　２）「WiFi」をひらく　
　３） SSIDを00000JAPAN に接続（無料）
　　http://news.mynavi.jp/articles/2014/05/27/00000japan/ … … 
　　 #熊本県の地震情報

根本聡一郎 @Nemo_patitur · 59分59分前 
自分は避難所運営で一番大切なことは、

　みんなが笑っていられること

だと感じました 気をつめて過ごしているとすぐに疲れてしまいます　適度な緊張感
を持ったうえで、

　冗談を言ったりする人を

　咎めない余裕があること

　が大切だと思います
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根本聡一郎 @Nemo_patitur · 1時間1時間前 
避難所運営に携わる方は、特に中心になっている方ほど

　「しっかり休むこと」

を意識していただければと思います　避難所運営は長い道のりになります　睡眠時間

をしっかり取り、自分の時間を取ってください　僕たちの避難所では、８時間の３交

代制でシフトを組み、必ず休める時間を作ることを意識しました

ツイナビ @twinavi · 4月5日 
【話題のツイート】医者「体温が1度下がると免疫力が3割落ち、1度上がると6割増え
るので、体を冷やさないようにしてください。」 
https://t.co/Me9wAoDRv5

https://www.youtube.com/watch?
v=XCxhewTxNOs&ebc=ANyPxKqa0xqWq_FqOTDxnSL02TtPGzcYJK5xvdtXwwSKw0ao3LUg2ZM-
znTg05oUjlKVrernMMUPVqi7SeXfcloRlr6u9WZUTA
SHIGATSU WA KIMI NO USO (ENDING 2) - ORANGE (Cover) 

高島一貴 @kazutaka091 · 4分4分前 
試合も大切だが、、、、どうにか帰れないものか。家族が一人で避難してるのに、、

、。家の中は水が溢れて、水浸しみたいだし、漏電とかガス漏れとか大丈夫なのか。

東区はどんな状況だろうか、、、、。余震も続いてるみたいです。どうか皆様が無事

でありますように、、、。

VISUMAL 中村 @n_visumal · 45分45分前 
地震で人が大変なのは勿論ですが、動物達も大きな揺れで不安いっぱいだと思います

。ペットの同行避難は原則とされています、どうか自宅に置いていかず、一緒に避難

して下さい。ペットにとっては飼い主さんが全てです、傍に居てあげて下さい。 

殺せんせーの教え @teacher_oshie · 1時間1時間前 
避難されている方はウェットティッシュを準備しておくといいかもしれません。

地震による大きな災害が発生した場合、買占めにより、水が不足しがちになります。

今回の地震でも濁った水が出ている家庭もあるので風呂に入れない可能性も。

ウェットティッシュがあれば体を拭く事ができるので便利。

https://t.co/Me9wAoDRv5
https://www.youtube.com/watch?v=XCxhewTxNOs&ebc=ANyPxKqa0xqWq_FqOTDxnSL02TtPGzcYJK5xvdtXwwSKw0ao3LUg2ZM-znTg05oUjlKVrernMMUPVqi7SeXfcloRlr6u9WZUTA


熊本タクシー株式会社 @kumamototaxi · 2時間2時間前 
皆様おはようございます。

地震から一夜明けましたが、まだまだお怪我をされた方、避難された方、様々いら

っしゃる状況です。

熊本タクシーは現在も通常通り営業しております。お困りの際は0120-0120-86また
は096-379-2255までお電話下さい。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 3 時間3 時間前 
死者、計４人に　避難者は２万３千人　熊本地震：朝日新聞デジタル

うつと医療大麻のこと @hikaru1032 · 4時間4時間前 
熊本市内、避難している人に豚汁食べさせてあげたい。

発電機もっていき。携帯100台くらい同時に充電してあげたい。
協力者求む。資金、人、情報求めています。リツイートお願いします。

#拡散希望 #熊本地震 #熊本#地震#緊急
https://pbs.twimg.com/media/CgBxQ-0UkAEzJd0.jpg

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 6時間6時間前 
益城町の保健福祉センターの避難所には７００人以上の方が避難しています。さきほ

どちょうど毛布がなくなって毛布を入れるダンボールを持って帰る姿もありました。

毛布は１人１枚、ペットボトルの水は２人に１本という制限で配られています。 
https://pbs.twimg.com/media/CgBYZSjUAAAHjW_.jpg

エターナル総書記 @kelog21 · 6時間6時間前 
サラ金に追われてない奴は住民票はちゃんと住んでるところに異動しておけよ。

避難所のキャパや毛布の数など行政の防災対策の基本情報にもなってるからな。

独居で社会と縁がなく、住民票すら放置の一人暮らし奴なんて誰からも見つけられな

いぞ。

西野　つかさ☆ @asunonekomura · 7時間7時間前 
震災時のペットとの同行避難の際には頑丈なエアトラベルキャリーが良いです。上か

ら物が落ちてきても中のペットは守られます。日頃からの準備が大切です。ご自身の

身の安全とペットの命をお守り下さい。

#猫見て落ち着いて
https://pbs.twimg.com/media/CgBIqAMUIAAO4b4.jpg

ヒデキ @hideki_honda001 · 7時間7時間前 
余震が続いて怖いので近くの中学校の体育館に避難しました。

https://pbs.twimg.com/media/CgBxQ-0UkAEzJd0.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgBYZSjUAAAHjW_.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgBIqAMUIAAO4b4.jpg


熊本市　西山中学校体育館。

まだスペースは空いてます。

#熊本　#地震
https://pbs.twimg.com/media/CgBC7cnVIAAW0UY.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
今、起ってるのは直下型地震で「破壊力」があるので、倒れてくる家具、建物の崩壊

に注意、避難の時はブレーカーを落とさないと火災になる

注意しなければならないのは、震源の確認。　震源が「海洋」の場合は、津波に警

戒し、速攻で高台に避難。

…なごむなぁ、熊本たくしー…（；ｗ；）…。

https://www.youtube.com/watch?
v=PSqV8G7Drkc&ebc=ANyPxKqa0xqWq_FqOTDxnSL02TtPGzcYJK5xvdtXwwSKw0ao3LUg2ZM-
znTg05oUjlKVrernMMUPVqi7SeXfcloRlr6u9WZUTA
One more time, One more chance - 5 Centimeters Per Second

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日9:45
特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 

【NHKニュース速報 06:22】
熊本の地震　９人の死亡確認　県警

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日9:53

https://pbs.twimg.com/media/CgBC7cnVIAAW0UY.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PSqV8G7Drkc&ebc=ANyPxKqa0xqWq_FqOTDxnSL02TtPGzcYJK5xvdtXwwSKw0ao3LUg2ZM-znTg05oUjlKVrernMMUPVqi7SeXfcloRlr6u9WZUTA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 

（被災された方へ）

被災された方にお見舞い申し上げます。

不安な夜を過ごされていることをお察しします。

夜が明けますと、自宅の状況を見に行く方もいるかと思いますが、片付けなどをする前にできれ

ば写真を撮って現況証拠を保存してください。

罹災証明や保険申請に必要となることがあります。



（４月15日）　秘密の森の木の指輪／フィクションでの補完が必須とは思う。

http://85358.diarynote.jp/201604151852054503/

ネタだ！（＾＾）！

2016年4月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

…ぅっわ（＠＠）！

ちょ〜欲しい！コレ…♪

カラパイア @karapaia · 18分18分前 
カラパイア : 魔力が宿っていそう。どれ一つとして同じものはない秘密の森の木の指
輪「Secret Wood」 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215642.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgEuQuuUkAAz3Yj.jpg

おまけ。

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT200UP】 美しすぎて食べられない！繊細なブーケに彩られたアイシングクッキー
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215632.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgEVG09UMAA1UQt.jpg

天仙 @tensenten · 6時間6時間前 
ミトコンドリアの起源に新説！根本から崩れる？〜日経サイエンスより

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302039&g=132108 ……

カラパイア @karapaia · 13時間13時間前 
【RT100UP】 「呪われろ！」2400年前の鉛板には、居酒屋の店主への恨みを込めた
呪いの言葉が刻まれていた（ギリシャ）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215623.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgCBfAZUkAAYMPr.jpg

http://85358.diarynote.jp/201604151852054503/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201604151852054503/
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https://pbs.twimg.com/media/CgCBfAZUkAAYMPr.jpg


 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日20:22
　

坂上秋成@3.17『夜を聴く者』発売 @ssakagami · 9時間9時間前 

あとガイドさんの「フクイチも民話化するのでは」という話に惹かれた。和歌山の小さい村では

、かつて残酷なことが行われ今も笑いながら民話的に語られるという。社会がフクイチを忘れ

ても、何かが伝承されるだろうと。僕はその長期展望に懐疑的ではあるが、フィクションでの補

完が必須とは思う。

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


（４月15日）　「アルパカ成分」欠乏症だｗ／嘘でもいいから口角上げてみて。／も
う無理、脱出してフィンランド移住して悠々自適に暮らしていいか？

http://85358.diarynote.jp/201604151947136125/

『熊本県ペットと同行避難の動物病院』／目を離さずしっかり守

ってください／それが一番の健康法と美容法です。

2016年4月15日 お仕事 コメント (4)

https://www.youtube.com/watch?v=l7YhMRdB9iE
OVA「最遊記外伝」OP | Saiyuki Gaiden OVA opening 

眞由…*＊(mayuにゃん〜変更します) @u_mayu0804 · 4時間4時間前 
押し寄せる不安な気持ち

でもね

嘘でもいいから

(‾ー‾)…ニッ

口角上げてみて

免疫力を下げないように

ずっと同じ姿勢でいるのは

良くないよ

時々身体を動かして

つま先→かかと上げ下ろし

足の血液流しましょ

#頑張れ熊本 #4時
https://pbs.twimg.com/media/CgELH0JUAAAl9Fk.jpg

http://85358.diarynote.jp/201604151947136125/
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https://pbs.twimg.com/media/CgELH0JUAAAl9Fk.jpg


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

おばん？です。１８：４７。

（＾＾；）

札幌はプラス５℃。終日トンデモな強風。

断続的な雨量はたいしたことありませんでしたが、

立派に「嵐」の領域…★（－－；）★

線量は低いのが救いですが、

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

12:00 0.041 0.040 0.040 6 
13:00 0.041 0.041 0.041 6 
14:00 0.041 0.039 0.040 6 
15:00 0.039 0.039 0.039 6 
16:00 0.039 0.039 0.039 6 
17:00 0.038 0.038 0.038 6 
18:00

空気が「なんか化学物質臭い」し…
（－－；）

体調と勘案して、結論、「銭湯」放棄…（ＴＴ；）★

代わりに「布団蒸し」して体温上げながら首の古コリをじっくりほぐしつつ、漫画を読んでコリ

を増量しつつ（＾＾；）…の午後でした。

ダイエットの名言 @_diet_meigen_ · 2 時間2 時間前 
【肥満の原因は低体温】

・現代人は体温が低くなっている

・体温が1℃下がると免疫力は30%、代謝は12%落ちる
・代謝が落ちると、エネルギーが消費されず脂肪が溜りやすい

・体温が上がれば、代謝も上がり痩せやすくなる

十四松の健康術 @ju_shi_ma · 7時間7時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=2zqKm_4Rjnc
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


ハーバード大学式スープってのが健康に良いらしいよ！

https://pbs.twimg.com/media/CgDhlZ5UMAABcvP.jpg
タマネギ、ニンジン、カボチャを野菜スープにして食べるんだって！

これを2週間続けると白血球は43％増えて免疫力がアップするんだって！
体重も減りやすくなるらしいよ！ 

瀬戸内寂聴bot @jyakucho_bot · 4月14日 
私は、全ての苦労を喜びに変えてからこなします。それが一番の健康法と美容法です

。ストレスがたまらなくなりますよ。

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

…わかった。（＾＾；）
なんかものすごく

「足りない」と思ってたのは、たぶん

「アルパカ成分」欠乏症だ…ｗｗｗ

ピアス付きチンコくん♂ @oppaipantu · 5時間5時間前 
分子免疫学です 
https://pbs.twimg.com/media/CgD4RD3VIAEHv2j.jpg

知多アレクサンドラ @Tittaachan · 4月13日 
ビタミンＣの大量摂取は癌の治療と予防に有効である。この健康法を提唱し、自身で

実践したライナス・ポーリング博士は、その効果により93歳まで長生きすることが
でき、そして癌で死んだ。

くろごま @go_1307 · 4月10日 
作並健康法 
https://pbs.twimg.com/media/CfpLtmhUEAERj6Q.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=inu2N03AqTI&ebc=ANyPxKqWMEW3YXgaLtra1lx7UnA97HiERHW848KY4srgDtr-K_E-
GPz54oLG4zcqMgCG3G65DgAcp_NxKBZGazvvuC1AHu8Myw

https://pbs.twimg.com/media/CgDhlZ5UMAABcvP.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M
https://pbs.twimg.com/media/CgD4RD3VIAEHv2j.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CfpLtmhUEAERj6Q.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=inu2N03AqTI&ebc=ANyPxKqWMEW3YXgaLtra1lx7UnA97HiERHW848KY4srgDtr-K_E-GPz54oLG4zcqMgCG3G65DgAcp_NxKBZGazvvuC1AHu8Myw


鬼束ちひろ - 眩暈 

ねこやん @tatuya01 · 4時間4時間前 
被災された方は安全な場所に避難されていると思います。不安もあると思います。

落ち着くまで小さいお子さんは目を離さずしっかり守ってください。 
https://pbs.twimg.com/media/CgEGe6LVIAESHls.jpg

柴犬まる公式@LINEスタンプ絶賛発売中 @marutaro2000 · 5時間5時間前 
柴犬まる公式@LINEスタンプ絶賛発売中さんがサリーをリツイートしました
素晴らしい！こういうのってもっと伝えたいです。動物達が一緒に避難出来てる様子

がわかる写真とかあればもっといいと思うのですが。もちろんそんな場合じゃない事

は理解しておりますが、今後の為にも広めていただきたいです。 
https://twitter.com/countmster/status/720841216573607937

認定NPO法人TSUBASA @TSUBASA6077 · 7時間7時間前 
昨夜の熊本での大地震で、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

まだまだ余震が続くようですので、どうかくれぐれもご留意くださいませ。

緊急避難で鳥さんたちのご相談がありましたら、遠慮なくお申し付けくださいませ。

⇒ https://t.co/0CTWpKrNVM

犬さん @inusan__ · 7時間7時間前 
「避難所にペット連れて来ると迷惑」って言ってる人が居ますが、避難する時は自宅

に倒壊の危険があるような時なので、自宅にペットを置いておくと逃げ出して野良

化し、より多く迷惑と恐怖と直接被害を与える可能性があります。それを防ぐために

飼い主が責任を持って管理するための原則同行避難です。

DearPaws @dearpaws · 9時間9時間前 
『熊本県、ペットとの同行避難OKの動物病院』竜之介動物病院熊本市中央区本荘6-16-
34⇒ https://t.co/fW7P3Gpvqi
DearPaws @dearpaws · 9時間9時間前 
熊本市中央区の竜之介動物病院さんはペットの同行避難受け入れのほかに、震災で負

傷したペットの治療も行っていらっしゃいます『熊本県。負傷したペットの受け入れ

動物病院』

https://www.youtube.com/watch?v=1fLAmwMJCxI&ebc=ANyPxKpiLOadumWF-VqXC-

https://pbs.twimg.com/media/CgEGe6LVIAESHls.jpg
https://twitter.com/countmster/status/720841216573607937
https://t.co/0CTWpKrNVM
https://t.co/fW7P3Gpvqi
https://www.youtube.com/watch?v=1fLAmwMJCxI&ebc=ANyPxKpiLOadumWF-VqXC-0t5b2tCRgoKmv8qxU-Fy1L2wsHSHIAVIL5KOZ8LaJkdmdhHB6cZaG0vVzFRjk_jpSvsA_JF-1faQ


0t5b2tCRgoKmv8qxU-Fy1L2wsHSHIAVIL5KOZ8LaJkdmdhHB6cZaG0vVzFRjk_jpSvsA_JF-1faQ
光の方へ／KOKIA FULL |Saiyuki Gaiden OVA ED FULL 

べにはる @benisandane · 4 分4 分前 
もう熊限界無理本県を脱出してフィンランド移住して悠々自適に暮らしていいか？

Kochinews @Kochi_news · 7時間7時間前 
【高知新聞４月１５日の朝刊から】

漫画「サムライせんせい」作者が「半平太の土地」高知へ移住

http://www.kochinews.co.jp/article/15609/ 　#高知新聞

吉田直樹 naoki yoshida @tensinkai · 4月13日 
「最も大事なことは、最も大事なことを、最も大事に扱うことだ」（コヴィー博士）

一番大事なことを、すぐやっていますか？　後回しにしていませんか？　と言ってい

るかのようですね。　自分の中に生じた欲求を実現していくことは、重要な健康法

です。自分を愛す、活かす、とはこういうことなんです。

三浦りる♡メンズエステ五反田 @rirumiura · 4月9日 
☆くすぐり健康法☆

くすぐられて笑うと、身体の免疫力が上がるんだって！

1日100回笑うことは15分エアロバイクをしたのと同等の運動量なんだって！
私はみんなの健康の手助けもしてるのね

元気になりたい人、くすぐられにおいで

https://www.youtube.com/watch?v=LLsH5V3qQw8
Saiyuki Reload - Urasai [25/25] 

 
    
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日20:34
　

なのとら@榛名提督 @NANOTORA · 4時間4時間前 

ここまでの熊本地震に対する海外の反応

アメリカ「在日米軍に情報収集を！」

イギリス「やべぇよやべぇよ」

フランス「原発心配だな」

中国「とりあえず尖閣偵察アル」

韓国「募金したやつ売国奴ニダ」

北朝鮮「ミサイルがー！将軍様に殺されるー！」

日本

「地震あったけど出勤なう！」

…ｗ（－－；）ｗ…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日20:36
　

ちだい @chidaisan · 6時間6時間前 

福島第一原発が起こって以来、大きな地震が起こると、まず地震そのものを心配する前に、「原

発は大丈夫か？」を先に考えるようになり、大丈夫だと確認した後で「ところで、地震は大丈

夫だったのか？」と地震そのものを心配するという、本末転倒な順番で考えるようになってしま

ったのは不幸だ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日20:48
　

特務機関NERV @UN_NERV · 19 分19 分前 

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


【石狩・空知・後志地方 警報情報（解除） 2016年04月15日 20:27】
石狩・空知・後志地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

石狩、空知、後志地方では、１５日夜遅くまで強風に注意してください。石狩、後志地方では、

１５日夜遅くまで高波に注意してください。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日21:04
　

amaちゃんだ @tokaiama · 9時間9時間前 

せかっく備蓄しても廃棄処分にすることが多くて備蓄意欲が低下した方

大丈夫ですよ　米は玄米か完全真空パックで

今、私は2010年度産玄米を食べてるが、高度精白すれば新年度米に遜色なく美味しい
スパゲッティも5年くらい平気です
ミソや漬物などスローフードは食べながら更新を

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


（４月15日）　宝くじを買う時は「3億当たったらどうしよう」とかワクワクするく
せに、大地震はまず来ないと考えてるの、我ながら本当にヤバいと思う。

http://85358.diarynote.jp/201604152117599031/

食糧備蓄や避難用具の準備してない／大地震はまず来ないと考え

てるの我ながら本当にヤバいと思う。

2016年4月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

さて。熊本の余震「おとなしめ]」のようですが…
これで、終息するんでしょおか…？？

https://www.youtube.com/watch?v=OhxPQTR0xFc
FOR REAL (ピアノ・ヴァージョン) 

…コイツの「ドヤ顔」は見たくなかったが（－－；）
「行方不明者なし」ってのは、けっこうすごいな…
さすが、地方都市…（＾＾；）…☆彡

河野太郎 @konotarogomame · 3時間3時間前 
警察、消防、自衛隊によるローラー作戦一巡終了。行方不明者なし。全ての要避難者

の避難場所確保。停電は今日中に復旧、ガスは明日中に復旧のめど。国道443号線の陥
没は明日までに復旧を目指す。

竹内修 @otfsx1228 · 7時間7時間前 � Suginami-ku, Tokyo 
NHKによれば、今日の夕方には、熊本の避難所に野外入浴セット2型が持ち込まれる
んだって。陸自さんの仕事の早さには敬服する。

https://www.youtube.com/watch?
v=OOAVOx8iWgY&ebc=ANyPxKoO7kWjkF55LcotGuRYH7foBJ3TrkLEP6Ifj-Mblgytg_-
uyyerPZeXLSplSj3dnqud0glnEWjOD6oERWHLrW0CTsmd-Q
Mirai - Open Up Your Mind (with lyrics & translation) 

kiyo @JDA_kiyo · 2時間2時間前 
避難先から自宅に戻られる際は、ガス漏れによる引火を防ぐため、家の中の空気をい

れかえてから中に入り、ブレーカーなど電源を入れるようにしましょー。絶対。

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 6時間6時間前 
【避難所で役立つもの】

ラップは皿に敷いて使い、使ったあとはラップだけ捨てれば、皿を洗う水や手間を省

けます。他にも「多機能防災グッズ」は避難所でも役にたちます。以下のサイトで多

機能防災グッズを紹介しています。

http://www.nhk.or.jp/sonae/column/20121217.html …

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 
トヨタ◆地震後の安全運転のために、「通れた道マップ」をご活用ください

http://newsroom.toyota.co.jp/jp/detail/11797827 …
4月14日午後9時26分ごろ熊本県益城町で震度7を観測する地震がありました。安全運転
のため、付近をクルマで走行される場合は「通れた道マップ」をご活用ください。

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 
NTTドコモ◆熊本県で発生した地震に伴う公衆無線ＬＡＮサービスにおける「０００
００ＪＡＰＡＮ」の運用について

https://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/160415_00_m.html …
無線ＬＡＮ対応の機器をご利用の方はネットワーク名「０００００ＪＡＰＡＮ」から

どなたでもＷｉＦｉ通信が無料で利用いただけます

amaちゃんださんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 9時間9時間前 
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米マイクロソフト…捜査当局が同社のクラウドサービスに保管されている顧客のメー
ルや文書を令状に基づいて閲覧した事実を伏せておくように過度に命じるのは、米憲

法に違反しているとして、米司法省を提訴

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM15H0Y_V10C16A4EAF000/ …
つーか、クラウドってこの為に導入された訳

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【大雨に関する熊本県気象情報】

熊本県では、１７日は大雨となるおそれがあります。

また、平成２８年４月１４日２１時２６分に熊本県で発生した地震の影響により、地

盤が緩んでいます。揺れの大きかった市町村では土砂災害に警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【気象庁 「平成２８年熊本地震」と発表】（続き）
気象庁は大きな被害の災害に名前を付けることがあり、地震災害に名前が付くのは5年
前の「平成23年東北地方太平洋沖地震」以来です。
（2016年4月15日 10:36 NHK）

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
缶の内側のコーティングプラスティックが溶けてしまう。

環境ホルモンの一種。

https://pbs.twimg.com/media/CgCyYh-UAAA-gh1.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
堤未果 @TsutsumiMika · 12時間12時間前 
熊本県内での無料Wifi接続方法
＝１）「設定」をひらく　

　２）「WiFi」をひらく　
　３） SSIDを00000JAPAN に接続（無料）
　　http://news.mynavi.jp/articles/2014/05/27/00000japan/ … … 
　　 #熊本県の地震情報

…これ…まずゼッタイ、生き延びる無理だと思う…（＾＾；）…★←もと「祖母の家」のあった
、地元…。
（参照：漫画版『日本沈没』…。）

　

櫻餅 @sakuramochiy · 4 分4 分前 
櫻餅さんが佐々木俊尚をリツイートしました

鎌倉は条例で高層ビルが建てられないから津波避難ビルに逃げても流されると思う。

土日祝は人口が一挙に噴き上がるから入りきれない。駅周辺にいる人は若宮大路の郵

便局とスルガ銀行の間を抜けて妙本寺→祇園山にダッシュ！　標高50メートル！ 
https://twitter.com/sasakitoshinao/status/719301708157972480

https://www.youtube.com/watch?
v=iyCFdilBCPw&ebc=ANyPxKrJ_sMbivz7eycVc2cG8pPczDeQlwW57NiO__tzud4e5DYsIV0fSwPulkJcvqqFSOE6SJOjyMQvmVzPB0isj60OEpca3Q
【最遊記外伝】花篝り 

深爪 @fukazume_taro · 10時間10時間前 
食糧備蓄や避難用具の準備など、災害に対する準備をほとんどしてないんだけど、宝

くじを買う時は「3億当たったらどうしよう」とかワクワクするくせに、大地震はまず
来ないと考えてるの、我ながら本当にヤバいと思う。

https://www.youtube.com/watch?
v=acREX1jdoRg&ebc=ANyPxKrJ_sMbivz7eycVc2cG8pPczDeQlwW57NiO__tzud4e5DYsIV0fSwPulkJcvqqFSOE6SJOjyMQvmVzPB0isj60OEpca3Q&spfreload=1
最遊記外伝〜Ta-lila〜僕を見つけて〜 

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM15H0Y_V10C16A4EAF000/
https://pbs.twimg.com/media/CgCyYh-UAAA-gh1.jpg
http://news.mynavi.jp/articles/2014/05/27/00000japan/
https://twitter.com/sasakitoshinao/status/719301708157972480
https://www.youtube.com/watch?v=iyCFdilBCPw&ebc=ANyPxKrJ_sMbivz7eycVc2cG8pPczDeQlwW57NiO__tzud4e5DYsIV0fSwPulkJcvqqFSOE6SJOjyMQvmVzPB0isj60OEpca3Q
https://www.youtube.com/watch?v=acREX1jdoRg&ebc=ANyPxKrJ_sMbivz7eycVc2cG8pPczDeQlwW57NiO__tzud4e5DYsIV0fSwPulkJcvqqFSOE6SJOjyMQvmVzPB0isj60OEpca3Q&spfreload=1


https://www.youtube.com/watch?
v=inu2N03AqTI&ebc=ANyPxKqWMEW3YXgaLtra1lx7UnA97HiERHW848KY4srgDtr-K_E-
GPz54oLG4zcqMgCG3G65DgAcp_NxKBZGazvvuC1AHu8Myw
鬼束ちひろ - 眩暈 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日21:41
　

園崎未恵＊007:SPECTRE @Sonozaki_mie · 2時間2時間前 

熊本がご実家の友人がいて話してたんだけど、熊本の人間はお山の噴火に備えて、寝るときは枕

元に着替え、揺れがあったらガス止めて水を溜める、頭より高いところに物は置かない、が当た

り前になってるんですって言ってた。すごい地震の割に火災や大きな被害をあまり聞かないのは

日頃の備えなんすね…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日21:43
　

いちやま @___Siva07 · 4時間4時間前 

授業にて

せんせ「この単語は昨日の熊本とも関係するんだけど、、、意味は噴火する、ですね」

せんせ昨日熊本噴火してないです

https://www.youtube.com/watch?v=inu2N03AqTI&ebc=ANyPxKqWMEW3YXgaLtra1lx7UnA97HiERHW848KY4srgDtr-K_E-GPz54oLG4zcqMgCG3G65DgAcp_NxKBZGazvvuC1AHu8Myw
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（４月16日）　…震度６強？！（；‾Д‾）

http://85358.diarynote.jp/201604152131049733/

熊本地震はバヌアツの法則に対応／バヌアツの連続地震も凄い／

泊の直近の海底断層／地震の前は気圧の変化と同じく耳鳴りや

目眩、頭痛がしたりする。

2016年4月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=YQl-wGT3-D4&ebc=ANyPxKrKMF6Z-
BmTshHnMBhsCn3W61Ks1I8kHi4NiMVN_o6o9ofIE_upodjlV_w26L0rNzOsZwnSZ3E5zlxWZP-
1MlMaLDT5eg
Saiyuki - For Real (Guitar Version) 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 26 分26 分前 
鹿児島県：諏訪之瀬島（トカラ列島）

15日18時52分（爆発的噴火）
15日16時52分（爆発的噴火）
14日19時08分（爆発的噴火） ©気象庁火山観測報

地震マップ @eq_map · 56 分56 分前 
【M5.1】KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 43.1km 2016/04/15 20:05:32
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Yxdrnz (USGS)http://j.mp/1YxdpvQ

cmk2wl @cmk2wl · 58 分58 分前 
さらに増えている。

https://pbs.twimg.com/media/CgE3D3UVIAEir2Z.png

加賀友禅 ゆうほう @kagayuuzen_Uhou · 1時間1時間前 
今日の夕日

肉眼でも見えるほど大きな黒点 
https://pbs.twimg.com/media/CgFDioGVIAA63AR.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年04月15日 18:58】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月15日 18:52
現象：爆発

星原コーイチ @Albert_kokinji · 2 時間2 時間前 
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各局で道内の活断層について注意を促すような伝え方をしてたけど、それは北海道の

地上にある9つの断層だけで、泊の西側の直近の海底にある断層についてはフリップに
も示さず、言葉でも触れず、泊原発の「と」の字も出さず。おめでたい。 
https://pbs.twimg.com/media/CgE7JriVAAAeExG.jpg

落合洋司（オンラインチャット相談対応可） @yjochi · 3時間3時間前 
九州壊滅という事態もあり得る。厳重な警戒が必要だろう。→専門家が警告 震源地至
近の阿蘇山「破局噴火」の可能性も http://www.nikkan-
gendai.com/articles/view/news/179541 … #日刊ゲンダイDIGITAL

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.1】VANUATU 43.0km 2016/04/15 17:54:40JST, 2016/04/15 08:54:40UTC
(G)http://j.mp/1V5YB9B (USGS)http://j.mp/1VpfXhy

なつ @Le0N_lol · 3時間3時間前 
地震雲が出来る理由は

震源付近の岩盤が壊れる際に発生する電磁波によって作られます

（岩石が壊れるときに電磁波が出ることは証明されています）

その電磁波により、特徴的な雲が形作られると考えられており、

動物の異常行動、テレビ、ラジオのノイズもこれが由来。

雲を見たら気をつけようね

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04月15日 16:59】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月15日 16:52
現象：爆発

sss111 @sss111_t · 5時間5時間前 
【緊急】熊本地震→阿蘇山大噴火→九州壊滅の可能性も？ 「山梨のじいちゃん予言」
続報！ 
https://t.co/iht4FaZ4EJ

amaちゃんださんがリツイート 
片岡龍峰「オーロラ！」発売中 @ryuhokataoka · 5時間5時間前 
磁気嵐が発生中です。ニュージーランドで撮影された幻想的なオーロラ写真

http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=124697 …
https://pbs.twimg.com/media/CgEMCKtUEAImDjO.jpg

神戸大学天文研究会 太陽班 @KobeTenken_sun · 5時間5時間前 
本日、4月15日の太陽です。
今日はホントに良い天気ですね2529黒点群がずいぶんと移動していることがわかり
ます。太陽面右側に大きなプロミネンスがあったので拡大してみました。 
https://pbs.twimg.com/media/CgEURHyUMAAsU6n.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
熊本地震

昼前ぐらいから、大きな地震の頻度は下がってきてるけど、未だに常に揺れてるよう

な感じで、時々、ドカンという地震が起ってる状態

2011年3月9日の時、凄い数の地震→10日に収まる→3.11本震なので、暫くは要警戒で
すね

大地震・前兆・予言.com @okayogen_com · 7時間7時間前 
【破局噴火】阿蘇山が本気出したら九州壊滅するという事実 http://jishin-
yogen.com/blog-entry-8365.html …

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 

https://pbs.twimg.com/media/CgE7JriVAAAeExG.jpg
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/179541
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【M5.5】MOLUCCA SEA 88.8km 2016/04/15 13:50:11JST, 2016/04/15 04:50:11UTC
(G)http://j.mp/1NrNzUe (USGS)http://j.mp/1NrNBv9

りょんりょん @ryon2sensei · 8時間8時間前 
なるほど〜！！！

RT @machgogo5 気圧と電磁波が強い関係性にあるからです。地中の地殻変動により
強い電磁波が発生して地震が起こるのですが、その電磁波に気圧が影響を受けるので

そうなるのだと思われます。なので地震の前は気圧の変化と同じく耳鳴りや目眩、頭

痛がしたりするんです

宇宙天気ニュース @swnews · 8 時間8 時間前 
[記事] 太陽風磁場の強まりが到来し、磁気圏の活動を高めました。 http://swnews.jp
#swnews

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
熊本地震

海外の報道の多くは「震源に近い阿蘇山、九州には他に、桜島、霧島山、口永良部島

などの大規模な火山帯あるという事と、現在、九州は原発を稼働してる。」ことなど

を心配してる。

https://pbs.twimg.com/media/CgDknIbUsAEr4hS.jpg 

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.7】VANUATU 10.0km 2016/04/15 12:43:04JST, 2016/04/15 03:43:04UTC
(G)http://j.mp/1SiPphx (USGS)http://j.mp/1T8iwRR

amaちゃんだ @tokaiama · 9時間9時間前 
熊本地震はバヌアツの法則に対応する

https://t.co/1oBrqjLrHd

amaちゃんだ @tokaiama · 9時間9時間前 
バヌアツの連続地震も凄い

M6.4 - 88km NW of Port-Olry, Vanuatu
2016-04-15 06:50:26 (UTC+09:00) 
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005i6p#general …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
熊本地震

4月14日11時15分〜15日11時15分までの震源分布
阿蘇山（白い円）に向う断層に集中。気象庁の発表では、震度１以上の地震が、11時
現在で126回と異常に多い状態。非公開の震度１以下の地震を含めると膨大な数。厳重
警戒

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

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
中央構造線やレイラインに沿って湿度が高かったのだろうか？

宮崎は磁場で…。
荷電粒子を含む湿度と磁場は関係している？

https://pbs.twimg.com/media/CgC3OkCUUAA3q5r.jpg

西川貴教 @TMR15 · 11時間11時間前 
【情報】 @nhk_news 気象庁は「依然激しい揺れを伴う余震が多数発生、１週間程度
は余震に注意」と話す。

http://www3.nhk.or.jp/news/liveblog/kumamoto/index.html#detail830 … @nhk_seikatsu
九州各地のライフライン、避難所の情報はこちら。

http://www5.nhk.or.jp/saigai/index_fd.html?utm_int=all_side_weather-disaster_kakuchi
…
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http://j.mp/1NrNBv9
http://swnews.jp/
https://pbs.twimg.com/media/CgDknIbUsAEr4hS.jpg
http://j.mp/1SiPphx
http://j.mp/1T8iwRR
https://t.co/1oBrqjLrHd
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005i6p#general
https://pbs.twimg.com/media/CgDPglTUUAAeHXF.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgC3OkCUUAA3q5r.jpg
http://www3.nhk.or.jp/news/liveblog/kumamoto/index.html#detail830
http://www5.nhk.or.jp/saigai/index_fd.html?utm_int=all_side_weather-disaster_kakuchi


ユーリィ・イズムィコ @CCCP1917 · 11時間11時間前 
ユーリィ・イズムィコさんがТелеканал ЗВЕЗДАをリツイートしました
ユーラシア大陸で一番高いカムチャッカ半島のクリュチェフスカヤ火山（4750m）が
噴火した由。噴煙は5500mに達している。
※さきほどのツイに間違いがあったので訂正 
https://twitter.com/zvezdanews/status/720776457912512512

きむらゆい @yuiyuiyui11 · 12時間12時間前 
日本には分かっている活断層だけで2000あるが、分かっていないのはその3倍くらい
ある。

中央構造線が通っている近くにある川内原発、更に伊方原発も非常に心配。原発は動

いていなくても危険。地震があって初めて断層の存在が分かるのが実態。 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
熊本：震度７以降の地震数が異常

2011年3月9日：三陸沖で異常な数の地震の時、気象庁は「震度５程度の余震に注意し
て下さい」と言ってた矢先、3月11日の巨大地震が起ってるので「余震」ではなく「
前震」の可能性もあるので厳重警戒ですね

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

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
Updated【M6.4】VANUATU 10.0km 2016/04/15 06:50:26JST, 2016/04/14
21:50:26UTC
(G)http://j.mp/1RXr3I3 (USGS)http://j.mp/1T7PUbj

山口隆之 @FujizoushiBot · 13時間13時間前 
おはようございます。今朝の富士山ラドン濃度は28。だらだらと高めで推移してい
ます。電磁波異常は「中の低」。未明よりネット不調、GPSも大きな誤差が出てい
ます。 
https://pbs.twimg.com/media/CgCdkySUUAANU65.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
amaちゃんださんが東京新聞（TOKYO Web）をリツイートしました
M6.4にしては余震規模が大きすぎる
明らかに中央構造線に沿って震源地が移動している

中央構造線全体の1000年ぶりの活動の疑いが強い　これは端緒にすぎない

水口慶大4.16tour kiss³ @sunnydaysong9 · 21時間21時間前 � Kasugai-shi, Aichi 
今回の熊本地震において、阿蘇山の噴火の心配があります。

最も最悪なカルデラ噴火した場合、ほぼ日本全国に火山灰の影響が起きます 
https://pbs.twimg.com/media/CgAzsn8UEAA8XKb.jpg

＞荷電粒子を含む湿度と磁場は関係している？

「水が金属味」なところが問題なんだと思うよ…

https://www.youtube.com/watch?
v=Lk6xnfx9XEk&ebc=ANyPxKrpA_ags1yz0eLMdEYJOZ4O3x7PAtQb7-
DsTw08SaD9B_Jy30TGmwaxQYy3Y3yO2gH7-4uGp9SxEJZrv8TiPmmAdRIF7w
Gensomaiden Saiyuki OP1 - For Real ( FULL ) lyrics ( Japanese & English ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps0fLmUcZQ8&ebc=ANyPxKqq-
gDwkJNN3P06ruuG2h8eshcQ5lfyA17Zlculu2cyAufiYbfpneB-
dJr4E3kQ7RNsNa8jw1IdCEOCNfHjHi3G-zGbsw
最遊記 玄奘三藏 角色single - SHOOTS 

https://twitter.com/zvezdanews/status/720776457912512512
https://pbs.twimg.com/media/CgCpucoUMAEdkvu.jpg
http://j.mp/1RXr3I3
http://j.mp/1T7PUbj
https://pbs.twimg.com/media/CgCdkySUUAANU65.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgAzsn8UEAA8XKb.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Lk6xnfx9XEk&ebc=ANyPxKrpA_ags1yz0eLMdEYJOZ4O3x7PAtQb7-DsTw08SaD9B_Jy30TGmwaxQYy3Y3yO2gH7-4uGp9SxEJZrv8TiPmmAdRIF7w
https://www.youtube.com/watch?v=Ps0fLmUcZQ8&ebc=ANyPxKqq-gDwkJNN3P06ruuG2h8eshcQ5lfyA17Zlculu2cyAufiYbfpneB-dJr4E3kQ7RNsNa8jw1IdCEOCNfHjHi3G-zGbsw


https://www.youtube.com/watch?
v=kARqUluSQzY&ebc=ANyPxKponSPO7nSfUZm_VJt1mt2Xo1kSWAjOEvCN5YFXky501s7r6N2T3vjgnbHaHTAiNrf0twxxccT6mEtCpQfKpeM95jlyQA
最遊記外伝〜風よどこへ吹く〜 

…死ぬ前に（＾＾；）せっかくだから、

「このからだ」で「いまのアルパカ狼さん」と、

美味い酒が、呑みたいなぁ…☆彡

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

（…そのくらいかな、「現世の未練」って…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?
v=TcKRU9pcp1g&ebc=ANyPxKqhZemHb2um4rQsbeNbZtdWR81oeP-
A1wpZU39a1BlS2nRkq43Rd1DZ31edoVRcMF62d8-kNs9wKf2l082rJ5O1Vs3gmA
ナナムジカ　　アメノチハレ

https://www.youtube.com/watch?v=g4gy6TSkNto&ebc=ANyPxKrFSMInkVSW2DZboN8fG3HKga-
a4K9XEO5stG39JBhoixG3g_AvMgthJeBH-WP2sUlj8LqcU4J_gP9YpvoIs2L1eQz3EQ
ナナムジカ　くるりくるり 

玄妙 @drsteppenwolf · 3時間3時間前 

破局噴火にしても予想できずに、ある日突然みんなでお陀仏が幸せなんだと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=LXft3v_cKHk&ebc=ANyPxKrFSMInkVSW2DZboN8fG3HKga-
a4K9XEO5stG39JBhoixG3g_AvMgthJeBH-WP2sUlj8LqcU4J_gP9YpvoIs2L1eQz3EQ
鬼束ちひろ - 私とワルツを 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日21:49
　

…あ、あとねぇ…

エルさんに

ヘッドロックかけて鯖折にして

三つに畳んでグリグリして、

泣くまでハグハグしてやる…ｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月16日1:41
　

https://www.youtube.com/watch?v=kARqUluSQzY&ebc=ANyPxKponSPO7nSfUZm_VJt1mt2Xo1kSWAjOEvCN5YFXky501s7r6N2T3vjgnbHaHTAiNrf0twxxccT6mEtCpQfKpeM95jlyQA
https://www.youtube.com/watch?v=TcKRU9pcp1g&ebc=ANyPxKqhZemHb2um4rQsbeNbZtdWR81oeP-A1wpZU39a1BlS2nRkq43Rd1DZ31edoVRcMF62d8-kNs9wKf2l082rJ5O1Vs3gmA
https://www.youtube.com/watch?v=g4gy6TSkNto&ebc=ANyPxKrFSMInkVSW2DZboN8fG3HKga-a4K9XEO5stG39JBhoixG3g_AvMgthJeBH-WP2sUlj8LqcU4J_gP9YpvoIs2L1eQz3EQ
https://www.youtube.com/watch?v=LXft3v_cKHk&ebc=ANyPxKrFSMInkVSW2DZboN8fG3HKga-a4K9XEO5stG39JBhoixG3g_AvMgthJeBH-WP2sUlj8LqcU4J_gP9YpvoIs2L1eQz3EQ
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


　

…震度６強？！（；‾Д‾）

津波て！(°д°;;)！

どこ！川内？

佐世保も原潜！

(・ω・;)(;・ω・)
 



（４月16日）　私は、ガッツリ寝ました…。

http://85358.diarynote.jp/201604160800082475/

「休める時に休んでおけ。」は、鉄則です…！

2016年4月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

https://www.youtube.com/watch?v=-YOpBvjAeHw
テクノダンス・クラブミュージック集/
眠気が覚める曲/DJ BENGAKU 

おはようございます。

０７：５７です。

札幌はプラス１０℃。無風。

「台風一過！（＾＾）！」という感じの晴天…

しかし、（＾＾；）予報は、

午後から雨…？？（〜〜；）…★

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

01:00 0.039 0.038 0.038 6 

http://85358.diarynote.jp/201604160800082475/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160416/85358_201604160800082475_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160416/85358_201604160800082475_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160416/85358_201604160800082475_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-YOpBvjAeHw
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 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

まずは被災地ならびに防災情報関係者の皆さんに寝不足のお見舞いを申し上げます。

２晩続きで（昼間は油断させておいて！）連続大震災って…（－－；）…どんだけ、

イケズなんだ、

ナマズの神さま…（－－；）…★
（…「夜行性」なのか…？？）

これから情報チェックをしますが。（－－；）

０１：３５から、

０５：５５まで、

私は、ガッツリ寝ました…。
（＾＾；）

これから長丁場になりますよ？

「休める時に休んでおけ。」は、鉄則です…！

月曜定例会・お吉 @okichi3 · 7分7分前 
【お願い】

地震が広範囲、又は長引く可能性を考えて、被災されてない方も、飲用水と食料を三

日分、ガソリンを満タン、地図、毛布、風呂に水を貯めるなどの準備を。

家族との連絡方法も決めて。

そして、原発を止めるよう九電、政府、議員に強く働きかけましょう。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
報道「市役所が半壊。農業用ダムが決壊する可能性、住民が避難」

ここまで異常な回数で、大きな地震が続くと、精神的にまいっちゃうから、可能な

人は、一時的でも、この地域から遠くへ離れた方が良いですね。危ない。



ハッピー @Happy11311 · 4時間4時間前 
事前に避難計画のマニュアルがあって訓練してても、これだけの規模の地震が起き

れば、高速道路は全面通行止めだし、多くの一般道路も寸断され、計画通りに避難や

救助なんて出来ないのが現実。特に原発に続く道が一本道だけって場所が多い日本は

、防災意識が低すぎるよ。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
気象庁「M7.1　本震の可能性」
「このM7.1の地震も、前震の可能性もありますので、厳重に警戒して下さい。」って
、なんで、そういう言い方をしないんだろうね。

3.11の時も、そうだったけど、ほんと役所仕事。そう言った方が国民は厳重な地震の備
えや心構えが出来るのに。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
1時25分（マグニチュード7.1）以降、断続的に、ずっと地震が連続で起ってる異常な
状態。これは震源付近の人達は、あまり無理しない方が良いよね。一昨日から、これ

だけ大きな直下型地震が続いてると、鉄筋でも金属疲労を起こして建物がもたない

https://pbs.twimg.com/media/CgGW7gfUEAAB_As.jpg

カラパイア @karapaia · 6 時間6 時間前 
【RT200UP】 コロコロ待てるよ。抜け毛をコロコロでお掃除中、じっと立って待つコ
ロポックルのような子猫 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215645.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgGZ3MqUMAAYWUs.jpg

https://pbs.twimg.com/media/CgGW7gfUEAAB_As.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215645.html
https://pbs.twimg.com/media/CgGZ3MqUMAAYWUs.jpg


（４月16日）

http://85358.diarynote.jp/201604160843194453/

【釧路から根室も危ない兆候】／南海トラフ震源域で「中央構造

線断層」に異常が起ってる。

2016年4月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
昨日から、北海道の先端の釧路から根室付近も危ない兆候が出てる感じ。

熊本が乗っかってる（ユーラシアプレート）の歪みで、北海道が乗っかってる（北米

プレート）が影響を受けてるような状態だと思う。

https://pbs.twimg.com/media/CgGbCy7UIAASeUu.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=TMhxERHQOKI&ebc=ANyPxKoRcTQCFemCVC7RN7c9_YmqUXenB_3CNEifSSAH3ftTqbzbPhQErTY1yUPleGgRNFSxSrFT9sHc_PlFPNl5pLrUisEUcw
[作業用BGM] アップテンポな洋楽集

特務機関NERV @UN_NERV · 12分12分前 
【熊本県内 これまでに９人の死亡確認】
熊本県内の病院や警察によりますと、16日未明から続く地震で、熊本県内では新たに3
人の死亡が確認され、これで亡くなった人は9人になりました。
http://nerv.link/0b935k

あおてん農園 @aoten49003 · 35分35分前 
地震が、熊本から阿蘇・大分方面に広がっている（移動している）のか？この中央構

造線を這うような動きは要注意かもしれない。このまま地震が東進すれば、その先に

は伊方原発がある。原子炉は停止中であっても冷却電源を失えばメルトダウンする。 
https://pbs.twimg.com/media/CgHolFUUMAAskXu.jpg

moicafe @moikahvila · 1時間1時間前 
東京もほんのり揺れました？ おはようございます。昨夜から震源が中央構造線の上を
移動しているわけですが、もう目と鼻の先が伊方原発なのでとにもかくにも早く終息

して欲しいものです。。 
https://pbs.twimg.com/media/CgHeNnKUYAAPLCD.jpg

楢山おんじ ( ●—● )  @nekonekomaron · 2時間2時間前 
おはようです。酷いことになって心を痛めてます。しかし、もちろん結果論ですが昨

日の気象庁の会見で「この後で本震が」という警戒はあったっけ？何だかな〜と思い

ます。まあ、この肉眼黒点の影響だとかいうオカルト論よりはマシですが。イマ

太陽。 
https://pbs.twimg.com/media/CgHUiNIUUAAfhBg.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4 時間4 時間前 
熊本地震。

16日4時30分現在の地震分布。
1時25分（マグニチュード7.3）の地震後から、大きな地震が（阿蘇市）でも起こり始
めてる。（白い円＝阿蘇山）

https://pbs.twimg.com/media/CgG7TF9UAAQVX9_.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
気象庁「1時25分の地震のマグニチュードを7.3に上方修正」
https://pbs.twimg.com/media/CgGvYF0UsAAOwZ3.jpg
1時25分の地震以降の履歴。震源も変化してきてる。これだけ異常な地震だと、プレー
トに歪みが溜まり、どこで大きな地震が起っても不思議じゃないので、厳重に備えた

方が良いです

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
NHK@首都圏 @nhk_shutoken · 4 時間4 時間前 
【気象庁「今回の地震が本震」】今回の地震について、気象庁の青木元地震津波監視

課長は午前３時半すぎから記者会見し「おととい発生した熊本地震がいわゆる「前震

」で、今回の地震が本震だとみられる」という見解を示しました。（続く）

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160416/4574255.html … #nhk

モロトゆーき @morotoponpon · 4時間4時間前 
・今年に入って世界中で大地震

・バヌアツ揺れ続く

・布田川・日奈久断層帯からの連動の相模トラフ

・天草でクジラ→熊本地震

・大磯海岸でクジラ→

・昨日のメガマウス

・太陽フレア

……。
備えあれば憂いなし

岩上安身 @iwakamiyasumi · 5時間5時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604160843194453/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://pbs.twimg.com/media/CgGbCy7UIAASeUu.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TMhxERHQOKI&ebc=ANyPxKoRcTQCFemCVC7RN7c9_YmqUXenB_3CNEifSSAH3ftTqbzbPhQErTY1yUPleGgRNFSxSrFT9sHc_PlFPNl5pLrUisEUcw
http://nerv.link/0b935k
https://pbs.twimg.com/media/CgHolFUUMAAskXu.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgHeNnKUYAAPLCD.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgHUiNIUUAAfhBg.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgG7TF9UAAQVX9_.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgGvYF0UsAAOwZ3.jpg
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160416/4574255.html


原発堅持の主張を崩さない産経が、原発と切り離した記事では、この熊本を中心とす

る連続した地震を南海トラフの前兆の可能性ありと、的確な記事を掲載。あの産経で

すら、という点に意味がある。

→http://www.sankei.com/smp/west/news/160415/wst1604150112-s1.html …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
報道「橋やトンネルが倒壊してる」

テレビの地震解説者は、こないだから「熊本の極一部の活断層が原因」みたいに言っ

てるけど、それでこんな異常な地震にならないよね。南海トラフ震源域のプレートの

圧で「中央構造線断層」に異常が起ってると思う。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/720769548933160961

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
NTV NEWS24 @news24ntv · 5時間5時間前 
震度６強と６弱を観測　「本震」の可能性も #日テレNEWS24 #ntv

やまぴー☆乾杯勢@ドラクエおじさん(笑) @slyhand_magic · 5時間5時間前 
熊本、大分の地震は別の地震構造の可能性あり

大分は阿蘇山由来の地震らいしいとのこと

このまま中央構造線北上すると伊方原発の直下で起きる可能性があり周辺地域の方は

最大の注意と準備が必要

#熊本地震
https://pbs.twimg.com/media/CgGpKcEUAAEu03R.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
四国：土佐湾

体に感じない地震が起ってるみたい

マグニチュード4.7　深さ82.9km
https://pbs.twimg.com/media/CgGUZI4UYAAMoaE.jpg

参照：http://85358.diarynote.jp/201604150215279749/

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
NHKが「余震が続いてます」って言うけど、こないだよりも地震の規模（マグニチュ
ード）が大きいんだから、余震じゃなくて、本震だよ。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
熊本県

1時25分：マグニチュード7.1　震度6強
1時30分：マグニチュード5.4　震度4
青森県まで地表加速度が到達するかなり大きな地震。

https://pbs.twimg.com/media/CgGQAlkUIAA2qJq.jpg

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 7時間7時間前 
〔津波注意報発表〕熊本県阿蘇、熊本県熊本で震度6強　
https://t.co/D8KWfySgRz

宇宙天気ニュース @swnews · 9時間9時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C4.1 の小規模フレアとなり、X線強度は、4月15日23:30
JST (15日14:30 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 9時間9時間前 
[速報] C3.9 に達する小規模フレアが、23:28 JST に観測されました。X線強度は更に強
まる可能性があります。続報をお待ち下さい。 http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
鹿児島県：諏訪之瀬島（トカラ列島）

https://pbs.twimg.com/media/CgFMGHUUkAEmn92.jpg
15日18時52分（爆発的噴火）
15日16時52分（爆発的噴火）
14日19時08分（爆発的噴火） ©気象庁火山観測報

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 17時間17時間前 
熊本地震

昼前ぐらいから、大きな地震の頻度は下がってきてるけど、未だに常に揺れてるよう

な感じで、時々、ドカンという地震が起ってる状態

2011年3月9日の時、凄い数の地震→10日に収まる→3.11本震なので、暫くは要警戒で
すね

片岡龍峰「オーロラ！」発売中 @ryuhokataoka · 4月14日 
巨大黒点が異様にくっきり。すぐ左側には小さい黒点が円になってる。 
https://pbs.twimg.com/media/Cf_Iz1gUAAAYPg4.jpg

ゆきと @otashougun · 4月14日 
アンビリバボーでやってた、太陽フレアで世界中の電子機器が壊れ人口が三分の一に

減るとか言ってたあの企画、小学生の時からずっとトラウマになってるんや

トシ　冬場の脳梗塞ご用心 @z10544 · 4月14日 

http://www.sankei.com/smp/west/news/160415/wst1604150112-s1.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/720769548933160961
https://pbs.twimg.com/media/CgGpKcEUAAEu03R.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgGUZI4UYAAMoaE.jpg
http://85358.diarynote.jp/201604150215279749/
https://pbs.twimg.com/media/CgGQAlkUIAA2qJq.jpg
https://t.co/D8KWfySgRz
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://pbs.twimg.com/media/CgFMGHUUkAEmn92.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cf_Iz1gUAAAYPg4.jpg


７年以内に文明崩壊の可能性.. ホワイトハウスが警戒強める！太陽フレアの影響で「数
ヶ月に渡る大停電が起こるだろう」：ユルクヤル、外国人から見た世界

http://ln.is/yurukuyaru.com/archi/XzHyB …
＋今年の夏に地球の磁力が変わるとか？

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBg7aHR0cDovL2xpdmVkb29yLmJsb2dpbWcuanAveXVydWt1eWFydS9pbWdzLzQvMy80M2NjYzZlZi5qcGcUsAkU8gQcFIQGFJQDAAAWABIA&s=O7HdHMlGhvocU1CFeELIDImAkzJDQi5swdiczdtzU3I

キール @kir_imperial · 4月13日 
技術的なモノは、全て機械やAIが継承するようなった未来で、エネルギー資源の喪
失や、EMPや極大太陽フレアによって、電力やデータを喪失し、一気に文明レベルが
後退する的な話をふと妄想した。

繭子←∞楽愛善力∞薬師如来 26@MAYUKO · 4月9日 
中枢に気持ち良い波動が入ってくるんす。太陽フレアだとおもいまっす。これクルと

山　噴火するんだよねー

コケシダ（苔ぴ） @koke_shida · 4月11日 
尻の日と聞いたので三鷹の太陽フレア望遠鏡のおしり持ってきました！！ 
https://pbs.twimg.com/media/CfwpjHTUsAAOO4E.jpg

http://ln.is/yurukuyaru.com/archi/XzHyB
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBg7aHR0cDovL2xpdmVkb29yLmJsb2dpbWcuanAveXVydWt1eWFydS9pbWdzLzQvMy80M2NjYzZlZi5qcGcUsAkU8gQcFIQGFJQDAAAWABIA&s=O7HdHMlGhvocU1CFeELIDImAkzJDQi5swdiczdtzU3I
https://pbs.twimg.com/media/CfwpjHTUsAAOO4E.jpg


（４月16日）　夏の北海道には「住み込みバイト」が沢山ありますよ！

http://85358.diarynote.jp/201604161023319397/

【早期避難を！】阿蘇が噴火／岐阜フォッサマグナの地盤ズレ。

2016年4月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

札幌は良い季節に入りました。

原発が壊れる前に、一族の２２歳以下だけでも、至急疎開を！

どうせ学校も余震だらけで授業にならないでしょう。

大学生には休学させましょう。

太平洋フェリーはフクイチ沖を長時間航行するので不可。

熊本空港再開次第、北海道の

「温泉 宿泊施設」長期滞在割引交渉して見ましょう！

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月16日10:34
　

夏の北海道には

「住み込みバイト」が

沢山ありますよ！

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2016年4月16日14:26
　

沖縄に船で抜けて、

空路で札幌が安全。

航路上の火山噴火に注意。

 



（４月16日）　たぶん無意識に脳が精神を傷つけまいと行動させたんだ。／…今日は
アルパカ狼さんは居なかったよ〜ん…（；へ；）…★

http://85358.diarynote.jp/201604162209577297/

不謹慎なんてどーでもいいから日常の幸せをツイートしていいと

思うよ。

2016年4月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?
v=0B8C2MkkEqI&ebc=ANyPxKrISQft1SgD87svxyrAp1Tmce_pap-
h3Dyi79XNV807OSLGrq7aIxgfjXBpNT_z3tKHxHZBAaPZQLsxK50Me1Ci9r86mQ
Lord Of The Rings Soundtrack Compilation

おばんです。２２：０９。

札幌はプラス９℃。無風。

予報は降水確率５０％でしたが、

バイトが終わる前にざっと降って、

ぴたりと止んでくれました…（＾＾；）…☆彡

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

12:00 0.039 0.038 0.039 6 
13:00 0.039 0.038 0.039 6 
14:00 0.039 0.038 0.038 6 
15:00 0.039 0.038 0.039 6 
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16:00 0.039 0.038 0.039 6 
17:00 0.039 0.038 0.038 6 
18:00 0.039 0.038 0.039 6 
19:00 0.040 0.039 0.039 6 
20:00 0.040 0.040 0.040 6 
21:00 0.040 0.039 0.039 6 
22:00

…が。（－－；）★
色々ビミョウ厄日で、極めつけが、

いつもの場所に停めてあった自転車のライトを！何故か！

無理矢理ねじり盗られてました…||||！（＠◆＠；）！||||…

…まぁ、「自転車本体を」盗られたんじゃなくて、ヨカッタということにしておきましょう…★

（たまにカギをかけ忘れるので、危ないところだった…★）

それより問題は。（－－；）

わりと仲の良いバイト仲間（not ソウルチームメイト）のお子さんが！
たまたま運悪く九州に居てまして…。（〜〜；）★
昨日の昼間、一度連絡はとれて元気だったらしいんですが…。
今日、まだ、連絡がとれていないと…（＠＠；）…★

心配！　心配！（＞＜；）！

（でもたぶん聴いた話の状況のかぎりでは「無事」。だと思う…。）

２４時まで情報チェックして、今夜もがっつり寝ます〜っ！

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT100UP】 空を飛べる！ホバーボードの概念を覆した「フライボード」
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215715.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgKaMBUUkAAn0xO.jpg

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215715.html
https://pbs.twimg.com/media/CgKaMBUUkAAn0xO.jpg


カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 【RT800UP】 繁殖計画の為に連れてこられた
ペンギンだったがオス同士でカップルに。ゲイ専用の動物園にお引越し（ドイツ）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215784.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgJ7TCvUsAA_lRV.jpg

…今日はアルパカ狼さんは居なかったよ〜ん…（；へ；）…★

meMaiMai @Kirapika_pink · 2時間2時間前 
ペットの避難所、救助活動はこちらのブログでまとめられていました。

是非拡散してください!!ペットも大事な家族です。
#熊本 #ペット避難
http://s.ameblo.jp/happycat-satuki/entry-12150473301.html

うちゃか @sayakaiurani · 5時間5時間前 

私も3.11で避難して、少したって気づいたらサモエド犬の動画みたり、世界のおもし
ろ赤ちゃんの動画みたり、猫のお腹撫でる動画とかひたすら見てた。たぶん無意識に

脳が精神を傷つけまいと行動させたんだと思って驚いた。不謹慎なんてどーでもいい

から日常の幸せをツイートしていいと思うよ。
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2016年4月17日0:18
 
 
Nob @Nob_hsj · 53 分53 分前 
RT
最近、車内急病人による電車の遅延が多い。今、東武鉄道伊勢崎線、上り、鐘ヶ淵駅、車内急病

人対応完了。10分以上の遅れです。影響で地下鉄半蔵門線、東急田園都市線まで一本遅れた電車
が乗り入れます。車内急病人は10代後半と思われる女性でした

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215784.html
https://pbs.twimg.com/media/CgJ7TCvUsAA_lRV.jpg
http://s.ameblo.jp/happycat-satuki/entry-12150473301.html
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


9:56 - 2016年4月16日
 
 



（４月16日）　もぉ、嗤うっきゃないねぇ…★

http://85358.diarynote.jp/201604162245413173/

雨が降り出したら大きな地震が起らなくなる／天候回復後は地震

も再び活発／Ｍ９クラスに発展する可能性／阿蘇山 噴火してるん
ですけど まじで怖い。。

2016年4月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
関東の人も日頃から地震の備えが必要

中央構造線断層は、今、地震が起ってる九州から関東まで伸びてるし、海溝部で（南

海トラフ巨大地震）が起ると、相模トラフ（関東大震災の震源域）が連動するから、

東京で震度7、横浜や東京で津波が発生する
https://pbs.twimg.com/media/CgIHIx3UkAABijQ.jpg

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 17時間17時間前 
言うまでもないが、テレビでＡＣ広告流れだしたら、東へ。
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https://www.youtube.com/watch?v=fyLAeCnvNSE
Pirates of the Caribbean - At World’s End Soundtrack 

…２４時間で地震１０９回って…
…ｗ（－－；）ｗ…
もぉ、嗤うっきゃないねぇ…★

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4 分4 分前 
鹿児島県：口永良部島

去年、大噴火したけど、昨日から噴煙が、また出てる状態。（左：4月15日）（右：去
年の大噴火の時）

https://pbs.twimg.com/media/CgKvpLMUYAA5waX.jpg

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 6分6分前 
2016年4月14日の地震活動(気象庁発表)
熊本県熊本地方 262回
茨城県北部 44回
奄美大島北西沖 39回
宮城県沖 29回
福島県沖 27回
秋田県内陸北部 26回
茨城県沖 22回
以下省略　計815回
http://j.mp/1oo8wnC

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23分23分前 
AFPの報道画像。
https://pbs.twimg.com/media/CgKrfTaUEAEXgeQ.jpg
こういう熊本地震のローカルな悲惨な画像を日本のテレビでは報道してないけど、海

外のメディアは世界中に配信してる。

枢斬暗屯子@例大祭G13b @suuzanantonko · 35分35分前 
川内原発止めろとうるさい連中は、南阿蘇町の黒川第一水力発電所が全損した事故に

ついては何故か無関心。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 35分35分前 

https://pbs.twimg.com/media/CgKvpLMUYAA5waX.jpg
http://j.mp/1oo8wnC
https://pbs.twimg.com/media/CgKrfTaUEAEXgeQ.jpg


16日21時45分現在
https://pbs.twimg.com/media/CgKpAhNUkAAKxwh.jpg
熊本県と大分県の地震履歴。かなり大分県へ震源が移ってる状態。白い円が阿蘇山。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
Japan Quake Map　http://www.japanquakemap.com/today 
+ −で九州を拡大して、地図の右上 Today と Sticky Dots にチェックを入れてください
。

地震が炸裂する雰囲気がつかめます。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
現地の熊本は雨が降り出したから、大きな地震が起らなくなってるけど、小さい地震

の頻度が、昼ごろよりも高くなってる。雨による崖崩れ、雨を含む事による木造家屋

の倒壊などの「二次被害」は注意した方が良いですね。

それと天候が回復後は、地震活動も再び活発になる可能性が高いので、要警戒です

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
今日の熊本県阿蘇市（出典・Google画像検索：撮影者不明）
https://pbs.twimg.com/media/CgKFP_2VIAEH7Mg.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
現地の人は精神的にも大変だと思う

FBで「ずっと揺れてる感じがする。地震酔いかな？」と言ってる人がいたけど、気の
せいでもなんでもなく（約2〜3分）おきぐらいに地震が起っていて、突然ドカンと震
度５とかの強烈な地震が頻繁に起ってる状態

https://pbs.twimg.com/media/CgJ8ZnDUUAACv31.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
防災君 @saigaikanshi · 5時間5時間前 
@tokaiama まだ、行徳香取、収束です。
今回の熊本の地震、どれくらいの期間続く変わりません。また、連動も何処まで行く

かわからません。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
世界中でトップニュース

地震が多い日本にいると麻痺するけど、マグニチュード7.3クラスの直下型の巨大地
震で、その後も、数分おきに地震が起ってるような今の状態は、かなり異常な状態。

https://pbs.twimg.com/media/CgKpAhNUkAAKxwh.jpg
http://www.japanquakemap.com/today
https://pbs.twimg.com/media/CgKFP_2VIAEH7Mg.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgJ8ZnDUUAACv31.jpg


cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
中央構造線、レイラインに沿った地域では地震に警戒しておいてください。

まだハッキリしませんが、地震の前兆として「高湿度と乾燥」があるような雰囲気

です。

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.4】EASTER ISLAND REGION 10.0km 2016/04/16 16:34:24JST, 2016/04/16
07:34:24UTC
(G)http://j.mp/1TXoWVY (USGS)http://j.mp/1SIx3Az

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 宮崎 九州地方 
【M5.3】KYUSHU, JAPAN 16.2km 2016/04/16 16:02:03JST, 2016/04/16
07:02:03UTC
(G)http://j.mp/1TXmSxq (USGS)http://j.mp/1TXmSxs
地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【最大震度5弱】(気象庁速報)16日16時02分頃発生 震度5弱 熊本県熊本 震度4 熊本県
天草・芦北 震度3 福岡県福岡 福岡県筑豊 福岡県筑後 佐賀県南部 長崎県南西部 長崎県
島原半島 熊本県阿蘇 熊本県球磨 大分県南部 大… http://j.mp/1TXm63u

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � Diego de Almagro, Chile 
【M5.4】ATACAMA, CHILE 72.9km 2016/04/16 15:05:24JST, 2016/04/16
06:05:24UTC
(G)http://j.mp/20K1lcp (USGS)http://j.mp/1TXjjav

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 熊本 山都町 
◆◆緊急地震速報【警報】(第4報)◆◆【M5.4】熊本県熊本地方 深さ10km 2016/04/16
14:27:01発生 最大予測震度5弱
(G)http://j.mp/22AebJE (Y)http://j.mp/1TWp9J2

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
16日15時00分：気象庁発表。
https://pbs.twimg.com/media/CgJLPMVVAAA5GJa.jpg
阿蘇山：連続噴火。「火口上100m　8時30分に発生した噴火が現在も継続」Photo ©気
象庁

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 

http://j.mp/1TXoWVY
http://j.mp/1SIx3Az
http://j.mp/1TXmSxq
http://j.mp/1TXmSxs
http://j.mp/1TXm63u
http://j.mp/20K1lcp
http://j.mp/1TXjjav
http://j.mp/22AebJE
http://j.mp/1TWp9J2
https://pbs.twimg.com/media/CgJLPMVVAAA5GJa.jpg


九州の火山（地震計）

https://pbs.twimg.com/media/CgJAJIRUMAEhOTT.jpg
1時25分（マグニチュード7.3）の地震以降の波形
（熊本県：阿蘇山）（大分県：九重山）（宮崎県側の霧島山）（鹿児島県：桜島）　

これだけ地震で揺さぶられたら、影響あるよね。要警戒です。©気象庁火山観測網

宇宙天気ニュース @swnews · 9時間9時間前 
[記事] C4.1の小規模フレアが発生しました。太陽風はやや低速で、磁気圏は穏やか
です。 http://swnews.jp #swnews

amaちゃんださんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro · 10時間10時間前 
熊本地震：熊本、阿蘇、大分…３つ別々の地震が同時に発生
http://mainichi.jp/articles/20160416/k00/00e/040/230000c …　気象庁はこれらの余震域
が離れていることから、それぞれ別の地震と判断。青木課長は「広域的に続けて地震

が発生したケースは近代観測が始まって以降は思い浮かばない」　なにもあてになら

ん

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
16日01時25分：M7.3の地震から、13時00分 現在までの地震履歴。
https://pbs.twimg.com/media/CgIuLXVVAAMlLwR.jpg
気象庁は「01時25分の地震の規模を（マグニチュード7.3）」に上方修正。深夜から震
源地「阿蘇地方：震源の深さ・極浅い」が多くなってきてる

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 日本 
◆◆緊急地震速報【警報】(第6報)◆◆【M6.1】日向灘 深さ10km 2016/04/16 11:28:44
発生 最大予測震度6弱

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
熊本地震で気象庁の熊本付近の地震計とか、火山噴火の観測機器が、地震と停電でダ

メになってきてる観測点があり、データが取れない機器があるみたい。かなりまずい

状態。

amaちゃんださんがリツイート 
小川慎一/Shinichi Ogawa @ogawashinichi · 11時間11時間前 
熊本地震：気象庁課長　観測史上、例がない事象を示唆　「熊本、阿蘇、大分へと北

東方面に拡大していく地震現象に」 - 毎日新聞

https://pbs.twimg.com/media/CgJAJIRUMAEhOTT.jpg
http://swnews.jp/
http://mainichi.jp/articles/20160416/k00/00e/040/230000c
https://pbs.twimg.com/media/CgIuLXVVAAMlLwR.jpg


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
テレビの速報で「日向灘で緊急地震速報です！」と、あわててたので「とうとう、日

向灘か？」と思ったら、機器の誤検知かな。気象庁も、かなり混乱してる

でも「日向灘」で起こり始めたら、南海トラフ巨大地震のトリガー　本気で備えた方

が良い。

amaちゃんだ @tokaiama · 12時間12時間前 
これは、日向灘周辺の住民は津波からの逃亡を考えるべき

日向灘は中央構造線と南海トラフの接点であり、どちらにも向かう可能性がある

となれば南海地震も警戒する必要があり、高知が危険に晒される

マグニチュード９クラスの地震に発展する可能性もある

amaちゃんだ @tokaiama · 12時間12時間前 
次は伊方町直撃！

津波で八幡浜や九州東岸・山口沿岸が襲われる可能性が強まった

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
USGS（アメリカ地質調査所）が発表した今日の地震規模
大分方面に震源が移動しているのでしょう。

https://pbs.twimg.com/media/CgIlS6AVAAAwEEI.png

amaちゃんだ @tokaiama · 12時間12時間前 
とうとう日向灘に達した！

amaちゃんださんがリツイート 
緊急地震速報bot（α） @zishin3255_2 · 12時間12時間前 � 日本 
■■緊急地震速報(最終報)■■ 日向灘で地震 最大震度 6弱(推定) [詳細] 2016/04/16
11:28:44発生 M6.1 深さ10km #緊急地震速報

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 宮崎 九州地方 
【M5.4】KYUSHU, JAPAN 10.0km 2016/04/16 09:48:32JST, 2016/04/16
00:48:32UTC
(G)http://j.mp/1NtwPfe (USGS)http://j.mp/22AXQo0

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 熊本 菊陽町 
【M5.3】熊本県北西部 深さ15.3km 2016/04/16 09:48:32

https://pbs.twimg.com/media/CgIlS6AVAAAwEEI.png
http://j.mp/1NtwPfe
http://j.mp/22AXQo0
http://j.mp/1SHXSVB
http://j.mp/22AWBVK
http://j.mp/22AWDwQ


(G)http://j.mp/1SHXSVB (Y)http://j.mp/22AWBVK (アニメ)http://j.mp/22AWDwQ
地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 熊本 合志市 
【最大震度6弱】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さ約10km M5.4 16日09時48分頃発生 
(G)http://j.mp/1JZj1um (気象庁)http://j.mp/1NtvXqU
tenki.jp地震情報さんからのTwitterアラート 
tenki.jp地震情報 @tenkijp_jishin · 13時間13時間前 
16日9時48分頃、熊本県で最大震度6弱を観測する地震がありました。震源地は熊本県
熊本地方、M5.4。この地震による津波の心配はありません。
http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20160416094838.html … #jishin #alert

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
阿蘇山

気象庁「8時30分：噴火」　気象庁の阿蘇山のカメラが地震で停電みたい。
https://pbs.twimg.com/media/CgH6mYJVAAAavbi.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
兵頭慎一朗 @shi1023_ · 14時間14時間前 
現在こんなになってます。

https://pbs.twimg.com/media/CgH83-3VIAEvWAm.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgH83--UkAALzrr.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
清水みちる @Naommin · 14時間14時間前 
阿蘇山：中岳第１火口で噴火　噴煙１６００メートル - 毎日新聞

amaちゃんださんがリツイート 
藤田　康介 @mdfujita · 15時間15時間前 
天井が崩落したようです。ＲＴ　熊本空港、運航不能＝天井崩落でターミナル閉鎖：

時事ドットコム http://www.jiji.com/jc/article?k=2016041600068&g=soc … @jijicomさん
から

amaちゃんだ @tokaiama · 16時間16時間前 
次の震源地？ 豊後水道　佐多岬北西海域
もし、これが当たるなら大津波で佐多岬崩壊、松山市も避難対象に

https://pbs.twimg.com/media/CgHiwc4UIAAgFwy.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 16時間16時間前 

http://j.mp/1JZj1um
http://j.mp/1NtvXqU
http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20160416094838.html
https://pbs.twimg.com/media/CgH6mYJVAAAavbi.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgH83-3VIAEvWAm.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgH83--UkAALzrr.jpg
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016041600068&g=soc
https://pbs.twimg.com/media/CgHiwc4UIAAgFwy.jpg


佐多岬を超えて松山市付近も避難を覚悟した方がいい

場合によっては池田市や淡路にまで

amaちゃんださんがリツイート 
同田貫@7月16・17日ゲストコン主催 @Zephel_nico2 · 17時間17時間前 
阿蘇市狩尾です。

1.5mくらい、ズレてます。
https://pbs.twimg.com/media/CgHTLgkUYAEWCNS.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgHTLgoUkAEUBR6.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 17時間17時間前 
阿蘇大橋崩落　２

https://t.co/9WsXuaYJrL

amaちゃんだ @tokaiama · 17時間17時間前 
阿蘇大橋崩落

https://www.youtube.com/watch?v=wYbb2yi7u68 …
これは岩手内陸地震4000ガルなみの崩壊だ
https://t.co/uzCGQkvTgT

amaちゃんだ @tokaiama · 17時間17時間前 
この地震が起きてから熊本地震が起きた

１４日２０時５８分頃東京都２３区Ｍ３．６震度２

いずれも中央構造線の活動を示す

その前に阪神や福岡、宮城など古い震源が一様に活動していた

amaちゃんださんがリツイート 
現代ビジネス @gendai_biz · 17時間17時間前 
「熊本地震は南海トラフ地震の前兆」専門家が緊急警告

https://t.co/UabgE4pssh

amaちゃんださんがリツイート 
マステメインの雑貨店 1012 @aso_1012 · 17時間17時間前 
阿蘇山 噴火してるんですけど まじで怖い
https://pbs.twimg.com/media/CgHOFuNUYAEwN5L.jpg

amaちゃんださんがリツイート 

https://pbs.twimg.com/media/CgHTLgkUYAEWCNS.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgHTLgoUkAEUBR6.jpg
https://t.co/9WsXuaYJrL
https://www.youtube.com/watch?v=wYbb2yi7u68
https://t.co/uzCGQkvTgT
https://t.co/UabgE4pssh
https://pbs.twimg.com/media/CgHOFuNUYAEwN5L.jpg


CAVU @cavu311 · 17時間17時間前 
気象庁からも、断層に沿って震源が大分方面へも広がる傾向であることへの注意喚起

が→ 「地震活動が北東側に広がり」気象庁が警戒呼びかけ（TBS系（JNN）） -
Yahoo!ニュース

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
新強震モニター

http://www.kmoni.bosai.go.jp/new/ 
次から次に地震が発生しています。

cmk2wlさんがリツイート 
零 @reisiki00 · 19時間19時間前 
零さんがcmk2wlをリツイートしました
5時5分に決壊が確認されたそうです
https://twitter.com/cmk2wl/status/721059175782985728

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
このダムが決壊したら、西原村役場方面が危ない。

https://pbs.twimg.com/media/CgG5nAgUAAA0L2B.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
平成28年04月16日03時58分 気象庁発表
立て続けに震度 6強の地震が2回あったということ。
今回の地震は桁が違う。

https://pbs.twimg.com/media/CgGwlztUEAAa10P.jpg

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 22時間22時間前 
〔津波注意報発表〕熊本県阿蘇、熊本県熊本で震度6強　
https://t.co/D8KWfySgRz

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
気象庁によると１６日午前１時２５分ごろ、熊本県熊本地方で震度６強を観測する地

震があった。震源は熊本県熊本地方で、震源の深さは約１０キロ。地震の規模を示す

マグニチュード（Ｍ）は７・１

震度６強＝熊本県熊本▽震度６弱＝熊本県阿蘇、熊本県天草・芦北、大分県中部

http://www.kmoni.bosai.go.jp/new/
https://twitter.com/cmk2wl/status/721059175782985728
https://pbs.twimg.com/media/CgG5nAgUAAA0L2B.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgGwlztUEAAa10P.jpg
https://t.co/D8KWfySgRz


cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
【注意】

有明海と八代海に津波注意報が出ています。
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２４時間で地震が１２０回！
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（４月16日）　昼にもらった配給一家族に紙コップ一杯の水だけです。さすがに笑い
ました。

http://85358.diarynote.jp/201604170011045513/

いますぐ逃げたほうがいい／以下の物品大至急欲しい！⇒食

料(米、非常食)／ガス調理器／手術用消耗品(ガーゼ、糸)／滅菌
済み手術機器／透析患者多数も余震で水タンク破損の可能性あり

で今後の水が不安。

2016年4月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

ピッタン珈琲 @pittancoffee · 3時間3時間前 
実家に避難する方々、堂々としてほしい。誰も熊本を捨てたなんて思わないから。実

家に戻ること、それがどれだけの安心感と愛を親御さんに与えているのか。

実家に避難することで、1人分の水が、食料が他の人にまわります。これは大きな協力
です。

罪の意識を背負わず、できる支援を考えてください。

坂口恭平 @zhtsss · 5時間5時間前 
避難所に入った瞬間すぐ鬱になった。12時間しか滞在できなかった。生理的な反応を
見て行動するしかない。昨日はアオの生理的な反応。今日は僕の生理的な反応。タ

クシーにはぎりぎり博多まで行けるだけのガスが入っていた。他の人のためにもう一

台注文したらガスがないと断られた。生理的即断そこ人生

風猫 @wildlinx_ · 6時間6時間前 
【避難先で食物アレルギーにお困りの方】

・辻安全食品株式会社

https://m.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1079192208817825&id=157910090946046 …
#熊本県の地震情報を配信しています
https://pbs.twimg.com/media/CgKEXqzVIAE--cU.jpg

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 8時間8時間前 
【土砂災害の前兆は？】

http://85358.diarynote.jp/201604170011045513/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1079192208817825&id=157910090946046
https://pbs.twimg.com/media/CgKEXqzVIAE--cU.jpg


地震で地盤が弱くなって土砂災害の発生のおそれが高まっています。

・斜面から大きな石が転がってきたり

・大きなひび割れが見えたり

・急に水が噴き出してくるときは、土砂災害の前兆です。

早めに避難してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 20 分20 分前 
【熊本市 西区の２０１２世帯に避難勧告】
熊本市は、地震で地盤が緩んでいるなか、今後雨が強まって土砂災害などが起きるお

それがあるとして、午後10時15分に、西区島崎4丁目と5丁目、それに7丁目の、合わせ
て2012世帯4429人に避難勧告を出しました。

cmk2wl @cmk2wl · 30 分30 分前 
8. 地震に対する警戒を。
風呂、バケツ、ペットボトルには水を。

食料の備蓄にガスコンロ等の用意。ガソリンを満タンに。

特務機関NERV @UN_NERV · 50分50分前 
【愛媛県 警報情報 2016年04月16日 22:57】
東予、南予では、１７日明け方まで暴風や高波に警戒してください。東予東部では、

やまじ風のおそれがあります。

［東予東部］暴風・波浪

［南予北部］暴風・波浪

［南予南部］暴風・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 52分52分前 
【熊本・御船町 全域７１３３世帯に避難勧告】
熊本県御船町は、大雨警報が出されたことを受けて、土砂災害の危険性が高まってい

るとして、午後10時に町内全域の7133世帯、1万7681人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/2jw1ya

るな @rose888runa · 1時間1時間前 
23時16分 九州の線量が上がってます。
雨風が強くなっているからだと思いますが 雨には濡れないようにしてください。 

http://nerv.link/2jw1ya


金子勝 @masaru_kaneko · 1 時間1 時間前 
友人から、大牟田に命からがら避難した熊本大学の研究者のメールが回ってきた。避

難所も空きがなく昨日は野宿。研究棟は水道管が壊れ、全館水びたし、ヒビだらけで

防火扉が閉じたまま開かない階もあり、閉じ込められたら大変だったと。TV報道も真
実に届いていないかもしれない。支援が必要です。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【熊本・宇土市 全域１万４０００世帯に避難勧告】
熊本県宇土市は、これまでの地震で地盤が緩んでいるうえ、大雨警報が出されたこと

から、土砂災害が起きるおそれがあるとして、16日夜、市内全域のおよそ1万4000世帯
、およそ3万8000人に避難勧告を出しました。

坂口恭平 @zhtsss · 2時間2時間前 
まわりの知らない人からはまた坂口恭平が逃げたと笑われてますが、家族六人からは

、避難所で余震を我慢し続けるのは一泊二日でも無理だったので、生理的即断ありが

とう！って言われました。大事なのはそういうこと。逃げるのが怖い人が死んでしま

うのは兵法のセオリー。危うきに寄らず。孔子、孫子

六丁目 @rokuchome · 2時間2時間前 
熊本 慈恵病院の入院患者84名、近隣からの避難者の食料、水、そして赤ちゃんのミル
クが不足しています。支援、拡散お願いします。#拡散 #支援要請 
熊本県熊本市西区島崎6-1-27 
096-355-6131
院長先生から https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=942428032531708&id=100002935604830 …

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【１４日からの一連の地震 熊本で４１人死亡】
警察庁によりますと、14日から続く一連の地震で、熊本県内ではこれまでに亡くなっ
た人は41人となりました。
http://nerv.link/qBwmBu

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【熊本県 警報情報 2016年04月16日 21:32】
次の地域に警報が発表されています。

［熊本市］大雨

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=942428032531708&id=100002935604830
http://nerv.link/qBwmBu


［山鹿菊池］大雨

［荒尾玉名］大雨

［上益城］大雨

［宇城八代］大雨

［阿蘇地方］大雨・暴風

［天草地方］大雨・暴風

［芦北地方］大雨

［球磨地方］大雨

大関れいかさんへの返信 
あやちゃん @nishibaru0206 · 3時間3時間前 
@xtxx_mhz 
力合地区にある「白川」しらかわ が決壊して氾濫すると思われるので、力合地区に避
難してるひとはとりあえず川から離れてください‼�
拡散してほしいです。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【大分県 警報情報 2016年04月16日 20:31】
中部、北部、南部では、１７日未明から１７日明け方まで暴風に警戒してください。

中部、北部では、１７日未明から１７日明け方まで高波に警戒してください。

［中部］暴風・波浪

［北部］暴風・波浪

［佐伯市］暴風

闘魚【特】 @rumblefish_ruby · 3時間3時間前 
東日本の時、俺が巡回してた避難所に大豆と小麦のアレルギーの子がいてね、支給さ

れるパンや味噌焼きおにぎりが食べれなくて、最初のうち食べるものが殆ど無かった

子がいたんだよ。

アレルギーの把握大事。それと、アレルギーでただでさえストレスなのに、それを「

ワガママ」と一蹴するのは言語道断。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【熊本・阿蘇市 避難勧告の地区さらに拡大】
熊本県阿蘇市は、地震で地盤が緩み、17日にかけて予想される雨で土砂災害が起きる
おそれがあるとして、午後7時15分に、新たに山沿いの地区にも避難勧告を出し、阿蘇
市内で避難勧告が出されているのは合わせて2452世帯6597人となりました。



amaちゃんださんがリツイート 
まさ @masa_885 · 4時間4時間前 
「のみ水ください」のメッセージ（時事通信） - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160416-00000081-jijp-soci.view-000 …
#Yahooニュース
https://t.co/9bpaaDP96j

星原コーイチ @Albert_kokinji · 4時間4時間前 
被曝回避で熊本に避難移住した人にとって、好意で送られてくるとしても、放射能汚

染地域産の支援物資（食品）には抵抗があって当然だろうな。周りの人がそれを有

難がっているのを見るのも辛いだろうし…
日本の政府や地方自治体は、本当に残酷な事を続けてるよ。

都の昼行灯 @ototo_hiruandon · 5時間5時間前 
熊本市南区奥古閑町2035
天明コミュニティーセンター

小さな役場に300人ほど避難しています。食料、飲水が底をつきます！避難者の大半が
体が不自由なお年寄りの方です。毛布やマット、よければ大人用オムツも届けてほし

いです！

#支援物資 
#拡散希望

りょりょりょりょりょー @rkmksy · 5時間5時間前 
お願いです

できれば回してください

東野中学校に大勢の老人や幼い子が避難しています。

なのに配給が全然ありません。

自分も配給もらったんですが

昼にもらった配給一家族に紙コップ一杯の水だけです。

さすがに笑いました。

ＮＨＫ生活・防災� 認証済みアカウント � @nhk_seikatsu · 6時間6時間前 
【熊本県内の避難者 ９万８０００人余に】
ＮＨＫが熊本県内各地の自治体に取材したところ、午後５時現在、少なくとも３９の

市町村で９万８０００人余り避難所などに避難しています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160416/k10010483991000.html …

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160416-00000081-jijp-soci.view-000
https://t.co/9bpaaDP96j
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160416/k10010483991000.html


高那 真莉子 @angelwing0615 · 6時間6時間前 
ほんとにこんな経験ゎ

もうしたくない。

とにかく私ゎ無事で弟と

今から沖縄に飛びます。

熊本にいろんな人残しての避難ゎ

申し訳ない。気持ちでいっぱいです。

しもかな！会えて良かった！

まぢで泣きそうになった。

気をつけれよー 

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【熊本・八代市 崖の周辺など１万９００世帯余に避難勧告】
熊本県八代市は、地震と大雨で土砂災害などのおそれがあるとして、午後5時に崖の周
辺の地域や川の流域の1万905世帯2万5433人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/WvGaf3

みっちゑる @KinKingofmichel · 7時間7時間前 
被災者が「難民」のように、外に出されている映像がTVで流れると、アベノ殺人政権
の選挙にマイナスだからと「外にいる被災者を全員、はやく屋内に入れろ！」

…福一で東電幹部が、遠く本店から「おい吉田、早くやれ」とベントさせた時を思い
出す 

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 8時間8時間前 
防衛省は、南阿蘇村など特に被害が大きい地域の住民のうち、屋内の避難場所を確保

できない人たちについて、本人の同意があれば、陸上自衛隊の車両で屋内の避難場所

がある別の地域まで輸送することも検討しています。 

amaちゃんださんがリツイート 
ちゅるる @c_rr5226 · 9時間9時間前 
熊本市南区役所の避難所の人みんな餓えてる(T ^ T)
水の供給も食料の供給もないし高齢者も子供も多いし。。

ニュースでは取り上げてくれない富合町です。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9 時間9 時間前 
名無し：2016/04/16(土) 15:43 ID:XXXXXXXX
福島県相馬市が熊本に大量の物資を送りつける

http://nerv.link/WvGaf3


#ペットボトル入りの水を送る
　http://www.city.soma.fukushima.jp/topics_contents.asp?kijino=9311570 …

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【熊本・宇城市 川の流域約９５００世帯に避難勧告】
熊本県宇城市は、地震のため市内を流れる複数の川で堤防の地盤が緩んでいて、今後

の雨で決壊するおそれがあるとして、川の流域のおよそ9500世帯2万4500人に避難勧
告を出しました。

http://nerv.link/0RkZaf

河﨑健一郎 @kappamark · 10時間10時間前 
あのとき原発事故が起こらず、全力で津波被災者を助けることに注力できていたら、

おそらく助けられた命は沢山あった。原発事故による強制避難が告げられる中、断腸

の思いで捜索を中断し、行方不明者を置き去りに移動した人たちもいた。

amaちゃんださんがリツイート 
伊藤隼也 @itoshunya · 11時間11時間前 
拡散！熊本済生会病院からSOS ！以下の物品大至急欲しい！食料(米、非常食)ガス調
理器(発生器)手術用消耗品(ガーゼ、糸)滅菌済み手術機器(オートクレーブ使用不可の
ため) また、透析患者多数も余震で水タンク破損の可能性ありで今後の水が不安。東日
本大震災同様で国の情報収集問題あり！

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
米軍は、もう災害救助に協力してくれないんだろうね。

福島原発で裏切られてるんだから当然か。

neko-aii @neko_aii · 2 時間2 時間前 
2015年01月11日
首都直下巨大地震の確率急上昇!これは絶対に来る!
いますぐ逃げたほうがいい

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41697 …
東京・新宿の東京都庁の周辺で

今後、震度6弱以上の大地震が起こる確率20%上昇

http://www.city.soma.fukushima.jp/topics_contents.asp?kijino=9311570
http://nerv.link/0RkZaf
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41697


そんな驚くべき発表を政府の地震調査委員会が行った

https://t.co/AgZwReyxpO

 

https://t.co/AgZwReyxpO


（４月17日）　「集めて埋めて忘れる」のは、たんなる栗鼠の「習性」ですしね…☆

http://85358.diarynote.jp/201604170806129528/

ノーサンキューと言えない状況。

2016年4月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

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

おはようございます。０７：５０。

札幌は雨。気温は何度だっけ？（＾＾；）

寝不足ぎみ（だめじゃん！）な朝です…★

たくさんのご来場ありがとうございます。

（＾＾；）

アクセス解析

あなたの日記にアクセスされた数の日別の推移を表示しています。

これまでのカウンター増加数の推移

2016-04-16 (土) 446 
2016-04-15 (金) 207 
2016-04-14 (木) 277 
2016-04-13 (水) 163 
2016-04-12 (火) 136 
2016-04-11 (月) 139 
2016-04-10 (日) 157 
2016-04-09 (土) 141 
2016-04-08 (金) 153 
2016-04-07 (木) 130 
2016-04-06 (水) 125 
016-04-05 (火) 152 
2016-04-04 (月) 131 
2016-04-03 (日) 120 
2016-04-02 (土) 118 
2016-04-01 (金) 153

http://85358.diarynote.jp/201604170806129528/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A


時々めんどくさくなって「もうやめようかな」と思うのですが、

災害時になるとある程度のニーズがあるようなので情報コピペ編集を続けます…
…（＾＾；）…☆

まぁ、「集めて埋めて忘れる」のは、たんなる栗鼠の「習性」ですしね…☆

京丸奇談 @doederleini · 45分45分前 
貴重な大地に、高汚染地からの物資がたくさん送りつけられるのだろう。物流が止ま

っても、お上肝いりの特別な手段を使ってでも、最優先で届けられるだろう。ノーサ

ンキューと言えない状況で。5年前の恩返しと言えば美談に見えるし、放射能、被曝拡
散平均化政策が推進できる。笑いがとまらないだろ。

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
野宿者のテントを強制撤去〜新国立競技場建設

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2044

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2044


（４月17日）

http://85358.diarynote.jp/201604170806419789/

いま危ないのは相模湾、伊東の南の川奈港付近。国府津沖の相模

トラフを震源とする地震／東京・新宿の東京都庁の周辺で震度６

弱以上の大地震／が起きます。

2016年4月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

 
https://www.youtube.com/watch?
v=3LVUbTHLDTg&ebc=ANyPxKpJu5ZNfzpZsn1WXFvYJ6weU8B5E9xHuU482ZQ7VHRbGUrGO_hkH8EjF5QUAuK-
HMvFQ0h-wfeuY5zjZd6jAm0bbty0QA
進撃の巨人「紅蓮の弓矢」MAD 

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【注意】専門家、震源地が東に動いていると警告「多数の活断層が存在」震源地が南

に動く可能性も。

https://t.co/LnHtPrVZj0

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 
【M5.1】NIAS REGION, INDONESIA 10.0km 2016/04/17 06:09:12JST, 2016/04/16
21:09:12UTC
(G)http://j.mp/1YA4YQw (USGS)http://j.mp/1TbFPdk

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【長崎県 警報情報 2016年04月17日 06:00】
北部、壱岐・対馬、五島では、１７日昼前まで暴風に警戒してください。

［平戸・松浦地区］暴風

http://85358.diarynote.jp/201604170806419789/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160417/85358_201604170806419789_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160417/85358_201604170806419789_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160417/85358_201604170806419789_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3LVUbTHLDTg&ebc=ANyPxKpJu5ZNfzpZsn1WXFvYJ6weU8B5E9xHuU482ZQ7VHRbGUrGO_hkH8EjF5QUAuK-HMvFQ0h-wfeuY5zjZd6jAm0bbty0QA
https://t.co/LnHtPrVZj0
http://j.mp/1YA4YQw
http://j.mp/1TbFPdk


［壱岐］暴風

［上対馬］暴風

［下対馬］暴風

［上五島］暴風

［下五島］暴風

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【沖縄本島地方 竜巻注意情報】
沖縄本島地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積

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

ださい。

この情報は17日07:10まで有効です。

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 厚真町 
【最大震度1】(気象庁発表) 胆振地方中東部 深さ約110km M3.5 17日05時28分頃発生 
(G)http://j.mp/267FEaa (気象庁)http://j.mp/1MA2wZz

宇宙天気ニュース @swnews · 3時間3時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C5.8 の小規模フレアとなり、X線強度は、4月17日04:58
JST (16日19:58 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
2015年01月11日
首都直下巨大地震の確率急上昇!これは絶対に来る!
いますぐ逃げたほうがいい

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41697 …
東京・新宿の東京都庁の周辺で

今後、震度6弱以上の大地震が起こる確率20%上昇
そんな驚くべき発表を政府の地震調査委員会が行った

https://t.co/AgZwReyxpO

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
＝宮城県沖のプレート境界型巨大地震を予知していた塩坂氏が語る＝

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f0a7a5161b69256cd2e959c934db0c85 …
いま危ないのは相模湾、伊東の南の川奈港付近

前兆が現れたら5年以内に起きる
その１年ぐらい前に

国府津沖の相模トラフを震源とする地震が起きます

https://t.co/svvexnY2kG

片岡龍峰「オーロラ！」発売中 @ryuhokataoka · 15時間15時間前 
夕日に黒点 

http://j.mp/267FEaa
http://j.mp/1MA2wZz
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41697
https://t.co/AgZwReyxpO
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f0a7a5161b69256cd2e959c934db0c85
https://t.co/svvexnY2kG
https://pbs.twimg.com/media/CgJjH3fUMAAPFcT.jpg


https://pbs.twimg.com/media/CgJjH3fUMAAPFcT.jpg

 



（４月17日）　…狂ってる…。

http://85358.diarynote.jp/201604170808328993/

【@TOHRU_HIRANOは非公開です。】／川内原発の線量上がっ
てます／九州まずい。全体的に放射能アラート状態。

2016年4月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

…【定番】ですね…（－－＃）…★

安心安全プロジェクト @a_a_project · 39 分39 分前 
これが原発であったらと思うとぞっとする。

日本に原発は、リスクが有りすぎるし、必要もない。

崩落した黒川第1発電所（時事通信） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20160416-00000096-jijp-soci.view-000 … #Yahooニュース
https://t.co/bmoLme1O1E

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【緊急】「経済産業大臣: 川内原発を止めてください」という署名活動が始まりました
。

https://t.co/W5J2Oqb0em

http://85358.diarynote.jp/201604170808328993/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160417/85358_201604170808328993_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160417/85358_201604170808328993_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160417/85358_201604170808328993_3.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160416-00000096-jijp-soci.view-000
https://t.co/bmoLme1O1E
https://t.co/W5J2Oqb0em


https://www.youtube.com/watch?v=fvsk0G7Pba4
【作業用】進撃の巨人 『自由の翼』 30分 Shingeki no Kyojin 『jiyuu no tsubasa』 30min 

札幌の雨は、まだ今のところ「低線量」。…？
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

01:00 0.039 0.038 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 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00

しかしこれで油断しちゃいけません。

（－－；）

空気はすごい異臭がしてますし、

水道水は思いっきり金属味で、

（－－；）

そろそろ洗髪に使うのも嫌。というレベルに…
（〜〜；）…★

玉井克哉（Katsuya TAMAI） @tamai1961 · 27分27分前 
現に発電所が一つ壊滅してるわけだし、送電系統が途切れたところもあるわけだから

、電力はたっぷりある、送電さえ回復すれば停電はないという「安心感」のためにも

、稼働中の原子力発電所を動かし続けるのは必須だと思いますね。

sis_sis @sis_sis · 1時間1時間前 
何度も言うけど、「原子炉を止める＝制御棒で核分裂をコントロールしている」であ

って、冷却電源が喪失したり、制御棒が破損するようなことがあれば、炉が暴走する

。

なので反原発の「止めろ」にはまったく意味がない。それをわかっていて「止めろ」

と言っているのか、知っていてすっとぼけなのか。

…狂ってる…。

https://www.youtube.com/watch?v=fvsk0G7Pba4
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


naﾅmi 意識遠い系 ♡HSsM♡ @nanachin1974 · 10 分10 分前 
��「今日の放射能拡散予測（4/16〜4/18)スイス気象局」
http://news365news.seesaa.net/article/436750741.html …
福島第一原発由来の放射性物質（粒子）は、

今日4/17（日曜）から明日4/18（月曜）の夜にかけては、福島から、東北、北海道へ飛
散し、更には、関東東部へも飛散しそうです

夏目久生 Sakuraphon 78@rpmnet · 18分18分前 
夏目久生 Sakuraphonさんがマッツをリツイートしました
今度は九州産食材まで放射能汚染させたいのか、安倍クーデター自民党は。

https://twitter.com/VirginBlade_aki/status/721338287940509696

ホワイトフード @whitefood1 · 42 分42 分前 
4月17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/CgMwI23UIAAU0Hc.jpg

ECD @ecdecdecd · 2時間2時間前 
3.11以降思い知らされたよ。日本はこういうふうに原爆2つも落とされるまで戦争やめ
られなかったんだって。

「原発、現状において停止する理由ない」　菅官房長官：朝日新聞デジタル 

amaちゃんださんがリツイート 
サトコ @satokokuni · 2 時間2 時間前 
@neko_aii @tokaiama
https://pbs.twimg.com/media/CgMVzcPUIAEWT8T.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
サトコ @satokokuni · 2時間2時間前 
@tokaiama
https://pbs.twimg.com/media/CgMWVtpVAAELeD2.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【九州新幹線 運転見合わせ 2016年4月17日 6:04】
熊本地震の影響で、終日、運転を見合わせています。

http://news365news.seesaa.net/article/436750741.html
https://twitter.com/VirginBlade_aki/status/721338287940509696
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CgMwI23UIAAU0Hc.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgMVzcPUIAEWT8T.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgMWVtpVAAELeD2.jpg


amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
発症率は通常の１４６倍以上！ 福島で多発する甲状腺がんと原発事故の“不都合な”因果
関係（週プレNEWS）
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/491.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
「こんな地震多発期に、運任せで原発再稼働するなんて狂気の沙汰だと思います：金

子勝氏」　

http://sun.ap.teacup.com/souun/19831.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
ねえねえ原子力規制委員会て熊本地震の影響を何で強い揺れでなく、余震に弱いのだ

け公表するの？

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/495.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
菅直人：福島事故で6千万人以上の日本人が被曝した・小出裕章：13万km2が高度汚染
・国土70％以上が汚染(ENENews
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/493.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
「避難計画自体が根底から破綻したわけだ。ならば、再稼働そのものも白紙に戻すの

が当然だろう：鈴木　耕氏」　

http://sun.ap.teacup.com/souun/19839.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
東京新聞がスクープ報道　——　地震２時間半後に「炉心、１時間後に露出」　東電

、予測を国・県に報告せず　/　「原子力災害対策特別措置法」の通報義務に違反！　
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-dccf.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
千葉県柏市　こども甲状腺検査結果　「Ａ２〔結節（5.0ミリメートル以下）/のう
胞（20.0ミリメートル以下）〕〜Ｃ〔要２次検査〕」判定　５２２人中、なんと３３３
人

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/5020051201fukus.html#more …

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/491.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/19831.html#readmore
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/495.html
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/493.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/19839.html#readmore
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-dccf.html#more
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/5020051201fukus.html#more


magicalpowermako @magicalmako · 3時間3時間前 
川内原発がベントしていることは確実です

周辺の線量上がっています

あらがす @sagara_tatsuya · 3時間3時間前 
線量上がってるらしいから将来子供欲しい人は雨は当たらんほうが良い

magicalpowermako @magicalmako · 3時間3時間前 
magicalpowermakoさんがホワイトフードをリツイートしました
やはり来ました九州線量が上がっています　要注意です

原発壊れているかも

https://twitter.com/whitefood1/status/721398139958091778

盛田隆二 �Morita Ryuji @product1954 · 3時間3時間前 
盛田隆二 �Morita Ryujiさんがinfos140をリツイートしました
NYT「日本で唯一稼働中の川内原発。現時点で事故は起きていない」
CNN「救いだったのは、震源が海底ではなく津波が発生しなかったこと」
引用RTは、阿蘇山と原発の位置関係を伝える仏紙。海外メディアは「地震と原発」に
高い関心を示している

https://twitter.com/infos140/status/721221161909161984

エリック ・C @x__ok · 3時間3時間前 
原発はすぐに止められないなどという嘘も信じされてきたけれども、大津地裁で高浜

原発の運転差し止め判決が出たときには翌日に原発は止められていた。すべてが嘘だ

らけ。川内原発すぐに止めろ。　05:00

9.19を忘れない@自由盗聴法絶対阻止 @remember919 · 6時間6時間前 
現職官僚である若杉冽氏が書いた『東京ブラックアウト』には原発に対する官僚の本

音が書かれている。

「国土の半分が使用不可になった段階で、世界中の放射性廃棄物の最終処分処理場と

して、国土半分の汚染地域を使用して海外から国家収入を得るというシミュレーショ

ンを、官僚はすでに立てています」

園田みつよし @asobinokuni · 7時間7時間前 
1:37の線量0.09です。
地震も落ち着いて来てそうな雰囲気もあるし、明日は物資の足りて無い避難所に物資

https://twitter.com/whitefood1/status/721398139958091778
https://twitter.com/infos140/status/721221161909161984


を届ける為にトラック出しやす。とりあえず朝から様子見ながら動きます、おやすみ

なさい熊本

とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 9時間9時間前 
九州まずい。全体的に放射能アラート状態。これは大本営発のモニターと関係なく、

ボランティアが測定、それをアップするのが米国サーバーのデータ。各自、線量測

定を！ 
https://pbs.twimg.com/media/CgK9bb4UEAEVsrW.jpg

中林　香 @kaokou11 · 10時間10時間前 
これだけ頻繁に大きな地震が起きているのだから、川内原発は一度止めて、構造体全

体（原子炉だけでなく、配管や配管サポートも含め）と非常用ディーゼル発電機が本

当にきちんと動くのかを再点検すべきと、原発メーカーで開発エンジニアをしていた

夫が言っている。問題が起きてからでは遅すぎるはずだ。

amaちゃんださんがリツイート 
ブリーフみそ２ @brief_miso2 · 12時間12時間前 
殆どの人は知らない＞トリチウムという除去不能な猛毒放射性物質が、水道水に混入

している事 http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e40b6000876f8d34a857d36ef7dbcff2 …
@neko_aiiさんから

https://pbs.twimg.com/media/CgK9bb4UEAEVsrW.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e40b6000876f8d34a857d36ef7dbcff2


（４月17日）

http://85358.diarynote.jp/201604171509218281/

《一曲追加ｗｗｗ》　（本日も）【退職強要】。…(-_-#)…★

2016年4月17日 就職・転職 コメント (4)
　

フィルッ痴の低レベル過ぎ放射性廃棄物クラスな嫌がらせ。

(-_-#)

寝不足なのにがんばって定時で出勤したら、

またもや座席表に私の椅子が無い。(-_-#)

「座る場所ないから帰れ。」が

やりたいんだろぉが…

(ノ-o-)ノ　┫

すでに転職活動している？新人さんが欠勤。(^。^;)

謝りもせず、

「空いてるから座っていいですよッ！」とか、そっぽ向いて吐き捨てやがった…

…(-_-#)…

そのあとも、提出書類をわざと私の分だけ無視して

（わざわざ差し出してるのにそっぽ向いて受け取らずに）通過するなどなど…

(ノ-o-)ノ　┫

イイトシした社会人のやらかすことじゃねぇ…(-"-;)…

http://85358.diarynote.jp/201604171509218281/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201604171509218281/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160417/85358_201604171509218281_1.jpg


まわりが見てることにも気づかない。

…脳、食べクレかな…

┐(’〜`；)┌

https://www.youtube.com/watch?v=zCIvhQd2LRI&feature=youtu.be
オマエらは絶対に間違っている　あべりょう 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月17日15:23
　

しばらくバヌアツがおとなしい

と思ったら

エクアドルでＭ８級。(‾○‾;)
…太平洋、三角貿易なのか…？

(・ω・;)(;・ω・)

金沢で風速３８ｍ。

九州の余震４００回超え…

ヽ（・＿・；）ノ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=zCIvhQd2LRI&feature=youtu.be
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2016年4月17日15:47
　

震源地が熊本阿蘇を通過して、

「大分県中部」に、

進撃の巨大震災…(‾○‾;)！

ヤマトゆ急げ。？

伊方直撃まで、あと一歩…！

。。。(〃_ _)σ‖
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月18日0:49
　

neko-aii @neko_aii · 5時間5時間前 
2012年2月14日

被曝による脳の影響

・計画性の減少。

・複雑な文の回避。

・単純ミスの増加。

・短期記憶力の減退。

・長期記憶の取り出しの失敗。

・甘えと自己主張の増加。

・他人の感覚への共感の減退。

・状況把握の鈍化。

・滑舌がわるくなる。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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


2016年4月18日0:53
　

neko-aii @neko_aii · 5時間5時間前 

"deception99 2012年11月5日
【これから汚染地で確実に増える。

代謝系疾患、小児0青年期に多い1型糖尿病】

症状は『多尿』『口渇』『多飲』『体重減少』

他には、ときにインスリン欠乏が原因による『昏睡』

（糖尿病ケトアシドーシス）←これはほっとくと死にます"
 



（４月17日）　我が家の猫が脱走しました。

http://85358.diarynote.jp/201604172228094045/

飲料水でお困りの方、水前寺公園の地下水が無料開放されてます

！

2016年4月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

junkoさんがリツイート 
クイッキング 熊本·福岡版 @qui_kuma_fuku · 8時間8時間前 
熊本の情報のため拡散希望！

飲料水でお困りの方、水前寺公園の地下水が無料開放されてます！

24時間開いてますし、並ばれてもいませんので必要な方は向かって下さい

(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ

junkoさんがリツイート 
吉田 啓汰 @yoshikei1217 · 8時間8時間前 
拡散希望

黒髪小ですが、物資(特に水)が余ってます！
市の職員の方とも連携して送れるので足りないところがあれば連絡ください！！

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
国境なき医師団日本 @MSFJapan · 9 時間9 時間前 
福岡空港に到着についた #国境なき医師団（MSF）のメンバー。車で熊本県庁に向かい
、情報収集&打合せをします。その内容次第で次の動きを決めます。予定から1人減の
4人、熊本の土地勘があるジンバブエ出身のチクワナ医師がリーダーです。

https://www.youtube.com/watch?v=6Hqlxr_SYOc&ebc=ANyPxKqDj20xnLrSiQT_CX4DU-
03uqSl07gW4lsU03KvVhvAELK8s6ouPDKMNVu2-CNHFXdTPhZ2Ukr9_Yl_OmseLXsXU2JyCw
Try Again (Duet) 

おばんです。２２：００。

札幌はプラス１０℃。ほぼ無風。

荒天予報ですが、雨の止み間に濡れずにさくさく帰宅できました…♪

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年04月17日 16:11】
北海道地方では、１７日夜のはじめ頃から１８日昼前にかけて、南西のち西の風が非

常に強く、海は大しけとなるでしょう。暴風や高波に警戒してください。

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

01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 

http://85358.diarynote.jp/201604172228094045/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160417/85358_201604172228094045_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=6Hqlxr_SYOc&ebc=ANyPxKqDj20xnLrSiQT_CX4DU-03uqSl07gW4lsU03KvVhvAELK8s6ouPDKMNVu2-CNHFXdTPhZ2Ukr9_Yl_OmseLXsXU2JyCw
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


03:00 0.039 0.038 0.039 6 
04:00 0.040 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00 0.043 0.039 0.041 6 
07:00 0.046 0.044 0.045 6 
08:00 0.045 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 0.039 0.039 6 
12:00 0.043 0.039 0.041 6 
13:00 0.045 0.043 0.044 6 
14:00 0.051 0.046 0.049 6 
15:00 0.051 0.046 0.048 6 
16:00 0.045 0.042 0.043 6 
17:00 0.044 0.042 0.043 6 
18:00 0.045 0.044 0.045 6 
19:00 0.045 0.041 0.043 6 
20:00 0.041 0.040 0.040 6 
21:00 0.040 0.039 0.039 6 
22:00

ビミョウ厄日でしたが、大禍はなし。

…（＾＾；）まぁまぁか…☆

も え @mooooooe_1119 · 3時間3時間前 
ニュースでおじいちゃんが

若い子たちが

自分たちも避難してきたのに

僕や子供に先に食料が

行き渡るよーに働いてくれている

ゆとり世代って心にもゆとりがある世代なんですねって

私なにもしてないけど泣きそうになった。

褒められて伸びるゆとり世代頑張るよ！！

天仙 @tensenten · 5時間5時間前 
病院のみんな驚く〜がんセンターの入院患者に温熱療法

を実践し快方に向かう http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=302892&g=132108 ……

よーらい @yoraaai · 7時間7時間前 
ゆーぴー生存確認！！

家の被害額1000万らしい…
有り金全部使ったけど食料買ってきたけど、避難所１食分にもならないって(*_*)
でも、近所の子供達は普通に公園で遊んで、じいさんばあさんはウォーキングし

てる！ 

天仙 @tensenten · 10時間10時間前 
被ばくによる白血病は大量の“ビタミンＣ”を直ちに投与することで大幅に軽減すること
を発見！ http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302704&g=132108 … …

天仙 @tensenten · 15時間15時間前 
空気から飲料水を作り出す自己充填ボトルが年内にも販売予定（オーストリア）

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=312195&g=131108 …

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302892&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302704&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=312195&g=131108


【RT200UP】 日本の先生が黒板に書いた「最後の宿題」が翻訳され海外へ。新たなる
感動を呼ぶ。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215508.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgPip4DUkAEgIRT.jpg

カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
【RT100UP】 ワニにフェンスは通用しない。フェンスによじ登り柵越えする忍者ワニ
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215806.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgPKoS3UIAARMKS.jpg

吉岡 つばさ @pikumin319 · 3時間3時間前 
佐賀から持ってきました！

https://pbs.twimg.com/media/CgP6fE6UkAAQxAe.jpg
水が約400L以上あり、食べ物も半端じゃない量です！
今から近所に配ったりして、

余った分は避難所に持って行こうと思います！

運転頑張ったかいがあった

頑張ろう熊本！

#熊本支援 #がんばるばい熊本

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
カラパイア : 大賞は「新たな生活に望みをかけて」 2016年、世界報道写真コンテスト
入賞作品 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215640.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgOKgZiUIAApih_.jpg

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
片柳弘史 @hiroshisj · 4月14日 
成長とは、能力を伸ばしたり、よい習慣を身に着けたりすることより、むしろ自分の

限界を知って謙遜になってゆくということ。自分の限界に直面して苦しみ、涙を流す

ときにこそ、私たちは成長するです。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=IeralHOu7mw
愛がいそいでる 

ニーチェの名言集 @Nietzsche_LOVE · 7時間7時間前 

『喜び方がまだ足りない』

もっと喜ぼう。少しの良い事でも沢山喜ぼう。喜ぶ事は気持ちがいいし、体の免疫力

も上がる。

恥ずかしがらず、我慢せず、素直になって、子供のように喜ぼう。

喜べば、くだらない事を忘れる事ができる。他人への憎悪も薄くなっていく。

さぁ、この人生、もっと喜ぼう！

https://www.youtube.com/watch?
v=X7A228StXw0&ebc=ANyPxKrTCKCZup1svwgNwKfF5ZOh5RMRLy4XnUFm2ZF6z3HvH_p_9KXUEQirKFJqUJRS5g7QvaZkbdAgtPNysvU_kUOZ6qmuYA
NEW FRONTIER - Fukuyama Fire version 

鳴海@避難中 1923@usauk · 8時間8時間前 
ごめんなさい、我が家の猫が脱走しました。

現在も余震が続くため避難がすぐにできるよう車の中に居たのですが扉を開けた一瞬

の隙に飛び出していってしまいました。

首輪はしておりません。

見掛けたら私にお知らせください。

熊本県宇城市松橋町 
https://pbs.twimg.com/media/CgOyi5TVAAA33Td.jpg

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215508.html
https://pbs.twimg.com/media/CgPip4DUkAEgIRT.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215806.html
https://pbs.twimg.com/media/CgPKoS3UIAARMKS.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgP6fE6UkAAQxAe.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215640.html
https://pbs.twimg.com/media/CgOKgZiUIAApih_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=IeralHOu7mw
https://www.youtube.com/watch?v=X7A228StXw0&ebc=ANyPxKrTCKCZup1svwgNwKfF5ZOh5RMRLy4XnUFm2ZF6z3HvH_p_9KXUEQirKFJqUJRS5g7QvaZkbdAgtPNysvU_kUOZ6qmuYA
https://pbs.twimg.com/media/CgOyi5TVAAA33Td.jpg


も え す け @_moe_001121 · 10時間10時間前 � Kumamoto-shi, Kumamoto 
※拡散希望※

まわってきた！

山鹿にあります。

益城からは少し遠いけど

避難している人は、無料で入れます。

20円でドライヤーもあります。

入れてない人とか、ぜひ！

｢サンパレス 松坂｣
ってところです！！ 
https://pbs.twimg.com/media/CgOVZHcUYAQL7x_.jpg

アヴァンチック NOAH @avanchick_noah · 10時間10時間前 
熊本出身として言葉だけでは終わらせたくなかった。

危ないのは十分承知の上、数年前の関東大震災で避難していた身だったからその時の

経験を活かすには今しかないと思った。

今回熊本のテレビ局と連絡を取りながら動いてます。

震源地は政府が入ってるみたいなので自分たちは市内の復旧に行きます。

https://www.youtube.com/watch?v=6zT-kXnGA-M&ebc=ANyPxKqDj20xnLrSiQT_CX4DU-
03uqSl07gW4lsU03KvVhvAELK8s6ouPDKMNVu2-CNHFXdTPhZ2Ukr9_Yl_OmseLXsXU2JyCw
YouTube - ANGEL VOICE (Duet Ver.) Live

https://pbs.twimg.com/media/CgOVZHcUYAQL7x_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6zT-kXnGA-M&ebc=ANyPxKqDj20xnLrSiQT_CX4DU-03uqSl07gW4lsU03KvVhvAELK8s6ouPDKMNVu2-CNHFXdTPhZ2Ukr9_Yl_OmseLXsXU2JyCw


（４月17日）　「避難者１９万人超。死者４１人。地震回数４００回超、行方不明者
の捜索が急務」。

http://85358.diarynote.jp/201604172230229753/

【M ７.８ 】／M９.３太陽フレア／４８時間以内に磁気嵐が発生
する予測／もう少し休んでてほしいよね。九州は地震で大変なん

だから。

2016年4月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

参照：【Ｍ７８星雲】

https://ja.wikipedia.org/wiki/M78%E6%98%9F%E9%9B%B2

カラパイア @karapaia · 50分50分前 
【RT100UP】 さあ、吸い込まれよう。異世界へのポータルめいた世界のダム穴（一部
恐怖症注意） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215674.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgPmGBxVIAAdKz2.jpg

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
【RT600UP】 幻の巨大サメ、全長5メートルの「メガマウス」が水揚げされる（三
重県） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215841.html …

http://85358.diarynote.jp/201604172230229753/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160417/85358_201604172230229753_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160417/85358_201604172230229753_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160417/85358_201604172230229753_3.jpg
https://ja.wikipedia.org/wiki/M78%E6%98%9F%E9%9B%B2
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215674.html
https://pbs.twimg.com/media/CgPmGBxVIAAdKz2.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215841.html


https://pbs.twimg.com/media/CgOKgu3UEAATLmG.jpg

…お、「大ナマズ」大明神さま…？！
…||||！（＠◆＠；）！||||…

https://www.youtube.com/watch?v=D3ZHPbuteAE&ebc=ANyPxKrUNRFcX2nUGhCL6ZP35pieo-
bpr8RAoPo8f4bhKtjog9RDPIBTGONX3U3wyLB5s9RDhH-9cH4JPj6Te_x2jOQqHHK5Gw
陸上自衛隊演奏のゴジラ 

MX弐伍零Ⅱ型戦略爆撃商店 @thinktank_e_s · 13分13分前 
中央構造線とか断層帯とかじゃなくて環太平洋造山帯規模の活動ですかね。太陽フレ

アの素粒子でマントルが熱せられて？大規模地殻変動？映画みたい。あてくし平民だ

からノアの箱舟には乗せてもらえないな。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19 分19 分前 
断層、阿蘇カルデラに延伸

「17日、政府の地震調査委員会は、M7.3地震の断層は、阿蘇のカルデラの中まで延び
ていたことが新たに分かった。火山監視活動を強化してほしいと注視を呼び掛けた

」http://www.nishinippon.co.jp/nnp/science/article/238922 …

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 19 分19 分前 
4月9日-4月15日の地震活動(気象庁発表)
熊本県熊本地方 867回
茨城県北部 303回
宮城県沖 223回
茨城県沖 197回
福島県沖 167回
奄美大島北西沖 158回
以下省略　計4684回
http://j.mp/1oo8wnC

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【秋田県 警報情報 2016年04月17日 21:41】
次の地域に警報が発表されています。

https://pbs.twimg.com/media/CgOKgu3UEAATLmG.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=D3ZHPbuteAE&ebc=ANyPxKrUNRFcX2nUGhCL6ZP35pieo-bpr8RAoPo8f4bhKtjog9RDPIBTGONX3U3wyLB5s9RDhH-9cH4JPj6Te_x2jOQqHHK5Gw
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/science/article/238922
http://j.mp/1oo8wnC


［秋田中央地域］暴風・波浪・高潮

［能代山本地域］暴風・波浪

［本荘由利地域］暴風・波浪

［北秋鹿角地域］暴風

［仙北平鹿地域］暴風

［湯沢雄勝地域］暴風

門田健一 @KenichiKadota · 3時間3時間前 
今日の日没。山の端に迫る黒点。 
https://pbs.twimg.com/media/CgPUuv6UIAAkOVK.jpg

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 宮崎 九州地方 
◆◆緊急地震速報【警報】(第2報)◆◆【M5.5】熊本県熊本地方 深さ10km 2016/04/17
19:30:29発生 最大予測震度5強
(G)http://j.mp/1VnsG4j (Y)http://j.mp/1V3zCDR

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
ここ５日間ほど、大人しかったんだけどね。

桜島には、もう少し休んでてほしいよね。今、九州は地震で大変なんだから。

https://pbs.twimg.com/media/CgPRSd0VIAEbkYa.jpg
17日19時24分（噴火　噴煙高：火口上2200m）気象庁火山観測報
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160417193256_506.html
…

KDNhrd @KDNhrd · 4時間4時間前 
間に合った。黒点を抱えた太陽が山の··いや電線の向こうに沈みゆきます。黒点もだ

んだん端に寄ってきましたね。 
https://pbs.twimg.com/media/CgO7pN_UMAACNkb.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
気象庁は、緊急地震速報（警報）を発表しましたが、強い揺れは観測されませんで

した。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
緊急地震速報です。

強い揺れが来るまで、わずかな時間しかありません。

https://pbs.twimg.com/media/CgPUuv6UIAAkOVK.jpg
http://j.mp/1VnsG4j
http://j.mp/1V3zCDR
https://pbs.twimg.com/media/CgPRSd0VIAEbkYa.jpg
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160417193256_506.html
https://pbs.twimg.com/media/CgO7pN_UMAACNkb.jpg


安全を確保してからタイムラインをご覧ください。

上から落ちてくるものや、倒れてくるものに注意してください。

揺れがおさまってから火の始末をしてください。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
《緊急地震速報（気象庁発表）》

熊本県で地震　強い揺れに警戒

〈強い揺れが予想される地域〉

熊本　長崎　福岡

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M5.5】NEAR THE COAST OF ECUADOR 10.0km 2016/04/17 18:23:40
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1WyFapr (USGS)http://j.mp/1WyFbcT

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
熊本地震

ロイター「避難者１９万人超。死者４１人。地震回数４００回超、行方不明者の捜索

が急務：http://jp.reuters.com/article/kumamoto-earthquake-pm-abe-idJPKCN0XE06U
…」
数分おきに地震が起ってる状態で精神的に不安定になり「避難になってない」という

指摘もある

https://pbs.twimg.com/media/CgO1rPxVAAAVggR.jpg

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 白糠町 
【M2.5】釧路地方 深さ137.7km 2016/04/17 17:33:41
(G)http://j.mp/1Tcm19Q (Y)http://j.mp/22EfsiS

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.8】TONGA REGION 35.0km 2016/04/17 16:31:03JST, 2016/04/17 07:31:03UTC
(G)http://j.mp/1S2tIAk (USGS)http://j.mp/1Wyyvve

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � Sucre, Ecuador 
【M5.6】NEAR THE COAST OF ECUADOR 10.0km 2016/04/17 16:13:58
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1S2s15U (USGS)http://j.mp/1S2s0z2

http://j.mp/1WyFapr
http://j.mp/1WyFbcT
http://jp.reuters.com/article/kumamoto-earthquake-pm-abe-idJPKCN0XE06U
https://pbs.twimg.com/media/CgO1rPxVAAAVggR.jpg
http://j.mp/1Tcm19Q
http://j.mp/22EfsiS
http://j.mp/1S2tIAk
http://j.mp/1Wyyvve
http://j.mp/1S2s15U
http://j.mp/1S2s0z2


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
今、テレビ報道の空撮でやってるけど、熊本県阿蘇で阿蘇山の火山活動の研究と監視

をしていた「京都大学火山研究センター Aso Volcanological Laboratory」も、地震によ
る付近の崖崩れ、地割れが凄くて撤退してるようだし。昨日からネットもダウンして

る

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
気象庁「16日の阿蘇山の噴火と阿蘇群発地震との関連性はわからない」と、昨日か
ら言ってるけど「噴火前兆の観測用」の地震計や傾斜計が、大地震による停電で、ほ

ぼ全滅状態。カメラもバックアップ電源で作動してる、このカメラだけ。大丈夫なの

かな

https://pbs.twimg.com/media/CgOgFNoVAAA2A0s.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【宮城県 竜巻注意情報】
宮城県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

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

。

この情報は17日16:00まで有効です。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
日本全国に「強風」の注意報や警報が出て、台風みたいになってるけど、これも原

因（数日前から小規模な太陽フレアが発生。）になってる感じ。ロシア付近も、かな

り乱れてる。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/721492129978028032

中津川　昴 @subaru2012 · 9時間9時間前 � Yonaguni-cho, Okinawa 
次のコロナホールが地球方面を向いてきた。黒点2529は徐々に太陽面の西寄りに移動
しているので、直撃の可能性は低い。4/18夜までを含む今後48時間以内に磁気嵐が発
生するとNOAAが予測を発表中。 
https://pbs.twimg.com/media/CgODeqKUEAAqoHp.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
今日の気象庁の会見

「熊本地震の数が400回超え。震源が移動してるというのは、今までに例がない地震
活動。体に感じない地震の震源が南西方向にも広がりつつある。今までとは違う地震

活動が起ってる。１週間以上は警戒して欲しい。」

https://pbs.twimg.com/media/CgOgFNoVAAA2A0s.jpg
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/721492129978028032
https://pbs.twimg.com/media/CgODeqKUEAAqoHp.jpg


やっとはっきりと「異常な地震活動だ」と言い出してる。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【山形県 竜巻注意情報】
山形県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

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

。

この情報は17日15:30まで有効です。

宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
[記事] C5.8の小規模フレアが発生しました。太陽風磁場が南寄りになり、磁気圏活動
が高まっています。 http://swnews.jp #swnews

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
今朝、エクアドル沿岸で発生した巨大地震。ここも深刻みたい

「USGSは（地震の規模：マグニチュードを7.8）に上方修正。少なくとも28人が死亡
。http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36065551 …」　気象庁は先ほど「日
本への津波は無い」

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
熊本地震（4月16日マグニチュード7.3）に伴う地殻変動。
「熊本県阿蘇：南西方向に約97cmの変動。上下方向に約23cmの隆起。熊本県を中心と
した地域で大きな地殻変動が確認された。

」http://www.gsi.go.jp/chibankansi/chikakukansi_kumamoto20160414.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【青森県 警報情報 2016年04月17日 13:09】
青森県では、暴風や高波に警戒してください。

［東青津軽］暴風・波浪

［北五津軽］暴風・波浪

［西津軽］暴風・波浪

［中南津軽］暴風

［下北］暴風・波浪

［三八］暴風

［上北］暴風・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 

http://swnews.jp/
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-36065551
http://www.gsi.go.jp/chibankansi/chikakukansi_kumamoto20160414.html


【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年04月17日 12:01】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月17日 11:56
現象：爆発

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M5.4】NEAR THE COAST OF ECUADOR 14.2km 2016/04/17 09:29:32
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Wy8V9P (USGS)http://j.mp/1p7MTNC

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 熊本 大津町 
【最大震度3】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さ約10km M3.4 17日08時58分頃  発生 
(G)http://j.mp/1NWFfkE (気象庁)http://j.mp/1SKaYSf

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � Muisne, Ecuador 
Updated【M7.8】NEAR THE COAST OF ECUADOR 19.2km 2016/04/17 08:58:37
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1SmiMzC (USGS)http://j.mp/1SKbzmZ

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【九州北部地方（山口県を含む） 気象情報 2016年04月17日 11:24】
九州北部地方では、暴風のおそれはなくなりました。

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04月17日 11:21】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月17日 11:13
現象：爆発

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
地磁気が、また乱れだしてる

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

宇宙天気ニュース @swnews · 17 時間17 時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C5.8 の小規模フレアとなり、X線強度は、4月17日04:58
JST (16日19:58 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

http://j.mp/1Wy8V9P
http://j.mp/1p7MTNC
http://j.mp/1NWFfkE
http://j.mp/1SKaYSf
http://j.mp/1SmiMzC
http://j.mp/1SKbzmZ
https://pbs.twimg.com/media/CgNBRGHUYAACHNq.jpg
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


cmk2wlさんがリツイート 
あおてん農園 @aoten49003 · 19時間19時間前 
cmk2wlさんの「中央構造線に地震のエネルギーが蓄えられている時、イオン化した荷
電粒子（福島原発からの放射性物質）がそこに吸い寄せられて高湿度をもたらす」と

いう仮説が大変興味深い。一連のツイご参照を。ちなみに4/16午後は若狭湾沿岸と松本
・高山などが異常乾燥を記録している。

cmk2wl @cmk2wl · 4月16日 
7. 事故によって大量に放出された放射性物質が、その物性から雨と化合し磁場に吸い
寄せられて高湿度となり、その磁場が変化することで低湿度（乾燥）状態に。

もしそうなら、次は本州で地震が起きるのかも。

なぜなら異常な乾燥状態になっている地域があるから。

Lightworker @Lightworker19 · 4月16日 
M9.3の強い太陽フレアが発生！26日深夜に地球直撃へ！僅か1日でMクラスが5回連続
発生！誘発地震や噴火　http://bit.ly/16xoDoU

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4月16日 
鹿児島県：口永良部島

去年、大噴火したけど、昨日から噴煙が、また出てる状態。

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
NTV NEWS24 @news24ntv · 4月15日 
震度６強と６弱を観測　「本震」の可能性も #日テレNEWS24 #ntv

https://www.youtube.com/watch?v=t4Avy3gDIUg
「上球物語 -Carpe diem-」　ももクロ　BASS COVER 

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
【RT400UP】 母猫の母性は天井知らず。母猫と子猫が一体化して毛玉感満載な素晴ら
しき猫ファミリーの世界 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215682.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgOJYOqUUAAPNEx.jpg

http://bit.ly/16xoDoU
https://www.youtube.com/watch?v=t4Avy3gDIUg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215682.html
https://pbs.twimg.com/media/CgOJYOqUUAAPNEx.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YPdgtXIS8gc&ebc=ANyPxKp9VkFwU5k6VBLruyt5yRrAqtmGaf-QOZWZED_uJROwzwT00s1JXE3j9zV3Fm7ye3fWYUsE-nHdANLA99avNPZBptS74Q


https://www.youtube.com/watch?
v=YPdgtXIS8gc&ebc=ANyPxKp9VkFwU5k6VBLruyt5yRrAqtmGaf-
QOZWZED_uJROwzwT00s1JXE3j9zV3Fm7ye3fWYUsE-nHdANLA99avNPZBptS74Q
もういちど教えてほしい HD再編集版 ユリアーナシャノー ガメラ3邪神覚醒 



（４月17日）　私たちは「震災後」ではなく「災間」を生きているのだ。

http://85358.diarynote.jp/201604172330196705/

ほっとくと死にます／腕や足に紫斑／福島県は竜巻などの激しい

突風や急な強い雨、落雷／この状態でどうやって新幹線で避難す

るのか。

2016年4月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

こたつぬこ @sangituyama · 52 分52 分前 
世論の怒りを受けて、原子力規制委員会が明日、原発稼働についての緊急会合をひら

きます。

ご意見、問い合わせは以下。

03-5114-2190
twitter @gensiryokukisei 
https://www.nsr.go.jp

川原茂雄 @skawahara1217 · 10時間10時間前 
選挙で忙しくバタバタして皆さまへのお知らせが大変遅くなりましたが、今年も5月5
日に恒例の子どもの日脱原発パレードを開催します。泊原発をはじめとする日本の全

ての原発の再稼働に反対するために、皆さん5月5日大通り公園に集合です！(かわ) 
https://pbs.twimg.com/media/CgOJWbtUMAABbyU.jpg

爆風スランプの「追え！」（逃げろスタコラサッサ♪）が貼りたかったんですが、悠宙舞さんに

無い★

ｗ（＾へ＾；）ｗ　代理…★
https://www.youtube.com/watch?v=wr3Ehj3wycY
ゴジラのテーマ 

…台風級の凄まじさなんだが…
…なんで、これ、台風（認定）じゃないの…？？

https://www.youtube.com/watch?
v=RRjY6ldoCX4&ebc=ANyPxKp9VkFwU5k6VBLruyt5yRrAqtmGaf-
QOZWZED_uJROwzwT00s1JXE3j9zV3Fm7ye3fWYUsE-nHdANLA99avNPZBptS74Q
(MAD)　ゴジラFW×「守護神」 

交通網、壊滅★（－－；）★

岡室美奈子　Minako Okamuro @mokamuro · 53分53分前 
今年は東日本大震災から5年なので演習で震災ものを取り上げる予定なのだけれど、熊

http://85358.diarynote.jp/201604172330196705/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.nsr.go.jp/
https://pbs.twimg.com/media/CgOJWbtUMAABbyU.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wr3Ehj3wycY
https://www.youtube.com/watch?v=RRjY6ldoCX4&ebc=ANyPxKp9VkFwU5k6VBLruyt5yRrAqtmGaf-QOZWZED_uJROwzwT00s1JXE3j9zV3Fm7ye3fWYUsE-nHdANLA99avNPZBptS74Q


本の状況を見るにつけ、斎藤環さんが篠崎誠監督の『SHARING』評で言った、私たち
は「震災後」ではなく「災間」を生きているのだという言葉が実感となって迫って

くる。もちろん原発も「災間」の問題なのだ。

こたつぬこ @sangituyama · 1時間1時間前 
こたつぬこさんがArcob-0417をリツイートしました
確かに、「激甚災害指定やっといてなんで原発止めないんだ」といわれるのが嫌は、

ありえますね。 
https://twitter.com/Zero_B_Eventail/status/721663124294672385

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【秋田新幹線 運転見合わせ 2016年4月17日 21:07】
強風の影響で、現在も運転を見合わせています。

もりんが @moringa9834 · 3 時間3 時間前 
腕や足に紫斑がでてる。。

疲労だけじゃないと思う。線量計見れなかったけど、飛んでないか？

あれだけの揺さぶりが続いてて、川内原発は本当に無事と言えるのか。

隠しているよね

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【九州新幹線 運転見合わせ 2016年4月17日 20:03】
熊本地震の影響で、終日、運転を見合わせています。

園田みつよし @asobinokuni · 3時間3時間前 
熊本市東区21:09
空間線量も特に変化無しです。

0.07〜0.08 

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【停電情報 2016年4月17日 19:48】
東京電力停電情報によりますと、千葉県 の約1,300軒で停電が発生しているということ
です。

http://nerv.link/Qpj5IZ

projim @projimsao · 4時間4時間前 
3.11俺たちが守らねば誰が街を守る大震災に大津波、放射能の中を救出に向かった救
助隊。被災者を目の前に強烈な放射能に遮られやむなく撤退。安倍総理が国会で福島

第一原発の危険性を指摘された時きちんと対処していれば救えた命が増えた。その教

訓を忘れ川内原発を停止せぬ安倍政権。

アカ@鴎@垢 @tan_napori · 4時間4時間前 
今日北海道新幹線乗ってきました...。
ガラガラで貸切。。

#北海道新幹線 

neko-aii @neko_aii · 4 時間4 時間前 

https://twitter.com/Zero_B_Eventail/status/721663124294672385
http://nerv.link/Qpj5IZ


"anjukaorin 2015年5月18日 埼玉南部
嫁さんの

首の右側には大きなしこりが。

痛くも痒くも無いと

息子や私の心配をよそに医者にも行かず。

もう、面倒見切れません。

私も震災後二度のガン。

知り合いが突然急性白血病で

アッと言う間に逝去。"

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【大洗鹿島線 運転再開 2016年4月17日 18:29】
強風の影響で、大洗〜鹿島神宮駅間の運転を見合わせていましたが、18:25現在、運転
を再開しています。なお、一部列車に遅れや運休が出ています。

neko-aii @neko_aii · 5時間5時間前 
３号機の爆発に巻き込まれた自衛隊員、

着ていた衣類は２０ミリSvを超えていた
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/366b3fed1c8f8be257933e12e73d9934 …
閉め切った玄関ガラス扉の前に

六人の自衛隊員がぼうぜんと立っていました

一人は血が出ていました

neko-aii @neko_aii · 5時間5時間前 
"walkwiththesun 2016年4月
あの３月１１日に

福島第一原発で働いてた人が

「地震で配管が何本も落ちてきた。もう駄目だと

津波が来る前に原発は壊れていた」って証言

事故直後の新聞で読んだよ

今、原発を動かし続けてるのは

原子力利権と過ちを認めたくない意固地"

neko-aii @neko_aii · 5時間5時間前 
"deception99 2012年11月5日
【これから汚染地で確実に増える。

代謝系疾患、小児0青年期に多い1型糖尿病】
症状は『多尿』『口渇』『多飲』『体重減少』

他には、ときにインスリン欠乏が原因による『昏睡』

（糖尿病ケトアシドーシス）←これはほっとくと死にます"

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 6時間6時間前 
【避難者 １６日の地震で２０万人余に増える】
一連の地震で避難した人は、１６日の未明に発生した地震のあとは、最大で１１４の

市町村の２０万人余りにまで増えました。避難所での十分な受け入れ態勢をいかに早

く確保するかが課題となっています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160417/k10010485461000.html …

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/366b3fed1c8f8be257933e12e73d9934
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160417/k10010485461000.html


not.need.N,P,D @CoolThreeeight · 6 時間6 時間前 
今回の熊本で起きた大地震は、南海トラフ地震の予兆だと考えます！

そうなると、伊方原発と浜岡原発は確実に二次災害を引き起こします。

もう時間がありません。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【停電情報 2016年4月17日 17:33】
茨城県、千葉県、東京都で停電が発生しています。

停電軒数：約1,500軒
http://nerv.link/rhYCPu

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【外房線 運転再開 2016年4月17日 17:15】
強風の影響で、勝浦〜安房鴨川駅間の運転を見合わせていましたが、16:50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 
【京葉線 運転再開 2016年4月17日 17:13】
強風の影響で、運転を見合わせていましたが、17:05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 · 6時間6時間前 
【停電情報 2016年4月17日 17:02】
茨城県、千葉県、東京都で停電が発生しています。

停電軒数：約5,000軒
http://nerv.link/zyNElm

くろすけ 55@kurosuke · 6時間6時間前 
地震は、中央構造線の方へ移動してきており、このままでは伊方原発も楽観視でき

ない。川内原発も日奈久断層帯での地震が南下すれば、安全とは言えないだろう。

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/297511 … @iwakamiyasumi

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【ゆりかもめ線 運転再開 2016年4月17日 16:32】
強風の影響で、運転を見合わせていましたが、16:00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 
【停電情報 2016年4月17日 16:22】
茨城県、千葉県、東京都、神奈川県で停電が発生しています。

停電軒数：約3,300軒
http://nerv.link/lrRnbv

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【ブルーライン 運転再開 2016年4月17日 15:55】
立場〜下飯田駅間で線路内点検を行った影響で、踊場〜湘南台駅間の運転を見合わせ

http://nerv.link/rhYCPu
http://nerv.link/zyNElm
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/297511
http://nerv.link/lrRnbv


ていましたが、15:43頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

中山幹夫 @nakayamamikio · 8時間8時間前 
こんな危険な場所に原発を作り、大地震でも止めない自民党と電力会社。新幹線と高

速含めた交通も遮断され避難計画の前提が崩れた状態で原発稼働継続に正当性はない

。昨日から地震回数が急増して地域も拡大した。大事故が起こる前に即時停止すべ

きだ。 

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【新潟県 警報情報 2016年04月17日 15:51】
次の地域に警報が発表されています。

［新潟地域］暴風

［岩船地域］暴風・波浪

［新発田地域］暴風

［長岡地域］暴風

［柏崎地域］暴風

［上越市］暴風

［糸魚川市］暴風

［佐渡］暴風・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【停電情報 2016年4月17日 15:48】
茨城県、千葉県、東京都、神奈川県で停電が発生しています。

停電軒数：約6,000軒
http://nerv.link/LURuIe

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【北陸新幹線 全線で運転再開】
JR西日本によりますと、北陸新幹線は金沢駅と長野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15分に全線で運転を再開しました。
http://nerv.link/oCUsfy

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【東急東横線 運転再開 2016年4月17日 15:31】
強風の影響で、運転を見合わせていましたが、15:23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 
【大洗鹿島線 運転見合わせ 2016年4月17日 15:29】
強風の影響で、大洗〜鹿島神宮駅間の運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【金沢シーサイドライン 運転再開 2016年4月17日 15:07】
強風の影響で、運転を見合わせていましたが、15:00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 · 8時間8時間前 

http://nerv.link/LURuIe
http://nerv.link/oCUsfy


【九州新幹線 運転見合わせ 2016年4月17日 15:03】
熊本地震の影響で、終日、運転を見合わせています。

emi kiyomizu @kiyomizu5 · 8時間8時間前 � City Centre, Bremen 
日本一マヌケな市長は鹿児島薩摩川内市の岩切秀雄市長！「原発事故時の住民避難「

九州新幹線活用を」」 http://kasakoblog.exblog.jp/24305711/

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【福島県 警報情報（解除） 2016年04月17日 14:58】
福島県に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

中通り、浜通りでは、強風に注意してください。浜通りでは、高波に注意してくだ

さい。福島県では、竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【東急池上線 運転再開 2016年4月17日 14:57】
強風の影響で、運転を見合わせていましたが、14:50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 · 9時間9時間前 
【東急多摩川線 運転再開 2016年4月17日 14:57】
強風の影響で、運転を見合わせていましたが、14:50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 · 9時間9時間前 
【東海道新幹線 運転再開 2016年4月17日 14:55】
新横浜〜小田原駅間で発生した架線支障の影響で、新横浜〜小田原駅間の上り線の運

転を見合わせていましたが、14:45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 · 9時間9時間前 
【ゆりかもめ線 運転見合わせ 2016年4月17日 14:50】
強風の影響で、再度、運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【横浜線 運転再開 2016年4月17日 14:45】
強風の影響で、運転を見合わせていましたが、14:40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 · 9時間9時間前 
【東海道新幹線 運転見合わせ 2016年4月17日 14:41】
新横浜〜小田原駅間で発生した架線支障の影響で、新横浜〜小田原駅間の上り線の運

転を見合わせています。また、運転区間の一部列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【北陸新幹線の運転見合わせ 再び区間広がる】（続き）
このため、現在、北陸新幹線は金沢駅と長野駅の間の上下線で運転を見合わせてい

ます。

http://kasakoblog.exblog.jp/24305711/


（2016年4月17日 14:36 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【北陸新幹線の運転見合わせ 再び区間広がる】
JR西日本によりますと、北陸新幹線は、金沢駅と富山県の新高岡駅の間の架線に飛来
物が絡まったため、運転を再開した金沢駅と富山駅の間で午後1時45分から再び運転を
見合わせました。

http://nerv.link/CXctsM

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【停電情報 2016年4月17日 14:34】
茨城県、千葉県、東京都、山梨県で停電が発生しています。

停電軒数：約3,000軒
http://nerv.link/aR87VF

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
今日の気象庁の会見

時事通信も報道してるけど「熊本地震：震源が移動し、16日から体に感じない地震が
南西側で増加傾向。日奈久断層帯に沿って発生」

つまり稼働中の「川内原発」の方向という事。原発は停止した方が良いと思うけどね

。絶対に。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/721548986113331201

Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 9時間9時間前 
ようするに日本の西の端に原発があるのことが最悪なのよね。何かあった時には、日

本全域に影響がおよぶ。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

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

。

この情報は17日15:30まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【ユーカリが丘線 運転見合わせ 2016年4月17日 14:17】
強風の影響で、運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【東急池上線 運転見合わせ 2016年4月17日 14:09】
強風の影響で、運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【東急多摩川線 運転見合わせ 2016年4月17日 14:09】
強風の影響で、運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 

http://nerv.link/CXctsM
http://nerv.link/aR87VF
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/721548986113331201


【横浜線 運転見合わせ 2016年4月17日 14:05】
強風の影響で、運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【停電情報 2016年4月17日 14:03】
茨城県、千葉県、東京都、山梨県で停電が発生しています。

停電軒数：約4,800軒
http://nerv.link/6F43OD

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【久留里線 運転見合わせ 2016年4月17日 13:59】
強風の影響で、運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【神奈川県 竜巻注意情報】
神奈川県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲

が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてくだ

さい。

この情報は17日14:20まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【八高川越線[八王子〜川越] 運転再開 2016年4月17日 12:57】
強風の影響で、高麗川〜川越駅間の運転を見合わせていましたが、12:39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 · 11時間11時間前 
【上毛電鉄上毛線 運転再開 2016年4月17日 12:49】
変電所支障の影響で、運転を見合わせていましたが、12:40頃、運転を再開しました。
なお、列車に遅れが出ています。

yoko sakanoue @sakanoue · 11時間11時間前 
地震で原発ほんとうに大丈夫なのかな。と検索していて、大変なもの読んでしまった

。

地震で原発大丈夫かなぁと調べたら、原発内の技術の責任者だった方の書いたものあ

り読んだ。単に原発反対の意見集めた話じゃなく内部の様子がよくわかる。凄い。

http://www.iam-t.jp/HIRAI/pageall.html#about …

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【停電情報 2016年4月17日 11:53】
東京都、山梨県で停電が発生しています。

停電軒数：約1,600軒
http://nerv.link/Dztk0i

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【停電情報 2016年4月17日 11:23】
東京電力停電情報によりますと、東京都 稲城市、品川区の約2,500軒で停電が発生して
いるということです。

http://nerv.link/6F43OD
http://www.iam-t.jp/HIRAI/pageall.html#about
http://nerv.link/Dztk0i


http://nerv.link/zoNBDi

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【小田急小田原線 運転見合わせ 2016年4月17日 10:59】
強風の影響で、現在も海老名〜本厚木駅間の運転を見合わせています。また、運転区

間の一部列車に遅れが出ています。なお、振替輸送を行っています。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 14 時間14 時間前 
名無し：04/17 08:36
11月の薩摩沖の地震の余震域の延長上で起きてる。川内沖が空白域になっとる。ど
うなっても知らんで

http://www.sevo.kyushu-u.ac.jp/~hypo/hypomap/last30day_kyu.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgNYVDnUAAAj20G.png

neko-aii @neko_aii · 16時間16時間前 
"chidaisan
川内原発で

過酷事故が起こった時には

住民を新幹線で

避難させる計画を立て

新幹線の駅を作り「これで安心」と

言っていた薩摩川内市

大きな地震が起きると新幹線は脱線

復旧の目処も立たないことが証明された。

この状態で

どうやって新幹線で避難するのか"

Nob @Nob_hsj · 4月16日 
RT
最近、車内急病人による電車の遅延が多い。今、東武鉄道伊勢崎線、上り、鐘ヶ淵駅

、車内急病人対応完了。10分以上の遅れです。影響で地下鉄半蔵門線、東急田園都市
線まで一本遅れた電車が乗り入れます。車内急病人は10代後半と思われる女性でした
9:56 - 2016年4月16日

junkoさんがリツイート 
マッツ @VirginBlade_aki · 4月16日 
ついに、今、空間線量が上昇しました。平均の2倍の数値なので、何か起きたとしか考
えられません。

https://pbs.twimg.com/media/CgK1cL4UkAA2wNH.jpg

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
mipoko:NoWarNukesFur @mipoko611 · 4月14日 
川内原発と中央構造線の位置のおさらい。九州で二股に分かれた短い方の先端が昨夜

の震源地付近。伊方原発は構造線の真上。何がどう壊れたらこんなに所に原発作るん

だという狂いっぷり…
http://blogs.yahoo.co.jp/kawakatu_1205/57029593.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgBAhAyUkAEq79h.jpg

http://nerv.link/zoNBDi
http://www.sevo.kyushu-u.ac.jp/~hypo/hypomap/last30day_kyu.html
https://pbs.twimg.com/media/CgNYVDnUAAAj20G.png
https://pbs.twimg.com/media/CgK1cL4UkAA2wNH.jpg
http://blogs.yahoo.co.jp/kawakatu_1205/57029593.html
https://pbs.twimg.com/media/CgBAhAyUkAEq79h.jpg


きっこ @kikko_no_blog · 4月13日 
「JR北海道は13日、北海道新幹線の開業から16日間の平均乗車率が27％、仙台から北
の発着では13％だったと発表した」とのこと。何もない不便な場所に終着駅を造った
んだから結果は開業前から分かってたはず。新国立競技場と同じで目先の建設利権

だけ、完成後のことなんか考えてないんだよね。

https://www.youtube.com/watch?v=f_WuEozpFiE&ebc=ANyPxKrUNRFcX2nUGhCL6ZP35pieo-
bpr8RAoPo8f4bhKtjog9RDPIBTGONX3U3wyLB5s9RDhH-9cH4JPj6Te_x2jOQqHHK5Gw
伊福部昭 - ゴジラ (1954) 

https://www.youtube.com/watch?v=tlnyEGfNc7Y
神話 　＜BAKUHUh　SLAMP＞ 

https://www.youtube.com/watch?v=Hbnpm-
oJ8JA&ebc=ANyPxKo1Y6YusifKRKlACucajWvtRpVeH8j2qvTDyDDt89oDz4RbQb0UpSC4z5CDbU2rJ5Lk_RUBjW371GX-
VQmk6RJjUHQTxg
真マジンガー 衝撃! Z編　守護神　The guardian 

https://www.youtube.com/watch?v=TemJZYCc5bc&ebc=ANyPxKr6plrNAjFgMjat-
oSeSG5XrNsCfFeMx9nAjb7xKK2C-
f_BAdndgytrhBOaCQDNPqI6EhzwxLS3FNuPDaHeBOkp3K6s_w
Mazinkaiser The gate of the hell 

ますとーたつや @shadowlands1993 · 14時間14時間前 
闇カジノどころではない国家のギャンブル。負けたら誰が責任とる？

"@masa3799: 【狂気】
菅官房長官

「現状は原発停止する理由ない」

国民

「爆発しなきゃ止めないのか？」 
健康法.jp/archives/15695 "

https://www.youtube.com/watch?v=mi41HqBwm9k&ebc=ANyPxKq2RHCVr-Dj1-
0YANXJzwrvW9Ty2jC6KXJ-gg4M7pif0-Bz0tdTtpQJpJivpV4l4l-
smYEAFUPv1EK4DTB0eOHkKJYXDQ
マクロスナイト　DYNAMITE EXPLOSION
 

https://www.youtube.com/watch?v=f_WuEozpFiE&ebc=ANyPxKrUNRFcX2nUGhCL6ZP35pieo-bpr8RAoPo8f4bhKtjog9RDPIBTGONX3U3wyLB5s9RDhH-9cH4JPj6Te_x2jOQqHHK5Gw
https://www.youtube.com/watch?v=tlnyEGfNc7Y
https://www.youtube.com/watch?v=Hbnpm-oJ8JA&ebc=ANyPxKo1Y6YusifKRKlACucajWvtRpVeH8j2qvTDyDDt89oDz4RbQb0UpSC4z5CDbU2rJ5Lk_RUBjW371GX-VQmk6RJjUHQTxg
https://www.youtube.com/watch?v=TemJZYCc5bc&ebc=ANyPxKr6plrNAjFgMjat-oSeSG5XrNsCfFeMx9nAjb7xKK2C-f_BAdndgytrhBOaCQDNPqI6EhzwxLS3FNuPDaHeBOkp3K6s_w
https://www.youtube.com/watch?v=mi41HqBwm9k&ebc=ANyPxKq2RHCVr-Dj1-0YANXJzwrvW9Ty2jC6KXJ-gg4M7pif0-Bz0tdTtpQJpJivpV4l4l-smYEAFUPv1EK4DTB0eOHkKJYXDQ


（４月17日）　おにぎり2個の炊き出しに2時間も並ぶ。疲れて諦める人も。米が底を
つき、次の米がいつ入るかわからない。いつの時代だよ。

http://85358.diarynote.jp/201604172331051985/

【発明】 永久電池／オマエらは絶対に間違っている／原発が爆発
するから百キロ以上離れて」／とにかく逃げられる人は逃げて。

逃げることは隣の人を助けることにつながる。

2016年4月17日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

https://www.youtube.com/watch?
v=RjtBTkdH8Ek&ebc=ANyPxKrO7d6bUIO5PGFQG3u7r7jlxAhw6ylGJwwk1JUigmsIzOh7cV33ZKcqxs3hamAZZpA0xpuGRa6SUx1AZIvmLtrVSZebmw
航空自衛隊演奏のサンダーバード 

非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 24 分24 分前 
【泊原発で異変が起きているのではないか？】

昨日「ホワイトフードの線量マップ」で、北海道の泊原発周辺のモニタリンポストで

、過去３ヵ月の平均値を上回る放射線量を検知

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/ 
泊原発「定期点検中」 
https://pbs.twimg.com/media/CgQO6GAUsAArnDL.jpg

ひろみ @hiromi19610226 · 44 分44 分前 
フクイチの原発事故も ごまかしにごまかしを重ねて、信用されなくなったって 事実を
まだわかってないないか？

えりりん @eririn_527 · 47 分47 分前 
今回の熊本の地震で

『九州に移住しても意味無いじゃん』

という風になってしまうんじゃないかな？

東京から出さない為。

東京の地価を下げない為。

福一のホの目眩し。

株価暴落の目眩し。

よくやるよね。

安倍政権打倒(ANTIFA) @FFMatudo · 1時間1時間前 
福一事故は民主党のせいだとか言って文句言ってきた者たちは、第一次安倍内閣が原

子炉が電源喪失をして事故が起きると国会で指摘されたにもかかわらず、根拠もなく

問題ないとした安倍や甘利の重大な過失をまったく知らないで安倍を支持している。

Naoyuki Fukumoto @fk1119 · 2時間2時間前 
結局、九州中部連続地震については何処の誰も予想してなかったし、太陽フレアも黒

点数の増減もスーパームーンも関係なかった。比較的自然災害の少ない広島でもその

うち大地震が起こると思って備えておこう。いつまで居るか分からないけど。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
熊本・大分地震。

避難者が１９万人を超えて、深刻さを増してる。

https://pbs.twimg.com/media/CgPjxiQUYAACKMG.jpg
大学教授の指摘は「今も地震活動が活発な地域内に避難しているので、かなり精神的

にも不安定になってる。地震の起っていない、もっと遠くへ避難させる事も国は検討

すべきである」

水無月 @minadukiG · 2時間2時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604172331051985/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://www.youtube.com/watch?v=RjtBTkdH8Ek&ebc=ANyPxKrO7d6bUIO5PGFQG3u7r7jlxAhw6ylGJwwk1JUigmsIzOh7cV33ZKcqxs3hamAZZpA0xpuGRa6SUx1AZIvmLtrVSZebmw
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/
https://pbs.twimg.com/media/CgQO6GAUsAArnDL.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgPjxiQUYAACKMG.jpg


【電力関係の流言について】

http://togetter.com/li/963555 
流言の例。

「停電になっているのだから、原発を止めるべきではない」

「地震で電気足りなくなるのに…」
「原発止めたらかえって危ない」

「自動停止するので大丈夫」等々。

これらへの正しい回答はまとめにて。

https://t.co/jb0suj3Thh

天仙 @tensenten · 2時間2時間前 
新人警察官が配属2か月めに署内トイレで拳銃自殺
—「息子は警察に殺された」現職警官・父が語る、愛知県警のイジメ体質

http://www.mynewsjapan.com/reports/2144

あいら @apple_AI912 · 3時間3時間前 
避難所で避難されている方の名簿を作ると言って電話番号や住所を聞かれても決して

答えないようにしてください。

個人情報を得ようとしている全く自治体と関係のない人です。

これも回ってきたので

気をつけて(＞_＜)

木下黄太 @KinositaKouta · 3時間3時間前 
木下黄太さんが坂口恭平をリツイートしました

2011年に「放射能からの避難を呼びかける『新政府』を設立」を言い、熊本移住を推
奨していた坂口恭平氏（僕は面識ない）。その後『新政府』的活動は休止（僕は内情

は不知）。今回の熊本地震で、「いますぐ逃げて」の呼びかけをしている模様。 
https://twitter.com/zhtsss/status/721613212542603265

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
警察に110番通報するのを迷った方は、 《警察相談センター》「#9110」に電話をして
ください。

消防・救急の119番に電話するか迷った方は、《救急相談センター》「#7119」に電話
をしてください。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
エレベータに閉じ込められた方は、慌てずにエレベータ内のインターホンや携帯電話

で外部と連絡をとってください。

カゴの外にでることは危険です。ドアをこじ開けようとはしないでください。また、

天井からの脱出も試みないでください。

天仙 @tensenten · 4 時間4 時間前 
自閉症はワクチン病だった！

しかもメーカーはそれを知っていながら隠していた！

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301564&g=132108 ……

山川冬樹 @yamakawafuyuki · 4時間4時間前 
これだけは言いたい。原発は地震で壊れる。東京電力福島第一原発が「地震ではなく

津波で壊れた」というのは詭弁。津波で非常用発電機が壊れる前に、地震動で受電用

遮断器、断路器等の電源設備が破壊され、まず外部電源を喪失したのがそもそもの

原因。 

こたつぬこ @sangituyama · 4時間4時間前 
サミットどうするんだろう。マグネチュード7の地震でも原発止めない国に首脳派遣し
ていいのか悩むだろう。

http://togetter.com/li/963555
https://t.co/jb0suj3Thh
http://www.mynewsjapan.com/reports/2144
https://twitter.com/zhtsss/status/721613212542603265
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301564&g=132108


junko @junko_in_sappro · 4時間4時間前 
福岡市の路上に出現した謎の泡の正体が明らかに （動画）
http://jp.sputniknews.com/japan/20160417/1978088.html … 
ソーシャルネットワークで写真やビデオが飛び交った

福岡市の路上に出現した謎の泡の正体は消火剤だった。

県の消防当局が発表した。

https://t.co/rhgaxDA1BJ

neko-aii @neko_aii · 5時間5時間前 
【福島原発事故　その時私は】

南相馬市防災安全課係長　大石　雄彦さん

驚いたのは、十四日のこと

夜十時ごろ、防護服を着た自衛隊員が

小走りで庁舎に入ってきて

「原発が爆発するから、百キロ以上離れて」

って大声で説明しはじめた

neko-aii @neko_aii · 5時間5時間前 
【発明の名称】永久電池の製造方法

【出願番号】特願２００２－２４２６９７（Ｐ２００２－２４２６９７）

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b989ccb4b7d65620d4b6a219ff125eab …
電気自動車で使用可能な

『充電する必要がない電池』は、すでに発明されている

加藤AZUKI【「忌」怖い話】 @azukiglg · 6時間6時間前 
こういう話題のとき、きくまこ先生や原田先生なんかは本当に偉いよなあ、って思

うの。

放射能恐怖症や江戸しぐさ依存とか、「今更言っても聞きゃしない」っていう人につ

いては、もうその都度その都度「死ぬほど繰り返したけどこれからも繰り返す」って

やんないとならない。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
気象庁が観測開始以来初の異常な地震活動をしている「熊本地震」

この地震で『パナマ文書：タックスヘイブン』の話題が、世間では沈静化してるけど

、海外メディアは連日とりあげてる。あと２ちゃんねるでは「早く日本も調べろ」と

、今も炎上してる

junkoさんがリツイート 
やのっち @_yanocchi0519 · 8時間8時間前 
『熊本県 自衛隊高遊原分屯地』と入力したら、緯度32.8経度130.8と出て震源地とピタ
リ一致！

http://blog.goo.ne.jp/zabuyamato/e/7d217923cf46a21051e76b84eb804183 …
3.11自衛隊関与説（主に自衛隊が関与したのは核爆弾の製造部分）以来、疑っています
。

https://pbs.twimg.com/media/CgOsm69UYAEoiN3.jpg

カカSí @scarecrow_1911 · 9時間9時間前 
うちらのクラスからは北電に入社して泊原発に勤めた奴も二人はいたし、航空自衛隊

に入ってパイロットと整備士になったのもいる。なぜわからんのか。

ｶﾁｸ @komugiko181 · 9時間9時間前 
熊本地震について報道しているTVへ
無駄な談笑せずに空いてる避難場所、塞がってる道、どこにどれくらいの支援物が届

けられるか等を知らせてください

危機迫ってる人は本当に酷い状況にいるのは報道しているあなた方が一番存じている

でしょう

#もっと伝えたい熊本地震

http://jp.sputniknews.com/japan/20160417/1978088.html
https://t.co/rhgaxDA1BJ
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b989ccb4b7d65620d4b6a219ff125eab
http://blog.goo.ne.jp/zabuyamato/e/7d217923cf46a21051e76b84eb804183
https://pbs.twimg.com/media/CgOsm69UYAEoiN3.jpg


junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 10時間10時間前 
米国メリーランド州に逃亡した東電元会長勝俣恒久が、米国から「環境汚染、損害賠

償責任追及」で訴追されるのを避けようと自分からＮＳＡに出向き、東海村にあるプ

ルトニウムを差し出すと、司法取引を持ちかけていた

http://ameblo.jp/daihatu-com/entry-12144646734.html …
迷走した輸送船どうなったかな？

https://t.co/so1OIVWdv5

ダダ・デヴァラ@熊本 @PTNLSMdada · 10時間10時間前 
避難所にいるときの感想は「国から捨てられてる」気分というのが正直な所。

くろぴよ @tkonai · 10時間10時間前 
原発の運転は事業者が行っているので民事差止訴訟を起こすと、「実質的に行政決定

に関わる事案を民事で差し止めるのは筋違いで禁止すべき」と言う法学者が現れ、行

政規制の領分なので稼働停止させろと政府に要求すると、「民間事業者の財産権侵害

だよわかってる？」と言う法学者が現れる。

天仙 @tensenten · 11時間11時間前 
それでも医者にお産をまかせますか？（4）
悪化させて、必死に助けて巨額の医療費を請求するという茶番劇

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302641&g=132108 ……

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 13時間13時間前 
とんとかいも(tomtokaimo)さんがdeepthroatをリツイートしました
この九州で大地震が起きて、多くの人が死んだり辛い思いをしてるタイミングで、舛

添東京都知事はＮＹへ外遊だと？　その上、東京にブロードウェー作りたいだ？　ど

こまで脳天気、どこまで国民を舐めてんだ、あのハゲは？

https://twitter.com/gloomynews/status/721529895495467008

天仙 @tensenten · 14時間14時間前 
アブラはたくさん食べるべき！

卵は一日3個以上食べたほうがいい。
ついにコレステロールの常識が覆った！

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302670&g=132108 ……

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
プライオリティーもリソースの分配もどうすればいいのかわかってない。

生存者救助の時間の壁や透析患者等の退避を考えたら、初期の段階で沢山のヘリを持

っている米軍に要請すればよかった。

往路で物資投下、復路で被災者運搬だってできる。

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 16時間16時間前 
昨日、強烈な地震が熊本を襲ったあと、福岡天神の路上が地下から湧いてきた泡で埋

め尽くされた。一見、雪に見えるが、泡だそうだ。原因は？

https://pbs.twimg.com/media/CgNBG10UYAE2aQ7.jpg

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 16時間16時間前 
東電元幹部ら３人が強制起訴されたが、なぜ強制起訴のリストに３１１時の清水社長

の名前がないんだ。なぜ、あいつだけが免責されるんだ？　知ってる人がいたら教え

て欲しい。

junkoさんがリツイート 

http://ameblo.jp/daihatu-com/entry-12144646734.html
https://t.co/so1OIVWdv5
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302641&g=132108
https://twitter.com/gloomynews/status/721529895495467008
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302670&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CgNBG10UYAE2aQ7.jpg


はなまま @hanamama58 · 17 時間17 時間前 
おにぎり2個の炊き出しに2時間も並ぶ。疲れて諦める人も。米が底をつき、次の米が
いつ入るかわからない。いつの時代だよ。そんで「皆さん、 互いに助け合って下さい
」ばかりを連発する。311の時いちいちそんなこと言ってたか？なんかおかしい。地震
を利用し、何かがたくまれている。殺されるな。

平野　浩 @h_hirano · 17時間17時間前 
現在唯一動いているのは川内原発。東日本大震災で菅首相は浜岡原発を止めている。

菅内閣はロクなことをしていないが、唯一首相らしい対応をとった。それを自民党は

パフォーマンスと非難。今回政府は原子力規制委に丸投げして対応しない。大地震は

九州で起きており、現在も続いている。なぜ止めないか。

junkoさんがリツイート 
やのっち @_yanocchi0519 · 4月16日 
熊本大地震ですが、地震波形が人工地震そのもの。中性子線を計れるガイガーカウ

ンターをお持ちの方、出番です！気象庁課長「観測史上、広域的に続けて地震が発生

したケースは例がない事象」と示唆。

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201604/article_86.html …

cmk2wlさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 4月16日 
【拡散】cmk2wl 東日本、関東の住民は風前の灯火だよ。 内部被爆は 1兆分の1キ
ュリー、 0.037Bq で体内に影響するんだから。 後で「知らなかった」「どうして教え
てくれなかった」なんて言わないでね。

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 4月16日 
これだけ社会資本が発達し、個々の能力もあり、生産性も他国を凌駕する日本が、政

府がしっかり国民本位の舵取りをし、富の分配を公正にしていたのなら、楽勝で週休

３日、労働は午前中だけ、失業者ゼロ、死ぬまで安心を簡単に実現できていたのだ。

それを売国政権は１８０度変えて大企業ありきにした。

オカリナ太郎 @ocarinaTaro · 4月15日 
「北海道新幹線」という言葉から思い浮かべるイメージと実際の北海道新幹線 
https://pbs.twimg.com/media/CgDTVdcUYAAsHD4.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgDTVpfUsAAJ2DS.jpg

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
Jon Mitchell @jonmitchell_jp · 4月14日 
米軍の内部文書によると嘉手納基地は沖縄の土地と川を鉛やダイオキシンなどで汚染

してきた。だが本土のマスコミは何も報道していない。４月１７日、東京でこの問題

に関する講演を日本語で行います。近くにお越しの際は是非いらしてください。

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

NHKニュース @nhk_news · 4月13日 
【特設 北海道新幹線】開業から２週間余りたった北海道新幹線の乗車率は平均
２７％。 ＪＲ北海道は、乗車率が特に低い東北に重点を置き営業活動を強化する方針
です。詳しくは特設サイトに

。http://www3.nhk.or.jp/news/liveblog/hokkaido_shinkansen/ … #nhk_news

SyuShu@迷列車北陸新時代 @Syu_Shu_ · 4月13日 
北海道新幹線

A「平均乗車率27%」
B「開業から乗客減 乗車率10%台も」
C「前年在来線から乗客2.2倍」
見出しや文章でこれだけ変わる。メディアが印象を操作してると思わざるを得ない

よな、ここまで来ると。

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201604/article_86.html
https://pbs.twimg.com/media/CgDTVdcUYAAsHD4.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgDTVpfUsAAJ2DS.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgAMhZKUkAEFMQm.jpg
http://www3.nhk.or.jp/news/liveblog/hokkaido_shinkansen/


https://www.youtube.com/watch?v=zCIvhQd2LRI&feature=youtu.be
オマエらは絶対に間違っている　あべりょう 

https://www.youtube.com/watch?v=eWVeW7TmmN4&ebc=ANyPxKqNXpgl1Gb7kt-
AqB9XDyzY4FHawH7-
DroPsdycniaxHGsSjDYOaWAo60JKa6HS5DSxskl_v_lNAtPmwWGeLfM3TZSLng
海上自衛隊舞鶴音楽隊 ／ サンダーバード JMSDF Maizuru Band 

https://www.youtube.com/watch?v=mc7J1WvxQvA
「あれを殺人行為と言わずになんと言うんだ」中城海上保安庁前・抗議4/30 

https://www.youtube.com/watch?
v=QpCtMAqoPLE&ebc=ANyPxKqkP2h3K4KtoF4EU2O2O4qvz8yg_fp8NawHu4kmuPebEKdjldLohPK35Rv-
1WdqgZsUMY90DIvLb2GqphLFq5vPq7Zw5g
今 辺野古で起きていること(RBC琉球放送) 

https://www.youtube.com/watch?v=nUBMi8igtf0
Fire Wars 

https://www.youtube.com/watch?v=BxwUK0OcSTA
覚悟のススメ【覚悟完了！】MAD 

https://www.youtube.com/watch?
v=o6vuOhbL54A&ebc=ANyPxKqe5hs1QFpL8lGDmWGVXvi42oQg_6Y1CZshSqzQDYXw1nM7Utd6HUlr5VKDlMFhxRzfROi-
iLCJHCkL08dZyPidLTn_Cg&spfreload=1
Yoshiki Fukuyama : Fly Away　（福山芳樹) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zCIvhQd2LRI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eWVeW7TmmN4&ebc=ANyPxKqNXpgl1Gb7kt-AqB9XDyzY4FHawH7-DroPsdycniaxHGsSjDYOaWAo60JKa6HS5DSxskl_v_lNAtPmwWGeLfM3TZSLng
https://www.youtube.com/watch?v=mc7J1WvxQvA
https://www.youtube.com/watch?v=QpCtMAqoPLE&ebc=ANyPxKqkP2h3K4KtoF4EU2O2O4qvz8yg_fp8NawHu4kmuPebEKdjldLohPK35Rv-1WdqgZsUMY90DIvLb2GqphLFq5vPq7Zw5g
https://www.youtube.com/watch?v=nUBMi8igtf0
https://www.youtube.com/watch?v=BxwUK0OcSTA
https://www.youtube.com/watch?v=o6vuOhbL54A&ebc=ANyPxKqe5hs1QFpL8lGDmWGVXvi42oQg_6Y1CZshSqzQDYXw1nM7Utd6HUlr5VKDlMFhxRzfROi-iLCJHCkL08dZyPidLTn_Cg&spfreload=1


（４月18日）　…「アルパカ狼さんに遇える」確率、高い！…（はず）…☆

http://85358.diarynote.jp/201604180831438091/

福岡県は熊本県の被災者に県営住宅などを一時的な避難場所とし

て無償で提供する電話相談窓口を設けます。

2016年4月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

https://www.youtube.com/watch?v=augiVRjpWcI
乃木坂46 『君の名は希望-DANCE＆LIP ver.-』Short Ver. 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
熊本に住んでた、あの人がツイッターで言ってるね。「とにかく逃げられる人は、今

すぐ逃げて。このままでは飢え死にする。熊本で政治家をやってる家族の多くは、既

に熊本を脱出してる。今回の地震は普通ではない。僕は東京に到着した」みたいなこ

とをツイートしてる。

おはようございます。０８：０６です。

札幌は昨夜の予報より早く雲海？が通り抜けて、不安定ながら晴れ予報。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【石狩・空知・後志地方 警報情報（解除） 2016年04月18日 05:46】
石狩・空知・後志地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

風は強め。気温は…

プラス１４℃。

…！（＠＠；）！…
暑く？なりそうです…。

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

01:00 0.043 0.040 0.042 6 
02:00 0.046 0.043 0.045 6 
03:00 0.043 0.040 0.041 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00

http://85358.diarynote.jp/201604180831438091/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160418/85358_201604180831438091_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160418/85358_201604180831438091_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160418/85358_201604180831438091_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=augiVRjpWcI
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


バイトは４連勤の３日目。

寝不足でへろへろ。（－－；）

しかし確率的には、今日こそ！

…「アルパカ狼さんに遇える」
確率、高い！…（はず）…☆

https://www.youtube.com/watch?
v=aYRZ7jPwfDU&ebc=ANyPxKrLJYkIfA68b8BKgL4ARwT9u3SqSMFgcbe7krwj6lZNw6Xq2C06EbyJtZMpnQ1jLzc0pLeslQDmKj25L4MEaTq_o73ZXA
乃木坂46 『何度目の青空か？』Short Ver. 

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【熊本 居住関連】
福岡県は、地震で住宅が被害を受けた熊本県の被災者に、県営住宅などを一時的な避

難場所として無償で提供することになり、きょう（１８日）から電話による相談窓口

を設けます。

電話番号は 092-643-3870 です。
http://nerv.link/g6eg7M

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【熊本県内のスーパー・コンビニ 営業状況】
NHKが熊本県内のスーパー・コンビニエンスストアの営業状況についてまとめてい
ます。

http://nerv.link/f85n5L

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【ソフトバンク 熊本でデータ通信制限せず】
ソフトバンクは、熊本県で住所登録しているスマートフォンの利用者を対象に、規定

の通信データ量を超えてインターネットを利用しても、今月いっぱいは通信速度制限

をかけないことになりました。

http://nerv.link/XmD8KN

https://www.youtube.com/watch?v=wKEjYzFKz8Q
[HD] 乃木坂46 - 君の名は希望 生歌＆オーケストラVer 生田絵梨花ピアノ演奏 / Nogizaka46 - Kimi
no na wa kibou 

https://www.youtube.com/watch?v=aYRZ7jPwfDU&ebc=ANyPxKrLJYkIfA68b8BKgL4ARwT9u3SqSMFgcbe7krwj6lZNw6Xq2C06EbyJtZMpnQ1jLzc0pLeslQDmKj25L4MEaTq_o73ZXA
http://nerv.link/g6eg7M
http://nerv.link/f85n5L
http://nerv.link/XmD8KN
https://www.youtube.com/watch?v=wKEjYzFKz8Q


（４月18日）

http://85358.diarynote.jp/201604180845558123/

地震が停止中。収束なら良いけど、溜め込んでたらまずいね。「

家具の固定、水」など基本的な備えはしておいた方が良いです。

2016年4月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?
v=x6lsgwD2iis&ebc=ANyPxKr1UYKT9Iu9XHc7mDOoL8JaiNzwscoxglu4N88kcbyxJJuIp0DO5VQ0Biymo7elti0xVh-
5EQdkPA4slcIb9OBzvOr3rw
FINAL FANTASY XII ファイナルファンタジー12 PV 葉加瀬太郎 交響詩 「希望」 

特務機関NERV @UN_NERV · 4 秒4 秒前 
【地震 08:24】
［震度３］福島浜通り

特務機関NERV @UN_NERV · 2分2分前 
【緊急地震速報 最終報 2016年4月18日 08:25】8時24分頃、福島県沖を震源とする地震
がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM4.5、最大震度3と推定されてい
ます。詳しい情報が入り次第お伝えします。

おまたせ！！トレンド速達便 @wait_trend · 4分4分前 
【日本終了】伊予灘、地震活動開始！！！伊方原発ｗｗｗ 2ch「ワイ四国民、震える」
http://ift.tt/1qRA1wk
https://pbs.twimg.com/media/CgSDgSJWQAEmGYx.jpg

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.1】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 59.4km 2016/04/18 04:33:46
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1Wa7Nsz (USGS)http://j.mp/1Wztvqj

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4 時間4 時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604180845558123/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160418/85358_201604180845558123_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160418/85358_201604180845558123_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=x6lsgwD2iis&ebc=ANyPxKr1UYKT9Iu9XHc7mDOoL8JaiNzwscoxglu4N88kcbyxJJuIp0DO5VQ0Biymo7elti0xVh-5EQdkPA4slcIb9OBzvOr3rw
http://ift.tt/1qRA1wk
https://pbs.twimg.com/media/CgSDgSJWQAEmGYx.jpg
http://j.mp/1Wa7Nsz
http://j.mp/1Wztvqj


こんな事を言っていた矢先の3時36分に起ってる
https://pbs.twimg.com/media/CgRC4aiUsAATY_0.jpg
この震源は17日の気象庁会見で「震源が南西へ移動してるので警戒」と言ってた断層
。こないだのM7.3の巨大地震とは違う日奈久断層の地震。ここで16日からM2.5以下の
地震が増加してる

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
18日00時10分ごろの
熊本県南西部の日奈久断層帯 付近の（マグニチュード3.6：震度3）以降、地震が停
止中。　震災以降、ここまでの長時間の停止は初めてのこと。収束なら良いけど、溜

め込んでたらまずいね。

https://pbs.twimg.com/media/CgQ7NOzUYAEQA7U.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【新潟県 警報情報（解除） 2016年04月18日 03:30】
新潟県に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

佐渡では、強風に注意してください。新潟県では、高波に注意してください。中越、

上越では、融雪に注意してください。中越では、なだれに注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年04月18日 03:22】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月18日 03:06
現象：爆発

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
地球の歴史

27万年前とか9万年前という単位。想像を絶する地殻変動が繰り返され、今の日本列島
の形になった。それに比べたら、我々が生きてる生涯なんて、ものの数分間ぐらいの

出来事。その「数分間」という今、日本は「地殻変動期」になってる

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/721724935652057088

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
https://pbs.twimg.com/media/CgQVAOfVIAEBxYV.jpg
熊本県 阿蘇付近の土砂災害が深刻
ごっそり崩落した高台、阿蘇大橋の崩落、断層付近の阿蘇神社も倒壊。　阿蘇付近で

土砂災害が多いのは、27万年前〜9万年前に度々、起った巨大噴火で大量の火山灰が含
まれた崩れやすい地形だからみたい。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
昨日もあったけど今日も福岡で地震

https://pbs.twimg.com/media/CgP9rFRVIAMGbR1.jpg
今日のは今年になって地震が４回、起ってる震源（画像３）ではなく、沖が震源

ここも断層が入り組んでるし、M7.0の地震も起ってるから「家具の固定、水」などの

https://pbs.twimg.com/media/CgRC4aiUsAATY_0.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgQ7NOzUYAEQA7U.jpg
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/721724935652057088
https://pbs.twimg.com/media/CgQVAOfVIAEBxYV.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgP9rFRVIAMGbR1.jpg


地震の基本的な備えはしておいた方が良いです

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
断層、阿蘇カルデラに延伸

「17日、政府の地震調査委員会は、M7.3地震の断層は、阿蘇のカルデラの中まで延び
ていたことが新たに分かった。火山監視活動を強化してほしいと注視を呼び掛けた

」http://www.nishinippon.co.jp/nnp/science/article/238922 …

https://www.youtube.com/watch?v=_CNkeyHghsg
FF12 ED 葉加瀬太郎 交響詩 「希望」 フルver 

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/science/article/238922
https://www.youtube.com/watch?v=_CNkeyHghsg


（４月18日）　…「私が」（前世バージョンの）指揮してたって、そりゃ無理だ…。

http://85358.diarynote.jp/201604180848353930/

九州新幹線、運転再開のめどは立っていません／『特集 迅速に避
難するために／避難体制が整備されている事が原発稼働の条件だ

ったのだから避難できなくなった今は原発止めるのが当たり前。

2016年4月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
熊本地震

西日本新聞が避難所の深刻な実態を報じてる

避難所に避難物資が一切届いていない。食べ物がとにかく足りない。電気もガスも

ない、水は泥水、今日、支給されたのは、おにぎり一つだけ

」http://www.nishinippon.co.jp/nnp/shelter_kumamoto/ …

避難、２０万人（超）だよ？

…「私が」（前世バージョンの）
指揮してたって、そりゃ無理だ…。

http://85358.diarynote.jp/201604180848353930/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160418/85358_201604180848353930_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160418/85358_201604180848353930_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160418/85358_201604180848353930_3.jpg
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/shelter_kumamoto/


…（〜〜；）…

https://www.youtube.com/watch?v=P4FqPKgHQpY&ebc=ANyPxKqOM0-
pfzr9A0ugR2GnUi3Oq5MchFRhGnxyLzdntdDnwzN4cl9z3CzwyCsGKwft3bjCU-
rNhbHmDG2cghrprPSUPgLnnA
FF13 閃光　高音質 

ワサ山リモ・藻 @sidecar4 · 46秒47秒前 
福島浜通りで震度３、川内村、って川内原発止めてくれってメッセージみたいで出来

すぎだわ。

deadman∀ぱんだ @deadman_616 · 1分1分前 
業界ウラ話。

政府は発表してないけど、

〇〇基地や〇〇原発の工事は既に進んでおります。

はなゆーさんへの返信 
にゃん @blue3940 · 2分2分前 
@hanayuu 今現在も 毎日毎日 1920万ベクレル/日〜2160万ベクレル/日 福一原発から
空気中に放出。http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4090.html …みんな楽し
くHappyがいい♪

しずおかハートnet @heartnetshizuok · 3分3分前 
『特集 迅速に避難するために 「原発避難に最長6日⁈ その理由は」』
http://amba.to/1jetoeI 　2014.2.19にテレビ静岡が報道した動画と新聞記事。

red_cross_ @red_cross_ · 5分5分前 
2003年におきた十勝沖地震(M8.0)、青森県大間（原発建設中）では『海が見たことも
無いほど引いていって、津波は床下まで来た』と。 #地震 #japan #原発 #tokyomx

エリック ・C @x__ok · 27 分27 分前 
山が崩れたり地震での被害が酷い。あの危険なオスプレイまで出して物資を届けなけ

ればならないなどと言っている。しかしこれで原発事故があったらどうなるのだろ

うか。避難体制が整備されている事が原発稼働の条件だったのだから避難できなくな

った今は原発止めるのが当たり前。

菅野完 @noiehoie · 60分60分前 

https://www.youtube.com/watch?v=P4FqPKgHQpY&ebc=ANyPxKqOM0-pfzr9A0ugR2GnUi3Oq5MchFRhGnxyLzdntdDnwzN4cl9z3CzwyCsGKwft3bjCU-rNhbHmDG2cghrprPSUPgLnnA
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4090.html
http://amba.to/1jetoeI


原発が動いてようが止まってようが、「もし万が一地震が襲って過酷事故が起こった

場合の被害の甚大さ」は変わらないってのが正しいとしてだ。　大きく違ってくるの

が「あんなそばで地震が起こってたのに動かしてたの？」って言われるか「止めたの

にこんなことになって。。。」と言われるかの違い。

菅野完 @noiehoie · 1時間1時間前 
しかし、川内原発の稼働継続を支持する理屈として、「原発は止めた方が危ない」「

止める瞬間が危ない」とか言い出す人が出てきて実に面白い。

その理屈が正しければ、「何らかの異常を検知しての緊急停止」も非常に危険という

ことになり、安全基準もクソも何もかんも吹き飛ぶなw

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【停電情報 2016年4月18日 7:03】
東京電力停電情報によりますと、千葉県 旭市、銚子市の約600軒で停電が発生している
ということです。

http://nerv.link/sLdoK2

CAVU @cavu311 · 2時間2時間前 
「火力はすぐには起動できない！」←長期停止だと最大1日くらいかかりますね(棒)　
「九電は余力がない！」← 1日の需給数値ではなく発電設備容量を考える。原発ゼロで
夏を乗り越えてるのを忘れずに。

もはや「何が何でも停止させたくない」皆さんの主張は言いがかりか駄々っ子の類

です。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【九州新幹線 運転見合わせ 2016年4月18日 6:03】
熊本地震の影響で、終日、運転を見合わせています。

エリック ・C @x__ok · 2時間2時間前 
エリック ・Cさんがをリツイートしました
川内原発が不当再稼動するまで４年以上止まっていたのですが、それで電気が足りて

いないという事は全くありませんでしたね。一番消費量の多い猛暑の夏ですら余力す

らありましたね。　http://twitter.com/guldeen/status/721723815739265024 …

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【停電情報 2016年4月18日 3:58】
東京電力停電情報によりますと、静岡県 沼津市の約600軒で停電が発生しているという

http://nerv.link/sLdoK2
http://twitter.com/guldeen/status/721723815739265024


ことです。

http://nerv.link/I6hGCc

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【１８日も熊本空発着便はすべて欠航へ】

全日空、日本航空、ジェットスター、ソラシドエアは、熊本空港のターミナルビルに

被害が出ている影響で、１８日も熊本空港を発着するすべての便の欠航を決めてい

ます。

http://nerv.link/9NQOJI

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【九州新幹線 約１００か所で新たな被害】
ＪＲ九州が九州新幹線の設備の点検を行ったところレールの変形など、熊本県内のお

よそ１００か所で新たに被害が見つかりました。

余震のため点検が進んでおらず、運転再開のめどは立っていません。

http://nerv.link/Re8exh

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【大分 ライフライン情報】
［水道］九重町で７９１世帯で断水しているほか、由布市湯布院町でもおよそ２００

世帯で断水しているということです。

NHK大分放送局が災害情報をまとめています。
http://nerv.link/lpOubO

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【宮崎 災害情報】
一連の地震によって宮崎県のスーパーでは、熊本県からの入荷が難しく品ぞろえが薄

くなっているほか隣接する熊本県からの買い物客が増えています。

NHK宮崎放送局が災害情報をまとめています。
http://nerv.link/6coVAe

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【熊本 ライフライン情報】
［電力］３万７４００戸が停電

［水道］およそ１７万５７００世帯が断水

［ガス］およそ１０万５０００戸で都市ガスの供給を停止

［通信］大手３社、一部の地域でつながりにくい状況、避難所で無料充電サービス提

http://nerv.link/I6hGCc
http://nerv.link/9NQOJI
http://nerv.link/Re8exh
http://nerv.link/lpOubO
http://nerv.link/6coVAe


供

http://nerv.link/RyULdb

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【被災地で空き巣被害 通報相次ぐ】
今回の地震で被害を受けた熊本市などでは、住民が避難したあとの住宅などが空き巣

に入られたという通報が相次ぎ、警察が注意を呼びかけています。

http://nerv.link/HmJ8GE

https://www.youtube.com/watch?v=rmhZMZRgFXQ&ebc=ANyPxKqOM0-
pfzr9A0ugR2GnUi3Oq5MchFRhGnxyLzdntdDnwzN4cl9z3CzwyCsGKwft3bjCU-
rNhbHmDG2cghrprPSUPgLnnA
再臨: 片翼の天使 〜Advent: One-Winged Angel〜 

戸谷真理子 @irukatodouro · 1時間1時間前 
地元に地震や津波があったときにどうするか、原発事故があったときにどうするか、

ということをつぶやくと「今言うことか」という指摘があったりするんだけど、よく

みんな災害を他人事にしていられると思う。日本全国明日は我が身だよ。他人事にし

てるから、原発稼働させて平気でいられるんだね　他人事

https://www.youtube.com/watch?
v=oE0hgt_a_do&ebc=ANyPxKqWWXIFrpyUaapkI2509rWoxcHHFLKjlNAsXxGm0K--h65br4lQ-
AuQbvk8Lg9vibaOhfEUNvxNzxvExiloNYbqwZlW3Q
FINAL FANTASY7 片翼の天使
 

http://nerv.link/RyULdb
http://nerv.link/HmJ8GE
https://www.youtube.com/watch?v=rmhZMZRgFXQ&ebc=ANyPxKqOM0-pfzr9A0ugR2GnUi3Oq5MchFRhGnxyLzdntdDnwzN4cl9z3CzwyCsGKwft3bjCU-rNhbHmDG2cghrprPSUPgLnnA
https://www.youtube.com/watch?v=oE0hgt_a_do&ebc=ANyPxKqWWXIFrpyUaapkI2509rWoxcHHFLKjlNAsXxGm0K--h65br4lQ-AuQbvk8Lg9vibaOhfEUNvxNzxvExiloNYbqwZlW3Q


（４月18日）

http://85358.diarynote.jp/201604181022245458/

「アムロ、行きま〜すッ！」（違っ

2016年4月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
陸自の増援部隊が

千歳空港に向かって？移動中。

無事故でご活躍ください。

写真タイミング失敗。

手前のおっさんは工事の人。

(^_^;)
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月18日15:52
今日「遅刻しかけ」たのは、

この一枚を撮るためだったか…
┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月19日0:33

junkoさんがリツイート 
microcarpa @microcarpa1 · 11時間11時間前 

「#自衛隊 頼りになる！２日ぶりの温かいご飯」給水に炊き出し、医療チーム支援も開始
http://www.sankei.com/west/news/160418/wst1604180013-n1.html …
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災害時救助支援に命をかけて下さる自衛隊員を、軍需産業投資家と手下の政治家たちの金と権力

のため、海外派遣？利権のための侵略戦争で殺さないで！#戦争法廃止



（４月18日）　アルパカ狼さん居たし♪

http://85358.diarynote.jp/201604181529072305/

一目三千本♪o(^-^)o♪（…だから違う…

2016年4月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

アルパカ狼さん居たし♪

o(^-^)o

札幌は、この世の楽園…♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

（詳細またね

https://www.youtube.com/watch?v=ievfPzBCSe4
【初音ミク】千本桜【Project DIVA F】

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月18日16:00
　

空気に異物混入。(-_-#)

ウイルスか、火山灰かな…★
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月19日0:12
　

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 

"machaisky 2015年12月10日

札幌に保養に来て3日経過。

神奈川では毎日喉をゼーゼーさせていた

生後10ヶ月の娘。

札幌に来たら、ピタリと治まった。

でも目の下のクマは濃いまま。

やっぱり

不安だから、保養が終わったら、

娘の血液検査してもらおう。

"

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月19日8:07
　

★午後からふつうに業務多忙でアルパカ鑑賞が欲求不満ぎみ…☆

★札幌まで、九州の地震でまきあがったと推測される「土埃」到達…。
（－－；）

てことは、「放射性物質も簡単に飛んでくる」んですね、札幌まで…。
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（４月18日）　…深さ０．０km…？？…（０。０；）…

http://85358.diarynote.jp/201604182040416171/

【M5.9】VANUATU／【M5.8】 阿蘇 ２０時４２分
／【M5.6】CHILE ２０：３８／【M６.７】中規模フレア発生／
最大約１００センチの顕著な海面昇降。

2016年4月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
この 30日間で大きな地震がこれだけ起きている。
M7.8 エクアドル 16日
M5.7 熊本 15日
M7.0 熊本 15日
M6.4 バヌアツ 14日
M6.0 熊本 14日
M6.2 熊本 14日 
M6.9 ミャンマー 13日
M6.6 アフガニスタン 10日

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
M6.7 バヌアツ 7日 
M6.7 バヌアツ 6日
M6.9 バヌアツ 3日
M4.2 オクラホマ3/29日
M6.4 ロシア3/29日
M4.6 ハワイ3/20日
次が来ると想像しない方がおかしい。

電力会社も原子力規制庁もいい加減にしてほしい。

宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
[記事] M6.7の中規模フレアが発生しました。M6を超えるフレアは7か月ぶりです。
http://swnews.jp #swnews

tanaka kazushigeさんがリツイート 
Tsukada Hisanori @lensmanjp · 12時間12時間前 
@matu923 @tanakakazushige いつかは噴火するのですから、カウントダウンは進行中
です。

https://www.youtube.com/watch?
v=Y3Uga1DYrKE&ebc=ANyPxKpCoIxxCbDmOZ4a13MXHuGkcUKM05tLXoZLCMupnMbKNU6nGHnt1FSmLKIc148ujzbHcRQu7uyQrdbzChsbxcrVku5LtA
義経千本桜　－和楽・千本桜－ 

おばんです。２２：３０。

なんとか無事帰投。（＾＾；）

札幌は朝１４℃⇒夜５℃まで急降下。

明日は雪の予報…？（００；）★

とりあえず地震情報チェック〜…

地震マップ @eq_map · 9 分9 分前 
【M5.9】VANUATU 74.5km 2016/04/18 22:06:11JST, 2016/04/18 13:06:11UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
19.479,169.0337%28+%5BM5.9%5D+VANUATU+74.5km+2016%2F04%2F18+22%3A06%3A11JST%2C+2016%2F04%2F18+13%3A06%3A11UTC+%29&ll=-
19.479,169.0337&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jhi …

http://85358.diarynote.jp/201604182040416171/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160418/85358_201604182040416171_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160418/85358_201604182040416171_2.jpg
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=Y3Uga1DYrKE&ebc=ANyPxKpCoIxxCbDmOZ4a13MXHuGkcUKM05tLXoZLCMupnMbKNU6nGHnt1FSmLKIc148ujzbHcRQu7uyQrdbzChsbxcrVku5LtA
http://maps.google.co.jp/maps?q=-19.479,169.0337%28+%5BM5.9%5D+VANUATU+74.5km+2016%2F04%2F18+22%3A06%3A11JST%2C+2016%2F04%2F18+13%3A06%3A11UTC+%29&ll=-19.479,169.0337&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jhi


！（＞＜ｐ）！

また出ました！バヌアツ法則！

https://www.youtube.com/watch?
v=K_xTet06SUo&ebc=ANyPxKqi8XqU60_VCPmmOEOLhBlWkoMP5w9kv6l_z2zFuMnbWNb6JnBKfPnPsEtmUmxG7Ualrm5j9icxVkTr6C4qSQow00u3rA
和楽器バンド / 千本桜 

…深さ０．０km…？？
…（０。０；）…

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 � 大分 竹田市 
【M3.1】大分県南部 深さ0.0km 2016/04/18 21:38:44 [AQUA-HYPO]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=33.0,131.3&ll=33.0,131.3&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=33.0&lon=131.3&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 � 島根 浜田市 
【M3.5】島根県南西部 深さ20.1km 2016/04/18 21:28:55
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=34.779,132.048&ll=34.779,132.048&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=34.779&lon=132.048&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map … (アニメ
)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160418212855a.gif …

さっきのコレね…（－－；）
＞２分前に震度５強！（；‾Д‾）／

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 熊本 阿蘇市 
地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 熊本 産山村 
【最大震度5強】(気象庁訂正) 熊本県阿蘇地方 深さ約10km M5.8 18日20時42分頃発生 
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=33.0,131.2&ll=33.0,131.2&z=9&t=m … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160418205103395-182042.html …

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � Illapel, Chile 
【M5.6】COQUIMBO, CHILE 39.4km 2016/04/18 20:38:38JST, 2016/04/18
11:38:38UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-31.7154,-
71.1747%28+%5BM5.6%5D+COQUIMBO%2C+CHILE+39.4km+2016%2F04%2F18+20%3A38%3A38JST%2C+2016%2F04%2F18+11%3A38%3A38UTC+%29&ll=-
31.7154,-71.1747&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jgy …

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
宮崎県にも地震きた。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
Mount Aso 04/18 18:20
https://pbs.twimg.com/media/CgUsiwVUMAAhFBm.jpg

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04月18日 20:32】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月18日 20:21
現象：爆発

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【鹿児島県（奄美地方を除く） 潮位情報 2016年04月18日 19:36】
１８日１８時頃から、薩摩地方の沿岸では、最大で約１００センチの顕著な海面昇降

が発生しています。海面の昇降やこれに伴って生じる強い流れにより、船舶や海上係

留物への被害が生じるおそれがあります。

junkoさんがリツイート 
あおてん農園 @aoten49003 · 4 時間4 時間前 
この奈良県の地震は明確に中央構造線上ですね。

しかも4/18 18:18　ゾロ目‥
https://pbs.twimg.com/media/CgUlHcdUUAAzJCt.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
先ほど奈良県で起きた地震

経緯度をアースに入れてみたら、見事に中央構造線　津風呂湖だった

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160418181801395-181814.html …
これはもの凄く恐ろしい事実　中央構造線全体が活動しているのだ

34.4N　135.9E

https://www.youtube.com/watch?v=K_xTet06SUo&ebc=ANyPxKqi8XqU60_VCPmmOEOLhBlWkoMP5w9kv6l_z2zFuMnbWNb6JnBKfPnPsEtmUmxG7Ualrm5j9icxVkTr6C4qSQow00u3rA
http://maps.google.co.jp/maps?q=33.0,131.3&ll=33.0,131.3&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=33.0&lon=131.3&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://maps.google.co.jp/maps?q=34.779,132.048&ll=34.779,132.048&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=34.779&lon=132.048&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160418212855a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=33.0,131.2&ll=33.0,131.2&z=9&t=m
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160418205103395-182042.html
http://maps.google.co.jp/maps?q=-31.7154,-71.1747%28+%5BM5.6%5D+COQUIMBO%2C+CHILE+39.4km+2016%2F04%2F18+20%3A38%3A38JST%2C+2016%2F04%2F18+11%3A38%3A38UTC+%29&ll=-31.7154,-71.1747&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jgy
https://pbs.twimg.com/media/CgUsiwVUMAAhFBm.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgUlHcdUUAAzJCt.jpg
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160418181801395-181814.html


地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.4】根室半島沖 深さ48.8km 2016/04/18 17:24:45
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.870,144.927&ll=42.870,144.927&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160418172445a.gif …

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【奄美地方（鹿児島県） 潮位情報 2016年04月18日 18:11】
４月１８日１７時頃から奄美地方の沿岸では、最大約７０センチの海面昇降が発生し

ています。海面の昇降や強い流れにより、船舶等への被害が発生する恐れがあります

。

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � България 
【M4.5】BULGARIA 16.5km 2016/04/18 15:46:16JST, 2016/04/18 06:46:16UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=42.51,26.0468%28+%5BM4.5%5D+BULGARIA+16.5km+2016%2F04%2F18+15%3A46%3A16JST%2C+2016%2F04%2F18+06%3A46%3A16UTC+%29&ll=42.51,26.0468&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005je7 …

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
九州方面に向かう多数の筋雲あり

推定規模はM7程度　頭痛が来ているので明日まで持たない可能性がある
あとはポーンという感じの圧力耳鳴りが来れば数時間で発生

このときの頻度、長さで規模が分かる

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
Mount Aso
https://pbs.twimg.com/media/CgTIsibUkAEReWz.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 12時間12時間前 
行徳はかつて見たこともないほど断絶収束を繰り返している 今日の断絶は15日の７．
３前兆と同規模だろう

http://earthq.system-canvas.com/browse2.wpp?cmd=view&loc=M_KTR&dir=VERT …

amaちゃんだ @tokaiama · 12時間12時間前 
4日後、4月22日頃に満月トリガー
どんな恐ろしい事態になるのか想像もできないほど怖い

http://www.moonsystem.to

宇宙天気ニュース @swnews · 13時間13時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 M6.7 の中規模フレアとなり、X線強度は、4月18日09:29
JST (18日00:29 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

amaちゃんださんがリツイート 
NHK科学文化部 @nhk_kabun · 16時間16時間前 
【３地震 約５０キロの断層が２ｍ近く横ずれか
】http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160418/k10010485981000.html?
utm_int=news_contents_news-main_003 …

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
2016年04月18日 阿蘇山(アソサン) の測候所が昨日の夕方から欠測になってしまった。

amaちゃんだ @tokaiama · 17時間17時間前 
秀逸な震源マップ動画

http://www.quakemap.info/?y=2016&m=4&d=18&s=14 …
九州群発地震が中央構造線を東進しているが、一番恐ろしい400年間の沈黙を守る松山
市伊予断層が微動だにしない「嵐の前の静けさ」を保っている

amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
清瀬市で異常に高いガンマ線量　次に爆縮、異常に低い線量が出ると大地震が起きる

http://tokaiama.bbs.fc2.com/ 
地殻が破壊されるとウラン系列のラドンガスが大気放出され、娘核ビスマス２１４に

よるガンマ線量が上がる

その後、大地震前に低下は何らかの吸収現象が起きる疑い？

https://www.youtube.com/watch?
v=gOrZb4q6FTI&ebc=ANyPxKq1rSnV_f6xKUfHqgJXqvZlVWXlhfn4GVy4XTzl8T9_sSSRg4luLide_VwiE1jrWFb3gJ10F-
nbwW9caoeGEgFW2XEh0Q
【◇合唱◆】六兆年と一夜物語【男女12人】
 

http://maps.google.co.jp/maps?q=42.870,144.927&ll=42.870,144.927&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160418172445a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=42.51,26.0468%28+%5BM4.5%5D+BULGARIA+16.5km+2016%2F04%2F18+15%3A46%3A16JST%2C+2016%2F04%2F18+06%3A46%3A16UTC+%29&ll=42.51,26.0468&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005je7
https://pbs.twimg.com/media/CgTIsibUkAEReWz.jpg
http://earthq.system-canvas.com/browse2.wpp?cmd=view&loc=M_KTR&dir=VERT
http://www.moonsystem.to/
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160418/k10010485981000.html?utm_int=news_contents_news-main_003
http://www.quakemap.info/?y=2016&m=4&d=18&s=14
http://tokaiama.bbs.fc2.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gOrZb4q6FTI&ebc=ANyPxKq1rSnV_f6xKUfHqgJXqvZlVWXlhfn4GVy4XTzl8T9_sSSRg4luLide_VwiE1jrWFb3gJ10F-nbwW9caoeGEgFW2XEh0Q


（４月19日）　…太陽、どうなってるんでしょおか…||||（＠＠；）||||…

http://85358.diarynote.jp/201604190742125795/

【M級フレアが地球軌道かする】 ／まずいね西日本。特に火山の
近く注意かも。

2016年4月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

おはようございます。

０７：３０じゃすと。（＾＾）

札幌はプラス…５℃。（－－）
昨日はプラス１５℃。でした…

無風。もの凄く空が明るすぎる銀色の曇天。

…太陽、どうなってるんでしょおか…||||（＠＠；）||||…

https://www.youtube.com/watch?
v=b2GJcYBoVyg&ebc=ANyPxKpIVHdHT4I4F2NaaAoSjCg_HBRMrOTK9QhZgIeYCCIErrIWqXWKf1OKbKB3nShZOHJwKbpn2uwpv40qUOcbo4kqhaUkGw
At God’s Mercy - rerulili feat.Vocaloids / 神のまにまに - れるりりfeat.ミク&リン&GUMI 

junkoさんがリツイート 
The daily olive news @olivenews · 15分15分前 � 東京 千代田区 
「断層帯の南西にも注意を」＝熊本地震で学会会長

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016041800807&g=soc …
「日奈久断層帯南西側に未破壊部分が残っている。わずかな活動が見られており注意

が必要だ」

https://pbs.twimg.com/media/CgXKG0tUkAARmpB.jpg

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 � 北海道 様似町 
【M4.4】HOKKAIDO, JAPAN REGION 60.2km 2016/04/19 05:32:45JST, 2016/04/18
20:32:45UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=42.1612,142.9063%28+%5BM4.4%5D+HOKKAIDO%2C+JAPAN+REGION+60.2km+2016%2F04%2F19+05%3A32%3A45JST%2C+2016%2F04%2F18+20%3A32%3A45UTC+%29&ll=42.1612,142.9063&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jl3 …
地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 北海道 浦河町 
【最大震度2】(気象庁発表) 日高地方東部 深さ約60km M4.2 19日05時32分頃発生 
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.2,142.9&ll=42.2,142.9&z=9&t=m … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160419053618395-190532.html …

智子satoko@愛知。 @satokokoko · 9時間9時間前 
最近の地震と太陽フレアによる電磁波の影響で、この数日かなり形相変わってます。

別人みたい。自覚あるけど、コントロールできません。余震まだまだありそう。

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � Jama, Ecuador 
【M5.1】NEAR THE COAST OF ECUADOR 10.0km 2016/04/18 22:25:45
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-0.275,-
80.2714%28+%5BM5.1%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+10.0km+2016%2F04%2F18+22%3A25%3A45JST%2C+2016%2F04%2F18+13%3A25%3A45UTC+%29&ll=-
0.275,-80.2714&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jhl …

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.9】VANUATU 74.5km 2016/04/18 22:06:11JST, 2016/04/18 13:06:11UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
19.479,169.0337%28+%5BM5.9%5D+VANUATU+74.5km+2016%2F04%2F18+22%3A06%3A11JST%2C+2016%2F04%2F18+13%3A06%3A11UTC+%29&ll=-
19.479,169.0337&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jhi …

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � Illapel, Chile 
【M5.6】COQUIMBO, CHILE 39.4km 2016/04/18 20:38:38JST, 2016/04/18
11:38:38UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-31.7154,-
71.1747%28+%5BM5.6%5D+COQUIMBO%2C+CHILE+39.4km+2016%2F04%2F18+20%3A38%3A38JST%2C+2016%2F04%2F18+11%3A38%3A38UTC+%29&ll=-
31.7154,-71.1747&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jgy …

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 熊本 産山村 
【最大震度5強】(気象庁訂正) 熊本県阿蘇地方 深さ約10km M5.8 18日20時42分頃発生 

http://85358.diarynote.jp/201604190742125795/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160419/85358_201604190742125795_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160419/85358_201604190742125795_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160419/85358_201604190742125795_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=b2GJcYBoVyg&ebc=ANyPxKpIVHdHT4I4F2NaaAoSjCg_HBRMrOTK9QhZgIeYCCIErrIWqXWKf1OKbKB3nShZOHJwKbpn2uwpv40qUOcbo4kqhaUkGw
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016041800807&g=soc
https://pbs.twimg.com/media/CgXKG0tUkAARmpB.jpg
http://maps.google.co.jp/maps?q=42.1612,142.9063%28+%5BM4.4%5D+HOKKAIDO%2C+JAPAN+REGION+60.2km+2016%2F04%2F19+05%3A32%3A45JST%2C+2016%2F04%2F18+20%3A32%3A45UTC+%29&ll=42.1612,142.9063&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jl3
http://maps.google.co.jp/maps?q=42.2,142.9&ll=42.2,142.9&z=9&t=m
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160419053618395-190532.html
http://maps.google.co.jp/maps?q=-0.275,-80.2714%28+%5BM5.1%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+10.0km+2016%2F04%2F18+22%3A25%3A45JST%2C+2016%2F04%2F18+13%3A25%3A45UTC+%29&ll=-0.275,-80.2714&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jhl
http://maps.google.co.jp/maps?q=-19.479,169.0337%28+%5BM5.9%5D+VANUATU+74.5km+2016%2F04%2F18+22%3A06%3A11JST%2C+2016%2F04%2F18+13%3A06%3A11UTC+%29&ll=-19.479,169.0337&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jhi
http://maps.google.co.jp/maps?q=-31.7154,-71.1747%28+%5BM5.6%5D+COQUIMBO%2C+CHILE+39.4km+2016%2F04%2F18+20%3A38%3A38JST%2C+2016%2F04%2F18+11%3A38%3A38UTC+%29&ll=-31.7154,-71.1747&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jgy


(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=33.0,131.2&ll=33.0,131.2&z=9&t=m … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160418205103395-182042.html …

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 � Yonaguni-cho, Okinawa 
【M6.7級フレア　ｷﾀ━—━( (ﾍ(ﾟДﾟ*)ﾉ三ヽ(*ﾟДﾟ)ﾉ))━—━!! 今朝09:39amJSTに太陽黒
点No.2529でM6.7級の表面爆発が発生し、初速2000km/s弱のM級フレアが地球軌道を
かする。】 
https://pbs.twimg.com/media/CgUYencVAAEIFnq.jpg

智子satoko@愛知。 @satokokoko · 13時間13時間前 
日中から酷くメンタル落ち。太陽フレアの影響かなー。

宇宙天気ニュース @swnews · 19 時間19 時間前 
[記事] M6.7の中規模フレアが発生しました。M6を超えるフレアは7か月ぶりです。
http://swnews.jp #swnews

国立天文台 太陽観測所 @naoj_taiyo · 19時間19時間前 
【本日の太陽】今朝発生した M6.7クラスの太陽フレアを野辺山電波ヘリオグラフで観
測したものです（動画

）http://solar.nro.nao.ac.jp/norh/html/10min/2016/04/18/movie.html …

dodekogudeさんへの返信 
mamy　大阪のおかん @mamy888 · 20時間20時間前 
@ETAN14000687 太陽フレアと地震は切り離せない感じはありますよね。そうでし
たか…　台湾さんの予測気になりますね。

mamy　大阪のおかんさんへの返信 
dodekogude @ETAN14000687 · 20時間20時間前 
@mamy888 太陽フレアの影響とも関係あるのかな。北半球を考えると、台湾さんの予
測エリアが動き出しそうで不気味。

もっちん @banzai0915 · 20時間20時間前 
φ(..)メモメモ
まずい…ね。西日本。特に火山の近く注意かも
九州と、鳥取県か…
【Ｍ６．７の太陽フレア発生、１８日０８：５６ＪＳＴ】

※詳細→→→http://swnews.jp/ #Solar_Flare

NICT 宇宙天気予報センター @NICT_SWC · 22時間22時間前 
2016/04/18 09:42JST
GOES-15衛星の観測から、以下の強い太陽フレアが検出されました。
開始時刻 23:50
強度最大時刻 00:29
終了時刻 00:39
最大強度 M6.7
提供：情報通信研究機構(NI… http://ift.tt/1Ekha2F

国立天文台 太陽観測所 @naoj_taiyo · 22時間22時間前 
今、中規模クラスの太陽フレアが起こっています。太陽フレア望遠鏡のリアルタイム

画像を御覧ください。画像左端の黒点のそばで光っています

。http://solarwww.mtk.nao.ac.jp/jp/db_sftha.html …

塩田 大幸 Daikou Shiota @daikou40t · 23時間23時間前 
Mクラスを超える太陽フレアが発生しました。X線強度が上昇しています。 
https://pbs.twimg.com/media/CgSOS8jUEAE9yd5.jpg

中津川　昴 @subaru2012 · 4月17日 � Yonaguni-cho, Okinawa 
次のコロナホールが地球方面を向いてきた。黒点2529は徐々に太陽面の西寄りに移動
しているので、直撃の可能性は低い。4/18夜までを含む今後48時間以内に磁気嵐が発
生するとNOAAが予測を発表中。 
https://pbs.twimg.com/media/CgODeqKUEAAqoHp.jpg

Lightworker @Lightworker19 · 4月16日 
M9.3の強い太陽フレアが発生！26日深夜に地球直撃へ！僅か1日でMクラスが5回連続
発生！誘発地震や噴火　http://bit.ly/16xoDoU

https://www.youtube.com/watch?v=vdHTGUSk5Ms&ebc=ANyPxKo1b0Q-1Ffa-
UZhwQXNeZgk7yHv1jsDdP7sStBYvSq-
V6pPbTFWMC6DWNrZdW8reLBPTGqjTGam6qmcoYpluW60BX7hUg
Gundam Wing White Reflection

http://maps.google.co.jp/maps?q=33.0,131.2&ll=33.0,131.2&z=9&t=m
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160418205103395-182042.html
https://pbs.twimg.com/media/CgUYencVAAEIFnq.jpg
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http://swnews.jp/
http://ift.tt/1Ekha2F
http://solarwww.mtk.nao.ac.jp/jp/db_sftha.html
https://pbs.twimg.com/media/CgSOS8jUEAE9yd5.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgODeqKUEAAqoHp.jpg
http://bit.ly/16xoDoU
https://www.youtube.com/watch?v=vdHTGUSk5Ms&ebc=ANyPxKo1b0Q-1Ffa-UZhwQXNeZgk7yHv1jsDdP7sStBYvSq-V6pPbTFWMC6DWNrZdW8reLBPTGqjTGam6qmcoYpluW60BX7hUg


（４月19日）　定番です。

http://85358.diarynote.jp/201604190810195880/

【@TOHRU_HIRANOは非公開設定です。】／【衝撃】熊本地震
の長周期地震動は、川内原発の評価基準を超えていたことが判明

！

2016年4月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

…はい。定番です。

皆さま、ご自愛ください…。
…（－－＃）…★

北濱幹也 @kitahamamikiya · 3時間3時間前 
【フクシマ２０１６年問題ってご存じですよね？】

■福島放射能汚染疾患人数の爆発的増加予測の年

■何と！　循環器系９８.３％の人々が発症！
詳細→http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11130489441 …
政府が秘密保護法を急いだ最大の理由です。

https://pbs.twimg.com/media/CgWi-TWUIAA98uR.jpg

岡村俊一 @okamurashunichi · 7時間7時間前 
もうひとつ不気味なのは、「原発は無事運行中」という報道が多すぎる気がする…私
自身が反対派というわけではないのだが、安全対策を考えれば「緊急停止」を売りに

すべきタイミングだと思う。普通に考えて異常な「安全プロモーション」に見える…
。普通な神経なら地震が来たら止めるのが当たり前だ…。

bluehopicornさんへの返信 
Nob @Nob_hsj · 8 時間8 時間前 
@bluehopicorn さらに言うならば、今この国に流れている情報は北朝鮮と変わらない
ということを認識しなければなりません。新聞・テレビは情報統制されたものしか流

れていない。ネットから僅かに漏れ出た情報でようやく真実を知ることが出来るとい

うことに気付かなければ。

https://www.youtube.com/watch?
v=wHXoYo_YgfY&ebc=ANyPxKoXxumMUmOz7diMHfBTe0BOKlOX4MMGey2keIUETrQO2UOmBy7yJdLwX6kXbcwAcUd_wSCIjpNrCbdLniMEtPbo5BQFXQ
Resolution ガンダムX 

特務機関NERV @UN_NERV · 3分3分前 
【熊本空港 一部の便の運航再開 第１便が到着】
一連の地震で欠航が続いていた熊本空港は、19日、4日ぶりに航空各社の一部の便の運

http://85358.diarynote.jp/201604190810195880/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160419/85358_201604190810195880_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160419/85358_201604190810195880_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160419/85358_201604190810195880_3.jpg
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11130489441
https://pbs.twimg.com/media/CgWi-TWUIAA98uR.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wHXoYo_YgfY&ebc=ANyPxKoXxumMUmOz7diMHfBTe0BOKlOX4MMGey2keIUETrQO2UOmBy7yJdLwX6kXbcwAcUd_wSCIjpNrCbdLniMEtPbo5BQFXQ


航が再開され、午前7時半すぎに第1便が熊本空港に到着しました。
http://nerv.link/0f76rx

junko @junko_in_sappro · 11分11分前 
田中龍作ジャーナル |
【熊本地震と川内原発】「想定外ない」田中委員長が強調する安全神話　

http://tanakaryusaku.jp/2016/04/00013432 …
田中委員長は「（我々は）想定内で判断している

想定外と言ってはいけないと肝に銘じて我々も規制している」と胸を張った

cmk2wl @cmk2wl · 14 分14 分前 
東電福島原発からの風向きが時計回りで西に向かいます。

明日（20日）から明後日にかけて、西日本は要注意。
https://pbs.twimg.com/media/CgXJGxvUIAAul7T.jpg

junkoさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 21 分21 分前 
ジョージさんがみーゆ@リケニャをリツイートしました
原子力ムラの住人が金儲けをするための原発です。国民のためではありません。

https://twitter.com/miakiza20100906/status/722005112424521730

cmk2wl @cmk2wl · 28分28分前 
2016年4月14日 インドネシア
数百万尾の魚の死（主にイワシ。地元民はそれを食べていると）

https://pbs.twimg.com/media/CgXGOM0UAAEcV8P.jpg

junko @junko_in_sappro · 33分33分前 
ドイツ　原発の安全性チェックで　作業員による手抜き・改竄工作が

別々の原発2機で発覚。ヒューマンエラーへの対応、重要に
http://rief-jp.org/ct4/60407 
原発は機械設備だが、扱うのは人間だということを忘れてはならない

junkoさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 37分37分前 
福島の原発放射能汚染が甲状腺ガン激発と無関係とか

放射能汚染食品を食べる地域の死亡率が１０％以上上がっているのに食べて応援を国

と経済界ぐるみで推進してみたり

戦後科学の到達点としての中央構造線の概念を突如消してしまったりと

日本は今、壮大なカルト政治をやってる

統一教会、成長の家

特務機関NERV @UN_NERV · 40分40分前 
【停電 熊本県内で約１万１６００戸】
九州電力によりますと、地震の影響で停電しているのは、19日午前7時現在、熊本県内
のおよそ1万1600戸となっています。
http://nerv.link/UUTbmc

特務機関NERV @UN_NERV · 53分53分前 
【九州の高速道路や鉄道で影響続く】

これまでの地震の被害で、九州各地の道路や鉄道で影響が続いています。

http://nerv.link/Xcd9WV

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 59分59分前 
阿蘇から120、140、160キロ円。阿蘇4火砕流は120キロ離れた山口県宇部海岸まで達
した。160キロ離れた秋吉台にも達した報告があるが、それは降下火山灰だろう。海面
を進んだ火砕流は山を這い上がらない。川内原発までは140キロ。
https://pbs.twimg.com/media/CgW5keTUsAAu2tx.jpg

BASIL @basilsauce · 1 時間1 時間前 
東日本大震災で福島第一原発が爆発し、農産物の放射能汚染問題が起きた。

http://nerv.link/0f76rx
http://tanakaryusaku.jp/2016/04/00013432
https://pbs.twimg.com/media/CgXJGxvUIAAul7T.jpg
https://twitter.com/miakiza20100906/status/722005112424521730
https://pbs.twimg.com/media/CgXGOM0UAAEcV8P.jpg
http://rief-jp.org/ct4/60407
http://nerv.link/UUTbmc
http://nerv.link/Xcd9WV
https://pbs.twimg.com/media/CgW5keTUsAAu2tx.jpg


今もイギリスのアジアショップの日本からの輸入品の多くは西日本産です。

もし万が一、また原発事故が起こったら、さらに日本産のものに対する海外の輸入制

限が拡大するリスクがある。

junkoさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
熊本地震　安倍首相、消費税１０％「予定通り」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160418-00000540-san-pol …
史上最悪首相、安倍晋三のキチガイをなんとかしてくれ！

いるべきでない人物

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【熊本市電 一部の区間で運転再開】
地震の影響で全線で運転を見合わせていた熊本市内の路面電車「熊本市電」は、19日
朝から一部の区間で運転を再開しました。

http://nerv.link/t5abmC

junkoさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
昨日の徳島地震震源地はズバリ中央構造線上

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160418232309495-182319.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgWyh1yUAAA5XPh.jpg

Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 2時間2時間前 
川内原発は阿蘇カルデラの破局噴火も規制基準の対象事象．噴火前に止めて，燃料棒

取り出して，使用済み核燃料とともに，少なくとも関西以東に運びださないとね．カ

ルデラ噴火が疑われてもそれをするんじゃなかったっけ？モニタリングで対応してる

んだから当然だよね．

junkoさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【衝撃】熊本地震の長周期地震動は、川内原発の評価基準を超えていたことが判明！

https://t.co/BbMcALVLQH

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【熊本に向かう一部の便 運航再開】（続き）
19日に運航が再開されたのは熊本に到着する一部の便で、熊本を出発する便は、ター
ミナルビルが被害を受け手荷物検査を行うことができないため、19日も全便が欠航し
ます。

（2016年4月19日 6:04 NHK）

Sarah Yamasaki 山崎淑子 @prisonopera · 2 時間2 時間前 
#浜岡原発停止　私は311原発震災の発災当時、現場で菅総理の報道官だった下村健一
氏に直接取材してお話を伺い詳細を聴取したところ「浜岡原発までがおかしくなっ

たら、日本がもたないと判断した経産省が菅総理に進言し、浜岡原発の停止が決定

した」経緯の説明を受け、インタビュー証言を得ました。

フク(反五輪・脱原発） @korobiyo · 3時間3時間前 
東京に原発があると仮定して、今、規制委が言っている事は「箱根で観測史上例がな

く気象庁がどうなるか分からないと言っている連続大地震が起き、東海道線や高速道

や国道が寸断され、大涌谷も吹いてるが、東京はそれ程揺れてないから、供給に関係

無くても東京の原発は止めない」と言う話。キチガイだろ

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【断水 熊本県内で約８万９０００世帯】
地震の影響で、熊本県内では午前1時現在、少なくともおよそ8万9000世帯が断水して
います。

http://nerv.link/wH1T21

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160418-00000540-san-pol
http://nerv.link/t5abmC
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160418232309495-182319.html
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https://t.co/BbMcALVLQH
http://nerv.link/wH1T21


【停電 熊本県内で約１万４３００戸】
九州電力によりますと、地震の影響で停電しているのは、19日午前4時現在、熊本県内
のおよそ1万4300戸となっています。
http://nerv.link/Qoqben

ホワイトフード @whitefood1 · 4 時間4 時間前 
4月19日4時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が16箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CgWPK9IUUAIup8X.jpg

やのっち @_yanocchi0519 · 5時間5時間前 
地震学者達は大分県でも震度5強の直下型地震が起きていること、震源が別府まで東進
していることから、中央構造線上の付近に建っている四国・愛媛県の伊方原発の放射

能災害の危険性を警告している。

http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-4317.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgWE3oKUUAEKxg-.jpg

北濱幹也 @kitahamamikiya · 5時間5時間前 
北濱幹也さんが国連人権理事会特別報告者botをリツイートしました
【住んじゃってます？】

■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る

★テレビ東京「特命Ｄが行く！」

詳細→http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/special/post_40981/ …
https://twitter.com/kokurenjinken/status/722131156292886528

エリック ・C @x__ok · 5時間5時間前 
エリック ・CさんがHironobu SUZUKIをリツイートしました
オスプレイよりチヌークの方が優れているのはよくわかる。しかしその事よりも日本

政府が米軍に頼んで使っているのは僅か4機。それをわざわざ大きく宣伝している問題
。近々、日本が買う。原発を安全、安いなどと言って宣伝して買って来たのと似て

いる 
https://twitter.com/HironobuSUZUKI/status/722097611767844865

岩上安身 @iwakamiyasumi · 6時間6時間前 
岩上安身さんが渡辺輝人をリツイートしました

大地震につけ込んだドサクサドクトリン。緊急事態条項、TPP、オスプレイ、さらに
は原発も。RT @1691S: 【関電高浜1、2号、正式合格へ／老朽原発で新基準初
】http://this.kiji.is/94733867720671240 …（共同通信）
https://twitter.com/nabeteru1Q78/status/722027110194216960

やのっち @_yanocchi0519 · 6時間6時間前 
昨日、熊本県周辺で「放射線量が上がっている」との事実にもとづいた推論の記事を

紹介したところ、デマだのと数多くの罵声を浴びせられました。こちらは、4月17日3
時01分の空間線量を示した地図。情報弱者は一体どちらなのか理解すべきです。 

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【熊本 産山村の全域に避難勧告】
18日夜、震度5強の揺れを観測した熊本県産山村は、家屋が壊れるおそれがあるとして
、村全域の627世帯1584人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/aDjs01

junkoさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 8時間8時間前 
同じ論理で病院の転院ができないものか…ホテルと違って安くすることは出来ないの
だが、命に関わることだ。

無菌室の白血病患者を屋外避難させたと聞いて、その病院と行政の判断に絶望した。

もう命は無いのではないか。

なぜ転院が出来ないのか。

政府に市民の命を助ける気持ちが無いからだ！！

http://nerv.link/Qoqben
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http://goo.gl/UWEfLG
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特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【熊本 阿蘇市 ４地区の３４０世帯余に避難指示】
18日夜、震度5強の揺れを観測した熊本県阿蘇市は、家屋が壊れたり山の斜面が崩れる
おそれがあるとして、湯浦地区と西湯浦地区、それに南宮原地区と西小園地区の4つの
地区の合わせて342世帯、922人に避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【１人の死亡確認 合わせて４４人に】
警察によりますと、18日、熊本県南阿蘇村長野の捜索現場で心肺停止の状態で見つか
った1人の死亡が確認されたということです。一連の地震で亡くなった人は合わせて44
人になりました。

http://nerv.link/p64ZZt

サエボーグ @saeborg · 8時間8時間前 
「ノストラダムスの大予言」画像は放射能によって奇形化した人類の未来のイメージ

。これがあることによって日本ではDVD化されてないらしい。都市が蜃気楼により逆
さまになって空を覆いつくすイメージが凄くて、ウテナを連想させる 
https://pbs.twimg.com/media/CgVfgT-UYAEAAlX.jpg

portal311 @portal311 · 8 時間8 時間前 
portal311さんがGuciYamaをリツイートしました
リスクマネージメントが必要。意地になっているとしか思えない愚行。

科学的根拠？事故ったらどうなるかって根拠、この５年見てきたじゃない。

フクイチは、津波で爆発したんじゃない。地震が原因でメルトダウンしたのよ。 

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【山手線 運転再開 2016年4月19日 0:00】
巣鴨〜駒込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、23:55
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。

福島原発事故情報共同デスク 0 @_ l · 8 時間8 時間前 
泊原発廃炉等請求事件　第２５回口頭弁論期日・報告集会（札幌）: Start: 2016/05/17 -
3:30pm
End: 2016/05/17 - 3:30pm
泊原発廃炉等請求事件　第２５回口頭弁論期日

日時　５... http://bit.ly/1Vy2bKd

junkoさんがリツイート 
しゅん @shun_2010 · 9時間9時間前 
震源地が徳島県の中央構造線上に来ました。 #地震 #中央構造線

toriiyoshiki @toriiyoshiki · 9時間9時間前 
原子力規制委員会も再稼動推進を主張する人たちも、もっと科学に対して謙虚である

べきではないか。地震発生のメカニズムは、低線量被ばくの健康被害に比べても「わ

からない」ことが多い。例えば、震度分布は震源地から同心円上に広がるわけでは

なく、離れた場所が局地的に大きく揺れることもある。

Mペッコ @pecko178 · 10 時間10 時間前 
福一原発からの放射能はすっかり忘れてる人もいるだろけど、川内原発に何かあれば

もう避難する場所がなくなるよ。

原子力規制委員会 / NRA,Japan @gensiryokukisei · 11時間11時間前 
（続き）

1.原子力発電所
＜九州電・川内(PWR)＞
鹿児島県：最大震度３

薩摩川内市：震度２

１・２号機：運転継続中

・プラントの状態に異常なし。

http://nerv.link/p64ZZt
https://pbs.twimg.com/media/CgVfgT-UYAEAAlX.jpg
http://bit.ly/1Vy2bKd


・排気筒モニタ、モニタリングポストに異常なし。

（続く）

ともひろ @ecoiso · 12時間12時間前 
福一原発のプルサーマル原子炉の恐怖 http://bit.ly/1StTGKG … 【集団ＡＤＲ申し立て！
東電に慰謝料などを求める訴訟】 東電は血税投入で３年連続の黒字★被災者全員に１
０００万円配ってもお釣り出る

きむらゆい @yuiyuiyui11 · 20時間20時間前 
きむらゆいさんがらぶ〜帰ってきた新妻メタル〜をリツイートしました

★重要★

原発を稼働したまま事故になれば、高温高圧のままですから、30秒でメルトダウンし
ます。その後はフクイチ同様になります。

止めておけば、圧力も温度も下がりますので、水さえ入れることができれば過酷事故

にはなりません。 

4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 21時間21時間前 
アスベストが中皮腫を起こすメカニズム、結局”放射能”と判明　http://goo.gl/XMLI8m 　
アスベストがフェリチンを形成させ、これが重金属を引寄せる。特にラジウムは海水

の千万倍まで濃縮され強力に内部被曝　

https://pbs.twimg.com/media/B17vtikCcAA3Z2E.png

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
川内原発周辺の複数のモニタリングポスト（原子力規制委員会）で線量が上昇しはじ

めました。少しの上昇です。

MITIMIZU @qqta5ydd · 4月16日 
MITIMIZUさんが鈴木博喜 (「民の声新聞」発行人)をリツイートしました
確か証拠があるんですよ。小出さんも広瀬隆さんも早い時点で、福一は地震による配

管の損傷から始まったと言っています。あの程度の揺れで簡単にやられてしまったん

ですね。津波のせいにしているのは政府と電力会社、マスコミなど腐った人たち

です。 

https://www.youtube.com/watch?v=FK9Y_8GN2h0&ebc=ANyPxKq-
dHqhnUYFHrSEyi1ZQmJ0WSGi9mfmWcs_JP3l3R0sjSGhVKr47OQ0MUUet_Nit9zprMg5b0HbOD49GHEXmjalL5KRRA
G gundam- Flying in the Sky full song 

エリック ・C @x__ok · 5時間5時間前 
des inquiétudes sur les centrales nucléaires
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/17/l-activite-sismique-du-kysuhu-suscite-
des-inquietudes-sur-les-centrales-nucleaires_4903680_3244.html … 日本で大きな地震
がある度に世界中が原発は大丈夫かと心配する。もちろん日本国民もだ。いったい何

の為のリスクなのか。

1,073件のいいね 
卍 LINE @AMATORECORDZ · 4月17日 
”政府の対応が酷い”とか、
まだ言ってんすか！？笑

どこまで期待してんの！？笑

放射能拡散、原発推進のあいつらは強いて分別するなら、敵。どう考えても。

俺らは昔っから #バビロン て呼ぶけど。
いい加減、他力本願テレビ洗脳組(世代問わず)も気がついてもいいんぢゃね？

おかげさまで、札幌は、「まだ」低線量でございます…。
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

http://bit.ly/1StTGKG
http://goo.gl/XMLI8m
https://pbs.twimg.com/media/B17vtikCcAA3Z2E.png
https://www.youtube.com/watch?v=FK9Y_8GN2h0&ebc=ANyPxKq-dHqhnUYFHrSEyi1ZQmJ0WSGi9mfmWcs_JP3l3R0sjSGhVKr47OQ0MUUet_Nit9zprMg5b0HbOD49GHEXmjalL5KRRA
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/17/l-activite-sismique-du-kysuhu-suscite-des-inquietudes-sur-les-centrales-nucleaires_4903680_3244.html
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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https://www.youtube.com/watch?
v=8JQ2qD4t620&ebc=ANyPxKoXxumMUmOz7diMHfBTe0BOKlOX4MMGey2keIUETrQO2UOmBy7yJdLwX6kXbcwAcUd_wSCIjpNrCbdLniMEtPbo5BQFXQ
Gundam X - Dreams (First OP)

https://www.youtube.com/watch?v=8JQ2qD4t620&ebc=ANyPxKoXxumMUmOz7diMHfBTe0BOKlOX4MMGey2keIUETrQO2UOmBy7yJdLwX6kXbcwAcUd_wSCIjpNrCbdLniMEtPbo5BQFXQ


（４月19日）　アルパカ狼さんが、安心できますよおに…

http://85358.diarynote.jp/201604192037158929/

とりあえず私のことはど〜でもい〜ので…(・_・;)…　（一曲
追加）

2016年4月19日 恋愛
　

アルパカ狼さんと、

被災者の皆さんが、

安心できますよおに…

…(・ω・;)(;・ω・)…

心配！ 心配！

ヽ（・＿・；）ノ

https://www.youtube.com/watch?
v=QuAuKTDxrBY&ebc=ANyPxKpDRF4xUwfrLn2ry5zz4oP_a4ZgGt7Om-
LEMDF1zCiwmOISkjiOimdPBY0GLLztlDl_zezUg_YFvssO3OHmTEBianNj5Q
Gundam 00 S2 Ending 2 Full

カラパイア @karapaia · 4時間4時間前 
【RT1200UP】 どうしても会いたい！自分を助けてくれた元保護者に会いたくて2週間
かけて300キロの道のりを歩き続けた犬（ロシア）
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52206457.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgZe8cxUYAEOvJo.jpg

カラパイア @karapaia · 7時間7時間前 
【RT800UP】 病気で入院したホームレス男性の最愛の愛犬、病院の前で8日間動かず
。根負けした病院スタッフが飼い主に会うことを許可（ブラジル）

http://85358.diarynote.jp/201604192037158929/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://www.youtube.com/watch?v=QuAuKTDxrBY&ebc=ANyPxKpDRF4xUwfrLn2ry5zz4oP_a4ZgGt7Om-LEMDF1zCiwmOISkjiOimdPBY0GLLztlDl_zezUg_YFvssO3OHmTEBianNj5Q
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52206457.html
https://pbs.twimg.com/media/CgZe8cxUYAEOvJo.jpg


http://karapaia.livedoor.biz/archives/52206580.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgY4CP-UkAAja-a.jpg

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
【RT400UP】 2度の死線を乗り越えたと思ったら、目の周りが真っ白に。それでも元
気に今日を生きるラブラドール犬のロウディ

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215965.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgYiSZMUkAAaFnC.jpg

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201604192044332824/

びばサッポロ！o(^-^)o
2016年4月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

このあと０．０３６μまで下がってました…♪

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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（４月19日）　アルパカ狼さんの心痛、さっくり無視(^。^;)

http://85358.diarynote.jp/201604192149211373/

ごめん！(^人^;)　（☆一曲追加☆彡）
2016年4月19日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (3)

　

とか言いつつ、

被災地の逼迫も、

アルパカ狼さんの心痛も、

さつくり無視して(^。^;)

日本一安楽で快適な札幌で

低べクレ道産米炊きたてご飯、

豪華♪一汁三菜ディナ〜♪

☆☆☆５９６円♪☆☆☆

…♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪…

http://85358.diarynote.jp/201604192149211373/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
http://85358.diarynote.jp/201604192149211373/


https://www.youtube.com/watch?
v=fOPeHNdYaM8&ebc=ANyPxKqK52Q8F6jd1fIQsiBscA0E9OXTIY-
C8bCMuPyYpMdMsbIGC5cyf5MbJdXU0HHG4-u6-ChIJ9o0r1Uj58l3E8QqJMegmQ
【妖狐×僕SS 】sweets parade歌ってみた【桃箱・まこと】 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月19日22:05
　

九州ふたたび震度５弱。

(・_・;)

ごめん。(^_^;)

私はすでに安全な場所にいて、

暖かくて、おなか一杯でo(^-^)o

幸せです…♪(*^_^*)♪

いま哭いている皆さんにも、

必ず、

https://www.youtube.com/watch?v=fOPeHNdYaM8&ebc=ANyPxKqK52Q8F6jd1fIQsiBscA0E9OXTIY-C8bCMuPyYpMdMsbIGC5cyf5MbJdXU0HHG4-u6-ChIJ9o0r1Uj58l3E8QqJMegmQ
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


同じくらいの

幸せがありますように…(^o^)／

てか、

待ってるから、

おいで札幌へ！(≧ω≦)b

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月19日23:16
０

５５５

３９３…♪

ＧＯＧＯＧＯ！

ＴＨＡＮＫ　ＹＯＵ，ＳＵＮ…！
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月20日14:29
　

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
柳本たけし @queenang319 · 18時間18時間前 

・自分を大切に出来たから

家族も大切にできる。

・家族を大切にできたから

友人も大切にできる。

・友人を大切にできたから

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


住む街も大切にできる。

・住む街を大切にできたから

日本も大切にできる。

まずは自分から満たしてあげて…
そして大切なものが拡大していく。



（４月19日）　アルパカ狼さんが、なんか個人的に大変な事態に？なったらしいので
すが…

http://85358.diarynote.jp/201604200004043293/

【M4.9】VANUATU【M5.1】熊
本【M4.9】VANUATU【M5.1】KYUSHU【M5.9】SANDWICH【M5.1】SANDWICH【M5.1】RYUKYU【M4.9】ECUADOR
…

2016年4月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?
v=36ydeA9sSYM&ebc=ANyPxKrH8C65mhPJVes50pJlZrApqzuj8qOTXyIZROtLtqDHSRNvXX7OdJEpda1K3QDD-
7IG1WVkEdL4Oe0Ucg86yp7i8NQZmA
globe / Get Wild

中津川　昴 @subaru2012 · 4時間4時間前 � Yonaguni-cho, Okinawa 
【NOAAによる太陽フレア予測：直撃は免れた!?】4/18の朝に発生した太陽面爆発によ
るM6.7級大質量プラズマCMEは軌道再計算によって地球公転軌道より北極方向にずれ
ることが判明。4/20頃、地球公転軌道上を通過する模様。但し、わずかに磁気嵐・電
離層撹乱はあるかもしれない。

あらためまして、おばんです。

２３：１８。（＾＾；）

へろへろでぐだぐだの４連勤でした…

アルパカ狼さんが、なんか個人的に大変な事態に？なったらしいのですが…
いまのところまったく「赤の他人」な関係なので、何一つ情報すら入ってこないので心配するし

かできません…（；；）…元気で、無事で、ありますように…。

…もう一回貼っておこう…★
https://www.youtube.com/watch?
v=QuAuKTDxrBY&ebc=ANyPxKpDRF4xUwfrLn2ry5zz4oP_a4ZgGt7Om-
LEMDF1zCiwmOISkjiOimdPBY0GLLztlDl_zezUg_YFvssO3OHmTEBianNj5Q
Gundam 00 S2 Ending 2 Full

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 33分33分前 
異常な地震活動の場合、気象庁は（震度１以下の地震）も公表した方が良いよ。国民

の生命を守れないよね

さっきから熊本南部で、震度１以下のM3.7とかの地震が何度も起ってる。こういう状
態の後、こないだもマグニチュード7.1が、別の断層で起ってるんだから。念のため注
意喚起すべきだよね

太陽フレア情報bot(β版) @sflare_ideeile · 2時間2時間前 
【太陽フレア】発生日時：2016/04/19 21:49:00(JST) 等級：B6.6 太陽フレア情報検索
http://sflare.ideeile.com/ #solarflare #solar_flare #太陽フレア

芝ねこ @chidondon · 2時間2時間前 
黒点数更新されました。28でした。
ありゃ。増えていかずに減るのね…
昨夜、Mクラスのフレアが発生し、6以上のは7ヶ月ぶり…
みたいです。

っで、コロナ質量放出の余波が明日から明後日にかけて

到来とのことです。

っで…明後日21日は彗星近日点通過日で、22日は満月です。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
熊本地震

18日21時45分〜19日21時45分現在までの、この24時間に発生している地震
気象庁未公開の地震もあるので、現地の人は「また揺れてる」という感覚。阿蘇山付

近の地震が増え、さっき熊本南部で２回の震度５。震源が南下してる

https://pbs.twimg.com/media/CgaIA6jVAAA9OFj.jpg

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M4.9】VANUATU 10.0km 2016/04/19 21:35:37JST, 2016/04/19 12:35:37UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
14.2437,166.1072%28+%5BM4.9%5D+VANUATU+10.0km+2016%2F04%2F19+21%3A35%3A37JST%2C+2016%2F04%2F19+12%3A35%3A37UTC+%29&ll=-
14.2437,166.1072&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jsg …

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
9. やはり昨日、今日（19日）と、日本全国で異常な乾燥状態が続いている。湿度がど

http://85358.diarynote.jp/201604200004043293/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160420/85358_201604200004043293_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160420/85358_201604200004043293_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160420/85358_201604200004043293_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=36ydeA9sSYM&ebc=ANyPxKrH8C65mhPJVes50pJlZrApqzuj8qOTXyIZROtLtqDHSRNvXX7OdJEpda1K3QDD-7IG1WVkEdL4Oe0Ucg86yp7i8NQZmA
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http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jsg


こかに行ってしまった。

https://pbs.twimg.com/media/CgaKnW2VIAA--Dw.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
19日
11:02：八丈島近海（M4.1　d270km）
11:47：沖縄近海（M4.6　10km）
16:23：鳥島近海（M4.4　410km）
18:03：徳島沖（M2.8　43km）
19:06：種子島近海（M2.5　32km
https://pbs.twimg.com/media/CgZ_ntDUYAArMQ1.jpg

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 熊本 八代市 
【M5.1】熊本県南部 深さ10.6km 2016/04/19 20:47:03
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=32.573,130.655&ll=32.573,130.655&z=9&t=m
… (Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=32.573&lon=130.655&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map … (アニメ
)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160419204703a.gif …
地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 熊本 宇城市 
【最大震度5弱】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さ約10km M4.9 19日20時47分頃発生 
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=32.6,130.7&ll=32.6,130.7&z=9&t=m … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160419205049395-192047.html …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
さっきから起ってる２回の震度５

熊本県八代市や長崎県南島原市付近に住んでる人は、さっきから微妙な揺れを感じて

ると思うけど、気象庁が公開しない（震度１以下）の地震も度々、起り出してるので

、これまであまり大きく揺れなかった熊本県南部付近は、十分注意した方が良いです

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M4.9】VANUATU 10.0km 2016/04/19 19:40:49JST, 2016/04/19 10:40:49UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
14.2419,166.1737%28+%5BM4.9%5D+VANUATU+10.0km+2016%2F04%2F19+19%3A40%3A49JST%2C+2016%2F04%2F19+10%3A40%3A49UTC+%29&ll=-
14.2419,166.1737&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005js0 …

Angeli〜アンジェリ〜 @Angeli_alchemy · 3時間3時間前 
それでこの強風なのか、はたまた地熱分散化なのかわからないけど、とにかくものす

ごいエネルギーが渦巻いてるのは確か(°°;)
https://t.co/RTb0rbh9YK

ゆっくり左大臣 6492@Yu · 3時間3時間前 
４月１８日、最大威力の太陽フレア（マグニチュード６．７級）・・・

まさか地震とは関係無いよな・・？

http://jp.sputniknews.com/science/20160419/1990410.html …

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
2011年3月から
2011年4月27日までの地震。
https://pbs.twimg.com/media/CgaAPgjUIAIzijU.jpg
2012年4月22日までの地震（3965回の地震のちょうど半分）
https://pbs.twimg.com/media/CgaASihVIAQLQPl.jpg
2016年4月19日までの地震。
https://pbs.twimg.com/media/CgaASSiUsAEISSQ.jpg
東北関東から伊豆・小笠原海溝、南西諸島・九州に地震が移動しているのがわかる。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
19日17時52分：緊急地震速報
この（震度5強）の震源は、18日の深夜から有感地震（画像）が起こりだしてる熊本県
南部の「日奈久断層帯」の地震。　それまでとは違う「南側」の別の断層帯の有感

地震。十分に警戒した方が良いですね

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 熊本 八代市 
【M5.1】KYUSHU, JAPAN 3.2km 2016/04/19 17:52:14JST, 2016/04/19 08:52:14UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=32.5123,130.5669%28+%5BM5.1%5D+KYUSHU%2C+JAPAN+3.2km+2016%2F04%2F19+17%3A52%3A14JST%2C+2016%2F04%2F19+08%3A52%3A14UTC+%29&ll=32.5123,130.5669&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jr8 …
地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 熊本 宇城市 
【最大震度5強】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さ約10km M5.5 19日17時52分頃発生 
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=32.6,130.7&ll=32.6,130.7&z=9&t=m … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160419175620395-191752.html …

Sputnik 日本 @sputnik_jp · 5時間5時間前 
最大威力の太陽フレアが発生

http://sptnkne.ws/bdCT 
#サイエンス
https://pbs.twimg.com/media/CgZfMH9WwAAyBeF.jpg

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.5】十勝地方南東沖 深さ100.6km 2016/04/19 16:59:25

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.9】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10.6km 2016/04/19 14:25:39
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-55.6255,-
27.2317%28+%5BM5.9%5D+SOUTH+SANDWICH+ISLANDS+REGION+10.6km+2016%2F04%2F19+14%3A25%3A39JST%2C+2016%2F04%2F19+05%3A25%3A39UTC+%29&ll=-
55.6255,-27.2317&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jqc …

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 

https://pbs.twimg.com/media/CgaKnW2VIAA--Dw.jpg
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http://maps.google.co.jp/maps?q=32.6,130.7&ll=32.6,130.7&z=9&t=m
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160419205049395-192047.html
http://maps.google.co.jp/maps?q=-14.2419,166.1737%28+%5BM4.9%5D+VANUATU+10.0km+2016%2F04%2F19+19%3A40%3A49JST%2C+2016%2F04%2F19+10%3A40%3A49UTC+%29&ll=-14.2419,166.1737&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005js0
https://t.co/RTb0rbh9YK
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http://maps.google.co.jp/maps?q=32.5123,130.5669%28+%5BM5.1%5D+KYUSHU%2C+JAPAN+3.2km+2016%2F04%2F19+17%3A52%3A14JST%2C+2016%2F04%2F19+08%3A52%3A14UTC+%29&ll=32.5123,130.5669&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jr8
http://maps.google.co.jp/maps?q=32.6,130.7&ll=32.6,130.7&z=9&t=m
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http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jqc


【M5.1】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 40.9km 2016/04/19 13:18:23
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-55.6988,-
27.2574%28+%5BM5.1%5D+SOUTH+SANDWICH+ISLANDS+REGION+40.9km+2016%2F04%2F19+13%3A18%3A23JST%2C+2016%2F04%2F19+04%3A18%3A23UTC+%29&ll=-
55.6988,-27.2574&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jq0 …

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年04月19日 14:02】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月19日 13:49
現象：噴火

宇宙天気ニュース @swnews · 11時間11時間前 
[記事] CMEが太陽の右側へ飛び出しています。2529黒点群は穏やかになっています。
http://swnews.jp #swnews

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
Mount Aso 4/19 12:39
https://pbs.twimg.com/media/CgYFROSVIAAnXd-.jpg

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M5.1】SOUTHEAST OF THE RYUKYU ISLANDS 36.8km 2016/04/19 11:47:01
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=26.5311,130.2525%28+%5BM5.1%5D+SOUTHEAST+OF+THE+RYUKYU+ISLANDS+36.8km+2016%2F04%2F19+11%3A47%3A01JST%2C+2016%2F04%2F19+02%3A47%3A01UTC+%29&ll=26.5311,130.2525&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jpl …

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M4.9】NEAR THE COAST OF ECUADOR 10.0km 2016/04/19 11:03:15
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-0.3374,-
80.7592%28+%5BM4.9%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+10.0km+2016%2F04%2F19+11%3A03%3A15JST%2C+2016%2F04%2F19+02%3A03%3A15UTC+%29&ll=-
0.3374,-80.7592&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jpe …

宇宙天気ニュース @swnews · 4月18日 
[記事] M6.7の中規模フレアが発生しました。M6を超えるフレアは7か月ぶりです。
http://swnews.jp #swnews

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4月18日 
地球とは？

そういう事に、興味が無い人と話してると、びっくりしますよね「世界は元々、この

形だった」と思っちゃてる人がいるけど、そんなことはない。巨大な地震や噴火など

の様々な「地殻変動」を繰り返し、今のような形になって、今も変化の途中

https://pbs.twimg.com/media/CgVMhKnUMAEO9Sc.png

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4月18日 
熊本地震

（あの）気象庁が「過去に例がない地震活動です」と会見で連日、ゲロってる。あの

気象庁が、言い始めた事の意味を、そろそろ真剣に考えた方が良いと思いますよ。あ

べさん。すぐには起らなくても、長期的には、日本列島の「形」を変えてしまうよう

な地震や噴火による深刻な地殻変動がある。

https://www.youtube.com/watch?
v=38rjeWf4iQw&ebc=ANyPxKquHw8wFZzu3SPcZJqdApACSKEDix6C7iXeFVv1kL-
Qu88Aa77oerpSp7WW4kB0jVqpuhGaR9cM9vY0u1MuNHOYIGqlzw
STARGAZER 〜星の扉 (CE73 Stargazer Perfect主題歌) 

スピリチュアル名言集（RTしてね♪） @spimeigen · 50分50分前 
富士山噴火直前で雪少なめ、太陽フレアで10億人死亡、4号機はピサの斜塔よりも傾い
ていた。不安は探した数だけ見つかることが判明！探さなければ1つも見つからないこ
とも判明。どうしようか？

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
巨大地震が起った熊本県

気象庁は震源が移動する異常な地震と言い、その断層は「阿蘇カルデラまで、伸びて

いた事を、17日に初めて公表」と、昨日、九州では報道があったけど、全国的には報
道されてない

阿蘇山の脅威はwikiで調べて下さい

https://www.youtube.com/watch?v=C3-
mmAPsris&ebc=ANyPxKrcSx7hw6g_fKBdK59kUKV_BCQzIY6Y9cYorq3AwSzhmeaXf2Fl8NItQKkEG6hy3GWZk-
rl6LlqPtj-nCTGJoUF7EyBrQ
Nami Tamaki ~ Get wild
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（４月20日）　最終兵器キリギリス。／世界を敵に回せ。／「実に可愛くない！ミニ
サイズ凶悪大魔王エル様★」

http://85358.diarynote.jp/201604201015521714/

（仮ぎりす）

2016年4月20日 日常 コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=Fg9X7Gnc-
2U&ebc=ANyPxKp5ard9RlAdPSHJ0Pz286kDsMUue_kZ4FG9GS_FD82eI69hPzyi_QIGUksmFpkMD30uwl-
zs2uroMFflHksbUl7lHN-TQ
Ｚ．刻をこえて

おはようございます。

０９：５７でした。

波乱含みだった疲れた４連勤あけ、

３連休の初日。晴天 ♪（＾ｗ＾）♪

さっき予告通りに電気の点検の人が来て、

あとお昼までに宅急便の受け取りを済ませたら、銭湯 出撃〜っ♪♪

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
【RT600UP】 リア充でも許されるのはフクロウだけ。木の上でいちゃつきまくりな2
匹のフクロウ http://karapaia.livedoor.biz/archives/52184684.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cga0xNwVAAUq64Q.jpg

http://85358.diarynote.jp/201604201015521714/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201604201015521714/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160420/85358_201604201015521714_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160420/85358_201604201015521714_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160420/85358_201604201015521714_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Fg9X7Gnc-2U&ebc=ANyPxKp5ard9RlAdPSHJ0Pz286kDsMUue_kZ4FG9GS_FD82eI69hPzyi_QIGUksmFpkMD30uwl-zs2uroMFflHksbUl7lHN-TQ
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52184684.html
https://pbs.twimg.com/media/Cga0xNwVAAUq64Q.jpg


カラパイア @karapaia · 10時間10時間前 
カラパイア : 乗りこなしてるぜ。フクロウの乗馬のバランス感覚のすばらしさったら
！ちょっとシュールだけど http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215909.html …
https://pbs.twimg.com/media/CganA7aUUAA8_4i.jpg

ちなみに北電の点検の人がやけに警戒してるっぽいかったのは、

たぶんあちこちで泊原発の件、言われているのではないかと推察しました…★

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

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 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00 0.039 0.038 0.038 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 6 
09:00 0.039 0.038 0.039 6 
10:00

サッポロ生活は、ほんとに快適ですよ〜…♪

♪（＾＾）♪

（ちなみに空間線量がじわじわ

「上がって見える」のは

「雪が溶けて地面が出たから」です…☆

冬季積雪中は、最低０.０２９μまで下がっていたので…♪

「相対的に」と言うか…「比較級」ってやつ…？）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215909.html
https://pbs.twimg.com/media/CganA7aUUAA8_4i.jpg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


カラパイア @karapaia · 12時間12時間前 
【RT800UP】 最終兵器キリギリス。茨を全身に巻き付けたようなトゲトゲしさを持
つ「サルオガセギス」 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215964.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgaIIXHUYAEbHSU.jpg

…アートかと思ったら、ホンモノ…（＠＠；）☆彡

（ワタクシ、ゆっくりのんびりそれでも動く、

匍匐前進型「霧樹りす」ですが、なにか…？）

カラパイア @karapaia · 23時間23時間前 
カラパイア : 短気は短命？短気な人のDNAは老化が早いことが判明（シンガポール
研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215788.html …

https://www.youtube.com/watch?v=-VbbHUwDBSM
高橋洋子　魂のルフラン 

「避難移住」した先が「札幌」で、ほんと〜に、良かった…♪

喪ったものも多いけど、それ以上に、

「避難のおかげで増えたもの」も多い…♪

　o（＾ｗ＾）o

https://www.youtube.com/watch?v=areJdopJL_c&ebc=ANyPxKrjQvkHVGujGSrjY4HHiTNs-
G58xdabUyaU1FvA5iqY6krvkgEc7w2RCmuQzPswdks6g1-iBs6YBbGUN7tE-VfExViKHQ
高橋洋子　 残酷な天使のテーゼ 

 
    
 

コメント

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215964.html
https://pbs.twimg.com/media/CgaIIXHUYAEbHSU.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215788.html
https://www.youtube.com/watch?v=-VbbHUwDBSM
https://www.youtube.com/watch?v=areJdopJL_c&ebc=ANyPxKrjQvkHVGujGSrjY4HHiTNs-G58xdabUyaU1FvA5iqY6krvkgEc7w2RCmuQzPswdks6g1-iBs6YBbGUN7tE-VfExViKHQ


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月20日10:41
　

ちなみに、

「実に可愛くない！ミニサイズ凶悪大魔王エル様★」は、

「実に可愛くもワガママ大魔王様だった（今は亡き）めいにゃん様♪」の、

「生まれ変わり」（時差無視！）でわないか？

というのが、現時点での疑惑というか、仮説です…ｗｗｗ

（「性格そっくり」なんだも〜ん…ｗｗｗ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月20日14:33

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
佐藤 @satoufuan · 3月18日 

仕事した結果「もうダメだ」になった人は、少し休んでは働いて体調崩すを繰り返しがちだから

、世界を敵に回すくらいにガッツリ休んだほうが結果的には回復にかかる期間も短くて済む。と

いうのが数百人の精神病者と直接会って会話した私の意見ですので、ゆっくり休め。世界を敵に

回せ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月20日15:48
 
…変だ…（＾＾；）…何故こんな時間になってるんだ…？？
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（４月20日）

http://85358.diarynote.jp/201604201512043455/
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月20日18:38
　

朝も昼もごはん食べるの忘れていたのに、

異様にカラダが熱いです。

ヽ（・＿・；）ノ

札幌の外気温１３℃。強風。

室温１４℃。

…熱いはずはないのに熱い…

（「暑い」わけではない…★）

なんだこの電子レンジは…

(・ω・;)(;・ω・)

…太陽…？？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月20日23:24
　

22:22。
とんでもな突風が吹き始めたよ？

なにこれ？
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（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１６年４月）

（下旬）
 
 



（４月21日）　慢性的なストレスが脳の記憶障害を引き起こす（米研究）

http://85358.diarynote.jp/201604210852202594/

４月２１日の、朝記ゆめみし、えひもせすん…★（あと１２分だ
よ♪）

2016年4月21日 日常

おはようございます。

０４月２１日の、

０８時２１分でした…☆彡

札幌はすでに１７℃！（＠＠；）

太陽さんさん。

ほぼ無風…ですが時々突風が吹くので、洗濯物の外干しはためらわれるところあ、ちょっと残念
なところですが…

鳥取砂丘のよおな、とても強い太陽紫外線です…。
…（＠＠；）…

アクセス解析

これまでのカウンター増加数の推移

2016-04-20 (水) 234 
2016-04-19 (火) 194 
2016-04-18 (月) 240 
2016-04-17 (日) 247 
2016-04-16 (土) 446 
2016-04-15 (金) 207 
2016-04-14 (木) 277 
2016-04-13 (水) 163 
2016-04-12 (火) 136 
2016-04-11 (月) 139 
2016-04-10 (日) 157

たくさんのご来場ありがとうございます。

昨日は結局なぜか０９時から１６時頃までぼーーーーーっと…（？）ＰＣの前に座っておりま
して…
（－－；）…もしかして途中で記憶の欠損とか気絶？とか人格交代？とか発生してたのかもしれ
ませんが…
（？？）

http://85358.diarynote.jp/201604210852202594/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160421/85358_201604210852202594_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160421/85358_201604210852202594_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160421/85358_201604210852202594_3.jpg


カラパイア @karapaia · 22時間22時間前 
【RT100UP】 慢性的なストレスが脳の記憶障害を引き起こす（米研究）
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215716.html …

…とにかく、御覧いただける前６項を生活物としてコピペりまくった挙句、はっと気づいたら完
全に銭湯出撃タイミングを逃してしまっていたので、

ぼーーーーーーーぜんとしながら、フテ「夕寝」してしかし眠れなかったので、洗濯と内風呂入

浴だけして、寝床で漫画を読み始めたら、今度はまた眠れないというか眠くならないというか、

体温が高いまんまで、入眠できず…気がついたら超絶久しぶりに「徹夜で」漫画を読んでまして
…（〜〜；）…★

５冊！読み終わって、なんとか寝付いたのが、たぶん０４時ぐらい…？
なに…（〜〜＃）…やってんだ…★

起きたのが０８時ですから、完全に寝不足続きです…★

ってことで、駄文のおつきあいくださいまして、ありがとうございます。

九州の地震もとりあえず一旦収束？方向のようなので、実質ほとんど何の役にも立ってないであ

ろう

「ＰＣ前」での自己満足行為も、いーかげん時間を減らしていきたいと思うます…★

…＜（〜〜；）＞…★

https://www.youtube.com/watch?v=nxytyTni-
RU&ebc=ANyPxKplPQgBUPuLYzVAHHSUfhj7Hlof9dCffFpyHJ_TTbjz2pX3AKYbKbCNyo8p8wr_T43lEgyQZnwnXL1SBcXiPhIKq46bqw
【叫合唱】ロスタイムメモリー【男性６人+α】/ Lost Time Memory - Nico Nico Chorus 

参照：http://85358.diarynote.jp/201604110553418111/
「おっとぉ…。４月２１日になると終了ッ」…？
2016年4月11日

…で…||||（＠＠；）||||…☆

なんで、このタイミングで、「悠宙舞さん自動推奨」で、こんな曲がかかる…？？？？

https://www.youtube.com/watch?
v=gneG3uwUnjM&ebc=ANyPxKoQmTJKgqYeXWPW3kDLTu4ijuA8ggYLKRMp4KxGmvzveZMKJuZAFvm6Lxa8ttMAMrUO89mogKflkyIpFLD7CDg8cpeuYA
【男女８人で合唱】ヘッドフォンアクター / Headphone Actor - Nico Nico Chorus 

…！（＠◆＠）！…★

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

01:00 0.039 0.038 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 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00 
07:00 
08:00

…更新が遅れてます…（〜〜；）★
てことは、どうやら、「急上昇中」かもしれません…★

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215716.html
https://www.youtube.com/watch?v=nxytyTni-RU&ebc=ANyPxKplPQgBUPuLYzVAHHSUfhj7Hlof9dCffFpyHJ_TTbjz2pX3AKYbKbCNyo8p8wr_T43lEgyQZnwnXL1SBcXiPhIKq46bqw
http://85358.diarynote.jp/201604110553418111/
https://www.youtube.com/watch?v=gneG3uwUnjM&ebc=ANyPxKoQmTJKgqYeXWPW3kDLTu4ijuA8ggYLKRMp4KxGmvzveZMKJuZAFvm6Lxa8ttMAMrUO89mogKflkyIpFLD7CDg8cpeuYA
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


（ーー；）

カラパイア @karapaia · 11時間11時間前 
【RT1000UP】 ピンクと黄色でどんだけメルヘン！って突っ込みをいれるにはあまり
にもかわいい蛾世界のふわふわアイドル「モモイロヤママユ」

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216030.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgfPcd5VAAMpIff.jpg

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216030.html
https://pbs.twimg.com/media/CgfPcd5VAAMpIff.jpg


（４月21日）　…札幌、光化学スモックが出てます…(ToT)

http://85358.diarynote.jp/201604211204359056/

【車中泊、換気を】／エコノミー症候群、内装材の化学物質や排

気ガスに原因としたら賠償になる。

2016年4月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
地震の不安から校庭のような場所に車を駐車して、寒いからと内気循環にしてヒータ

ーを入れれば内装材の化学物質が充満する。しかも沢山の車がひしめきあっている

から、ドアパッキンやアクセル等の隙間から排気ガスが侵入してくる。

車中泊をするなら、他の車から離して適宜換気をしないと。

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
エコノミー症候群が、内装材の化学物質や排気ガスに原因があるとしたら賠償になる

。

だから原因をすり替えてるんじゃないの？

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
エコノミークラス症候群って飛行機、バス、乗用車、タクシー、トラック等の乗り物

で発生してるんだから、排気ガスと内装の化学物質が原因なんじゃないの？

複合汚染。

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
お風呂に水を張って、扇風機で水面に風を送ってください。

ドアはすべて開け放って。

それだけで熱中症予防に効果があります。

ともひろ @ecoiso · 2時間2時間前 
『ハイブリッドカー・プリウスの電磁波』http://bit.ly/22iiTxg 
→電気自動車プリウスが発生する電磁波は高圧送電線の２倍の強さ。子供をプリウス

http://85358.diarynote.jp/201604211204359056/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201604211204359056/
http://bit.ly/22iiTxg


に乗せ続けることで白血病になるリスクが上がる可能性が示唆されている。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
学校の隣接地では以前、三つの化学工場が操業。地下水から基準値の９万倍超、土壌

からも７万倍以上の濃度のクロロベンゼンが検出されたという。工場の元従業員は中

国メディアに対し、排水を工場の外に流したり廃棄物を地中に埋めたりしたと証言

した。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
同校では昨年末ごろから体の不調を訴える生徒が相次ぎ、病院で検査を受けた生徒６

４１人のうち４９３人に異常があった。一部にはリンパがんや白血病といった深刻な

症状も出ているという。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
化学工場隣接の学校、生徒４９３人に異常　中国・江蘇省

4月19日 朝日新聞デジタル
江蘇省常州市の常州外国語学校（中学・高校）で、昨年９月に新校舎に移転してから

生徒４９３人に皮膚炎や気管支炎などの異常。国が調査に乗り出した。

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 3時間3時間前 
放射能汚染地図は魚を対象にした物で、２０１５年１月〜６月までの検査結果が対象

。

検出件数ワースト５はマダコ、うなぎ、シロメバル、メバル、めかぶの順番で、全体

的に海底で生活をしている生物の数字が高かった。 
https://pbs.twimg.com/media/CghdWGGUkAAxcrf.jpg

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
青梅(東京)→京都(2013.3)
"3104rei228 2016年4月2日
長男であるいとこに

電話をかけてみると

「大学病院で、水が溜まって

呼吸不全になるのが最近増えているから

と言われて入院したんだけど

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


原因不明なうえに日に日に

悪化して手の施しようがないと」"

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
年間被爆20ミリ超えの場所＞
2013/1/10千葉県印西市小倉3.475μSv/h、3μSv/h超の情報(東京,岩手,宮城など)
https://t.co/0TyT47bLP1

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
2012-07-19
これから首都圏の友人たちと

関東以北の住民の被曝症状の中で

最も懸念されるのは脳障害

少なくとも高齢者や中年女性の友人たちに

顕著な記憶障害と理解力の欠如が見られます

１年前とは雲泥の差。中には性格異変も

neko-aii @neko_aii · 15時間15時間前 
"tokaiama 2013年05月24日
体はメス 頭部はオスのクワガタ
茨城県牛久市内の雑木林で高校生が発見

http://enenews.com/report-freaky-mutant-bugs-found-likely-a-first-says-expert-prefecture-
bordering-fukushima-photos …
https://pbs.twimg.com/media/CgfB87aUEAAr3h4.jpg

neko-aii @neko_aii · 15時間15時間前 
2012年5月19日
セシウムたっぷりアウトドア

茨城県ひたちなか市

国営ひたち海浜公園バーベキュー広場近くの

地面、松の落葉の上、1.16μSv毎時
福島第一原発からの距離は約120km
測定器、ウクライナ製。ガンマ線のみ測定

neko-aii @neko_aii · 4月19日 
2012/09
福島・伊達市 小学校雨水口、524.1μSv検出！！

https://t.co/0TyT47bLP1
http://enenews.com/report-freaky-mutant-bugs-found-likely-a-first-says-expert-prefecture-bordering-fukushima-photos
https://pbs.twimg.com/media/CgfB87aUEAAr3h4.jpg


”ここは最近開校した小学校、これはもう犯罪”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/78dfe14d8e05f51de6241482b69f1ce5 …
"tetsumah 本当です。
町役場、学校の先生、父兄も知っていて

子供を通わせています。残念な状況です。"

鹿児島WALKINNSTUDIO @taichispc · 6時間6時間前 
活動報告です。

鹿児島のみなさん次は自分達の番です。

地震は鹿児島にも来るかもしれない、原発もあるし火山もあるし。

僕は熊本に物資を届けながら復興を願うと共に、鹿児島の住人として自分の備えも同

時にして行こうと思います。

#NBC作戦

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 16時間16時間前 
菊池市災害ボランティアセンター（熊本地震：4/19〜5/18予定）
http://www.rescuenow.net/?p=3700 
混乱を避けるためボランティア活動していただける方（登録制）を九州内の方々と制

限させていただきます。大変もうしわけありませんが、皆様のご理解、ご協力をお願

い致します。

cmk2wlさんがリツイート 
ひらしん @phirashin · 16時間16時間前 
ひらしんさんがcmk2wlをリツイートしました
そんなに意地になってスピードを上げなくてもいいと思う。ゆっくり行こうよ。強い

電磁波を出しまくって走るリニアなんて、すごいお金をかけて作る意味なんてない。

そんなことにお金をかけるよりも、誰もが安心して暮らせる国にしてほしい。

https://twitter.com/cmk2wl/status/722717069133942785

 
    

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/78dfe14d8e05f51de6241482b69f1ce5
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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4月21日12:35
…札幌、光化学スモックが出てます…(ToT)
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（４月21日）　サッポロ避難（完了）在住ですいません…／避難所向けに無料提供さ
れてる簡易和室が普通に家に欲しいレベルだぞ！！！

http://85358.diarynote.jp/201604220017339881/

子ども連れの人。とにかく逃げてください／３人の子供のうち２

人が小児がん／熱がなかなか下がらない変な風邪って白血病が

判明。1ヶ月たたないうちに亡くなった／とにかく今は、命を
守る！

2016年4月21日 ダイエット コメント (1)

itaj @iitaj · 3時間3時間前 
小4の娘が、バスで避難所から避難所に移る方たちを映した熊本の報道を見て「そんな
バスなんかあるなら、出ようよ熊本。」と言っている。坂口恭平さんが言うように、

子どもの感覚は核心をつく。人間のうち、一番生物として機能できているのは確かに

子ども。

北海道 @PrefHokkaido · 6 時間6 時間前 
【北海道庁ブログ】美幌で移住体験してみませんか？

http://plaza.rakuten.co.jp/machi01hokkaido/diary/201604210001/ …

坂口恭平 @zhtsss · 8時間8時間前 
熊本県も一時避難を促してます。避難勧告はなかなか難しいなか正当な政治的判断だ

と思います。まずは子ども連れの人。とにかく逃げてください。余震は確実にPTSDに
つながります。早めの処置を。子どもだけでも親戚などに預けるなどしたほうがよい 
https://pbs.twimg.com/media/CgjCjs5U8AEl3SY.jpg

坂口恭平 @zhtsss · 9時間9時間前 
九州の県知事から声明が出ました！

一時避難をする選択肢もある、ということを県知事も理解してくれたようです。みな

さん安心して避難してください。今度は新政府ではなく現政府からの声明です。

https://m.facebook.com/taisan74?fref=ts …

坂口恭平 @zhtsss · 13時間13時間前 
被災地から避難させないことは、現政府の国策。

被災地からまずは一時的にせよ避難するよう伝えることが僕がやっている新政府の

国策。

避難した先で困ったらまた連絡してください。地震で潰されるよりまだましだ。ちゃ

んと小学校の時に鴨長明「方丈記」を読んどいてよかった。執着を捨てなさい。

junkoさんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 4月20日 
熊本地震。熊本から東京に避難した場合、生活保護の申請をしたら、ほぼ間違いなく

申請は通るとのツイートあり。念のため調べて、他府県に広域避難する場合、余裕の

http://85358.diarynote.jp/201604220017339881/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201604220017339881/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160422/85358_201604220017339881_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160422/85358_201604220017339881_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160422/85358_201604220017339881_3.jpg
http://plaza.rakuten.co.jp/machi01hokkaido/diary/201604210001/
https://pbs.twimg.com/media/CgjCjs5U8AEl3SY.jpg
https://m.facebook.com/taisan74?fref=ts


あるところを選ぶのが賢明かなと。生活保護申請も闘い。こんなときのために税金

を払ってきたのだから、堂々と申請すべき。

junkoさんがリツイート 
tunenti @tunenti · 4月20日 
熊本の方達、毎日どんな思いか。東日本大震災で震度５弱を経験し、しかもそんな状

態が半年以上続いた。地震警報が鳴る度、体が固まる。神経過敏なり、あまりの長期

の緊張状態の為に感情も鈍魔してくる。だから、できるなら一時期でも安心していら

れる地域に移動して欲しい。とにかく今は、命を守る！

サッポロ避難（完了）在住ですいません…ｗ（＾へ＾；）ｗ…☆

https://www.youtube.com/watch?
v=9ccbNmEAi2Y&ebc=ANyPxKonzKbJGEkKXbPWTdTe_YkLPym5iwpcTq-
_bphHwo2pOilo57MLMME18Wqf3b-NLKzwnv0QAi096Y10jZARb6xW2yAR1w
ｃｈＡｎｇＥ/朽木ルキア 

おばんです。２０：５７。

どっぷり浸かってガッツリ買い込んで、

「いつも通りの日常」の源泉往復完遂。

豪雨と余震に脅やかされている被災地の皆さん、

サッポロ避難（完了）在住ですいません…ｗ（＾へ＾；）ｗ…☆

札幌は無風で月に叢雲な満月。

１３℃！もあります。（＠＠；）

昼間は今年初の２０℃超えでした…||||（＠＠；）||||…

暑いです…★

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

12:00 0.039 0.039 0.039 6 
13:00 0.039 0.039 0.039 6 
14:00 0.039 0.039 0.039 6 
15:00 0.039 0.039 0.039 6 
16:00 0.039 0.039 0.039 6 
17:00 0.040 0.038 0.039 6 
18:00 
19:00 
20:00

https://www.youtube.com/watch?v=BimxFjDHvlU
Thank You!! - Tosen and Hisagi (Bleach Concept Cover) 

SoMerry @somary_sueE2 · 53 分53 分前 
日本…
"@masa3799: 無関心ってこういうこと.....。
これ、重大な問題の説明会＆意見交換会

え？何のって？

泊原発安全対策ニセコ町説明会です。

http://blogs.yahoo.co.jp/kankitiao/1398 … "

https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=9ccbNmEAi2Y&ebc=ANyPxKonzKbJGEkKXbPWTdTe_YkLPym5iwpcTq-_bphHwo2pOilo57MLMME18Wqf3b-NLKzwnv0QAi096Y10jZARb6xW2yAR1w
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=BimxFjDHvlU
http://blogs.yahoo.co.jp/kankitiao/1398
https://www.youtube.com/watch?v=umUICtTarZg&ebc=ANyPxKqug1fWoY1rJseMxF0IKiIKmPDdoeuKNJuLivwR-8kSIM_fQd1-ZYgzUNHeObTqR1HNPTzegZrt6IAqYztNrvd5PK5YxQ


https://www.youtube.com/watch?
v=umUICtTarZg&ebc=ANyPxKqug1fWoY1rJseMxF0IKiIKmPDdoeuKNJuLivwR-8kSIM_fQd1-
ZYgzUNHeObTqR1HNPTzegZrt6IAqYztNrvd5PK5YxQ
Byakuya and Rukia - Listen to One Story (Bleach Beat Collection) 

天仙 @tensenten · 17 分17 分前 
最初に食べた人はエライ！

ナマコがガン細胞を９５％消滅させる！！ http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=283206&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CEr5oovVIAEBE6u.jpg

キチガイ医 @touyoui · 1 時間1 時間前 
放射能の具体的解毒法... http://fb.me/33dUzCPKf

cmk2wlさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 10 時間10 時間前 
【拡散】cmk2wl 矢ヶ崎克馬教授　放射能の埃は水分子を凝結し、雨を降らせる作用が
ある。雨や雪はできるだけ直接浴びないようにする。

どす恋 @makuman · 11時間11時間前 
病院にもちゃんと定期的にかかって、隠さずに代替医療や健康法を話す事。で、見守

られながら、悩みや辛さを各方面とシェアする事。

それがバランスだと思ってる。

天仙 @tensenten · 4月20日 
ガンの最大の弱点は「超小食」

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=295845&g=132108 ……

https://www.youtube.com/watch?v=Ps0fLmUcZQ8
最遊記 玄奘三藏 角色single - SHOOTS 

neko-aii @neko_aii · 4分4分前 
ホットスポット千葉県東葛地区

"leaderleader1 2014年1月26日
われわれ家族にとっては、

最もあってほしくないことが起こりました。

命より大切なわが子（４歳）が、

先週、急性白血病と診断されました。

すぐに入院し、現在、治療を受けています"

neko-aii @neko_aii · 10分10分前 
"zerliina 2014年4月29日 新潟
娘の脳腫瘍が見つかってから

50日が過ぎた。
元気だけど、やっぱりこれからの

こととか不安はある。

それに次男だって白血病だったから

そっちの再発の不安だってある。

3人の子供のうち2人が小児がんなんて
そんなのありかよ"

neko-aii @neko_aii · 42分42分前 
chiektumk 2013年05月24日
今さっき茨城にいる

親友からメールあり。 
『友達が甲状腺がんになったのだけど、

どうしたらいい？』と。

ちょうど避難ママと情報交換している

目の前にきた事実に鳥肌がたちました。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=283206&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CEr5oovVIAEBE6u.jpg
http://fb.me/33dUzCPKf
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=295845&g=132108
https://www.youtube.com/watch?v=Ps0fLmUcZQ8


茨城…早く出さないと…。"

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"beautifulsong39 2014年4月30日
リアル友達の娘さん小５は、

昨年末熱がなかなか下がらない

変な風邪を引いたって

言ってたと思ったら

白血病が判明。

1ヶ月たたないうちに亡くなった。
東京。"

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"hekemoko17 2013年3月
都内で知人が2人亡くなった。
1人は熱と倦怠感で受診した所
風邪の診断。

三度目に病院へ行く途中に

意識を失い倒れ、急性白血病が判明。

手遅れ。

もう1人は出勤途中に心筋梗塞で。
「これから」じゃない。

とっくに始まってる。"
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3時間3時間前 

名無し：2016/04/21(木) 20:39 ID:XXXXXXXX
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160421-00000115-sph-base …
【中日】若松“メガネ男子”に、４か月で視力１・５→０・５に急低下

長澤　裕 @ny7530 · 5時間5時間前 
国際的には狂気の沙汰　超強烈電磁波、やっぱりあぶないＩＨ調理器・・・「オール

電化」の宣伝文句でわずか５〜６年で５００万台出荷・・・欧米では普及率ほぼ

ゼロ・・・ガ 
https://t.co/GpB8paaLpw

amaちゃんだ @tokaiama · 16時間16時間前 
日本の原発のトリチウム放出量

http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/genpatsu/tritium_3.html …
ピッカリング原発ではトリチウムにより周辺住民のダウン症が８５％増加した

http://www.cnic.jp/files/20140121_Kagaku_201305_Kamisawa.pdf …

amaちゃんだ @tokaiama · 17時間17時間前 
逆走車 キタ----!!!! 　逆走多発　若・中年にも多いのは被ばくで注意力・判断力が低下し
ている証拠だ 
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/524.html …

https://www.youtube.com/watch?
v=2ot9tLaiFi4&ebc=ANyPxKoG5JSBvAX9PxGf28LyDYRkZKfA2pfks5qkss8PWTWX3MKxw8-
2dc6fzD9jqpdqWYUsdVXYFt0_tf7q6EOpBJZwz2n5YQ
Bleach Beat Collection: This Light I See - Toshiro Hitsugaya 

なぎせ ゆうき @nagise · 12時間12時間前 
「ネアンデルタール人のY染色体には、免疫系の3つの遺伝子にヒトとは異なる変異が
あることが分かった。そのため、ネアンデルタール人の男の胎児は母親の免疫系によ

って異物として排除されてしまうことが予想された。」

https://t.co/uLow1LbUaw

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160421-00000115-sph-base
https://t.co/GpB8paaLpw
http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/genpatsu/tritium_3.html
http://www.cnic.jp/files/20140121_Kagaku_201305_Kamisawa.pdf
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/524.html
https://www.youtube.com/watch?v=2ot9tLaiFi4&ebc=ANyPxKoG5JSBvAX9PxGf28LyDYRkZKfA2pfks5qkss8PWTWX3MKxw8-2dc6fzD9jqpdqWYUsdVXYFt0_tf7q6EOpBJZwz2n5YQ
https://t.co/uLow1LbUaw


https://www.youtube.com/watch?
v=ed_foVaealE&ebc=ANyPxKrBXcTnAcvu28F4Up317wKGMtKtsoV_rpjjaHHtTQyPE6j0RAAWxIfaEJs5IWPfjv13k-
-uLWd3tKk1OsJRtvhd1RWg0g
Kuchiki Byakuya & Abarai Renji - Sen no Yoru wo Koete w/Lyrics 

https://www.youtube.com/watch?
v=hr8JVHJdkAA&ebc=ANyPxKoDi4XdSmZdFOlTwUazhWitL1d_Q3g8k-
Ou_92Q_Y115IxsGL4lccQvUTI1f5IoY0mb4lJ11qDlQc0rmMNP-kFDUujqjw
Bleach Breathless Collection 01 Rainbow 

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
カラパイア : これもリス、あれはモモンガ？みんな違ってみなかわいい。7種のリス科
の仲間たち。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212787.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgiHq5vU4AcVpL1.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=fzGVm4Dfilg&ebc=ANyPxKoDi4XdSmZdFOlTwUazhWitL1d_Q3g8k-
Ou_92Q_Y115IxsGL4lccQvUTI1f5IoY0mb4lJ11qDlQc0rmMNP-kFDUujqjw
Sky High - Kurosaki Ichigo 

天仙 @tensenten · 10時間10時間前 
究極の"自家発電"は"自己発電"だった!?
〜人間の体温を利用した発電システムの可能性

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303771&g=132108 ……

https://www.youtube.com/watch?
v=ImBNMc2oCuU&ebc=ANyPxKo9AW6GdiFbY0EGfTgDhT5IISThFjfNiSfUu4aneImo3q0QDa-
O4c23qnf1qhzeTFEGQo622vhIk17XEWiGO1qsafequA
Bleach Beat Collection-We 

秋菜� @ev_Akina · 4月20日 
「10巻以内に完結する面白いバトル漫画教えて」
「10巻以内でもないし面白くないしバトル漫画でもないけど、ぶら下がり健康法がオ
ススメ」

「条件無視は1つまでにしてくれるか」

https://www.youtube.com/watch?
v=dp4e0SK9ghY&ebc=ANyPxKrDHxLfSO6tEpj6DnpgvRgUi4DBGiUb8FbOgBRQEpDGQyqsz4RS5gYAVXXQvzJEJFg_HA6TkgCWPwuGNflj7kwgieB3Pg
旅立つキミへ/ひよ里×リサ×白 

貯金３億円男★大先生【FX億トレーダー】 @daisensei777 · 5時間5時間前 
東日本大震災での支援活動時、携帯やスマホの充電を気にされておられる避難者の方

が非常に多かったです

その経験をふまえ、大容量モバイルバッテリーを360個用意しました
フル充電してアダプタやその他の支援物資と共に早急にお届け致します 

47NEWS 47@news · 15時間15時間前 
避難所生活、簡易ベッド使って　血栓防止用、段ボール会社が提供 
https://t.co/75fJLK0IFH

産経ニュース @Sankei_news · 15時間15時間前 
社長は「避難所では雑魚寝という『常識』を変えたい」と話しています。

エコノミー症候群防止も期待…組み立て１０分の段ボールベッド、まず１５０床を被

https://www.youtube.com/watch?v=ed_foVaealE&ebc=ANyPxKrBXcTnAcvu28F4Up317wKGMtKtsoV_rpjjaHHtTQyPE6j0RAAWxIfaEJs5IWPfjv13k--uLWd3tKk1OsJRtvhd1RWg0g
https://www.youtube.com/watch?v=hr8JVHJdkAA&ebc=ANyPxKoDi4XdSmZdFOlTwUazhWitL1d_Q3g8k-Ou_92Q_Y115IxsGL4lccQvUTI1f5IoY0mb4lJ11qDlQc0rmMNP-kFDUujqjw
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52212787.html
https://pbs.twimg.com/media/CgiHq5vU4AcVpL1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fzGVm4Dfilg&ebc=ANyPxKoDi4XdSmZdFOlTwUazhWitL1d_Q3g8k-Ou_92Q_Y115IxsGL4lccQvUTI1f5IoY0mb4lJ11qDlQc0rmMNP-kFDUujqjw
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303771&g=132108
https://www.youtube.com/watch?v=ImBNMc2oCuU&ebc=ANyPxKo9AW6GdiFbY0EGfTgDhT5IISThFjfNiSfUu4aneImo3q0QDa-O4c23qnf1qhzeTFEGQo622vhIk17XEWiGO1qsafequA
https://www.youtube.com/watch?v=dp4e0SK9ghY&ebc=ANyPxKrDHxLfSO6tEpj6DnpgvRgUi4DBGiUb8FbOgBRQEpDGQyqsz4RS5gYAVXXQvzJEJFg_HA6TkgCWPwuGNflj7kwgieB3Pg
https://t.co/75fJLK0IFH


災地へ　八尾のメーカー

http://www.sankei.com/west/news/160421/wst1604210020-n1.html … #熊本地震

オタクニュース（＾ω＾ ） @ota_new · 23時間23時間前 
避難所向けに無料提供されてる簡易和室が普通に家に欲しいレベルだぞ！！！ 
https://t.co/TkHPj27DMe

https://www.youtube.com/watch?
v=IaSGc6NsozY&ebc=ANyPxKoYsK_5xcLwacEbQa351LM_mlbmSOnQsTbDtdiowKb2UHNLTeRbM4CtvMS1gB4hXy1AED6HQyZzRgKhGy1BKTgoEM7Tuw
マイペース_コン 720pHD 

https://www.youtube.com/watch?
v=JFGcLPPiRnc&ebc=ANyPxKqrfEYtsXWs_v7AcjAnZLM1dLKhozL_97pCkS0Y2T7bY0cEmmMuwzS364-
9JAVKAVOHFRQ_ZvpP397GYHm3GWesXtG1WQ
マイ　ペース
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http://www.sankei.com/west/news/160421/wst1604210020-n1.html
https://t.co/TkHPj27DMe
https://www.youtube.com/watch?v=IaSGc6NsozY&ebc=ANyPxKoYsK_5xcLwacEbQa351LM_mlbmSOnQsTbDtdiowKb2UHNLTeRbM4CtvMS1gB4hXy1AED6HQyZzRgKhGy1BKTgoEM7Tuw
https://www.youtube.com/watch?v=JFGcLPPiRnc&ebc=ANyPxKqrfEYtsXWs_v7AcjAnZLM1dLKhozL_97pCkS0Y2T7bY0cEmmMuwzS364-9JAVKAVOHFRQ_ZvpP397GYHm3GWesXtG1WQ
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（４月22日）　今夜は満月。／全ては太陽が決めている。

http://85358.diarynote.jp/201604221000376159/

阿蘇山でマグマ性の地割れ／低気圧通過後は地震が活発になる可

能性が高いので注意した方が良いです。

2016年4月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=zNBwlghXNRs
エヴァンゲリオン 残酷な天使のテーゼ 

１０：３０現在、

「まだ」破局的大災厄は起こっていないようです…
（＾＾；）

参照：http://85358.diarynote.jp/201604110553418111/
「おっとぉ…。４月２１日になると終了ッ」…？
2016年4月11日
https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F%20%E5%A4%A2&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+%E4%BA%88%E7%9F%A5%E5%A4%A2
site:http://85358.diarynote.jp/ 予知夢

amaちゃんださんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 4月19日 
みえないばくだんさんがJ-CASTニュースをリツイートしました
３日以内？

北九州市 M8+ 強震！
https://twitter.com/myremin/status/722377446331297792 …
＊台湾「地震予測研究所」〜熊本地震予報が「的中」？　

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
本日は地震発生トリガー三兄弟のうち

①月齢トリガー　地球太陽月の重力整列による地球のたわみ

②低気圧移動トリガー　大きな低気圧通過後の気圧トリガー

③大陽風トリガー　数千万トン質量が地軸を狂わせる

のうち①②が来ている

幸い③は起きていない

しかし数日間は地震発生が非常に危険

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
【熊本地震】火山噴火連鎖の可能性〜木村政昭氏が語る「次に警戒すべき場所」②

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=314385 …
日向灘！

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
長崎 雲仙断層群でM7.3想定も（長崎大・高橋名誉教授 ）
https://t.co/R3mJrMA6WG

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
本日満月トリガーピーク

http://www.moonsystem.to/ 
気圧も上がり非常に危険だ

耳鳴りも深刻

https://www.youtube.com/watch?v=wCIrPJ6SBl4
Tonight Is What It Means to be Young - Streets of Fire 

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M4.3】NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS 255.9km 2016/04/22 06:16:53
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=51.493,155.0504%28+%5BM4.3%5D+NORTHWEST+OF+THE+KURIL+ISLANDS+255.9km+2016%2F04%2F22+06%3A16%3A53JST%2C+2016%2F04%2F21+21%3A16%3A53UTC+%29&ll=51.493,155.0504&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005knh …

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M4.2】KURIL ISLANDS 192.8km 2016/04/22 05:27:51JST, 2016/04/21 20:27:51UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=46.7136,150.5646%28+%5BM4.2%5D+KURIL+ISLANDS+192.8km+2016%2F04%2F22+05%3A27%3A51JST%2C+2016%2F04%2F21+20%3A27%3A51UTC+%29&ll=46.7136,150.5646&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005kmp …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
熊本県の阿蘇山で秀麗な容姿の火山として知られる「米塚」に亀裂が入った。山頂の

火口縁などに、黒い筋状の線が走っている

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160420-00010012-nishinp-soci …
これってマグマ性の地割れでなければ何だ？

https://t.co/iA6wU0reAi

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
熊本県で水道水が濁って飲用できず、地下水汚濁、水道の復旧阻む(2016/4/21 共同
通信)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5559.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
異変（今度は北海道で３メートルの隆起）

https://t.co/Hje3Ea9xse

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.1】VANUATU 10.0km 2016/04/22 03:53:02JST, 2016/04/21 18:53:02UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
14.5587,166.408%28+%5BM5.1%5D+VANUATU+10.0km+2016%2F04%2F22+03%3A53%3A02JST%2C+2016%2F04%2F21+18%3A53%3A02UTC+%29&ll=-
14.5587,166.408&z=4&t=h …

http://85358.diarynote.jp/201604221000376159/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160422/85358_201604221000376159_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160422/85358_201604221000376159_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160422/85358_201604221000376159_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=zNBwlghXNRs
http://85358.diarynote.jp/201604110553418111/
https://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F %E5%A4%A2&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+%E4%BA%88%E7%9F%A5%E5%A4%A2
http://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/myremin/status/722377446331297792
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=314385
https://t.co/R3mJrMA6WG
http://www.moonsystem.to/
https://www.youtube.com/watch?v=wCIrPJ6SBl4
http://maps.google.co.jp/maps?q=51.493,155.0504%28+%5BM4.3%5D+NORTHWEST+OF+THE+KURIL+ISLANDS+255.9km+2016%2F04%2F22+06%3A16%3A53JST%2C+2016%2F04%2F21+21%3A16%3A53UTC+%29&ll=51.493,155.0504&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005knh
http://maps.google.co.jp/maps?q=46.7136,150.5646%28+%5BM4.2%5D+KURIL+ISLANDS+192.8km+2016%2F04%2F22+05%3A27%3A51JST%2C+2016%2F04%2F21+20%3A27%3A51UTC+%29&ll=46.7136,150.5646&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005kmp
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160420-00010012-nishinp-soci
https://t.co/iA6wU0reAi
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5559.html
https://t.co/Hje3Ea9xse
http://maps.google.co.jp/maps?q=-14.5587,166.408%28+%5BM5.1%5D+VANUATU+10.0km+2016%2F04%2F22+03%3A53%3A02JST%2C+2016%2F04%2F21+18%3A53%3A02UTC+%29&ll=-14.5587,166.408&z=4&t=h


(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005kk9 …

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT100UP】 巨大な口と牙を持ち、白く細長い体。エイリアンじみた水中生物が水揚
げされる（タイ） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216159.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cglf9xTUYAQBFrZ.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
行徳データは今朝も断絶収束

　いったい、いつまで続くの？

http://earthq.system-canvas.com

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � Papua New Guinea 
【M5.3】NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G. 59.2km 2016/04/21
23:28:14 JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
3.7285,142.7483%28+%5BM5.3%5D+NEAR+NORTH+COAST+OF+NEW+GUINEA%2C+P.N.G.+59.2km+2016%2F04%2F21+23%3A28%3A14JST%2C+2016%2F04%2F21+14%3A28%3A14UTC+%29&ll=-
3.7285,142.7483&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005khc …

amaちゃんださんがリツイート 
塩井宏幸 @HiroyukiShioi · 10時間10時間前 
四国地方の4月21日の深部低周波微動活動。広島大学 ATMOS 深部低周波微動震央分布
図より 四国東部・西部を合成。愛媛県南予〜中予での活動域が北東方向に拡大しつつ
活発化しています。

https://pbs.twimg.com/media/CglG0gpUkAAed6m.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【震度・震源速報 2016年4月21日 23:23】
21日23時20分頃、四国沖を震源とする地震がありました。震度３以上を観測した地域
と震源は次の画像のとおりです。

http://images.zish.in/20160421232045-shingen.png …
この地震による津波の心配はありません。

https://t.co/tACrfNw8w7

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
熊本県は、さっき低気圧が抜けて

早速、緊急地震速報が出てきてる。

雨が降ってた日中は、大きな有感地震は減少してたけど、低気圧通過後は地震活動が

活発になる可能性が高いので注意した方が良いです。

https://pbs.twimg.com/media/CgkWTghU4AAohP4.jpg

カラパイア @karapaia · 38 分38 分前 
カラパイア : 桜の後は星のシャワー！最大の見頃は4月22日の深夜23時から。裸眼でも
見ることが可能な「こと座流星群」を観測しよう！

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216183.html …

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 2時間2時間前 
太陽があるばこそ人類は生きていける。全ては太陽が決めている。温暖化はＣｏ２原

因と原子力ムラが吹聴するのは、自説通すためのデタラメだ。太陽の活動で地球のマ

グネティックフィールドも活性化するが、逆だとそのバリアが効かなくなる。宇宙か

ら飛んでくる宇宙線の影響をもろに受けて異変が頻発する

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 04/22【1991年 コスタリカ地震】13:58頃発生 M7.6 死者75負
傷者1700人以上 コスタリカと隣国のパナマで被害。水害が多いことから高床式の家
となっており、家屋を支える支柱が折れて建物が倒壊する被害が多く見られた。

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005kk9
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216159.html
https://pbs.twimg.com/media/Cglf9xTUYAQBFrZ.jpg
http://earthq.system-canvas.com/
http://maps.google.co.jp/maps?q=-3.7285,142.7483%28+%5BM5.3%5D+NEAR+NORTH+COAST+OF+NEW+GUINEA%2C+P.N.G.+59.2km+2016%2F04%2F21+23%3A28%3A14JST%2C+2016%2F04%2F21+14%3A28%3A14UTC+%29&ll=-3.7285,142.7483&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005khc
https://pbs.twimg.com/media/CglG0gpUkAAed6m.jpg
http://images.zish.in/20160421232045-shingen.png
https://t.co/tACrfNw8w7
https://pbs.twimg.com/media/CgkWTghU4AAohP4.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216183.html


（４月22日）　本日の予定は終日「原稿と家事！」…☆彡

http://85358.diarynote.jp/201604221050022331/

【要警戒】消化管出血は震災10日後にピーク／政治家の家族はす
でに九州から離れてます／早く安全安心なところへ避難移住！／

今居る所が危険で不便ならとっとと避難、移住してしまえばいい

。

2016年4月22日 ダイエット コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?

v=dNHZe9s75e4&ebc=ANyPxKpee2H0pUUqTdX7U3epytOUujbkr4NhxqdZGwOaC6YTACQGp_h2j9bJOqQro-
vhkbWoIdseXlBHN1SCdJDndgZUGON3Xw
Diane Lane - Nowhere Fast 

シェフ @sendagiwalker · 2 時間2 時間前 
元々東日本に比べれば放射能汚染は比較的少なかった九州が熊本地震発生以降放射能

汚染地になってしまった。しかも地震が発生した断層付近で線量の上昇が顕著です。

さて,アナタはこれが意味する恐ろしい現実が解りますか？解ったら即刻逃げて下
さい。 
https://pbs.twimg.com/media/Cgmv90AUcAEvVw5.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
熊本で政治家をやっている人のご家族の多くはもうすでに九州から離れてます。この

地震は普通の地震ではありません

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-f03f.html#more …

amaちゃんださんがリツイート 
やまもとReduce exposure! @Yamamoto0509 · 22時間22時間前 
要警戒！ 消化管出血は震災10日後にピーク
東北の震災を経験した東北大学病院卒後研修センターの菅野氏によると、震災後の出

血性潰瘍の特徴は、胃に多発し、輸血を要する重症例が多く、ピークは発災から10-14
日であったとのこと。

予防は、薬局のガスター10でも十分だと思います。

https://www.youtube.com/watch?
v=yyFr4vOCIME&ebc=ANyPxKox6jcNrAjzgkz9IevhiO6WC_zaUQpd7tWOEyYL6Z5w0Dyb81IMXQJWBOIESbSFhIajjQoOggn90jHahcYsF7V2oO-
oHw
Mrs. GREEN APPLE/アンゼンパイ［LIVE］ 

おはようございます。

０９：２２です。

札幌は１７℃。微風。晴天！

♪（＾◇＾）♪

本日の予定は終日「原稿と家事！」…☆彡

http://85358.diarynote.jp/201604221050022331/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201604221050022331/
http://diarynote.jp/items/books-jp/479665030X/
https://www.youtube.com/watch?v=dNHZe9s75e4&ebc=ANyPxKpee2H0pUUqTdX7U3epytOUujbkr4NhxqdZGwOaC6YTACQGp_h2j9bJOqQro-vhkbWoIdseXlBHN1SCdJDndgZUGON3Xw
https://pbs.twimg.com/media/Cgmv90AUcAEvVw5.jpg
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-f03f.html#more
https://www.youtube.com/watch?v=yyFr4vOCIME&ebc=ANyPxKox6jcNrAjzgkz9IevhiO6WC_zaUQpd7tWOEyYL6Z5w0Dyb81IMXQJWBOIESbSFhIajjQoOggn90jHahcYsF7V2oO-oHw


とりあえず「窓全開！」にしてハタキをかけ、ぐずぐずいってる洗濯物を外干しして、（かろう

じて午前中の数時間だけ）陽の当たる東の窓辺に（室内ですが）布団も干しました…♪

♪　o（＾＾）o　♪

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

01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.040 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00 0.040 0.039 0.040 6 
07:00 0.040 0.040 0.040 6 
08:00 0.040 0.039 0.040 6 
09:00 0.040 0.039 0.039 6 
10:00

…ちょっくら「上がってます」ね…（－－；）☆
１１時くらいで、窓は閉める予定です…★

昭和地区＠岡山県総社市 @ShowaPower · 1時間1時間前 
総社市には原発事故の影響を心配し、避難・移住してきた家族がたくさんいます。も

ちろん昭和地区にも！ #移住 #原発避難 #田舎暮らし

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
【素敵】熊本地震の県外避難受け入れ先状況をまとめてくださってるサイトがありま

した。

https://t.co/Rpgd11cP2x

冬眠起こすな　Пробуждение ♂ @cintamani_dhatu · 14時間14時間前 
何故、災害地の被災者人たちには、早く安全安心なところへ避難移住をしろ！では無

くて、（そこから逃げ出すな）ガンバレ！なのでしょうか？

福島県の方が書かれていましたね。福島を応援する事が、結局、災害地や放射能汚染

地から安心安全な衣食住が享受できる土地への避難移住を妨害している…

青谷三郎 @aotanisaburo · 17時間17時間前 
移住が禁止だった江戸時代でもあるまいに。今居る所が危険で不便ならとっとと避難

、移住してしまえばいい。人間至るところに青山あり、だ。故郷に愛着があるのは

解る。私も終の棲家を千葉と決めて移ってきたが、尾張人としてのアイデンティティ

はある。だがそれは日々の生活の安全や利便とは別だ。

冬眠起こすな　Пробуждение ♂ @cintamani_dhatu · 4月20日 
【 通水の見通したたず　熊本市の東部地区】
－熊本のニュース│ くまにちコム http://smar.ws/qy9Hb 
---安全な土地に避難移住を推奨支援しろよ！

syo-ko 98@island · 4月20日 
＜熊本地震　住宅支援＞東日本大震災及び原発事故からの避難・移住のサポートハウ

ス「フォレストハウス・おかやま」。九州にお住いの方対象の一時受け入れをいたし

ます。罹災・被災証明は問いません。http://fhokayama.jugem.jp

Yuzuru * @himmel_27 · 4月20日 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://t.co/Rpgd11cP2x
http://smar.ws/qy9Hb
http://fhokayama.jugem.jp/


3.11で大活躍した避難・移住受け入れサイトに、今回も続々と各地の受け入れ情報アッ
プされてるよ。住むところをお探しの方は見てみて。　母子疎開ネットワークhahako
　http://hinanshien.blog.shinobi.jp/ 　#熊本地震

https://www.youtube.com/watch?v=OTUtF7ZxRN8
Mrs. GREEN APPLE - StaRt

yoshidakengoman @yoshidakengoman · 1 時間1 時間前 
移住先を決めるのは今じゃない!!
ボクは311の直後に阿蘇に来て
昨年暮れに永住地を阿蘇に決めたんだ

この地震の最中もソレは一度も変わらないよ

今は色々あって避難中

気になる南海トラフはいつか来る!!
原発事故もまた起こる!!
この国の経済システムのも崩壊する!!
でも生きれる

森山和道 @kmoriyama · 15時間15時間前 
「不動産の所有権は放棄できない 」
RT
田舎に移住しても土地付き古民家など購入しないほうがいい - ニートになるために日々
努力をするブログ http://mojitonews.hateblo.jp/entry/2016/04/20/210347 …

koko@sarjaton · 4月20日 
熊本から関東に避難。

それじゃダメ、て人もいるし分かるんだけど、一旦関東に退避、でも全然いいと思う

。

知り合い、親戚、すぐに頼れる存在が関東にしかいない人もいるよね…。まず九州か
ら一旦離れて、体力精神的に回復するのが第一目標。

避難移住じゃないよ、一旦退避。

https://www.youtube.com/watch?v=jqfYrmbQ1fo&ebc=ANyPxKpRBOe37aT4fDIYe23g4h-
PmcC54mQx__1tBQWYEs398ES2Rz-jd0YbYg4NMIQvlmr5WckU1GNuYdpyg9w2Gf-2AdILnw
Mrs. GREEN APPLE/ナニヲナニヲ［LIVE］ 

天仙 @tensenten · 1 時間1 時間前 
ＴＶは人間として最も重要な部分である前頭葉（意欲、創造、感情等）の発達を阻害

する！と証明された。 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=285432&g=132108 ……

燈火 @to_moshibi · 2時間2時間前 
紫外線対策とは、日光に当たらないようにするための罠です。これによって免疫機能

の低下は避けられなくなります。特に女性の方は対策している方が多いですが、その

対策自体が罠なのです。日光に当たってこそ体の免疫機能がよくなります。紫外線対

策自体は、ほとんど無視した方が賢明です。

天仙 @tensenten · 3時間3時間前 
ＷＨＯが「ノーシン」等の危険性を指摘！「パブロン」「ベンザブロック」「ノー

シン」は環境ホルモン成分入りで子どものADHD増加、精巣がん10倍のリス
クhttp://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=298083&g=132108 ……

http://hinanshien.blog.shinobi.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=OTUtF7ZxRN8
http://mojitonews.hateblo.jp/entry/2016/04/20/210347
https://www.youtube.com/watch?v=jqfYrmbQ1fo&ebc=ANyPxKpRBOe37aT4fDIYe23g4h-PmcC54mQx__1tBQWYEs398ES2Rz-jd0YbYg4NMIQvlmr5WckU1GNuYdpyg9w2Gf-2AdILnw
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=285432&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=298083&g=132108


amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
白血病患者急増　医学界で高まる不安

「白血病」と診断された患者数が、昨年の約7倍
2015年　再掲
https://t.co/UtxNiOxkGN

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
都道府県別死亡率の動き　2016/2分全国人口動態統計
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174994309.html …
神奈川　埼玉が危ない！

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
原発事故から30年、「見捨てられた」チェルノブイリ被害者
http://www.afpbb.com/articles/-/3084789 …
政府は汚染区域を除染するには30年ではなくて2000年かかるという事実を拒否してい
る

ブリャンスク州の乳幼児死亡率は全国平均の5倍
生まれた子どもの80％は慢性病を発症してる

https://www.youtube.com/watch?v=g-
_4piNFe4M&ebc=ANyPxKqkSG4R1bvR2Snlt_gxFrin5R6NR4BFH5UhmopJUc5QoJTLmNyr9kxqcY0GXrHVfpFBqSMlxrrMftnWFunPA9xsyVpClQ
Kyoukai no Kanata Opening Full 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
「買って応援」

https://pbs.twimg.com/media/CgkbnziU0AEbHVN.jpg
これなら「そば粉」の産地も安心なので、以前から買っていて、今日、何とか数個だ

け購入できたけど、今回の熊本地震の震源から近い工場で、現在は工場もダメみたい

。１日も早い工場の再開を応援します。

https://www.youtube.com/watch?v=ALYEY7pQKKY&ebc=ANyPxKplbW0PTHL5RiG15Wtd7CXq-
Dyo1Mp1HuyBmmlY4z4kwMTb3CBwSJrVs7Zf6DkGv5sP_RZ15Nk3cnbmNpiSxbrq9ACmoA
魔法少女まどか☆マギカ　ＯＰコネクト 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月22日11:06
　

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 

「人生は２つあるのよ」 
『２つ？』 
「学ぶ人生とその後を生きる人生。」　映画 ナチュラル

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://t.co/UtxNiOxkGN
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174994309.html
http://www.afpbb.com/articles/-/3084789
https://www.youtube.com/watch?v=g-_4piNFe4M&ebc=ANyPxKqkSG4R1bvR2Snlt_gxFrin5R6NR4BFH5UhmopJUc5QoJTLmNyr9kxqcY0GXrHVfpFBqSMlxrrMftnWFunPA9xsyVpClQ
https://pbs.twimg.com/media/CgkbnziU0AEbHVN.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ALYEY7pQKKY&ebc=ANyPxKplbW0PTHL5RiG15Wtd7CXq-Dyo1Mp1HuyBmmlY4z4kwMTb3CBwSJrVs7Zf6DkGv5sP_RZ15Nk3cnbmNpiSxbrq9ACmoA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2016年4月22日11:08
　

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
結局のところ、あらゆるものはひとつに溶け込み、その上を川が流れ続けるのだ。

映画 リバーランズ・スルー・イット
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月22日16:11
　

０５５５９９６．
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（４月22日）　『宝玉物語』のタイトル字幕、浮かび上がる…

http://85358.diarynote.jp/201604221612235152/

『宝玉物語』（シナリオ）第一稿　（専門学校または派遣ワープ

ロオペレーター時代）

2016年4月22日 リステラス星圏史略　（創作）
　

「さあ、その大量に積み上げた資料を整理して原稿を作りなさい。」

はい再びＰＣ前に戻ってまいりました。

１６：１３です。

昼軽食と昼寝と掃除と小家事だけしました。

机の上の雑資料をやっつけて、とにかく！

少しでも「原稿の時間」をしますよ。と…

…（＾＾；）…

https://twitter.com/mycroft_genko

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 2時間2時間前 
さあ、その大量に積み上げた資料を整理して原稿を作りなさい。

札幌は気温２０℃。

日当たりのいい？室内は２２℃超。

…暑いです…★

（だって３日前の夜８時は外気温５℃だったんだよ…？？）

https://www.youtube.com/watch?v=wzUni7xqRH8&ebc=ANyPxKoi0E-
fdC3uV5juwOxbkxxTkngMJRM6IrzP9rHjbjGlvvKuvu84mxXNLFqDc0gbOANpGc8YvDRC5oVk9CaMQ8-
LoDGxpQ
Diane Lane Tonight is what it means to be young.wmv 

今のところ、まだ破局的大事変は、起こっていない？もよう…☆

https://www.youtube.com/watch?v=qzApByoaLxM
【最遊記外伝】infinity 

https://www.youtube.com/watch?
v=1fLAmwMJCxI&ebc=ANyPxKqPYfTPJ9DQtaJyDya2CA9enErZ7Y3GlRic5DfZR36sE2eGg11r2xZdKp_oofQAM-
oGPaJxDc5KFFOPgkoLEb-Qv2iwnQ
光の方へ／KOKIA FULL |Saiyuki Gaiden OVA ED FULL 

https://www.youtube.com/watch?v=JNgeUGcze18
★ Magica Sonata for Piano

https://www.youtube.com/watch?
v=4xVyBmkEZX4&ebc=ANyPxKp6aH_S4VtATHb49zyd2f7MeGBlzPrBwLD2vc4AJPUZ1u2YcuxDogTkVLMIwfoZpeuNCCDwkNHDNVxUa27CLyF_Vw8l3w
Mahou Shoujo Madoka Magica - Soundtrack Medley [piano] 

https://www.youtube.com/watch?v=kBOiIhTapos
Owari no Sekai Kara - Yanagi Nagi [piano] 

http://85358.diarynote.jp/201604221612235152/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://twitter.com/mycroft_genko
https://www.youtube.com/watch?v=wzUni7xqRH8&ebc=ANyPxKoi0E-fdC3uV5juwOxbkxxTkngMJRM6IrzP9rHjbjGlvvKuvu84mxXNLFqDc0gbOANpGc8YvDRC5oVk9CaMQ8-LoDGxpQ
https://www.youtube.com/watch?v=qzApByoaLxM
https://www.youtube.com/watch?v=1fLAmwMJCxI&ebc=ANyPxKqPYfTPJ9DQtaJyDya2CA9enErZ7Y3GlRic5DfZR36sE2eGg11r2xZdKp_oofQAM-oGPaJxDc5KFFOPgkoLEb-Qv2iwnQ
https://www.youtube.com/watch?v=JNgeUGcze18
https://www.youtube.com/watch?v=4xVyBmkEZX4&ebc=ANyPxKp6aH_S4VtATHb49zyd2f7MeGBlzPrBwLD2vc4AJPUZ1u2YcuxDogTkVLMIwfoZpeuNCCDwkNHDNVxUa27CLyF_Vw8l3w
https://www.youtube.com/watch?v=kBOiIhTapos


https://www.youtube.com/watch?v=-3BBUfbv2nk
98 12 TAMAPTA Circumpolar Drum Dance Festival Nuuk Greenland 

『宝玉物語』（シナリオ）第一稿

満月の晩。山深い森の奥。夜の森の音が聞こえる。

土をかぶせた焚き火のかたわらにマントにくるまって眠っている美しい黒髪の若者。

旅の疲れと汚れに少しやつれて、それでも高貴な顔だち。心持ち不安気な表情。油断

なく剣を抱いている。

若者の夢の情景。

緑色の豊かな巻き毛をひるがえして女の子が城の庭を走り回っている。さんさんと降

りそそぐ陽光。笑い声。もう少し幼い頃の若者がいる。

女の子「お兄さま。お兄さま！お待ちになってったら、ねえ！」

笑って逃げる若者へめがけて信じられないほど高く空へ翔びあがる女の子。受けとめ

ようと伸ばされた若者の腕の中へ。

若者「そんなにも高く大地から離れて！恐くはないのかい？」

女の子「平気だわ！わたしは妖精エルフエリの姫君たるお母さまの血を濃く継いで生

まれついたのですもの！」

幸福な兄妹。それを遠くから笑って見ている両親。４人とも、額に高貴な身分である

ことを示す布飾りを巻いている。

遊び続ける兄妹。その背後で人の動きが慌ただしくなる。大人たちと共に会議の卓を

囲む若者。苦悩の表情。

ひとり遊ぶ女の子のイメージ。ほがらかに笑ってふりかえりかけ、凍りつき、恐怖し

、やがて悲鳴をあげる。燃えあがる火の手。

炎につつまれた城の光景。おしよせる鬼ども。逃げまどう人々。切り殺される両親。

若者「逃げるんだ！生きて、遠くへ…！」

兄妹は剣をとって逃げのびるべく闘っている。乱争のさなか、つないだ手が離れ、呼

びあいながらも次第に遠ざけられて行く２人。

消えていく声。赤黒い炎の城を背景に、溶暗。

女の子「お兄さま！お兄さま！お兄さま〜っ！」

若者「うわぁぁぁぁぁぁっ！」

がバッと飛び起きる若者。朝もやのたちこもえる森の光景。焚き火からひとすじ煙が

立ちのぼっている。枝につながれた見事な黒馬が気遣わしげに鼻をならして地面を

かく。

　　　　　（以上、カット。）

森の小径。木の間ごしの日ざし。くねった曲がり角のむこうで２人の人間が言い争っ

ている。茂みにさえぎられて、白いほっそりした脚と、真っ黒いマントのすそしか見

えない。

警告するように少女の足もとで小さな獣が牙をむいて唸っている。

https://www.youtube.com/watch?v=-3BBUfbv2nk


少女「何度言われようと無駄ですわ。大体、誇り高いダレムアスの乙女を相手に、よ

くも恥を知らずにそんな御話をもちかけられたものですわね！」

鬼王「わたしは忍耐強い方だが、それでもそう長くは続かぬぞ。おまえが快く承知す

るならばよし。この "道の果ての村" の者どもも花嫁の親族として、われら鬼族の略奪
狼藉から免れよう。したが本気で否と言うならばだな…」

少女「…卑怯者っ！」

鬼王「判っておるだろうな。なに、おまえは未だ幼い。自分がどれほど幸運な女か…
。じゃによって、婚礼も直ぐにとは言うまい。だが、自分がこのわしの妃となるべき

身なのだということだけは、十分にわきまえておけよ。

…人が来たようだ。わしはこれで去るぞ。」

黒い影、煙となって消える。

　　　　　※セリフ短縮のこと。

怒りを抑えてふるえている、白い服、黄色い髪の少女の後ろ姿。足もとに草摘み籠が

ころがっている。

その眼下にひらけている村と谷。

青い空のもと、背後からゆるやかにひずめの音が近づいてくる。

心配そうに鳴く獣。

馬にまたがり、疲れた旅人姿の若者。

若者「もし、そこの娘さん、少しものをお尋ねしたいのだが、ここの村はなんと

いう…」

風に髪をなぶらせて鮮やかに振り返る少女。意志の強い、幼いけれども見事に整った

表情。一瞬、妹と面影が重なり、若者は息をのむ。

しばらくの沈黙。少女、微笑む。口を開く。

少女「ようこそ、旅の御方。聞かせてさしあげましょう。ここは辺境。あなたが

、たどっておいでになった歩いて来られた街道の行きあたり。ここより彼方は人の道

なき神の山。禁断の聖域マドリアウィ。

そうして、この村は昔よりこう呼びならわされていますわ。 "道の果てにある村"
…と。」

暗示的にのばされる白い腕。その上を獣がかけぬける。

背景、パン（？）してマドリアウィの山なみを映しだす。

雪の峰に反射する陽光が一瞬きらめいて、宝玉のイメージにかわる。

宝玉がころがって満点の星月夜に。

水面月がゆらめいて場面は "星ヶ沼" と楡の遠景になる。

白い姿の少女が小さく画面を走りぬける。

『宝玉物語』のタイトル字幕、浮かび上がる…

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

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


Drum dance - Kulusuk Greenland - July 2013 

 
  



（４月22日）　「マシカですわ。旅の御方。この村の薬師をしております。」

http://85358.diarynote.jp/201604221930161787/

『宝玉物語』（シナリオ）第一稿　２　（専門学校〜派遣ワープ

ロオペレーター時代）

2016年4月22日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=z19qtYfpCVI
イヨマンテリムセ　〜熊の霊送りの踊り〜 

https://www.youtube.com/watch?v=BnqgVvFGJKU
【アイヌ音楽】マレウレウ＠北海道博物館（前半）

暗転。

ニワトリのときの声。朝の風景。

長の家の一室の窓がバタンと開いて、伸びをするように若者が姿をあらわす。

井戸の順番を待っていた山装束の少女、振り向いて歩み寄る。

肩にとまっている獣。

少女「お早うございます。よくお休みになられまして？」

若者「お早う。きみはたしか昨日の…」

少女「マシカですわ。旅の御方。この村の薬師をしております。」

（薬草籠を示してみせる。）

若者「山へ入るのかい？　近頃はこのあたりにまで鬼の一族がうろつくので危ないと

、ゆうべ聞いたけれど。」

少女「この川の（身振りで示して）こちら側ならば普通は大丈夫なのですわ。神々の

御山から流れだす聖なる水ですもの。並の力の鬼たちには越えられません。それに…
　どちらにせよ、あたしには無暗とは手出しをしないので。」

ふっと翳るような瞳。若者は魅入られたようにその顔かたちを見つめている。

若者「…似ている。本当に…」

http://85358.diarynote.jp/201604221930161787/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=z19qtYfpCVI
https://www.youtube.com/watch?v=BnqgVvFGJKU


少女「え？」

若者「あ、いや、なんでも…」

少女（ふっとかるく頬笑んで）「よろしければ御一緒にいらっしゃいません？　あ

たし、このあたりを案内してさしあげられると思いますわ、旅の御方。」

若者「ミヤセルだ。ミルドーとメレアの息子、ミヤセル・アテナムン。」

少女（軽く一揖して）「どうぞ、ミヤセルさま。

村の道をつれだって歩いてゆく２人。

晩い春を迎えた山岳地帯の森。花々は咲き競い、草葉の先から朝つゆの最期のしずく

がおちて行く。杣（そま）道をふんで歩く２人の姿。

鳥の巣の親とひな。かけて行く兎や仔鹿。

そういったモチーフを背景に画面とは直接関係なく２人の会話が続く。

少女「それではミヤセルさまは戦士で、生き別れになった妹さまを探して？」

若者「旅を続けているというわけかな。もう、６年にもなる。わたしたちは昔マルラ

インに住んでいたんだ。」

少女「ルア・マルライン…失われた王さまの都…！　それでは、あの戦のいちばんは
じめの夜に…？」

若者「ああ、あれは戦なんてものじゃなかった、マシカ殿。一方的な虐殺。みなごろ

しさ…不意をつかれて、ほとんどの者は殺られた。わたしも、自分ひとり逃げのびさ
すのに精一杯だった…」（根暗く。）

少女「イヤな戦！なんてひどい…!!　誰がいったい想像できましたでしょう？　ミヤセ
ルさま。鬼どもの国が、この平和なダレムアスの世界にいきなり攻め入って来ような

んて。…それでは、妹さま…」

若者「生きては、いるはずなのだが。」

道の途中、片側が崖になって視界がひらける。広々とした景色。えんえんと連なる山

並み。木洩れ陽が２人の顔を踊る。若者は世界を見渡して。

若者「…いい空だ…」

なにも言えずにうつむく少女。



少女「でも！　これからですわ。我らが皇子殿下だけは無事にいずこかに落ちのびら

れて兵を集めておいでだという、あのうわさは、ミヤセルさまもきっと御存知でいら

っしゃいましょう？　今にきっと、昔のように平和な…」

若者が何故かふっとたじろいだような、苦しむような表情をする。それに気づいて口

ごもる少女。

少女「あ…そういえば、これからどうなさいますの、ミヤセルさまは？　ここはこの
旧街道の、 "道の果ての村" 。ここから先への旅はもうありえませんのよ。」

若者「そうだね。山を下ってまた別の街道を辿ってみるか、それとも…。どちらに
せよ、旅は長く、わたしは疲れすぎた。心が決まるまでのしばらくの間は、せめてこ

の美しい村にいて何も考えずに、体を休めることにするよ。」

ふっと２人の視線が合い、やがてどちらともなくあたりに目を移す。

山道を歩いていくふたり。

　　　　　わーいっ　２時間だ！２時間だっっっ

https://www.youtube.com/watch?v=bKaw7ShYIYQ
Traditional Ainu dance 

https://www.youtube.com/watch?v=2m2Wb06zfyo&ebc=ANyPxKp97qg-
8S1bL6PQouCjBtUlv0S_fRTQKAQn1CH4YfawMF1oWPFxQhSubh_Es2FKmjMbFhw1u6vTCmPkEqivZAl49EkbZQ
【北海道の絶景】タンチョウの舞 Japanese crane dancing 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-I4es16RU
タンチョウ　求愛ダンス

https://www.youtube.com/watch?v=bKaw7ShYIYQ
https://www.youtube.com/watch?v=2m2Wb06zfyo&ebc=ANyPxKp97qg-8S1bL6PQouCjBtUlv0S_fRTQKAQn1CH4YfawMF1oWPFxQhSubh_Es2FKmjMbFhw1u6vTCmPkEqivZAl49EkbZQ
https://www.youtube.com/watch?v=VL-I4es16RU


（４月22日）　ちなみに「マシカの髪の色」は、この「陽に透ける紅葉の明るい朱
金色」です…☆

http://85358.diarynote.jp/201604222035568324/

『宝玉物語』（シナリオ）第一稿　３　（専門学校〜派遣ワープ

ロオペレーター時代）

2016年4月22日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=mGGIOIR5aok
神の子池/Son of God Pond/Kaminokoike【HD】 

https://www.youtube.com/watch?v=JjapDjg-lpo
【HD】美瑛の「青い池」(夏)/Blue pond in Japan 

https://www.youtube.com/watch?v=uL7VdDLyEzo
Kaleidoscope: Kitaro - Oasis 

夜。欠けはじめた月。村の下の川辺で根暗している若者。

小さくうずくまり、川の静かな波光が底のない黒い瞳にうつって揺れている。

若者「ふふ…いずこかにて兵を集めて…か。わたし皇子は…。」

ピシャリと銀色の魚が跳ねる。

野辺をぼんやりと歩いている若者。少女のしきりに呼びかけている声がする。

少女「ミヤセル。ミヤセルさま。ミヤセル…　やっほーっ！」

びくっとして振り向く若者。すこし離れた大樹の下に獣たち鳥たちにかこまれて王女

のように座している少女。若者、驚いたように弱弱しく微笑む。

http://85358.diarynote.jp/201604222035568324/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=mGGIOIR5aok
https://www.youtube.com/watch?v=JjapDjg-lpo
https://www.youtube.com/watch?v=uL7VdDLyEzo


若者「あ、ああ。マシカ殿。驚いた。」

少女（ほがらかに笑って）「なにをそんなに考えていらしたの、おかしなミヤセル

さま。何度も呼んでいますのに、まるで御自分のお名前ではないかのように平気な顔

をなさって。」

必要以上にぎくりとした様子の若者。少女の方へ行こうとすると動物たちがぱっと警

戒して、逃げかける。慌てて立ち上がる少女。

少女「あぁみんな。心配はいらないわ。この人はあたしのお友達よ！」

再びおちつく動物たち。虹色がかった純白の鳥が一羽、差し出された細い腕にとまる

。

若者（見とれて）「不思議な人だ。あなたは…！」

少女「…そちらこそ、」

大樹の下、鳥たち獣たちに囲まれながら向かいあいに腰をおろしているふたり。

少女のテはなにげなくあたりにエサのつぶをまいてやりながら。若者はしばらく逃げ

られたり爪をたてられたりしてから、ようやく少女のお気に入りの小さな獣を抱き上

げるのに成功する。

若者「そう。本当にあなたは妹に似ているんだ。マシカ殿。どこがというわけでなく

、髪も眼の色も違っているのだが…全体の背格好とか、最初に見た時の印象なんか
がね。雰囲気が同じなんだな。動物たちに不思議なほどなつかれるあたり…妹にもい
ろいろと変わった事が出来たよ。母方の…妖精族エルフエリの血筋のせいだと思うん
だけれどね。」

少女「エルフエリの？　まあ！」

若者「うん、まぁ…少しだけね。」

少女のエサをまく手が停まり、ふうっと大樹の幹にもたれかかる。

少女「それで判りましたわ。どうしてあたしがあなたを…初めて会った時、懐かしい
ように感じたのかが。」



遠くを視るような瞳。懐かしむようにかすかに震える声。

少女「もう何年も昔のことになりますわ。あたしはまだ小さくて…亡くなった前のお
ばばさまの後をついで、村の薬師になったばかりの頃でした。ある日…」

若者「そんなに小さいうちから？」

少女「ええ。あたしは特別だから…」

暗転。

少女の回想風景。夜の森。満月。

少女「今おもえばあれは、都で戦が始まったばかりの、すぐ後の出来事だったので

すわ。こんな田舎では、まだ何も伝わって来なくて、あたしはまだ、世界は平和で幸

せなのだと信じていました。

それが、ある日の晩、水浴びに行った沼のかたわらで、ひどい怪我をして倒れている

エルフエリの戦士に出会ったのです。本当に、ひどい、深い傷でした。生きていられ

たのがよほど不思議なくらい。あたしは必死で看病をして…ひと月の後、おそろしい
高熱もひいて、あの方はようやく命をとりとめられました。

丈高い妖精族エルフエリの、なかでもとりわけ高貴なお生まれで…信じられないくら
い美しい銀色の髪をしておいででしたわ。城が落ちた時の火事で、焼けちぢれてしま

っていたけれど…。
あの方は都での戦の知らせを持って、道を急いでおられたお使いだったのですわ。こ

のあたりの山々を飛び越えて、世界の東の国々へ急を知らせるための。

あたしがお止めするのも聞かれずに、未だ傷の治りきらない御身体で、旅立って行か

れましたわ。あたしにこれを残して…」

無意識に白い指が胸にかけた袋をまさぐっている。愛しむように。

若者「なに？」

少女「宝玉 "ルマルウンのかけら" 。あたしなどを命の恩人だとおっしゃって、あたし
には常ならぬ運命（さだめ）の星があるから、守護符がわりに肌身はなさず持つよう

にと…」



若者（呆然として）「女神ルマルウンのかけら！？伝説の、エルフエリの秘宝じゃな

いか！」

少女（未だ夢視心地）「ご存知なのですか？　とても貴重な…あまりにも貴重な宝ゆ
えに、人知られず代々伝えられてきた品なのだということですわ。なんでも、 "１２番
目の哀しみの女神" ルマルウンの最後の祈りがこめられていて、それを持つ者の真実ほ
んとうの、たったひとつの願いをだけ、なんでも叶えてくれるという…」

袋から手の平の上へころがり出す宝玉。陽光を吸いとって不思議な光を放つ。

それをぼんやりと見つめていた少女、急にはっとなって、うろたえて頬に手を当てる

。

少女「いやだ。あたしったら、秘密なのに。こんな話、今まで誰にだって、したこと

はなかったのに…！」

頬に血がのぼる。慌てて宝玉を袋に押しこめて、ぱっと走り出して行ってしまう。

驚いて飛びたつ鳥たち、獣たち。

　　　　　…以上、B.G.M. 喜多郎 "ＯＡＳＩＳ" …

https://www.youtube.com/watch?v=dw3snlu-f3g
日本の美しい風景 福島県 五色沼 Relaxation Music&Beautiful nature scenery of japan 

ちなみに亡父の出生地である「福島」。

「星ヶ沼」のモデル（原型）は、夏休みに連れて行ってもらった、

「五色沼」の印象深さからです…。

https://www.youtube.com/watch?v=YlHHtR2pfEk
【裏磐梯　五色沼散策】♪♪♪ 

https://www.youtube.com/watch?v=dw3snlu-f3g
https://www.youtube.com/watch?v=YlHHtR2pfEk


…懐かしいなぁ…。

被曝カナリア（過敏症）の私は、二度と、

近寄ることも出来ない、故郷です。けれどね…。

https://www.youtube.com/watch?v=BuaQXSmqTGg
[4K] -Bautiful Japan- 福島県 五色沼 

…ぉお（＠＠）☆

なんかそのまま「ロケハンＶＴＲ」だ…ｗｗｗ
https://www.youtube.com/watch?v=JPHxs6wcVVQ
［４K］Autumn leaves in Urabandai 裏磐梯の紅葉 五色沼 中津川渓谷 桧原湖 日本の紅葉
Fukushima natural JAPAN 

ちなみに「マシカの髪の色」は、この「陽に透ける紅葉の明るい朱金色」です…☆
 

https://www.youtube.com/watch?v=BuaQXSmqTGg
https://www.youtube.com/watch?v=JPHxs6wcVVQ


（４月22日）　ニッコウキスゲの花が咲く。

http://85358.diarynote.jp/201604222058143092/

『宝玉物語』（シナリオ）第一稿　４　（専門学校〜派遣ワープ

ロオペレーター時代）

2016年4月22日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?
annotation_id=annotation_142375445&feature=iv&src_vid=JPHxs6wcVVQ&v=S4pQHysK_sc
［HD］福島県・雄国沼のニッコウキスゲ　Daylily in Fukushima　花の名所案内 

…はい！まさに！（＾◇＾；）！

「ここ」が、「このシーン」の、「もともとの舞台」でございます…！ｗｗｗ

（便利な時代？になったなぁ…☆☆☆）

しかし無い。（＾＾；）

悠宙舞さんに「ホリア・クリシャン」…★
　　　　　　　　　　↓

一面の花畑。高原の晩春。

（B.G.M. "恋人たちの泉" by ホリア・クリシャン）

追いつ追われつどこまでも走りぬけて行くふたり。花々の上を吹きわたって行く風。

置いて行かれた薬草かご。２人の後をはずむような足どりで小さな獣が追っている。

２人の笑顔。上気した頬。

カットバック（？）みたいな感じであいだに２人のいろんな情景が入る。糸をつむぐ

少女と窓から話しかけている若者とか、子供たちと一緒になって踊っているふたり、

など。

http://85358.diarynote.jp/201604222058143092/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_142375445&feature=iv&src_vid=JPHxs6wcVVQ&v=S4pQHysK_sc


高原を走りぬけて一本の白樺のそばにたどりつく。笑いながら息をきらせて幹にもた

れかかる少女。追いつく若者。少女が振り向いて、つと視線が合う。

どちらからともなく寄り添い、抱き合う２人。キスシーン。

つがいで遊んでいた小さな獣がキャッと鳴いて目をおおう仕草。

もう一匹はしっぽを膨らませてアテられたように走って逃げる。

夕焼けの最初の光のあかね色。

細く輝き始める新月。

木陰で寄り添って座っている２人。ふちをとりまいている黒い円が縮まって、水鏡の

かたちになる。のぞきこんでいた鬼王、不機嫌そうに顔をあげて一言。

鬼王「…虫がついた…。」ぼそっ

従者「は？　なンかおーせられましたか将軍閣下（しょーぐんかっか）！」

鬼王、鼻をしかめて黒いマントをひるがえし、せいぜい威厳をつけて退場。

　　　　　※順移動？

https://www.youtube.com/watch?v=V9tMR4Sfk-s
ニッコウキスゲの花が咲く車山高原・2013 

代理☆…（？？）…
https://www.youtube.com/watch?v=UkcgraXI3Tc
Chrishan Feat. Che’Nelle - Here on Earth (HQ w/lyrics) 

代理♪

https://www.youtube.com/watch?v=3q_rH85YJOA
James Last & Gheorghe Zamfir _ Einsamer Hirte _ ロマーナの祈り _ ジェームス・ラスト&ザンフ
ィル

https://www.youtube.com/watch?v=V9tMR4Sfk-s
https://www.youtube.com/watch?v=UkcgraXI3Tc
https://www.youtube.com/watch?v=3q_rH85YJOA


 



（４月22日）　これでまだ「世界が終わってない」ってことのほうが、不思議だわ…
ｗ（－－；）ｗ…★

http://85358.diarynote.jp/201604222203194760/

I ALWAYS LOVE YOU.
2016年4月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=RURSv8i8LrY
ザンフィル(ZANFIR)「想い出づくり。」 

さてと。（＾＾；）

今日のコレ作業は一旦終了〜☆

http://p.booklog.jp/book/105923/read
（てか、時間切れ〜…★）

「見ったくない」現実に、戻り鱒よと初ガツオ…（意味不明）。

amaちゃんだ @tokaiama · 2 時間2 時間前 
阿蘇の噴火も、こんなに、のんびりしてくれればいいんだが

https://www.youtube.com/watch?v=ddzU-rkzKF0 …
残念だが、阿蘇は雲仙型の火砕流噴火

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M4.8】NEAR THE COAST OF ECUADOR 46.6km 2016/04/22 17:52:24
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-0.2669,-
80.5507%28+%5BM4.8%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+46.6km+2016%2F04%2F22+17%3A52%3A24JST%2C+2016%2F04%2F22+08%3A52%3A24UTC+%29&ll=-
0.2669,-80.5507&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005kta …

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � Honduras 
【M4.5】HONDURAS 10.1km 2016/04/22 17:54:28JST, 2016/04/22 08:54:28UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=14.8182,-
87.5687%28+%5BM4.5%5D+HONDURAS+10.1km+2016%2F04%2F22+17%3A54%3A28JST%2C+2016%2F04%2F22+08%3A54%3A28UTC+%29&ll=14.8182,-
87.5687&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005ktb …

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 4時間4時間前 
4月12日-4月18日の地震活動(気象庁発表)
熊本県熊本地方 1605回
熊本県阿蘇地方 307回
茨城県北部 261回
大分県中部 223回
宮城県沖 199回
奄美大島北西沖 162回
以下省略　計5442回
http://j.mp/1oo8wnC

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 4時間4時間前 
2016年4月18日の地震活動(気象庁発表)
熊本県熊本地方 138回
熊本県阿蘇地方 58回
大分県中部 31回
茨城県北部 30回
茨城県沖 24回
宮城県沖 18回
和歌山県北部 16回
以下省略　計613回

http://85358.diarynote.jp/201604222203194760/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160422/85358_201604222203194760_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160422/85358_201604222203194760_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160422/85358_201604222203194760_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RURSv8i8LrY
file:///tmp/puboo/122020/434569/book/105923/read
https://www.youtube.com/watch?v=ddzU-rkzKF0
http://maps.google.co.jp/maps?q=-0.2669,-80.5507%28+%5BM4.8%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+46.6km+2016%2F04%2F22+17%3A52%3A24JST%2C+2016%2F04%2F22+08%3A52%3A24UTC+%29&ll=-0.2669,-80.5507&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005kta
http://maps.google.co.jp/maps?q=14.8182,-87.5687%28+%5BM4.5%5D+HONDURAS+10.1km+2016%2F04%2F22+17%3A54%3A28JST%2C+2016%2F04%2F22+08%3A54%3A28UTC+%29&ll=14.8182,-87.5687&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005ktb
http://j.mp/1oo8wnC


http://j.mp/1oo8wnC

１％のひらめき @hirameki1p · 5時間5時間前 
長野県松本市などで雪と桜がコラボ・・・美しすぎます

https://pbs.twimg.com/media/CPK7CPMUcAAABK1.jpg

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M5.0】EASTER ISLAND REGION 10.0km 2016/04/22 16:28:45JST, 2016/04/22
07:28:45UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-29.4962,-
111.5667%28+%5BM5.0%5D+EASTER+ISLAND+REGION+10.0km+2016%2F04%2F22+16%3A28%3A45JST%2C+2016%2F04%2F22+07%3A28%3A45UTC+%29&ll=-
29.4962,-111.5667&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005ksq …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
熊本・大分地震

今日4月22日14時現在までの、この24時間の間に発生してる地震の分布図
https://pbs.twimg.com/media/Cgn5XUPU0AI_Lc1.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgn5XQxVEAANuD3.jpg
震度1以上の地震は減少傾向だけど、未だに活発。熊本は引き続き南西方面へ移動、長
崎県との間の「島原湾〜有明海」で地震がやや増加。阿蘇付近も活発

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M5.0】KEPULAUAN BABAR, INDONESIA 154.2km 2016/04/22 13:47:49
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
7.042,129.6734%28+%5BM5.0%5D+KEPULAUAN+BABAR%2C+INDONESIA+154.2km+2016%2F04%2F22+13%3A47%3A49JST%2C+2016%2F04%2F22+04%3A47%3A49UTC+%29&ll=-
7.042,129.6734&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005krh …

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M5.0】NEAR THE COAST OF ECUADOR 11.0km 2016/04/22 13:31:34
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-0.4151,-
80.5863%28+%5BM5.0%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+11.0km+2016%2F04%2F22+13%3A31%3A34JST%2C+2016%2F04%2F22+04%3A31%3A34UTC+%29&ll=-
0.4151,-80.5863&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005krb …

宇宙天気ニュース @swnews · 8 時間8 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

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.8】NEAR THE COAST OF ECUADOR 10.0km 2016/04/22 12:20:13
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-0.2879,-
80.5089%28+%5BM5.8%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+10.0km+2016%2F04%2F22+12%3A20%3A13JST%2C+2016%2F04%2F22+03%3A20%3A13UTC+%29&ll=-
0.2879,-80.5089&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005kqp …

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M6.0】NEAR THE COAST OF ECUADOR 10.0km 2016/04/22 12:03:41
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-0.3283,-
80.5427%28+%5BM6.0%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+10.0km+2016%2F04%2F22+12%3A03%3A41JST%2C+2016%2F04%2F22+03%3A03%3A41UTC+%29&ll=-
0.3283,-80.5427&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005kqh …

amaちゃんだ @tokaiama · 11時間11時間前 
地震活動が停止、抑制を受けているようだ

熊本余震M3.9の1回だけはありえない
「嵐の前の静けさ現象」か？

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …

…これでまだ「世界が終わってない」ってことのほうが、

不思議だわ…ｗ（－－；）ｗ…★

https://www.youtube.com/watch?v=Ai578_rqk9w
Memory - Zamfir 

１％のひらめき @hirameki1p · 8時間8時間前 
歯医者で椅子倒されて天井見上げたらインコ挟まってたんだけど

https://pbs.twimg.com/media/CSr0a1hUcAAvgYi.jpg

http://j.mp/1oo8wnC
https://pbs.twimg.com/media/CPK7CPMUcAAABK1.jpg
http://maps.google.co.jp/maps?q=-29.4962,-111.5667%28+%5BM5.0%5D+EASTER+ISLAND+REGION+10.0km+2016%2F04%2F22+16%3A28%3A45JST%2C+2016%2F04%2F22+07%3A28%3A45UTC+%29&ll=-29.4962,-111.5667&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005ksq
https://pbs.twimg.com/media/Cgn5XUPU0AI_Lc1.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgn5XQxVEAANuD3.jpg
http://maps.google.co.jp/maps?q=-7.042,129.6734%28+%5BM5.0%5D+KEPULAUAN+BABAR%2C+INDONESIA+154.2km+2016%2F04%2F22+13%3A47%3A49JST%2C+2016%2F04%2F22+04%3A47%3A49UTC+%29&ll=-7.042,129.6734&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005krh
http://maps.google.co.jp/maps?q=-0.4151,-80.5863%28+%5BM5.0%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+11.0km+2016%2F04%2F22+13%3A31%3A34JST%2C+2016%2F04%2F22+04%3A31%3A34UTC+%29&ll=-0.4151,-80.5863&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005krb
http://swnews.jp/
http://maps.google.co.jp/maps?q=-0.2879,-80.5089%28+%5BM5.8%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+10.0km+2016%2F04%2F22+12%3A20%3A13JST%2C+2016%2F04%2F22+03%3A20%3A13UTC+%29&ll=-0.2879,-80.5089&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005kqp
http://maps.google.co.jp/maps?q=-0.3283,-80.5427%28+%5BM6.0%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+10.0km+2016%2F04%2F22+12%3A03%3A41JST%2C+2016%2F04%2F22+03%3A03%3A41UTC+%29&ll=-0.3283,-80.5427&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005kqh
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ai578_rqk9w
https://pbs.twimg.com/media/CSr0a1hUcAAvgYi.jpg


https://pbs.twimg.com/media/CSr0a5RUcAI-j5Y.jpg

…笑い揺れに注意…

　

https://www.youtube.com/watch?v=x-lYQlaZFxQ
GEORGE ZAMFIR - I ALWAYS LOVE YOU 

https://pbs.twimg.com/media/CSr0a5RUcAI-j5Y.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=x-lYQlaZFxQ


（４月22日）　サバイバルしながら生きながらえて棲みつく夢

http://85358.diarynote.jp/201604222204091216/

【要注意】中国で化学工場の爆発事故。

2016年4月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
かなり大規模な爆発だったと。

https://pbs.twimg.com/media/CgowrNyUUAAGlxp.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgowrRoU8AEFpwL.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
【要注意】中国で化学工場の爆発事故。

高度 10600mの風は九州に到達している雰囲気です。
以前、天津の爆発事故の際は体調不良を訴える人が多く出ました。

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
九州の先まで約 859 kmの距離。風向は爆発時点で矢印の雰囲気です。
時速22km（地上風）の予報なので、32時間後に九州に到達。風向きが反転する様子も
あるので到達するか微妙。

10600mの風は来ます。7時間後つまり今頃。
https://pbs.twimg.com/media/CgoAki_UYAAhmDQ.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgoAk4CU8AAdNKP.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
2016年4月22日中国江蘇省の化学工場で爆発事故。
かなり大規模。

https://pbs.twimg.com/media/Cgn9TAlUYAA9mJl.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=bANNbcRYV-I
The Rose...George Zamfir 

…避難中９万人…（＠＠）。

http://85358.diarynote.jp/201604222204091216/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://pbs.twimg.com/media/CgowrNyUUAAGlxp.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgowrRoU8AEFpwL.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgoAki_UYAAhmDQ.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgoAk4CU8AAdNKP.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgn9TAlUYAA9mJl.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bANNbcRYV-I


あとの１１万人は、帰宅または圏外避難したのか…。

特務機関NERV @UN_NERV · 2分2分前 
【熊本地震 熊本県と大分県の被害まとめ】
今月14日からの熊本地震では、これまでに48人が亡くなり、今も2人の行方が分かって
いません。避難している人は、およそ9万人に上っています。
http://nerv.link/XkCkwU

特務機関NERV @UN_NERV · 8分8分前 
【大分道の通行止め区間で橋に大きな損傷 新たに判明】
大分自動車道の地震で通行止めになっている区間について、西日本高速道路が詳しく

調べたところ、川をまたぐ橋になっている部分が大きな損傷を受けていることが分か

りました。

http://nerv.link/TTb7DC

neko-aii @neko_aii · 19 分19 分前 
★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無理だ」

★茨城県には、多種多様な原子力施設が数多く立地

　日本の原子力開発の一大拠点となってる

★茨城県内の原子力関係施設は、こんなに多い

neko-aii @neko_aii · 29分29分前 
茨城県

"ikahachiro0205 2013/8/3
近隣でカルーク出ます。

放射能土壌汚染。

セシウム合計だけで...。
#国営ひたち海浜公園"
https://pbs.twimg.com/media/Cgpcr_kUoAAzZfT.jpg

neko-aii @neko_aii · 37分37分前 
"RyuichiHirokawa 2014年3月27日
あまりのことに混乱。

福島県の学校施設利用基準値は

3.8μSv毎時。
今日測定した値は、

原発すぐ横で2μSv毎時だった。

http://nerv.link/XkCkwU
http://nerv.link/TTb7DC
https://pbs.twimg.com/media/Cgpcr_kUoAAzZfT.jpg


死の街プリピャチ市は、原発から3キロだが、
1μSv毎時を超えた場所は少なかった。"

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 1時間1時間前 
地震がなくてもこれではなあ…　ご冥福を。
もう余計な建築はいいから、既存の施設をメンテしようよ。

https://t.co/KpD6puMEXS

新名神工事現場で橋桁落下　２人死亡８人重軽傷　神戸（神戸新聞NEXT） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160422-00000006-kobenext-l28 …
#Yahooニュース

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【水戸線 運転再開 2016年4月22日 20:18】
小山駅付近で安全確認を行った影響で、小山〜下館駅間の運転を見合わせていまし

たが、20:10現在、運転を再開しています。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 · 2時間2時間前 
【ドコモのスマホ一部機種 全国で利用しづらい状況に】
NTTドコモによりますと、全国のエリアで22日午後3時すぎから携帯電話の一部で音声
通話が利用しづらい状況になっているということです。

http://nerv.link/3bpZHv

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【2016年4月22日 19:37 NHK】
高速道路の橋桁落下事故 さらに１人の死亡確認
http://nerv.link/GLhkew

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【高速道路の橋桁落下事故 １人が死亡】
22日夕方、神戸市北区の新名神高速道路で、工事中のおよそ120メートルの橋桁の片側
が下を走る国道に落下しました。

http://nerv.link/89cQ3W

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【断水続く大分 九重町 ２４日にも給水再開か】

https://t.co/KpD6puMEXS
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160422-00000006-kobenext-l28
http://nerv.link/3bpZHv
http://nerv.link/GLhkew
http://nerv.link/89cQ3W


地震の影響でおよそ790世帯で断水が続いている大分県九重町の坂本和昭町長は、早け
れば24日にも給水を再開できるという見通しを示しました。
http://nerv.link/soaKqp

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【九州の鉄道や道路など 熊本を中心に影響続く】
地震の影響で、九州の鉄道は熊本県を中心に今も運転ができない区間があります。

http://nerv.link/kmqMY4

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【九州新幹線 博多〜熊本間 あす正午ごろ運転再開へ】（続き）
熊本と新水俣の間は運転再開の見通しがたっていないということです。

（2016年4月22日 16:41 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【東武スカイツリー線 運転再開】
東武スカイツリーラインは人身事故の影響で、竹ノ塚駅と久喜駅の間、それに、竹ノ

塚駅と南栗橋駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後4時すぎに運転を再
開しました。

http://nerv.link/cDdpos

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
イトーヨーカ堂は地元や東日本産野菜を販売してる

文字通り食べて応援だが、イオンは福島県内に限って「食べて応援」はウソのようだ

http://www.shufoo.net/pntweb/shopDetail/232/ …
なおイトーヨーカ堂に買いにゆくのは止めた方がよい

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
中国、南シナ海で海上浮動式の原発建設へ＝新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160422-00000044-reut-cn …
揺れる海上で誤差0．1ミリしか許されない制御棒操作を行えると慢心してるのか？
　中国のパクリだけのインチキ技術では１００％無理！

https://t.co/pdv0AILVKB

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【緊急地震速報 最終報 2016年4月22日 14:30】14時28分頃、三陸沖を震源とする地震
がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM5.0、最大震度1と推定されてい

http://nerv.link/soaKqp
http://nerv.link/kmqMY4
http://nerv.link/cDdpos
http://www.shufoo.net/pntweb/shopDetail/232/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160422-00000044-reut-cn
https://t.co/pdv0AILVKB


ます。詳しい情報が入り次第お伝えします。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【車中で避難の女性死亡 避難生活での死亡は１１人に】
熊本県によりますと、阿蘇市で、車の中で避難していた70代の女性が16日、体調不良
を訴えて病院に行きましたが、死亡したということです。

http://nerv.link/DoFkjt

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 10時間10時間前 
子宮頸がんワクチン集団提訴へ＝国と製薬会社に賠償請求－全国４地裁で６月にも：

時事ドットコム http://www.jiji.com/jc/article?k=2016033000707&g=soc … @jijicomさん
から

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 10時間10時間前 
今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんが松藤美香をリツイートしました
この17学術団体の中心人物たちは、接種後に、痛みやけいれん、脳の障害などを訴え
る人々が出ていることは無視してよい、と考える人たちだということ（怒）

https://twitter.com/mikarin_tokyo/status/723172818003709953

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【北海道 稚内で漁船が転覆 ２人不明か】（続き）
漁船には2人が乗っていたという情報がありますが、連絡がとれなくなっているという
ことで、海上保安部は巡視船など2隻と航空機を出して捜索しています。
（2016年4月22日 11:32 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【北海道 稚内で漁船が転覆 ２人不明か】
北海道の稚内海上保安部によりますと、22日午前10時ごろ、稚内市の声問漁港で「無
人のボートが浮かんでいる」という通報があり、海上保安部が確認したところ、漁船1
隻が転覆していたということです。

http://nerv.link/iyKqdH

junko @junko_in_sappro · 10時間10時間前 
豪州、潜水艦発注リストから日本をはずす

http://jp.sputniknews.com/japan/20160421/1999280.html … 
今回の事実は軍事輸出大国になり

この地域での自国の地位を強化しようという日本の計画には

http://nerv.link/DoFkjt
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016033000707&g=soc
https://twitter.com/mikarin_tokyo/status/723172818003709953
http://nerv.link/iyKqdH
http://jp.sputniknews.com/japan/20160421/1999280.html


深刻なダメージを与えるだろうと、豪州紙に書かれている日本・・・

こんな日本に誰がした?
https://t.co/nQ31SmPFOB

amaちゃんださんがリツイート 
KENTARO（脱原発の電気エンジニア） @MatsuKen_1975 · 15時間15時間前 
KENTARO（脱原発の電気エンジニア）さんがm TAKANOをリツイートしました
沸騰水型原子炉（BWR）は制御棒駆動部が下部側に設置され、重力に反して燃料棒が
下から上に動く仕組みなのでこう言ったトラブルか多い。また構造上、メルトスルー

に対しても脆弱。こんなものいらない。

https://twitter.com/mt3678mt/status/723271678592049153

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 17時間17時間前 
「ママ、お腹空いた」で発覚　新宿区立小学校で「給食抜き」の不適切指導

http://www.huffingtonpost.jp/2016/03/07/kyusyoku_n_9405438.html … @HuffPostJapan
さんから

https://t.co/2tx0UjZM0E

https://www.youtube.com/watch?v=6CuQ5JRB5AY
Niagara- Zene George Zamfir 

　

…そぉいえば、「この滝」？の上流の川べりに
「竜巻でプレハブ小屋の自室ごと飛ばされて」

軟着陸してサバイバルしながら生きながらえて棲みつく夢。

というのも、小学生の頃、繰り返し「視て」いたなぁ…？？

…ｗ（＾＾；）ｗ…

（んで、伴侶と巡り合って、手作りの「木製の指輪」をもらうのであった…☆彡）
 

https://t.co/nQ31SmPFOB
https://twitter.com/mt3678mt/status/723271678592049153
http://www.huffingtonpost.jp/2016/03/07/kyusyoku_n_9405438.html
https://t.co/2tx0UjZM0E
https://www.youtube.com/watch?v=6CuQ5JRB5AY


（４月23日）　冬に備えて脂肪を蓄えていいのはリスだけ。／「兆」っちゅう部首を
含んだ漢字はこの世に二つしか存在せえへんねん。

http://85358.diarynote.jp/201604240047317116/

だから、、太る。

2016年4月23日 ダイエット コメント (1)

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 4月22日 
とんとかいも(tomtokaimo)さんがgengaをリツイートしました
まさかと思ったが、自治体の広報紙いわく地震の時「避難は最後の手段です」「それ

までは家族や近所と頑張れ」って。もはや、日本は二次大戦末期の、Ｂ２９に竹槍で

対抗、焼夷弾落ちても消火優先、のキチガイの世界に入ったのか。

天仙さんがリツイート 
ともひろ @ecoiso · 4月22日 
最近若い若い人の突然死が目立っているとのこと。

→『関東圏で、突然死が急増①』 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=311346&g=132108 … … …
https://pbs.twimg.com/media/CZFOMW6UMAAIq3y.jpg

http://85358.diarynote.jp/201604240047317116/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201604240047317116/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160424/85358_201604240047317116_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160424/85358_201604240047317116_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160424/85358_201604240047317116_3.jpg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=311346&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CZFOMW6UMAAIq3y.jpg


…やべぇ…||||（＠■＠；）||||…

https://www.youtube.com/watch?v=JNgeUGcze18
★ Magica Sonata for Piano 

neko-aii @neko_aii · 1 時間1 時間前 
2012年 8月21日
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”
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c1b246f7df066f7b64a47b5474b8abe8 …
チェルノブイリの５倍のスピード!!
４つが爆発したのですから、不思議ではないでしょう。

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
「何年も検査してきて、魚を基本としたのエサを食べている犬は水銀のレベルが。イ

ワシを食べている犬はストロンチウムが上昇する原因となっている。福島原発事故に

よりストロンチウムは連続的に海に放出されていますが、一般に多くの人々に知らさ

れていないのです。」

獣医師 ピーター・ドビアーシュ

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
原発がどんなものか

防護服には放射性物質が

いっぱいついていますから

それを最初は水洗いして

全部海に流しています

排水口で放射線の量を計ると

すごい量です

こういう所で魚の養殖をしています

(平井憲夫)

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
原発内では、ウランを核分裂させる過程で

200以上もの放射性物質が作られ
放射線濃度を何十億倍も強くする

原発内のこの高濃度の放射線は

https://www.youtube.com/watch?v=JNgeUGcze18
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/c1b246f7df066f7b64a47b5474b8abe8


定期的に外に出す構造になっている

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"kid5963 2011年11月6日
某病院の脳外の先生と飲む。

某原発の近所では小児脳腫瘍が

非常に多かったと。

いろいろな事情で公に出来ないが、

原発の近所で脳外担当した医者なら

気付いてる事らしい。

今回の原発事故、数年〜5年程度で
小児脳腫瘍激増すると思うと"

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
"MORIMORIKIDS 2015年10月
埼玉

身の回りには知ってるだけで突然死4人
癌での突然の死も1人
私も震災後に二度の癌

友人も乳癌が二つ

後ろの家のディズニー大好きの

20歳の娘さんは白血病死
分かって1年もせず
前の奥様は脳腫瘍に

花友さんは前立腺癌に"

天仙 @tensenten · 10時間10時間前 
減塩は万病の元

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=304048&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CFp6bNMUsAAv0GV.jpg

天仙 @tensenten · 13時間13時間前 
ファーストフードを食べると腸内細菌が死滅する。

だから、、太る。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=304213&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CFkc7rYUIAEB-3r.jpg

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=304048&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CFp6bNMUsAAv0GV.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/CFkc7rYUIAEB-3r.jpg


http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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22:00

▲motty ▲ @novtnerico · 7時間7時間前 
北海道の泊原発で異変が起きているのか…「ホワイトフード」線量マップで、つい
にred！川内原発近くで…米国NETC（核非常事態追跡センター）マップでも北海道・
南九州で… http://j.mp/1r6dImL
https://pbs.twimg.com/media/CgtegTDWwAIGqa_.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【北陸地方 気象情報 2016年04月23日 15:33】
北陸地方では、黄砂が観測されています。所によっては見通しが悪くなり、屋外では

黄砂が付着するなどの影響がありますので注意してください。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://j.mp/1r6dImL
https://pbs.twimg.com/media/CgtegTDWwAIGqa_.jpg


黄砂というより、

熊本の「本震」の際に巻き上げられた土砂粉塵埃（withセシウム）が、
到達してますなう札幌…（－－＃）…★

（匂いがね、嗅ぎ覚えのある「桜島の灰入り赤いローム層土埃」なんだわ…湿っぽいし…）

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT100UP】 ギャグを言わずにはいられない、ご飯と食べると酔っ払う。現実に存在
するとは信じがたい5つの奇病・症候群
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216228.html …

amaちゃんださんがリツイート 
ドクターＫ @dr_k7 · 14時間14時間前 
【注目の裁判】末期がん患者が最後にすがった大麻は違法か？　劇的改善の被告が「

命守るため」と無罪主張　司法の判断は… http://smar.ws/FD6j0 #スマートニュース　
きちんと臨床データをとるべきだよね。政府と癌センターや製薬会社が癒着して止め

てるんじゃないの？

https://t.co/87MIwya5BB

https://www.youtube.com/watch?v=Pi8xsZXibIc
My Dearest - Guilty Crown OP 1 [Piano] 

junkoさんがリツイート 
∞きんぎょ∞ @kingyo_imori · 9時間9時間前 
ほとんど底にしか水がなくなるほどの地震に耐えて、断水でしばらく水かえも餌もな

い時間を乗り越えてくれた。台風で二日間フェリーが遅れ、揺れる海を何とか渡って

北海道についてきてくれた。三回も引越しして、文句も言わず静かに生きてくれてる

。

https://pbs.twimg.com/media/CgtMB52VEAAgv-P.jpg

カラパイア @karapaia · 11時間11時間前 
【RT500UP】 冬に備えて脂肪を蓄えていいのはリスだけ。ぽっちゃりしたリスたちを

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216228.html
http://smar.ws/FD6j0
https://t.co/87MIwya5BB
https://www.youtube.com/watch?v=Pi8xsZXibIc
https://pbs.twimg.com/media/CgtMB52VEAAgv-P.jpg


愛でるの会 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52206323.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgsmT_NUoAA2If4.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=4xVyBmkEZX4
Mahou Shoujo Madoka Magica - Soundtrack Medley [piano] 

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
渋谷 和也 @kazu_big · 1時間1時間前 
何度も心が折れそうになった。けれど、諦めずに走り続けよかった。時代は変えら

れる。そう確信した。

https://pbs.twimg.com/media/Cgu9RdMUUAAVA54.jpg

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
ぱっ @dokidokyuuun · 11時間11時間前 
今日も「投票へいきましょう」って行ったことない土地で見ず知らずの人に伝えに

いく。

政治家のためにしてんちゃう。私は私のために行動する。自分の生活とか将来を守る

ために行動する。

明日は北海道五区・京都三区での衆議院補欠選挙の投票日です

１％のひらめき @hirameki1p · 4月22日 
テンションめっちゃ高い

https://pbs.twimg.com/media/CQeLiTAUwAAh8Kp.jpg

…あ…（＾＾；）…

「ダイエット」（内閣）

違いでしたね…ｗｗｗ

１％のひらめき @hirameki1p · 8 分8 分前 
ピントはそこじゃねえよｗｗｗｗ

https://pbs.twimg.com/media/CNiOHopUYAExM98.jpg

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52206323.html
https://pbs.twimg.com/media/CgsmT_NUoAA2If4.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4xVyBmkEZX4
https://pbs.twimg.com/media/Cgu9RdMUUAAVA54.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CQeLiTAUwAAh8Kp.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CNiOHopUYAExM98.jpg


 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月24日0:55
　

１％のひらめき @hirameki1p · 7時間7時間前 

意外と知られてない事実やが

「兆」っちゅう部首を含んだ漢字はこの世に二つしか存在せえへんねん

「挑」と「逃」や

これは「兆」を目の前にした時、人間の行動には二つしかないことを暗示しとるんや

それは「挑む」か「逃げる」かのどっちかや

あんたらはどっち選ぶんや？

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


（４月24日）　"アルパカパワー"／思考が急停止する、非常に危険なアトラクション
です。

http://85358.diarynote.jp/201604240906072463/

食べ物による太る場所／「たくさん寝たかったので、会社を辞め

ました」ニート式健康法とサバイバル術。

2016年4月24日 ダイエット コメント (2)
　

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 

おはようございます。

０７：４３でした。

札幌の気温はプラス１２℃。

雲ひとつない！という勢いの晴天！

とんでも紫外線が強くて空が眩しいぐらいです…☆
無風。

洗濯物の「外干し」日和〜…♪

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

01:00 0.039 0.038 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 0.039 0.038 0.039 6 
06:00

…素晴らしい…！（＾◇＾）！

やっぱり札幌は、地上の楽園です…♪♪

http://85358.diarynote.jp/201604240906072463/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201604240906072463/
http://85358.diarynote.jp/201604240906072463/
https://www.youtube.com/watch?v=kYDj4ReO_IQ
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


はい。昨夜コレを見損ねた人んために、もう一度…ｗｗｗ

１％のひらめき @hirameki1p · 7時間7時間前 
ピントはそこじゃねえよｗｗｗｗ

https://pbs.twimg.com/media/CNiOHopUYAExM98.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=EyZNY0BnQ9o
alaki paca - "submarine satellite" 　（instrumental） 

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
スプーン1本の眼球マッサージ　視力0.4が1.0に回復した人も（週刊ポスト）
http://www.asyura2.com/15/health17/msg/652.html …

やまちか @pyonta0706 · 15 時間15 時間前 
「たくさん寝たかったので、会社を辞めました」 phaさんが教えてくれたニート式健康
法とサバイバル術（ライフハッカー［日本版］） - Yahoo!ニュース
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160423-00010000-biz_lifeh-life …
#Yahooニュース
憧れる。（笑）

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160423-00010000-biz_lifeh-life

ワタクシ「元祖」でしたが…、なにか？

@DIME編集部 @DIME_HACKS · 19 時間19 時間前 
あごの筋肉がほぐれると免疫力がアップする!? http://dime.jp/genre/186179/
@DIME_HACKSさんから
https://t.co/E80hzgK9hG

ベジーの食卓 @vegitaku · 19時間19時間前 
ガン細胞も唾液につけておくと30分ほどで死んでしまうといいます。よく噛んで唾液
を出す人ほど、抗がん作用が強く働きます。このように、唾液が消化を助け免疫機能

を向上させ、自然治癒力を高めることができるのです。体調が悪いときこそ、より多

く噛んでたべましょう。

https://pbs.twimg.com/media/CNiOHopUYAExM98.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EyZNY0BnQ9o
http://www.asyura2.com/15/health17/msg/652.html
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160423-00010000-biz_lifeh-life
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160423-00010000-biz_lifeh-life
http://dime.jp/genre/186179/
https://t.co/E80hzgK9hG


１％のひらめき @hirameki1p · 1日1日前 
1.01と0.99の法則、これが努力のする人間としない人間だとすると恐ろしい差ですね。
https://pbs.twimg.com/media/CLo_EvkUsAA8HMI.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=i04Wv64hB3o
alaki - "アルパカパワー"

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=5JyTGek9nNQ
This Light I See - Hitsugaya Toushiro

１％のひらめき @hirameki1p · 1時間1時間前 
食べ物による太る場所らしい

https://pbs.twimg.com/media/CM5dc7WU8AAQPgn.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CM5ddJtUkAAHkSu.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=umUICtTarZg
Byakuya and Rukia - Listen to One Story (Bleach Beat Collection) 

tanaka kazushige @tanakakazushige · 39 分39 分前 
もはや誤魔化せない。マジ、やばいです・・ 

『小児甲状腺がん「数十倍多い」フクシマ http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=312403&g=132108 … …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
〈うわ〜、やっぱり福島には何かある・・・!?〉　福島県の医師１９％が体調不良　震
災前の３・５倍 （ぽぽんぷぐにゃん）　
http://www.asyura2.com/13/genpatu30/msg/241.html …
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 2 月 10 日

https://pbs.twimg.com/media/CLo_EvkUsAA8HMI.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=i04Wv64hB3o
https://www.youtube.com/watch?v=5JyTGek9nNQ
https://pbs.twimg.com/media/CM5dc7WU8AAQPgn.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CM5ddJtUkAAHkSu.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=umUICtTarZg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=312403&g=132108
http://www.asyura2.com/13/genpatu30/msg/241.html


amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
亡くなる医師が相次いでいる　被ばくの危険性をはっきり告げる先生が日本を救う

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/535.html …

飯山一郎 @iiyama16 · 11時間11時間前 
病気は「人間の体内に百人もいる医師が治す！」 自然治癒力・免疫力のことだ。が，
飽食に運動不足の養豚場人間は血行不良・血流不足になりやすく，うっ血部分が広

がる。そういう人間のビョ〜キが心筋梗塞やエコノミー症候群だ。

http://grnba.jp/index.html#zz04232 …

１％のひらめき @hirameki1p · 10時間10時間前 
授業は

眠気が急上昇

頭が急降下

思考が急停止する、

非常に危険なアトラクションです。

それではアトラクションの方に出発します。

平常点をグゥーンとおさげ下さい

いってらっしゃい！！！

https://pbs.twimg.com/media/CKfYFPNVEAIj1Hh.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=fMHj3U3-RA4
でんぱ組.inc「でんでんぱっしょん」MV【楽しいことがなきゃバカみたいじゃん!?】

渋谷 和也 @kazu_big · 7時間7時間前 
てか、休んでる暇ないんだった。5月5日(木・祝) 13:00〜 大通公園西3丁目に集合です
。

泊原発停止から4年目の日にデモがあります。

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/535.html
http://grnba.jp/index.html#zz04232
https://pbs.twimg.com/media/CKfYFPNVEAIj1Hh.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fMHj3U3-RA4
https://www.youtube.com/watch?v=BimxFjDHvlU


https://www.youtube.com/watch?v=BimxFjDHvlU
Thank You!! - Tosen and Hisagi (Bleach Concept Cover) 

十四松の健康術 @ju_shi_ma · 4月22日 

作り笑いにもスッゲー効果があるんだよ！

笑う事には免疫力アップさせたり、

幸せを感じる物質であるエンドルフィンを分泌させたり、

いいことばっかなんだけど、これって作り笑いでも同じ効果があるんだって！

笑顔を忘れないでね！ 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月24日15:31
　

札幌、

片びっこでしか歩けなくなって

（被曝によるリンパ浮腫症状）

足を引きずり体を揺らしながら歩く人たちが、

すでにカウントしきれないくらい、フロア内に多発してます…
…(ToT)…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月24日15:33
　

脱被曝の努力をしない人たちが

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


５年後まで生きていられる

確率は…

どのくらいだ…？？
 



（４月24日）　アルパカ狼さんがいる限り、

http://85358.diarynote.jp/201604241512454231/

花見日和♪

2016年4月24日 環境は、生命圏で、生存権。

札幌の花見名所には

さぞかしジンギスカンの煙が

立ち込めていることでしょうが

あいにくバイトdeath…(;_;)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201604242011469046/

夜桜もなほ。o(^-^)o
2016年4月24日 環境は、生命圏で、生存権。

http://85358.diarynote.jp/201604241512454231/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201604242011469046/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
file:///tmp/puboo/122020/434569/3e5f27b782d91bb38ce0/32276/epub/OEBPS/image/85358_201604242011469046_1.jpg


まぁとにかく、（＾＾；）

いじめがあろーが、

業務内容の嫌〜さのわりには、

時給が低かろうが…

…ｗ（＾へ＾＃）ｗ…

この通勤ルートの快適さと、

アルパカ狼さんがいる限り、

辞めません…ｗｗｗ
 

 
 



（４月25日）

http://85358.diarynote.jp/201604250854305868/

がんが急増中／山歩きで治すことにした。

2016年4月25日 ダイエット

https://www.youtube.com/watch?v=zEiBNdgHPjw
栄光の架橋 - ゆず 

おはようございます。

０７：３９です。

札幌は＋１３℃。夜明けからついさっきまではものすごい晴天！

でしたが、

陽射しが強すぎて水蒸気が立ち上ったらしく今はうっすら曇天。

（＾＾；）　さて…？

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

01:00 0.040 0.039 0.040 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
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03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.040 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

砂埃もたってるようで、若干、線量も「高め」…。

https://www.youtube.com/watch?v=o3LRazARRmU
Wagakki Band Live 和楽器バンド 地球最後の告白を 

amaちゃんださんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 60分60分前 
"D4ml: 鉢植えの花が奇形になってる。 "
#情報線
https://pbs.twimg.com/media/Ce_5CqRUAAAzJJw.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
甲状腺がん多発原因は、被ばくしかない（女性自身）

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/541.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
バンダジェフスキー

「チェルノブイリの問題は終わっていない。それはいま始まったばかりだ」「１世代

、あるいは２世代のうちに、チェルノブイリで被曝したベラルーシ、ウクライナの人

びと（の子孫）が絶滅することを、非常に恐れている」　

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/will-vanish-2e7.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
人には聞けない「男の急所」前立腺をどう守るか

〜肥大やがんが急増中

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48486 …
実は私も　これが尿漏れの本当の原因

抗ガン剤や手術、放射線はやってはいけない　私の場合は、男性ホルモンを止める薬

を飲んで山歩きで治すことにした

https://t.co/J2H4i4S0ua

https://www.youtube.com/watch?v=o3LRazARRmU
https://pbs.twimg.com/media/Ce_5CqRUAAAzJJw.jpg
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/541.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/will-vanish-2e7.html#more
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48486
https://t.co/J2H4i4S0ua


ウクライナ政府報告書bot @ukurainahoukoku · 5時間5時間前 
基本原則は、危機的な状況におかれる集団に対して、チェルノブイリ大惨事に関連し

た付加的な放射線の推計実効線量は（事故前から住民が被曝している自然放射線量を

超過する線量として）年1.0mSv(0.1rem)、そして生涯累積で70.0mSv(7.0rem)を超過し
てはならないとした

ジョージ @GeorgeBowWow · 10時間10時間前 
【これが低線量被曝の恐ろしさ。今や全日本であり得る事態。】「勘違いしてる人が

多い。被曝は免疫力が低下する全身衰弱病。」

http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11372091004.html

neko-aii @neko_aii · 11 時間11 時間前 
(カルフォルニア)
2011.4.6 通常の181倍の放射線がペンシルベニア州の雨水から検出された
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2634949eee1b0487630710884dfc9a74 …
あるアメリカの原子力技術者は、

福島のメルトダウンがチェルノブイリと比較して

20倍以上の放射能を放出していることを試算しています

amaちゃんださんがリツイート 
Tightman @climberclimber6 · 4月21日 
今日見た花の奇形。突然変異かな。中々キモい。

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

https://www.youtube.com/watch?v=LGG8grKZhxY
星野 源 - 時よ 【MUSIC VIDEO & Album Trailer】

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【これぞ政治家】エクアドル・コレア大統領、震災復興の為に富裕層に課税！

https://t.co/b1RIKqWpwk

https://www.youtube.com/watch?v=K_xTet06SUo
和楽器バンド / 千本桜 

http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11372091004.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2634949eee1b0487630710884dfc9a74
https://pbs.twimg.com/media/CgktGegUcAIyFAe.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LGG8grKZhxY
https://t.co/b1RIKqWpwk
https://www.youtube.com/watch?v=K_xTet06SUo




（４月25日）　「捲簾と悟浄、どっちの髪型が好き？」

http://85358.diarynote.jp/201604252253534064/

薄毛を加速させる／創価学会大幹部の死に様。

2016年4月25日 ダイエット
　

https://www.youtube.com/watch?v=nsd_HlLKceI
最遊記・悟浄&捲簾

おばんです。２２：１１を見損ねました。（＾＾；）

札幌は…気温を見るのを忘れる平穏無風。（＾＾；）
今日はフツウにバイトが忙しくへろへろ。（－－；）

しかし隣にナゼかイイトシこいたアニオタ（＾＾；）

らしき新人さんが座り

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

いきなり

「捲簾と悟浄、どっちの髪型が好き？」とかいう

コアすぎる話題に誘い込まれまして、

笑いをこらえるのに必死でした…ｗｗｗ

え、私？（＾＾；）むろん自分が「天蓬」似

なので…「捲簾」の髪型のほうが好きですとも…☆彡

カラパイア @karapaia · 5時間5時間前 
【RT800UP】 筋肉？髪の毛？さあ究極の選択だ。筋肉トレーニングとプロテイン飲料
が薄毛を加速させる可能性（英専門家）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216413.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cg4Ct0qU8AE6f04.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=ukyhv56XA_Y&list=PL91VRu0oarwU2Cg3sYoP-
0ngHe9U2HVR7&index=2
最遊記 - cakra〜チャクラ〜 

http://85358.diarynote.jp/201604252253534064/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
https://www.youtube.com/watch?v=nsd_HlLKceI
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216413.html
https://pbs.twimg.com/media/Cg4Ct0qU8AE6f04.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ukyhv56XA_Y&list=PL91VRu0oarwU2Cg3sYoP-0ngHe9U2HVR7&index=2


amaちゃんださんがリツイート 
ふぃりぴん @NMuuffiin · 7時間7時間前 
http://soukagaltukaibokumetu.blog.jp/archives/6453513.html …　
創価学会大幹部の死に様　

創価学会と精神病

１％のひらめき @hirameki1p · 9時間9時間前 
間違っても「死ね」なんて言葉は使いたくないし、「怪我しろ」「事故れ」は不謹慎

、かといって「太れ」や「ハゲろ」は触れちゃいけない問題だから嫌だ……
そんなあなたにオススメの罵倒フレーズを思いつきました。

『疲れろ！！！』

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10時間10時間前 
名無し：04/25 13:00
札幌の芸人さん、アフロンゲ丸山さんが亡くなられたみたいで…
急性心不全だったそうです。３０歳。

https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=536053883240509&substory_index=0&id=417778425068056 …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 11時間11時間前 
名無し：204/25 11:58
お笑い芸人＞前田健さんが意識不明の重体…路上で倒れる
お笑い芸人の前田健さん（４３）が２４日夜、東京都新宿区の路上で突然倒れ、意識

不明の重>体となっていることが警視庁四谷署への取材でわかった。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 12時間12時間前 
「はんにゃ」川島さんが告白 30代の発症も増加する腎臓がんとは | 医療プレミア編
集部 | 毎日新聞「医療プレミア」
http://mainichi.jp/premier/health/articles/20160405/med/00m/010/008000c …
「近年、特に腎細胞がんは20〜30代の発症が増加」
腎臓はろ過装置。体内に取り込んだ放射性物質が溜まりやすい。

amaちゃんだ @tokaiama · 12時間12時間前 
再掲

死者の伸び率が太平洋戦争時を上回る！過去３年の累計死亡者数は３６０万人超！震

災後に癌や心疾患も増加！

http://soukagaltukaibokumetu.blog.jp/archives/6453513.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=536053883240509&substory_index=0&id=417778425068056
http://mainichi.jp/premier/health/articles/20160405/med/00m/010/008000c


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

電子猫 @CyberWorld6651 · 3 分3 分前 
巷にこれだけ健康法やダイエット法が広まり、需要があるということから考えると、

個人の体質や生活を考慮すれば正しい健康法やダイエット法なんてなく、自分の信じ

たいものを信じてテキトーに生きていけばいいというのが結論だと思われる。

んぐしお @shion1412 · 5分5分前 
無保険健康法

Susumu Hirasawa @hirasawa · 44 分44 分前 
免疫が順調に働く体温です。

いわまん @iwa_man · 8時間8時間前 
@tim1134 
「北枕」

これはその昔から、本当に生死の境に居る人の

最後の気力を呼び起こすために使う「技」らしく

科学的にも地磁気の流れと、人の身体の関係から

どうやら有効では？と言う先生もおられましたよ・・（＾＾；

#飛べサル
#JOQR

「有効です。」ｄ（＾＾）。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 11時間11時間前 
無理は禁物だな…。3.11後の日本。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
Vista @NCF800 · 4月21日 
なんか災害時は24時間働いて当たり前とかなんとかのたまっている方々がいるので、

https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo


これ貼っておくわ。

（まりんこゆみ　http://sai-zen-sen.jp/special/4pages-comics/marine-yumi/ …）
https://pbs.twimg.com/media/CgkqytUU0AAVUF7.jpg

あまりお役にたててはいないと思いますが…
…（＾＾；）…★

アクセス解析

あなたの日記にアクセスされた数の日別の推移を表示しています。

これまでのカウンター増加数の推移

2016-04-24 (日) 383 
2016-04-23 (土) 231 
2016-04-22 (金) 306 
2016-04-21 (木) 218 
2016-04-20 (水) 234 
2016-04-19 (火) 194 
2016-04-18 (月) 240 
2016-04-17 (日) 247 
2016-04-16 (土) 446 
2016-04-15 (金) 207 
2016-04-14 (木) 277 
2016-04-13 (水) 163 
2016-04-12 (火) 136 
2016-04-11 (月) 139 
2016-04-10 (日) 157 
2016-04-09 (土) 141 
2016-04-08 (金) 153 
2016-04-07 (木) 130 
2016-04-06 (水) 125 
2016-04-05 (火) 152 
2016-04-04 (月) 131 
2016-04-03 (日) 120 
2016-04-02 (土) 118 
2016-04-01 (金) 153 

http://sai-zen-sen.jp/special/4pages-comics/marine-yumi/
https://pbs.twimg.com/media/CgkqytUU0AAVUF7.jpg


2016-03-31 (木) 168 
2016-03-30 (水) 142 
2016-03-29 (火) 129 
2016-03-28 (月) 125 
2016-03-27 (日) 91 
2016-03-26 (土) 95 
2016-03-25 (金) 148

たくさんのご来場、まことにありがとうございます…☆

ｗ（＾□＾；）ｗ

おこめ@ﾀｲで逃亡中 @kenchuke_mama · 4時間4時間前 
私も色んな人に助けられて移住できたから、誰かのきっかけになれたらい

いなとはすごく思うよ。でも結局決めるのも飛行機のチケット買うのも仕

事探して家賃払っていくのも本人なので、手伝えることはほんの少し。

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

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
発達障害者の背中を支える妹bot @isam3lbot · 14時間14時間前

何かの本で読んだのですが、自閉症の場合マルチタスクができずモノフォ

ーカスなので、「会話をする」ことと「相手の表情を理解する」などの並

列処理が出来ない。これが自閉症者が目を見て話さない（話せない）原因

なのだそうです。無論個人差はありますが。

やろうと思えば出来ないわけではないのですが、

ものすごくｂｉｔ数を喰うので

ものすごく疲れて、おなかがすくので、

https://www.youtube.com/watch?v=43rXPBYwHv8


普段は、「やりません。」…ｗ（＾＾；）ｗ…

水崎綾女/Ayame Misaki @ayame0426 · 8時間8時間前 
1日目の有難いと感じたおにぎりに、避難所生活が続いて飽きてくるのは当
たり前の事。命が助かったと感謝していても、窮屈でプライバシーの無い

生活が続くと身も心も疲れてきます。復興に向けて動き出しているけれど

、心の復興に一番時間がかかります。疲れたと感じたら無理せずに休まれ

てくださいね。

https://www.youtube.com/watch?v=PCmZ45INWYA
K on Azusa&Yui Fude pen Boru pen 

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT1000UP】 猫も必死。人類のテクノロジーに翻弄されながらもなんと
か追随している猫たちのビフォア・アフター画像

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216305.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cg4nVqQU0AAYjdH.jpg

 

https://www.youtube.com/watch?v=PCmZ45INWYA
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216305.html
https://pbs.twimg.com/media/Cg4nVqQU0AAYjdH.jpg


（４月26日）　私のように24時間の脳内音声送信をされていて割と慣れてしまった大
雑把な人間としては、この音声送信がどう行われているか、しっかりと解析しながら暮
らしていかなくてはなりません。

http://85358.diarynote.jp/201604260852286485/

アレルギーは命に関わっから、気ぃつけないとなや／災害があっ

ても確実に取り出せる場所に備蓄食料を置いておいて。

2016年4月26日 ダイエット

mika @mikaK_1001 · 6分6分前 
熊本地震：備蓄してよかった…自炊する避難所　西原村 - 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20160426/k00/00m/040/070000c …
だけど地震で家の中がぐちゃぐちゃになり取り出せなかった。だからみなさんには、

災害があっても確実に取り出せる場所に備蓄食料を置いておいてと伝えたいです

https://www.youtube.com/watch?v=FvP4VbBCTyg
ラジオ体操第1 

おはようございます。０７：３１。

札幌の気温は＋９℃。曇天。無風。

http://85358.diarynote.jp/201604260852286485/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160426/85358_201604260852286485_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160426/85358_201604260852286485_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160426/85358_201604260852286485_3.jpg
http://mainichi.jp/articles/20160426/k00/00m/040/070000c
https://www.youtube.com/watch?v=FvP4VbBCTyg


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

01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.040 6 
03:00 0.040 0.039 0.040 6 
04:00 0.040 0.039 0.040 6 
05:00 0.041 0.039 0.040 6 
06:00 
07:00

…湿度と線量が上って来てます…（〜〜；）…
…フクイチ由来の腐蒸気の臭いがします……★
（－－；）

カラパイア @karapaia · 7 時間7 時間前 
カラパイア : 中に人が入っていないことの方に驚く、すごく二足立ちなクマたち（カ
ナダ） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216298.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cg5gj2HUYAEXHox.jpg

寝不足と肩こり（－－；）と「地震ノイローゼ」（自覚はある★）のほかは個人的には心身に問

題はナシ。

魅恋斗( �‾　＿　‾○)ようかい @death_peace_now · 10分10分前 
↓私のように24時間の脳内音声送信をされていて割と慣れてしまった大雑把な人間と
しては、この音声送信がどう行われているか(変電所の電磁波等も考察に入れて)と、し
っかりと現実を見て解析をしながら暮らしていかなくてはなりません。勿論、日々の

電磁波照射も酷く、今では割とこちらにも慣れて→

なんだか連日１４時間ぐらい？バイトと情報チェックでＰＣの前に座りっぱなしなんですが…（
〜〜；）…

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216298.html
https://pbs.twimg.com/media/Cg5gj2HUYAEXHox.jpg


私が「地震のことを忘れてる」と「巨大なのがクル」というジンクスがあるので…（－－；）…

この日記に「地震の話題がナイ日」は【要注意！】

と、

皆さん、覚えていてください…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=hRTs1DigQzI
ラジオ体操第2 

安泰 寛大 @yamakan_1225 · 15分15分前 
スマホは脳に悪影響なので

あまりしない方がいいが

俺のストーリーを組み立てなければ

ならないのでやめられない。

しかしながら俺のスマホからは

多量の電磁波が

流れているに違いない…

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 42分42分前 
名無し：04/25 23:43
kouchan44 2016年3月
横浜

姉の友人2人
一昨年まで２人白血病

一昨年、神奈川

嫁さんの百人いない職場で

20代膵臓癌、30代白血病
すぐ亡くなってます。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 45分45分前 
名無し：2016/04/25(月) 23:36 ID:XXXXXXXX
新潟県で0.36μSv/h、0.56μSv/h観測
http://silvershield.link/0-36-0-56/

Jiken @tengu3 · 52分52分前 

https://www.youtube.com/watch?v=hRTs1DigQzI
http://silvershield.link/0-36-0-56/


近未来に実用化される

リニアモーターカーも大変やばいです。

強力な電磁波と電気を食います。原発必要の理由になります。

微弱ながら脳みその近くで頻繁に使うスマホ〜携帯電話も

電磁波の悪影響があります。特に子供では。... http://fb.me/2cKyLNkhC

Jiken @tengu3 · 60分60分前 
恐怖の強力電磁波！ / “国際的には狂気の沙汰　超強烈電磁波、やっぱりあぶないＩＨ
調理器・・・「オール電化」の宣伝文句でわずか５〜６年で５００万台出荷・・・欧

米では普…” http://htn.to/VwBkgRU #電磁波 #安全 #保健 #環境破壊 #生活 #科学 #原発
https://t.co/dE651ylpYd

野島 高彦【化学】 @TakahikoNojima · 22時間22時間前 
「リボ払いがお得!」とか「コラーゲン食品でお肌プルプル!」とか「ケータイ電話に電
磁波防止シールで安心!」とか言ってるヒトたちを見れば，学ぶべき時期に学ばないと
搾取される人生を送ることがよくわかる．

非一般ニュースはアカウント凍結 @kininaru2014111 · 4月24日 
ＩＨ調理器は、これまで人類が遭遇した調理器具のなかで、もっとも危険極まりない

ものです。猛烈な強さの電磁波を発生するからです。アメリカでのＩＨ調理器普及

率は、わずか０．４％。http://www.asyura2.com/13/health16/msg/233.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cgz4gwXUUAAmwBG.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=lhEK1mxOm-I
【MV】 桜の栞 / AKB48 [公式] 

オアシス＠美容と健康専門アドバイザー @oasisempress · 3分3分前 
爪の生えぎわを押しもみして刺激する「爪もみ」は、交感神経に傾いた自律神経の働

きを、副交感神経優位に導き、リンパ球を増やして、免疫力を回復させる効果があり

ます。

http://oasis-shakuji.com

高知のニュースまとめ とゆーか自分用メモ @joe22113 · 13分13分前 
腸内細菌が大腸がん進行を抑制か　　制御型Ｔ細胞の働き減衰で　大阪大チームが公

表　（産経新聞） http://news.goo.ne.jp/article/sankei/world/sankei-wst1604260009.html

http://fb.me/2cKyLNkhC
http://htn.to/VwBkgRU
https://t.co/dE651ylpYd
http://www.asyura2.com/13/health16/msg/233.html
https://pbs.twimg.com/media/Cgz4gwXUUAAmwBG.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lhEK1mxOm-I
http://oasis-shakuji.com/
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/world/sankei-wst1604260009.html


…
＞がん組織に特定の腸内細菌が入り込むと「制御性Ｔ細胞」と呼ばれる細胞の働きが

弱まり、がん細胞を排除する免疫の機能が高まるとみられる

Maiko Kishigami @remanamihei · 25分25分前 
自然治癒力を信じる。: どうも、マイコです。休めるときに休むことはとても大切で
すわ。。。。自然治癒力とは、自分を信じること。超ーー基本のカラダのお話。例え

ば風邪をひいたとします。免疫が下がりました。この時に、食べると消化... 
https://t.co/QDkcL8plje
【相互】パーフェクトボディ♡ @redredred0501 · 51分51分前 
バナナとヨーグルト毎日たーべよヽ(´ー｀)ノ
風邪に負けないカラダを作る！免疫力を高める食品 
https://t.co/sDYRN5yRON

tomatom@たぬきの尻尾は手入れ必要 @fusasippona · 1 時間1 時間前 
免疫逃れる病原体を追撃　生体システム、阪大が発見　　：日本経済新聞

https://t.co/zy0srXW3bn

１％のひらめき @hirameki1p · 4時間4時間前 
その声！もしやお主は我が友、李徴ではないのか！？

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

…１％さんは、どこでどうやってこんなに毎日、
「笑いの種」を掘り当てて来るのでしょうか…ｗ

１％のひらめき @hirameki1p · 5時間5時間前 
「６って英語言って」「six」「靴下は？」「socks」「じゃあアレは？」「//////
」「thatだよバーカｗｗｗ」って遊びを男子がしていて面白かったので是非Twitterの力
で広めて頂きたい所存。

https://www.youtube.com/watch?v=7f-czGTg2Rs
ラジオ体操第2 

https://t.co/QDkcL8plje
https://t.co/sDYRN5yRON
https://t.co/zy0srXW3bn
https://pbs.twimg.com/media/CKmdbETUAAAsOGq.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7f-czGTg2Rs


範弘 @tajigennorihiro · 30 分30 分前 
風邪は自然の健康法であり、風邪は治すべきものではなく経過するものである。自然

な経過を乱しさえしなければ、風邪をひいた後はあたかも蛇が脱皮するように新鮮な

体になる。

（野口晴哉）

https://www.youtube.com/watch?v=iyn5uirg2j8
【MV】 10年桜 / AKB48 [公式]
 

https://www.youtube.com/watch?v=iyn5uirg2j8


（４月27日）　今日の予定は「寝不足解消と家事と雑事」です…

http://85358.diarynote.jp/201604271325533949/

ロッテ「コアラのマーチ」着色料は発がん物質／輸血は受けては

いけない／染色体がズタズタになった血液を輸血している。

2016年4月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

https://www.youtube.com/watch?v=8sEJlNoaFPU
Here Is Greenwood Music Video 
　

（※「グリーンウッド・カーニバル〜汝の日常を愛せよ〜」

…を、貼りたいんですけど、悠宙舞さんに無い。ので代理…）

おそようございます。（＾＾；）

というかもう「こんにちは」の時間帯になっちゃいました。

１１：２９です…☆

あっという間に４月の最終３連休の初日。

朝８時には起きたんですが、

あまりの上天気にムダに

「家事ヤル気！」が萌えてしまい、（＾◇＾；）

洗濯したついでに、

朝風呂はいって、二度寝してました…ｗｗｗ

…あ、おっは〜ら、しょ〜すけさん…♪（違）

（さらに違う代理ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=H5-3J_yr_-M
『 ここは八百八町 』　巻上公一　坂本千夏　ここはグリーン・ウッド 

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 0.040 0.039 0.039 6 
06:00 0.040 0.038 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.039 0.038 0.039 6 
09:00 0.040 0.038 0.039 6 
10:00

今日の予定は「寝不足解消と家事と雑事」です…

（こんなに上天気なのに！…ｗ（＾へ＾；）ｗ…）

http://85358.diarynote.jp/201604271325533949/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160427/85358_201604271325533949_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160427/85358_201604271325533949_2.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=8sEJlNoaFPU
https://www.youtube.com/watch?v=H5-3J_yr_-M
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


びば、札幌すろ〜も〜しょんらいふ〜…☆☆）

https://www.youtube.com/watch?v=btmSuNcxiIU
★ Sis Puella Magica! (Vocals, Orchestra) original ver. | Madoka Magica 

木葉功一 @kibakoichi · 4時間4時間前 
パセリが美味くて美味くて、ここしばらく蒸し大豆と一緒にオムレツにとじて食べて

んだけど、整腸や免疫強化に良いみたいだねー☆　知らんかった。

https://t.co/bEOSQpbjvg

関東の熊本人 @rad6C1x1u3zY9Y3 · 9時間9時間前 
健康に関する事は重複しても良いかと思って。

車中避難の方、散歩しましょう。 
https://pbs.twimg.com/media/Cg_loHXUoAAo379.jpg

cmk2wlさんがリツイート 
なおこ☆나오코 @naoko200 · 4月21日 
昨日から何となく呼吸困難ぎみで、今日は更にひどく息が苦しかった。で、今夜は寝

室を閉め切って、数時間前から「水式空気清浄機」を稼働させていたら…部屋に入っ
たとたん呼吸が楽に‼いつもは寝るときに稼働させていたけど、これからは早めにしよ

うと思った。

https://www.youtube.com/watch?v=IRL3ypaoMHI&spfreload=1
ここはグリーンウッド 『忍・来い』 

朱鷺（shuro） 1009@alice · 1時間1時間前 
「ロッテ「コアラのマーチ（いちご）」に含まれるトランス脂肪酸の量は、たった１

箱でＷＨＯの１日あたり推奨上限値相当の量になることがわかった」

「コアラのマーチ」で着色料として使用されているカラメル色素は発がん物質入り

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
方式はいろいろあれど、加湿器に使う水は塩素が入ってない清浄なものを。

加湿器の水の受け皿の部分（赤）には雑菌が繁茂する。三日に一度ぐらいはアルコー

ルを使った掃除を。

https://pbs.twimg.com/media/ChA1-xAUcAAIOGk.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
みんなの測定所・ふじみーる @fujimiiru · 2時間2時間前 
＜埼玉県ふじみ野市　保育園のママさん　甲状腺癌＞

久しぶり帰った埼玉。

地元の人からこんな情報が聞こえてきました。

momomamju @momomamju · 3時間3時間前 
高線量の放射線照射で染色体がズタズタになった血液を輸血しているという事実　　

血液の闇　輸血は受けてはいけない〜医学界の最大のタブー

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=313224&g=131207 …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：2016/04/26(火) 23:49 ID:XXXXXXXX
国が出荷停止を指示している福島産のタケノコがスーパーに出回る

出荷停止を知りながらも出荷

http://www.minyu-net.com/news/news/FM20160426-069099.php …

ぬわーーっっ！！ Lv24 @BiancaWhitake2 · 4 時間4 時間前 
フクイチ被曝の視点が全く役に無いのは、わざとですよね。

誰にでも可能性 虚血性心不全 - Y!ニュース http://news.yahoo.co.jp/pickup/6199209
#Yahooニュースアプリ
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6199209

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
例えばトイレの換気扇のカバーのようなものは、水没させて洗浄しないと被曝に直結

する。ホコリが付着するものには水分が必要。

水をバシャバシャかけたりすると、逆にホコリが舞い上がる。

https://www.youtube.com/watch?v=btmSuNcxiIU
https://t.co/bEOSQpbjvg
https://pbs.twimg.com/media/Cg_loHXUoAAo379.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=IRL3ypaoMHI&spfreload=1
https://pbs.twimg.com/media/ChA1-xAUcAAIOGk.jpg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=313224&g=131207
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20160426-069099.php
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6199209
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6199209


ドライなホコリの扱いには細心の注意を。

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
昔、松本深志高校生が集団登山で西穂高に登って落雷にやられて11名が死亡した
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E7%A9%82%E9%AB%98%E5%B2%B3%E8%90%BD%E9%9B%B7%E9%81%AD%E9%9B%A3%E4%BA%8B%E6%95%85
…
逃げる場所のない岩稜で集団行動し、昼過ぎに落雷に遭った

だから2時でも本当は遅すぎる
人間がたくさんいると、それはコンデンサの性質を持ち電気を呼び込むのだ

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
宿泊山行に初めて行った人は、アルプスの山小屋や幕営地で朝の3時頃から人が動き出
して日の出前の5時には大半の人が出発する事情に驚くだろう
これは一日の行動時間を8時間として、午後2時前に目的地に着く必要があるからだ
なぜ2時？
その時間帯から落雷の危険が始まるからだよ

Ｍペッコ @pecko178 · 6時間6時間前 
福一からは今も毎時1000万ベクレル、毎日2億4000万ベクレル放射性物質が出てい
ます。それは雨になり風に乗り水に混ざり食べ物となり飲み水となりアナタの体内

に入ってる。

この事を忘れないよう。

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
再掲

大拡散！ 福島・安達広域行政圏の２０１５年度の死者数は１８％増
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1786.html … … 2016年問題が爆発して
いる！

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
小選挙区別人口動態　2016/3　　群馬北西部急悪化
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174802016.html …

amaちゃんださんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 7時間7時間前 
チェルノブイリと福島で新たな危険が発見

http://jp.sputniknews.com/science/20160426/2030026.html … 
調査の結果、放射性物質によって野生動物の個体数は減少し

白内障などの疾患が増えている

チェルノブイリ・ゾーンに生息する動物には脳の縮小、腫瘍の拡大

生育能力の低下、鳥類の異常発達

https://t.co/IN48wr5umv

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
仙台市に住む大学生の脳の「海馬」が原発事故から１年後に萎縮していた（低気温の

エクスタシーbyはなゆー）
http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/775.html …
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 5 月 04 日

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
（フクイチ被曝地で）「青果のガルガンチャニズム＝巨大化）の実例を多数、把握し

ている」　——　来日調査したアーニー・グンダーセンさんが全米ラジオ番組の中で

明らかに。「巨大化は（被曝）次世代、とりわけ３代目に、顕著にみられる」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/abenormalgargan.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
石川産干し柿で体調異変

http://inventsolitude.sblo.jp/article/175059191.html …
能登の北の先端が汚染されたとの噂は聞いてるが

フクシマから国の偽装を暴く @Anti_Jigokudama · 8時間8時間前 
福一被曝者の皆さん

小児甲状腺癌の発声率増加中

「次は自分達⁉�」と備えましょう
室内降下物を面積を測ってウェットティッシュ拭取り

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E7%A9%82%E9%AB%98%E5%B2%B3%E8%90%BD%E9%9B%B7%E9%81%AD%E9%9B%A3%E4%BA%8B%E6%95%85
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1786.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174802016.html
http://jp.sputniknews.com/science/20160426/2030026.html
https://t.co/IN48wr5umv
http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/775.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/abenormalgargan.html#more
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175059191.html


発災から掃除してない照明やタンスの上幅1㎝の鴨居や窓桟もOK
空間汚染と吸引量が分かります!!
被曝者救済

原子力村粉砕したい人はRT

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 15時間15時間前 
2012-10-10
宮城ホットスポット0.3μSVの中で生活する子供達
ガイガーカウンターの警報音が鳴る町は福島だけではない

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/46790dacc005a8ebf041278384949bc1 …
丸森町立耕野小学校の一角に仮置場

除染作業で出た汚染土がポリバケツに入れられ保管

搬出先は決まってない

https://t.co/IfVBsfMMlz

https://www.youtube.com/watch?v=hr8JVHJdkAA
Bleach Breathless Collection 01 Rainbow 

日笠雅水 @maaco3 · 1時間1時間前 
◎熊本市内にいる吉本由美さんからのメール。①

避難所生活の若いお母さん、赤ちゃん抱いて「2週間もお風呂に入れてやれません」と
泣いてた。場所で支援の格差が出てる。これからは感染症が心配です。

amaちゃんださんがリツイート 
tsuto @karrento · 3時間3時間前 
ダダ漏れ原発。女子アナは総脱出か？石井希和アナ→シンガポールへ●松尾英里子ア

ナ→アメリカへ●宮瀬茉祐子アナ→アメリカへ●海保知里アナ→アメリカへ●竹内早

苗アナ→ブラジルへ●龍円愛梨アナ→アメリカへ●中野美奈子→シンガポールへ●大

江アナNY赴任●前田アナ→ロンドンへ

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
【緊急拡散依頼】熊本の被災者の方々へ 「九州全ての旅館ホテルに今なら無料３食付
で避難可能です！」ｂｙ財団法人 宿泊施設活性化機構
https://t.co/7eT6jNKsZD

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
mayu_tarou @mayu_mochi0406 · 4月21日 
mayu_tarouさんが坂口恭平をリツイートしました
九州・山口各県知事からの共同メッセージ。

https://twitter.com/zhtsss/status/723041679691767808

一時避難をする選択肢もあると。

各県の相談窓口の連絡先が記載されています。

とても親切です。

https://www.youtube.com/watch?v=pR2E2OatMTQ
[MV] Perfume 「STAR TRAIN」 

カラパイア @karapaia · 46 分46 分前 
【RT100UP】 生まれてすぐに母親を失った子犬。合点承知で育児を引き受けたのは猫
かあさんだった。 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216499.html …
https://pbs.twimg.com/media/ChBRQgTU0AA8Q0h.jpg

Yahoo!ニュース� 認証済みアカウント � @YahooNewsTopics · 1時間1時間前 
【ペット同行避難断られた600件】熊本地震の被災地で、「ペット同行で避難所に入る
のを断られた」という相談が多数。ペットとの避難計画を考えておくことが重要。

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

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/46790dacc005a8ebf041278384949bc1
https://t.co/IfVBsfMMlz
https://www.youtube.com/watch?v=hr8JVHJdkAA
https://t.co/7eT6jNKsZD
https://twitter.com/zhtsss/status/723041679691767808
https://www.youtube.com/watch?v=pR2E2OatMTQ
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216499.html
https://pbs.twimg.com/media/ChBRQgTU0AA8Q0h.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0kyGMcyUdkE


chay -「Twinkle Days」（PANTENE　EDITION） 

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT200UP】 2400年前の漫画か？「元気に人生を楽しもう」というメッセージ付き
骸骨モチーフのモザイクが発見される（トルコ）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216539.html …
https://pbs.twimg.com/media/ChBDgasU0AAtQrB.jpg

上杉研太 SUPER BEAVER @KentaUesugi · 9時間9時間前 
結局寝れなくて上杉家のルーツを調べてました笑

俺の先祖は奈良県の十津川村出身で

大水害にあって北海道に移住した2500人の1人みたい。

上杉って名前が沢山でてきた。

ちゃんと歴史に残ってる。

感動、、、。

おやすみなさい。

https://www.youtube.com/watch?v=HYWBUY6AnEU
chay - 「makeup 80’s」 

https://www.youtube.com/watch?v=CiTKiq4MyFc
Dream / ブランケット・スノウ 

https://www.youtube.com/watch?v=esmB8-y8_k0
chay - Wishes

https://www.youtube.com/watch?v=u-o2s2GSl0c
西野カナ 『あなたの好きなところ』MV(Short Ver.) 

https://www.youtube.com/watch?v=c0WStpxX2S4
Dream / I love dream world 
〜世界中のしあわせを歌おう〜 2015 Lyric Video 

 

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216539.html
https://pbs.twimg.com/media/ChBDgasU0AAtQrB.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=HYWBUY6AnEU
https://www.youtube.com/watch?v=CiTKiq4MyFc
https://www.youtube.com/watch?v=esmB8-y8_k0
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https://www.youtube.com/watch?v=c0WStpxX2S4


（４月27日）　手相の寿命線が、１１０歳くらいに到達…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201604271856091801/

【熊本地震】 長崎県 で一時避難の受入中！宿泊費は無料！困っ
ているご家族や知人の皆様にお知らせを！

2016年4月27日 家族・子育て コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

はて再びＰＣ前に戻って来てしまいました。

１３：２９です。（＾＾；）

昼寝３時間して雑事を少し片付けただけなんですけどね。

ここんとこ短くなってしまい気になっていた手相の寿命線が、いきなりくっきり伸びて、（

＾＾；）また１１０歳くらいまで生きられそうな長さに到達…ｗｗｗ

ほんと、自分の手相って、意外と毎日時々刻々と変化があるので、見てて飽きない…ｗｗ

ところで前項で、

http://85358.diarynote.jp/201604271325533949/
どうしても気になっていたので一言。

http://85358.diarynote.jp/201604271856091801/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=232
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　↓

避難所生活の若いお母さん、赤ちゃん抱いて「2週間もお風呂に入れてやれません」と
泣いてた。場所で支援の格差が出てる。これからは感染症が心配です。

…「善良なる悲運の被災者」で「純然たる格差の被害者」を装って、

「誰かが勝手に何とかして、元の生活を自動的に復旧してくれる」のを、

ただ、泣きまねして、座って待っている「だけ」なら…

これ、むしろ「お母さんの育児放棄」というクラスの、

歴然たる「怠慢」であり「虐待」であり、「犯罪」なんじゃないのか…？？
…ｗ（〜〜＃）ｗ…★

https://www.youtube.com/watch?v=vhfYis6VuXY
[MV] Perfume 「Pick Me Up」 

なぜ、「この子にお風呂を使わせてやってください！」と叫んで、

「それが叶えられるまで叫び続ける」あるいは、

「可能な場所まで自力で移動する」（被災地圏外に逃げる）

が、「できない」…いや、「しない」…？？

…（－－＃）…

親族一同による「逃げるな」呪縛でも、かかってるのか？

九電に逆らえないとか、そういう因習の一族なのか…？？

逃げろ。

生きろ。

https://www.youtube.com/watch?v=vhfYis6VuXY


まず「自力更生」で、

最善を尽くして自分で行動するんだ…

https://www.youtube.com/watch?v=pR2E2OatMTQ
[MV] Perfume 「STAR TRAIN」

発災から…二週間も！

「ただ誰かから助けてもらう（だけ）をアテにして待ってる（だけ）」の、

「お母さん。」てのは…（〜〜；）…

すでに、同情の余地はない。

「子どもに対する怠慢＝虐待＝犯罪者」である…（－－＃）…★

（子育てしてない私が何をエラソウに！という反感を喰らうことは承知のうえで

あえてそう書くが…私の母は「父親からの暴力」から「逃げることをしない」で、「子どもにも
忍従を強要する」…卑劣で怯懦な母親であった…私は、我が子のために全力を尽くして「闘わ
ない」母、自分の不努力を子どものガマンで済ませようとする鬼ハハというものは、容認でき

ない…）

https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk
若旦那　信じろ

長崎県広報課 @nagasakikenkoho · 20時間20時間前 

熊本地震で被災された皆様の長崎県での一時避難の受入中！

◎県関係施設の貸付料・宿泊費は無料！

◎旅館・ホテルは、原則3食提供、利用は無料！
◎電話：095-895-2046
◎困っているご家族や知人の皆様にお知らせを！

詳しくは⇒

http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/anzen-anshin/bosai-
kokuminhogo/kumamotosien/itijihinan/ …

https://www.youtube.com/watch?v=pR2E2OatMTQ
https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/anzen-anshin/bosai-kokuminhogo/kumamotosien/itijihinan/


　

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
mayu_tarou @mayu_mochi0406 · 4月21日 
mayu_tarouさんが坂口恭平をリツイートしました
　

九州・山口各県知事からの共同メッセージ。

https://twitter.com/zhtsss/status/723041679691767808

一時避難をする選択肢もあると。

各県の相談窓口の連絡先が記載されています。

とても親切です。

　動け。

https://www.youtube.com/watch?v=DrRJehIrvsE
若旦那　何か一つ(Producer’s Acoustic Version).wmv 

https://www.youtube.com/watch?v=ySlbW5o0bHg
[MV] Perfume 「Relax In The City」 
    
 

コメント
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United Flowさんがリツイート 
るな @rose888runa · 12時間12時間前 
るなさんがUnited Flowをリツイートしました
　

子育て 頑張ってない あたしでも

https://twitter.com/zhtsss/status/723041679691767808
https://www.youtube.com/watch?v=DrRJehIrvsE
https://www.youtube.com/watch?v=ySlbW5o0bHg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


それはいつも思う！

　

United Flow @soul2soullove · 12時間12時間前 
　

なんだか腹立たしくなってきた。

こんな時代…
何もかもスルーして

子どもを守れない大人たちに。

 



（４月27日）　未来を創造していくチカラ。

http://85358.diarynote.jp/201604272352091258/

【至急 情報求む】「障害を持っている方」、「認知症の方」等の
避難を受け入れてる避難所or施設をご存知の方、情報提供お願い
します。

2016年4月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

熊本現地情報 @asahito_kuma · 3時間3時間前 
【至急 情報求む】
「障害を持っている方」、「認知症の方」等の避難を受け入れてる避難所or施設をご
存知の方、情報提供お願いします。

https://www.youtube.com/watch?v=0Ged5jqLcg8
若旦那 / いのち 〜桜の記憶〜 Final Ver. 

熊本市長 大西一史 @K_Onishi · 2時間2時間前 
熊本市長 大西一史さんが長崎県広報課をリツイートしました
長崎県で一時避難の受け入れをして頂いております。有難うございます。車中泊の方

等是非お問合せを。 
https://twitter.com/nagasakikenkoho/status/724962917347672064

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 3時間3時間前 
【熊本から避難 バドミントン前田選手など募金活動】
熊本地震で体育館などが被害を受け、福井県勝山市に避難している再春館製薬所バド

ミントン部の選手たちが募金活動を行いました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160427/k10010500901000.html …

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 3時間3時間前 
【熊本地震の避難者 全国の公営住宅３５５戸で入居決まる】
避難している人たちの応急的な住まいを確保するため、各地の自治体で公営住宅の入

http://85358.diarynote.jp/201604272352091258/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201604272352091258/
https://www.youtube.com/watch?v=0Ged5jqLcg8
https://twitter.com/nagasakikenkoho/status/724962917347672064
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160427/k10010500901000.html


居の受け付けが進められ、２６日までに九州を中心に全国の３５５戸で入居が決まり

ました。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160427/k10010500491000.html …
厚生労働省 @MHLWitter · 8時間8時間前 
【#熊本地震 関連情報】
被災された方々のうち、避難所での生活で特別な配慮が必要な高齢者、障がい者など

の方々を対象に、旅館、ホテルを緊急避難所として紹介しています。詳しくは熊本県

のホームページをご覧ください。→http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15486.html?
type=new&pg=1&nw_id=1 …

厚生労働省 @MHLWitter · 11時間11時間前 
【#熊本地震 関連：慢性の疾病を抱える子どもや、難病の患者の方の避難生活などに関
する相談先をまとめました】療養などに関する相談先の情報や、医療従事者向けに医

学的情報を提供するホームページも紹介しています。

→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122249.html …

内閣府防災 @CAO_BOUSAI · 7時間7時間前 
【避難所運営・生活情報】様々な理由で避難所に避難することができない被災者の方

々もおられます。避難所に避難されている方で、ご自宅の様子を見に帰られる時な

どに、ご近所をまわって声かけや水を配るなどのご配慮をお願いします。一人暮らし

のお年寄りの見守りなどにもつながります。　#内防避難所

ペット・ジャーナル @petsjournal_ · 8時間8時間前 
「ペット同行避難断られた」相談600件　場所、人手なお不足　被災地の熊本（西日本
新聞） - Yahoo!ニュース http://fb.me/17o4BiW8i

長崎県広報課 @nagasakikenkoho · 20時間20時間前 
熊本地震で被災された皆様の長崎県での一時避難の受入中！

◎県関係施設の貸付料・宿泊費は無料！

◎旅館・ホテルは、原則3食提供、利用は無料！
◎電話：095-895-2046
◎困っているご家族や知人の皆様にお知らせを！

詳しくは⇒

http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/anzen-anshin/bosai-
kokuminhogo/kumamotosien/itijihinan/ …

サイボーグでっぱり @bqn_yachiyo3 · 4月25日 
自宅の一室を母子避難ひと組だけでも受け入れられるように片付け始めた。４年前に

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160427/k10010500491000.html
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15486.html?type=new&pg=1&nw_id=1
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122249.html
http://fb.me/17o4BiW8i
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/anzen-anshin/bosai-kokuminhogo/kumamotosien/itijihinan/


そろえた防災グッズの点検整備と水や食糧の備蓄も少しずつやろう。そうはいっても

うちは海が近くて海抜１０m以下で、津波がきたら完全アウト。その時が来たらリュッ
クひとつで全てを捨てて高台に走るしかない。

United Flowさんがリツイート 
ましゃろん @riho1996721 · 4月23日 
被災地にペットと避難できる避難所ができました。避難所でペット連れの方にお話を

聞いたら、苦情を言われた方が結構いました。鳴き声、臭いなどの苦情が多かった

です。ペットも家族です。こういう避難所がもっと増えてくれると嬉しいです

https://pbs.twimg.com/media/CgtcRYGVEAAHE14.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=YXr7rFL9pv4&index=5&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-
Rqql8seZ8g
FUNKY MONKEY BABYS 「桜」 

…なんというかこの曲調？は、「七五調ラップ」とでもいうんですかね…？？

朱鷺（shuro） 1009@alice · 6 時間6 時間前 
出産後に妻が自殺することを、僕たちはどう止めるのか(駒崎弘樹) - Y!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/komazakihiroki/20160426-00057067/ …
「産後直後からの、男性の育児参画。そして男性育休は、わがままや「イクメンぶり

たいやつのエゴ」なんかではなく、妻と子どもの命を救うことにも繋がるのだ…」
https://t.co/mtLpOitoZR

熊五郎 @team_kuma · 4月25日 
熊五郎さんが熊五郎をリツイートしました

「ルポ 母子避難」と「原発棄民」はかなりオススメ。
https://twitter.com/team_kuma/status/713741117301231616 …
https://twitter.com/team_kuma/status/706415732775489536 … #1134golden

Single Rose @Single_Rose2003 · 4月25日 
幼い子を連れ方々での母子避難生活５年。旦那さんがようやく日本で仕事を辞め、海

外で合流することになった友達の話に嬉し涙。希望への旅立ちに祝福とエールを送り

たい。

まだまだ遅くないです。話し合いが今は平行線でも考えは変わることもある。

https://pbs.twimg.com/media/CgtcRYGVEAAHE14.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YXr7rFL9pv4&index=5&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-Rqql8seZ8g
http://bylines.news.yahoo.co.jp/komazakihiroki/20160426-00057067/
https://t.co/mtLpOitoZR
https://twitter.com/team_kuma/status/713741117301231616
https://twitter.com/team_kuma/status/706415732775489536


もりの @izumi_mori · 4月24日 
南相馬から避難中の娘(幼い子を3人抱えて山形に母子避難)
叔父は今年の正月は実家(相馬)に帰らなくていい と言った
叔父は福島に住み続けながら わかっているんだ
もうここは子供を安心して育てられる環境ではない事を

https://www.youtube.com/watch?v=n9hNT5ezcnc&index=6&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-
Rqql8seZ8g
【MV】 桜の木になろう / AKB48 [公式] 

東雲 鈴音 @goen0414 · 15 分15 分前 
ささみ氏（笹岡光博）はテリトリー主張のためか 昼間でもよく鳴いてるんだけど、犬
が近づくとさりげなく茂みに避難するので闘う気はないらしい。そして犬がいなくな

った頃を見はからってサッソーと出てくる。 
https://pbs.twimg.com/media/ChDL5mxUUAIT7u1.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChDL5lOU8AAx9LY.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChDL5foU8AA2PKA.jpg

United Flowさんがリツイート 
きてぃ @V_KITEI · 4月24日 
妹が作ったらしい。

カリカリを入れたらパンチしてくるそうだ

https://pbs.twimg.com/media/Cg0Db2qUcAEmf-3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cg0Db2zUUAAn2AJ.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=rdf45-QF-Vw&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-
Rqql8seZ8g&index=10
FUNKY MONKEY BABYS 「Lovin’ Life」

リュウサイ @ryusaiogushi · 5時間5時間前 
バリ島に移住して数年が過ぎた。なんとかなるもんだ。来年はどこで何をしているん

だろう？人生のターニングポイントは何度あってもよい。モノゴトを決めつけ

https://www.youtube.com/watch?v=n9hNT5ezcnc&index=6&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-Rqql8seZ8g
https://pbs.twimg.com/media/ChDL5mxUUAIT7u1.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChDL5lOU8AAx9LY.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChDL5foU8AA2PKA.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cg0Db2qUcAEmf-3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cg0Db2zUUAAn2AJ.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rdf45-QF-Vw&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-Rqql8seZ8g&index=10
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ずhttp://edit.diarynote.jp/images/tags/white.gif流れに身を任せ何歳になってもワクワク
する方向へ歩んでいきたい。

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 8時間8時間前 
避難移住にカウントされない移住者さんが、たくさんいる。こうやって、積み上げて

きた仕事も何もかも捨てて、命を優先した人たちが…。
でも、それは絶対に、未来を創造していくチカラになっていくと思う。誰がなんと言

おうと、そう思う。

Ｉ think そう！（＾◇＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=_Qj8Ip0g-5o
湘南乃風 さくら卒業featMINMI 

「湘南」ふくめ青森以南の皆さんには

「時期遅れ」ですいません…（＾＾；）…☆彡

北海道の桜は、「今が見ごろ」ですのよ…♪

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
(Radiation monitoring Daily Report) 
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2016年04月27日（水）【当日】
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 0.040 0.039 0.039 6 
06:00 0.040 0.038 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.039 0.038 0.039 6 
09:00 0.040 0.038 0.039 6 
10:00 0.040 0.039 0.039 6 
11:00 0.039 0.038 0.039 6 
12:00 0.040 0.039 0.039 6 

https://www.youtube.com/watch?v=_Qj8Ip0g-5o


13:00 0.040 0.039 0.039 6 
14:00 0.039 0.039 0.039 6 
15:00 0.040 0.039 0.039 6 
16:00 0.040 0.039 0.040 6 
17:00 0.040 0.039 0.039 6 
18:00 0.040 0.039 0.039 6 
19:00 0.040 0.039 0.039 6 
20:00 0.040 0.039 0.039 6 
21:00 0.040 0.039 0.039 6 
22:00

https://www.youtube.com/watch?v=7kZNdnv_haM
河口恭吾 - 桜

United Flowさんがリツイート 
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 4月26日 
美瑛や富良野に行くと、ラベンダーよりも、こっちのほうが俺は惹かれるんだよなぁ

…
https://pbs.twimg.com/media/Cg8l3rUW4AI1fgx.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=3jgRQqPvopw
喜納昌吉＆チャンプルーズ - 花 
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（４月27日）　嬉しくて心温まって体温上昇しました。ほぼ完治しました。免疫力神
レベルでしょう。

http://85358.diarynote.jp/201604280800212124/

嬉しくて心温まって体温上昇。免疫神レベル／化粧女は経皮毒を

取り込んでる／知らぬ間にあなたを蝕むスマートメーター／大丈

夫なはずがない。初期被曝しているのだから。

2016年4月27日 ダイエット
　

（※昨日１つに無理矢理まとめたやつ、長すぎ（－－；）たので２つに分けました…☆）
http://85358.diarynote.jp/201604272352091258/
http://85358.diarynote.jp/201604280800212124/

AKIRA @AKIRA23150220 · 5 時間5 時間前 
目の前にある危機をしっかり認識する事です。

福一の放射能は今では日本全土を覆いデブリ再臨界による超高温で溶けた核金属の微

粒子が空気中に放出されている。

これを吸い込むと致命的な被曝となり、5年〜10年で確実に被曝症を発症し死に至る。
https://pbs.twimg.com/media/ChCSsMTUYAA91wZ.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=mOkf6XOay-w&index=18&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-
Rqql8seZ8g
GReeeeN - 桜color 

健康法事典 @health7post · 2 分2 分前 
オリーブオイル健康法　肌荒れや便秘などに効果があると言われています。最近

はGMO（遺伝子組み換え作物）の問題もあってオリーブオイルを使う人もいるよう
です。

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT100UP】 体調が悪いときに何食べる？世界15の病人食
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216543.html …
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https://pbs.twimg.com/media/ChCxYyXUYAA_m9a.jpg

小渡創生 @odowms · 2時間2時間前 
昨日一昨日心配してくれた人たちありがとうございました！

嬉しくて心温まって体温上昇しました。ほぼ完治しました。免疫力神レベルでしょう

。

プルメリア三十郎 @plumeria30rou · 3時間3時間前 
今日はスーツで仕事をしたので麦ジュース健康法を取り入れてよい

OTANI Michiko @mori_to_nagisa · 3時間3時間前 
明るくて気分のいい人に会うのは、立派な健康法。仕事でそれができるのはありが

たい。

美美美！女子力アップ！ @ayu_for_diet · 3時間3時間前 
【現役医師が教えるスーパーフードの美容効果】

・亜麻仁オイル：アンチエイジング

・クコの実：血糖値を下げる

・玄米：便秘解消

・ローカカオ：アンチエイジング

・スピルリナ：免疫量アップ

#スーパーフード
#美容効果

提督ぺん @admiralpening · 3時間3時間前 
〜〜由来の酵素で健康法とかあるんだから、高張力鋼由来鉄分で貧血に強い体を作る

！とかあってもいいんでないか

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
汚染に対しては夏でも加湿が大事です。もちろん除湿しつつ。

「室内の加湿と除湿」そうすることで身を守ることができます。

United Flowさんがリツイート 
バンビ @miyusuomiyusuo · 6時間6時間前 
博多駅に新しくできた八百屋の八ちゃん、いい感じ。全て九州産！！

https://pbs.twimg.com/media/ChB0pXAUkAE1nXs.jpg

https://pbs.twimg.com/media/ChCxYyXUYAA_m9a.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChB0pXAUkAE1nXs.jpg


カラパイア @karapaia · 4時間4時間前 
【RT200UP】 世界16カ国、文字であらわす「笑い」の表現
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216481.html …
https://pbs.twimg.com/media/ChCJVHyUUAE3N3U.jpg

United Flowさんがリツイート 
あや @kubotatcj · 10時間10時間前 
BABY METALという日本人女性3人のヘビメタグループが海外で人気だとニュースで見
ました！米ビルボードのアルバムチャートは39位。日本人では1963年の坂本九さんの
スキヤキ以来53年ぶりの快挙だそうです。ライブ見てみたいな！
https://pbs.twimg.com/media/ChA98_gUoAAKvg-.jpg

United Flowさんがリツイート 
ぴんすけ @fin__s__k · 4月25日 
おいしいごはんをくつるので、たくさんたべてください。

自衛隊より

https://pbs.twimg.com/media/Cg3Ay8rVEAA0yWj.jpg

k.t.a @ktacoocojp · 4月24日 
こんばんは

今日も沢山の有難うございます

スパイシーポテト

簡単！ホクホクじゃがいもにとろーりチーズ『豊富なビタミンで免疫力アップ、美肌

効果も！』

宜しければご覧ください⇒ http://kta.c.ooco.jp/wwp/archives/1023 …
https://pbs.twimg.com/media/Cgzdq-VUkAA3nnD.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=2rxyhYCj-KE
湘南乃風『ガチ桜』Full Ver. 

masa @zebra_masa · 1時間1時間前 
承前）原口一博@kharaguchi議員が、外務省から入手したという「チェルノブイリの健
康被害報告」。住民への影響：甲状腺がん、心疾患、免疫疾患、慢性病、網膜血管や

皮下組織の病気。#オプエド

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216481.html
https://pbs.twimg.com/media/ChCJVHyUUAE3N3U.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChA98_gUoAAKvg-.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cg3Ay8rVEAA0yWj.jpg
http://kta.c.ooco.jp/wwp/archives/1023
https://pbs.twimg.com/media/Cgzdq-VUkAA3nnD.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2rxyhYCj-KE


cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
10μm（マイクロメートル）のサイズのホコリは、普通に呼吸で吸い込んでいる。
https://twitter.com/cmk2wl/status/578528579228561408 …
それに 310Bqが含まれていたら、おしまい。
https://twitter.com/cmk2wl/status/578528579228561408

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
名古屋で掃除機のゴミから 310Bqのホットパーティクルが見つかったことを忘れては
いけない。花粉よりはるかに小さいのに 310Bq。
核燃料の微細な破片がそこらじゅうにある。

掃除をする際には手順や方法をよくよく考えてから。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
Greenlabel_sideB @greenlabel_tw · 2時間2時間前 
【書籍】NHKの同名番組の製作班による著作。慎重に言葉を選んで綴ったあとがきに
、著者の心情がにじみ出ています。低線量汚染地域からの報告—チェルノブイリ 26年
後の健康被害 http://amzn.to/14ZJiSf

はす池たま子 @tamakohasuike · 3時間3時間前 
【観察1278】
先生の話によると、◆は手術後抗生物質を与えなくても体内から粘液を出し修復させ

るとのこと。

それだけ免疫力の高い◆の皮膚がジローちゃんのようにえぐれるのは、体力が落ちて

いる等よほどの原因があるのでは…とのこと。
#カエルのジローちゃん病気病院

ultraviolet @raurublock · 4時間4時間前 
NATROM先生が昔「癌に対する免疫療法が成功するとしたら、患者の癌細胞そのもの
を採取してそれに合わせるオーダーメイド治療になるだろう」という予想を書いて

たが、ニボルマブの製法って半分ぐらいそれに近いな

ブログ記事削除されちゃいました @wantonblog · 5時間5時間前 
『環境省の専門会議の座長が福島の放出放射線レベルはチェルノブイリの10倍以上と
報告した』

⇒ http://amba.to/1T3VkRG 
× がん患者のペーハー⇒pH5〜6。
〇 免疫力を発揮する最適ペーハー⇒pH7.3〜8.5。

https://twitter.com/cmk2wl/status/578528579228561408
https://twitter.com/cmk2wl/status/578528579228561408
http://amzn.to/14ZJiSf
http://amba.to/1T3VkRG


Ｈの水素イオンを簡単に増やす方法があります。

amaちゃんだ @tokaiama · 8 時間8 時間前 
重要！　@cdcreationinc1 
ピッツバーグ大学の水質科学の教授： 『シャワーやお風呂を通して、被曝する化学物
質の量は、水道水を飲むより6〜100倍多い
http://cdcreation.grupo.jp/blog/1293218

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 8時間8時間前 
ドリス・Jラップ女史　N.Y.州立大学臨床小児科助教授医師学博：
お湯に含まれる汚染物質の20%〜91%は、入浴中及びシャワー中に皮膚を通して、又
は湯気を吸い込む事で、体内に吸収されます。

http://cdcreation.grupo.jp/blog/1293218

Lulu__19 @Lulu__19 · 8時間8時間前 
前田健の突然死と放射能　ある国会議員が東欧のある国から放射能測定機器をもらっ

て東京都内で計測したら、その値は軍隊が即時撤退を命じられるレベルだった。私自

身日本に一時帰国してから2週間。動悸や息切れ、胸の圧迫感を感じるようになりま
した。

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
岩手県広聴広報課 @pref_iwate · 8時間8時間前 
4/29（金・祝）三陸山田カキ（活気）まつり（山田町）
カキ・ホタテすくい体験、新鮮な水産物、加工品等の販売などが行われます。

カキ汁の無料お振舞いもあります！

http://yamada-kankou.jp/information/news/216 …

朱鷺（shuro） 1009@alice · 10時間10時間前 
「自分は、原子力の未来に懐疑的だ。今私は障害者として認定を受け、13の病気が
ある。人生を原子力に捧げてしまった。原子力は使い方を誤れば、危険なエネルギ

ーだ。そして無害化できない放射性廃棄物の問題があるからだ。これは技術でなかな

か解決できそうにない。代替エネルギーの開発を進める…」

United Flow @soul2soullove · 12時間12時間前 
長女は体が弱く

病院通いばかりだった。

http://cdcreation.grupo.jp/blog/1293218
http://cdcreation.grupo.jp/blog/1293218
http://yamada-kankou.jp/information/news/216


検査や注射をする時の

彼女の泣き叫ぶ姿は

今も忘れられない。

病に苦しむ彼女に

わたしは何もしてあげられなかった。

子どもが病気になるのは

本当に苦しい。

United Flowさんがリツイート 
misaki姫 115@misakihime · 12時間12時間前 
『イタリア、スマートメーター全面禁止』

⇒https://t.co/yfxWJQ2sFt

United Flow @soul2soullove · 12時間12時間前 
淡い期待をしちゃうんだよね。

いや、

大丈夫なんじゃないかって

まだ高を括ってるんだ。

大丈夫なはずがない。

わたしは

初期被曝しているのだから。

熊本県警察本部　認証済アカウント � @yuppi_KK · 13時間13時間前 
（地震から10日過ぎ、とうとう体調を崩し、昨日は病院へ。ツィート出来ずにすみま
せん。避難されている方も体調管理・衛生対策は、きちんとして下さいね☆）（りら

☆くまこ）

United Flow @soul2soullove · 14時間14時間前 
わたしも声がかすれちゃう。

これは

東京にいた時

とても気になった症状。

痰が絡んだり声がかすれたりすると

何か飛んでるかなって思うのだけど。

United Flowさんがリツイート 
mami 00@mamim · 4月23日 

https://t.co/yfxWJQ2sFt


@doederleini @Yoimajyo 熊本市中央区の方が、炊き出しの野菜は福島産だったと。。
。

United Flowさんがリツイート 
momomamju @momomamju · 4月21日 
毎日化粧する女性は大量の経皮毒を取り込んでいる　　女性は化粧品・トイレタリー

に含まれる化学物質を年間2キロ肌から吸収 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=276366&g=131207 …

https://www.youtube.com/watch?v=ur4BkAkR71w
サクラ大戦 主題歌 「檄!帝国華撃団」 【FULL】 

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
前田健 @ken_m614 · 3月13日 
「うわ。面白そう。」とか「やってみたいな。」と思ったことは全部やりなさい。恥

ずかしいとか、大変そうとか全部乗り越えて。オッサンオバサンになってから後悔し

ても遅いのだよ。

朱鷺（shuro） 1009@alice · 7時間7時間前 
朱鷺（shuro）さんが前田健をリツイートしました
これが最後のお食事だったんでしょうか…
https://twitter.com/ken_m614/status/724172516390924288

…死んでからでも遅いのだよ…。

https://www.youtube.com/watch?v=0swsfLK_3VQ
KOKIA battle of destiny

…少なくとも、腐苦死魔さんちの屠魔斗ソースと膿の詐痴は、

やめておくべきだったと思うなぁ…（－－；）…★

発想トイレ @hassotoilet · 4月24日 

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=276366&g=131207
https://www.youtube.com/watch?v=ur4BkAkR71w
https://twitter.com/ken_m614/status/724172516390924288
https://www.youtube.com/watch?v=0swsfLK_3VQ


【実は健康に良いこと】空腹は長寿に繋がる。「長寿（若返り）遺伝子」と呼ばれ

るサーチュイン遺伝子が空腹で活性化するとされているため。この遺伝子は、活性酸

素の抑制、病原体を撃退する免疫抗体の活性化、全身の細胞の遺伝子修復など、様々

な老化防止機能を持つという。 #有益なことをつぶやこう

https://www.youtube.com/watch?v=MFllJX0q11k&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-
Rqql8seZ8g&index=20
ゆず 桜会

https://www.youtube.com/watch?v=MFllJX0q11k&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-Rqql8seZ8g&index=20


（４月28日）　沖縄人は12000年前、インドネシア付近の地殻変動を逃れて黒潮に乗っ
て日本列島に来た最初の民族である。

http://85358.diarynote.jp/201604281055556962/

熊本県西原村は震源「布田川断層」の真上／汚染マップ図と原子

力発電所の呼吸器装備提示。良く考えて行動して下さいね。避難

先考える上で参考にしてください。

2016年4月28日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=regiXDU_Qmc
Cocco - Drive you crazy 

Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics · 39 分39 分前 
【いつまで避難 7割めど立たず】熊本地震で住宅に被害を受けた被災者の7割が避難生
活の終わりにめどが立たないことが明らかになった。体調を崩す被災者も。 
https://t.co/467Vin8x4r

熊本現地情報 @asahito_kuma · 1時間1時間前 
熊本現地情報さんが火の国アッキーをリツイートしました

「避難民が少ないせいか、配給の質かなり低下！コンビニはあるが、お年寄りには距

離が長い。」

#熊本の声

桑ちゃん @namiekuwabara · 1時間1時間前 
世界中の皆さん、放射性物質は直ぐなくなりません。汚染マップ図と原子力発電所の

呼吸器装備提示します。良く考えて行動して下さいね。避難先考える上で参考にして

ください。特に胎児・幼児抱えている方はね。子供の人生は長い。蓄積線量考え

よう。 

Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics · 13 時間13 時間前 
【断層の真上 村民の恐怖と嘆き】熊本県西原村の布田地区は熊本地震の震源となっ
た「布田川断層」の真上にある。先の見えない恐怖を抱え、移住を考え始めた人も。

https://t.co/yVUh74rVvh

https://www.youtube.com/watch?v=saIx4Fl5Rgc
くまモンSURPRISE @ KUMAMONFANS感謝祭in香港 

United Flowさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 13時間13時間前 
（更新）全国的に地震に備えあれば憂いなし。リュックに

タオル２本

トイレットぺーパー２個

水２ℓ ×２本
旅行用歯磨きセット　石鹸×１
ナプキン一袋

非常食（外国産クッキー）

懐中電灯

ポンチョ型レインコート

サイフ・身分証等・携帯電話・ペンとメモ帳と全財産

今こんなカンジ

https://www.youtube.com/watch?v=cMDKvG5nZM4
熊本民謡　おてもやん 

おはようございます。

０８：０８です♪（＾＾）♪

札幌は曇天。強風。（－－；）

昨日の予報だと今日も一日晴天♪だったはずで…
「花見」あんど所用諸々を一気に駆けまわって片づける予定。だったんですが…
（－－；）

http://85358.diarynote.jp/201604281055556962/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160428/85358_201604281055556962_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160428/85358_201604281055556962_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160428/85358_201604281055556962_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=regiXDU_Qmc
https://t.co/467Vin8x4r
https://t.co/yVUh74rVvh
https://www.youtube.com/watch?v=saIx4Fl5Rgc
https://www.youtube.com/watch?v=cMDKvG5nZM4


今朝起きて予報を見たら「夜（夕方）から雨」。

…（〜〜；）…★

さて。札幌「避難移住」らいふ。本日はどうなりますやら…？

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1461798000/1011-0010-101000-201604280800.gif?
t=1461798634
（２８日０７：５０〜０８：００）

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

01:00 0.040 0.039 0.040 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.040 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

https://www.youtube.com/watch?v=LrrMpyyCRMI
喜納昌吉＆チャンプルーズ - ハイサイおじさん 

amaちゃんださんがリツイート 
お散歩日和 @osanpogo5 · 27 分27 分前 
持続可能性＝未来から前借りしないこと！関西から世界に羽ばたく”野菜提案企業”「坂
ノ途中」 | greenz.jp
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBg8aHR0cDovL2dyZWVuei5qcC9tYWluL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEzLzA1L0RTQzAyNDIuanBnFLgIFLQEHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=Kbx4yKqvlmu21qfuDNEXy47yN69hlclvtZA0CKGvpPw

amaちゃんだ @tokaiama · 41分41分前 
CDクリエーションの鈴木さんが箱根の温泉付別荘を買っていただける人を探していま
す

http://www.e-z.co.jp/sale/2kd/2kd-0001925.html …
相当に値打ち

United Flowさんがリツイート 
おすぎ @OsugiFurumooo · 14時間14時間前 
今日久しぶりに欠勤の連絡して思った。子どもの体調不良で病院に来ていると上司(
女性)に連絡すると、言葉の端々から『で、あなた仕事来れるの？』と言いたそうな雰
囲気を感じる。保育園入れても職場がこうじゃだめだよなと思う。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
うまみゃん／辰巳JUNK @TTMJUNK · 21時間21時間前 
ガーディアン『音楽界でフェミニズムが流行るも労働環境は男性優越』記事。グラミ

ーで女性の活躍を啓蒙するスピーチをしたテイラースウィフトの背後の製作陣には男

性しか居ないと示す良い報道写真。

http://gu.com/p/4tjzh/stw
https://pbs.twimg.com/media/ChBe8JoUYAEY70Z.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=gJglLiPyfwo
日田の唄「コツコツ節」.mov 

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
訪日中国人「爆泊」で急増する「ホテル難民」〜大都市の宿泊費はこんなに高い

https://t.co/LQJSfEgFop

tomtom @tomtom_ty · 8時間8時間前 
☆ 北海道 恵庭市議会では泊原発の再稼働反対の陳情書
が、即決で否決されました。

全国的に衆院補選で注目された地区で自衛隊の街です

自民党と公明党で71%を占めている保守王国です。

…恵庭に移住するのは、（景色は最高だけど！）
やめたほうが良さそうですね…★
…（－－＃）…★

https://www.youtube.com/watch?v=nDentcBaRlA
恋するフォーチュンクッキー 熊本県Ver. / AKB48[めざせ公式] 

川原茂雄 @skawahara1217 · 10時間10時間前 
5月5日はこどもの日、そして4年前に泊原発がストップして日本の全ての原発が停止し
た記念日です。今年もみんなで集まって、派手に楽しく脱原発パレードをやりまし

ょう！再稼働反対！川内原発即時停止！日本の全て原発を廃炉にしよう！ 
https://pbs.twimg.com/media/ChDY-0BUgAE882G.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=OqYAxU_si-E

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1461798000/1011-0010-101000-201604280800.gif?t=1461798634
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=LrrMpyyCRMI
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBg8aHR0cDovL2dyZWVuei5qcC9tYWluL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEzLzA1L0RTQzAyNDIuanBnFLgIFLQEHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=Kbx4yKqvlmu21qfuDNEXy47yN69hlclvtZA0CKGvpPw
http://www.e-z.co.jp/sale/2kd/2kd-0001925.html
http://gu.com/p/4tjzh/stw
https://pbs.twimg.com/media/ChBe8JoUYAEY70Z.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=gJglLiPyfwo
https://t.co/LQJSfEgFop
https://www.youtube.com/watch?v=nDentcBaRlA
https://pbs.twimg.com/media/ChDY-0BUgAE882G.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=OqYAxU_si-E


七百個月亮_勇士歌(阿美族) 

WE
LIVE
HERE

WITH MUSIC … ♪

United Flowさんがリツイート 
き★ゃ★す @kyasuming · 2時間2時間前 
( ﾟДﾟ)< きーたーに住む人は
( ﾟДﾟ)< し あ わ せ！！
( ﾟДﾟ)< はーるーを迎える！
( ﾟДﾟ)< よろこびを！
( ﾟДﾟ)< だれよーり強く！
( ﾟДﾟ)< 感じることが！
(つД`)< できーる か！ら！

…う〜ん…（＾＾；）…「鐘ひとつ」…☆ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=W9LbTS-gjg4
夏の日の1993 - class 

United Flowさんがリツイート 
オリエ @Hakoriri · 8時間8時間前 
おやすみ。

https://pbs.twimg.com/media/ChD45v-UoAA1TyV.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=mxp6ATnJp3g
ビクター少年民謡会　 　聴きくらべ「二つの五木の子守唄」 

１％のひらめき @hirameki1p · 2 時間2 時間前 
ハチ公に猫おるんやけどwwwwww くそ可愛いwwwwww
https://pbs.twimg.com/media/CRGhOSFVAAEMtOi.png
https://pbs.twimg.com/media/CRGhOlJUwAAlVJP.png

https://www.youtube.com/watch?v=dJ3K9HylfLA
新相馬節（福島県民謡）　原田直之 

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
チェルノブイリの死の灰プルームはギリシャの、聖火が採火されるオリュンポス山を

ピンポイントで直撃し、そして西南西１００キロの山地の土壌を汚染していた

　「美と健康の祭典」を脅かす原子力惨事の爪痕は、ギリシャの山さえも汚していた

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-94c5.html#more …

amaちゃんださんがリツイート 
山口和朗 @mitosya · 11時間11時間前 
チェルノブイリ事故後、８０００キロ離れた日本で関係者がドギモを抜いた放射能汚

染の実態 http://blog.goo.ne.jp/jpnx02/e/46e9149aa9edc5f8ce3b4e135615f564 …
@neko_aiiさんから
https://t.co/l3hsScvXs5

https://www.youtube.com/watch?v=0fE1_xueLyo
大分県新民謡「豊後よさら」　　ー市丸ー 

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
沖縄人とアイヌ人が同一民族であることは、文化人類学・民俗学の常識

アイヌは北海道の先住民ではない、日本の先住民であることは日本全土に残るアイヌ

語地名を見れば一目瞭然

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
国連見解「沖縄の人々は先住民族」に政府が反論

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160427-00000524-san-pol …
沖縄人は12000年前、インドネシア付近の地殻変動を逃れて黒潮に乗って日本列島に来
た最初の民族である

北に向かった人々はアイヌとなったが、騎馬民族＝秦氏末裔に滅ぼされ北海道に残っ

た

https://t.co/FjrQr1TF5x

https://www.youtube.com/watch?v=Ws5TVvFjRw0
民謡　／　ソーラン節　　＜北海道＞

https://www.youtube.com/watch?v=W9LbTS-gjg4
https://pbs.twimg.com/media/ChD45v-UoAA1TyV.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mxp6ATnJp3g
https://pbs.twimg.com/media/CRGhOSFVAAEMtOi.png
https://pbs.twimg.com/media/CRGhOlJUwAAlVJP.png
https://www.youtube.com/watch?v=dJ3K9HylfLA
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-94c5.html#more
http://blog.goo.ne.jp/jpnx02/e/46e9149aa9edc5f8ce3b4e135615f564
https://t.co/l3hsScvXs5
https://www.youtube.com/watch?v=0fE1_xueLyo
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160427-00000524-san-pol
https://t.co/FjrQr1TF5x
https://www.youtube.com/watch?v=Ws5TVvFjRw0
https://www.youtube.com/watch?v=Ez1ZCAdYP40


https://www.youtube.com/watch?v=Ez1ZCAdYP40
アイヌ音楽 

…これはたぶん…「吹雪と流氷と白夜のリズム」…？

  



（４月28日）　元気を与える人の存在、大事だ。

http://85358.diarynote.jp/201604281101077505/

【髪も抜けて半分に】／目の下がくまで真っ黒になって夏でも

寒い。突然始まった下痢と歯茎からの出血が２ヶ月以上止まらず

。

2016年4月28日 ダイエット コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=28gKvKOmZNU
田原坂「山内二郎」踊り：岩木博子 熊本民謡 

United Flow @soul2soullove · 11分11分前 
ちょっこしお腹が空いてきたので

白湯をいただきます(*^^*)

https://www.youtube.com/watch?v=36NolVPEvTA
BEGIN／オジー自慢のオリオンビール 

音痴克服でカラオケ上達☆ @PermitPOqmzquxg · 23分23分前 
お腹を膨らませる腹式呼吸は、健康法としても効果のある呼吸法といえます。腹式呼

吸はカラオケのみならず、ボーカルや演劇などの声を出す仕事では習得することが当

たり前の呼吸法であるため、覚えると歌唱力のアップが期待できます。

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
ずくなしのトリチウム対策

http://inventsolitude.sblo.jp/article/175072380.html …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 時間9 時間前 
今、日本で注目されてる裁判。

「医療用大麻：余命宣告をされた末期ガン患者が使用を始めたら劇的な改善。治療目

的であり、生存権の行使だと無罪を主張

。http://www.sankei.com/premium/news/160423/prm1604230016-n1.html …」

http://85358.diarynote.jp/201604281101077505/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201604281101077505/
https://www.youtube.com/watch?v=28gKvKOmZNU
https://www.youtube.com/watch?v=36NolVPEvTA
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175072380.html
http://www.sankei.com/premium/news/160423/prm1604230016-n1.html


（画像：医療用として販売されてる国）

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

megane_d @megane_d · 12時間12時間前 
トンカツ健康法、興味あり。

United Flowさんがリツイート 
福岡のニュース @TwitFukuoka · 14時間14時間前 
ランチで「生ハム乗せ放題パスタ」が大好評のイタリアンバルがソラリアに登場 - 地産
地消にもこだわった近郊の無農薬野菜を使用。さらに福岡・熊本のクラフトビールを

取り入れて展開。 http://ow.ly/4n8Ziz
https://pbs.twimg.com/media/ChCrq3NU4AALioe.jpg

United Flow @soul2soullove · 14時間14時間前 
いやん！

きんぴら美味しい(*^^*)

United Flowさんがリツイート 
sydneyminato @sydneyminato · 4月26日 
何故断食が良いかというと、育つ病原菌に餌を与えない様にすることができるからで

ある。あと、それに援助するならば重曹水で体内をアルカリ側へ引き戻してやれば

良い。実に簡単で難しさは寸分もない。ネコでも体調が悪くなるとゴハンを食べなく

なるのはそういう簡単な事を本能で知っているからである。

https://www.youtube.com/watch?v=y2VBrGyRTyo
民謡　／　コツコツ節　　＜大分＞ 

United Flow @soul2soullove · 22分22分前 
てか、

沸点が低いよね。

怒るとこ…
そこじゃないよねって思うんだ。

なんとなく、だけど…
被曝かなあ？なんて思っちゃうんだ。

https://pbs.twimg.com/media/ChDewypUUAIyObs.jpg
http://ow.ly/4n8Ziz
https://pbs.twimg.com/media/ChCrq3NU4AALioe.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=y2VBrGyRTyo


United Flow @soul2soullove · 1時間1時間前 
聴力は回復したのだけど

3.11以降から
また悪くなってしまって

どうしても

聞き取りにくい音があるから

会話をしながら

何度か聞き直してしまうの。

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こまゆをリツイートしました

名無し：2016/04/28(木) 00:30 ID:XXXXXXXX
4月から来た校長先生が心筋梗塞でお亡くなりになった ＠茨城

tunenti @tunenti · 2時間2時間前 
産直に店出ししているスーパーの青果担当者の事。関東の高線量の野菜に触るからだ

ろう、手が放射線技師によくある皮膚の色素の色抜けがあった。本人は被曝をわかっ

ていない様子。でも手を気にしてた。裏で働いてる店員達に、本人の自覚がある無し

に関わらず同様の被害が出てるだろう。体調が心配。

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
≪原発事故≫チェルノブイリ事故から３０年が経過！世界各地で追悼式典！放射線は

今も消えず、成人の８割で健康異常！

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/567.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
ニュースの追跡〜「トモダチ作戦 ロナルド・レーガン訴訟」2016/04/27（東京新聞）
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/574.html …

United Flowさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 4時間4時間前 
被曝で脳が萎縮し、頭がおかしくなっている人もどんどん増えるだろうが、目も脳の

一部である事を考えると、目が急速に悪くなり、それに気づかず運転している人も多

いだろう。何れにせよ車は走る凶器だ。被ばく環境では運転も歩行者も危険だ。

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
目の見えないネズミ　/　鳥たちの脳は縮小　/　オスの鳥の４０％近く名が生殖能力、

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/567.html
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/574.html


失う　/　白内障は野鳥にとって「死の宣告」——　チェルノブイリとフクシマに広が
る「沈黙の春」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/the-silent-spri.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
植物の奇形に気付いたことありますか？

http://inventsolitude.sblo.jp/article/175039849.html …

amaちゃんださんがリツイート 
☆聖★ @hijiriko_at222 · 4時間4時間前 
@tokaiama おはようございます。昨年夏、家のﾍﾞﾗﾝﾀﾞで育てていた朝顔が巨大化して
いました。(種は前年の収穫分)

United Flow @soul2soullove · 9時間9時間前 
rkbのTEEN!TEEN!の
「100人のイイナリ」という企画。
100人のオススメラーメンを
100杯食べるというもの。
しかも

豚骨ラーメンばかり。

スープまで完食するルール。

この企画、

めっちゃ危険だよね。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
東京から来た友人を検査した所、４段階の数値中、レベル２（深刻な問題）

レベル４は皮膚が溶け出す状態

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/267b5e027ea3ef527fc6261f7cfd244f …
千葉の病院、フクイチ事故前に比べると凄い混雑、大繁盛らしい

消化器外科内科など超満員、耳鼻咽喉科も超満員

見たことないほど混んでる

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
nekoshort 2015年4月
朝9時診察開始の甲状腺専門病院で

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/the-silent-spri.html#more
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175039849.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/267b5e027ea3ef527fc6261f7cfd244f


7時で待ち人数100人以上でドン引きした。
治療中とみられる小学生チラホラ、

男性患者の多さがなんか引っかかる。

甲状腺疾患は女性比率が高いはずなのに、

付き添いでもない男性が

血液検査の順番を待ってる。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
nekoshort 2015年5月
一昨年暮れ

医師系のある信頼筋から

近隣市の子どもが甲状腺癌になったと

いう話を聞いて愕然とした。

今はもっと増えてないのか

なってしまった子は今どうしてるのか考える。

埼玉の水道水は「安全」って説明されるけど

ちゃんとセシウム入りです。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
"shikkasan 2015年8月
茨城で甲状腺がん3名手術
おしどりマコさんの取材が現実味を帯びてきた。

厚生省研究班

「福島県と周辺の県は、

　がん登録と県民手帳（被爆者手帳）を

　組み合わせフォローアップする必要がある」

周辺県：茨城、栃木、千葉、群馬、埼玉、東京"

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
katareyamanba 2015年12月埼玉
うちも娘が目の下がくまで真っ黒になって

こんこんと眠り続けました。

病院に連れて行っても、血圧が上80も無く
夏でも寒いと。



甲状腺が正常ギリギリ

私は突然始まった下痢と

歯茎からの出血が２ヶ月以上止まらず

髪も抜けて半分に

金バエ（療養生活2日目） @kimbae1234 · 12時間12時間前 
明日から青魚を中心とした食生活に変更する

肝臓腫れ上がって腹部膨満感が酷いし

免疫力も落ちてる気がする

副鼻腔に溜まった膿のせいで

顔面と奥歯が痛いし

メタボも改善せなあかんし

別にもう死んでも思い残すことはないけど

病気で苦しむのはゴメンだ

( ´• ɷ •`; )

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
NHK・ETV特集
(チェルノブイリ原発事故・汚染地帯からの報告)
子供達の体調は驚くほど悪化

血圧が高く

意識を失って救急車で運ばれる子供が

多い日で3人はいる。
慢性の気管支炎、

原因不明のめまい等、

体調がすぐれない子供が多いため

体育の授業をまともに行うことできず

ショッピング最新情報bot @tetureiblog · 13分13分前 
サラダ油は病気の原因になりかねない！？

「そのサラダ油は脳と体を壊してる」おすすめです！

https://t.co/kU9maZ6nSd

https://www.youtube.com/watch?v=MfLbfRBFFyY
三橋美智也 新相馬節 

https://t.co/kU9maZ6nSd
https://www.youtube.com/watch?v=MfLbfRBFFyY


cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
ITmedia ニュース 4月26日
アトピー性皮膚炎のメカニズム、理研が解明　ワセリンで予防の可能性

「〜〜新たな治療法や予防法の確立につながるという。」

くだらない。そんなのアトピーの人たちは試してる。

原因は化学物質で公害病。それを除去しなければ。

amaちゃんださんがリツイート 
ゴルバ・スータリンチョフ @kinokikanaiyatu · 13時間13時間前 
『子宮頸がんワクチンを打つな』健康被害959名以上驚くべき状況！国、公認の人体実
験か？ http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/034659c4c00fd0c4c315b7d24b190f91 …
@neko_aiiさんから

https://www.youtube.com/watch?v=Dn7vBoUaQvc
伊藤多喜雄 - TAKiOのソーラン節 (TAKiO SOHRAN 2) 

みちゃき @libra09_michaki · 2時間2時間前 
震災のせいで肋骨打撲し避難所生活で生きる気力がなかった母に、私が中居くん益城

に来てるらしいよと言った時の「どこっ！？」って全力疾走した母の姿、地震の記憶

と共に、一生忘れない（笑）息するだけでも肋骨痛いって言ってたじゃん...（笑）それ
だけ、元気を与える人の存在も、大事だと思った。

熊本県警察本部 @yuppi_KK · 12時間12時間前 
（震災から14日目となり、避難されている方々は疲労がたまっていることだと思い
ます。我々も限界を数回超え、くまこさんには病院に行ってもらいました。皆様、体

調管理には充分ご注意ください。遅くなりましたが、本日の情報発信活動を終了いた

します。

（こういうしめ方で良いのかな？））（警部）

https://www.youtube.com/watch?v=gHLTI-yNOek
寄付についてのご報告 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/034659c4c00fd0c4c315b7d24b190f91
https://www.youtube.com/watch?v=Dn7vBoUaQvc
https://www.youtube.com/watch?v=gHLTI-yNOek


https://www.youtube.com/watch?v=FPIjBSxw3zw
Cocco - あなたへの月 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月28日11:08
　

０５５７５７５．

（＾＾；）

…ようやく「神さまのお許し」が出たようなので…

人間の予定、遂行してきます…☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月28日11:09
０

５５

７５

７７☆

 

https://www.youtube.com/watch?v=FPIjBSxw3zw
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（４月28日）　妄言に囚われずあなたはあなたはの生きれる道を！

http://85358.diarynote.jp/201604290040447961/

【熊本地震】被災妊産婦の宿泊施設を紹介／北海道ふぶきや大雪

による交通障害にも注意してください／日本人は故郷を失いま

した。国を失ったのです。

2016年4月28日 環境は、生命圏で、生存権。

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
ハピネスライフ(みんなの居場所カフェ） @hpnsl · 15時間15時間前 
生活に困窮している方お金のこと心配しないでご飯食べにきてください.月〜土10〜22
時大阪市生野区田島1-9-28カフェハピネスライフ
https://pbs.twimg.com/media/CFRK1ATVIAEX-Lt.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=f6Eyu2V4iDs
未来へ - Kiroro（キロロ） 

AKIRA @AKIRA23150220 · 3時間3時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604290040447961/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604290040447961_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604290040447961_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604290040447961_3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CFRK1ATVIAEX-Lt.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=f6Eyu2V4iDs


福一の放射能は日本全土を覆っています。

放射能から逃れて暮らせる場所は残念ながら、日本には、もうありません。

日本人は故郷を失いました。国を失ったのです。

認めたくない事ですが、早く認めて、民族の生き残りをかけて、前に進みましょう。 
https://pbs.twimg.com/media/ChIBUX1UoAAIWhV.jpg

熊本県広報課 @KumamotoPre_koh · 5時間5時間前 
◆【熊本地震で被災した妊産婦の方へ】宿泊施設の情報◆被災された方々のうち妊産

婦等であって避難所等で生活されている方々が利用できる宿泊施設等を紹介してい

ます。詳細については下記を参考に関係窓口へお問い合わせください。 
https://pbs.twimg.com/media/ChHUqsfU4AAj9gb.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年04月28日 16:00】
北海道地方では、２９日から３０日にかけて、北または北東の風が非常に強くなり、

３０日は、海は大しけとなるでしょう。高波に警戒してください。また、ふぶきや大

雪による交通障害にも注意してください。

https://www.youtube.com/watch?v=cZ_lbDOw2yM
ケツメイシ　 さくら 

おばんです。２１：１５。

夕方から降水確率５０％とかいうし、強風だったから、予定の前半分（買い出しと花見）は諦

めて…後半部分だけは、しっかり推敲…もとい、遂行してきましたよ…（＾＾；）…買い物てん
こもり。

お風呂は短めで切り上げて（雨を心配して）さくさく帰ってきたのが功を奏して、今、ちょうど

降り出した音がしてますが…（＾＾；）…

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1461848400/1011-0010-101000-201604282200.gif?
t=1461849042
（２８日２１：５０〜２２：００）

明日はどっぷり終日「自宅警備員」でオッケーです…食糧も漫画もたっぷり…♪

https://www.youtube.com/watch?v=XfxaWWk7t1I

https://pbs.twimg.com/media/ChIBUX1UoAAIWhV.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChHUqsfU4AAj9gb.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=cZ_lbDOw2yM
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1461848400/1011-0010-101000-201604282200.gif?t=1461849042
https://www.youtube.com/watch?v=XfxaWWk7t1I


花　 ORANGE RANGE 

にゃふらっく @nya_hu · 3時間3時間前 
はにゅーさん、個人で取り合えず物資を避難所にもってちゃうぞー！！とかでなく、

ちゃんと企業に手伝ってもらって粛々と県に送るっていうな…こういう段取りとれば
需要と供給のタイミングのズレとか不公平が起こりにくいよね…色々なんかほんと
すげぇなぁ

木葉功一 @kibakoichi · 11時間11時間前 
「35歳にして自分と向き合って悩み、考え、感じきった結果、『タンゴの歌を習いに
アルゼンチンのブエノスアイレスへ行く』というクレイジーな生き方を選んだ私の移

住までのお話をしたいと思います」http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160422-
00010007-biz_lifeh-life …　面白かった☆
https://t.co/Xv9VjuwwUw

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
有栖麻代(パステル☆ジョーカー) @arisumayodaaa · 18時間18時間前 
もがいて、もがいて、もがいて、そしてその先にやっと光が見えてくると思うんだ。

けど、その光も頼りなくて、消えてしまいそうで。

それでもまた、もがき続ける。

なかなか進んでいるように思えないけど、ふとある時、後ろを振り返ってみたらたく

さんの足跡。

ちゃんと進めてたんだよね。

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
ハピネスライフ(みんなの居場所カフェ） @hpnsl · 21時間21時間前 
ホームレスになってわかったことがいっぱいあって

障害をもってわかったことがいっぱいあって、

それってそうならへんかったら経験できひんかったんやんな。

https://www.youtube.com/watch?v=EvwRYGlJWfQ
GReeeeN - 愛唄 

NHKニュース @nhk_news · 1時間1時間前 
避難中の人の４９％ が「避難所に留まる」 熊本市

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160422-00010007-biz_lifeh-life
https://t.co/Xv9VjuwwUw
https://www.youtube.com/watch?v=EvwRYGlJWfQ


http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160428/k10010502661000.html … #nhk_news

Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics · 2時間2時間前 
【災害弱者 避難所で過酷な生活】熊本地震の被災地では、高齢者や障がい者ら「災害
弱者」が避難所で過酷な生活を続けている。福祉避難所が被災し、開設が進まず。 
https://t.co/19teKjRLjF

ニュース速報(国際) @ceek_world · 2 時間2 時間前 
中国軍専門家、平可夫氏が香港から日本移住へ 当局の拘束危惧 （産経新聞）
https://t.co/J3SRnfUlb8

amaちゃんださんがリツイート 
Junna Hirono @myremin · 4月25日 
もう何でもあり。

https://pbs.twimg.com/media/Cg5YVL5U4AAbfOw.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=Uis0osR0Wi4
「黄金魂」MV 

カラパイア @karapaia · 1分1分前 
【RT200UP】 一度は見捨てられた動物たちに再び家族ができる時。保護動物たちが引
き取られた先で迎えた「最初の日」の記録写真

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216599.html …
https://pbs.twimg.com/media/ChIQty9UYAArEGD.jpg

United Flowさんがリツイート 
Camp India @CampIndia · 4月7日 
Maybe baby elephants don’t make the best pets, but we wish they did! 
https://twitter.com/CampIndia/status/718127144224874496

https://www.youtube.com/watch?v=WgAhMfhdZ4c
ゆず「友　〜旅立ちの時〜」 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160428/k10010502661000.html
https://t.co/19teKjRLjF
https://t.co/J3SRnfUlb8
https://pbs.twimg.com/media/Cg5YVL5U4AAbfOw.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Uis0osR0Wi4
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216599.html
https://pbs.twimg.com/media/ChIQty9UYAArEGD.jpg
https://twitter.com/CampIndia/status/718127144224874496
https://www.youtube.com/watch?v=WgAhMfhdZ4c


United Flowさんがリツイート 
伸ちゃん @nanakenkumamoto · 4月26日 � 熊本 東区 
我が家に避難所から

帰り、久しぶりの我が家の朝

思い出のピンクのばら

https://pbs.twimg.com/media/Cg7U41bU0AAh7JO.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cg7U41jVEAE79ew.jpg
妻が若かったので

ホームシックにならないように

妻の生まれた博多のお家の薔薇を 妻の父が我が家に植えた薔薇
妻も父も今は天国から

応援だね〜

頑張らなければ

鳥びあ @Bird_Trivia · 4月26日 
たとえ長距離を飛んだとしても鳥が迷子にならないのは、晴れた昼間は太陽で、晴れ

た夜は星で、曇りや雨の日は地磁気によって方角が分かるから。 #Birds #Trivia

https://www.youtube.com/watch?v=xTF7JWOut-E
湘南乃風「親友よ」 

United Flowさんがリツイート 
HIRO 89@Geigers · 4月27日 
明日は我が身。

仕事しつつ、色々と必要なものが何か、足りないものがないか、どう動こうか、日々

考える。

https://www.youtube.com/watch?v=DmZ4Hb5RIOU
湘南乃風「パズル」MV 

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
ハピネスライフ(みんなの居場所カフェ） @hpnsl · 14時間14時間前 
社会復帰なんて妄言に囚われずあなたはあなたはの生きれる道を！

https://pbs.twimg.com/media/Cg7U41bU0AAh7JO.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cg7U41jVEAE79ew.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xTF7JWOut-E
https://www.youtube.com/watch?v=DmZ4Hb5RIOU


https://pbs.twimg.com/media/CFRInmXUsAA157X.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=C7OrKDHPCF8
『応援歌 feat MOOMIN』MV 

https://www.youtube.com/watch?v=UNzxqd2KiXI
『晴伝説』MV 

  

https://pbs.twimg.com/media/CFRInmXUsAA157X.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=C7OrKDHPCF8
https://www.youtube.com/watch?v=UNzxqd2KiXI


（４月29日）

http://85358.diarynote.jp/201604291019539854/

【はじまりの合図】／【M7.3】VANUATU 10.0km ／台湾は一晩
で26回の地震発生。

2016年4月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

出ました！バヌアツ法則！

http://itotonbo.sakura.ne.jp/jiji/article/%E3%83%90%E3%83%8C%E3%82%A2%E3%83%84%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87
！（＞＜；）！

cmk2wlさんがリツイート 
森井啓二 @keijimoriiVet · 1時間1時間前 
バヌアツでM7.3の大きな地震。台湾では一晩で26回の地震発生。
https://pbs.twimg.com/media/ChLAoYCU0AAVIKu.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
2016年4月28日
8時46分ごろ（日本時間15時46分）フランス ラロシェルでマグニチュード5.2の地震。
普段はまるで地震がない地域。

https://pbs.twimg.com/media/ChLCQysUoAE-EYa.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
4月初に頻繁に大きな地震が起っていたバヌアツ。
4月29日4時33分（バヌアツ諸島）マグニチュード7.0クラスの巨大地震
この地震に関する気象庁の情報（日本への津波の影響はありません

。http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160429045831394-290433.html …

https://www.youtube.com/watch?v=w9da1fTPIm4
ケツメイシ　カーニバル 

Dandy @qDandyp · 24分24分前 
柿岡地磁気 あらら、H値戻ってしまってる。バヌアツを拾ってたのかな 
https://pbs.twimg.com/media/ChK9CIDUkAAp8-F.jpg

地震マップ @eq_map · 1 時間1 時間前【M2.6】根室半島沖 深さ25.0km 2016/04/29
08:33:25

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
鹿児島県：桜島

4月28日23時16分（爆発的噴火）　火山雷あり。瀬戸空振計：19.3Pa　弾道を描いて
飛散する大きな噴石：4合目。今年40回目（気象庁火山観測報
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160428232608_506.html
…）

http://85358.diarynote.jp/201604291019539854/
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http://itotonbo.sakura.ne.jp/jiji/article/%E3%83%90%E3%83%8C%E3%82%A2%E3%83%84%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87
https://pbs.twimg.com/media/ChLAoYCU0AAVIKu.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChLCQysUoAE-EYa.jpg
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160429045831394-290433.html
https://www.youtube.com/watch?v=w9da1fTPIm4
https://pbs.twimg.com/media/ChK9CIDUkAAp8-F.jpg
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160428232608_506.html


https://pbs.twimg.com/media/ChKVnA_UoAAv63p.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChKVnCoU0AAsaU-.jpg

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 日本 
【M3.3】津軽半島付近 深さ28.9km 2016/04/29 04:43:39
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.177,140.660&ll=41.177,140.660&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=41.177&lon=140.660&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map … (アニメ
)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160429044339a.gif …

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M7.3】VANUATU 10.0km 2016/04/29 04:33:22JST, 2016/04/28 19:33:22UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.164,167.651%28+%5BM7.3%5D+VANUATU+10.0km+2016%2F04%2F29+04%3A33%3A22JST%2C+2016%2F04%2F28+19%3A33%3A22UTC+%29&ll=-
16.164,167.651&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/pt16119051 …

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 11時間11時間前 
2016年4月27日の地震活動(気象庁発表)
熊本県熊本地方 60回
宮城県沖 49回
福島県沖 30回
岩手県沖 24回
茨城県沖 20回
茨城県北部 20回
千葉県東方沖 14回
以下省略　計571回
http://j.mp/1oo8wnC

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
4月21日から28日22時15分までの1週間に起ってる震源分布（九州大学）
https://pbs.twimg.com/media/ChIjorgU4AAnUrC.jpg
この1週間の地震の回数（2978回）　今日、気象庁が発表した「2週間で震度1以上
が1000回を超えた」という事は、推定で約6000回以上の地震が発生してる

United Flowさんがリツイート 
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 18時間18時間前 
熊本地震は時間差で連鎖する事が多い

昨日は大分県の30秒後に千葉県沖。この前は熊本の20秒後に宮城沖が発震。
今日は、さっきの有明海の地震の約1分後（ひうち灘：岡山と香川の間）マグニチュー
ド3.7　中央構造線断層沿い。

United Flowさんがリツイート 
火の鳥 @saah1809 · 4月26日 
九州の地震といい、いずれにしても今、日本列島には大きな歪が蓄積しているよ

うだ。→「フォッサマグナ」に異変が起こっている〜地殻変動の前兆か〜

http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2015/04/2982.html?g=131205 …
https://pbs.twimg.com/media/Cg9his9W4AAMqoc.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=mFH0brHKIk8
バブルガム・ブラザーズ Torokel Lady 1991 

世界の中心で、何かを叫ぶ @center_of_world · 1時間1時間前 
世界の中心で、何かを叫ぶさんがtenki.jp地震情報をリツイートしました
ちゃんとした学説ではなくて単に経験論みたいなものなんだけど、バヌアツで地震が

起こると高確率で同クラスの地震が日本で数日〜二週間以内くらいに起こるというバ

ヌアツの法則というのがあって... 
https://twitter.com/tenkijp_jishin/status/725776365761351680

かわぞえ @Poroll1122 · 2時間2時間前 

https://pbs.twimg.com/media/ChKVnA_UoAAv63p.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChKVnCoU0AAsaU-.jpg
http://maps.google.co.jp/maps?q=41.177,140.660&ll=41.177,140.660&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=41.177&lon=140.660&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160429044339a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=-16.164,167.651%28+%5BM7.3%5D+VANUATU+10.0km+2016%2F04%2F29+04%3A33%3A22JST%2C+2016%2F04%2F28+19%3A33%3A22UTC+%29&ll=-16.164,167.651&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/pt16119051
http://j.mp/1oo8wnC
https://pbs.twimg.com/media/ChIjorgU4AAnUrC.jpg
http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2015/04/2982.html?g=131205
https://pbs.twimg.com/media/Cg9his9W4AAMqoc.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mFH0brHKIk8
https://twitter.com/tenkijp_jishin/status/725776365761351680


バヌアツの法則で日本がヤバイ 
https://pbs.twimg.com/media/ChKqsuKUUAAIWNa.jpg

山口隆之 @FujizoushiBot · 2時間2時間前 
おはようございます。山形は天童市におります。今朝の富士山ラドン濃度は25。電磁
波異常は「低」です。バヌアツでM7.3がありました。俗説ですが「バヌアツの法則」
というのがあります。同じ環太平洋、全くの偶然とは言えないかもしれません。 
https://pbs.twimg.com/media/ChKmcZ1U0AASNcF.jpg

うえだ まさおみ @uedamasaomi · 3時間3時間前 
バヌアツの法則から言えば来週5月6日前後が危ないという事に。水食料の蓄え再チェ
ックです

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
直下型地震の備え

阪神大震災も熊本地震も、3.11と違い、直下型地震なので、前日に「予兆」もなく、熊
本地震も、まったくない状態。破壊力があり「突然、突き上げる地震」なので、家具

の固定など直下型地震の備えは必要。日本は断層だらけです。

https://www.youtube.com/watch?v=kdw7NTl7aOA
ケツメイシ　はじまりの合図 

ガク＠民宿かどや @kasumi_kadoya · 4時間4時間前 
玄武洞は玄武岩の名称の由来になったり、地磁気の逆転現象が発見されたりと世界的

も有名な場所です。そのことをわかりやすく伝えることに挑戦したらとんでもなく薄

っぺらいブログになったことはここだけの話（笑）　#geopark　#玄武洞
https://t.co/4WmuAdrWv9

https://pbs.twimg.com/media/ChKqsuKUUAAIWNa.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChKmcZ1U0AASNcF.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kdw7NTl7aOA
https://t.co/4WmuAdrWv9


（４月29日）　「ひとりになるのが怖い」から、

http://85358.diarynote.jp/201604291250489186/

【異常事態】／無防備な人が犠牲になる／防護服ナシでやらされ

る仕事の準備もF1にあり／固い岩盤でなく安全神話の上に建って
るから危険！

2016年4月29日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

https://www.youtube.com/watch?v=AzYMw3EIr3k
ケツメイシ　トモダチ 

宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 6時間6時間前 
九州の地震による避難者。

日本テレビは「約3万4000人」と言ってるし、
テレビ朝日は「約6万9000人」と言っている。
ここまで違いが大きいと、放置して置いたらまずいのではないか？

人数の根拠とか、発表の情報源とか、一言添えてほしいな。

! ? @Takaoyohey · 11時間11時間前 
今回の熊本の震災復興として使われる道路の舗装、コンクリートは…おそらく先日決
定された公共事業8000bq/以下の放射性廃棄物が使われるだろうとも思ってる。タイミ
ングがタイミングだけにそうなるだろう。特に、被曝逃れて移住した人達に、今と復

興後の線量の違いを調べてて欲しい。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
弁護士　太田啓子 @katepanda2 · 4月24日 
異常事態 "@Basil284: 神奈川県議会で起きていること
自民党は、「成熟するまで日本共産党は代表質問を辞退すべき」とし、その為の例外

規定を設ける協議入りが、共産党以外の会派の賛成により決められました。

http://kimishima.jcpweb.jp/archives/1772 "

https://www.youtube.com/watch?v=enXkZeJH5yg

http://85358.diarynote.jp/201604291250489186/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://www.youtube.com/watch?v=AzYMw3EIr3k
http://kimishima.jcpweb.jp/archives/1772
https://www.youtube.com/watch?v=enXkZeJH5yg


ケツメイシの「懲りない男」　歌ってみた 

cmk2wl @cmk2wl · 28 分28 分前 
署名活動はワナだと思う。

まるで効力がないのに「何かをやった気にさせる」という。

amaちゃんださんがリツイート 
斜陽の国のミミズク(写真勝手に使われw) @oldredelephant6 · 55 分55 分前 
@nhk_news ベルギーが日本並みにアホだったと分かりショック。原発廃炉にすればい
いだけのことなのに。

United Flow @soul2soullove · 2時間2時間前 
いや、

こういうひとを

考えもなく

右ならえで支持しちゃう

有権者に問題ありなんだよね。

不正選挙監視団 @rigged_election · 2 時間2 時間前 
ご存知でしたか？原爆ぶらぶら病・驚く事に低線量放射能が原因・内部被曝で原爆症

にも認定されません。

https://t.co/pFD3jzfszm

amaちゃんださんがリツイート 
青庵 @seian11 · 2時間2時間前 
これは昨日改正された省令の資料で、環境省が考える放射能とともに暮らせるとする

安全基準。

廃炉時代、廃炉だけを喜んでいる場合じゃないからね。

福島だけでなく、将来自分の街にも、高濃度な放射能物質が来る時代になる可能性を

物語る資料↓

https://pbs.twimg.com/media/ChK_7r5UoAIuVN3.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3 時間3 時間前 
名無し：04/29 07:52
さすが、住民の命と生活を預かっている電力会社は、良く研究しておる。

趣味で研究してる大学の学者先生たちとは、出来が違うぜ。

https://www.nsr.go.jp/data/000036557.pdf …

https://t.co/pFD3jzfszm
https://pbs.twimg.com/media/ChK_7r5UoAIuVN3.jpg
https://www.nsr.go.jp/data/000036557.pdf


#しかし研究しても原発動かす方針一貫

田口朝光 @taatyandes · 3時間3時間前 
川内原発は不安「すぐ止めて」　首相官邸前で緊急デモhttp://www.tokyo-
np.co.jp/rticle/national/list/201604/CK2016042002000117.html …それで止めず、新たに
伊方も動かすというのは、完全な安全神話復活。固い岩盤の上に建っているから安全

ではなく、神話の上に建っているから危険！

https://pbs.twimg.com/media/ChKsCa3U0AANFtu.jpg

dodekogude @ETAN14000687 · 3時間3時間前 
バヌアツの法則。気象庁や専門家たちは、世界で発生する大地震と日本の地震活動

を笑って見ているだけ。それは偶然なんだと。ほかの国では世界の大地震が自国の活

動にどのような影響を与えるのかを調べたりしているのだが。日本の地震活動、それ

も発生した後の報告だけを聞かされるのはもう不要。

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 4時間4時間前 
バヌアツの法則。。まじ、川内原発は稼働をやめてくれ！！

じょなちゃん病気療養中 @jyonasan1957 · 7 時間7 時間前 
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… 
https://t.co/I2gVTQipM9

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
体調不良が被曝の影響ではないのかと疑うことしない　それがとても不思議

http://inventsolitude.sblo.jp/article/175080404.html …

渋谷 和也 @kazu_big · 9 時間9 時間前 
全国で一番高い電気料金を下げるためには泊原発再稼動をと脅迫する北海道電力。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 15時間15時間前 
イラク戦で使われている

劣化ウラン弾に、

日本の電力会社の劣化ウランが

使用されているという情報がある。

実は、日本の電力会社が「劣化ウラン弾」の

http://www.tokyo-np.co.jp/rticle/national/list/201604/CK2016042002000117.html
https://pbs.twimg.com/media/ChKsCa3U0AANFtu.jpg
https://t.co/I2gVTQipM9
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175080404.html


主成分である「ウラン238」の約80％を
アメリカに提供しているからである。

https://t.co/Qf72HL9FBE

United Flowさんがリツイート 
中山幹夫 @nakayamamikio · 18時間18時間前 
川内原発がある鹿児島県が震度４で県民が心配してる時には震度を隠して、震度２だ

と表示する。受信料さえ取れば知ったこっちゃない。原発利権まみれの嘘つき自民党

に都合がいい情報操作をするＮＨＫ。こんなＮＨＫに受信料を払う価値なんてある

のか。

https://pbs.twimg.com/media/ChHZlOrUkAAyASF.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChHZlSIU8AEmxg8.jpg

ナオリン（脱原発に１票） @nm19553305 · 11時間11時間前 
ナオリン（脱原発に１票）さんがJunna Hironoをリツイートしました
熊本の人たちはこの恐ろしい誘導に乗らないでほしい。鹿児島で同じことがあっても

簡単に乗ってしまいそうだ。こういう時にフクイチ事故が遠隔地だけに無関心とか、

収束したと勘違いしている考えなしというか、そういう無防備な人が２次犠牲に

なる。 
https://twitter.com/myremin/status/724613712754008065

amaちゃんださんがリツイート 
otenkimame @osiete_tukachan · 14時間14時間前 
東日本の人たちは、民主からも自公からも騙されていたことを忘れないで

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=250701&g=132108 …
石原伸晃 自民党元幹事長「我々も知っていたけど、ただ我々からそれを発表するわけ
にはいかないから、我々も黙っていた」

https://pbs.twimg.com/media/CYEjNj3UoAAsyHH.jpg

United Flowさんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 4月25日 
わざわざ九州から、

原発事故が終らない場所へ引っ越すヒトがいるんでしょうか？

再就職は原発作業員？そこがネライかもしれませんね。

3号機のカバー建設とか排気塔の解体とか
防護服ナシでやらされる仕事の準備もF1にあり。@myremin
https://pbs.twimg.com/media/Cg5YVL5U4AAbfOw.jpg

https://t.co/Qf72HL9FBE
https://pbs.twimg.com/media/ChHZlOrUkAAyASF.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChHZlSIU8AEmxg8.jpg
https://twitter.com/myremin/status/724613712754008065
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=250701&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CYEjNj3UoAAsyHH.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cg5YVL5U4AAbfOw.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=9scbPORbSyI
喝采／一青窈 

１％のひらめき @hirameki1p · 6時間6時間前 
プリクラは400円で可愛く撮ってくれるのに証明写真は900円で現実突きつけてくると
かもう

https://www.youtube.com/watch?v=4ktnmh3lYtY
Daddys Party Night(懲りないオヤジの応援歌/バブルガム・ブラザーズ 

…『ゲンダイ』って「セクハラ＆女性蔑視紙誌」の一端として、
いわゆる「女性団体」からはケンツクくらっているくせに、

「性暴力には」断固反対するところが、

類似の他紙とは違うんだよね…☆（＾＾；…☆
　↓

日刊ゲンダイ @nikkan_gendai · 2時間2時間前 
【暮らし】熊本でも被害多発…避難所での“性犯罪”からどう身を守る
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/180429 … #日刊ゲンダイDIGITAL
https://t.co/qoUXFtL4rG

わたママ・NO WAR @wtrmama · 2時間2時間前 
それはあったよ。

動けない年寄りやペットがいるから

避難所に行かずに車中泊してる人とか沢山いるんだよ。

そういう人達は 震災直後のスーパーも開いてない状況で どうやって食料調達するの？
避難所にいなくても食料は配るべきと思う。

白瀬伸一@半角斎 @ChromeBranche · 2時間2時間前 
白瀬伸一@半角斎さんがAEKをリツイートしました
あまりにも日本的発想で恐縮だが、「帽子を分ける」という魔法を使おう。

つまり、避難所ではなく、「災害仮宿泊所」と「災害物資集積所」というふうに、名

目上分けてしまえば文句は出にくいかもしれない。 
https://twitter.com/JI7AEK/status/725714820113145857

https://www.youtube.com/watch?v=9scbPORbSyI
https://www.youtube.com/watch?v=4ktnmh3lYtY
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/180429
https://t.co/qoUXFtL4rG
https://twitter.com/JI7AEK/status/725714820113145857


amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
すでに辺野古では反対運動のリーダーが殺害されている

やったのは海保と噂されているが、証拠が不鮮明

日本でも必ず、反体制派を現場で処刑する時代がやってくる！

安倍や麻生は戦争が大好き、市民を射殺するのを大喜びする人間のクズともだ　谷垣

も同じ、死刑が嬉しくて仕方ない

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
みんな他山の石と勘違いしてる

アメリカでもトルコでもブラジルでも、警察に刃向かえば即時射殺という風潮が蔓延

、独裁政権が市民の人権を踏みにじって殺戮を重ねている

安倍政権がそうならない保証は？　

必ず市民を殺戮する日がやってくる

https://t.co/UMiAQDuPwo

amaちゃんださんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 3時間3時間前 
@irukatodouro @GoodBye_Nuclear @hanayuu @hiromi19610226 @hyodo_masatoshi
貧乏人は水を飲むな「水道民営化」を推進するIMF、次のターゲットは日本
http://www.mag2.com/p/money/10990 
！？

https://t.co/IbuIuE2j1m

amaちゃんださんがリツイート 
日刊ゲンダイ @nikkan_gendai · 5時間5時間前 
【社会】車の燃費性能試験をこの国で独占してきた「交通安全環境研究所」は国交省

の外郭団体であり、ご多分に漏れず官僚の天下り先です。 http://www.nikkan-
gendai.com/articles/view/news/180423 … #日刊ゲンダイDIGITAL
https://t.co/XKGx7Euu0N

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 5時間5時間前 
アナタも選対！ゲームde 選挙 知られざる選挙活動の裏側をゲームで体験
5月25日18:00　スノドカフェ七間町店　byミナシズ
定員：7人（先着）対象年齢16歳以上
会費：無料（但し、最低一品注文）

申込み、詳細は

https://t.co/UMiAQDuPwo
http://www.mag2.com/p/money/10990
https://t.co/IbuIuE2j1m
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/180423
https://t.co/XKGx7Euu0N


https://www.facebook.com/events/271279619886066/ …

amaちゃんださんがリツイート 
litera @litera_web · 5時間5時間前 
「パナマ文書に電通」は風評被害じゃない！ タックスヘイブンに電通系ファンドと北
京電通幹部の別会社が

https://t.co/PEhc4XEEqE

金子勝 @masaru_kaneko · 5時間5時間前 
【また失敗を認めず嘘をつく】安倍首相は改憲・緊急事態条項導入とオスプレイ投入

に夢中で、「１日で全員屋内避難」指示を出し、熊本地震の対応が後手後手に回った

ことを批判されると、「我々、今回、発災以来、先手先手で対応することを心掛けて

きました」とまた国民に嘘をつき、メディアが垂れ流す。

amaちゃんださんがリツイート 
埒不埒 @hurati · 5時間5時間前 
埒不埒さんがKojiをリツイートしました
ソフトな徴兵が日常に染み込んで来てる今。。

https://twitter.com/kwave526/status/725650006586191872

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
【嫌な予感】少年サンデー新連載「あおざくら 防衛大学校物語」の軍国臭が凄いと話
題に！防衛大の存在を知った主人公「勉学に励めて金まで貰えるなんて・・」

https://t.co/OzMgCY6EV2

amaちゃんださんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 6時間6時間前 
保育士に対しては、恒久財源がない、といいながら、

一方でこれ・・・・

ダブルスタンダードじゃないか！　さすが、安倍政権

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 #ldnews
https://t.co/ohOLP4JNN8

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
米大統領の要求を拒否して安倍首相が訪露を決めた2月に三菱自は燃費調査、訪露直前
に株価急落 
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201604280000/ …

https://www.facebook.com/events/271279619886066/
https://t.co/PEhc4XEEqE
https://twitter.com/kwave526/status/725650006586191872
https://t.co/OzMgCY6EV2
https://t.co/ohOLP4JNN8
http://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201604280000/


amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
北海道５区補選でも疑念再燃！　やはり不正選挙の疑い濃厚（先住民族末裔の反乱）

http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/221.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
「ムサシ」敗れたり！＜本澤二郎の「日本の風景」（２３３８）　＜千歳市で異様な

開票＞　＜期日前票の差し替え疑惑＞

http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/257.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
再開票すればイケマキが勝利している北海道５区補選

千歳市　開票率６２．８４％段階で、池田まきさん１万３５００票　和田候補１万２

０００票　⇒　それが１００％開票（確定）では、池田まきさん１万４４３９票　和

田候補２万５５９１票に大逆転

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/

AEK @JI7AEK · 9時間9時間前 
→避難所外の被災者に対して、避難所以外の場所で物資を配るのならよいのですが、

たいてい物資は避難所に届くので、そこで配ることになります。その際、「避難所で

寝泊まりしていないのに物資を持って行くな」と言う人が出てきて、避難所外の被災

者が困るということが、今回も起きているようです。→→

amaちゃんださんがリツイート 
Chick フラジャイルな逆襲 @chicksmbox · 12時間12時間前 
日本がもし100世帯の村だったら37世帯は貯蓄ゼロです。日本がもし100人の村だった
ら10人が村全体の富の41％を独占し16人を貧困で苦しめるアメリカに次ぐ格差と貧困
が深刻な村です。｜http://editor.fem.jp/blog/?p=2087
https://pbs.twimg.com/media/ChI5KI9U0AEirbs.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
鈴木博喜 (「民の声新聞」発行人) @s_hiroki24 · 16時間16時間前 
鈴木博喜 (「民の声新聞」発行人)さんが白石草をリツイートしました
なぜ掘り返す…
https://twitter.com/hamemen/status/725636920714379264

United Flowさんがリツイート

http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/221.html
http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/257.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/
http://editor.fem.jp/blog/?p=2087
https://pbs.twimg.com/media/ChI5KI9U0AEirbs.jpg
https://twitter.com/hamemen/status/725636920714379264


iano @ianoianoianoo · 20時間20時間前 
原発爆発しました。秘密保護法が成立しました。憲法無視した安保法が成立しました

。報道の自由が72位まで下落しました。はい、湯はだんだん熱くなってますね。でも
誰も騒いでないし、そんなの関係ねー。私たち本当に茹でガエルにならないと良いな

ー

https://pbs.twimg.com/media/ChG-7SVUgAAUNTg.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
buu @buu34 · 22時間22時間前 
理事長「現時点では支払われておりません」

蓮舫「支払われるんですね？」

馳「〜により算定〜(長々）支払われることになる」
蓮舫「結局支払われるんです。90億を無駄に使った、責任があると検証委員会に指摘
された前理事長は、円満退職、退職金も満額。22万を返しただけ。

amaちゃんださんがリツイート 
三浦英之（朝日新聞アフリカ特派員） @miura_hideyuki · 2月6日 
⑪モザンビークではもうゾウが根こそぎ密猟されて、子ゾウまでもが殺されている

状態。結果、象牙の小売価格は２０１０年からの４年間で北京で１３倍、上海では８

倍に跳ね上がった。象牙は成功の象徴であり、裕福層が「爆買い」している（＊）

https://pbs.twimg.com/media/CaiDHznW0AAD-K3.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
三浦英之（朝日新聞アフリカ特派員） @miura_hideyuki · 2月6日 
⑦ゾウの牙は一生に一度しか生えない。象牙を奪うにはゾウを殺すしかない。１００

年前は１千万頭いたが、現在は５０万頭前後。年間数万頭が密猟で殺され、動物保護

団体「今後１世代のうちに絶滅する可能性がある」（＊罠で右足をケガしたゾウ）

https://pbs.twimg.com/media/Cah9nKOVIAAdKe_.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=3-2rk_t7fu0
他人の関係／一青窈 

１％のひらめき @hirameki1p · 5時間5時間前 
せやな（基本形）

せやろか？（疑問形）

https://pbs.twimg.com/media/ChG-7SVUgAAUNTg.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CaiDHznW0AAD-K3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cah9nKOVIAAdKe_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3-2rk_t7fu0


せやせや（頷き）

せやな？（確認）

せやろ？（強要）

せやなあ（詠嘆）

せやからな？（説得）

せやいうても（転換）

せやろが（押し付け）

せやけど（工藤）

せれな（日産）

せいや（聖闘士）

やなせ（たかし）

１％のひらめき @hirameki1p · 9時間9時間前 
「今まで付き合った異性の数」って要するに「上手くやって来れずに破綻した人間関

係の数」なのになんで多い人が胸張ってドヤ顔してるのかはよく分からない

https://www.youtube.com/watch?v=0US0cX0hJHY
一青窈（昭和歌謡メドレー　恋の奴隷〜 

…「故意の剽窃」よ…★（－－＃）…★

https://www.youtube.com/watch?v=7Q6ML57VMbU
天使の誘惑　黛ジュン 

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
【犯人は？】東京メトロの資生堂広告欄に「読売・産経は政党機関紙」資生堂は関係

を否定。よしりん「産経・読売は自民党の広報誌」

https://t.co/wzFs5qkDLw
https://t.co/wzFs5qkDLw

ざぶとん一枚ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=KB_O_GrVVIM
恋の季節　ピンキーとキラーズ 1996 

https://www.youtube.com/watch?v=0US0cX0hJHY
https://www.youtube.com/watch?v=7Q6ML57VMbU
https://t.co/wzFs5qkDLw
https://t.co/wzFs5qkDLw
https://www.youtube.com/watch?v=KB_O_GrVVIM


…う〜ん、子守唄？代わりにラジオで聴かされてたなこれ…ｗｗ

（ワタクシ１９６４年「湘南」生まれの「ヨコハマ」育ちでございます…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=MZ7RiVZvc-Y
ブル－ライト ヨコハマBlue light Yokohama 이시다 아유미 

https://www.youtube.com/watch?v=our7nCHB8tY
渡辺真知子 - ブルー 

「ひとりになるのが怖い」から

「確かめない。」

…これが、今の日本滅亡の、すべての元凶だろおなあ…

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 5時間5時間前 
公的立場の人が、「不安」とか「安心」とかいう言葉を使って話しだしたら、眉につ

ばつけよう。

彼らは、合理的には説明できないことに対する人々の合理的批判を、「不安」と片

付け、それで騙される人々を「安心」させて、進めようとしているだけ。

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4621.html …

https://www.youtube.com/watch?v=inu2N03AqTI
鬼束ちひろ - 眩暈 

https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow
鬼束ちひろ - 月光

https://www.youtube.com/watch?v=MZ7RiVZvc-Y
https://www.youtube.com/watch?v=our7nCHB8tY
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4621.html
https://www.youtube.com/watch?v=inu2N03AqTI
https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow


（４月29日）　「夢見て歩いてんだよ！」

http://85358.diarynote.jp/201604291254587028/

【ヤン先生の講演『大学と学費・奨学金】／「私立なんて無理」

と思ってる年収３００万家庭でも留学させられる／手に職つけて

海外移住。

2016年4月29日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

AOR70s80s (原発即刻廃炉!!) @aor_music · 10時間10時間前 
★ご報告です★

先日ツイートした、被曝症状のある移住希望の東北の女性の方は

手を差し伸べていただいた方のご好意で

海外に保養を兼ね、お試し移住される事になりました。

私の想像していない事が起こり最高の気分です。

素晴らしいご縁に感謝します。

https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU

http://85358.diarynote.jp/201604291254587028/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201604291254587028/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604291254587028_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604291254587028_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604291254587028_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU


トレイン（PV） ケツメイシ 

おはようございます。

０９：１１を観ちゃいました。（＠＠；）ゆうべ

２１：１１

（９．１１．）も観ちゃったんですよね…★
縁起悪い…（－－＃）…？

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1461888000/1011-0010-101000-201604290900.gif?
t=1461888639
（２９日０８：５０〜０９：００）

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年04月29日 04:30】
北海道地方では、３０日にかけて北または北西の風が非常に強くなり、３０日は海は

大しけとなるでしょう。高波に警戒してください。また、ふぶきや大雪による交通障

害にも注意してください。

札幌の気温は＋７℃まで下がりました。

無風ですがだらだらと雨が降ってます。

線量はまぁまぁ「低め」でとどまってるようですから、まぁいいか…？
（－－；）

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

01:00 0.045 0.043 0.044 6 
02:00 0.044 0.042 0.043 6 
03:00 0.043 0.042 0.042 6 
04:00 0.044 0.043 0.043 6 
05:00 0.047 0.045 0.046 6 
06:00 0.047 0.046 0.047 6 
07:00 0.048 0.046 0.047 6 
08:00 0.048 0.046 0.047 6 
09:00 0.045 0.044 0.045 6 
10:00

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1461888000/1011-0010-101000-201604290900.gif?t=1461888639
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


…ところでいま気がつきましたが、
世間の皆さまも、今日は

「飛び石ＧＷ」に突入してるんですね…？

おめでとう？ございます…（＾＾；）…☆

https://www.youtube.com/watch?v=L_ODGObbrJc
旅人／ケツメイシ 

（前項参照）

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
お願いですから、子ども達の未来を守りたい方は、東日本から脱出し安全な土地に移

住してください

東日本の汚染地に住むのは安倍信者の馬鹿だけで十分です

とりわけ妊婦および妊娠可能な年齢以下の女性達、18歳以下の青少年子供は、ただち
に脱出させないと、とりかえしがつかないことになります

United Flowさんがリツイート 
James F. @gamayauber01 · 15時間15時間前 
日本がとてもとても大好きだったのに

https://www.youtube.com/watch?v=J8hA1Zu4xl8
真夏の夜の夢　松任谷由実 

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 37分37分前 
今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがGoogle ニュースをリツイートしました
地元で住宅難となっている場合は、空いている住宅のある場所までの避難と、避難先

での生活のための援助を。

https://twitter.com/GN_JP/status/725894888361840641

https://www.youtube.com/watch?v=L_ODGObbrJc
https://www.youtube.com/watch?v=J8hA1Zu4xl8
https://twitter.com/GN_JP/status/725894888361840641
https://www.youtube.com/watch?v=bMFcsYodg1c


https://www.youtube.com/watch?v=bMFcsYodg1c
飛んでイスタンブール　庄野真代 

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
yuuko（安倍は政界を去れ！） @amesho522 · 5時間5時間前 
@hitsun929 母子家庭で障害の兄がいて、それでも無利子の審査で弾かれました。学力
不足と言われればそれまでですが、「詳しくは言えないが、もっと大変な家庭がある

。それに、お母さんには一定の収入がある。」との説明を受けました。『苦学生』と

言う言葉は、もはや死語ですよね。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
ひっさん 久田ワヤヤン充朗 @hitsun929 · 5時間5時間前 
@amesho522 僕も家業がどん底やったんで、現役での受験は諦め、バイトして貯金し
て受験、念願の民族学を学べましたが、結局、無利子の貸付奨学金（学力不問）で、

私学ですが年間授業料は一ヶ月程のバイトで充分でした。せやから、インドにも二度

行けましてん。僕はこれが普通や思います。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
ひっさん 久田ワヤヤン充朗 @hitsun929 · 6時間6時間前 
さっき、MBSラジオー「朝からてんこもり」で、十数万円の学納金が払えず大学除籍
になった女性を話題として取り上げていた。母子家庭で母親は非正規雇用。女性は高

校卒業後、二年間アルバイトで学費を貯めて、その大学に入ったそう。

その大学死ねよ、日本死ねよ。

のり☆えもん♪(´ε｀ ) @norihoshiemon · 6時間6時間前 
のり☆えもん♪(´ε｀ )さんがキジトラニャンコをリツイートしました
知る限り、学費は無料なのが世界のスタンダード。

消費税率や軍備など美味しい餌にありつけるものだけ世界各国との比較を持ち出す我

が国の寄生虫・卑怯者自民党どもや卑怯者公務員ども。 
https://twitter.com/kijitora0510/status/725820718512893952

キジトラニャンコ @kijitora0510 · 6時間6時間前 
報道ステーションで奨学金の問題を取り上げていた。多くの学生が何百万円もの借金

を抱え生きる希望さえ無くしていく現実を目にした。若者にこんな仕打ちをする国に

未来があるはずがない。日本より経済状況が悪くても学費は無料の国はいくつもある

。

https://twitter.com/kijitora0510/status/725820718512893952


デモクラシーな言葉 @whatsdemocracy · 13時間13時間前 
国際人権規約加盟国150カ国のうち、学費無償化条項は日本とルワンダ、マダガスカル
だけが批准していない。給付型の奨学金制度がないのは日本とアイスランドだけであ

るが、アイスランドの大学の授業料は無料。これはどういうことでしょうか？（クロ

コダイル）

Masatoshi Mizukami @MasatoshiMizuka · 20時間20時間前 
軍国マンガ　『少年サンデー』にhttp://blogos.com/article/173675/ 《「学費は無料で、
給料ももらえる」…主人公は防大受験を決心》�２０１５年度授業料は年間約５４
万円。４０年前の１５倍http://mainichi.jp/articles/20160204/dde/012/100/005000c …っ
てのもそちらに若者を流す為か。

Junna Hirono @myremin · 4月28日 
貧困は連鎖する。間違いない。経験済み。

http://news.livedoor.com/article/detail/11452476/ …　
親の貧困で学歴得られないなら、手に職と経験つけて海外移住する方法も。または欧

州などの学費無料の大学か。今はネットというツールがある幸せな時代

https://t.co/2v2B418OZv

新宿デイジー @Shinjukudaisy · 4月28日 
〜いまや大学生の2人に1人が奨学生。重い借金を背負い返済に苦しむ。卒業後、就職
しても非正規社員だったりしたら、返済はおぼつかない。

「学費無料で給料も出る防大は、こんなに魅力的な進学先ですよ」とマンガはささ

やく。田中龍作http://tanakaryusaku.jp/2016/04/00013507 …

くらげ @moff_neu · 4月27日 
消費税8%で大学行けない・医療費払えない人がいる日本より消費税25%で学費医療費
無料社会保障充実してるデンマークの方が114514倍マシ

Aurora @_aurora_i · 4月27日 
最近、TLで奨学金の話題をよく見かけるから、わたしも調べてみたことはあるんだ
けど、ドイツとかノルウェーの大学は確かに学費無償だったよ！まあ、その分税金が

高くて生活費がかさみそうだけど、ドイツは学生だと交通費も無料になるらしくて、

ドイツすごい魅力的なんだよなあ。

肥和野佳子 @lalahearttwit · 4月27日 
米国の学生は、優秀でトップ大学から１００％授業料払うなら入学ＯＫという入学許

http://blogos.com/article/173675/
http://mainichi.jp/articles/20160204/dde/012/100/005000c
http://news.livedoor.com/article/detail/11452476/
https://t.co/2v2B418OZv
http://tanakaryusaku.jp/2016/04/00013507


可しか来なかった場合は、ワンランク落して学費無料や奨学金が出る大学に行って親

を助ける人がかなりいるからね。その代わりいい成績とって後に自力でいい大学院へ

行くね、そういう人は。

肥和野佳子 @lalahearttwit · 4月27日 
たしかに米国の大学学費の高騰はすごい。この１５年くらいでものすごく高くなった

。９・１１やイラク戦争等があって財政が苦しい時期と重なるが。学費を１００％払

える金持ちの子弟が有利なのは間違いない。貧乏でも行ける可能性はあるけど学費無

料枠は小さいからねえ。

Naoki Sugiyama @kuutohedel · 4月25日 
「貧困の連鎖」によって子供が教育の機会を奪われないようにするためには、子供を

なるべく早く留学させればいいのです。「私立なんて無理」と思っている年収300万く
らいの家庭でも留学ならさせられる。当然学費無料ないし無料に近い国に。

なたし @omuhayashirice · 4月23日 
バイトしてたら勉強する時間なんてなくないですか？

大学は学費を無料にしろ！！

たこ @takochan_de · 4月19日 
そういえば24歳でドイツの大学で教え始めた時、受講者全員年上だったなあ。70代が
必ず2人ぐらいいた。毎回批評をくれる人もいた。懐かしいマギスター制度だった頃。
万年学生がそこら中にいた。学費無料だしね。

あきぴっぴ @akiri_tu · 4月18日 
中医学と西洋医学なら中医学の方が良さげやなーって思ったものの、学費はいるんだ

よな

ドイツで学費無料で死ぬ気で挑むか、お金貯めて台湾で余裕のある生活するか

トルネ @Brave_Trune · 4月18日 
給料良い分、消費税もいいからね

その代わりに

医療費も教育費も無料

・出産費用無料

・育児制度多数、待機児童ゼロ

・どんな会社でも給料同じ

・学費無料、受験も偏差値もない



・18歳以上の学生は国から生活費がもらえる 
https://pbs.twimg.com/media/CgSZZQSVIAEbCK_.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=gcn4WyRvD2E
真夏の出来事　　平山みき 

１％のひらめき @hirameki1p · 2時間2時間前 

不良「どこ見て歩いてんだテメェ！！」 

俺「夢見て歩いてんだよ！ウラァ！！」 

不良「叶うといいなぁ！コラァ！！」 

＿人人人＿ 
＞いい人＜ 
‾Y^Y^Y^‾

カラパイア @karapaia · 11時間11時間前 
【RT6500UP】 カラパイアの歩き方
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51249039.html …

https://www.youtube.com/watch?v=xPZXIQdHaZ0
鬼束ちひろ - いい日旅立ち・西へ 

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 16時間16時間前 
【福島現状報告】

ある教員が被曝を恐れ避難すると申し出た所

同僚教員からお前だけ逃げるのかと罵詈雑言を

浴びせられいなくなった彼の机を蹴っ飛ばす同僚も

どこの家庭でも避難すべきか否か巡り

家庭内でも口論が絶えず家族がばらばらに

https://pbs.twimg.com/media/CgSZZQSVIAEbCK_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=gcn4WyRvD2E
http://karapaia.livedoor.biz/archives/51249039.html
https://www.youtube.com/watch?v=xPZXIQdHaZ0


https://t.co/oIHZSpZl71

https://www.youtube.com/watch?v=a2My0KjQ_to
渡辺真知子 - かもめが翔んだ日 

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
BARA @BARANEKO · 3時間3時間前 
オーストリア。「難民」受け入れ抑制政策さらに強化。

背景に右翼・排外主義政党「自由党」の躍進・支持増加

https://pbs.twimg.com/media/ChLBdAuUoAEZXQ9.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=hqWhSRErwwQ
異邦人・久保田早紀 

https://www.youtube.com/watch?v=CqLrJKmcMeA
松任谷由実 春よ、来い 

https://www.youtube.com/watch?v=RXQRZ2Ub6BY
鬼束ちひろ - 流星群 

首都圏大学非常勤講師組合・速報 @UUPL_Tokyo · 4月18日 
【拡散希望】2016.4.30(土) シンポジウム「戦争と学生」(早稲田大学15号館102教室、
14:00から、無料）
マニュエル・

ヤン先生の講演

『アメリカの大学と学費・奨学金、サンダース旋風』があります。ぜひご参加を。 
https://pbs.twimg.com/media/CgTtFMQUEAAyS_x.jpg

…ぅ…うけた…っｗｗｗｗｗ

https://t.co/oIHZSpZl71
https://www.youtube.com/watch?v=a2My0KjQ_to
https://pbs.twimg.com/media/ChLBdAuUoAEZXQ9.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=hqWhSRErwwQ
https://www.youtube.com/watch?v=CqLrJKmcMeA
https://www.youtube.com/watch?v=RXQRZ2Ub6BY
https://pbs.twimg.com/media/CgTtFMQUEAAyS_x.jpg


…ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆彡

参照：http://85358.diarynote.jp/?theme_id=7
http://www49.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/24273.html
ヤン・ウェンリー

早くから歴史家になることを志しており、歴史研究の為に大学進学を希望するも、父

親の事故死により学費の捻出が不可能となり大学進学を断念。無料で歴史を学べると

いう理由から、同盟軍士官学校戦史研究科に入学、その後、同学科の廃止を以って戦

略研究科に転科する事となる。

https://www.youtube.com/watch?v=2XJIOGx4UEk
ケツメイシ　手紙〜未来 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月29日18:54
０

５５７

９９１☆

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=7
http://www49.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/24273.html
https://www.youtube.com/watch?v=2XJIOGx4UEk
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（４月29日）　たかだか国家の存亡程度でギャグ精神は捨てられません。

http://85358.diarynote.jp/201604291905419400/

「頭がミルク粥になっていて考えごとどころじゃない。」　（一

曲追加 ｗｗｗ っ）

2016年4月29日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=5rkdKANSpGM
忙しい人のためのラヴェル　ボレロ 

はい。前項末尾参照。

（＾＾；）

大分震度５強の後ですが、銀河英雄伝説ファンとして、たかだか国家の存亡程度でギャグ精神は

捨てられません。のであしからず…★

ハイネセン大学非常勤講師組合・速報 @UUPL_HAINESEN · 4月18日 
【拡散希望】新銀河暦16.4.30(土) シンポジウム「戦争と学生」
(ハイネセン大学15号館102教室、14:00から、無料）

ヤン・ウェンリー先生の講演
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『新銀河帝国の大学と学費・奨学金、

　ジェシカ・エドワーズ旋風』があります。ぜひご参加を。 

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

https://www.youtube.com/watch?v=MOHepB6PuwY
死ぬほどヘタクソなBolero (if,C.Dutoit conducted a terrible band)【イメージ映像付】

（以下、原文）

首都圏大学非常勤講師組合・速報 @UUPL_Tokyo · 4月18日 
【拡散希望】2016.4.30(土) シンポジウム「戦争と学生」(早稲田大学15号館102教室、
14:00から、無料）
マニュエル・ヤン先生の講演

『アメリカの大学と学費・奨学金、サンダース旋風』があります。ぜひご参加を。 
https://pbs.twimg.com/media/CgTtFMQUEAAyS_x.jpg

参照：http://85358.diarynote.jp/?theme_id=7
http://www49.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/24273.html
＞ヤン・ウェンリー

早くから歴史家になることを志しており、歴史研究の為に大学進学を希望するも、父

親の事故死により学費の捻出が不可能となり大学進学を断念。無料で歴史を学べると

いう理由から、同盟軍士官学校戦史研究科に入学、その後、同学科の廃止を以って戦

略研究科に転科する事となる。

https://www.youtube.com/watch?v=AsEoxuRjwMk
ラベルの「ボレロ」に合わせて足踏みする「ソマリのもみ」♪　Somali (Cat) 

    
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月29日19:24
０

５５

７

９９

５☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月29日19:24
０

５５７

９９７…
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（４月29日）　「眠いのに眠れない」（けど起きられない）連続睡眠不足。

http://85358.diarynote.jp/201604291946597816/

【最大震度５強】大分由布市／アイスランドの地震は約１年継続

／【M6.9】NORTHERN EAST PACIFIC RISE 10.0km／コロ
ナホールの影響が近づいています。

2016年4月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

https://www.youtube.com/watch?v=LzIXF5b28rg
死ぬほど忙しい人の為の「葉加瀬」　情熱大陸 

スピリチュアル・コンサルタント 真善美 @trinityin · 2時間2時間前 
太陽のコロナホールの影響か日本でも各地で荒れた天気となっています。太陽の活発

な活動により熊本地震も未だに収束をみせず、先ほどバヌアツでＭ7ほどの地震が起き
てしまいました。ぜひともお気をつけてお過ごしくださいませ。

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
巨大地震が起きる前には気象が激変する「気象擾乱」という現象が起きることが分か

っています

突如、寒くなったり、猛烈に風が吹いたり、竜巻が起きたりします

今日の気象は、まさに地でいってる

ネットデータ伝送ブロッキング遅延も始まっている　朝からM7二発

１％のひらめき @hirameki1p · 10時間10時間前 
長野県松本市などで雪と桜がコラボ・・・美しすぎます

https://pbs.twimg.com/media/CPK7CPMUcAAABK1.jpg

はい。１８：４８になっちゃいました。

（＾＾；）

予定より２時間も!?長引いてしまった午前中（で終わるはずだった）の「情報チェック」をなんと
か午後２時過ぎで強制？終了させて、

「熊本発災」以来、自分が被災したわけでもないのに、おつきあい？で続いている「眠いのに眠

れない」（けど起きられない）連続睡眠不足を補うべく、

横になったのに眠れない…（－－；）…と思いながら、
急激に眠気がきて「昼寝落ち」する寸前に見た時計が、

嘘でなく【１５：０９】だったのを覚えているんですが…なにか？

…ｗ（〜〜；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=ssIemc6ob5U
ボレロ／ラヴェル（デュトワ） 

あなろぐしゃしん @umaguma49 · 37 分37 分前 
太陽面低緯度と北半球中緯度の西３０度付近に位置しているコロナホールの影響が、

本日から明日にかけて到来し、地磁気がやや乱れる可能性があります。 
https://pbs.twimg.com/media/ChM6YOPUoAAhVPL.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【大分で震度５強 活発な地震活動続く】（続き）
気象庁は、当分の間は引き続き、激しい揺れを伴う地震に警戒するよう呼びかけてい

ます。

（2016年4月29日 18:21 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 （
【大分で震度５強 活発な地震活動続く】
一連の熊本地震では、29日も大分県で震度5強を観測する地震が発生するなど活発な地
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震活動が続いていて、震度1以上の地震の回数は1000回を超えています。
http://nerv.link/A8fVjl

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 � Alaska, USA 
【M4.8】KODIAK ISLAND REGION, ALASKA 69.0km 2016/04/29 17:17:32
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=58.882,-
152.397%28+%5BM4.8%5D+KODIAK+ISLAND+REGION%2C+ALASKA+69.0km+2016%2F04%2F29+17%3A17%3A32JST%2C+2016%2F04%2F29+08%3A17%3A32UTC+%29&ll=58.882,-
152.397&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/at00o6dz18 …

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 大分 九重町 
【M4.3】KYUSHU, JAPAN 7.6km 2016/04/29 15:09:36JST, 2016/04/29 06:09:36UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=33.2372,131.2657%28+%5BM4.3%5D+KYUSHU%2C+JAPAN+7.6km+2016%2F04%2F29+15%3A09%3A36JST%2C+2016%2F04%2F29+06%3A09%3A36UTC+%29&ll=33.2372,131.2657&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cdp …
地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 大分 由布市 
【最大震度5強】(気象庁発表) 大分県中部 深さ約10km M4.4 29日15時09分頃発生 
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=33.3,131.4&ll=33.3,131.4&z=9&t=m … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160429151344495-291509.html …

DP WEB. @mensdrip · 7時間7時間前 
NASAが公開した地球にも影響を及ぼす強大な「太陽フレア」の4K映像
http://mensdrip.com/trend/nasa-solar-fla …
https://pbs.twimg.com/media/ChLiHd3UUAA0ot2.jpg

宇宙天気ニュース @swnews · 7 時間7 時間前 
[記事] 太陽風は平均的な状態ですが、コロナホールの影響が近づいています。
http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M6.9】NORTHERN EAST PACIFIC RISE 10.0km 2016/04/29 10:33:39
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=10.163,-
103.779%28+%5BM6.9%5D+NORTHERN+EAST+PACIFIC+RISE+10.0km+2016%2F04%2F29+10%3A33%3A39JST%2C+2016%2F04%2F29+01%3A33%3A39UTC+%29&ll=10.163,-
103.779&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/pt16120050 …

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.1】苫小牧南方沖 深さ134.9km 2016/04/29 10:34:36
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.501,141.819&ll=42.501,141.819&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160429103436a.gif …

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � Vanuatu 
【M4.9】VANUATU 35.0km 2016/04/29 10:01:56JST, 2016/04/29 01:01:56UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.1004,167.2661%28+%5BM4.9%5D+VANUATU+35.0km+2016%2F04%2F29+10%3A01%3A56JST%2C+2016%2F04%2F29+01%3A01%3A56UTC+%29&ll=-
16.1004,167.2661&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cc1 …

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M4.8】VANUATU 35.0km 2016/04/29 09:52:47JST, 2016/04/29 00:52:47UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.1308,166.9677%28+%5BM4.8%5D+VANUATU+35.0km+2016%2F04%2F29+09%3A52%3A47JST%2C+2016%2F04%2F29+00%3A52%3A47UTC+%29&ll=-
16.1308,166.9677&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cbj …

きれいな空・不思議な雲と、活断層の動き。 @gnss_xyz · 9時間9時間前 
【 04/29 10:00 】 「月の引力・太陽フレア・地磁気・気圧変化などの現象が、微妙な
圧力バランスで保っていた地殻をゆすり、圧力が開放され、地震となる」という仮説

が本当なら、地震雲（地震前兆）とは、地震のトリガー現象をみているという見方も

できますね。

United Flowさんがリツイート 
森井啓二 @keijimoriiVet · 4月28日 
ニュージーランドのホワイトアイランドで噴火

https://t.co/OfrK9xEJVj

United Flowさんがリツイート 
ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 4月21日 
熊本の地震は八代、阿蘇、別府まで範囲を広げております。

エクアドルの地震やバヌアツの地震と連動してもおります。

ずいぶん長いように感じますがもっと長期化する可能性が有ります。

一昨年始まったアイスランドの地震は約１年間継続しました。

https://pbs.twimg.com/media/Cgh44PDUYAA84_4.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=RyLzWX33Vak
チャイコフスキー　くるみ割り人形　小澤征爾 

http://nerv.link/A8fVjl
http://maps.google.co.jp/maps?q=58.882,-152.397%28+%5BM4.8%5D+KODIAK+ISLAND+REGION%2C+ALASKA+69.0km+2016%2F04%2F29+17%3A17%3A32JST%2C+2016%2F04%2F29+08%3A17%3A32UTC+%29&ll=58.882,-152.397&z=4&t=h
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http://maps.google.co.jp/maps?q=33.2372,131.2657%28+%5BM4.3%5D+KYUSHU%2C+JAPAN+7.6km+2016%2F04%2F29+15%3A09%3A36JST%2C+2016%2F04%2F29+06%3A09%3A36UTC+%29&ll=33.2372,131.2657&z=4&t=h
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…どっちかってと「ハンプティ＆ダンプティ」のが気分じゃね…？

https://www.youtube.com/watch?v=LcTFfuOvCok
ハンプティダンプティ 

（ちなみに私の脳内には

【（逃げる人にとっては）「今夜が山場」（のひとつ）】

という、警告フレーズ？が鳴り響いております…（－－；）…。）

  

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


（４月29日）　現在ゲシュタルト崩壊というか、アイデンティティーが崩落の危機に
面しているようなので、今週は原稿関係の時間と気力が確保できませんでした…（
＋＋；）…

http://85358.diarynote.jp/201604292205036773/

（番組？の途中ですが…（－－；）…★）

2016年4月29日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://pbs.twimg.com/media/ChM8m6sU4AE2QHF.jpg
ヒルクライム - ルーズリーフ

amaちゃんださんがリツイート 
スーさん @suusan_b · 17時間17時間前 
トリカブト ニリンソウ モミジガサ の トリオ♪
この写真みて全部同じ植物に見える人は シドゲ採りは辞めましょう！！！ #akita
#yokote #山菜
https://pbs.twimg.com/media/ChJ8tgQU0AAYZLG.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=xYSHnM_5BCw
Hilcrhyme　WORDS MAKER 

現在ゲシュタルト崩壊というか、アイデンティティーが崩落の危機に面しているようなので、今

週は原稿関係の時間と気力が確保できませんでした…（＋＋；）…
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（４月29日）　やっと「カミサマのお許し」が出た…。

http://85358.diarynote.jp/201604292251328420/

一泊移住から帰ってきた妹が／死にかけたりもしたけれど、私は

げんきです／って言ったから／自分の中の常識が音を立てて崩

れ去った。

2016年4月29日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=2FRXcDKW4MI
Hilcrhyme ルーズリーフ　[イナズマロック2011] 

いたや @ASAMA9532M · 26 分26 分前 
と、いうわけで板谷家の移住後初めてのシャワーがガーデニング用の物になりました

。助けてください… 
https://pbs.twimg.com/media/ChNi-tTUkAImFoT.jpg

とくやま @dosei23 · 54分54分前 
一泊移住から帰ってきたうちの妹が、「向こう寒かったでー。標高7000mくらいの高
原でさー」ってさらっと言ってきたから自分の中の日本地理の常識が音を立てて崩

れ去った
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故・うまる〜ん(1995〜2016) @Bullet_m82a2 · 1時間1時間前 
豊富な品揃えだからドイツに移住する 
https://pbs.twimg.com/media/ChNZ9P0WwAAw0jh.jpg

saga-sho @sagashogo · 1 時間1 時間前 
泊原発の再稼動反対。札幌。 
https://pbs.twimg.com/media/ChNFxS1UkAAXVws.jpg

こーのすけ(°̀�°́) @kounosuke1901 · 2時間2時間前 
石垣島でトップ3に入るという焼肉屋で石垣牛を堪能…
ハラミが凄いうまかった、なんなのあの柔らかさは。

まあ個人的に1番のポイントは店員さんのJKのバイトらしき女の子が沖縄移住を考える
レベルでめちゃくちゃ可愛いかったことです。 
https://pbs.twimg.com/media/ChNOMomU4AAoRAe.jpg

あっぱれコイズミ @A_koizumi · 8時間8時間前 � Phra Khanong, Thailand 
今日で、タイに移住して丸一年が経ちました。死にかけたりもしたけれど、私はげん

きです。 
https://pbs.twimg.com/media/ChMBYSRUYAAGOFj.jpg

竹谷 とし子 @t_takeya · 9時間9時間前 
【八代市、益城町、嘉島町、西原村の被災者の方へ】

フェリー一時避難所　インターネット受付ができるようになりました。

一泊二日の宿泊、食事、入浴が無料でご利用になれます。

http://www.mod.go.jp/j/ex/hakuou.html …
https://pbs.twimg.com/media/ChL0r-qU0AEgZRg.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=R8jJ8tmsRZk
Historia:opening theme｢歴史秘話ﾋｽﾄﾘｱ｣ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾃｰﾏ 

桑ちゃん @namiekuwabara · 34分34分前 
2006年度版日本列島の放射線量マップ（γ線量率）ｎGy／ｈ＝0.001μGy／ｈ 
https://pbs.twimg.com/media/ChNOuCGUYAAs92g.jpg

きっこ @kikko_no_blog · 4時間4時間前 

https://pbs.twimg.com/media/ChNZ9P0WwAAw0jh.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChNFxS1UkAAXVws.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChNOMomU4AAoRAe.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChMBYSRUYAAGOFj.jpg
http://www.mod.go.jp/j/ex/hakuou.html
https://pbs.twimg.com/media/ChL0r-qU0AEgZRg.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=R8jJ8tmsRZk
https://pbs.twimg.com/media/ChNOuCGUYAAs92g.jpg


「震度5強」の地震が本当に「余震」なのだろうか？もちろん被災地域の復旧や生活再
建は大事だけど、それと並行して、お年寄や障がい者、妊婦や幼い子どもを持つ母親

など、希望する人は地震の起こっていない場所に一時的に避難させることはできない

のか？地震の頻発している避難所では心労が心配だ。

セナ（思うは招く〜どーせ無理を無くそう） @senna1994may1 · 5時間5時間前 
セナ（思うは招く〜どーせ無理を無くそう）さんがIWJエリアCh（九州緊急特派チ
ーム）をリツイートしました

日本中至る所に活断層があって、原発周辺の道路はどこもこれに似た状況。熊本地震

並みのM６やM7クラスに襲われたら、道路は寸断され通行できない。国や自治体、電
力会社の考えてる避難計画なんて簡単に破綻する。#玄海原発 #泊原発 #北海道
https://twitter.com/IWJ_AreaCh1/status/725912703751987201

飯山一郎 @iiyama16 · 9 時間9 時間前 
ニッポンの首都圏は人間が住んではいけない地域。 いま現在もフクイチのデブリは致
命的な核物質の粉を噴出しているし…。そんな首都圏におられる方々が，川内原発の
コトを心配してくれる。ありがたいコトです。 http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry

AKIRA @AKIRA23150220 · 4月28日 
福一の放射能は日本全土を覆っています。

放射能から逃れて暮らせる場所は残念ながら、日本には、もうありません。

日本人は故郷を失いました。国を失ったのです。

認めたくない事ですが、早く認めて、民族の生き残りをかけて、前に進みましょう。 
https://pbs.twimg.com/media/ChIBUX1UoAAIWhV.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=4mUB-JvOUgg
Kalafina 『far on the water』TV Ver. 

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

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
(Radiation monitoring Daily Report) 
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2016年04月29日（金）【当日】
01:00 0.045 0.043 0.044 6 
02:00 0.044 0.042 0.043 6 

https://twitter.com/IWJ_AreaCh1/status/725912703751987201
http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry
https://pbs.twimg.com/media/ChIBUX1UoAAIWhV.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4mUB-JvOUgg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


03:00 0.043 0.042 0.042 6 
04:00 0.044 0.043 0.043 6 
05:00 0.047 0.045 0.046 6 
06:00 0.047 0.046 0.047 6 
07:00 0.048 0.046 0.047 6 
08:00 0.048 0.046 0.047 6 
09:00 0.045 0.044 0.045 6 
10:00 0.044 0.043 0.044 6 
11:00 0.044 0.043 0.043 6 
12:00 0.044 0.043 0.043 6 
13:00 0.044 0.043 0.043 6 
14:00 0.044 0.041 0.042 6 
15:00 0.041 0.041 0.041 6 
16:00 0.041 0.040 0.040 6 
17:00 0.041 0.040 0.041 6 
18:00 0.040 0.039 0.040 6 
19:00 0.039 0.038 0.038 6 
20:00 0.039 0.038 0.038 6 
21:00 0.039 0.038 0.038 6

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

１％のひらめき @hirameki1p · 2時間2時間前 

神「少年、力がほしいか」

男「力…あいつに対抗できる力が欲しい…ッ!!」 
神「ならば与えよう」

男「ここは…ビルの屋上?
何故だろう、俺の中に力が満ちている　この力は一体…」
神「位置エネルギー」 

＿人人人人人人人＿

＞ 位置エネルギー ＜

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


‾^Y^Y^Y^Y^Y‾

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
先生、学校は行かなきゃいけないの？？ @hitodenashika · 6 時間6 時間前 

ヒトにヒトは救えない。

ヒトはひとりで勝手に助かるだけだ。

それは自分自身で助かることを選んだからだ。

ヒトの心は他人に操作できるものじゃない。

ヒントは教えれるかもしれないが、

結局最後は自分の選択なんだよ。

United Flow @soul2soullove · 7時間7時間前 
なんかさ、

もうダメだと思ってるけど

諦めてない今日の自分、

まあまあだなって。

https://www.youtube.com/watch?v=Y4Y6cf4d5vY
SLOTH / 「Dream In The Sky Feat. TOC」Lyric Video 

https://www.youtube.com/watch?v=_IqY4F-SXjg
Nightcore - Best Friend「Nishino Kana」 

       
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=Y4Y6cf4d5vY
https://www.youtube.com/watch?v=_IqY4F-SXjg


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月29日22:59
０

５５８

０５８…

やっと「カミサマのお許し」が出たので、洗濯して寝ます…。

JudithFrarf
2017年2月1日14:43
wh0cd539524 Metformin Buy Toradol diclofenac 50 mg tablet Lisinopril Hctz buy lasix without a
doctor’s prescription albuterol inhaler buy

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月2日9:46
wh0cd539524 メトホルミン購入トラドル ジクロフェナク 50 mg 錠リシノプリル Hctz 購入せず医
師の処方アルブテ ロール吸入器購入フロセミド

　↑

なんだこりゃ。（－－＃）★
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http://85358.diarynote.jp/
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（４月30日）　ついに３連休中に「原稿の日」が出来なかった！

http://85358.diarynote.jp/201604300753016099/

原発停止が「当たり前」から「廃炉」へ！

2016年4月30日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=5y_KJAg8bHI
Avicii - Wake Me Up (Lyric Video) 

おはようございます。

０７：４５です。

札幌は＋７℃。（＠＠；）

１５分おきに気温と裏腹の強すぎる紫外線と、大粒のミゾレが融けかけたようなかなり痛い音の

する氷雨の嵐が襲いかかってくるという異常気象…（〜〜；）…★

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1461969000/1011-0010-101000-201604300730.gif?
t=1461969642
（０７：２０〜０７：３０）

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【網走・北見・紋別地方 警報情報 2016年04月30日 04:54】
網走地方では、３０日昼前から３０日夜遅くまで高波に警戒してください。

http://85358.diarynote.jp/201604300753016099/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160430/85358_201604300753016099_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160430/85358_201604300753016099_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160430/85358_201604300753016099_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=5y_KJAg8bHI
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1461969000/1011-0010-101000-201604300730.gif?t=1461969642


［網走東部］波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【釧路・根室地方 警報情報 2016年04月30日 04:47】
根室地方では、３０日昼前から３０日夜遅くまで高波に警戒してください。

［根室北部］波浪

バイト４連勤の初日。

ついに３連休中に「原稿の日」が出来なかった！

痛恨へろへろ状態のスタート…★
…（－－；）…。

でも発災以来、ご来場のかたが増えているので。

（＾_＾；）

アクセス解析

あなたの日記にアクセスされた数の日別の推移を表示しています。最大で 3 か月のロ
グを残しています。

これまでのカウンター増加数の推移

2016-04-29 (金) 346 
2016-04-28 (木) 237 
2016-04-27 (水) 235 
2016-04-26 (火) 233 
2016-04-25 (月) 251 
2016-04-24 (日) 383 
2016-04-23 (土) 231 
2016-04-22 (金) 306 
2016-04-21 (木) 218 
2016-04-20 (水) 234 
2016-04-19 (火) 194 
2016-04-18 (月) 240 
2016-04-17 (日) 247 
2016-04-16 (土) 446 
2016-04-15 (金) 207 



2016-04-14 (木) 277 
2016-04-13 (水) 163 
2016-04-12 (火) 136 
2016-04-11 (月) 139 
2016-04-10 (日) 157 
2016-04-09 (土) 141

寝不足が限界ですが、

もうしばらく「情報チェック増量態勢」でがむばりたいと思います…☆彡

（体力がもつ範囲内で…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM
Pharrell Williams - Happy (Official Music Video) 

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

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.041 0.040 0.040 6 
05:00 0.041 0.040 0.040 6 
06:00

北海道反原発連合 @HCANjp · 8 時間8 時間前 
５月５日「こどもの日」

脱原発パレード

　日程：５月５日(木・祝)
場所：大通公園西３丁目

時間：集合 13:00 - 出発 13:15
泊原発停止が「当たり前」から「廃炉」へ！

https://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


 



（４月30日）　お腹いっぱい食べたい。安心して家で愛猫と一緒に眠りたい。この
二つ。

http://85358.diarynote.jp/201604300832472240/

城南信用金庫、他行が恥ずかしさを感じるほど

の金額を拠出

2016年4月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
https://www.youtube.com/watch?v=cHHLHGNpCSA
Avicii - Waiting For Love 

空間線量グラフ @radioactgraph · 15分15分前 
【福岡県空間線量(µSv/h)】2016年04月30日 07時現在　太宰府：0.037　福岡県庁
：0.058　糸島総合庁舎：0.042　久留米総合庁舎：0.037　八幡総合庁舎：0.058
全国各地のグラフ：

https://t.co/H4KPNsI50N

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 
【地震への警戒続く 寒暖差大きく体調管理にも注意】（続き）
気象庁は当分の間は激しい揺れを伴う地震に警戒するとともに、1日にかけては寒暖の
差が大きくなるため、体調の管理にも注意するよう呼びかけています。

（2016年4月30日 6:47 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【地震への警戒続く 寒暖差大きく体調管理にも注意】
一連の熊本地震では、30日も体に揺れを感じる地震が発生するなど、活発な地震活動
が続き、震度1以上の地震の回数は1000回を超えています。
http://nerv.link/8q6ZEP

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【常磐線(各停) 運転再開 2016年4月29日 22:35】
金町駅で発生した線路内立入の影響で、運転を見合わせていましたが、22:25頃、運転
を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

http://85358.diarynote.jp/201604300832472240/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=cHHLHGNpCSA
https://t.co/H4KPNsI50N
http://nerv.link/8q6ZEP


United Flowさんがリツイート 
狼たちは知っている @wolvesknow · 11時間11時間前 
学校再開のための避難者追い出しに関するトラブルは阪神の時もあったな。

炊き出しもやめたのか。それで缶詰め食。連休明けに学校再開予定だから、それに合

わせて、避難者への嫌がらせもスタート。何しろ学校再開ってのは伝家の宝刀になる

。誰も反論できない。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【停電情報 2016年4月29日 20:14】
東京電力停電情報によりますと、千葉県 千葉市稲毛区、千葉市花見川区、習志野市の
約2,800軒で停電が発生しているということです。
http://nerv.link/mjlWPA

原発情報 @genpatsuwiki · 13 時間13 時間前 
川内原発は異常なく運転 大分の震度5強、揺れ観測せず: 九州電力によると、運転中の
川内原発1、2号機（鹿児島県薩摩川内市）では、大分県での強い地震による揺れは観
測しておらず、異常なく運転を続けている。新大分火力発電所（...
https://t.co/PxulKA1cet

United Flowさんがリツイート 
座健奈夜 @zakennayou · 14時間14時間前 
こういうとき、母子だけというのは何と心細いことか…

emi kiyomizu @kiyomizu5 · 16時間16時間前 � City Centre, Bremen 
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://sharetube.jp/article/2373/ …

United Flowさんがリツイート 
みゃあ618 @kazuki1969717 · 17時間17時間前 
今日の午前中に安倍総理は湯布院にいたんだよね。

United Flowさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 16時間16時間前 
大分・由布で震度５強　大分道で新たな通行止め：朝日新聞

http://www.asahi.com/articles/ASJ4Y52KRJ4YTIPE01S.html …
「さほど長い時間ではなく、本震のときと違って棚にある書類などは落ちていない」

16日の地震は80キロ先のM7.3、いまの地震は足下のM4.4。ぜんぜん違うことに気づけ

http://nerv.link/mjlWPA
https://t.co/PxulKA1cet
http://sharetube.jp/article/2373/
http://www.asahi.com/articles/ASJ4Y52KRJ4YTIPE01S.html


。

United Flowさんがリツイート 
Chacovillage @sayoko830 · 4月28日 
昨日の夜からまた大きめの揺れが増えてる。もう疲れたよ。

United Flowさんがリツイート 
城田 優愛 @yushirotalove · 4月28日 
今朝のメニュー

パン1個プチトマト3個コーヒーかポカリ
https://pbs.twimg.com/media/ChKZpAbUgAAMgWU.jpg
これじゃ男性や育ち盛りの子どもは足りない

今日から炊き出しストップだし夜が不安 昼は出ません
#熊本避難所
#熊本現地の声
#拡散希望

United Flowさんがリツイート 
城田 優愛 @yushirotalove · 4月28日 
支援物資、益城町が酷いからと益城町には沢山あるらしい

街中にも沢山あるらしい

けど極端にかたよっているのが現実

悲しいけど現実

戦後じゃないけど戦後と一緒の気がする

今何がしたいか？と聞かれたら

お腹いっぱい食べたい

安心して家で愛猫と一緒に眠りたい

この二つ

#熊本地震避難所

United Flowさんがリツイート 
嶋田壽英 @Toshi5139 · 4月27日 
嶋田壽英さんがyunishioをリツイートしました
城南信用金庫、他行が恥ずかしさを感じるほどの金額を拠出。城南信用金庫は東京、

神奈川にのみ支店を有し、熊本どころか九州にも支店がないのだから、限りなく愛念

のこもった行為に違いない。

https://twitter.com/yunishio/status/724124926844637184

https://pbs.twimg.com/media/ChKZpAbUgAAMgWU.jpg
https://twitter.com/yunishio/status/724124926844637184


https://www.youtube.com/watch?v=hT_nvWreIhg
OneRepublic - Counting Stars 

１％のひらめき @hirameki1p · 9時間9時間前 
女性が夜遅くに不審者に会った時、誰かに助けを求めたりなど可憐でひ弱なイメージ

を与えると奴等は確実に襲ってきます。不審者に会った場合は速やかに「貴様、私の

姿が見えるとは…死神か！？」と威嚇しましょう。抜刀して「卍！解！」と叫ぶのも
効果的です。

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


（４月30日）　連続寝不足記録が限界。

http://85358.diarynote.jp/201604302255102370/

移住する前の方が読書時間を持てていたのじゃないか。家族も減

ったのに何故読書時間が減ったのだろう？

2016年4月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

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

おばんです。２２：４１。

札幌は無風で静穏ですが、

＋５℃ぐらいまで（＠＠；）

気温が下がってます。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【網走・北見・紋別地方 警報情報（解除） 2016年04月30日 21:11】
網走・北見・紋別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。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【釧路・根室地方 警報情報（解除） 2016年04月30日 20:34】
釧路・根室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。

根室、釧路地方では、１日明け方まで強風に、１日までなだれに注意してください。

根室地方では、１日夕方まで高波に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604302255102370/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201604302255102370/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160430/85358_201604302255102370_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160430/85358_201604302255102370_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A


【北海道地方 気象情報 2016年04月30日 16:30】
北海道地方では、引き続き３０日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【釧路・根室地方 警報情報 2016年04月30日 16:26】
根室地方では、３０日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。

［根室北部］波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年04月30日 10:23】
北海道地方では、これから３０日夕方まで、局所的に暴風雪となる所がある見込み

です。猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒してください。また引き続き３０

日夜遅くにかけて、高波に警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【釧路・根室地方 警報情報 2016年04月30日 08:51】
根室、釧路地方では、３０日夕方まで暴風雪に警戒してください。根室地方では、３

０日昼前から３０日夜遅くまで高波に警戒してください。

［根室北部］暴風雪・波浪

［釧路北部］暴風雪

連日の強風と低温で、鳥類さんたちの巣と卵と雛さんズが、

多大な被害をこうむっているもよう…（ＴへＴ；）…★

個人的には、さすがに連続寝不足記録が限界。

（－－；）

精神的には、いまだに落ちつかずに心悸亢進・不眠症的な状況が続いてるんですが…
うっかりすると、副交感神経系さんに主導権を殴り奪られそうになっていて…

ふつうに忙しかったおかげで寝落ちは免れましたが…（＾＾；）…★
バイトが危険です…ｗ（－－；）ｗ…★

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

01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 

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


03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.041 0.040 0.040 6 
05:00 0.041 0.040 0.040 6 
06:00 0.042 0.040 0.041 6 
07:00 0.040 0.039 0.039 6 
08:00 0.040 0.038 0.039 6 
09:00 0.039 0.038 0.039 6 
10:00 0.039 0.038 0.038 6 
11:00 0.040 0.038 0.039 6 
12:00 0.039 0.038 0.039 6 
13:00 0.039 0.038 0.038 6 
14:00 0.039 0.038 0.039 6 
15:00 0.039 0.038 0.038 6 
16:00 0.039 0.038 0.039 6 
17:00 0.039 0.038 0.038 6 
18:00 0.039 0.038 0.039 6 
19:00 0.039 0.038 0.038 6 
20:00 0.039 0.038 0.038 6 
21:00 0.039 0.038 0.038 6 
22:00

https://www.youtube.com/watch?v=GBTsE9aP0L8
アニメ『響け！ユーフォニアム』洗足イベント（夜）　松田彬人 ／ Starting the project 

ぼくとわたしの未来行進 @miraikousin · 3 時間3 時間前 
5/5は、泊原発がとまって5周年☆
北海道のきびしい冬だって、電気は足りていました。

ふるさとや自然をよごす危険がある原発は、うごかしてほしくない！

「げんぱつ いらない」の気持ちでパレードしましょう♪ 
https://pbs.twimg.com/media/ChSb9xbU8AAlbpi.jpg

原発の宅急便 @gen_taku · 12時間12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。 

https://www.youtube.com/watch?v=GBTsE9aP0L8
https://pbs.twimg.com/media/ChSb9xbU8AAlbpi.jpg


北海道反原発連合 @HCANjp · 23時間23時間前 
５月５日「こどもの日」

脱原発パレード

　日程：５月５日(木・祝)
場所：大通公園西３丁目

時間：集合 13:00 - 出発 13:15

泊原発停止が「当たり前」から「廃炉」へ！

https://www.youtube.com/watch?v=_tp9vow2-O0
【進撃の巨人 / Attack on Titan】紅蓮の弓矢(フル) / Guren no Yumiya (full)【 ピアノ Piano 】 

United Flow @soul2soullove · 12時間12時間前 
断捨離継続なう。

で、気づいたの…。
読書してないなって。

読み進められていない本が何冊もあって

移住する前の方が

読書時間を持てていたのじゃないかって。

家族も減ったのに

何故読書時間が減ったのだろう？

本…読みたい。
小説にキュンとなるような

そんな時間がほしい〜。

https://www.youtube.com/watch?v=EIhV0GxI2_0
アニメ『響け！ユーフォニアム』洗足イベント（夜）　

高橋ユキヒロ ／ RYDEEN 

       
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=_tp9vow2-O0
https://www.youtube.com/watch?v=EIhV0GxI2_0


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月30日23:30
０

５５８

２２２．

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年5月1日1:20
…まぁ、音楽とコレのせいですね…（－－；）…☆

JudithFrarf
2017年1月26日12:58
wh0cd784217 deltasone buy avalide crestor online yasmin recommended site crestor neurontin
tenormin allopurinol without prescription kГ¶pa levitra
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（４月30日）家があること。ごはんがあること。安全なお水が飲めること。空が青く
て眩しいこと。／他人が自分のことをどう見るかは重要なことではない。

http://85358.diarynote.jp/201605010133353237/

家があること。ごはんがあること。安全なお水が飲めること。空

が青くて眩しいこと。透き通るような空気があること。お花が咲

くこと。自分の足で歩けること。

2016年4月30日 環境は、生命圏で、生存権。
　

https://www.youtube.com/watch?v=_tp9vow2-O0
【進撃の巨人 / Attack on Titan】紅蓮の弓矢(フル) / Guren no Yumiya (full)
【 ピアノ Piano 】 

azusa(GW) @ykcn80 · 2 時間2 時間前 
沖縄移住した両親の愛の巣に昨日からお邪魔してるけど、一日中のんびり読書する父

とそれを邪魔したり飽きたら筋トレを始める母とそのやりとりを横目にDVDを鑑賞す
る姉妹、というよくわからん家族団らんを満喫してる。観光は一切していない。

今井絵理子@Eriko_imai 
家があること。ごはんがあること。安全なお水が飲めること。空が青くて眩しいこと

。透き通るような空気があること。お花が咲くこと。自分の足で歩けること。手をつ

なげること。愛を語り合えること。好きな人の声が聞けること。生きていること。当

たり前じゃなくて、どれも奇跡なんだと感謝したい。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 3時間3時間前 
格安スキーバス事故の運転手は貧困の末、慣れない大型バスの運転手に。亡くなった

学生、菅君の遺品の中に、小熊英二『社会を変えるには』の本。残されたお父さんは

、「このような事故が起きない社会にしなければ。それが息子からのメッセージだと

思う」

https://t.co/5A6Mxi155Y

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 4時間4時間前 
今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがheikayuujiをリツイートしました
「あなたのそのまんまがいいんです」

http://85358.diarynote.jp/201605010133353237/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://www.youtube.com/watch?v=_tp9vow2-O0
https://t.co/5A6Mxi155Y


日本の教育は、これと正反対。

うちの子は、1年で退学にはならなかったけど、個性を押さえつける学校がイヤでイ
ヤで、3年でやめた。
外国の学校に転校したその日から、個性をほめられ続け優等生に。

https://twitter.com/heikayuuji/status/726376326576242688

１％のひらめき @hirameki1p · 4時間4時間前 
他人が自分のことをどう見るかは重要なことではない　自分自身が自分をどう見るか

https://pbs.twimg.com/media/CPE7KbnUYAAWlpY.jpg

バズニュース @BuzzNewsSocial · 6時間6時間前 
“定年後に海外移住”　実際に検討している人が全体の1割も！
https://t.co/T7BHtmNjIh

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
キチガイ医 @touyoui · 17時間17時間前 
放射能がどこに蓄積するか、ある程度知識があれば驚くことじゃないが、問題はその

数値だろう。鳥の巣130万ベクレルってなんやねん。栃木たけぇんだろうな。
https://t.co/IwXOjSYeB5

amaちゃんださんがリツイート 
見えない天使 @Revelation2219 · 4月29日 
@shinchann2008 @buick54aki
https://pbs.twimg.com/media/ChLmtjjWkAALNWG.jpg

United Flowさんがリツイート 
あんごう(脱原発／脱被曝) @ichinang · 4月25日 
え？

え？

熊本から福島に避難？？

https://www.youtube.com/watch?v=FlB-KdawGWw
（コメ付き）マリオメーカーで進撃の巨人の紅蓮の弓矢の演奏がすごすぎるｗｗｗｗｗｗｗ 

kenji @buick54aki · 6時間6時間前 

https://twitter.com/heikayuuji/status/726376326576242688
https://pbs.twimg.com/media/CPE7KbnUYAAWlpY.jpg
https://t.co/T7BHtmNjIh
https://t.co/IwXOjSYeB5
https://pbs.twimg.com/media/ChLmtjjWkAALNWG.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FlB-KdawGWw


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 

https://www.youtube.com/watch?v=jdgY58UOXR0
劇場版「進撃の巨人」後編〜自由の翼〜直前予告PV 

ぺこらった（Gimme Shelter） @ruinekoto · 4月28日 
東電 ３年連続の黒字 http://bit.ly/1UjhdSm 
避難、移住、賠償…その金でやることあるべよ。

＠マロン @mamaron55 · 4月28日 
地震で避難移住したのにまた地震で大変だったねと言われた。一度も地震が怖くて移

住したなんて言ったことないのに・・今まで私の話なに聞いてたんだろーか。がっ

かり。

あき @akiii72 · 4月28日 
この話しても、きちんと理解（腹で解る）人は少ないように感じる。

避難移住した人達の中にも、年に数度は帰るって言う人少なくないもんなぁ。

masako @hoppeko · 4月28日 
核災害から５年避難した人はそれぞれの生活の中で、疲れがでたりいろんな葛藤が出

る時期。突然、心にどーんと今まで実感してなかったものが押し寄せてくる恐れが

ある。避難移住してすぐはいろんなことに追われているが落ち着いた頃に、突然ダメ

ージがでる。ちょっとこのところそれを実感中

Lightworker @Lightworker19 · 4月27日 
健康を最優先させて、一刻も早く汚染のないところに避難・移住すべきでしょう。ま

だまだ若いのだから、健康であればいくらでもやりなおせます。http://bit.ly/1xCaN2f

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 4月27日 

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-422
https://www.youtube.com/watch?v=jdgY58UOXR0
http://bit.ly/1UjhdSm
http://bit.ly/1xCaN2f


避難移住にカウントされない移住者さんが、たくさんいる。こうやって、積み上げて

きた仕事も何もかも捨てて、命を優先した人たちが…。
でも、それは絶対に、未来を創造していくチカラになっていくと思う。誰がなんと言

おうと、そう思う。

天道光貫　アエス @EarthLightAES · 4月24日 
失ってから気付くのでは遅過ぎてお話にならない。

失う前に守れ！福島近辺や高線度地域の人は出来るだけ早く移住を。

会社ぐるみでなら、尚、良し！

http://www.asahi-net.or.jp/~pu4i-aok/cooldata2/politics/sarcophugus.htm …
移住情報

https://t.co/zdIc5y3uUd

https://www.youtube.com/watch?v=QzICdv8AHTk
【RPG】全部トロンボーンで演奏してみた 

https://www.youtube.com/watch?v=97pS6RCiLQM
響け！ユーフォニアム 【DREAM SOLISTER】 全部トロンボーンで演奏してみた 

https://www.youtube.com/watch?v=doQvGNojU6E
響け！ユーフォニアム(Sound! Euphonium) OP【EUPHONIUM & PIANO＿with T 】 

https://www.youtube.com/watch?v=NJ8V36SiqCU
【吹奏楽】2015吹奏楽コンクール課題曲Ⅳ マーチ「プロヴァンスの風」

https://www.youtube.com/watch?v=t45oJe0xl5s
【トロンボーン五重奏】真っ赤な誓い【やらないかルテット】

 

http://www.asahi-net.or.jp/~pu4i-aok/cooldata2/politics/sarcophugus.htm
https://t.co/zdIc5y3uUd
https://www.youtube.com/watch?v=QzICdv8AHTk
https://www.youtube.com/watch?v=97pS6RCiLQM
https://www.youtube.com/watch?v=doQvGNojU6E
https://www.youtube.com/watch?v=NJ8V36SiqCU
https://www.youtube.com/watch?v=t45oJe0xl5s
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（４月１日）　火星移住を開始します！／伝奇物のイントロだなこれは…

http://85358.diarynote.jp/201604011308192026/

給料、健康、人間関係。２つ欠けると必ず倒れます／何があって

も周りに流されず、無理をせずマイペースで／移住組み確実に増

えてますね／四月も健康で平和でありますように。

2016年4月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=pawcmW5P0nQ
喜納昌吉＆チャンプルーズ「ハイサイおじさん・Haisai」　Earthday 1 

天仙 @tensenten · 27 分27 分前 
小頭症パニックは、人口削減(不妊)ワクチンの失敗を隠すもの?
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=312153&g=132108 … … 
https://pbs.twimg.com/media/CaxMEbdUEAApc5N.jpg

あおてん農園 @aoten49003 · 40 分40 分前 
放射能も残留農薬も、基準値以下なら安全です、なんて詭弁そのもの。毒を一気に

食らって即死するか、少しづつ食べて時間をかけて死ぬかの違いに過ぎないし、彼ら

も絶対安全とは言わない。その詭弁を黄門様の印籠よろしく掲げて子供たちに食べさ

せようなんて、日本の食品行政のレベルは最低だと思う。

戸谷真理子 @irukatodouro · 1時間1時間前 
原発労働者「中にはいったら絶対けがをするな、傷からね、指の先を傷を負うでし

ょう、切るでしょう、そこから放射能がはいったら絶対除染できんさ。そのことは耳

にタコができるくらい聞かされた　指を切断するようになる」

junko @junko_in_sappro · 5時間5時間前 
建築家ザハ・ハディド氏が死去　６５歳、新国立の旧デザイン担当 http://dd.hokkaido-
np.co.jp/sports/olympic/2020tokyo/1-0254034.html … 
米フロリダ州マイアミの病院で気管支炎の治療中、心臓発作で死去した

ryoko174 @ryoko174 · 5時間5時間前 
もし健康被害がある瞬間被曝100mSvを醤油一升瓶(1.8リットル)の一気飲みに例える
なら、

避難基準の年間線量20mSvは1年当たり醤油360ml、1日あたり約1mlを摂取するレベル
。私たちの普段の食生活と同じことです。

もちろん福島の実際の被曝量はこれよりずっと低い。

どるぴん @carapowa1 · 5 時間5 時間前 
あー、目脂凄い。鼻の奥がいたい。耳の中が痒い。喉がイガイガ。九州北部のグラフ

が乱れてる。やっぱり日本海側から回り込んできたんだと思う。フクイチからも伊達

市からも来てると思う。口の中が苦い。。。

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
福島第一原発事故から丸5年　汚染地域の人口動態悪化は明瞭
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174500591.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
【朗報】ネオニコチノイド系農薬の解禁がパブコメ（意見公募）で初めてストップ！

通常の５０倍の声 
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/14984健康法.jp/archives/14984

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
電子レンジで調理された食品のタンパク質は、L型アミノ酸が自然界にはないD型アミ
ノ酸に変化しており、代謝不可能となっている

http://www.asyura2.com/09/health15/msg/621.html …

発達障害者の背中を支える妹bot @isam3lbot · 13時間13時間前 
受動型ＡＳＤは３タイプの中でも特に苦労症だと思います。だから二次障害にかかり

やすい。

外見はニコニコしてて社会性があり、上手く周囲に溶け込んでるように見えて健康そ

うに見えるの。だけど内面は不安に満ちていてボロボロで大抵二次障害を抱えている

人が多いわね。見た目ほど健康ではないわ。

ワキ@ポケモン編集おじさん @wa_ki_ · 13時間13時間前 
【明日から社会人の人へ】

給料、健康、人間関係の3つが社会人としての主軸だと私は思います。1つ欠けると立
つのが辛くなりますが、2つ欠けると必ず倒れます。1つ欠けた時点で何かしらのア
クションを取りましょう。

依田健一/バトスピ @tkz_battles · 14時間14時間前 
#新社会人に送るメッセージ
「若いんだから、寝不足が続いても元気だしインスタント食品ばっかりでも問題ない

」

http://85358.diarynote.jp/201604011308192026/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604011308192026/
http://85358.diarynote.jp/201604011308192026/
https://www.youtube.com/watch?v=pawcmW5P0nQ
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=312153&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CaxMEbdUEAApc5N.jpg
http://dd.hokkaido-np.co.jp/sports/olympic/2020tokyo/1-0254034.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174500591.html
http://???.jp/archives/14984
http://www.asyura2.com/09/health15/msg/621.html


とか言われても信じない。健康的な生活に関する知識を付ける。そこから外れた生活

が続いたら「ちょっと疲れただけ」と思わず正すこと。気づいたらなってる病気は怖

いよ。うつとか。

junkoがリツイート 
ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 @WSJJapan · 3月31日 
鶏の大型化に思わぬ弊害、「木のような」胸肉 http://on.wsj.com/25xAHqU 世界中で販
売される骨なし胸肉の約5〜10％は「ゴムのように硬い」 
https://pbs.twimg.com/media/Ce2BuI2WQAA0dXN.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=_vnF7dfcEUA
ヒヤミカチ節　ネーネーズ

灯台もと暮らし @motokura_PR · 36分36分前 
【高知県嶺北・土佐町】元ブラウンズフィールド・マネージャーが移住。「むかし暮

らしの宿 笹のいえ」で実践する「自分経済」とは | 灯台もと暮らし
http://buff.ly/1RODeG2 
https://pbs.twimg.com/media/Ce7MgGWXIAAlLym.jpg

ヒィロ @neu_hixro · 1時間1時間前 
ヒィロさんがのあをリツイートしました

お誕生日、おめでとうございます…！(*^_^*)
何があっても周りに流されず、無理をせず、マイペースで。健康を意識すると、内臓

が綺麗になって、内臓が綺麗になると、肌も神経も良い方向に向かうよ。お互い後悔

しない人生を送れますように♪ 

朱鷺（shuro） 1009@alice · 2時間2時間前 
「鍼はなんか怖いというイメージばかりあるようですが、効果はかなりあるのでお勧

めです」

キチガイ医 @touyoui 
デトックス＆小顔矯正♪... http://fb.me/T2HyYtsN

朱鷺（shuro） 1009@alice · 2時間2時間前 
『本当の日本を取り戻すメール新聞〈転載〉』

⇒ http://amba.to/1ROqYbt 
「こちらが慢性病に対しては本筋です。たとえば栄養学、ホメオパシー、東洋医学、

…その他にもたくさんあるでしょうが、得意不得意の分野があるので、病気によって
使い分けることが重要でしょう。」

ゆぐ @yuggr · 3 時間3 時間前 
【連載】修羅場サバイバル 〜健康で文化的なクリエイターになるために〜 第14回 肩
こり・腰痛の「根っこ」を知る http://buff.ly/21V5PvJ
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBg3aHR0cDovL25ld3MubXluYXZpLmpwL3Nlcmllcy9zeXVyYWJhLzAxNC9pbmRleC5pYXBwLmpwZxSABRTOAhwUhAYUlAMAABYAEgA&s=tmdZA7if6PcfWQ1EAr7BO5E_y1wll3wPEgJlhfjxpcU

大桃美代子 @omomo_miyoko · 3時間3時間前 
恒例のお1日ご飯。
桃米、小豆、コシ玄米を圧力鍋で！

四月も健康で平和でありますように。 
https://pbs.twimg.com/media/Ce6rGDOUkAAtazc.jpg

All About（オールアバウト） @allabout_news · 4時間4時間前 
春は気持ちが良すぎて、寝ても寝ても眠り足りない！ 実はこれ、身体のメカニズムか
らみても仕方がないことなのです。 http://ow.ly/ZV3hJ #健康
https://t.co/ZHLPhBVNPR

Luna @lunaticbluerose · 5時間5時間前 
ご飯は食べてる？寝てる？ちゃんと仕事出来てる？

みんなが、私が、願ってる。

大切な人の健康と幸せ。。

今日から新しい季節が始まるよ！

何度だって立ち上がれるさ！

あなたが頑張ってるから私も頑張るよ！

ノウマチミネコ@4/20新刊発売決定！！ @nmcmnc · 12時間12時間前 
気づいていた方もいるかも知れませんが、数ヶ月前から北海道の紗那に移住してい

ます。東京で消耗する生活は効率が悪いと気づいていたのですが、なかなか踏ん切り

がつかずついに今年になってしまいましたw 人には仕事の効率化とかを教えながらど
んだけ行動遅いんだよってw

クレア・アンジェラ @kurararan · 3月23日 
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。

http://on.wsj.com/25xAHqU
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https://www.youtube.com/watch?
v=4C2yqzMjC6s&ebc=ANyPxKqM2KFNreD1SOTwoA3MwnPh6sJLZIEJYxTFHHnOyjDzMHtCnorbebF3B-
8tRNstez-q8oQjYsqYO23msiykzPcnK3VjTw
ティンクティンク　♪谷茶前節 

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
リツイできないから

"世界一貧しい大統領"ムヒカさんの幸福論「簡素に生きていれば、自由なんだ」
http://www.huffingtonpost.jp/2016/03/31/president-uruguay_n_9587230.html … …

https://www.youtube.com/watch?
v=csDbzyjPP0w&ebc=ANyPxKrSHRHbyWPmo71RE2XvJtQ5MMZr56glVjThjn_OAYnrzZLAhr4ejI0r3ZYO6OfmiyYaQPMvdMOy9acq2RzfyeAXJh-
wdA
Nenes 黄金の花 

男女の違い(考え方・恋愛)bot @danjo_bot · 1時間1時間前 
男性が恋人を選ぶ基準は「子供を産んでくれる健康な女性」。女性が子供を選ぶ基準

は「自分を食べさせてくれる能力のある男性」。実験でブサイクな金持ちと美形な低

所得者を男女に見せたところ、男性は美形の低所得者を、女性はブサイクな金持ちを

選んだそう。本能だから仕方ない。

ｗ（＾＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?
v=SpSuFrot72g&ebc=ANyPxKpYmxO3LbFbbFxECCCCtv2D4hEQzSz0Nf_1G5HqnSXMiZUEEVchXFLhEqzZxC5VI4vqyYYpzuQPrM_OqqCbr-
tzBghf3Q
ネーネーズ　うむかじ（面影） 

慶應義塾大学天文研究会 @flerov298 · 3時間3時間前 
天文研究会の部室は日吉塾生会館403号室にありましたが、部員の火星移住に伴い部室
も火星に移転します。少しでも興味がある方はお気軽にお越しください！

活動内容の説明や履修相談などを行っています。 
https://pbs.twimg.com/media/Ce6pT9UUkAANPRE.jpg
　

慶應義塾大学天文研究会 @flerov298 · 11時間11時間前 
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

天文研究会は、オリエン期間中に火星移住を開始します！

興味のある方は是非お越しください！

4月2日 622-B教室 16時出発
11月頃到着予定 
https://pbs.twimg.com/media/Ce5CFyXUYAASMRW.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=cyk0_AO_osA
ネーネーズ「Live in TOKYO〜月に歌う」Digest 

https://www.youtube.com/watch?
v=9exFXtcG7No&ebc=ANyPxKroXB1DT1COKSitY9mTXEfITs1cnIJcn1tNs0CfytOwOkPYx9CnAVEqfb89_Ahnu2c_KflZyJUqhx5HO4H6w-
C_CeZTLQ
てぃんさぐぬ花 Tinsagu nu Hana / 上間綾乃 Ayano Uema 

 

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15:46
　

愛知で神社全焼。

三重沖で震度４。(^。^;)

新幹線停まる。

ＪＡＬ停まる。

伝奇物のイントロだなこれは…
┐(’〜`；)┌
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月1日21:26
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デモクラシーな言葉 @whatsdemocracy · 2時間2時間前 

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）

 



（４月１日）　宇宙波動を受けた『重力波水』の実力はもはや世間では常識に！

http://85358.diarynote.jp/201604012236051844/

フクシマで巨大な時限爆弾／地球を固定する天動説みたいな話／

もう一度原発について考えましょう。

2016年4月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

副長　乾式キャスクで原発に震災対策を @fukuchyoh · 4時間4時間前 
今日の地震が南海トラフ地震でなかったことに感謝しましょう！

首都直下型地震でなかったことに感謝しましょう！

浜岡原発が無事だったことに感謝しましょう！

停止中の浜岡原発の燃料プールが壊れたら西風に乗った放射能で首都圏が壊滅し日本

は終わりです。

もう一度原発について考えましょう。

Da Zhu Yiu Jiang @pallmalld · 6時間6時間前 
「誘拐された中学生に何故逃げないのか?」という事よりも「経済は失速し、放射能汚
染も広がり、自殺者も3万人近くいて、過半数が老人で構成される国から何故逃げない
のか？」を問うてみたい。

https://www.youtube.com/watch?
v=2Sp4JyDNNr8&ebc=ANyPxKormMf4_AFx78d5fsSIGhwJA2Rfvq6T3r7EE3HI4byjpma07ZfPjlxt5F_ojypYuAwiolKFw7oevCIOlSzE9u-
Tw3CAOg
モルダウ「わが祖国」より 

cmk2wl @cmk2wl · 8 分8 分前 
ドイツARD「放射能汚染された土地」2016年3月12日
https://www.youtube.com/watch?
v=qoZxMAJhd6Y&ebc=ANyPxKoH2V80DE09oweipWaMTy5FevaIPA8ItYWfERNegTB453B6QdpSThStK2ANMiwZkOSWpKZJGo5_yuKYZ_SD6TUZyHE73A
…
「フクシマでは巨大な時限爆弾が時を刻んでいることは知られてはいるものの」とい

うナレーション。 
https://pbs.twimg.com/media/Ce9R8tCUsAAtrIp.jpg

被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 19分19分前 
被曝猫さんがめいちゃんをリツイートしました

・@morisakicat @phirashin 
東京は２月の下旬頃から空気が変。

２月の中旬に福一が再臨界でしょう。

それと廃棄物焼却、日立の爆発事故、山火事と・・・　これをみて。

https://twitter.com/snoopymaygon/status/715488760675217408 …
https://twitter.com/snoopymaygon/status/715462230502936576

AS @ActSludge · 1時間1時間前 
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■２浜岡原発という凶器、砂上にペラペラの壁を造って、な〜にが「安全」なのか？

（http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/4ed5847acf23d913bad7b5030bdd6fd9 …）『
浜岡原発、高さ２２メートルの防潮堤完成』（東新）／「…完成した。壁部分は高さ
海抜二十二メートル、全長一・六キロで、東西の両端を盛り土で補強した。壁は…」

き★ゃ★す @kyasuming · 1時間1時間前 
「原発がないと生活ができなくなる、不便になる」と脅されるが、そうではないこと

はわかってる。北海道は泊原発なしで何回も冬を越せた。今さら動かさないで。 

平和への道＠彡トシピコ彡 @toshipiko1 · 2時間2時間前 
川内原発（鹿児島）で

事故が起きれば、

桜前線が放射能前線に

なってしまう！

３６５日。

原発ゼロ！被曝したくない！

http://www.mikanblog.com/?p=1929 

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
東電福島原発からの風は予報、アメダス（実測）ともに関東に。

https://pbs.twimg.com/media/Ce81buuWQAEHJTt.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 3 時間3 時間前 
4月1日18時14分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、97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/ 

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
伊達市の山林火災。

かなりマズイのに、続報がない。

https://pbs.twimg.com/media/Ce8l40gWIAAQm0p.jpg

いるかちゃん〜大事なことなので再度 @irukachanBlog · 3時間3時間前 
福島・楢葉町 ： 「準備宿泊」始まる…全域避難自治体で初。準備宿泊に登録した町民
は５日現在、人口の５％。そのほとんどが避難先の仮設住宅で暮らす高齢者 : いるかち
ゃんの子どもを守れ。リベラル派 http://bit.ly/1NY3BXe #楢葉町 #避難 #移住

早尾貴紀 @p_sabbar · 5時間5時間前 
静岡県の浜岡原発について、30km圏内で100万人規模の避難計画とのことだけど、緊
急的に100万人も動くことはできないし、浜岡は50km圏内で200万人以上で、100km圏
内は約500万人いる。重大事故時にはもうどうにもならない
。http://www.yomiuri.co.jp/local/shizuoka/news/20160331-OYTNT50270.html …

indigo @ingigo33 · 6時間6時間前 
【悲報】浜岡原発事故の放射能被害予測がやばすぎる【南海トラフ地震・東海地震】 -
NAVER まとめ http://matome.naver.jp/odai/2137851907852354001 …

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 6時間6時間前 
「原発の放射能をどんな手段、カネを使っても封じ込めること。１００万人か、何万

人か（現時点では）確たる数字はいえないが（移住等の処置を）すべき。もう少しす

れば帰れるような話をしているが、次の人生設計もできず、無慈悲、無責任」（小沢

一郎）

Izumi Ohzawa 大澤五住 @izumiohzawa · 8時間8時間前 
人を汚染地に縛り付けるために、環境すべてに拡散してしまった放射能の方を動かす

。

地球を固定すると天動説、みたいな話ですね。

こういう本末転倒の仰天計画を、大真面目に国の正式業務として考え出すことが仕事

の人々が新年度も大勢いる。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160330/k10010461931000.html …

NHKニュース@nhk_news · 8時間8時間前 
福島・浪江町 避難指示解除に向けゲート撤去始める
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160401/k10010464511000.html … #nhk_news
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http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160401/k10010464511000.html … #nhk_news

ロビン @oldblue2012 · 10時間10時間前 
インドの原発

http://www.jaif.or.jp/ja/asia/india_data2.html#pagetop … 
https://pbs.twimg.com/media/Ce7IwWeVIAAoOCt.jpg

cmk2wlがリツイート 
asuka @asuka_250 · 12時間12時間前 
●福島県●

これ猛烈に汚染された山火事なんだけど日本国民は無関心なんだね！

忘れたのかな？

焼失面積２６ヘクタール　平成元年以降　福島県内で最大　

霊山の山火事 
http://www.minpo.jp/news/detail/2016040129979 … @FKSminpo 
https://pbs.twimg.com/media/Ce6zr5TUUAASQp2.jpg

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】

昭和おやじ 【打倒安倍政権】 @syouwaoyaji · 30 分30 分前 
自衛の為の必要最小限度の核兵器？

そんな核兵器有る分けないだろ！！

自国内で使えば放射能汚染されるから使えない！！

結局、他国を攻撃する兵器だ！！

屁理屈で騙すな！！

「憲法は核兵器保有を禁止せず」政府、閣議で答弁書決定

http://www.asahi.com/articles/ASJ41540ZJ41UTFK00K.html …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 6 時間6 時間前 
名無し：04/01 14:09
「東京電力」いったん幕 きょう持ち株会社制へ移行 ロゴも刷新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160331-00000007-fsi-bus_all …
東京電力…持ち株会社制への移行…新しいロゴは英語の略称「ＴＥＰＣＯ」を基にデ
ザイン…
#体制が変わるとどんどん責任追求しづらくなる

石井孝明 @ishiitakaaki · 8時間8時間前 � Chiyoda-ku, Tokyo 
「公然と生命や身体、自由や財産などに危害を加えることを告知するなど、日本以外

の国や地域の出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」がヘ

イトスピーチの法案の素案だそうですけど、「日本以外の」とったら、朝日新聞、テ

レ朝は、福島放射能デマと憎悪表現で摘発できますね

SOW＠「戦うパン屋」四巻3/31発売！ @sow_LIBRA11 · 8時間8時間前 
桃太郎は鬼ヶ島から山のような財宝を持ち帰りました。

しかし所得税、住民税、固定資産税、環境税、消費税、贈与税、車両税、国民健康

保険、介護保険、年金などを差し引かれ、残った手取りは１１万ほどでした。

#意識低い童話

DAYS JAPAN @DAYS_JAPAN · 9時間9時間前 
私たちの国のメディアは、大変な時代に直面している。ますます政府の「意図」と違

うことを報道しにくくなり、原発や軍事関する情報は私たちのもとに届かなくなるか

もしれない。そんな時メディアはどのような役割を果たすべきなのか。4月号の特集「
風評被害」をきっかけに考える機会になればと思います

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
事故調査報告書：国会に提出した報告書では、福島第一原発事故は地震と津波による

自然災害ではなく、「規制の虜」に陥った「人災」であると明確に結論付けた。

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 

http://www.jaif.or.jp/ja/asia/india_data2.html#pagetop
https://pbs.twimg.com/media/Ce7IwWeVIAAoOCt.jpg
http://www.minpo.jp/news/detail/2016040129979
https://pbs.twimg.com/media/Ce6zr5TUUAASQp2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ
http://www.asahi.com/articles/ASJ41540ZJ41UTFK00K.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160331-00000007-fsi-bus_all


志が低く、責任感がない。

自分たちの問題であるにもかかわらず、他人事のようなことばかり言う。

普段は威張っているのに、困難に遭うと我が身かわいさからすぐ逃げる。

これが日本の中枢にいる「リーダーたち」だ。

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48136 …

日本魔法魔術研究開発機構 @TOMO_NYAN · 2時間2時間前 
宇宙波動を受けた『重力波水』の実力はもはや世間では常識に！

なんとこの水は強力な放射線も遮ることができます！

原子力発電所でも原子炉の冷却や、核燃料の保管プールに使用実績が！

https://pbs.twimg.com/media/Ce8zzEFW8AEby41.jpg
#エイプリルフール

↑…どっちが…？…↓

NHKニュース @nhk_news · 3時間3時間前 
首相 原発事故の教訓踏まえ安全性など積極貢献表明へ
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160401/k10010464721000.html … #nhk_news

https://www.youtube.com/watch?v=d_ZLitfxmqA&ebc=ANyPxKqzd2QtTenvY0NqqzH-
fCbHWNhsCCzGut0-aAvmpzkVuEFg9e736MxIsLonOzlWNjH7_7wGmw5Dw7dy1AsLMhvE3mg-
xg
ショスタコーヴィチ　交響曲第5番「革命」第4楽章 

 

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48136
https://pbs.twimg.com/media/Ce8zzEFW8AEby41.jpg
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160401/k10010464721000.html
https://www.youtube.com/watch?v=d_ZLitfxmqA&ebc=ANyPxKqzd2QtTenvY0NqqzH-fCbHWNhsCCzGut0-aAvmpzkVuEFg9e736MxIsLonOzlWNjH7_7wGmw5Dw7dy1AsLMhvE3mg-xg


（４月１日）　退役軍人が負った深い心の傷を癒してくれるのは、同じ傷を負ったオオ
カミたちだった。「狼セラピー」 。

http://85358.diarynote.jp/201604012243275406/

トクホ許可商品？／「コアラのマーチ」一箱でWHO摂取基準に
達する／きのこ、いちご、酪農製品は放射性物質が蓄積され…（
外務省）／タイバニは健康に良いアニメ。

2016年4月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=7q513e1N8Zc
ワルキューレの騎行　Die Walküre 

neko-aii @neko_aii · 16 分16 分前 
"kikko_no_blog
原発事故後

静岡のお茶から基準値の数十倍の

高濃度の放射性セシウムが検出された時、

国「お茶は飲む時には約30倍に薄まる」
と基準値を30倍に緩和
高濃度に汚染された茶葉を

平然と出荷した。

国が守りたいのは

「国民」ではなく「企業」なのだ

neko-aii @neko_aii · 20分20分前 
2013年08月
ベラルーシ南東部は

1986年チェルノブイリ事故による
放射能汚染の影響がいまだ深刻な地域あり

それに伴う汚染食品の流通に

十分注意が必要

特に、きのこ、いちご、酪農製品は

放射性物質が蓄積されやすい（外務省）

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo.asp?
id=185&infocode=2013T107 …

天仙 @tensenten · 30 分30 分前 
ロッテ「コアラのマーチ」は一箱でWHO摂取基準に達するトランス脂肪酸＆発がん物
質入 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=298900&g=132108 …

天仙 @tensenten · 2時間2時間前 
花王『ヘルシアコーヒー』脂肪は減らないどころか血圧が下がる副作用、これがトク

ホ許可商品？

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=282455&g=132108 … 

天仙 @tensenten · 3時間3時間前 
「ファブリーズはいらない！」 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=272940&g=132108 ……除菌成分として入っている第四級アンモニウ
ム塩という化学物質が目にしみる。アレルギー性ぜんそくが発症するに至った例も 
https://pbs.twimg.com/media/BrHKDZVCMAALKDk.jpg

彫木・環（アベ政治を許さない） @CordwainersCat · 4時間4時間前 
実効線量で追加被曝年平均2mSvは大きい、大き過ぎる。決して許容できない。少なく
とも最近の私の感覚では。

http://85358.diarynote.jp/201604012243275406/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=7q513e1N8Zc
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo.asp?id=185&infocode=2013T107
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=298900&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=282455&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=272940&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/BrHKDZVCMAALKDk.jpg


原発事故の放射線影響なんかで交通事故に匹敵する確率で殺されて堪るか。交通事故

なら自分で用心すればリスクを最小限に下げられるのに敵が環境放射線ではほとんど

ブロック不能だし。

amaちゃんだ @tokaiama · 5 時間5 時間前 
回りで本当にバタバタ人が倒れ死んでいる現実に完全に目を背け「被曝で障害が出る

ことなどありえない」とのコンクリートのような妄想のなかに潜りこんでいる

彼らは自分の番が来てあの世に向かっても、おそらく因果関係に気づくことはあるま

い

これも勝ち組と同じ

死後の世界でもコロニーを作るのか

森川嘉一郎 @kai_morikawa · 5時間5時間前 
年表を作って新大学1年生の世代体験を確認。マンガやアニメについて講じている関
係で、こういう作業をしないと話の前提が組めなくなる。それにしても、一番多感な

時期に震災と原発事故を体験している。 
https://pbs.twimg.com/media/Ce8MdJ0XEAAXnjo.jpg

天仙 @tensenten · 6時間6時間前 
子供には食べさせたくない！大人でも食べ続けたら死の危険１０倍！身近な危険な食

べ物　

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=289337&g=132108 …

cmk2wlがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 6時間6時間前 
2013年4月からアメリカで警鐘が鳴らされている「ヘビカビ病」
アメリカ、特に東部フロリダ〜ニューハンプシャーで流行中

真菌の一種がヘビに感染する病。

感染したヘビは皮膚炎を起こし、目の中まで菌が侵入し、目が真っ白になる。

https://thepage.jp/detail/20160331-00000015-wordleaf …

天仙 @tensenten · 7時間7時間前 
花王、資生堂、マンダム… 洗顔料・歯磨き粉・ボディソープ等に眼球損傷＆環境汚染
の「マイクロビーズ」使用、米欧では規制進む 
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=293629&g=132108 … 　
https://pbs.twimg.com/media/BuLsPoyCQAEpJ7G.jpg

おもろいBOT @omoboibotbot · 10時間10時間前 
○爪で分かる健康状態 ●丸ではない白い斑点がある 神経の疲れ。 ●黒い縦すじがある
内臓疾患の疑い。 ●黒い斑点がある 体力が消耗している。 ●横に段がついている 栄
養状態の低下、または心理的ショック ●縦にすじがある 喉や肺に不調、または身も心
もぐったり疲れている e

Nob @Nob_hsj · 11時間11時間前 
RT
パート急に辞めて、社員急病で来なくて、早朝のバイトが普通に辞めて……チーフ共
々満身創痍

22:59 - 2016年3月31日

Nob @Nob_hsj · 3月31日 
RT
貧血で電車の中で倒れた、初めてだわこんなん、

急病人って遅延するのはこういうのなんだな、

めちゃ強く頭打ったわ、痛い、

職場に電話しても誰もでないし、、とりあえずはやく行かなきゃ今日も予約めちゃ

はいってるんだった、急がなきゃ、

8:47 - 2016年3月31日

https://pbs.twimg.com/media/Ce8MdJ0XEAAXnjo.jpg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=289337&g=132108
https://thepage.jp/detail/20160331-00000015-wordleaf
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=293629&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/BuLsPoyCQAEpJ7G.jpg


…なぜ「今日は休もう」とか「病院に行って精密検査を受けよう」とか、
そういう発想にならない…？？
…（〜〜；）…★

https://www.youtube.com/watch?
v=_67rvCHl1XI&ebc=ANyPxKqf0geYtj7Q4YuHC3aerCFzHkS0UbU5cIUnPM90kV_FZs5VLwXzb7QMYE52ZQvootL9jvEE0Z-
hxpCibzG1gmh_spUOuA
交響曲第６番《悲愴》（チャイコフスキー）

カラパイア @karapaia · 53分53分前 
【RT600UP】 退役軍人が負った深い心の傷を癒してくれるのは、同じ傷を負ったオオ
カミたちだった。アメリカで話題の「狼セラピー」

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214667.html … 
https://pbs.twimg.com/media/Ce84CJUWwAA1bvv.jpg

♪　もふもふ〜　♪（＾＾）♪

みゆんぼ @miyunbonchan · 56 分56 分前 
あかりと岩盤浴行ってき〜

たくさん汗かいたから健康になれたかな(＾Ｏ＾)
ゆったり1日過ごせてリフレッシュできた
話とまんなくて笑いすぎてさすが安定のぽんぼんコンビやな

Thank you for great time:) 

ダイエットの名言 @_diet_meigen_ · 2時間2時間前 
ただ単に、痩せたいからって感じでダイエットに取り組んでたけど、悪い習慣を断

ち切って、人生を変えたい！自分自身を成長させたい！ってポジティブな感じで、

ちょっと考え方を変えたら、ダイエットや健康管理が楽しくなった。ちょっと考え方

を変えるだけで、本当に人生変わる気がする。

美輪様の名言 @miwasamameigen · 6時間6時間前 
美味しくて体に悪いものを食べて病気になるか。不味くても体に良いものを食べて健

康でいるか。食べ物も人間関係も同じ。http://amzn.to/12eLhTQ

39degrees こうき くりはら @kx39degxk · 6時間6時間前 
親より先に死ぬ子がいるかバーカ、親孝行くらい本気でしてから散ってやるっての、

散らないけど。とにかく、俺が、俺らが守らなきゃいけないものは変わらず、やるべ

きことも変わらず、健康第一、人として、バンドマンとして、男として、ワガママに

全部救ってやりたい場合は、何よりも情熱を。わかる？

鳴虎 @naruco70 · 9時間9時間前 
去年手術した時に、数ヵ月後に開催のタイバニオケコンまでに死ぬ気で体調治すた

めに、ベッド横にバディのフィギュア置いて眺めながら糊みたいな全粥を完食しつつ

リハビリ頑張ったら主治医の予想以上に早く全快して結果的に退院予定日2日早まった
からタイバニは健康に良いアニメ

天仙 @tensenten · 10時間10時間前 
2000年前の医療法がなぜ滅びないのか?ー東洋医学でわかったこと
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=312150&g=132108 … …

https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=_67rvCHl1XI&ebc=ANyPxKqf0geYtj7Q4YuHC3aerCFzHkS0UbU5cIUnPM90kV_FZs5VLwXzb7QMYE52ZQvootL9jvEE0Z-hxpCibzG1gmh_spUOuA
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214667.html
https://pbs.twimg.com/media/Ce84CJUWwAA1bvv.jpg
http://amzn.to/12eLhTQ
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=312150&g=132108
https://www.youtube.com/watch?v=tsi5eJp4EVY&ebc=ANyPxKpDQ4ZAVvD9HyqwtNB6pzbBVjym3Cjkb5C5fsdeBqbbV4b_Fow4NzkxTOmadFT9Uhxkg79tbMTFVlSbilX71kiwjTKZAA


v=tsi5eJp4EVY&ebc=ANyPxKpDQ4ZAVvD9HyqwtNB6pzbBVjym3Cjkb5C5fsdeBqbbV4b_Fow4NzkxTOmadFT9Uhxkg79tbMTFVlSbilX71kiwjTKZAA
ドヴォルザーク　交響曲第9番「新世界より」第4楽章　小澤征爾指揮ウィーン・フィル 

天道光貫　アエス @EarthLightAES · 18 分18 分前 
失ってから気付くのでは遅過ぎてお話にならない。

失う前に守れ！福島近辺や高線度地域の人は出来るだけ早く移住を。

会社ぐるみでなら、尚、良し！

http://www.asahi-net.or.jp/~pu4i-aok/cooldata2/politics/sarcophugus.htm …
移住情報

http://ameblo.jp/aestikiu/entry-11098131652.html …

NHK@首都圏 @nhk_shutoken · 42分42分前 
震災 原発事故５年 “故郷には戻らない”避難者の思い
http://www.nhk.or.jp/shutoken/miraima/articles/00418.html …
https://t.co/E0KAunxTrv

HIRO 89@Geigers · 6時間6時間前 
で、メールチェックしたら、一足早く東京から避難移住されてる方の次男くんが今日

、旭川に無事移住！との知らせが(^^)

浅野忠信 ASANO TADANOBU @asano_tadanobu · 10 時間10 時間前 
【ご報告】

突然の事になりますが、今月からパプアニューギニアへの移住が決定しました。私自

身ずっと抱いていた夢であり決意に至るまで悩みましたが40代になり夢が膨らむ一方
であった為この決意に至りました。今後は現地の自然に囲まれパーム油の生産に力を

入れていこうと思っています。

浅野忠信

https://www.youtube.com/watch?v=_2UD-UD6Ssc
アイーダ　凱旋行進曲

 

http://www.asahi-net.or.jp/~pu4i-aok/cooldata2/politics/sarcophugus.htm
http://ameblo.jp/aestikiu/entry-11098131652.html
http://www.nhk.or.jp/shutoken/miraima/articles/00418.html
https://t.co/E0KAunxTrv
https://www.youtube.com/watch?v=_2UD-UD6Ssc


（４月２日）　人類を滅ぼしたいのか？

http://85358.diarynote.jp/201604020857106528/

【メルトダウン知られざる大量放出】ＮＨＫ 関東一円が放射能で
汚染された／この問題は20年近く前に指摘、対策は終了してい
なかった。

2016年4月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=l4CmF7scC-w
爆風スランプ - スパる 

競艇 競輪太郎 @miki03042552da · 17分17分前 
放射能汚染はたまにUstreamの福島原発を見るといい。ここの画像がきれいに見られる
ことはない。蜃気楼のような感じ。放射能汚染がスゴいんだな。

ホワイトフード @whitefood1 · 39 分39 分前 
4月2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/Ce_gSW7UIAEFyax.jpg

てまりん（30代　男♂） @temari_hn · 54分54分前 
☆拡散希望☆

累積被曝100mSvを下回る原発労働者が発病
福島市の子猿 白血球明らかな減少
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

川一 @pinpinkiri · 1時間1時間前 
4月から始まった青野由利先輩のコラムです。福島原発の事故でどのくらいのヨウ
素131が排出されたのか。それを追跡する地道な研究が続いています。全国の自治体の
大気汚染観測用ろ紙を収集‥。

http://mainichi.jp/articles/20160402/ddm/003/070/118000c … 
https://pbs.twimg.com/media/Ce_SstQUsAEToms.jpg

北濱幹也 @kitahamamikiya · 2時間2時間前 
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
… 

やがて空は晴れる...。 @masa3799 · 2時間2時間前 
原発の汚染土は間も無く、皆様に届けます。by自民党
http://blogs.yahoo.co.jp/honjyofag/66068983.html … 
https://pbs.twimg.com/media/Ce_Ov8lUAAAx_tT.jpg

Sputnik 日本 @sputnik_jp · 7時間7時間前 
福島県の川の土砂に高い放射能汚染が発見された。ＮＨＫによれば、当局は沿岸への

立ち入りを制限する意向という。

http://sptnkne.ws/aXbt 
#日本 
https://pbs.twimg.com/media/Ce-IihgUEAAR1IV.jpg

Geopolítica @Geopolitica_ · 8 時間8 時間前 
チェルノブイリ原発:爆発事故３０年　廃炉計画立たず: http://bit.ly/1RRwxCX
@mainichijpnews

いわた・きよし（岩田清） @Kiyoshi_IWATA · 8時間8時間前 
時事通信の動画に、「福一原発が津波ではなく地震で死んだ」事の最重要な証拠であ

る3号原子炉建屋の壁に露頭した断層罅割れを、東電が冷却放水に活用したコンクリー
トポンプ車でセメントを断層罅割れに吹っ掛け、「証拠隠滅したと云う証拠」を

発見！ 
https://pbs.twimg.com/media/Ce90PDYW4AAzzjc.jpg

tvk（テレビ神奈川）報道部 @tvknews930 · 10 時間10 時間前 
原子力艦船による放射能漏れ事故を想定した住民らの避難範囲について検討を進めて

きた内閣府の政務官らが、きょう、横須賀市の吉田雄人市長の元を訪れ、避難範囲を

変更しないとした国の見解を報告しました。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20160401-00010002-tvkv-soci …

neko-aiiがリツイート 
早尾貴紀 @p_sabbar · 10時間10時間前 
早尾貴紀さんが消えない☆夜をリツイートしました

栃木県那須郡の公園での測定だそうだが、空間では0.2マイクロシーベルト程度でも、
地表近くではあちこち５マイクロSV超。子どもが座ったり、転げたり、土や草を触っ
たりする公園で、ですよ。土を採ったら１万ベクレル/kg以上ありそう。

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
時間が経ち、関西でも枯葉の破片などに濃縮され、

0.3や0.4μSv/Hrの粒子がザラになりました。
SOEKS 01Mで警戒音の設定を0.3μSv/Hrにして
頻繁にピーピーなるようなら逃げ

その粒子が侵入する経路を厳密に閉じて下さい

『ベラルーシで現実をみた医師の考察』

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
建設当初、原発では格納容器内のほとんどの配管に

石綿などの保温材がついていた

もしこの状態で事故が起きると保温材がはげ落ち

圧力抑制室等に入ってポンプを詰まらせてしまう

この問題は20年近く前に指摘、対策は終了していなかった
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7bb7e080db8219f593168bb6bb150853 …

岩上安身 @iwakamiyasumi · 11 時間11 時間前 
【録画配信・Ch7】4月2日（土）20時〜「＜フクシマ5年目の真実④＞『冷や汗をかい
た経験？汚染水処理中、身につけたアラームが鳴りました』労働環境から給与明細

まで！現役原発作業員が赤裸々に語った“フクイチ”の内実」を録画配信。Ch7
→http://bit.ly/1gn8KVN

https://www.youtube.com/watch?
v=2hACJAwT4ik&ebc=ANyPxKpcha9zlj9kPLLEewJY9OLm3CW3uYq07XMhc5gSOk6VNCCHD1TK64tnGz2kuHWmbpmI2oxupE5ZgPOo8MGXTqqhXH12Iw
夜空ノムコウ - SMAP 

ウサ子＠TPP、安保法案、再稼働反対 @op0_0qo · 9分9分前 
福島第一原発では、現在も放射能汚染水の対策に追われる。福島県では十万人近くが

避難生活を送り、放射性物質を含む汚染土を処分するめどもついていない。東電や国

から十分な賠償が得られていないとして集団訴訟も相次いでいる。 http://www.tokyo-
np.co.jp/s/article/2016040290070454.html?
utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter …

zak @zak1419 · 14分14分前 
次の @YouTube 動画を高く評価しました: http://youtu.be/WUpfc3a9zog?a 創生水によ
る放射能汚染対策
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https://t.co/ZhSh9UYcx5

Takechan123da2さんへの返信 
あかねさす @akanesasu12345 · 37分37分前 
人の書いた原稿を読むだけの人。@Takechan123da2 ◆落選させたい議員◆丸川珠代
　自民党参院東京都選挙区◉環境相、年間被曝量を1ミリシーベルトとICRPがしている
に関わらず『何の科学的根拠もない』、心配する人を『反放射能派』

https://pbs.twimg.com/media/CardSItUEAAJYM0.jpg

コバヤシ 1@stepup · 43分43分前 
この国のリーダーは、頭いかれているとしか思えない。

日本、地球人類をを滅ぼしたいのか？今こそ原発に変わる技術革新が新産業として経

済危機を救う唯一の可能性なのに！ @tim1134 #飛べサル 

田口朝光 @taatyandes · 59分59分前 
「原子力利用 再びリードする」　首相、原発推進を宣言http://www.tokyo-
np.co.jp/s/article/2016040290070454.html …裸の王様には、大津地裁の運転停止の仮処
分も、制御できない放射能も、不明な事故原因のことも全く見えないらしい。二枚

舌が、海外では大口に！ 
https://pbs.twimg.com/media/Ce_XmStVAAAeVhs.jpg

エリック ・C @x__ok · 1時間1時間前 
東京新聞:「原子力利用 再びリードする」　首相、原発推進を宣言:政治(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016040290070454.html …　福島県では十万人近く
が避難生活を送り、放射性物質を含む汚染土を処分するめどもついていない。首相は

、こうした状況を無視。

NHKニュース @nhk_news · 3時間3時間前 
首相 各国原発の安全性向上に積極的に貢献を
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160402/k10010465471000.html … #nhk_news

平野啓一郎 @hiranok · 3時間3時間前 
企業の自家発電、原発７基分増える　災害対応や売電狙う　ＪＸエネやレンゴー、設

備増強

http://npx.me/9jpe/tpDq #NewsPicks

masanorinaito @masanorinaito · 4時間4時間前 
masanorinaitoさんがSözcüをリツイートしました
この記事、いつ誰がインタビューしたのかは書かれていないのだが、トルコに日本の

原発を輸出することを推奨した菅元総理が後悔しているという内容 
https://twitter.com/gazetesozcu/status/715979068902998016

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
これ、なにを言ってるんだろうなぁ

「憲法は核の使用や保有を禁止してるわけじゃない」とか、アタマおかしいね

「核セキュリティーサミット」やってたのに。小泉政権時、あべさんが「核兵器使用

は違憲とは思わない」と発言して大問題だったのに。

https://pbs.twimg.com/media/Ce9pt1eUkAEJQQq.jpg

晴(宇都宮けんじ氏山本太郎氏応援 ‼�) @haruka_1031 · 9 時間9 時間前 
晴(宇都宮けんじ氏山本太郎氏応援 ‼�)さんが戦争反対なOORer＠肉球新党営業部長を
リツイートしました

エイプリルフールらしいですよ。

高橋はるみ知事って、泊原発動かしたい人でしたよね。確か。 
https://twitter.com/OORer698/status/715874465960169472

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
"asoArchitect 2011-12-30
岡田克也 議員
生放送のラジオ番組に出演。

リスナーからの質問

「福島の子供を、なぜ避難させないのですか？」

岡田議員「お金が掛かるから...」
噂では聴いて いたけど
リアルに聴くことになるとは"

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
カルデコット医学博士

日本政府は

気が変になってますね。

彼らはロシア政府がしたのより

さらに悪く、この事故で隠蔽しているのです。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/031fa33c6b50fa459b5351c9dc79a84d …
東京には非常に

高放射能の地域があり

人々は放射性のちり等のある

アパートに暮らしている。

き★ゃ★す @kyasuming · 12時間12時間前 
「原発がないと生活ができなくなる、不便になる」と脅されるが、そうではないこと

はわかってる。北海道は泊原発なしで何回も冬を越せた。今さら動かさないで。

https://www.youtube.com/watch?
v=imLhVssHJec&ebc=ANyPxKrA31DK5gctW_cTILB758y62pcN62IPCiQpRP9RVQYCJy_BYYCwcQLHYy8os8UsUhKTsCh5zUXV5bKJnlCws5xhs7tymg
爆風スランプ★穴があったら出たい

昭和おやじ 【打倒安倍政権】 @syouwaoyaji · 12時間12時間前 
自衛の為の必要最小限度の核兵器？

そんな核兵器有る分けないだろ！！

自国内で使えば放射能汚染されるから使えない！！

結局、他国を攻撃する兵器だ！！

屁理屈で騙すな！！

「憲法は核兵器保有を禁止せず」政府、閣議で答弁書決定

http://www.asahi.com/articles/ASJ41540ZJ41UTFK00K.html …

https://www.youtube.com/watch?v=-
_sup0CBh3w&ebc=ANyPxKrs7jOIOm4FhraGlj8B6VpMG9UknPKGuG9XO5Z3MwPF7bBYz9oGEF6O9TUn1GngcYIHwPN6HqknOkKk52XvXAVGxjikKg
どんなときも。 - 槇原敬之（高音質）
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（４月２日）　狼少年 wolf boy ／これじゃあ誰も生き残れんわ。

http://85358.diarynote.jp/201604030007037480/

福島第一ライブカメラ悪化してます。

2016年4月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=NiyxJSvG4f4
森田童子 - 狼少年 wolf boy 

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
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 …
福島第一ライブカメラ（４号機側）

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html …
見てみてください。悪化してます。

neko-aii @neko_aii · 1 時間1 時間前 
2011年3月21日福島原発3号機の
MOX核燃料が燃えて出た
プルトニウム・ウランたっぷりの死の灰は

茨城県→東葛地区→東京都東部→横浜横須賀→鎌倉茅ヶ崎へと流れた

特に千葉県柏市を中心とする東葛地区

降雨により大量に降った

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f4316a9bdc319863c760307e9836bb77 …

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2012-12-21 横浜市港北区で高濃度セシウム検出〜強制避難レベルの数値 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/5ea46d9da9214f695a33430b3c387a6d …
横浜市港北区２６０万Bq/平方メートル
※この場所の地上５０センチの空間放射線量は

　毎時０．９１マイクロシーベルト

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
（平井憲夫）

４９基の原発が、

年間で公表されている事故。

これが実際は

２７０〜３００件あるんです。

ほとんど毎日のように。

で、公表されてるのが、

去年の分を今年公表してるんです。

http://85358.diarynote.jp/201604030007037480/
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これは重大事故なんです。

普通の人は

ほとんど無関心ではないのかなと

思うんですよね

cmk2wlがリツイート 
kamitori　緑と平和の地球が一番！ @kamitori · 3時間3時間前 
RT @cmk2wl この衛星写真の煙は 3、4号機ではないでしょうか。写真を拡大してそう
見えます。放射性物質は「大平洋に落下」したのです。 
https://pbs.twimg.com/media/A-SweYDCMAIttJR.jpg

野良猫ゴーゴー @noraneko_go_go · 3時間3時間前 
川内原発は耐震性を書類上で540ガルから620ガルに引き上げて再稼働を認可された。
追加の耐震工事もせずに九電担当者は「耐震性をエイヤッと引き上げた」と言う。宮

城県北部地震は2037ガル、新潟県中越地震は2516ガル。そもそも耐震性が620ガルで
は全く足りないニャ。

被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 3時間3時間前 
>>満遍なく（地域差なく）殺すのが目的。そうすれば原発事故（放射能）は関係な
いぜ！って後で開き直れるからね。

日本政府は放射能をナメすぎだよ。

これじゃあ誰も生き残れんわ。ひとっこひとり住めない島になる。

ホワイトフード @whitefood1 · 5時間5時間前 
4月2日18時24分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、95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/CfBvO_VUUAASOx7.jpg

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 6時間6時間前 
政府は日本の原発は世界一安全だと言い張るが、不思議なことに、事故が起こった場

合に備えたコアキャッチャーも、まともな避難計画すらも存在しない。福島第一原発

事故を経験していながら、事故が起きた場合を想定せずに一体何が世界一安全な

のか？ 

本間　龍　　ryu.homma @desler · 7時間7時間前 
2月11日、新潟日報掲載、カラー15段。なんと東電が新聞広告を復活させてた。原発作
業員の働く様子を見せ、こんなにマジメに頑張ってますとアピール。だが311以前もそ
う言ってたが、事故は起きた。地震や事故は人間の意志など軽く... 
https://pbs.twimg.com/media/CfBQK_OUEAAdnL4.jpg

赤い豚 @cochonrouge · 12時間12時間前 
二度と起こさない決意はした。対策はしてない。もう一件事故を起こして、安全対策

と廃炉に向けた平和用への研究を再びリードしたいという決意はすごい
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東京新聞:「原子力利用再びリードする」　首相、原発推進を宣言:政治(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201604/CK2016040202000142.html …

junkoがリツイート 
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 14 時間14 時間前 
再臨界の頻度に影響するかどうかはともかく、凍土壁だろうが鉄板だろうが、上から

ドボドボ入れ続けてるのに海へ溢れ出すのを止めれば、地下水をさらに高濃度で汚染

するか、地上に溢れ出してくるか。熱の逃げ場が無くなれば水蒸気が増えるか。

https://www.youtube.com/watch?v=d6wJeGtj-WI
【PV】森田童子「ぼくたちの失敗」 

neko-aiiがリツイート 
天才バカ・ボンボン @mrkoo1jp2000 · 39 分39 分前 
衆議院選挙は操作されていた！！「日刊ゲンダイ」がとんでもないことを暴き出して

いる http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ca79ba479f8f92cd3f79e93361f60407 … @neko_aii
さんから

neko-aiiがリツイート 
emi kiyomizu @kiyomizu5 · 8時間8時間前 � Mitte, Bremen 
ねえおかしいと思わない？

消費税がさあ、社会保障に使われてたら、何でこんなに悪くなってるの 
https://pbs.twimg.com/media/CfBE-61W8AA0_e2.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=H8XG7kg49MQ&ebc=ANyPxKr3-
PNOXjrtsmCGDebxI15AWyMzfjsQLYoWwQNembYbPMyLnEUjTQ4E1AEpYMMKsLkwoyFoU31dtyQDT2pRre1y-
M6kXQ
森田童子 - ラスト・ワルツ
 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201604/CK2016040202000142.html
https://www.youtube.com/watch?v=d6wJeGtj-WI
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ca79ba479f8f92cd3f79e93361f60407
https://pbs.twimg.com/media/CfBE-61W8AA0_e2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=H8XG7kg49MQ&ebc=ANyPxKr3-PNOXjrtsmCGDebxI15AWyMzfjsQLYoWwQNembYbPMyLnEUjTQ4E1AEpYMMKsLkwoyFoU31dtyQDT2pRre1y-M6kXQ


（４月３日）

http://85358.diarynote.jp/201604030840246033/

泊原発ずっと線量高くなってる。老朽化して、もれてる?

2016年4月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=HORH2pejz4c&ebc=ANyPxKpJEM6GCwIOY-
RsKZPyFAsR3z2YsvS_ZkQCDrAoPgReAnol6PR5kd5W4cHtUvotXXkjBBFRUTHFIW3G6r-
tN1NBk6GFSQ
「ハロハロ音頭」　春波夫 

cmk2wl @cmk2wl · 4 分4 分前 
湿度が上昇しています。

標高が高い地点で特に。

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
4月3日6時32分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、124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/CfEV5hlVAAAU70_.jpg

そら 脱被爆・脱原発 @soraazure · 6時間6時間前 
そら 脱被爆・脱原発さんが4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷ををリツイートしました
えーー、大阪来襲？フクイチ原発からの風？お花見どころじゃないですよね〜　そう

いえば、金曜は2時半ごろ地震が三重沖であり、震度４？20階で働いているのでかなり
揺れました。こんなんで原発再稼動なんてありえないのだけど・・ 
https://twitter.com/4_Sea_/status/716106803797319680

ホワイトフードさんへの返信 
電気ミント (NoNuke NoWar) @denki_minto · 7時間7時間前 
泊村周辺が数日前からずっとこのレベルの表示でとても心配。 RT @whitefood1 4月3
日0時32分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、88箇所以上存在し
ます。 http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 

Mahina* @kion412u · 8時間8時間前 
北海道にある泊原発の近くずっと空間線量高くなってる。

もしかして

そこの原発、老朽化でもして強風でもれてる?
もれてる場所を即なおすように伝えて、

永久に廃炉にしてもらわないと。 
https://pbs.twimg.com/media/CfCyZcpUYAAWXsS.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
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 …
福島第一ライブカメラ（４号機側）

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html …
見てみてください。悪化してます。

https://www.youtube.com/watch?
v=8KG7s7dkjjE&ebc=ANyPxKpgEQkV0PDhh5wmBcc93hpot0tJl0rsM1xxusJI734pUn9dewXAxBdewJprIIuO78mJdxVQl_o_rvz0L0mVHI4RgD6owg
爆風スランプ　シンデレラちからいっぱい憂さ晴らしの歌今夜はパーティー 

プルト君 @Plutokun_Bot · 4時間4時間前 
放射能事故が起きた場合、まずは避難地域を広く取って、安全が確認出来てから避難

地域を絞るんだ、これは極力被害をおさえるための「鉄則」だよ！だけど日本ではな

ぜか全く逆のことをしたんだ！

烏賀陽　弘道 @hirougaya · 5時間5時間前 
「SPEEDIのバックアップが起動して官邸にデータが届いていたのに、誰も意味が理解
できなかった」の「誰も」には班目春樹委員長や寺坂、平岡といった保安院幹部、東

電幹部が含まれます。＞　福島第一原発 メルトダウンまでの50年
　http://www.amazon.co.jp/dp/4750343153/ref=cm_sw_r_tw_dp_tEaaxb0XGWBSZ …
…

位置@ファンタジー馬鹿 @ichitawake · 6 時間6 時間前 
安倍がアメリカで原発再稼働しまくり宣言した陰で、国内も連動して動いているのが

分かる記事→丸川氏が泊原発視察 周辺4町村首長と会談 | 2016/4/2 - 共同通信 47NEWS
http://this.kiji.is/88929697478770691 …

平川典俊 @soudearunara · 5 時間5 時間前 
今日タイの大学教員に、日本政府がタイに原発売り込みをしていて非常に未来が不安

だと言われた。フクイチの事故収束ができないかも知れないと原子力規制委員会が最

近声明を出したが、技術的不備が露わになっているのに、日本政府はタイ国民に対し

一体何を考えているのだろうと思わずにはいられない。

http://85358.diarynote.jp/201604030840246033/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160403/85358_201604030840246033_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=HORH2pejz4c&ebc=ANyPxKpJEM6GCwIOY-RsKZPyFAsR3z2YsvS_ZkQCDrAoPgReAnol6PR5kd5W4cHtUvotXXkjBBFRUTHFIW3G6r-tN1NBk6GFSQ
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CfEV5hlVAAAU70_.jpg
https://twitter.com/4_Sea_/status/716106803797319680
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CfCyZcpUYAAWXsS.jpg
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index2-j.html
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html
https://www.youtube.com/watch?v=8KG7s7dkjjE&ebc=ANyPxKpgEQkV0PDhh5wmBcc93hpot0tJl0rsM1xxusJI734pUn9dewXAxBdewJprIIuO78mJdxVQl_o_rvz0L0mVHI4RgD6owg
http://www.amazon.co.jp/dp/4750343153/ref=cm_sw_r_tw_dp_tEaaxb0XGWBSZ
http://this.kiji.is/88929697478770691


昭和おやじ 【打倒安倍政権】 @syouwaoyaji · 7時間7時間前 
空から見るとペラペラだが…
東日本大震災クラスの津波なら、絶対壊れる！！

見通せない再稼働　防潮堤完成の浜岡原発 | 安倍宏行
http://www.huffingtonpost.jp/hiroyuki-abe/hamaoka_b_9588528.html …

原田裕史 @harada_hirofumi · 7時間7時間前 
「原発には反対ではないが」という枕詞を変動地形学の渡辺満久先生とかよく使って

たね。

そう言わないと話のとっかかりまでたどり着けないような抑圧された雰囲気はあった

せど、地質の生越忠先生は怒ってた。

桑ちゃん @namiekuwabara · 9時間9時間前 
お〜〜神様！原子力発電所で管理区域表面汚染４００Bq／㎡（Cs137換算；6.2Bq／kg
）超えたら靴の履き替えゴム手使用。表面汚染密度2万Bq／㎡（Cs137換算；307Bq／
ｋｇ）で埃の立つ作業全面マスク使用の基準は何処に消えたのでしょう。お〜まいご

っと。狂気の日本国。

ナオリン（脱原発に１票） @nm19553305 · 10時間10時間前 
ナオリン（脱原発に１票）さんがKAZUKOをリツイートしました
「住民に白血病や癌が増え中でも児童の甲状腺癌は急増中だ。その死地へ子供も妊婦

も２０ｍＳｖまで大丈夫だから帰還せよと命令する。フクイチ原発の後始末をしてい

る作業員が既に８００人以上死亡しているという情報もある」なんて言えないわな。 

amaちゃんだがリツイート 
しんちゃん @shinchann2008 · 10時間10時間前 
読売が書いた、日本のプルトニウム返還問題はたった4行。さて、どこでしょう。読売
読むと、世の中が分からなくなる。 

Nob @Nob_hsj · 12時間12時間前 
フクイチから東京まで、たった２３０Km。
https://pbs.twimg.com/media/CZe0bLXUAAAhp0J.jpg …

そら 脱被爆・脱原発がリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 12時間12時間前 
福一から、核微粒子ホットパーティクルが、ダダ漏れ中。

マスクでは防げない。吸い込んだら、肺に沈着してしまう。

危険な日本になっています。

じょなちゃん病気療養中 @jyonasan1957 · 14 時間14 時間前 
ロナルド・レーガンは福島に近寄っていない。震源地にはいあたら福一にはオトモダ

チ作戦なんかやっちゃいない。最初に逃げたのは彼らだ。

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 18時間18時間前 
こんにちは。:-) 北電が、電力自由化で泊原発が稼働すれば電気も安くなるとの社長コ
メント。どんな理屈なのやら。。 @hoshigatanoniwa @ie1230 @arudebaran60y
@owljii @bronks4215 @udonenogure1

naﾅmi 意識遠い系 HSsM @nanachin1974 · 22 時間22 時間前 
��都内のセメント工から放射性物質が放出？——福島原発由来なのか
（HARBOR BUSINESS Online） http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160402-
00089063-hbolz-soci … 
(4月2日(土)9時21分配信)
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBg9aHR0cDovL2xwdC5jLnlpbWcuanAvYW1kLzIwMTYwNDAyLTAwMDg5MDYzLWhib2x6LTAwMC12aWV3LmpwZxTADBTEBhwUhAYUlAMAABYAEgA&s=fCXkgoPMUJAJjzS7CEkiCdbYM1dDgc8FCQe-
QRsY2ZA

https://www.youtube.com/watch?
v=eMxjD1rdd00&ebc=ANyPxKq3uPcXRIiH4QEuDuKLWdmTyYgKk_SCo9zjOzqP82aAzoypkkApBDQDF8g81wP0QwAuohUb5-
7FRrmGTRBj0LJ4HYOS9g
せたがやたがやせ 

amaちゃんだ @tokaiama · 2 時間2 時間前 
凍土壁建設､被爆15ミリシーベルトとの闘い　多大な代償を伴い東電の汚染水対策が前
進（東洋経済）

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/413.html …
東電は電気の莫大な浪費こそ、自分たちの存在理由だと信仰している

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
ＣＩＡが爆発物をスクールバスに置き忘れ、生徒乗せ運行

http://www.cnn.co.jp/usa/35080581.html …
世界のテロの大半がCIAとモサドによる意図的な陰謀である
この場合も、たまたま地元の保安官が発見したが、意図的にテロを装って爆破する計

画だったのではないか？

https://www.youtube.com/watch?
v=oX5mpiYXSMc&ebc=ANyPxKrq8RUKCzdgtrG54po8LiNmXCqFQyuw5i7f1ehfmAzqxA7l_c6ywqtBFi0VVUw6lZtCsmvVn-
MNZjP6XrqOhOUISYnOuQ

http://www.huffingtonpost.jp/hiroyuki-abe/hamaoka_b_9588528.html
https://pbs.twimg.com/media/CZe0bLXUAAAhp0J.jpg
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https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBg9aHR0cDovL2xwdC5jLnlpbWcuanAvYW1kLzIwMTYwNDAyLTAwMDg5MDYzLWhib2x6LTAwMC12aWV3LmpwZxTADBTEBhwUhAYUlAMAABYAEgA&s=fCXkgoPMUJAJjzS7CEkiCdbYM1dDgc8FCQe-QRsY2ZA
https://www.youtube.com/watch?v=eMxjD1rdd00&ebc=ANyPxKq3uPcXRIiH4QEuDuKLWdmTyYgKk_SCo9zjOzqP82aAzoypkkApBDQDF8g81wP0QwAuohUb5-7FRrmGTRBj0LJ4HYOS9g
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/413.html
http://www.cnn.co.jp/usa/35080581.html
https://www.youtube.com/watch?v=oX5mpiYXSMc&ebc=ANyPxKrq8RUKCzdgtrG54po8LiNmXCqFQyuw5i7f1ehfmAzqxA7l_c6ywqtBFi0VVUw6lZtCsmvVn-MNZjP6XrqOhOUISYnOuQ
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（４月３日）　遠回りしてもご縁がある土地に呼ばれるといいな。

http://85358.diarynote.jp/201604040105257893/

毎日エイプリルフール自民党／つまり公約は嘘。詐欺と同じだね

。／読売新聞は福島原発事故によるホットスポットはデマだとい

う嘘を謝罪すべきである。

2016年4月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

とりとく @tkbei · 7時間7時間前 
「私はイスカンダルのスターシャ。放射能除去装置・コスモクリーナーの設計図と

マニュアル等一式は添付ファイルのとおりです」

#名作をいきなり終了させる

https://www.youtube.com/watch?v=ftkm6OhLTCg
Jennifer Lopez- Loving You 

藤田直明＠反自民／反原発／選挙に行こう！ @genpatuhantai21 · 4時間4時間前 
自民党は、選挙前は、脱原発だったハズだよね。

でも、真逆の事をやっているよね。

つまり公約は嘘だったと言う事。

ほかにも、ＴＰＰは反対してたんだよね。

でも交渉しちゃったよね。

詐欺と同じだね。

まだ自民に投票しますか？ 
https://pbs.twimg.com/media/CfHK7ptUYAAziSV.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=Lc2hPqRUhQM
Celeste Buckingham - Loving You (Official Video) 

天仙 @tensenten · 3時間3時間前 
★福島原発一号炉は米国ＧＥの欠陥製品だった！ http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=296024&g=132108 …　 https://pbs.twimg.com/media/B0HC-
BLCIAExZeP.png …

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
【福島原発事故、飯館村の真実】

役人「誰にも言わないでくれ。村長に口止めされてる」 
＊公式に発表された村の放射線量:44.7μSv／h　⇒嘘の報道
＊ジャーナリストから知らせてもらった数字：100μSv／h以上
http://blog.goo.ne.jp/jpnx02/e/7d5bdbcffa0c9e1a8b0e98ba6149ecba …

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 4 時間4 時間前 
●世界遺産は汚染されたところを選ぶ！福島で子供騙してるユネスコ⇒「金色堂前の

植え込みを計測した0.88。新世界遺産・平泉は、放射能に汚染されているのである」ス
ーパーホットスポットを次々発見、この数値を見よ! http://gendai.ismedia.jp/articles/-
/11933 … …

間辺　雄二（これでいいのだ） @Y_Manabe · 4時間4時間前 
鎌倉は、線量率こそ小さいですが、あずま屋のデータと比べることで、0.662MeV付近
にCs137による盛り上がりがあることが分かります。５年前、鎌倉にも確かに福島第１
原発から放射性物質が飛来したことが、今さらながら見て取れますね。

neko-aii @neko_aii · 4時間4時間前 
福島第一原発事故時

原発から約３キロの双葉厚生病院前で

１０００μSvまで測定できる
ガイガーカウンターを取出したが

ガリガリガリ検知音を発し

瞬時に針が振切れた。

「信じられない。怖い」

私は思わず声に出した。 京都新聞
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/5093fcb8ef031509440301652b83e56a …

ホワイトフード @whitefood1 · 5時間5時間前 
4月3日18時34分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、219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/CfG7D9uUUAICm13.jpg

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 11 時間11 時間前 
大規模な山火事の起きた郡山市周辺では、線量が二倍以上になっている

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

amaちゃんだがリツイート 
The berrys Mom @S_SAOMARIICHI · 12時間12時間前 
@cmk2wl 　　@tokaiama
沖縄うるま市の数値が上昇しています！

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

cmk2wl @cmk2wl · 16 時間16 時間前 
日の出町内でも放射性セシウムが観測されている。町内には多摩地域の自治体から出

た可燃ゴミの焼却灰を原料に用いるエコセメント工場が稼働。

ちくりん舎では2014年3月末、工場近くで測定を実施。同2.9ミリベクレル時を検出
した。http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160402-00089063-hbolz-soci …

https://www.youtube.com/watch?v=CP6LQjJo7eY
Marc Anthony, Tina Arena - I Want to Spend My Lifetime Loving You 

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 2 時間2 時間前 
丸川珠代原子力防災担当相が高橋はるみ北海道知事（泊原発三号機稼働認可承認知事

http://85358.diarynote.jp/201604040105257893/
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、経産省落下傘知事）と会談。高橋知事は、泊原発秋の原子力防災訓練を冬季に実施

変更することを要請。冬季の防災訓練を国に頼むような泊原発、避難訓練が必要な電

力は、いらない！

Moira @sugi_moira · 2時間2時間前 
Moiraさんが徳永みちおをリツイートしました
毎日がエイプリルフールの自民党は負ける、

3万円支給、消費税10%延期で国民を洗脳、懐柔中だが、実質賃金低下、GPIF大損、
TPP公約違反、金権腐敗、原発再稼働、言論統制、憲法改正、海外派兵に向かう安倍
は危険と感じる国民が増大中。

天仙 @tensenten · 3時間3時間前 
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=132108 …… 

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 3時間3時間前 
読売新聞は今頃になってやっと認めたが、放射線のホットスポットのことはずっと前

から分かっていたはずだ、読売新聞は、2011年に福島原発事故によるホットスポット
はデマだという嘘を流したことを今こそ謝罪すべきである。 
https://pbs.twimg.com/media/CRpNrMOVAAALgDg.jpg

天仙 @tensenten · 4時間4時間前 
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=132108 …… 
https://pbs.twimg.com/media/B5foxPXCMAAMXlU.jpg

neko-aii @neko_aii · 4時間4時間前 
"tokaiamada 2015年3月
人間というものは

よくもここまで馬鹿になれるものだ

福島で何一つ問題が

起きてないと信じている恐ろしい人々

もう説得する意味もない

あとは自分の体で

思い知ってもらうしかないが

騙されて避難できないでいる人たちが

本当に気の毒だ"

neko-aii @neko_aii · 4時間4時間前 
”福島県の農家の苦悩”
例えばウチの地区は

田んぼ140枚くらい
検査されるのはその中の１，２枚

検査に引っ掛かる確率は

MAXタイプのパチンコの単発落ちと同じ確率
基準値超えの田んぼが結構な数あるのに

なぜ作らせようとする

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/99f54190bc76f2a86189399892d5c604 …

はなまま @hanamama58 · 6時間6時間前 
原発から遠かったし、政府も大丈夫と繰り返し放送した。ある時知人が線量を計った

らとんでもなく高かった。これは危険と役所に訴えるため駆け込んだが、逆に「口外

するな」と口止めされた。

ロシアにも長谷川健一さんみたいな人がいた。国際シンポ。 

天仙 @tensenten · 7時間7時間前 
電通はなぜ、こんなに力を持っているのか〜 http://blog.nihon-
syakai.net/blog/2011/06/2006.html?g=132108 … 
https://pbs.twimg.com/media/ByQnGdnCQAARAiD.jpg

amaちゃんだがリツイート 
毎日嘘つき自民党 @A_sinzo_owari · 9時間9時間前 
毎日嘘つき自民党さんが文鳥さん　ぶんちょうさんをリツイートしました

都合の悪いデータは私達が守るしかないのかな。 
https://twitter.com/komatsunotsuma/status/716480186619826177

戸谷真理子 @irukatodouro · 11 時間11 時間前 
戸谷真理子さんが産経ニュースをリツイートしました

自民党、産経は原発推進だろう　南海巨大地震の震源予想域に浜岡原発が入っている

ことはスルーか　#自民党は毎日がエイプリルフール 
https://twitter.com/Sankei_news/status/716028581365698560

天仙 @tensenten · 15時間15時間前 
★原発関係者が誰一人罪に問われることがないのは、なぜか？

数々の元裁判官や元検察官の天下り先を見れば理解できる⇒

http://ln.is/www.rui.jp/3h79i …

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 4月1日 
内調が立ち上げた文春（文芸春秋）、そりゃ大スクープ連発できるわな。ネタの質が

違うからね。選びに選び抜かれたネタは、最高のタイミングで投下されるわけ。

https://www.youtube.com/watch?v=bhzJPP5HSNU
Lane 8 - Loving You (In Session with Lulu James) 

平野啓一郎 @hiranok · 12時間12時間前 
世界の流れ。 / 「原発は援助しない」、世銀と国連が表明
http://npx.me/QZoB/tpDq #NewsPicks
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhVaHR0cDovL2FmcGJiLmlzbWNkbi5qcC9td2ltZ3MvMS81LzM4NHgvaW1nXzE1N2FjMjUwMzRiZDAzYWQyNjk4ZTNiN2I2NmZhZGI2MTQ2MzY3LmpwZxSABhSQAxwUhAYUlAMAABYAEgA&s=ZdP_HTcHxEFoSRJtA7ZpBepRbU_H827bfTLKMag7EJ0

https://www.youtube.com/watch?
v=Bd0A0BPtfOU&ebc=ANyPxKpdh7MUn6Tn4c1MyZQCRMrnkPwPNlc7Xutsk8WTPtrRyxCSswHy4cpoiHK3Kg3JvmTuhGDxnrUCPFBuE5bqW0gnLbRofg
Celeste Buckingham - Love in Your Soul (Láska na Vlásku) Official 

Angama @Angama_Market · 3 分3 分前 
マイナンバーが登場し、まず海外送金にとっついたことでルーマニア移住の流れが去

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299372&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CRpNrMOVAAALgDg.jpg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299372&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/B5foxPXCMAAMXlU.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/99f54190bc76f2a86189399892d5c604
http://blog.nihon-syakai.net/blog/2011/06/2006.html?g=132108
https://pbs.twimg.com/media/ByQnGdnCQAARAiD.jpg
https://twitter.com/komatsunotsuma/status/716480186619826177
https://twitter.com/Sankei_news/status/716028581365698560
http://ln.is/www.rui.jp/3h79i
https://www.youtube.com/watch?v=bhzJPP5HSNU
http://npx.me/QZoB/tpDq
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhVaHR0cDovL2FmcGJiLmlzbWNkbi5qcC9td2ltZ3MvMS81LzM4NHgvaW1nXzE1N2FjMjUwMzRiZDAzYWQyNjk4ZTNiN2I2NmZhZGI2MTQ2MzY3LmpwZxSABhSQAxwUhAYUlAMAABYAEgA&s=ZdP_HTcHxEFoSRJtA7ZpBepRbU_H827bfTLKMag7EJ0
https://www.youtube.com/watch?v=Bd0A0BPtfOU&ebc=ANyPxKpdh7MUn6Tn4c1MyZQCRMrnkPwPNlc7Xutsk8WTPtrRyxCSswHy4cpoiHK3Kg3JvmTuhGDxnrUCPFBuE5bqW0gnLbRofg


年までと大きく変わりました。去年までは海外に移住していても日本の銀行口座がま

あまあ使えたのですが、今年からは迂闊に海外転出してしまうと日本に置いてきたお

金がルーマニアで引っ張り出せないことになります。

ハラミツ @haramitsu42 · 2時間2時間前 
バリに原発避難移住してきた友人が、

4年経ち貯金が足りなくなってきたのか、
滞在延長できなくなったと言っていた。

放射能に関心なかったり、

鈍感な人が多い日本から、

女性ひとり海外へ飛び出してきた勇気と行動力は大したものだと思う。

遠回りしてもご縁がある土地に呼ばれるといいな

https://www.youtube.com/watch?
v=1D5EMuo0kjo&ebc=ANyPxKpdh7MUn6Tn4c1MyZQCRMrnkPwPNlc7Xutsk8WTPtrRyxCSswHy4cpoiHK3Kg3JvmTuhGDxnrUCPFBuE5bqW0gnLbRofg
CELESTE BUCKINGHAM - I’m Not Sorry (International Women’s Day) 

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 4月1日 
政府やクソ官僚どもが恐れるのは、遠足だかの延長線上の反政府デモの増加でなく、

肝の座った、腰の入ったプロテスターが増えて行くことだろう。潜在的に、アラブの

それを想像させる日本人は、増えていると思う。霞ヶ関は楽しみにしてるがいい。貴

様等の非道三昧は、天が許しても民は許さん。

https://www.youtube.com/watch?
v=q_oo0BPkozI&ebc=ANyPxKoPFQdCPDXwKMQkzO55EOKudWhiu9783zGG9HrKOdEHJmlmng5dl-
0HdKMDLC06DbZ13imXBi1ZpZ8D88HR256ZQBUDqA
Majk Spirit & Celeste Buckingham - I Was Wrong |OFFICIAL VIDEO| 

https://www.youtube.com/watch?
v=v8sn8k3S1ko&ebc=ANyPxKq72j7uBmlh5V63xvKVoGVLl21Ge8aV7z-P1Ud3VAi9jgvZfn-
jnEuxR4ElBE9lEdSSzaVKuyl3lh3n4_XmiQIZmfRY4Q
哀 戦士
 

https://www.youtube.com/watch?v=1D5EMuo0kjo&ebc=ANyPxKpdh7MUn6Tn4c1MyZQCRMrnkPwPNlc7Xutsk8WTPtrRyxCSswHy4cpoiHK3Kg3JvmTuhGDxnrUCPFBuE5bqW0gnLbRofg
https://www.youtube.com/watch?v=q_oo0BPkozI&ebc=ANyPxKoPFQdCPDXwKMQkzO55EOKudWhiu9783zGG9HrKOdEHJmlmng5dl-0HdKMDLC06DbZ13imXBi1ZpZ8D88HR256ZQBUDqA
https://www.youtube.com/watch?v=v8sn8k3S1ko&ebc=ANyPxKq72j7uBmlh5V63xvKVoGVLl21Ge8aV7z-P1Ud3VAi9jgvZfn-jnEuxR4ElBE9lEdSSzaVKuyl3lh3n4_XmiQIZmfRY4Q


（４月４日）　大切なことは、常に正直であり、真実であるということです。すると、
あなた自身が透明性を持つことになる。オープンになるということです。

http://85358.diarynote.jp/201604040905235624/

北海道電力、２０１２年５月６日以降【３年１１ケ月原発稼働

ゼロ】継続中です。

2016年4月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

無能男＠NO NUKESわかやま @muno_man · 59秒59秒前 
北海道電力：２０１２年１月末〜２０１２年４月末原発稼働「１基」→２０１２年５

月５日泊原発３号機停止。以降、原発稼働「０基」継続中。●北海道電力、２０１２

年５月６日以降【３年１１ケ月原発稼働ゼロ】継続中です。

赤い豚 @cochonrouge · 8時間8時間前 
赤い豚さんがソースマンをリツイートしました

足りなくないよね

原発止まって2年近くの間。
いろいろ言われてたけど、電力不足で停電は起きてませんな。

電力そのものは不足しなかった。 

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 11時間11時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604040905235624/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160404/85358_201604040905235624_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160404/85358_201604040905235624_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160404/85358_201604040905235624_3.jpg


丸川珠代原子力防災担当相が高橋はるみ北海道知事（泊原発三号機稼働認可承認知事

、経産省落下傘知事）と会談。高橋知事は、泊原発秋の原子力防災訓練を冬季に実施

変更することを要請。冬季の防災訓練を国に頼むような泊原発、避難訓練が必要な電

力は、いらない！

https://www.youtube.com/watch?
v=BUvW1R8seOI&ebc=ANyPxKpXRMaCUMR2Hi83OQUxUOICj5HUsQJiu6vzPta_h0yJr-
tLDG2X_4vE5UUL87eNTWKDgYijwiORZG8vEzgltb_I0ouZ3A
奥田民生　『風は西から』

…だめぢゃん…？（〜〜＋）？
なぜ、戻る…？？

Crazy-B @MAXIMUM_Crazy_B · 2分2分前 
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１

２兆円ですよ！ : No Nukes 原発ゼロ http://fb.me/7KTMr1aIA

桜井智恵子 @tie323 · 5分5分前 
「使用済み燃料を半永久的にカネを取るための材料にしたい立地自治体、置いておく

しかないから支払って電気料金転嫁を狙う大手電力会社、それらを受け入れる政府。

原発をめぐる利益配分の構造…国民は、電力と税金を巡る関係にもより関心を持つ
必要」http://www.asahi.com/articles/DA3S12293917.html …

戸谷真理子 @irukatodouro · 6 分6 分前 
きのう、テレビで、宮城県沖と、南海沖の巨大地震が懸念されているってやったんだ

ってね。つまり、女川、福島、東海原発と、浜岡原発、伊方原発の危機ってことだね

jojo @jojo_eggman · 20分20分前 
ブログ公開中よ！「恐れていたことが・・・ＦＵＫＵ１の作業員に今、何が？」現場

の原発作業員が足りない。収束への工程が崩れ去っていく。日本の未来はあるか？ブ

ログhttp://eggman-warlrus.blogspot.jp/2013/09/blog-post_20.html …

ホワイトフード @whitefood1 · 26 分26 分前 
4月4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。

https://www.youtube.com/watch?v=BUvW1R8seOI&ebc=ANyPxKpXRMaCUMR2Hi83OQUxUOICj5HUsQJiu6vzPta_h0yJr-tLDG2X_4vE5UUL87eNTWKDgYijwiORZG8vEzgltb_I0ouZ3A
http://fb.me/7KTMr1aIA
http://www.asahi.com/articles/DA3S12293917.html
http://eggman-warlrus.blogspot.jp/2013/09/blog-post_20.html


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

ふらん @framboise731 · 1 時間1 時間前 
チェルノブイリの事故がわかりやすく解説されてる山岸涼子さんの「パエトーン」、

ネットで無料公開中。http://usio.feliseed.net/paetone/ 
「放射能の恐ろしさは人間の注意力や忍耐の限度を超えたところにあるのです」

忘れちゃダメ!! @take1102w1 · 1 時間1 時間前 
九州電力川内原発再稼働の同意にあたり、事故が起きても「避難の必要がない。普通

に生活してもいい」「もし福島みたいなことが起きても、もう命の問題なんか発生し

ない」（伊藤祐一郎　2014年11月7日　鹿児島県知事）

音駒で爆笑劇場ｗ @bakushougek_bot · 2時間2時間前 
研磨「避難訓練で『おかし』習ったでしょ？」

黒尾「習ったぜ！『恐れることなく、覚悟して、死を受け入れる』」

＿人人人人人人人＿

＞死を受け入れる＜

‾Y^Y^YY^Y^Y^Y‾ 
https://pbs.twimg.com/media/CfJlteEUMAMLuaH.png

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
発生から丸２日、山火事ようやく鎮火　福島 　（日テレNEWS24)
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/419.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
なんと世界の焼却施設の7割は日本にある　焼却で放射性物質は超微粒子化　被ばく被
害はさらに深刻になる

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/418.html …

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
土湯温泉の「足湯」、５年ぶり再開

http://www.minyu-net.com/news/news/FM20160403-063199.php …
2011年秋に測定したときは、空間線量が1マイクロシーベルト毎時を超えていた
土壌もキロ数万ベクレルの汚染地帯　住むことができないレベルだった

元原発技術者·平井憲夫 bot @hirainoriobot · 5時間5時間前 

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
http://usio.feliseed.net/paetone/
https://pbs.twimg.com/media/CfJlteEUMAMLuaH.png
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/419.html
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/418.html
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20160403-063199.php


138)また、神奈川県の武蔵工大の原子炉はたった100kWの研究炉ですが、これも放射
能漏れを起こして止まっています。机上の計算では、修理に20億、廃炉は60億円か
かり、大学の年間予算に相当するお金をかけても廃炉にはできない。停止して放射能

がなくなるまで管理するしかないのです。

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 5時間5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 #南海トラフ地震 #東海地震 #浜岡原発 #伊方原発 
https://pbs.twimg.com/media/B8y_bmWCAAAPh6_.jpg

ふしぎの国の原子力村 @O_TSU_KI · 9時間9時間前 
Nスペでhttp://j.mp/1UN5E7i 西日本が載っているプレートはブロックに分かれていて、
そのブロックの境目で大きな地震が(活断層より)起こりやすい、と放送していましたが
、その境目マップに原発の位置を重ねてみた。 
https://pbs.twimg.com/media/CfH39IBVIAAQXhW.jpg

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 
大規模な山火事の起きた郡山市周辺では、線量が二倍以上になっている

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

https://www.youtube.com/watch?v=vx61fYz-8WI&ebc=ANyPxKo3hzq-eFANFpB4qO6nT-
OveAjVuwFmkZ9tgK5v99FqXnlDwlRp4EqaQebGv0Qxo3-kU59DdZDv3NLeGiGpw6oUUZNdXg
奥田民生　『マシマロ』

junko @junko_in_sappro · 7 分7 分前 
自民党議員が反論できずタジタジの山本太郎氏の追求…
「TPP断固反対・自民党」のポスターを示し「これ覚えてますか？」
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=109108 … 
https://pbs.twimg.com/media/CfJ-plmUMAAQY4h.jpg

AS @ActSludge · 14分14分前 
◆昔のブログ　『●政治献金という名の「賄賂」：　アベ様達は原発産業と「ズブ

ズブ」の関係』／「…原発輸出を進める自公議員たち…２０１４年１２月衆院選でア

https://pbs.twimg.com/media/B8y_bmWCAAAPh6_.jpg
http://j.mp/1UN5E7i
https://pbs.twimg.com/media/CfH39IBVIAAQXhW.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://www.youtube.com/watch?v=vx61fYz-8WI&ebc=ANyPxKo3hzq-eFANFpB4qO6nT-OveAjVuwFmkZ9tgK5v99FqXnlDwlRp4EqaQebGv0Qxo3-kU59DdZDv3NLeGiGpw6oUUZNdXg
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=109108
https://pbs.twimg.com/media/CfJ-plmUMAAQY4h.jpg


ベ様達は「信任」されたそうです。「狂」、「恥」、「了」…」
（http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/86593965932aa68d5fb72e521a5efc2d …）

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
自民党がネットの本格的弾圧を開始！

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160403/k10010466111000.html …
警察庁サイバー本部には多くの統一教会原理研メンバーが含まれていると20年前から
噂があった

今度は、中国政府なみの直接弾圧に向かう

宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 5時間5時間前 
私にとって、原発事故に伴う「避難の権利」の確認とは、つまるところ、日本国憲法

を守ることの確認なのだ。憲法に国民の義務として定められた「不断の努力」として

の行為なのだ。

政治家や行政の人間は、放置すれば日本国憲法に違反する。それをさせない為の行

為だ。

@karitoshi2011

https://www.youtube.com/watch?v=aoc1dWpEbH0
奥田民生　『最強のこれから』 

ダライ・ラマ14世bot @DalaiLama14jp · 10時間10時間前 
大切なことは、常に正直であり、真実であるということです。すると、あなた自身が

透明性を持つことになる。オープンになるということです。

http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/86593965932aa68d5fb72e521a5efc2d
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160403/k10010466111000.html
https://www.youtube.com/watch?v=aoc1dWpEbH0


（４月５日）

http://85358.diarynote.jp/201604050848224679/

【報道が決して国民に伝えない】。

2016年4月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=qUoTOzRmKOY&ebc=ANyPxKq-
DXM_6y9aI9nlhmv3GKBdgpNSoOecEw1FlU38A_fexjy8GIWnbmNSt9EJFbgn8t9rELfIACWDz5BT_AoWGmsQQCr5ZA
Do As Infinity / Desire 

cmk2wl @cmk2wl · 29 分29 分前 
東電福島原発からの風は、関東に。

戸谷真理子 @irukatodouro · 1 時間1 時間前 
メディアが報じない原発禍の街の真実　深刻な医師、看護師不足で病気ひとつでき

ない http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/178732 … #日刊ゲンダ
イDIGITAL

CAVU @cavu311 · 2時間2時間前 
未解明だった入市被曝の被害原因を執念で追い続ける科学者の話。「低線量で鼻血な

んてありえない」と冷笑・罵倒する態度の正反対にあるもの： 記録と記憶: NEXT 未来
のために:「科学者65歳研究室を出る」 広島原爆 残された謎を追って
http://renree.blogspot.com/2016/03/next-65-2016317.html …

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 5時間5時間前 
単位がベクレルではなくてミリベクレルパーリットルなので注意。→“太平洋・日本海
・オホーツク全てでSr-90検出。得に東京湾の放射能汚染状況はすさまじい！【海上保
安庁・日本近海放射能調査結果26年… http://wp.me/p3zyjC-4nw
https://t.co/gm19w67tn1

北濱幹也 @kitahamamikiya · 6時間6時間前 
【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

あづま山人 @nuke_cs137 · 7時間7時間前 
太平洋セメント 「このたび福島県内で日々発生する下水汚泥につきまして…、放射能
濃度が低く安定し、セメント製品の放射能濃度がクリアランスレベルを下回ることが

確実なため、当社大船渡工場…において下水汚泥の受け入れを開始いたします。
」http://www.taiheiyo-cement.co.jp

宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 7時間7時間前 
放射性物質の封じ込めに失敗し、あきらめた日本政府は、論点のすり替えを行う。放

射影物質の種類をヨウ素とセシウムに限定して公表し、数字は放射性物質の濃度や量

ではなく、放射線の空間線量だけに限定する。限定する理由付けは、かなり苦しいが

御用学者に出させる。

@karitoshi2011

小熊英二 @quikion · 9時間9時間前 
「首相官邸の前で」欧州講演は一段落。反応は各国で違うが、日本の観衆から時々出

る「こんなデモは不謹慎だ」「なぜ原発支持者もインタビューしなかったのか」とい

http://85358.diarynote.jp/201604050848224679/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=qUoTOzRmKOY&ebc=ANyPxKq-DXM_6y9aI9nlhmv3GKBdgpNSoOecEw1FlU38A_fexjy8GIWnbmNSt9EJFbgn8t9rELfIACWDz5BT_AoWGmsQQCr5ZA
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/178732
http://renree.blogspot.com/2016/03/next-65-2016317.html
http://wp.me/p3zyjC-4nw
https://t.co/gm19w67tn1
http://www.youtube.com/watch?v=1Q3ljfLvHww&feature=related
http://www.taiheiyo-cement.co.jp/


う意見は、どこの国でも聞かなかった。次はシドニー、そして東京で4月13日・27日
。http://www.uplink.co.jp/kanteimae/theater.php …
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBgzaHR0cDovL3d3dy51cGxpbmsuY28uanAva2FudGVpbWFlL2V4L2ltZy9tYWluX3MuanBnFIgOFKwHHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=FK-
pP4H5jTEREuYwgvtk6P4kH3mBkyNLR2eY5tW5K6k

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4月3日 
名無し：04/03 10:27
http://www.minpo.jp/news/detail/2016040330026 …
吉野家新入社員、表郷で定植体験

牛丼大手の吉野家ホールディングスの新入社員１００人は２日、白河市表郷の提携農

場でキャベツ青ネギの定植を体験した。

ナオリン（脱原発に１票） @nm19553305 · 4月3日 
ナオリン（脱原発に１票）さんが被曝猫をリツイートしました

石棺化したチェルノブイリと同時に複数が爆発し露天のままのフクイチでは、周辺人

口の多寡からいっても放射能汚染の拡大と被曝の深刻化は桁違いになるでしょう。被

害拡大の過程が同じ水俣病等公害病も深刻ですがそれらより遥かに過酷な悲劇になる

。

https://twitter.com/EUCALYPTUS_70ml/status/715486772193415168

https://www.youtube.com/watch?v=diHFxAqTPgI&ebc=ANyPxKqK8PQiE5wsaf9n9fQUMtneK2f-
MjRIU6jHaq32uq7PzjOKByyQt-VenloD8fkZKd_hroXPrmvdG6FkmfGi39Bifc8YaA
Do As Infinity / rumble fish 

https://www.youtube.com/watch?v=PgGo8EHVNac&ebc=ANyPxKpa-EFrHRzTqXSFLKXdd6ZWH-
3m-SwVkGScFkAdyvlyfxlMe5_DjhlFl5eo_YkSUIsu5ZgUGBqUnLyMOOGM3FkpW5jthQ
Do As Infinity / Tangerine Dream
 

http://www.uplink.co.jp/kanteimae/theater.php
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBgzaHR0cDovL3d3dy51cGxpbmsuY28uanAva2FudGVpbWFlL2V4L2ltZy9tYWluX3MuanBnFIgOFKwHHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=FK-pP4H5jTEREuYwgvtk6P4kH3mBkyNLR2eY5tW5K6k
http://www.minpo.jp/news/detail/2016040330026
https://twitter.com/EUCALYPTUS_70ml/status/715486772193415168
https://www.youtube.com/watch?v=diHFxAqTPgI&ebc=ANyPxKqK8PQiE5wsaf9n9fQUMtneK2f-MjRIU6jHaq32uq7PzjOKByyQt-VenloD8fkZKd_hroXPrmvdG6FkmfGi39Bifc8YaA
https://www.youtube.com/watch?v=PgGo8EHVNac&ebc=ANyPxKpa-EFrHRzTqXSFLKXdd6ZWH-3m-SwVkGScFkAdyvlyfxlMe5_DjhlFl5eo_YkSUIsu5ZgUGBqUnLyMOOGM3FkpW5jthQ


（４月５日）　恋愛って免疫力をアップさせてくれるんだよ！／激しい運動は免疫力を
低下させるという。そうか、人類は免疫力と引き換えに子孫を残してきたのだな。

http://85358.diarynote.jp/201604050851534720/

われわれは感情の動物なのだ。その感情を否定するのは非常に不

健康なことだ／人類は免疫力と引き換えに子孫を残してきたの

だな。。

2016年4月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

修造 @syuuzou0321 · 6分6分前 
病気をしてから覚えた僕流の治療法は、笑うことです。退院してすぐは、ほんの１

分ボールを打っただけでヘトヘトになりましたが、それでもとにかく笑うようにして

いると、不思議と段々疲れなくなっていきました。笑いが免疫系にプラスに作用した

のだと思います。

十四松の健康術 @ju_shi_ma · 2時間2時間前 
作り笑いにもスッゲー効果があるんだよ！

笑う事には免疫力アップさせたり、

幸せを感じる物質であるエンドルフィンを分泌させたり、

いいことばっかなんだけど、これって作り笑いでも同じ効果があるんだって！

笑顔を忘れないでね！

https://www.youtube.com/watch?v=OiBzSms8RNo
Do As Infinity / 冒険者たち 

美・ダイエット最前線 @diet_drink · 1 分1 分前 
一日一食

雑穀を取り入れれば何もせずに

アンチエイジング効果で健康・美肌に!?
http://googirl.jp/biyou/1412age124/ … @gogoogirlさんから

http://85358.diarynote.jp/201604050851534720/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=OiBzSms8RNo
http://googirl.jp/biyou/1412age124/


大人ニキビ攻略！美肌になる♡｡*ﾟ+.* @mosmosmos113 · 5分5分前 
【大人ニキビの原因①】 睡眠不足。
睡眠が不足すると、肌の免疫力が低下し、アクネ菌増殖の原因となります。

また、ホルモンバランスも乱れやすくなるので、皮脂の過剰分泌につながります。

健康・美容・ダイエット情報 @yamada01111 · 6分6分前 
腸も冷える···？今日から「腸もみ」で健康な身体に - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2138352364306132101 …

MERY @mery_news · 1時間1時間前 
朝からまだなにも口にしてないあなたはこれを見て。

抜くのはNG！ホンキで痩せたいのなら、まず朝食を見直すべき理由
http://mery.jp/227883?from=mery_tw … #朝食 #朝ごはん #理由 #健康 #美容

こころの保育園 @full_moon_home · 5時間5時間前 
笑いは、ストレス解消に役だちます。笑いは、心の傷を癒します。笑いは、体の免疫

力を高めます。笑いは、人生にうるおいと楽しさをもたらします。

(a1)

Sputnik 日本 @sputnik_jp · 9 時間9 時間前 
#トマト に #放射能 から守る成分発見
http://sptnkne.ws/aXZc

上西隆史 WORLD ORDER @joonysroom · 11時間11時間前 
ガパオライス作るの巻

最近、健康的な食生活を意識し始めた結果。

めっちゃ自炊

楽に時短で作るかを考えるのが楽しい。 
https://pbs.twimg.com/media/CfMzWBDUAAQ0NHE.jpg

Susumu Hirasawa @hirasawa · 11時間11時間前 
おそらく免疫も向上していると思われます。

笑うと免疫が向上するのと近い効果かと思われます。

十四松の健康術 @ju_shi_ma · 18時間18時間前 
恋愛って免疫力をアップさせてくれるんだよ！

http://matome.naver.jp/odai/2138352364306132101
http://mery.jp/227883?from=mery_tw
http://sptnkne.ws/aXZc
https://pbs.twimg.com/media/CfMzWBDUAAQ0NHE.jpg


自律神経のバランスをとるのに、ドキドキとリラックスを繰り返す恋愛がピッタリな

んだって！

免疫力アップで風邪も予防できるね！

ただ、もう失恋した時の胸の痛みは味わいたくないなぁ… 

朱鷺（shuro）がリツイート 
自然農bot @shizen_no · 4月1日 
風邪をひく人とひかない人があります。風邪をひくかひかないかは、その人の健康状

態によるのです。ウィルスを問題にしません。ましてや敵にしません。

https://www.youtube.com/watch?v=i5XZH7jeDiQ
Do As Infinity / 遠くまで

天仙 @tensenten · 14 秒14 秒前 
インフルエンザの特効薬【タミフル】は「症状がある期間を7日から6.3日に短縮するだ
けの効果しかないが副作用が有る」 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=299020&g=132108 …
https://pbs.twimg.com/media/B4dLAVyCEAAQ8yL.jpg

アロステ @alloste · 3分3分前 
激しい運動は免疫力を低下させるという。そうか、人類は免疫力と引き換えに子孫を

残してきたのだな。

もちぞう @yuhi031902 · 8分8分前 
口内炎も口唇ヘルペスも栄養不足体調不良免疫低下が原因だからああ

生物学たん @seibutsugakutan · 22分22分前 
ヒスタミンは免疫に関係する物質で、血管拡張や免疫に関わる細胞の活性化を行うよ

。その他にも脳の覚醒を維持したり、胃酸の分泌を促進したりもするはたらきものな

んだ。目や鼻の痒みを抑えるために花粉症の薬を飲むと眠くなるのは、ヒスタミンが

色んな役割を持つからなんだね。

木葉功一 @kibakoichi · 52分52分前 
「ハチミツを摂るなら、それが生で、非加熱のものであるか確認しましょう。特別な

https://www.youtube.com/watch?v=i5XZH7jeDiQ
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299020&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/B4dLAVyCEAAQ8yL.jpg


療養などのために使うのはいいですが、毎日食べるようなものではありません

」http://blog.goo.ne.jp/yokochan_2009/e/6484e7f9ac6ab83fcd1671c73581cb1c …　ふ
うむ。

名もなき投資家 @value_investors · 52分52分前 
◉国民健康保険料

1988年　→　2015年
56372円　→　93203円
1年で111万
10年で1118万
40年で4473万
1人平均でこれなら、強制的に積立てさせ、もし自分が事故や病気でこの費用以下で済
んだら65歳で差額分を払い戻すとかいう制度の方がはるかにマシ

名もなき投資家 @value_investors · 57分57分前 
国民健康保険の内訳 
https://pbs.twimg.com/media/CfO3QZkVIAATMgA.jpg

名もなき投資家 @value_investors · 1時間1時間前 
国民健康保険の1人あたり平均がこんな金額なら、それぞれが自分で毎月この金額貯め
てた方が、病院行ってもお釣りがくる。

1年で111万
10年で1118万
40年で4473万
民間の保険でこんな金額なら誰も入らない。というか入れない。

制度として破綻してる事を表してる。

あのメガネ@じょっぴを欲するモノ @magicahazard · 1時間1時間前 
ウィルスに冒され免疫によって破壊された細胞と死んだ白血球の分を喰いまくるから

病後は太ってることある

じょなちゃん病気療養中 @jyonasan1957 · 3時間3時間前 
愛というものは本能に従って使うものなんだよ。幼児を病院に行かせるるべきでは

ない。免疫力を弱めるからだ。

mizuki_kanna07409 @kanna07409 · 6時間6時間前 
「住宅の無償提供打ち切り」が決まってから、一段と「健康被害」を求めるようにな

http://blog.goo.ne.jp/yokochan_2009/e/6484e7f9ac6ab83fcd1671c73581cb1c
https://pbs.twimg.com/media/CfO3QZkVIAATMgA.jpg


ってきたよね。

「カネより命だろ！」と言った人たちが、いまは「カネ」と言ってる。いくらキレイ

事を言っても、生きていくにはカネが必要。

素直に「カネよこせ」って言えばいいんじゃね。

ベルナ村のミツビシ @mitsubisi · 8時間8時間前 
健康診断で何度も巡り会いなんとなく仲良くなったマダムとごはん食べながら、かつ

て本当にブイブイいってた時代のバブル話をたくさん教えてもらってめちゃくちゃ面

白かったです。「パンを買おうとしてね、出かけたらね、買ってたのよ、車を」「

車を」「パンも買ったわ」「安心」

天仙 @tensenten · 9時間9時間前 
★現代医療を牛耳る存在〜国際医療マフィアとは？

http://ln.is/www.rui.jp/AqVDb …

とらた @torata_t · 10時間10時間前 
はんにゃ川島、32歳で腎臓ガンだったことを初告白。きっかけは「彼女と結婚するの
に体をきれいにしておこうと健康診断した」と偶然検査したところ早期で発覚したと

の事。彼女はガンであっても「お腹にできた子供が見つけてくれた」と言ったそうだ

。泣ける。#しくじり先生 #tvasahi

シンヤポス＠ぐでぽし @sinyapos · 10時間10時間前 
あー、だから健康SPって括りだったのか。。。＜松村邦洋→心肺停止、はんにゃ川島
→腎臓がん #tvasahi #しくじり先生

天仙 @tensenten · 12時間12時間前 
★アメリカ政府は、癌の三大療法（抗がん剤·放射線·手術）が

本物の癌を発症させることを認める

http://ln.is/www.rui.jp/OJt27 …

天仙 @tensenten · 14時間14時間前 
★輸血に関するウソ、赤十字社などの血液利権の巨悪犯罪（１）

http://ln.is/www.rui.jp/2AEFQ …

https://www.youtube.com/watch?v=Nldyllm3tIY
Do As Infinity / We are. 

http://ln.is/www.rui.jp/AqVDb
http://ln.is/www.rui.jp/OJt27
http://ln.is/www.rui.jp/2AEFQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nldyllm3tIY


栗原ジャスティーン @Jay_C_Shell_12 · 23分23分前 
やっぱ将来はハワイで物は少なくていいから、窓が大きくてキッチンが広い家で家族

の愛情に包まれてゆったり生活がしたいな

自然や海がある所で体を動かして健康的な生活

と妄想が広がる火曜の朝

新しい家族を迎える前に夫婦愛を深く広く築きたいな

ジェダイ・オーダー @Jedi_Temple · 4時間4時間前 
われわれは感情の動物なのだよ。その感情を否定するのは、非常に不健康なことだ。

しかし、たとえば人は、怒りを感じても、それに支配されずにすむ。悲しみを感じ

ても、それでだめにならずにすむ。わたしたちは、フォースが与えてくれる平和の上

に感情を築くのだよ

https://www.youtube.com/watch?v=ePsbqvaVnMA&ebc=ANyPxKoilEwP8K3cF87w5-
ikR2zsaYdSkN-RHzvTQpXibWy_2A9W0UkExo2Dwt3gnGVXHmvQbnhSodqqZojmW9KvERX-
UVSVtg
Do As Infinity / Yesterday & Today 

https://www.youtube.com/watch?v=DPCCbIhV8nU&ebc=ANyPxKq5Pq8LeA7a8ndMEz-jv1fJ-
AMQhZHqwoBtCzTLUAxyahv6GEHi1rIbOn-_hd5Uuhxd3iBZraEi9Q_hCb7hLs0FIfKL6g
Do As Infinity / Heart 

「トロワ、えがお笑顔！」

https://www.youtube.com/watch?v=ljXFL4dyDIk
Gundam Wing Opening 1 (HD) 

https://www.youtube.com/watch?v=ePsbqvaVnMA&ebc=ANyPxKoilEwP8K3cF87w5-ikR2zsaYdSkN-RHzvTQpXibWy_2A9W0UkExo2Dwt3gnGVXHmvQbnhSodqqZojmW9KvERX-UVSVtg
https://www.youtube.com/watch?v=DPCCbIhV8nU&ebc=ANyPxKq5Pq8LeA7a8ndMEz-jv1fJ-AMQhZHqwoBtCzTLUAxyahv6GEHi1rIbOn-_hd5Uuhxd3iBZraEi9Q_hCb7hLs0FIfKL6g
https://www.youtube.com/watch?v=ljXFL4dyDIk


（４月５日）

http://85358.diarynote.jp/201604060050251253/

原発作業員も火砕流でやられてしまいます／原発事故がなければ

助かっていた人たちの命まで失われました。

2016年4月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
「噴火も地震や津波と一緒で、防ぐことはできません。それだけでも多くの人命が失

われるでしょう。しかし福島では、原発事故がなければ助かっていた人たちの命まで

失われました。それこそ、私たちが学ぶべき教訓です」

https://www.youtube.com/watch?v=h6HJbfO-0XM
Please Save My Earth Arai Akino 
ぼくの地球を守って挿入歌　Aria〜紫苑と木蓮.wmv 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 分9 分前 
桜島

4月05日22時51分：爆発。「噴煙：火口上2700m　弾道を描いて飛散する大きな噴石
：5合目。瀬戸空振計：12.9Pa　噴煙量：やや多量以上」Photo ©気象庁
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160405230456_506.html
…
https://pbs.twimg.com/media/CfSP7s1VIAA1WRB.jpg

http://85358.diarynote.jp/201604060050251253/
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http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160405230456_506.html
https://pbs.twimg.com/media/CfSP7s1VIAA1WRB.jpg


cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
「数百度の熱を帯びた火砕流が川内原発敷地内まで到達する可能性があります。そう

なれば、原発自体が破壊されるのはもちろんのこと、原発作業員も全員火砕流でやら

れてしまいます。火砕流と放射能で、外部から救助にも原発の収束作業にも入れない

という恐ろしい事態になってしまうのです」

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
川内原発に近い姶良カルデラが噴火した場合について鹿児島大学の井村隆介教授

「噴火に伴う原発事故の場合、火山灰に放射性物質がくっついて、風に乗って全国に

降り注ぐことになります。しかもカルデラ破局噴火の場合、日本最大の地上の火山で

ある富士山と同じくらいの体積の降下物が飛散します。」

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 � Uzbekistan 
【M5.0】EASTERN UZBEKISTAN 19.5km 2016/04/05 21:12:05JST, 2016/04/05
12:12:05UTC
(G)http://j.mp/1N6pJNs (USGS)http://j.mp/1qrDxgV

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M4.5】NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS 464.3km 2016/04/05 18:34:27
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1W8RMmO (USGS)http://j.mp/25Im1oT

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M5.1】MOLUCCA SEA 67.7km 2016/04/05 17:52:35JST, 2016/04/05 08:52:35UTC
(G)http://j.mp/1qmOBMw (USGS)http://j.mp/1qmOz7l

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.7】KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 35.0km 2016/04/05 17:29:21
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1MPxxIG (USGS)http://j.mp/1qmMcBF

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � मेघालय, भारत 
【M5.0】MEGHALAYA, INDIA REGION 10.0km 2016/04/05 16:42:24JST, 2016/04/05
07:42:24UTC
(G)http://j.mp/1YcOihM (USGS)http://j.mp/1SxuaD0

http://j.mp/1N6pJNs
http://j.mp/1qrDxgV
http://j.mp/1W8RMmO
http://j.mp/25Im1oT
http://j.mp/1qmOBMw
http://j.mp/1qmOz7l
http://j.mp/1MPxxIG
http://j.mp/1qmMcBF
http://j.mp/1YcOihM
http://j.mp/1SxuaD0


地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ60.3km 2016/04/05 16:22:04 http://j.mp/1Sxs5XD

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年04月05日 11:31】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月05日 11:24
現象：爆発

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M4.6】日本海東部 深さ280.3km 2016/04/05 08:25:23
(G)http://j.mp/1N5ulUa (アニメ)http://j.mp/23c1VRN

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.7】浦河南方沖 深さ50.3km 2016/04/05 07:56:49 http://j.mp/1VrEOjq

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M3.0】国後島近海 深さ134.3km 2016/04/05 05:31:52
(G)http://j.mp/1RAwH2C (アニメ)http://j.mp/1V574JU

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.7】国後島近海 深さ95.6km 2016/04/05 00:42:14 http://j.mp/1qkeuwo

…地震回数多すぎてわけわからん…★
…||||（＠＠；）||||…★

特務機関NERV @UN_NERV · 18 分18 分前 
【成田線[佐倉〜成田空港・銚子] 運転再開 2016年4月5日 23:15】
水郷〜小見川駅間で発生した踏切事故の影響で、佐原〜銚子駅間の運転を見合わせて

いましたが、23:10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
。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【湘南新宿ライン 運転再開 2016年4月5日 16:51】
池袋駅付近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、16:45現在、

http://j.mp/1Sxs5XD
http://j.mp/1N5ulUa
http://j.mp/23c1VRN
http://j.mp/1VrEOjq
http://j.mp/1RAwH2C
http://j.mp/1V574JU
http://j.mp/1qkeuwo


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。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【山手線 運転再開 2016年4月5日 16:49】
池袋駅付近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、16:45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。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7 時間7 時間前 
名無し：2016/04/05(火) 00:28 ID:XXXXXXXX
こういうのか

乗務員急病とか初めて見た

13:38 - 2016年4月4日
https://pbs.twimg.com/media/CfLA3x2UYAAZRdi.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【山手線 運転再開 2016年4月5日 13:47】
埼京川越線内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、13:36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 
【湘南新宿ライン 運転再開 2016年4月5日 13:47】
新宿〜渋谷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、

13:36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 · 10時間10時間前 
【埼京川越線[大崎〜川越] 運転再開 2016年4月5日 13:45】
渋谷〜新宿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、

13:36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 
【武蔵野線 運転再開 2016年4月5日 12:32】
南越谷〜越谷レイクタウン駅間で発生した人身事故の影響で、東所沢〜吉川美南駅間

の運転を見合わせていましたが、12:21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 · 12時間12時間前 
【秋田新幹線 運転再開 2016年4月5日 11:57】

https://pbs.twimg.com/media/CfLA3x2UYAAZRdi.jpg


大曲〜秋田駅間で発生した人身事故の影響で、大曲〜秋田駅間の運転を見合わせてい

ましたが、11:41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。

https://www.youtube.com/watch?v=_KPkbp62YQY&ebc=ANyPxKr3mxSe7D03V9l4M-zQDbU-
ccTDkfcmzpnJXQajTi_CTwC8YQ0SIwHzeudVwJBipqSKmAxuC0f_yWnTISvRZ277Q6rdVA
月の繭と月（Moon　and　Moon）
 

https://www.youtube.com/watch?v=_KPkbp62YQY&ebc=ANyPxKr3mxSe7D03V9l4M-zQDbU-ccTDkfcmzpnJXQajTi_CTwC8YQ0SIwHzeudVwJBipqSKmAxuC0f_yWnTISvRZ277Q6rdVA


（４月５日）　私の故郷は爆発した原発じゃない。

http://85358.diarynote.jp/201604060051192577/

北朝鮮の核燃料施設から煙がモクモク／『 ０．１ マイクロシー
ベルト』なんて今じゃ普通／東京の空間線量は上昇しています。

2016年4月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

　

リゲル @fukusima88 · 5時間5時間前 
写真をＵＰする時は　#Fukushima　を付ける　折角福島かふくしまで検索すると福島
のイベントや美しい風景が出るようになったのに　世界中ではFukushimaで検索して壊
れた原発を見ると言われたので　私の故郷は爆発した原発じゃない 
https://pbs.twimg.com/media/CfRWPs4VAAAyP4X.jpg

朱鷺（shuro） 1009@alice · 10 時間10 時間前 
【これは酷い】舛添都知事に海外出張費を開示請求⇒出て来た資料が黒塗り状態！787
枚で手数料21060円！ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10840.html …
「公にすることにより、予定価格が推察され、

今後の都の契約事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため」

https://www.youtube.com/watch?v=J-
PCZzeVBUo&ebc=ANyPxKqfCpGJO5EkUDQgTXnSBQq2eRk7HizKTKtJk-Sw0HLBCkttItp-
eL8GdHp9ZzB9OGs0heMr7zVQ7l6yCDe6phKMjkl6nQ
時の記憶　菅野よう子 (please save my earth : 僕の地球を守って) 

neko-aii @neko_aii · 46 分46 分前 
チェルノブイリ事故当日と翌日、キエフで雨が降った、

チェルノブイリから北へ３００キロのモギレフには、

４人の日本人が滞在中で、この４人も雨にあい、

５月１日に帰国して大量の放射能が検出された。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a4b127be5f2c2ab99d38cfda5f4da963 …

neko-aii @neko_aii · 52分52分前 

http://85358.diarynote.jp/201604060051192577/
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https://www.youtube.com/watch?v=J-PCZzeVBUo&ebc=ANyPxKqfCpGJO5EkUDQgTXnSBQq2eRk7HizKTKtJk-Sw0HLBCkttItp-eL8GdHp9ZzB9OGs0heMr7zVQ7l6yCDe6phKMjkl6nQ
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a4b127be5f2c2ab99d38cfda5f4da963


2011年3月12日15時36分
1号機建屋で最初の水素爆発が起こった時
約1時間程度遅れて東京のキー局もその模様を映し出した。
その時、アナウンサーが

「1号機で爆発。40人ほどの東電社員が負傷した模様。
　今、病院に救急搬送」と

(カレイドスコープ 2013.07.10)

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
原宿2万Bq/kg、皇居11万Bq/kg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/66a8f6a2ea6a5fec36e725e066f1f895 …
【 東京スカイツリー被曝ツアー〜０．３４ μSv/h 】
上階に上がるごとに、

　「０．１６〜０．１８ μSv/h」
⇒「０．２５〜０．２８ μSv/h」
⇒「０．３４ μSv/h」

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
2012-12-29
栃木で、綿ぼこりが

19万2906Bqということが載っていた。
たったの2gで
あのｵｰﾀﾞｰのｶｳﾝﾄがあった事が重要

とにかくホコリが、約20万Bqあるという・・
栃木も大変なことになっています。。。涙

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/cb69df7cc15458fc45c579fa69d1d353 …

数学 Ｍ @rappresagliamth · 2時間2時間前 
現在、福島原発では、6000人が作業にあたってるそうだが、全く足りないんだってね
。しかも、あと約40年、その状態なわけで。
原発賛成派は、なぜ助けに行かないんだい？

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 3時間3時間前 
東電は津波対策が必要であることを何度も繰り返し突きつけられていた。そしてその

ことは東電の社長さえも認識していたが、原発を止めたくないという利己心から東電

は嘘をつき続け、ついに福島原発事故が起こった。福島原発事故は紛れもない人災だ

。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/66a8f6a2ea6a5fec36e725e066f1f895
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/cb69df7cc15458fc45c579fa69d1d353


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
北朝鮮の核燃料施設から煙がモクモク

https://pbs.twimg.com/media/CfRnY6IUAAAsSkW.jpg
日本は「核兵器が」というよりも、このプルトニウム（α線核種）抽出時の煙の方が危

険なような。杜撰な施設みたいだから、日本海側にプルトニウムが飛散して来てい

たら、大変。モニタリングポストでは計れない

ホワイトフード @whitefood1 · 5 時間5 時間前 
4月5日18時54分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が98箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG

被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 5時間5時間前 
東京都武蔵野市の空間線量をず〜っと（自動）ツイートしてるアカウント

東京の空間線量はゆっくり上昇していますぽ

この人のツイートに

３年前は『 0.1 マイクロシーベルト』なんて滅多になかったのに
今じゃ普通だし 

yumiko.t @magorstea · 10 時間10 時間前 
見る度に色がつき続けてる泊原発大丈夫か…

4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 11時間11時間前 
伊方っ！？

4月4日6時42分、空間線量の月の平均値を25％以上の上回る拠点が、453箇所以上存在
します。http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/

天仙 @tensenten · 14時間14時間前 
★ほぼ無尽蔵のマグネシウムで発電、太陽光で精錬再利用

＝無限の発電装置がすでに日本で開発されていた！ http://ln.is/www.rui.jp/KCHH0 …
天仙 @tensenten · 15時間15時間前 
実は石油は無尽蔵にあることがわかっている。

ロシアは５０年前から分かっていた。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=298227&g=132108 ……

どいじろう（脱原発+反TPP＋一票 @jdroku · 16 時間16 時間前 
ついにフクイチではタンク容量が足りなくなりALPS全機を停止する事態に。フクイチ

https://pbs.twimg.com/media/CfRnY6IUAAAsSkW.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
http://ln.is/www.rui.jp/KCHH0
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=298227&g=132108
http://plaza.rakuten.co.jp/haruhasi/diary/201604030001/


破綻か。http://plaza.rakuten.co.jp/haruhasi/diary/201604030001/ …

https://www.youtube.com/watch?v=tRqC9-
_N8lk&index=27&list=PLROcTt7MR9NzLaf0iTrG5ic8_dLDmImvh
Please Save My Earth ED - 時の記憶(Memory of Time) [cover] 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月6日0:55
０

５５

２

６６６…（＠＠；）||||…
 

https://www.youtube.com/watch?v=tRqC9-_N8lk&index=27&list=PLROcTt7MR9NzLaf0iTrG5ic8_dLDmImvh
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（４月６日）　お花見とかやってる場合じゃないかもしれない。

http://85358.diarynote.jp/201604061112251959/

お花見とかやってる場合じゃないかも／死因を放射能と結びつけ

ると保険が降りなくなってしまう。

2016年4月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=XbZ2NTK_Zqw
葛飾ラプソディー 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
お花見とかやってる場合じゃないかもしれない

「国民が預けてる年金積立金。５兆円損失の見通し。株価を上げる為に、株投資した

結果。損失はリーマン・ショック直後の０８年度以来の大規模水準

」http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2016040302000064.html …

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 10時間10時間前 
ドイツが福島の現状を正確に伝える・・ドイツARD「放射能汚染された土地」
http://sharetube.jp/article/1982/ 
「ここではあらゆる試みが無に帰している。…
https://pbs.twimg.com/media/CfSU46XUMAAWJMS.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=Omw8CoUCJKs&ebc=ANyPxKquhABquF0Bw2ctDSebms6KFbWpSAiKcebfk7-
IT8vCWq8rwkoK8fCXKCfvEb9BRY9C1LRmeuwDgII-1dIRLjBTQainmQ
Yoko Kanno Aqua 

天仙 @tensenten · 1時間1時間前 
原発が必要はウソ！実は原油安でも再生エネの方が安い！が世界の新常識。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=298678&g=132108 ……

エリック ・C @x__ok · 2時間2時間前 
この問題はなくなった訳ではない。問題となっているこういった放射能はさらに増え

ている。ただ語られなくなっただけだ。　“放射能汚染灰” 柏市の苦悩 （NHKエコチャ
ンネル） http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?did=D0013771575_00000
…

佐々木俊尚 @sasakitoshinao · 2時間2時間前 
今年のNHKと民放の震災特番はことごとく低視聴率だったという指摘。うーん…。「
原発メルトダウン危機の88時間」とか素晴らしかったんだけど。／震災特番「視聴率
全滅」が意味するもの〜日本人は冷たいのか？ それとも、見られない理由が？
http://bit.ly/1oxQfsL

金子勝 @masaru_kaneko · 2時間2時間前 
【衰弱死】安倍政権は日本全体をジャブジャブ金融緩和でシャブ漬けにしてきたが、

原発立地自治体もシャブ漬けです。使用済み核燃料への課税が強まっている。安倍政

権の原発逆戻りは、核のゴミにさえ依存するシャブ漬け政策です。今の日本の縮図

http://85358.diarynote.jp/201604061112251959/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=XbZ2NTK_Zqw
http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2016040302000064.html
http://sharetube.jp/article/1982/
https://pbs.twimg.com/media/CfSU46XUMAAWJMS.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Omw8CoUCJKs&ebc=ANyPxKquhABquF0Bw2ctDSebms6KFbWpSAiKcebfk7-IT8vCWq8rwkoK8fCXKCfvEb9BRY9C1LRmeuwDgII-1dIRLjBTQainmQ
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=298678&g=132108
http://cgi4.nhk.or.jp/eco-channel/jp/movie/play.cgi?did=D0013771575_00000
http://bit.ly/1oxQfsL


です。http://goo.gl/9TCtqq

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
濃霧注意報

最終発表時刻：2016-04-06 05:22
南西諸島にも。

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

加藤AZUKI【「超」怖い話 申】 @azukiglg · 3時間3時間前 
加藤AZUKI【「超」怖い話 申】さんがNHKニュースをリツイートしました
「原発の商業運転を長期的に抑制すると、廃炉に必要な人材が枯渇する」って、2012
年頃には既に言われてた気がするけど、漸くなのか今更なのか、何故その懸念を「今

になって」ニュースにするんだろう。

はなゆー @hanayuu · 3時間3時間前 
低気温のエクスタシーbyはなゆー: 「パナマ文書」に女川原発の所長と同姓同名の人物
の名が載っているのだが http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2016/04/103-o-ab6c-rkxt-
20160405-223230.html?spref=tw …

junko @junko_in_sappro · 3時間3時間前 
原発安全費重く、西日本４電力提携へ

対策費節減狙い 原発コストの重さを映す
http://rief-jp.org/ct13/60019

yd87 @yd871 · 4時間4時間前 
福島原発事故の放射能放出量はチェルノブイリの1.8倍という嘘 - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2141139837620191401 …

DJ M @momoharmonious · 4時間4時間前 
ドイツが福島の現状を正確に伝える８分・・・全員見るべし・・・ドイツARD「放射
能汚染された土地」2016年3月12日 http://sharetube.jp/article/1982/ 再稼働？まだ収束
すらされてないのに。

指南役 @cynanyc · 5時間5時間前 
昔は東大の理学部行く学生で優秀なヤツは原子力工学を目指したんだけど、今や衰退

産業をわざわざ選ぶヤツはいないワケで。この状態が続いたら、100年後の日本人は誰
も原発を扱えなくなって、廃炉作業もできないというブラックなオチに…

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 5 時間5 時間前 
米ミシガン州の男子高校生が、母親の園芸小屋に、独学で「原子炉（増殖炉）」をつ

くり、「中性子線銃（neutron gun）」を制作！　「中性子線銃」は　アメリシウムを
使用したものとラジウムを使用したものの２種類を制作！

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
３号機　足元の断層露頭が動いて原子炉建屋に亀裂

東電、罅割れをセメント塗布し、３号機の断層破壊を隠蔽の疑い

岩田清さんが３号機 壁面写真を画像分析
圧力容器そのものは無事でも格納容器は溶接の拙かった箇所が罅割れ配管は外れ原子

炉昇天

http://goo.gl/9TCtqq
https://pbs.twimg.com/media/CfT_SyWUYAAIKgQ.jpg
http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2016/04/103-o-ab6c-rkxt-20160405-223230.html?spref=tw
http://rief-jp.org/ct13/60019
http://matome.naver.jp/odai/2141139837620191401
http://sharetube.jp/article/1982/
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/


http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-a9a4.html#more …

Angama @Angama_Market · 7時間7時間前 
特にその死因を放射能と結びつけると保険が降りなくなってしまう。それもあって、

財務省を始めとする官庁は何が何でも死因と放射能を結び付けないし、認めないだ

ろう。

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 8時間8時間前 
原発事故を起こして日本中を汚染しておきながら、「除染費用は国が払え！」などと

東電は言っているらしい。しかも社員に高額ボーナス支給しており、全く意味不明な

主張。こんなことでは電力自由化が始まれば東電を買う人はいなくなるだろう。

cmk2wlがリツイート 
ぽぅ！ وب !  @ponko_de · 9時間9時間前 
ぽぅ！ وب  !さんがcmk2wlをリツイートしました
吸い込んだらどうなるのだ・・・？？

https://twitter.com/cmk2wl/status/717338330606624772

サムライ戦士 @tadamiki0912 · 11時間11時間前 
#マスコミ#テレビ朝日
福島の風評被害を垂れ流すなら定期に配信してやる

ハッキリ言うが！

韓国の古里原発は世界基準の3000万倍の放射線漏れを引き起こしている。福島の比で
はない孫正義は中国韓国には原発推進させて日本を電力不足に！ 
https://pbs.twimg.com/media/CfSPKwAUsAA_dMx.jpg

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
チェルノブイリ事故当日と翌日、キエフで雨が降った、

チェルノブイリから北へ３００キロのモギレフには、

４人の日本人が滞在中で、この４人も雨にあい、

５月１日に帰国して大量の放射能が検出された。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a4b127be5f2c2ab99d38cfda5f4da963 …

ちだい @chidaisan · 11時間11時間前 
福島県伊達市の山火事で、消火活動にあたった人たちがマスクをせず、「放射能なん

て気にしない」と話していたことを「民の声新聞」が伝えていたけれど、山の灰は１

平方メートルあたり３７万ベクレル。放射能は安全だと言い続け、山火事の消火活動

でもマスクをしない文化を作った人たちがいるのですよ。

neko-aiiがリツイート 
鈴木博喜 (「民の声新聞」発行人) @s_hiroki24 · 12時間12時間前 
【速報】福島県伊達市霊山町「徳が森」の山林火災で、灰は1平方メートルあたり37万
ベクレルに達している事が分かった。「ふくいち周辺環境放射線モニタリングプロジ

ェクト」が測定した。

DAYS JAPAN @DAYS_JAPAN · 13時間13時間前 
原発事故から５年。オリンピックを控える今、コントロールされていて、放射能の健

康への影響もないといった国をあげてのキャンペーンは、現政権の発言や身近なメデ

ィアからも大きくなってきている。今改めて考えたい、風評被害とは何か。4月号 

朱鷺（shuro）がリツイート 
福島原発事故の真実と放射能健康被害 @hukusimaken · 4月1日 

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-a9a4.html#more
https://twitter.com/cmk2wl/status/717338330606624772
https://pbs.twimg.com/media/CfSPKwAUsAA_dMx.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a4b127be5f2c2ab99d38cfda5f4da963


■福島原発事故の政治的責任の99%は自民党！中でも2006年も首相だった安倍晋三は
日本共産党の吉井英勝議員「地震と津波で原発が危険だ」を完全無視した大バカ野

郎★→http://www.sting-wl.com/abeshinzo.html #自民党春の炎上祭り
https://pbs.twimg.com/media/Ce7mNN9XEAYRd5d.jpg

参照：http://85358.diarynote.jp/200911292231246035/
2009年4月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! 
　原発推進の転換要求

　吉井議員　再処理工場なぜ不具合

https://www.youtube.com/watch?
v=hvDBWw2C3Hg&ebc=ANyPxKoVk0cTlGk9hbwpfYiBgcbxeL56OfDPHVpnJU0GhlaSqGcs8OtpvG-
343Bpu5tBhYPhStsB_aL11YvaQctoEk0hDdDU3A
The Tower of Babel - Yoko Kanno

https://www.youtube.com/watch?
v=ztHQXIIRnss&ebc=ANyPxKqq19euS7p9JJdBrgCDbGDGtBVx4aHM5T2WPDGy5zvFigjzGn7d9Bdd54JlT1RhlwFAd65dRl5gYvPxsc_-
jYn8igH87g
Sora - Yoko Kanno

http://www.sting-wl.com/abeshinzo.html
https://pbs.twimg.com/media/Ce7mNN9XEAYRd5d.jpg
http://85358.diarynote.jp/200911292231246035/
https://www.youtube.com/watch?v=hvDBWw2C3Hg&ebc=ANyPxKoVk0cTlGk9hbwpfYiBgcbxeL56OfDPHVpnJU0GhlaSqGcs8OtpvG-343Bpu5tBhYPhStsB_aL11YvaQctoEk0hDdDU3A
https://www.youtube.com/watch?v=ztHQXIIRnss&ebc=ANyPxKqq19euS7p9JJdBrgCDbGDGtBVx4aHM5T2WPDGy5zvFigjzGn7d9Bdd54JlT1RhlwFAd65dRl5gYvPxsc_-jYn8igH87g


（４月７日）　異様な光景を見た。

http://85358.diarynote.jp/201604070903527894/

【@TOHRU_HIRANOは非公開設定です】／通信が途絶えた／日
本はゴミ箱になってしまった／地獄だなここ。

2016年4月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=KWxVid5rNRw
May J.×葉加瀬太郎 - Let It Go (英語ver.) 

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
福島第一原発事故＜１号機、爆発　信じられない光景＞

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8e5a44a7be6a649fa826e6f30de56938 …

異様な光景を見た。

あらゆる場所に

人が「倒れて」いたのだ。

免震重要棟の廊下やフロア、トイレ

ありとあらゆる場所に

人がうずくまっていた。

力尽きている人がいっぱいいる。

…あぁ、…そぉですか…（－－；）…★

@TOHRU_HIRANOは非公開設定です。

イスカリオテの湯葉 @yubais · 1時間1時間前 
「いちえふ　福島第一原子力発電所労働記（１）」

Kindle で99円セールやってるから買うといいと思うよ
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00JP7V1F2/ref=as_li_ss_tl?
ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00JP7V1F2&linkCode=as2&tag=yubais-
22 …

…こちらも「逝くエ」不明…
https://twitter.com/rescuenow_net

きっこ @kikko_no_blog · 17時間17時間前 
京大名誉教授の伊東光晴氏「安倍首相はトルコに原発を熱心に売り込んでいますが、

これは無責任の極みです。原発の最大の問題は使用済み核燃料の処理方法がないこと

ですが、安倍首相はトルコに原発を売り込む時に「使用済み核燃料はモンゴル高原に

埋める」と言ったのです。モンゴルの同意も得ずにです」

https://www.youtube.com/watch?v=56t9YGTqMJo
心に響く！葉加瀬太郎曲集【作業用BGM】 

特務機関NERV @UN_NERV · 20 分20 分前 
【福井県 警報情報 2016年04月07日 08:24】
福井県では、７日昼前から７日夕方まで暴風に警戒してください。

［嶺北北部］暴風

［嶺北南部］暴風

http://85358.diarynote.jp/201604070903527894/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=KWxVid5rNRw
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8e5a44a7be6a649fa826e6f30de56938
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00JP7V1F2/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B00JP7V1F2&linkCode=as2&tag=yubais-22
https://twitter.com/rescuenow_net
https://www.youtube.com/watch?v=56t9YGTqMJo


［嶺南東部］暴風

［嶺南西部］暴風

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
メルトダウンした大量の溶融デブリ。東電は「水をかけて冷やしている」と嘘を言っ

てるけど、いずれにしても地下水に触れて水蒸気（湯気）は発生する。

気温が低ければ原発近傍で水滴化していても、気温が上昇して気象条件によって霧を

発生させる。　一つの原因。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【八高川越線[八王子〜川越] 運転再開 2016年4月7日 7:43】
箱根ケ崎〜金子駅間で発生した人身事故の影響で、箱根ケ崎〜東飯能駅間の運転を見

合わせていましたが、07:27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。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
4月7日5時55分
海上濃霧警報。異様に広範囲です。

https://pbs.twimg.com/media/CfZUs4hUYAAjENt.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
4月7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/CfZQPj1UEAIj5o5.jp

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
土中のウラン２３８は、崩壊によって次々に姿（核種）を変えてゆきます

その数、18種　
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B3%E7%B3%BB%E5%88%97
…
このうち7番目のラドン２２２は気体ですから空間に飛び出してゆきます
これが雨の日の高線量の原因です

もちろんラドンに変わるのは全体の数億分の１以下

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【関東の天気 2016年4月7日】
今日は本降りの雨で大きめの傘が活躍。南部では昼過ぎ以降、急に風が強まり暴風の

恐れがあります。帰宅時は交通機関に影響が出る可能性も。ジメジメとして春を感じ

る雨。満開の桜はだいぶ散ってしまいそうです。

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
土中地殻中の花崗岩に含まれるウランからラドン２２２という気体が飛び出し高空

に上っています

雨が降ると、雨水にラドンが溶けて、娘核種であるビスマス２１４が含まれ６０９Kの
ガンマ線を出します

このため雨模様ではガンマ線レベルが高くなる

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

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【九州北部地方（山口県を含む） 気象情報 2016年04月07日 05:27】
対馬海峡と九州西海上では、７日昼前にかけて、南西の風が非常に強く、しけとなる

でしょう。暴風に警戒し、高波に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【東海地方 気象情報 2016年04月07日 05:19】
東海地方では、７日昼前から夜遅くにかけて雷を伴い激しい雨の降る所があるでし

ょう。低地の浸水、河川の増水、土砂災害、竜巻などの激しい突風、落雷、降ひょう

に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【常磐線(各停) 運転再開 2016年4月7日 5:19】
常磐線(快速)内で線路内点検を行った影響で、綾瀬〜我孫子駅間の運転を見合わせてい
ましたが、05:04頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

https://pbs.twimg.com/media/CfZUs4hUYAAjENt.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CfZQPj1UEAIj5o5.jp
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B3%E7%B3%BB%E5%88%97
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/


特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【近畿地方 気象情報 2016年04月07日 05:12】
近畿中部では、７日昼前から昼過ぎにかけて暴風に警戒してください。近畿地方では

、高波、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
免震重要棟の廊下やフロア、トイレのところ、ありとあらゆる場所に人がうずくまっ

てるんですよ。協力会社の人も含めて、力尽きている人がいっぱいいる

←ならばありうる

福島原発の作業員８００人死去の情報を東北大学医学部附属病院が緘口令

http://www.asyura2.com/12/genpatu23/msg/427.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【東武東上線 運転再開 2016年4月7日 0:41】
下赤塚〜成増駅間で発生した人身事故の影響で、池袋〜和光市駅間の運転を見合わせ

ていましたが、00:27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。

asuka @asuka_250 · 10時間10時間前 
ドイツARD「放射能汚染された土地」2016年3月12日 この現実を日本政府は隠して
いる。　衛星からでも確認ができる、日本はゴミ箱になってしまった

。https://youtu.be/qoZxMAJhd6Y @YouTube

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【福岡県 警報情報 2016年04月06日 21:38】
福岡地方の沿岸の海域と北九州地方の響灘では、７日明け方から７日昼前まで暴風に

警戒してください。

［福岡地方］暴風

［北九州・遠賀地区］暴風

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【長崎県 警報情報 2016年04月06日 21:35】
北部、壱岐・対馬、五島では、７日明け方から７日昼前まで暴風に警戒してください

。

［平戸・松浦地区］暴風

［壱岐］暴風

［上対馬］暴風

［下対馬］暴風

［上五島］暴風

［下五島］暴風

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
2012年1月23日福島第一原発から放出されるセシウムが
2011年12月よりも１時間あたり１千万Bq増加
増えた理由

東電は、２号機原子炉内の内視鏡調査や

３号機原子炉建屋内のがれき撤去で、放射性物質を含むほこりが舞い上がったと

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9ad3795e4e9d30e829955f24d4584433 …

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
例えば 沖永良部島の測候所。1970年の観測開始以来、4月6日に湿度100パーセント
となったのは 1回だけ。
それが 2013年、2015年に突如として湿度 100パーセントが連続。
そして今日4月6日も湿度 100パーセントが…。
https://pbs.twimg.com/media/CfWswceUkAAmS3A.jpg

amaちゃんだがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 14時間14時間前 
@tokaiama 東京でもフクイチ由来のダストからセシウム普通に出ますよね(＞＜)
おまけに水道水も汚染されてるし。。。

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 

http://www.asyura2.com/12/genpatu23/msg/427.html
https://youtu.be/qoZxMAJhd6Y
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9ad3795e4e9d30e829955f24d4584433
https://pbs.twimg.com/media/CfWswceUkAAmS3A.jpg


cmk2wlさんが鈴木博喜 (「民の声新聞」発行人)をリツイートしました
これはかなり危険。

山林火災の最中も、燃え残った灰も。

軽い灰は、風が吹けば再飛散するのだから。

https://twitter.com/s_hiroki24/status/717346106586189824

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【鹿児島県上空で自衛隊機の通信途絶える】

６日午後、鹿児島県にある海上自衛隊鹿屋基地を飛び立った航空自衛隊機が、基地の

北の上空で通信が途絶えたということです。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160406/k10010469481000.html …
https://pbs.twimg.com/media/CfWBH-NUAAA1Dii.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【長崎県 潮位情報 2016年04月06日 16:16】
４月６日１４時３０分頃から長崎港を中心に、顕著な海面昇降が発生しており、船舶

等への被害や海岸および河口付近の低地では浸水が生じるおそれがあります。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 22時間22時間前 
名無し：2016/04/06(水) 11:19 ID:XXXXXXXX
北朝鮮の核施設で発煙、韓国国防省「動向を注視」

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM05H9L_V00C16A4FF1000/ …

Nob @Nob_hsj · 22 時間22 時間前 
RT
取材終わり、有楽町線が客急病で遅延。車掌さんがアナウンスで謝りすぎて「本日は

有楽町線にご乗車いただき、大変申し訳ございません」とまさかの謝罪。

22:50 - 2016年4月5日

Nob @Nob_hsj · 23時間23時間前 
NobさんがTrainfo TEAMをリツイートしました
乗務員急病が話題になっていますが、真相は負傷です。

ただ、既に乗務員の急病は過去に生じています。

https://twitter.com/Trainfo_capital/status/716914487920427008

特務機関NERV @UN_NERV · 24時間24時間前 
【停電情報 2016年4月6日 8:58】
東京電力停電情報によりますと、千葉県 匝瑳市、横芝光町の約500軒で停電が発生し
ているということです。

http://nerv.link/NyGL8C

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4月5日 
名無し：04/05 18:37
運転手異常対応＞意識不明で自動停止、国交省が開発促す

走行中の運転手の体調が急変したことによる交通事故が相次いでいる……運転手が意
識を失うと自動でブレーキがかかる仕組みだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160405-00000058-mai-soci …

cmk2wlがリツイート 
たられば @tarareba722 · 4月4日 
倒れたのは若い女性。最初に止まった駅で乗客がホームの緊急停止ボタンを押した。

ブーッという比較的にぶい音が鳴り響き、駅員が担架を持ってきて車内で倒れた乗客

をホームに運びだし、「救急車呼びましたからね！」と大声で話しかけている。３分

くらい止まってたら舌打ちが聞こえた。地獄だなここ。

https://www.youtube.com/watch?
v=TwhdFTjNdb8&ebc=ANyPxKpcTKQ2RamqcdD7j1XKL1pLmT7DwPh6srguvz1yNyvaHl1f7L9ZgDm_W5rxFLYs27WRxE7Ctl1uS8c0qzmqpbrjDHUKZg&nohtml5=False
黒木渚　「赤紙」

https://twitter.com/s_hiroki24/status/717346106586189824
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160406/k10010469481000.html
https://pbs.twimg.com/media/CfWBH-NUAAA1Dii.jpg
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM05H9L_V00C16A4FF1000/
https://twitter.com/Trainfo_capital/status/716914487920427008
http://nerv.link/NyGL8C
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160405-00000058-mai-soci
https://www.youtube.com/watch?v=TwhdFTjNdb8&ebc=ANyPxKpcTKQ2RamqcdD7j1XKL1pLmT7DwPh6srguvz1yNyvaHl1f7L9ZgDm_W5rxFLYs27WRxE7Ctl1uS8c0qzmqpbrjDHUKZg&nohtml5=False


（４月７日）　ちょっと絶望した。

http://85358.diarynote.jp/201604070906417034/

【 鹿児島 】 県産品 【 不買 】 宣言。（－－＃）
★

2016年4月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?
v=4MeiqdE_Nqs&ebc=ANyPxKphxCJa32kvQ7NtFsMtZ6D7lPOAzj3bx02Cr-
pnKx_aexp3Uavs1hMhBf9XTH6uS9s9ZufeuRPUsfhZmjrxG5oowHoO7Q
葉加瀬太郎 ひまわり【OFFICIAL】

…「むくみ過ぎ」だろハカセ…||||（＠＠；）||||…★

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【川内原発運転停止の仮処分の申し立て退ける決定】

鹿児島県にある川内原子力発電所1号機と2号機の運転停止を求めている住民の仮処分
の申し立てについて、福岡高等裁判所宮崎支部は退ける決定を出しました。

http://nerv.link/Mu9xk5

…「安全性が確認できない」ため、…

今後、ワタクシ、長年愛食していた

「鹿児島県産きんかん」

【不買】を、

宣言いたします…！（＞＜ｐ）！…★

うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 8分8分前 
巨大噴火で死ぬのなら納得して死ねるが、放射能で死ぬのは納得できないんじゃない

かな。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 1時間1時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604070906417034/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=4MeiqdE_Nqs&ebc=ANyPxKphxCJa32kvQ7NtFsMtZ6D7lPOAzj3bx02Cr-pnKx_aexp3Uavs1hMhBf9XTH6uS9s9ZufeuRPUsfhZmjrxG5oowHoO7Q
http://nerv.link/Mu9xk5


・シラス火砕流は予知できない

・シラス火砕流がいま起こると、鹿児島県・宮崎県・熊本県で250万人が死ぬ
・そのとき川内原発があると、放射能被害が火砕流の外まで及ぶ

さて、シラス火砕流を理由に川内原発（だけ）を止めるのは妥当か？そのとき250万人
は死ねばいいのか？

孫崎　享 @magosaki_ukeru · 1時間1時間前 
川内原発、差し止め棄却、「どのような事態が起きても放射能漏れを起こさないほど

の安全性を原発に求めるのは、今の科学技術では不可能」でも再稼働OK .「社会がどの
程度の水準なら容認するかを基準として判断する」地元議会の責任大、無料1時
間http://ch.nicovideo.jp/article/ar1004278?
key=f39aa43726c619adde7f5240ddeb8ce7f647d75392765b364f03e956044256c4 …

愛染観音 @aisen_kannon · 1時間1時間前 
マコさんの努力に脱帽！「汚染土壌の再生利用は世界に前例が無い！今まで『事故は

起こらない』と原発セールス、事故後のセールスは『事故が起こっても大丈夫』と原

発を売っていく・・」 http://fb.me/7C9VMBiLk

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
カルデラ巨大噴火だけなら数十年もすれば元に戻る。しかしそのとき原発が壊れて放

射能がまきちらされると元に戻るまで何百年もかかる。だから、原子力災害よりカル

デラ巨大噴火災害のほうが大きいて、いったいどんな論理で何ゆってんだかまったく

わからない。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2時間2時間前 
1）原発を火砕流が襲う確率を計算する
2）火砕流に襲われた原発がどうなるかをシミュレーションする
3）リスク（被害*確率）と利益を天秤にかける
4）原発を止めるか運転するか、政治で決める
この手順をできるだけ早く踏むべき。まだ1段階もできていない。

新入生をちやほやする法政大学文化連盟 @jinmin1991 · 2時間2時間前 
【法政大学の悪行】

・11年に敷地内にあるホットスポットを半年間隠蔽していた事が暴露され、汚染土
を「学内の学生が立ち入らない場所」に埋めた

・御用学者を招き内部被爆、低線量被爆軽視の講演を行わせた挙句「聴講し批判を」

と訴えた学生を排除「授業妨害」で無期停学

あべともこ（衆議院議員・小児科医） @abe_tomoko · 2時間2時間前 
３月下旬から４月上旬にかけて訪米。ワシントンでの核セキュリィティサミット前段

の民間会議に参加。原発の使用済み燃料からプルトニュウムを取り出す日本の再処理

に米国からも繰り返し懸念が指摘。東アジアでの核エスカレートの危機が高まってい

http://ch.nicovideo.jp/article/ar1004278?key=f39aa43726c619adde7f5240ddeb8ce7f647d75392765b364f03e956044256c4
http://fb.me/7C9VMBiLk


る昨今、日本の再処理は方針転換すべきだと確信。

金子勝 @masaru_kaneko · 3時間3時間前 
【ダメ裁判所】福岡地裁宮崎支部は、川内原発の運転差し止め請求を却下した。し

かし、原子力規制委員会自身が、新規制基準が適合したからといって安全とはいえな

いと言い、避難計画もなく、事故の際の責任の所在も不明確なのに。無責任の追認

です。http://goo.gl/gUD4al

tomy dona @sibakendona · 4時間4時間前 
川内原発差し止め判決で「合理性ある」と訴えを退けた。判決の中で、火山の問題、

避難計画の問題についても危険性を指摘しながら「合理性ある」と、とても公平な判

決とは言えない。また想定外と原発事故を済まそうとするもの、福島の事故を学ばぬ

判決だ。

4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 4時間4時間前 
福島県医大　放射線災害医療センター佐藤久志「日常Sv単位の放射線を使用して癌治
療を行っていおり、人体への放射線の影響についてはわかっていたつもりだったが、

事故に伴う内部被曝や低線量被曝では、ほとんど役に立たなかった」

http://goo.gl/fbmqPs

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
田母神俊雄が運動員に2000万円配布！ お友だちの百田尚樹らネトウヨは「安保反対デ
モ参加者はアルバイト」とデマ攻撃していたのに

http://lite-ra.com/2016/04/post-2134.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
【ふざけるな！】自民党がＴＰＰ交渉資料を”全ページ・全文章黒塗り”で公開！ワイロ
元ＴＰＰ大臣も出てこず！ 
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/15152健康法.jp/archives/15152

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
「この真っ黒な文書が、TPP交渉とその中身のいかがわしさを証明している。これで
条約を批准しろと？」

http://sun.ap.teacup.com/souun/19778.html#readmore …

おしどり♂ケン @oshidori_ken · 5時間5時間前 
陸側遮水壁に関する会見の文字起こし。

ここで発表された数字も後に上方修正されるのでした。　「作業員の被ばく線量管理

は年間40mSv以下」の回答直後にマコちゃんの質問で 年間43.20mSv方がいる事が
判明！ http://oshidori-makoken.com/?p=2119

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 

http://goo.gl/gUD4al
http://goo.gl/fbmqPs
http://lite-ra.com/2016/04/post-2134.html
http://???.jp/archives/15152
http://sun.ap.teacup.com/souun/19778.html#readmore
http://oshidori-makoken.com/?p=2119


サンダースさん　ニューヨークの北２５マイルにある「インデイアン・ポイント原発

」の閉鎖を要求！　ニューヨーク予備選へ「脱原発の風」吹き込む！　「原子力発電

は危険なアイデア。核廃棄物の保管する安全な方法もまったくない」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/feel-the-bern-d.html#more …

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
TBSは6日、「放送法遵守を求める視聴者の会」＝日本会議系　が同局の番組スポンサ
ーに圧力をかけることを示唆したことに対し、「表現の自由、民主主義に対する重大

な挑戦であり、看過できない行為だ」と抗議する声明を発表した

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160406-00000157-jij-soci …

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
マイナンバー、早くも窮地に！

システム不具合で「ほとんど発行できてません」って…
カード発行に3時間待ちのケースも
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48360 …

junkoがリツイート 
bo @jackiemopsy · 9時間9時間前 
プーチン：「そうですか、それならこちらも。ロシアに保管されてる１９３０年〜１

９８９年の非公開文書を公開することにしましたのでヨロシク。とても興味深い事実

が明らかになることでしょう。」http://www.fort-russ.com/2016/04/putin-to-declassify-
documents-that-bear.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+FortRuss+%28Fort+Russ%29
…

うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 9時間9時間前 
参考：火山学者緊急アンケート—川内原発差止仮処分決定の記載に関連して

　http://www.iwanami.co.jp/kagaku/kazan.pdf …

ロックの会@vote部 69@nokai · 12時間12時間前 
福島第一原発事故の甚大な被害状況を直視しない甘すぎる基準を認めてしまった福岡

高裁宮崎支部 西川知一郎裁判長のような法曹に日本は滅ぼされる。司法がかなり死ん
でいる！→川内原発：差し止め認めず　新規制基準「不合理と言えず」 - 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20160406/k00/00e/040/201000c …

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
cmk2wlさんがひかるをリツイートしました
この漫画の最後の解説はおかしい。

https://twitter.com/hirihiri725/status/717435598579965952 …
ばらまいたボールから数十年から数万年も出る放射線なのに、その部分を端折ってる

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/feel-the-bern-d.html#more
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160406-00000157-jij-soci
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48360
http://www.fort-russ.com/2016/04/putin-to-declassify-documents-that-bear.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+FortRuss+%28Fort+Russ%29
http://www.iwanami.co.jp/kagaku/kazan.pdf
http://mainichi.jp/articles/20160406/k00/00e/040/201000c
https://twitter.com/hirihiri725/status/717435598579965952


。誰の作品？

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
【原発輸出の真実】

売り込んだ原発の放射性廃棄物は

日本が全部引き受けることになっている

更に酷いのは、

海外で日本の売った原発が事故を起こした場合

その費用はすべて日本国民の税金から支払う約束になっていること。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3a2985ff0478608bd575a9df55ee8b05 …

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
2012年1月23日福島第一原発から放出されるセシウムが
2011年12月よりも１時間あたり１千万Bq増加
増えた理由

東電は、２号機原子炉内の内視鏡調査や

３号機原子炉建屋内のがれき撤去で、放射性物質を含むほこりが舞い上がったと

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9ad3795e4e9d30e829955f24d4584433 …

うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 13時間13時間前 
２２２ページに根本的な誤りがある。カルデラ巨大噴火の規模は大きいが数十年もす

れば元の土地に戻ることができる。ところが、そこに放射能の大量放出が絡むと何百

年も国土に戻れなくなる。つまり「その被害の規模及び態様は・・・原子力災害をは

るかに上回るもの」というのはとんでもない誤認識だ。

しろくま @hontounokotoga_ · 13時間13時間前 
@hontounokotoga_ 　福一の事故で十分に分かったでしょ。
　一度事故を起こしたら、少なくとも福島と周辺5県の農産物からは放射性物質。原発
も何時、完全な収束になるか未定。

　デブリ（溶け出た核燃料）がある限り環境汚染は永遠に続く。デブリ回収の技術さ

え見つかっていない。

tanaka kazushige @tanakakazushige · 14時間14時間前 
原発がミサイル攻撃を受けたらの質問に・・・

安倍首相が山本太郎に安保法制のインチキを暴かれた！ 政府は国民の生命を守る気な
んてなかった！http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=313092&g=132108 … …
放射線が福一の1/1000ってありへん。 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 15 時間15 時間前 
名無し：04/06 18:44
除染などの費用今年度までだけで３兆円以上の試算

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160406/k10010469521000.html?utm_int=news-

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/3a2985ff0478608bd575a9df55ee8b05
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9ad3795e4e9d30e829955f24d4584433
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=313092&g=132108
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160406/k10010469521000.html?utm_int=news-culture_contents_list-items_001


culture_contents_list-items_001 …
#国が負担も税金が湯水の如く投入

amaちゃんだ @tokaiama · 16時間16時間前 
メディアがスポンサーに気兼ねして勝手に萎縮してゆくのは最近始まったことじゃな

い

https://www.youtube.com/watch?v=OXPLPjzVI-U …
https://www.youtube.com/watch?v=uIBsNsHrPFk …
https://www.youtube.com/watch?v=Uwd-_Rsh5WQ …

(独)クレンベル@O鯖東 @clembell_AAO · 20時間20時間前 
原発反対だろうが賛成だろうが放射脳だろうが無関心だろうが、

正しい知識を身につけましょう。

まんがサイエンスより。 
https://pbs.twimg.com/media/CfVMiTXUsAAwwV_.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 21時間21時間前 
名無し：04/06 10:44
「パナマ文書」に女川原発の所長と同姓同名の人物の名が載っているのだが

http://i.imgur.com/SZtMkuX.jpg 
#女川原発所長八重樫武良氏 http://www.tohoku-
epco.co.jp/news/atom/topics/__icsFiles/afieldfile/2016/01/14/o.pdf …

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 22 時間22 時間前 
9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止さんが毎日新聞をリツイートしました
川内原発は危険性から考えると浜岡原発を遥かに凌いでいて、東電福島第一原発事故

で最後の命綱となった免震重要棟が存在しない。そして川内原発は立地上、事故が起

こると日本中に高濃度の放射性物質が拡散される。明らかに理屈の通らない判決。 

飯田哲也（いいだてつなり） @iidatetsunari · 22時間22時間前 
裁判長は歴史に無責任を遺したようだ。

次は熊本地裁もある。

川内原発１・２号機の運転差し止め認めず　高裁宮崎支部：日本経済新聞

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG06H1F_W6A400C1000000/ …

北濱幹也 @kitahamamikiya · 23時間23時間前 
【市民に線量計を持たせるな！】

■石原伸晃発言

■「市民に線量を計らせないようにしないといけない」と発言

詳細→http://matome.naver.jp/odai/2134750759219055201 …
≪真実はネット上にあり≫

■我々もガイガーカウンターで計測すれば一目瞭然

https://www.youtube.com/watch?v=OXPLPjzVI-U
https://www.youtube.com/watch?v=uIBsNsHrPFk
https://www.youtube.com/watch?v=Uwd-_Rsh5WQ
https://pbs.twimg.com/media/CfVMiTXUsAAwwV_.jpg
http://i.imgur.com/SZtMkuX.jpg
http://www.tohoku-epco.co.jp/news/atom/topics/__icsFiles/afieldfile/2016/01/14/o.pdf
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG06H1F_W6A400C1000000/
http://matome.naver.jp/odai/2134750759219055201


ハル @esmhal · 4月4日 
@esmhal 「このような闘いの結果、事故後５年に新たな法律が制定され、やっと子供
のいる家庭の非汚染地域への移住が始まりました」

福一の事故から５年。

この差は何なの···。

自ら移住を勝ち取ったベラルーシ。

帰還させ被曝を強いる日本。

お話を聞いてちょっと絶望した。

https://www.youtube.com/watch?v=pM1SBQXm7r0&ebc=ANyPxKrBeHWrsoT5o7GLe-
z3Yg_hckGbitp7zDHsCk0TeXsJOs5y5eqrxlUji9Tqci8usSMw67B8BAwYoet7j78vPq128n_eUg&nohtml5=False
Kuroki Nagisa - Caldera 

東京新聞政治部がリツイート 
東京デンシバン！（超人） @tokyo_denshiban · 4月5日 
秘技『デンシバン調べ！』　電子版に限らず、東京新聞はココが凄い！

東京新聞といえば原発報道。震災以降、原発の問題点を丁寧に報道し続け、2012年に
は菊池寛賞やJCJ大賞を受賞するなど、高く評価されているバン！ 買って応援！
http://digital.tokyo-np.jp/pr/

すなっきー @snyacky · 4月5日 
福一放ったらかし、他は再稼働。国民は完全に見殺し。放射性廃棄物みたいなモンを

食べて応援。

んで国防だってよ。

バッカじゃねーの？

バッカじゃねーの？

バッカじゃねーの？

https://www.youtube.com/watch?v=pM1SBQXm7r0&ebc=ANyPxKrBeHWrsoT5o7GLe-z3Yg_hckGbitp7zDHsCk0TeXsJOs5y5eqrxlUji9Tqci8usSMw67B8BAwYoet7j78vPq128n_eUg&nohtml5=False
http://digital.tokyo-np.jp/pr/


（４月７日）　睡眠時間が6時間以下の人は肥満、糖尿病、心臓病、うつ病、事故、自
殺のリスク。わずか5日の睡眠不足で不安と混乱、抑うつ感が強まり、脳はうつ状態や
強いストレスを受けた状態に近く…

http://85358.diarynote.jp/201604071056467298/

使ってはいけないサイン「かぶれ」／白血病は寒気がして咳が出

るなど風邪と同じ症状／放射能検査してない関東の野菜が九州に

大量に／少しずつ体調が悪く、病気になりやすく／そのまま弱っ

て死んでく。

2016年4月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=V5fO-
WXd9W8&ebc=ANyPxKrS0pCfP8s_bF4JMNFRo5OddW6UgbbFlAY0e6Q0yRx__hJKdOg4xLVYEnPTr8hUdO2X7CXzEypGfxSOfv7kTMeyCl_hbw&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『メデューサ』 

毎日新聞 医療プレミア @med_premier · 5分5分前 
頻繁に髪を染めると、かぶれのリスクも上がります。かぶれは「これ以上、染毛剤

を使ってはいけない」という体からのサイン。症状が出たら中止しないと、重症化し

てしまいます。長くおしゃれを楽しむために、どんなことに気をつければいいでしょ

うか。http://mainichi.jp/premier/health/articles/20160406/med/00m/010/005000c …

https://www.youtube.com/watch?v=IOY7hh_KplE&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『ラー』 

otenkimame @osiete_tukachan · 13 分13 分前 
【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

天仙 @tensenten · 16 分16 分前 
・・ワクチンは百害あって一利なし！・・ワクチンの成分　

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299419&g=132108 ……

桑ちゃん @namiekuwabara · 1 時間1 時間前 
「知らない」のだから「出来るわけも無い」

放射性物質は「ばい菌」と考え防護し「隔離する」と言う考え方をもてばいいだけの

話なのだが、難しく考え「めんどくさい」でおわる。ばい菌が排除できない場合は、

避難すれば良いだけの話だが、ばい菌を吸わせたいのか充満しているところに住まわ

せる大人。

日刊ゲンダイ @nikkan_gendai · 2 時間2 時間前 
【暮らし】粘膜が薄く、血管も多く集まる「舌」は健康のバロメーター。ある程度自

分でも観察できるので、ぜひ鏡を見ながらチェックしてみてください。

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/178858 … #日刊ゲンダイDIGITAL

原田　英男 @hideoharada · 2時間2時間前 
河北新報4/6：福島県金山町の沼沢漁協は５日、臨時総会を町内で開き、東京電力福島
第１原発事故の影響で禁漁になっていた同町の沼沢湖のヒメマス漁を９日に解禁する

ことを決めた。県内唯一のヒメマス生息湖での漁が４年ぶりに復活する。

→http://sp.kahoku.co.jp/special/spe1090/20160406_01.html …

Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 2時間2時間前 
Ryusuke IMURAさんが早川由紀夫をリツイートしました
3.11後の東京と同じ．政府は東京に避難勧告を出さなかった．早川さんがそうしたよ
うに，限られた情報で独自の判断で動く．動かなかった人，一時的に逃げたけど戻っ

た人，動かなかった人・・・ 
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/717884538576379905

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 3時間3時間前 
放射能汚染地図は魚を対象にした物で、２０１５年１月〜６月までの検査結果が対象

http://85358.diarynote.jp/201604071056467298/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604071056467298/
https://www.youtube.com/watch?v=V5fO-WXd9W8&ebc=ANyPxKrS0pCfP8s_bF4JMNFRo5OddW6UgbbFlAY0e6Q0yRx__hJKdOg4xLVYEnPTr8hUdO2X7CXzEypGfxSOfv7kTMeyCl_hbw&nohtml5=False
http://mainichi.jp/premier/health/articles/20160406/med/00m/010/005000c
https://www.youtube.com/watch?v=IOY7hh_KplE&nohtml5=False
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=309243&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299419&g=132108
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/178858
http://sp.kahoku.co.jp/special/spe1090/20160406_01.html
https://twitter.com/HayakawaYukio/status/717884538576379905


。

検出件数ワースト５はマダコ、うなぎ、シロメバル、メバル、めかぶの順番で、全体

的に海底で生活をしている生物の数字が高かった。 
https://pbs.twimg.com/media/CfY7mnHUYAIrPBp.jpg

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
現在、測定の必要があると考えているのは、長崎や対馬の食材です

韓国古里原発の漏洩放射能が九州に広大な汚染をもたらしている疑いがあります

これは３１１以前からで、韓国では甲状腺ガン患者が日本の14倍に上っています
長崎県も異様に多い

徳永みちお @tokunagamichio · 4時間4時間前 
徳永みちおさんがMr.カトーをリツイートしました
メディアは、GPIFの巨額な損失を政府が発表するまで先送りするようだが、メディア
が福島第1原発のメルトダウン報道を３ヶ月間も遅らせた事を思い出す。

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
「福島の小児甲状腺癌は２０１２年８月１３日から大量発生していることがわかった

」

y＝０，０５４x－２８．１（ｙ：発生率　x : 経過日数）で示される急激な増加（大量
発生）が持続

「ふくしま集団疎開裁判」原告団が突き止め公表

https://www.youtube.com/watch?v=mPEM5we4Bb4 …

NHK@首都圏 @nhk_shutoken · 5時間5時間前 
【茨城へ移住促進で全国初の制度】人口減少が続く茨城県は、首都圏から県内への移

住を促進しようと地元の銀行などと連携して移住者がこれまで住んでいた住宅を借り

上げて家賃収入を保証す… http://www3.nhk.or.jp/shutoken-
news/20160407/4310801.html … #nhk

森哲平 @moriteppei · 5時間5時間前 
この国は国全体として、若者は殺してもいいくらいにコキ使ってよいって思ってます

よね。「日当6500円あげるから、徳島に移住してくれない？」って真顔で言えま
すか？ イカレてると思う。

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 6時間6時間前 
去年から、放射能検査していない関東の野菜が

九州に大量に流れてきている。

例えば箱700円の売値に対して実際500円で引き取られたとする。
「差額200円は国が負担」
しているそうだ。

その野菜は、加工品となり九州産に変身し、売られていく。

被曝促進がまかりとおる。

下野新聞 @shimotsuke_np · 7時間7時間前 
スミマセン、住みません？　栃木県が動画で移住・定住ＰＲ http://ift.tt/1S34eod #下野
新聞

https://t.co/BeUEpXoX19

cmk2wlがリツイート 
ふらん @framboise731 · 11時間11時間前 
給食の産地を問い合わせた結果、今月は1日しか食べられないという衝撃から立ち直っ
てない。みんなこんなものをわが子に食べさせてるって知らないという現実も恐ろ

しい。どうなっちゃうんだろうと思う。皆少しずつ体調が悪く、病気になりやすくな

っていくんだろうか…

善川チャーリ @GoodBye_Nuclear · 11時間11時間前 
心筋梗塞や脳梗塞など、循環器疾患での死亡症例では、解剖時にしばしば全身のリン

パ節が中等度まで腫れていることがある。循環器疾患と網内系は一見すると関係がな

いように思えるが、動脈硬化と免疫異常に関連があるとすれば、このあたりを解く鍵

になると思われる。

やまもとReduce exposure! @Yamamoto0509 · 11 時間11 時間前 
国内最大のPM2.5問題であるタバコを放置して中国の事をあーだこーだ言ったり、健康
志向の高まりを言いつつフクイチの問

題https://twitter.com/Yamamoto0509/status/713551088574554112 …やコンビニなどの

https://pbs.twimg.com/media/CfY7mnHUYAIrPBp.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mPEM5we4Bb4
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160407/4310801.html
http://ift.tt/1S34eod
https://t.co/BeUEpXoX19
https://twitter.com/Yamamoto0509/status/713551088574554112
https://twitter.com/Yamamoto0509/status/686495389873090562


トランス脂肪酸https://twitter.com/Yamamoto0509/status/686495389873090562 …を無
視する。

チャンチャラ可笑しい。

junkoがリツイート 
フクシマから国の偽装を暴く @Anti_Jigokudama · 11時間11時間前 
福医大

冷凍保存中の摘出された甲状腺癌細胞の放射性測定せず！！

放射性ヨウ素は無くなったがセシウムは残っている？！

(；一_一)「放射能因果関係は考えにくい。」等と厚顔無恥
東北大「NHK被ばくの森」で野生猿のあらゆる臓器計測
https://pbs.twimg.com/media/CfXi7ChUEAApw5F.jpg

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
（長崎原爆）

白血病は、はじめに寒気がして咳が出るなど

風邪と同じ症状になり

免疫力がないのでそのまま弱って死んでく

だれも放射能の影響とは思わないので

当時は肺炎”と診断
同級生も次々死んでいって

“明日は我が身”の心境だった
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2963928415b2a4cd236aa0b7da34b7cc …

neko-aii @neko_aii · 12 時間12 時間前 
"usagikk1 2012年9月20日
横浜に住んでいる50才の親戚の男性が
入院から4日目に、急性白血病で死亡。
本年2月の健康診断で指摘なし。
これまで病気での入院無し。

9月上旬、風邪のような微熱が1週間続く
念のため、大きな病院に行くと即入院。

4日目に死亡"

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
"310hare 2016年3月
風邪の症状がなかなか治らないと

言ってたおじさんが

急性白血病と診断

今日突然入院。

あまりにも長引いてたから

血液検査してほしいと

お願いしたんやが、

風邪だから必要ない

と1度断られ、再度お願いして検査、
今日結果が出て即入院"

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
2012年8月10日
倦怠感や伴う風邪のような症状、鼻血が

白血病の指標でもあることは病理的事実

昨年から一向に後を絶たない、風邪のような症状が

白血球の変化によるものだとした場合

発症数は今後、想像を絶するものと思われる

白血球、特に好中数などの異常についての報告は既に多い

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
"Nekoo00 2016年3月
数日の休暇をもらい

東京の家に少しだけ帰宅。

そこで友人から

知合いのお子さんが

白血病になったと聞く。

初期症状は熱と咳。

熱が下がっては

また上がったりの繰返しで

血液検査したところ発覚と。

https://pbs.twimg.com/media/CfXi7ChUEAApw5F.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2963928415b2a4cd236aa0b7da34b7cc


身近なところで

起きたことに怖くなった"

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
"clothoid 2015年10月17日 東京
鈴木さんは、

鼻血が超出てて、ある日、

血液検査したら白血病と判明。

2ヶ月後に死ぬと。
奥さんは

半身不随になったばかりだった。

フリーランスの自分が

大黒柱の家庭で、いきなり死を実感。"

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
(東京⇒福岡) 昨夜、口から血を吐いた
ヤバイ。左胸も痛く左半身の痺れ

http://blog.goo.ne.jp//jpnx05/e/197debf4721153a1320958617ea04502 …
★台湾→東京へ出張　台湾の友人

接待で魚を食べ鼻血、下痢これはヤバイと

★東京で熱中症で死亡した１０３人

本当は被爆による過呼吸・嘔吐・吐血が原因のようです

天乃斑駒�Tulta! @fuchikoma1977 · 13時間13時間前 
#フリースタイルムンテラ
「いつから上がった お前の血糖…
A1cは青天井…
静かにくるぜ 合併症…
悲鳴をあげ出す腎臓…
足の壊疽は止まらず進行…
下がり続ける免疫能…
まずは制限 お前の摂取量…」

レイ 3104@rei228 · 13時間13時間前 
当然被曝による骨髄抑制は視野に入ってくる。生化学は至って健康そうなデータであ

るが血液に関しては良くない。前職時であれば「ちょっとおかしいから見張っとけ！

」と言われる対象である。

非一般ニュースはアカウント凍結 @kininaru2014111 · 14時間14時間前 
血液製剤を電子レンジで温めると、血液成分が損傷する。スタンフォード大学の医師

研究グループは、電子レンジが免疫力にダメージを与えることを発表し、電子レンジ

は食物の栄養成分にダメージを与え、それを食べた人の血液にも悪い影響を与える。

と指摘http://hanbey8.jugem.jp/?eid=331

天仙 @tensenten · 14時間14時間前 
ノルウェー産サケは世界一汚染の ひどい食品！
自閉症や活動過多症、知能低下も・・・

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299123&g=132108 …

天仙 @tensenten · 15時間15時間前 
卵のカラクリ。

だから賞味期限が新しいものが新しい卵とは限らない。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299207&g=132108 ……

kenji @buick54aki · 15時間15時間前 
アメリカンホーム保険が４月より保険の新規契約を中止。いよいよ逃げ出すようです

。損害保険会社は基本1年契約なので逃げやすい
https://pbs.twimg.com/media/CfWag_-VIAA6LJO.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 17時間17時間前 
名無し：04/06 15:38
尾上菊五郎、大量吐血していた…３月に胃潰瘍で緊急入院
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160405-00000183-sph-ent …

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
冷蔵庫に入れていても、野菜が腐りやすくなってませんか？

http://blog.goo.ne.jp//jpnx05/e/197debf4721153a1320958617ea04502
http://hanbey8.jugem.jp/?eid=331
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299123&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299207&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CfWag_-VIAA6LJO.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160405-00000183-sph-ent


asuka @asuka_250 · 18時間18時間前 
日本国

昔からこんな国だった

1970年「有機水銀はただちに健康に影響は無い」→水俣病
1980年「アスベストはただちに健康に影響は無い」→アスベスト問題
1985年「非加熱製剤はただちに健康に影響は無い」→薬害エイズ
2011年「放射性物質はただちに健康に影響は無い」→今ココ

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 20時間20時間前 
２ちゃん原発情報さんがをリツイートしました

名無し：04/06 14:09
訃報

予てより製作中のオーディオドラマ「レットミー・レットユー」の中根 咲 役声優の望
月あんずさんは、平成28年4月1日ご病気のため享年30歳にて永眠されました。…
https://twitter.com/ame_tate/status/717562303604871169 …

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
2016年4月 メキシコ
ゲレロ州の海岸でウミガメの大量死。

これまでに少なくとも700頭。
https://pbs.twimg.com/media/CfVQunEUIAA8ECm.jpg

蓮見唯香 @YUIKA322 · 21時間21時間前 � Aoba-ku, Miyagi 
原発事故「すぐ死なない」汚染水「フィルターろ過すれば安全」「薄めて流せば大

丈夫」放射性廃棄物「ゴミに混ぜて燃やせば大丈夫」←こんなのばっかり、根拠無き

安心の押し売り。こんな"毎日がエイプリルフール政権"に国民の命と健康を委ねたく
ない 

薬局CoCoファーマシー @mococo321 · 21時間21時間前 
睡眠時間が6時間以下の人は肥満、糖尿病、心臓病の有病率が高く、うつ病、事故、自
殺のリスクも高くなります。

健康成人男性でストレスもなく元気な人であっても、わずか5日の睡眠不足で不安と
混乱、抑うつ感が強まり、脳はうつ状態や強いストレスを受けた状態に近くなる研究

も判明しています。

天仙 @tensenten · 22時間22時間前 
｢野菜ジュース｣の成分は“満足感”だけ！ ｢1本で1日に必要な野菜｣や｢濃縮還元｣は詐欺 !
?　 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=296172&g=132108 …

不正選挙監視団 @rigged_election · 24時間24時間前 
放射能被曝で最初に殺られるのは、抵抗力の弱い、お年寄り、子供、持病を持った人

たちなどだ。全ての人を早急に非汚染地域に避難移住させることが非常に重要だ！！

https://www.youtube.com/watch?v=fk2ydBjR-8c&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『モスラ』

https://www.youtube.com/watch?
v=Midhv_Hz7T4&ebc=ANyPxKoaUK3VKYS0Cy9ZNJtXZld2WeH1WBRLQ2W8MS2E_a14WGArbig9UvIcHXf1P5qPwPuG175p_auCH9OkHnXU5SsGBKP4Jg&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『チャイコフスキー Interlude-ラモス- 』

エリック ・C @x__ok · 4月5日 
外洋に１日600億ベクレル放出　福島第１の放射性物質　　：日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO59888260Z10C13A9CR8000/ …　これがどれぐ
らいの事なのか、麻痺していてみんながわからないと言う状態にあるのだと思う。放

射能にも軍国主義にも麻痺している日本。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4月5日 
名無し：04/05 18:37
運転手異常対応＞意識不明で自動停止、国交省が開発促す

走行中の運転手の体調が急変したことによる交通事故が相次いでいる……運転手が意
識を失うと自動でブレーキがかかる仕組みだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160405-00000058-mai-soci …

cmk2wlがリツイート 
しばざきとしえ @toshie_s · 4月5日 

https://twitter.com/ame_tate/status/717562303604871169
https://pbs.twimg.com/media/CfVQunEUIAA8ECm.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=fk2ydBjR-8c&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=Midhv_Hz7T4&ebc=ANyPxKoaUK3VKYS0Cy9ZNJtXZld2WeH1WBRLQ2W8MS2E_a14WGArbig9UvIcHXf1P5qPwPuG175p_auCH9OkHnXU5SsGBKP4Jg&nohtml5=False
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO59888260Z10C13A9CR8000/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160405-00000058-mai-soci


人の気持ちを察しない向きの多さどころか「自分の気持ちもよくわからない」輩が恐

ろしい程多い。自分のこともままならぬのに他人どころの騒ぎじゃないのだ、気持ち

におさまらず衣食住全て、財の多寡は無関係に、日常をあまねく網羅する「不感症

」「制御不能」「無目的」要するに生物として壊れている。

tanaka kazushige @tanakakazushige · 4月5日 
「電子レンジの加熱により水の分子構造は破壊される⇒その水を与えられた植物はど

うなるか？」 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=312830&g=132108 … … 9
日後レンジ水の植物は枯れました。ミルクを温めるお母さん方、考えてください。

https://pbs.twimg.com/media/CdBoh1LUsAA402y.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=DKRE59DWsxw&ebc=ANyPxKr9aWeWucgKpAvU2zROfTDFg4ozrhSM0D2p8KnvQ1UjqL4RWgSPx9rf1HoHwfn4pfSzvRi4Ad055NvuS0lsdjfLW6uipQ
ツィゴイネルワイゼン　葉加瀬太郎 
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月7日12:35
　

…ありゃ？（＠＠；）
また「更新が送信できない」状態…？？
　

 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月7日12:40
 
更新できました…（＾＾；）今日、電波おかしい…？
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（４月７日）　皆さんとっくにお気づきでしょうが、

http://85358.diarynote.jp/201604072343091772/

【濃度急上昇−福島第１】／ヤツらは日本人に知られちゃ困
るニュースは日本語で流しません。ご丁寧に日本語で流してく

るニュースには注意しましょう。パナマ文書とか。

2016年4月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?
v=8vMhe90s29k&ebc=ANyPxKp7LaQQZ2yq0mftFWXt5flZ4x8fSkYnMk60FttwZlQ9HOLs5oZdLGmvzSDHYlhiCt308zc13IsK0SQDgyvlmV3bWDUexA&nohtml5=False
黒木渚「虎視眈々と淡々と」MV （Short Ver.）

時事ドットコム @jijicom · 40 分40 分前 
地下貯水槽、新たな漏えいか＝放射能濃度が急上昇−福島第１
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016040700897&g=soc …

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
全国的に空間線量が乱れてますが、石川県津幡町　県石川中央保健福祉センター 河北
地域センターの空間線量計で大きな変動がありました。

バックグラウンドの約 3倍。
https://pbs.twimg.com/media/CfcJf-dVAAEWqDt.jpg

Kimiko.N @muguetparis · 3時間3時間前 
福一だけでなく、あちこち線量が上がってる。スクショは、ホワイトフードさんの地

図のアップ。

特に福井の原発銀座辺りヤバい。

浜岡原発、川内原発、伊方原発の周辺も上がってる。 
https://pbs.twimg.com/media/Cfbw7FwUIAEKFx4.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=jRDzPuZc-PI&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『竹久夢二』 

Seiji Mizuno @seiji_mizuno · 5分5分前 
政府からテスラに「古い原子力発電所を自動車工場に変えて欲しい」との要望が届く -
GIGAZINE http://gigazine.net/news/20160407-tesla-nuclear-plant-factory/ …

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 1時間1時間前 
東電の旧幹部3人が、福島原発事故の責任を求めて市民により強制起訴されたが、そも
そもあの人災の最大の原因は「全電源喪失は起こりえない」と国会答弁した安部首相

にあることを忘れていないだろうか？ 

春橋哲史 @haruhasiSF · 1 時間1 時間前 
春橋哲史さんが扇田梨絵子をリツイートしました

フクイチでは放射性廃棄物が増え続け、年間2万人前後が被曝して働いている。こんな
状況が、2020年まで維持できると思っているのか。維持できるとして、そんな状況で
五輪を開いて嬉しいのか? 　それで「国威発揚」ができると思っているのか? 
https://twitter.com/erihiru/status/718047517233917953

tanaka kazushige @tanakakazushige · 2時間2時間前 
【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=132108 … … ↑記載されている人をみれば偶然にしては
出来すぎ。マスコミは一切取り上げませんが、ちょっとヤバイような・・

北海道反原発連合 @HCANjp · 2 時間2 時間前 
明日！4月8日(金) 18:00-20:00 北海道庁北門前反原発抗議行動■もうすぐ泊原発停止か
ら4年。原発がなくても電気は足りている！北海道に原発は必要ない！泊原発再稼動
反対！ 

ひまわり @himawari_yt · 2時間2時間前 
避難者も５年経って限界に来てる人が多い。

汚染地域に戻る人達が増えた。

エリック ・C @x__ok · 3時間3時間前 
2011年3月23日。フランスでも福島原発の放射能は観測され心配された。空気は飛行船
などで観測され、敏感な人は安全な保存食品を買いに走った。

http://www.franceculture.fr/2011-03-23-la-progression-du-panache-radioactif-de-
fukushima.html …

Mペッコ @pecko178 · 5時間5時間前 
福一ライブカメラ

凝りもせずに編集して流してるね

JNNのライブカメラは見えないくらいの分厚い雲。風も強いのに、クレーンで作業
ちう 
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河北新報オンラインニュース� 認証済みアカウント � @kahoku_shimpo · 6時間6時
間前 
＜写真特集＞福島県富岡町、帰還困難区域を含む桜の名所「夜の森地区」を、記者が

歩きました。33枚の写真でご覧ください。＜避難区域＞暮らし消えた街　桜は昔の
まま | 河北新報オンラインニュース
http://photo.kahoku.co.jp/graph/2016/04/07/01_20160407_63016/001.html …
@kahoku_shimpoさんから

KoeNews／政治 @kkalan23 · 6時間6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 http://bit.ly/1LW1HEn

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
そういえば、東日本大震災でフクイチ全原子炉が全電源喪失したのは３１１の16時頃
非常用発電さえ水没した

だから、すべての学者研究者がメルトダウンを予告し、ただちに避難を呼びかけなけ

ればならなかったのに、誰一人やらなかった

これが日本の学問・研究・原発運営の超低能水準なのだ

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 
#クライシスカレンダー 04/07【1989年 ノルウェー海でソ連原潜沈没】死者42人 ソ連
の原子力潜水艦K-278(コムソモーレッツ)が水深160m付近を航行中に火災が発生、消火
活動の甲斐なく原子炉と核弾頭2発を搭載したまま火災から6時間後に沈没した。

かな @KanaTeach · 8時間8時間前 
ん？その「安全対策」で福一は過酷事故を起こしたんやけど(｀_´)
＞柏崎刈羽原発：ＣＭ中止抗議に東電が継続表明　「安全広報は責務」　／新潟 - 毎日
新聞 http://mainichi.jp/articles/20160407/ddl/k15/040/053000c …
https://t.co/LsBrR8MWjL

NTV NEWS24 @news24ntv · 8時間8時間前 
避難続く福島・富岡町の桜　ドローンで撮影 http://nittele.jp/1RFC3Kb #日テ
レNEWS24 #ntv
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhJaHR0cDovL3d3dy5uZXdzMjQuanAvaW1hZ2VzL3Bob3RvLzIwMTYvMDQvMDcvMjAxNjA0MDctMTMzMzAwLTItMDAwMF9tLmpwZxSABRTOAhwUhAYUlAMAABYAEgA&s=dJY1zx57zLuba5Y-
8B6DoywwWHMSu6m1ziHL3u554hA

cmk2wl @cmk2wl · 9 時間9 時間前 
「（11年）3月16日、莫大な量の放射性物質の煙が立ちのぼり、風に乗って東京方向に
流されて行きました。（略）未だに誰もが口を閉ざしていますが、15日16日17日の 3
日間、東京の人々はどれだけの被曝をしたのでしょうか？」ガンダーセン

http://goo.gl/6Ie6Mw

残花録 @Fuyo1945 · 10時間10時間前 
1945年4月7日13:37 「大和」左舷中央部に魚雷3本命中。副舵取機室浸水、機関科要員
は直ちに本舵取機室へ避難。副舵が取舵のまま故障する。傾斜左8度に達し右舷注水タ
ンクへ3000トンを注水、傾斜を復原 #残花録

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 10時間10時間前 
いったいどのくらいの「不幸」があれば、この人は原発止める気になるんだろう。RT
@sijukara7: 「福島の不幸ぐらいで、原発はやめられない」
自民、細田幹事長代行が暴言.

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
安倍政権によって消された、原発死者のニュース記事

http://ameblo.jp/64152966/entry-12038706122.html …
http://blog.goo.ne.jp/takizawas/e/a1f2bcc3cb672a9630cf30e3fcbe520c …

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
自民党＝官邸は、どこまで情報操作するつもりだ

ウクライナで150万人死亡や、311後数千の遺体が近傍に残されていたの記事も消され
、カレイドでさえ安倍政権の悪事の削除を求められ容認している

安倍に都合の悪い記事はすべて、この世から消された

tomstar 戦争反対 ！ @tomstarharash · 12時間12時間前 
tomstar 戦争反対 ！さんがみずほ倶楽部をリツイートしました
多くの裁判所が似たようなことを言い続けてきた結果、福一の事故が起きた。「裁判

所の責任」は誰が問う？まるで事故の総括が必要とされない裁判所。無責任の極み。 

Nob @Nob_hsj · 13時間13時間前 
Nobさんがkenjiをリツイートしました
確かに９時５９分から１３時まで空いているが、この間消されたのかな？

amaちゃんだ @tokaiama · 16時間16時間前 
サンダースさん　ニューヨークの北２５マイルにある「インデイアン・ポイント原発

」の閉鎖を要求！　ニューヨーク予備選へ「脱原発の風」吹き込む！　「原子力発電

は危険なアイデア。核廃棄物の保管する安全な方法もまったくない」

http://photo.kahoku.co.jp/graph/2016/04/07/01_20160407_63016/001.html
http://bit.ly/1LW1HEn
http://mainichi.jp/articles/20160407/ddl/k15/040/053000c
https://t.co/LsBrR8MWjL
http://nittele.jp/1RFC3Kb
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhJaHR0cDovL3d3dy5uZXdzMjQuanAvaW1hZ2VzL3Bob3RvLzIwMTYvMDQvMDcvMjAxNjA0MDctMTMzMzAwLTItMDAwMF9tLmpwZxSABRTOAhwUhAYUlAMAABYAEgA&s=dJY1zx57zLuba5Y-8B6DoywwWHMSu6m1ziHL3u554hA
http://goo.gl/6Ie6Mw
http://ameblo.jp/64152966/entry-12038706122.html
http://blog.goo.ne.jp/takizawas/e/a1f2bcc3cb672a9630cf30e3fcbe520c


http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/feel-the-bern-d.html#more …

cmk2wlがリツイート 
松沢直樹 Naoki Matsuzawa @naoki_ma · 4月6日 
浪江町に取材に向かう前に、首都圏からもっとも近い茨城県の東海原発を取材しにい

ったのだが、原発敷地のフェンスはガタガタ、周辺道路も急いで補修した後がめだ

った。本当に何もなかったのだろうか。

https://pbs.twimg.com/media/CfVoiJjVIAE3mfG.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=smP3cu6-6nk&ebc=ANyPxKq4xUUY0TDHsbqvAmThI64s-
G83LbDxtHvEw8xm_ebO2Y5I29o29IyBd1ifcAbASpM32DsV5mVaHxoWROjokudY2MhqeA&nohtml5=False
渡辺美里 サマータイムブルース 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10分10分前 
https://pbs.twimg.com/media/CfcGwKTUsAE4Tpr.jpg
これはわかりやすい

「こういう流れで財政赤字になり、我々、一般国民は増税で絞り取られる」

これをやっていた企業や人物のリストが「パナマ文書」←これが、バレて世界中の国

民が怒ってる。でも日本ではあまり報じてない（画像：Google）

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 24分24分前 
T.HIRANOさんがEdward Snowdenをリツイートしました
あのスノーデン氏が「パナマ文書：史上最大のリーク」と言ってる。リークされたデ

ータ容量は2.6TB、ファイル数は1150万件。日本の企業名も出て来てるみたいだけど、
報じない。イギリスBBCなどの海外メディアは、連日 TOP NEWS　

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 51分51分前 
昨日から、こればっかりだね

海外では「パナマ文書」の報道で凄い事になってるけど。「中国はパナマ文書の報道

＆ネット規制を始めた」とロイターが報じてる

山尾議員：地球５周分

菅 官房長官：地球５周分
安倍首相：地球１２周分

週刊新潮

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
4月7日午後の記者会見。
円高が進んでいることについて、日本商工会議所の三村会頭が警戒感。

「暴力的な円高だ。問題は短期間に理由も分からずに円高が進んでいること。中小企

業の経営者の心理にも悪影響を及ぼしかねないと警戒感（NHK）」

天仙 @tensenten · 6時間6時間前 
米大統領選の不正選挙プログラムを作ったプログラマーの証言 http://blog.nihon-
syakai.net/blog/2014/12/4521.html?g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/B5fwPqLCAAAN_j3.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 9時間9時間前 
内閣が百回倒壊するような不正、選挙集計から憲法無視から賄賂汚職放任、パンティ

泥棒大臣、何でもありの安倍政権だから、人口動態統計の捏造改変など朝飯前だろう

もう日本の統計は信用できない　ベラルーシや中国と同じになってしまった

junkoがリツイート 
Mr.F.G　世界ウェハー党　脱原発 @MayamaWoodged · 11時間11時間前 
政権党である自民が、選挙目的で縛りをゆるくした構図だろうと。

相変わらず時代に逆行する行為。

道職員の天下りは課長級で７割、部長級で８割強という厚遇ぶりお知らせ http://hre-
net.com/seiji/dousei/1853/ …

被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 11時間11時間前 
皆さんとっくにお気づきでしょうが、ヤツらは日本人に知られちゃ困るニュースは日

本語で流しません。東電福一原発とかイスラエル情報なんかがそうですね。

ご丁寧に日本語で流してくるニュースには注意しましょう。

パナマ文書とかいうもの

http://www.huffingtonpost.jp/2016/04/06/what-is-panama-papers_n_9622672.html …

The Gube @chiharu_shiga · 12時間12時間前 
いま一番汚いのは軍需産業、原発、宇宙開発、製薬会社だけど、こういう会社のイメ

ージ戦略を請け負っているのが電通

【パナマ文書流出】セコム、電通、バンダイ、楽天、ユニクロ？タックスヘイブン、

租税回避地　日本企業も！NAVER+まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2145992120089991301 …

天仙 @tensenten · 13時間13時間前 
「ムサシ」には自民党から共産党までやっかいになっていた

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=286672&g=132108 ……

amaちゃんだがリツイート 
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https://www.youtube.com/watch?v=smP3cu6-6nk&ebc=ANyPxKq4xUUY0TDHsbqvAmThI64s-G83LbDxtHvEw8xm_ebO2Y5I29o29IyBd1ifcAbASpM32DsV5mVaHxoWROjokudY2MhqeA&nohtml5=False
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ジョンレモン @horiris · 4月5日 
日刊ゲンダイ

「安倍首相は、山尾議員のケースと違って、選挙がないにもかかわらず、毎年高額な

ガソリン代を計上」

11年分 591万7362円
12年分 573万2858円
13年分 554万6613円
14年分 499万6215円
https://pbs.twimg.com/media/CfR9JppUIAEd8uT.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=W6Iv7O9qAHg&ebc=ANyPxKowwKRZkBq1srHmzR-
Tq7RQzT4NKIlVNMRE2XtMZQD7KXwBfl_8PYDHOD699jsWiFu9Kf0tRPpl8uJ07NYDWIJtx3uROg&nohtml5=False
水曜日のカンパネラ『マリー・アントワネット』

…浅草？で、なにゆえこの曲…ｗ

池田幸代 @J9L3m · 5時間5時間前 
池田幸代さんがかまやんをリツイートしました

こういうこと。税金逃れしている企業の不買運動もいいよねー！原発と武器を作って

いる企業からはものを買わない。そこに融資している銀行からは口座引き上げる、個

人的にはやってきたけど、もっと呼びかけなくちゃ♡銀行は全労金に。

東京新聞政治部がリツイート 
東京新聞ほっとWeb オフィシャル @tokyohotweb · 15時間15時間前 
東京新聞は、東京だけでなく、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木、静岡 中・東
部でもご購読いただけます。まずは「ためしよみ」。 1週間 無料でお届けします。 じ
っくりためしてみてください。 お申し込みはこちらから⇒ http://hotweb.tokyo-np.co.jp

https://www.youtube.com/watch?v=uya2FzJSUro&nohtml5=False
渡辺美里　Boys kiss Girls 

Kan Kimura (on DL) @kankimura · 10時間10時間前 
時にある会話。教員「暴風警報が出たので、院生は速やかに帰宅するように」留学

生「タ、タイフーンですか？」教員「そうだ。風は更に強くなる」留学生「アパート

も危なくなったら、何処に避難したら良いんですか？」教員「心配するな、指定避難

場所はうちの大学だ」留学生「パ、パードン？」

https://www.youtube.com/watch?v=Hf3hIX5l3pg&nohtml5=False
【黒木渚】「革命」　BOMBER-E LIVE 

https://pbs.twimg.com/media/CfR9JppUIAEd8uT.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=W6Iv7O9qAHg&ebc=ANyPxKowwKRZkBq1srHmzR-Tq7RQzT4NKIlVNMRE2XtMZQD7KXwBfl_8PYDHOD699jsWiFu9Kf0tRPpl8uJ07NYDWIJtx3uROg&nohtml5=False
http://hotweb.tokyo-np.co.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=uya2FzJSUro&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=Hf3hIX5l3pg&nohtml5=False


（４月７日）　時々パラレルワールドの東京。／エルさんもアルパカ狼さんもヘビー
スモーカーだけど、とっても健康そぉだ…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201604072349531244/

「頭皮炎」顔がヒリヒリする「急激なシミ増加」 ／新大久保と高
田の馬場の間で被曝／抗がん剤で免疫不全／白血病の新規患者１

ヶ月４人は異常なペースだ／長時間座るのって、健康に悪い。

2016年4月7日 お仕事
　

https://www.youtube.com/watch?v=PElHnazpHoU
渡辺美里　とびだせ青春 

被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 1時間1時間前 
ここんとこ毎日 喉の痛みがくるんだけども
雨の降ってた今日はまったく痛くならなかった

晴れの日は湿度が高くても喉の焼けるような痛みがくる

雨の今日　喉は痛くないけど空間線量に変化無し

それくらい東京の汚染が進んだってことだと思う 

Dr.ラスカル@手洗大切しっかり感染防止 @Dr_RasuKaru · 1時間1時間前 
【放射能より喫煙やめましょう】

「放射能が〜」と叫ぶその口でタバコを吸うのは矛盾します。

タバコの煙は灰に蓄積し健康を害さないことは絶対にありません。

吸われている本人はフィルターを介して吸入してますが、隣人は伏流煙を直接吸込み

ます。放射性物質より有害物質を拡散しているのは誰？。

じょなちゃん病気療養中 @jyonasan1957 · 3時間3時間前 
大麻は放射能汚染を吸収する能力があるから、沢山植えといたほうがいいよ。その代

わりそんなもの吸ったら内部被曝間違いないから絶対にダメ。約5年で100%吸収する
。チェルノブイリで実証済み。

天仙 @tensenten · 3時間3時間前 
健康寿命は友だちの数で決まる!?
最も健康に悪いのはタバコじゃなくて「孤独」だった http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=299491&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/B5lQQwUCcAExSJK.jpg

…なるほどねぇ…ｗ（＾＾；）ｗ…

http://85358.diarynote.jp/201604072349531244/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=202
https://www.youtube.com/watch?v=PElHnazpHoU
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299491&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/B5lQQwUCcAExSJK.jpg


エルさんもアルパカ狼さんもヘビースモーカーだけど、とっても健康そぉだ…ｗｗｗ

cdb @C4Dbeginner · 2時間2時間前 
cdbさんがrikorikoをリツイートしました
「日本人の食生活には、塩分や脂肪分が不足しているんじゃないか？ご一緒に砂糖水

をLサイズでいかがですか？」という健康に対する繊細な配慮を感じる新メニューで
すね。さすが世界企業だと思います。いい意味で。もちろんいい意味でね。

ピーチメロンまみ子 @offtw8 · 3時間3時間前 
これは身体に悪い…、こんなの無駄遣いだ…。食べ物を選ぶとき頻繁に浮かんだ。せ
っかく食べるなら美味しく食べよう♪という気持ちで食べると、後悔がないことが

わかった。不健康な食事をすることよりも、それをストレスに思う気持ちのほうが体

にも心にも有害な気もする。

天仙 @tensenten · 7時間7時間前 
「ストレスが身体に悪い」は大ウソ！

実は「ストレスが体に悪い！」と信じることが身体に悪い。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=291980&g=132108 ……

須崎恭彦｜須崎動物病院｜犬猫の栄養学 @susakiyasuhiko · 7時間7時間前 
ヒトも犬猫も元々持っている「環境の変化に合わせて自分の身体を調整する力」で色

々上手にやっています。これがうまく機能できるよう、元気なうちから健康な状態を

維持できるようにしましょう！ http://ow.ly/10l4dA

あおてん農園 @aoten49003 · 13時間13時間前 
無農薬の農業を批判され、隣国と仲良くしようと言うと批判され、放射能は危険だと

言うと批判され、添加物のない食品を探し求めて批判される国・日本。理想と現実は

違うとか、気にしてたらストレスで病気になるとか、様々な理由をつけて今の価値観

に必死でしがみつく。それでは何も変えられない。

https://www.youtube.com/watch?v=rLDv5HYqP-w&nohtml5=False
渡辺美里 「BOYS CRIED - あの時からかもしれない-」(Live in TOKYO DOME ’89)

neko-aii @neko_aii · 40 秒40 秒前 
2013/07/05
昨日の23才のAML(骨髄性白血病)の新規患者。
これで１ヶ月で４人は明らかに異常なペースだ

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/194d27f1c1fa072a0f9b53352b849a71 …
栃木県北部、知人のネコ。傷が酷くて病院へ。白血病だった

獣医さん曰く、他にも外に出してるネコの白血病が急増している

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=291980&g=132108
http://ow.ly/10l4dA
https://www.youtube.com/watch?v=rLDv5HYqP-w&nohtml5=False
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/194d27f1c1fa072a0f9b53352b849a71


neko-aii @neko_aii · 2分2分前 
＜放射線障害＞

『現在、症状がある』ということは

将来、「 知能障害 」や「 成長障害 」が
高率で起こる可能性がある。

現在障害が無くても

体内の細胞は死んでいき

何らかの障害が起きる。

もっとも放射線に敏感な世代と

女性を移動させるべき。

専門医の手記より

neko-aii @neko_aii · 13分13分前 
"framboise731 2013年01月
娘が甲状腺検査で基準値ぎりぎり

「東京に居続けたら悪くなると？」

先生は静かに頷いた

「川沿いと清掃工場の近くに住む子は数値が悪い」

「自分が見た子供達の事しか言えないけど

○人中○人、そうとしか言えない」

ショックでした"

neko-aii @neko_aii · 24分24分前 
eye_s_only 2013年01月
友人の都内皮膚科医より

「頭皮炎」「顔面・腕の急激なシミ増加」 
による来院が増えてる。

daikichikyoudai
東京の姉が

最近、顔がヒリヒリすると。

関西にきたらどうもないと。

水でしょうか？

自宅は横浜、仕事は世田谷区

十四松の健康術 @ju_shi_ma · 23 分23 分前 
長時間座るのってスッゲー健康に悪いんだって！！！

1日に6時間以上座る生活を10〜20年間続けると心臓病で死亡する確率が64％なんだ
って！

改善策として、1時間に1回、少し歩いたりするだけでも、リスクをかなり下げられる
らしいよ！ 

neko-aii @neko_aii · 31分31分前 
"YUKIMIHOP 2013年01月20日 東京
新大久保と高田の馬場の間で



新大久保と高田の馬場の間で

見つけました。

これが日本の怖さ。

工事現場と同じ扱いの

放射線量の告知！ 
被曝中なう！！ですか？"
https://pbs.twimg.com/media/CfcWteOUEAEs_bm.jpg

竜田一人 @TatsutaKazuto · 5時間5時間前 
"放射能の影響で梅干し作りができない"…どこの福島の話でしょうね、神戸新聞さん。
普通に県内産の梅干し売ってましたけどね。

https://twitter.com/nyoloro/status/715425416559767552 …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 6時間6時間前 
名無し：04/05 14:56
２０1５年７月〜９月都道府県水道水蛇口セシウム…
1位栃木県0.00442
2位山形県0.0032
3位群馬県0.0021
4位宮城県0.00195
5位東京都0.00186
6位茨城県0.0017
7位福島県0.0015
8位埼玉県0.0014

ともひろ @ecoiso · 3 時間3 時間前 
続々と寄せられる、ガン治療の実態！『癌の治療中の患者は8割感染症で死ぬ！それは
抗がん剤で免疫不全を起こすからだ！』 http://bit.ly/1IPihay 
癌は恐れるに足りないのだが、医者の奨めるままに抗ガン剤に走る。そして、予定

通り、死ぬ。これが現実である。

勝部 元気 @KTB_genki · 6時間6時間前 
勝部 元気さんが片山愁をリツイートしました
行列のある店に並ぼうとしたり、テレビでとある商品が健康に良いorダイエットに効果
的と報じられると次の日スーパーで売り切れになったりするのも同じ。軸が無く流さ

れやすい国民性こそ問題の根幹でしょうねぇ… 
https://twitter.com/shu_kata/status/716244681240092672

弥生さんへの返信 
최강∞ΘωΘ∞E⇄2 @nidako_914 · 8時間8時間前 
@nijizora1873 @kikutomatu 歯がない人は認知症になり易いというか、認知症の8割？
は歯周病と言われています。歯の健康を無視できないということですね。長年、口の

中のバイ菌が内臓や脳？に悪影響を及ぼすと聞きました。

https://pbs.twimg.com/media/CfcWteOUEAEs_bm.jpg
https://twitter.com/nyoloro/status/715425416559767552
http://bit.ly/1IPihay
https://twitter.com/shu_kata/status/716244681240092672


天仙 @tensenten · 11時間11時間前 
行政や医者にワクチンを勧められたら

以下の事を聞いて納得してから接種してください。　 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=299658&g=132108 ……

天仙 @tensenten · 12時間12時間前 
・・ワクチンは百害あって一利なし！・・ワクチンの成分　

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299419&g=132108 ……

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：04/07 03:00
国内初の国際認証受けた南三陸のカキを「東京五輪の食材に」

後藤部会長は「東京五輪での使用が実現すれば、生産者の励みにもなる」と…
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160405-00000015-san-l04 …
#日本流殺人的おもてなし

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し：2016/04/07(木) 05:06 ID:XXXXXXXX
≪甲状腺疾患≫日本での推定患者は500万人で、約20人に1人は甲状腺の病気
http://silvershield.link/thyroid-disease/ …
#記事に福島原発事故の文字なし

amaちゃんだがリツイート 
Greenlabel_sideB @greenlabel_tw · 4月5日 
【突然死1.201312】小職の周りでは初めてとなりますが、小学校時代の友人が急死し
ました。東京在住、勤務地銀座、三十代後半、男性。（追記）死因は心筋梗塞という

ことでした。#急死 #突然死

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4月6日 
葬儀ビジネス

今回、調べてて凄いと思ったのは「早割り」という、まるでスマホの「月々割」みた

いな料金形態で「１か月後に亡くなったら＝１万円値引き。２年後なら５万円値引き

」とか。昔からある葬儀屋さんの不明瞭な料金形態より良いかもしれない。

https://www.youtube.com/watch?v=SI_VBauvAik&nohtml5=False
渡辺美里 死んでるみたいに生きたくない 

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【不明の自衛隊機乗員か 新たに３人心肺停止で発見】
防衛省は、7日午後3時40分ごろ、消息を絶った航空自衛隊機の乗員とみられる3人を新
たに発見したと発表しました。3人は心肺停止の状態だということです。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299658&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299419&g=132108
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160405-00000015-san-l04
http://silvershield.link/thyroid-disease/
https://www.youtube.com/watch?v=SI_VBauvAik&nohtml5=False
http://nerv.link/7LBFxG


http://nerv.link/7LBFxG

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
利尻山は１０００ｍ以上が亜高山帯、１５００ｍ以上では完全な高山帯で遮るものが

皆無

海抜０ｍから登るので高山病にもかかりやすい

不調になったら森林帯まで逃げ戻る以外の対策はない

１０００ｍ以下まで戻れば大半の気圧不調は回復する

異常を感じたら、とにかく逃げ戻ることが必要だ

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
利尻山で２人遭難、２８歳の北大医学部生が死亡

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160407-00050039-yom-soci …
医学部で金儲け医療の屁理屈教える前に、死にそうになったときの生還方法をきちん

と教えろ！

https://www.youtube.com/watch?v=l1gBA4Nr0GE&nohtml5=False
渡辺美里　IT’S TOUGH 

un志水　満 @tennsi21 · 1時間1時間前 
アボカドの成分が【 白血病の原因⇒「がん幹細胞】だけを攻撃することが判明！ 急性
骨髄性白血病の正体 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=313881&g=131208
…：小腸を損傷させているものは・・・
放射能やカビ菌、解熱剤や抗がん剤、抗生物質〜 

天仙 @tensenten · 5時間5時間前 
腸は脳を支配している？・・・【乳酸菌はどのようにしてヒトの免疫機能を正常化す

るのか？】 http://www.seibutsushi.net/blog/2014/09/2785.html?g=132108 … …

junkoがリツイート 
るな @rose888runa · 23 時間23 時間前 
近くの｢coopさっぽろ｣さんに入荷してほしいなと言っていたら 売ってて感激した
１つ 171円(税込)
100%の表示はないけれど 他のよりはまだいいかな
https://pbs.twimg.com/media/CfXj8fMUsAAUCQ4.jpg

来週の魔女鍋は、諦めてた「おでん」だ〜ッ♪

　！（＾◇＾）！

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160407-00050039-yom-soci
https://www.youtube.com/watch?v=l1gBA4Nr0GE&nohtml5=False
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=313881&g=131208
http://www.seibutsushi.net/blog/2014/09/2785.html?g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CfXj8fMUsAAUCQ4.jpg


…探しても探しても、なかなか見つからない曲を求めて…
「渡辺美里　因数分解」で検索したら、

何故か悠宙舞さんの解凍もとい回答が（＾＾；）これでした…？？
https://www.youtube.com/watch?v=so3XwbrJK0Y&nohtml5=False
テロリストは誰？vol.10ブライアン・ウィルソンの癒し 

う〜ん…（＾＾；）…悠宙舞さんには無いみたいよ…

代理。

https://www.youtube.com/watch?v=OGsQg4f_tek&nohtml5=False
青空 / 渡辺美里 

dek unu @dek_nobo · 7時間7時間前 
北東北の蝦夷攻略にあたり朝廷は、占領した地域の蝦夷を西日本に強制移住、また関

東の労働力の東北への強制移住を行ってる。この地に大同年間に建ったとされる寺社

古刹が複数あるのは無理矢理移住させられてきた関東の人たちの信仰であって、蝦夷

が和人に同化したことを示すものではないやね。

ulala france @ulala_go · 9時間9時間前 
海外多くの海外移住者の場合は1000万以上のお金を海外送金しない限り、マイナンバ
ーを銀行に申請する必要はない

移住者はマイナンバーが必要？銀行口座は紐付けしてないと閉じるって本当？の答え

を発表します https://ny-pg.com/life/my-number/
https://t.co/3NpHoDG7t5

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
グーグルトレンドにも官邸・自民党の作為！

これまで白血病や心筋梗塞のワードを入れると尻上がりに上昇するグラフが見えた

のに、以前とまるで違う、何も起きていないようなグラフにされている

https://www.google.co.jp/trends/explore#q=%E7%99%BD%E8%A1%80%E7%97%85
…

荘口彰久 @souguchi · 16 時間16 時間前 
今日のスタジオは「軽い気持ちで田舎暮らしするのは危険？地方移住トラブル」9:01頃
から〜

https://www.youtube.com/watch?v=TwhdFTjNdb8&ebc=ANyPxKru-ZR6aiwjhdT8G41D-
ICw_XwD5Bu5frC-4nUETwRADbVTTjnfpGHCxIajMiheydvkxGsxHel-
CFSoNqjXtxY1ImsXjw&nohtml5=False

https://www.youtube.com/watch?v=so3XwbrJK0Y&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=OGsQg4f_tek&nohtml5=False
https://ny-pg.com/life/my-number/
https://t.co/3NpHoDG7t5
https://www.google.co.jp/trends/explore#q=%E7%99%BD%E8%A1%80%E7%97%85
https://www.youtube.com/watch?v=TwhdFTjNdb8&ebc=ANyPxKru-ZR6aiwjhdT8G41D-ICw_XwD5Bu5frC-4nUETwRADbVTTjnfpGHCxIajMiheydvkxGsxHel-CFSoNqjXtxY1ImsXjw&nohtml5=False


黒木渚　「赤紙」 

母なる大地のお @hahanarudaitino · 2分2分前 
時々パラレルワールドの東京の様子に帰りたくなる事があるけれど、福一にもう一度

地震が襲い冷やせなくなったらやっぱり関東も時間の問題。既にばら撒かれたもの以

外にも意識していないといけないリスク。大地震の際は、幹線道路が封鎖される予定

だから逃げられない。悪化はあっても修復はない現実。

ぴーすけ（東直希） @pskpsk1983 · 5時間5時間前 
最終出社日からもうすぐ1年たつんですけどね。脱サラ＆移住して1番強く感じたこ
とは、けっきょく人なんてもんは『環境』と『習慣』で作られるんだなぁってことで

した。だから、もっと自分を変えるために、もっと山奥に引っ越して、朝6時起床の、
夜22時就寝、という生活リズムにしてみる予定です。

https://www.youtube.com/watch?v=ytneI0tmzow&ebc=ANyPxKrLyVXHQv-
5QWUaqFqjp1ZFtPEBJAuAXnZgWTigZ2UwcuqbKhDbN3wtY3opd0vgeAe-
N4j6PX7WZmBJqogfwKknEDE4HQ&nohtml5=False
JUMP　misato 

…あったあった…♪（＾◇＾）♪

https://www.youtube.com/watch?v=bD9q7w7WKbk&nohtml5=False
渡辺美里　さくらの花の咲くころに 

永遠に見つからないかと思ったよ…ｗｗｗ

Kan Kimura (on DL) @kankimura · 11時間11時間前 
暴風警報で授業はキャンセルやけど、健康診断は決行とか訳わからん。健康に悪い

やろ。

https://www.youtube.com/watch?v=5pFImHe-318&nohtml5=False
黒木渚「テーマ」from 2015.10.7 RELEASE 2nd album「自由律」限定盤B（CD＋LIVE DVD） 

ゆあま @maymaymay7523 · 8時間8時間前 
いいことを教えてしんぜよう

健康診断で胸部レントゲンに並ぶ女子は 
ノーブラだ

https://www.youtube.com/watch?v=ytneI0tmzow&ebc=ANyPxKrLyVXHQv-5QWUaqFqjp1ZFtPEBJAuAXnZgWTigZ2UwcuqbKhDbN3wtY3opd0vgeAe-N4j6PX7WZmBJqogfwKknEDE4HQ&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=bD9q7w7WKbk&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=5pFImHe-318&nohtml5=False


https://www.youtube.com/watch?v=-
t9x4hLryZE&ebc=ANyPxKpjKTkRGbc_VCDnnY4PbzaXgpCjfXshhov0b3GepjyPx0PRXbWy6iOsE_ZDNrC6DKhL-
VJZs-ULNSBIHCCPO9O4Ps4NSg&nohtml5=False
黒木渚「アーモンド」（Live at EX THEATER ROPPONGI 2016. 01.11） 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-t9x4hLryZE&ebc=ANyPxKpjKTkRGbc_VCDnnY4PbzaXgpCjfXshhov0b3GepjyPx0PRXbWy6iOsE_ZDNrC6DKhL-VJZs-ULNSBIHCCPO9O4Ps4NSg&nohtml5=False


（４月８日）　架空の敵に対する恐怖である。

http://85358.diarynote.jp/201604081056411198/

福島第二発電所も原子力緊急事態宣言 だったんだね。

2016年4月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=5t5NE9q--
Sc&ebc=ANyPxKrNIp3LeEv0BBjjhMH4HGXerCfzH_8iPmZt6tEiqLfqJGLPHq6lXI-aq2Xn4exVZ-
_rdwUIbnOGxRWKAvyUaQv0AjxkBw&nohtml5=False
「明和電機のヤックウィ〜ン」　ＰＶ 

naﾅmi �意識遠い系 ♡HSsM♡ @nanachin1974 · 33分33分前 
◆地下貯水槽、新たな漏えいか＝放射能濃度が急上昇—福島第1
（時事通信）http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160407-00000147-jij-soci … 
(4月7日(木)21時48分配信) 東京電力は7日、福島第1原発で過去に汚染水が漏れた地下
貯水槽の外側遮水シートの間で同日採取した水から、

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
今更ですが 福島第二発電所も原子力緊急事態宣言 だったんだね。 してその成立要件は
？

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/442.html …

https://www.youtube.com/watch?
v=sTKW17t86eo&ebc=ANyPxKrh4B5PWndPM82wD34aJcHen4w3LbvOV0xIXXcfMhxp2tcBuAfXlE_wfalqcimG6E1rGDuMylrGZLiYWpSfTGQcgLvgyQ&nohtml5=False
Shugo Tokumaru - Such A Color

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
4月8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/CfeZ1IiUIAAwveh.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
関東に東電福島原発からの風が来ています。

予報では今日 8日昼ごろですが、実測では既に来ている雰囲気です。
https://pbs.twimg.com/media/CfeUmQEUkAE9sXk.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
お台場から土１キロ当たり１万ベクレル超の衝撃 （日刊ゲンダイ）　
http://www.asyura2.com/12/genpatu22/msg/170.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
フクイチ核惨事　６年目入り

「原発廃棄物１０万年の遺物」　——　米国の環境保護メディア「This Planet（この
、惑星）」が啓発ビデオを作成し、ユーチューブで世界公開　

http://85358.diarynote.jp/201604081056411198/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160408/85358_201604081056411198_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160408/85358_201604081056411198_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160408/85358_201604081056411198_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=5t5NE9q--Sc&ebc=ANyPxKrNIp3LeEv0BBjjhMH4HGXerCfzH_8iPmZt6tEiqLfqJGLPHq6lXI-aq2Xn4exVZ-_rdwUIbnOGxRWKAvyUaQv0AjxkBw&nohtml5=False
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160407-00000147-jij-soci
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/442.html
https://www.youtube.com/watch?v=sTKW17t86eo&ebc=ANyPxKrh4B5PWndPM82wD34aJcHen4w3LbvOV0xIXXcfMhxp2tcBuAfXlE_wfalqcimG6E1rGDuMylrGZLiYWpSfTGQcgLvgyQ&nohtml5=False
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CfeZ1IiUIAAwveh.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CfeUmQEUkAE9sXk.jpg
http://www.asyura2.com/12/genpatu22/msg/170.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/the-100000-year.html#more


http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/the-100000-year.html#more …

改憲阻止モードのイシカワ（生きている） @ishikawakz · 7 時間7 時間前 
2016年3月末のフクイチの汚染水〜溶接タンク不足し、一時的にALPS全機停止〜
http://plaza.rakuten.co.jp/haruhasi/diary/201604030001/?scid=we_blg_tw01 … #r_blog

amaちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
"hmskt12721112
昔アメリカが行った

水爆実験のことは知ってた。

汚染した魚が水揚げされ

パニック起きたこと、

築地市場に汚染魚が

埋められたことは知らなかった。

それが大江戸線の工事のときに

見つからず行方不明"
https://pbs.twimg.com/media/CfchS80UkAEuZai.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
濃霧注意報 　最終発表時刻：2016-04-07 22:30
海上濃霧警報 04月07日20:40分現在
気温が上昇しているのに、全国的に湿度が上昇しています。

長野や九州その他で湿度100パーセントを観測。
https://pbs.twimg.com/media/Cfcf_dtUAAEJI6S.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
全国的に空間線量が乱れてますが、石川県津幡町　県石川中央保健福祉センター 河北
地域センターの空間線量計で大きな変動がありました。

バックグラウンドの約 3倍。 
https://pbs.twimg.com/media/CfcJf-dVAAEWqDt.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=fM08FsPn9h4&nohtml5=False
トクマルシューゴ (Shugo Tokumaru) - Green Rain 

朱鷺（shuro） 1009@alice · 11分11分前 
「原子力を利用する以上、リスクを承知の上で、それを克服・制御する国民的な覚悟

が必要である。

腹を据えてこれまで通り原子力を利用し続ける以外に日本の活路はない。」

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-3277.html …
＜リニア新幹線狂気の計画ー１ー＞「間違いなくこれは浜岡と抱き合わせの…

junkoがリツイート 
さかなちゃん☆ウクレレ歌人←β崩壊 @sakana20001 · 25 分25 分前 
「ホームレスになるとひどい目に遭うぞという光景を、行政がうまい具合に見せつけ

てくるわけですね。・・・ --- なぜ人はブラック企業で“奴隷労働者”となってしまう
のか？ (日刊SPA！ - 04月08日 09:12) http://mixi.at/a6AOjUW

junkoがリツイート 
Pavlov’sdog @Paboya108 · 1時間1時間前 
それでも進める核のリサイクル。新法人「再処理機構」の危ない正体

http://www.mag2.com/p/news/171112

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：04/08 04:05
富裕層はパナマ使って脱税してました！

↓

菅官房長官：パナマ文書は調査しない！！

↓

安倍首相：かならず消費増税します！！！

http://plaza.rakuten.co.jp/haruhasi/diary/201604030001/?scid=we_blg_tw01
https://pbs.twimg.com/media/CfchS80UkAEuZai.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cfcf_dtUAAEJI6S.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CfcJf-dVAAEWqDt.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fM08FsPn9h4&nohtml5=False
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-3277.html
http://mixi.at/a6AOjUW
http://www.mag2.com/p/news/171112


なめとんのか

桑ちゃん @namiekuwabara · 2時間2時間前 
（「線量高い」とうと「心の除染」）←この話は、住民が市役所に電話すると、市

が雇った〇〇がきて「放射線取扱い・放射線防護」業務もやったこともなく、実務経

験も無い人がきて放射線の話はほとんどせず「気にしすぎですよ。」で1件2万円です
。これが福島県の現状です。税金「復興金の使い道」

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
「発表では戦局は有利。しかし、いつの間にか「本土決戦」でした。今とそっくり

です。：金子勝氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/19781.html#readmore …

日刊ゲンダイ @nikkan_gendai · 3時間3時間前 
【政治】安倍首相の発言によって、市場は約３年５か月ぶりに７営業日続落。円高を

牽制するどころか、完全に裏目に出たのは言うまでもありません。 http://www.nikkan-
gendai.com/articles/view/news/178913 … #日刊ゲンダイDIGITAL

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
電通＝情報操作＝悪の根元《日本のマスゴミが世界的なスキャンダル「パナマ文書」

に及び腰なのは「電通」の名前があったから

http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/163.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
核のセキュリティー（安全確保）に政府首脳が責任を持たないなど「低セキュ

リティー」が続くシナリオでは、２０３０年までに、セキュリティー問題 に起因する
フクシマ並みの核惨事——すなわち「セキュリテーのフクシマ」が起きる！

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/security-fukush.html#more …

カラパイア @karapaia · 7 時間7 時間前 
【RT800UP】 警察のポスターも地域によってこんなに違う。例えば警視庁と大阪
府警・・・ http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215184.html …
https://pbs.twimg.com/media/CfdBrg1UIAAi1pR.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=BeXbZgvvths&ebc=ANyPxKrh4B5PWndPM82wD34aJcHen4w3LbvOV0xIXXcfMhxp2tcBuAfXlE_wfalqcimG6E1rGDuMylrGZLiYWpSfTGQcgLvgyQ&nohtml5=False
Shugo Tokumaru - Metrion 

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
カラパイア : ここにいたいの。車で出かけようとした矢先、入り口をブロックする犬の
強制排除風景 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213271.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cfcz8DpUUAI30cA.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=Hmelkum5zAE&ebc=ANyPxKrNIp3LeEv0BBjjhMH4HGXerCfzH_8iPmZt6tEiqLfqJGLPHq6lXI-
aq2Xn4exVZ-_rdwUIbnOGxRWKAvyUaQv0AjxkBw&nohtml5=False
明和電機 - 明和電機社歌 

朱鷺（shuro）がリツイート 
文豪の名言bot @SeihekiBot · 2015年6月12日 

我々に武器を執らしめるものは、

いつも敵に対する恐怖である。

しかもしばしば実在しない

架空の敵に対する恐怖である。

芥川龍之介

http://sun.ap.teacup.com/souun/19781.html#readmore
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/178913
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/163.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/security-fukush.html#more
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215184.html
https://pbs.twimg.com/media/CfdBrg1UIAAi1pR.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BeXbZgvvths&ebc=ANyPxKrh4B5PWndPM82wD34aJcHen4w3LbvOV0xIXXcfMhxp2tcBuAfXlE_wfalqcimG6E1rGDuMylrGZLiYWpSfTGQcgLvgyQ&nohtml5=False
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52213271.html
https://pbs.twimg.com/media/Cfcz8DpUUAI30cA.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Hmelkum5zAE&ebc=ANyPxKrNIp3LeEv0BBjjhMH4HGXerCfzH_8iPmZt6tEiqLfqJGLPHq6lXI-aq2Xn4exVZ-_rdwUIbnOGxRWKAvyUaQv0AjxkBw&nohtml5=False


https://www.youtube.com/watch?v=-DVlK0Ou-9Q&nohtml5=False
天体戦士サンレッド OPテーマ「溝ノ口太陽族」

OL王 @super_ol_war · 23時間23時間前 
私が長年思い込んでた間違いを白状すると、タックスヘイブンはtax haven！！タック
スヘブン(tax heaven)じゃありません。ヘイブン(haven)は寄港地とか避難所という意味
で天国のheavenではない。最近までずっと税金回避できて天国〜みたいな感じだと思
ってた…

…すいません…（＾＾；）…
たった今の今まで、「脱税天国」だと思ってました…ｗｗｗ
 

https://www.youtube.com/watch?v=-DVlK0Ou-9Q&nohtml5=False


（４月８日）　地球はもうじき滅亡するからパナマ資金で富裕層はもう火星に移住はじ
めているんだよ。

http://85358.diarynote.jp/201604081106237641/

大宮市内にある三菱の原子炉から大量の放射性物質が環境に漏れ

出し／首都圏の電車で毎日急病人が出て遅延が発生している。

2016年4月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

AKIRA @AKIRA23150220 · 8時間8時間前 
首都圏の電車で毎日急病人が出て遅延が発生している。

東京電力福島第一原子力発電所が爆発する前は、こんな事は無かった。

放射能は今でも漏れている。

そして、被曝した事実はもう隠せない。

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

neko-aiiがリツイート 
GAZA @MAZHAEARTH · 2013年2月3日 
“@tokaiama: これは知らなかった、大宮市内にある三菱の原子炉から大量の放射性物質
が環境に漏れ出していた

　http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2198/Histry/keika.html …”
#埼玉 #三菱 #放射能 #汚染 #被ばく
https://pbs.twimg.com/media/BCOTn0WCYAEa1Sb.jpg

http://85358.diarynote.jp/201604081106237641/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160408/85358_201604081106237641_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160408/85358_201604081106237641_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160408/85358_201604081106237641_3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CfdGMLuVIAAQPzb.jpg
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2198/Histry/keika.html
https://pbs.twimg.com/media/BCOTn0WCYAEa1Sb.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=d0-KDh76jcc&ebc=ANyPxKprloQaU3-
oXUtzRVPfsJDzwyBhcrj6Tnd-7wJd4e4fW7y3x-
lOgYHd5_IYFkIWJoq7xqOaGWSU6WEYhHrqHEOtQqNtOQ&nohtml5=False
Shugo Tokumaru - Yukinohaka 

朱鷺（shuro） 1009@alice · 28 秒28 秒前 
「５００ＧＨｚの高周波によって、精子や脳に悪影響があるとの研究が出た。

これらの研究はまだ始まったばかりなので、乗客と住民は生体実験にかけられる事に

なる。」

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-3280.html …
＜リニア新幹線狂気の計画ー４ー＞ リニアの電磁波問題

朱鷺（shuro） 1009@alice · 5分5分前 
「小児白血病、小児脳腫瘍、小児癌との因果関係。

それから心配されるのは放射線と同じように妊娠中の胎児への影響、流産、

精子に対する影響、脳と神経に対する影響」

＜リニア新幹線狂気の計画ー４ー＞ リニアの電磁波問題 「これはきちんと理解したら
みんな乗りませんよ、怖くって」 広瀬隆氏

junkoがリツイート amaちゃんだ @tokaiama · 41分41分前 
キロあたり５００ベクレルものセシウムダストがあるような環境で毎日を過ごしてい

る東京のみなさん

肺には大量の放射能が累積し、みなさんの肺の写真を撮れば、このように写るのです

http://ryukei-rondan.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_9dd/ryukei-
rondan/b09ad97678d50e84eaece5c53c723cfc.jpg …
これで無事にすむと思いますか？

junkoがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 51分51分前 
東京には人が住めない

http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11451913360.html … 
荻窪の掃除機ダストはキロあたり500ベクレル
これが都内では普通の汚染状況

みんなセシウム粉塵を呼吸している

朱鷺（shuro） 1009@alice · 1時間1時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=d0-KDh76jcc&ebc=ANyPxKprloQaU3-oXUtzRVPfsJDzwyBhcrj6Tnd-7wJd4e4fW7y3x-lOgYHd5_IYFkIWJoq7xqOaGWSU6WEYhHrqHEOtQqNtOQ&nohtml5=False
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-3280.html
http://ryukei-rondan.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_9dd/ryukei-rondan/b09ad97678d50e84eaece5c53c723cfc.jpg
http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11451913360.html


「まず以下に当てはまる人がいればほとんど医原病です。慢性の病気はクスリを飲み

続けなければいけない、というのがすでにウソだからです。

１薬を複数種飲んでいる

２薬を数年以上にわたって飲んでいる

３薬を飲んでからむしろ悪くなっている…」
https://www.facebook.com/satoru.utsumi/posts/981250771958676 …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し(東日本)：2016/04/08(金) 00:35 ID:XXXXXXXX
食べ物ではないが

綿の衣類やタオルが、洗濯でよく破けるわ

水が変なのかね

タニ　センゾー @Tanisennzo · 2時間2時間前 
“あれ”、だけは、要因には入らない。福島健康調査に似て
＜葛西臨海水族園＞マグロ大量死は複数要因　調査結果発表

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160407-00000084-mai-soci …
“特定の個体の動きによるストレスといった複数の要因だった”←意味不明

EARL@ @DrMagicianEARL · 2時間2時間前 
中咽頭癌になって考えたこと

http://style.nikkei.com/article/DGXMZO98997530Z20C16A3000000 …
「健康にはもともと自信があった。それまで大病をしたこともないし、若いころは暴

飲暴食して、徹夜しても全然平気だったので、自分の体は頑丈にできているんだと思

い込んでいた」＋喫煙

それは健康とは言わない

天仙 @tensenten · 2時間2時間前 
がんの予防にも治療にも気をつけたい毎日の食事。。。

ガンを引き起こす食べ物トップ10
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=298187&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CGNqadXUkAAE26o.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
「フェアウィンズ」代表のマギー・グンダーセン（アーニーさんの奥さん）は、「放

射能汚染を隠蔽し、避難した人びと『帰還してもＯＫ』と言っていることは、避難し

た家族、こどもたち、孫たちに対する死刑判決だ」と日本政府の姿勢を厳しく断罪し

https://www.facebook.com/satoru.utsumi/posts/981250771958676
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160407-00000084-mai-soci
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO98997530Z20C16A3000000
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=298187&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CGNqadXUkAAE26o.jpg


ている。

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
松川浦アサリ漁２０日に再開

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/04/post_13595.html …
誰が食べるの？　放射能汚染たっぷりのアサリ

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
小選挙区別人口動態　2016/3　　横浜市はどこまで悪化するか
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174802016.html …

https://www.youtube.com/watch?v=oPgi5IjuBmA&ebc=ANyPxKptBrASbxYLvSophmxlHL4I1zs-
mBdiXGquSyNICMw0zN0SVUu4YIXpcHxJsIVpbviCxRF8RtRhi60amUhcgElePUXlrQ&nohtml5=False
天体戦士サンレッド　続・溝の口太陽族USA FULL 

aya @itoshimasimple · 11時間11時間前 
小中学校から新年度の始まりに来る、健康調査。

貼り付けられた、

突然気を失ったり〜と、胸の苦しみ〜の項目は、新たに増えたもの。

心臓系。 
https://pbs.twimg.com/media/CfcrAXeVIAE-Ac7.jpg

amaちゃんだがリツイート 
ロビン @oldblue2012 · 11時間11時間前 
小児がん、患者家族の苦悩　県が初の実態調査:群馬 http://www.tokyo-
np.co.jp/article/gunma/list/201604/CK2016040702000211.html … 調査は2014年10月
〜15年1月、小児がんに関連する医療給付申請に訪れた176人に依頼。患者の平均年齢
は8歳で診断時は同4歳。病名は最多が白血病の38人、次いで脳腫瘍の17人だった

天仙 @tensenten · 12時間12時間前 
脱・遺伝子組み換え作物、脱・モンサントが進む世の中 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=299944&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/B6qNQL_CUAAZebd.jpg

北濱幹也 @kitahamamikiya · 4月6日 
【フクシマとチェルノブイリとの対応の違い】

■フクシマの住居可能地域は、チェルノじゃ強制避難ゾーン

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/04/post_13595.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174802016.html
https://www.youtube.com/watch?v=oPgi5IjuBmA&ebc=ANyPxKptBrASbxYLvSophmxlHL4I1zs-mBdiXGquSyNICMw0zN0SVUu4YIXpcHxJsIVpbviCxRF8RtRhi60amUhcgElePUXlrQ&nohtml5=False
https://pbs.twimg.com/media/CfcrAXeVIAE-Ac7.jpg
http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/list/201604/CK2016040702000211.html
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299944&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/B6qNQL_CUAAZebd.jpg


■医療負担はチェルノじゃ無料、フクシマは子供の甲状腺検査だけ無料

■学校給食チェルノじゃ安全な食品で、フクシマは地産地消推奨 

neko-aiiがリツイート 
Atsushi Miyazaki @Atsushi_Bcn · 4月1日 
@tokaiama 昨年の冬、父が亡くなり日本へ行きました。到着後、鼻がぴりぴりした
のは、寒さか精神的なものか、放射能かわかりません。福島産の野菜が格安でスーパ

ーで売られているのを見て、また、買っている人もいたのを見て、恐ろしくなりま

した。こちらでは日本産食品は輸入禁止です。

amaちゃんだがリツイート 
サダコbot @S_Sadako_bot · 4月1日 
戦争が終わってから10年くらいは、私も皆と同じように元気だったの。でも…6年生の
ある日、学校でかけっこをしている時に、急に身体の力が抜けたようになって、走れ

なくなってしまったの。熱も出たわ。私の身体に入った放射能が、白血病っていう、

血液の癌を起こしていたのよ…。

https://www.youtube.com/watch?
v=3LVAmMxICoA&ebc=ANyPxKoyatN4tH9EIHlPvaknPIGPVjSZ1DZ3kY4HJKgpKWMFBE7xL1E-
7Atp-AaM4aNRcDy8MZE7UD4-lFNebAyG9aepUzrdnA&nohtml5=False
椎名林檎 - 長く短い祭

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
鴻海によるシャープ買収や不正会計に手を染めた東芝など日本の家電メーカーの凋落

が目につく。「大手」と呼ばれる企業が脆性的に崩壊していくのはなぜか？その背景

には「受験脳」「自分脳」があるのではないか？

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=313934 …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
731部隊直系企業が名前を変える
化血研、アステラス製薬と譲渡交渉

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20160408-00000002-jnn-soci …
731部隊北野司令→　日本血液銀行→　放射線検診協会→　ミドリ十字社→　日本ウェ
ルファーマ

いずれも厚生省と結託、国民の健康を食い物にしてボロ儲けしてきた悪質企業

https://www.youtube.com/watch?v=3LVAmMxICoA&ebc=ANyPxKoyatN4tH9EIHlPvaknPIGPVjSZ1DZ3kY4HJKgpKWMFBE7xL1E-7Atp-AaM4aNRcDy8MZE7UD4-lFNebAyG9aepUzrdnA&nohtml5=False
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=313934
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20160408-00000002-jnn-soci


https://www.youtube.com/watch?v=6yCbZYAN-XQ&ebc=ANyPxKp31ZxsLs991j0jtzkqakebArB3z-
QDCmMttLj89MHm_NOCRd-
MBnvLuPbZmyvxguzZdxFaG1rtJYw2tjQQP2BX2lkCgw&nohtml5=False
Shugo Tokumaru - 5 A.M. 

天仙 @tensenten · 56 分56 分前 
石油は微生物が作っている！？

ミカンからガソリンが出来る。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299576&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/B6HLl4PCIAAtiku.jpg

朱鷺（shuro） 1009@alice · 1時間1時間前 
「３太極拳やヨガ

もう少し軽いものだと太極拳やヨガなどがあり、これは心療内科の教科書に載ってい

るくらいです。呼吸法なども腹式呼吸が基本で、丹田を重視するよう教えられるので

、病前治療としても多いに役立つはずと思います。腹式呼吸は症状をよくする上での

基本中の基本です。…」

朱鷺（shuro） 1009@alice · 1時間1時間前 
「２登山やマラソンその他運動

いろんな意味で効果があると思います。要するに体つくりですが、日本人全体が精神

的な病前状態であり、かつそれを克服するために、自分たち自身で取り組もうとして

いる表れでもあると思います。こういうことをしている人で、病院にかかった人をあ

まり見ないですし…」

朱鷺（shuro） 1009@alice · 1時間1時間前 
「１修養的なモノ

少なくとも現在の精神科にかかっている人のうち、九割はこういう修養とか鍛えるこ

とが「もしできれば」良くなるでしょう。現代において厳しいことを勧める人間とは

、患者さんの苦しみとやらを理解しない人でなしであるそうです。」

https://www.facebook.com/satoru.utsumi/posts/981250771958676 …

朱鷺（shuro） 1009@alice · 1時間1時間前 
「ではどうするのかという方法論は、いくつか提示しておいた方がいいと思います。

ではちょっと長いですがご紹介しましょう」

キチガイ医 @touyoui 1日1日前
医原病にならないための心がけと対処法

https://www.youtube.com/watch?v=6yCbZYAN-XQ&ebc=ANyPxKp31ZxsLs991j0jtzkqakebArB3z-QDCmMttLj89MHm_NOCRd-MBnvLuPbZmyvxguzZdxFaG1rtJYw2tjQQP2BX2lkCgw&nohtml5=False
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299576&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/B6HLl4PCIAAtiku.jpg
https://www.facebook.com/satoru.utsumi/posts/981250771958676
http://fb.me/4CQwSlZbX


... http://fb.me/4CQwSlZbX

シェフ @sendagiwalker · 3時間3時間前 
カレーはウコンなどが沢山使われるので、免疫力を高める効果が期待できる。多くの

日本人は体調が悪いときや疲れたときにはカレーを食べたくなるのは、ウコンの効果

を体が覚えているので無意識のうちにカレーが食べたくなる。#カレーで免疫力アップ

殺せんせーの教え @teacher_oshie · 4時間4時間前 
健康的に痩せるための注意点です。

１起床1時間以内に朝食を
２噛む回数を増やす

３ながら食べしない

４少ない量を回数多く

５ストレスを感じた時は量を減らす

６夜8時以降の食事は控える
７食前にフルーツと水

８タンパク質と炭水化物を一緒に

https://www.youtube.com/watch?v=dqGjyI1nBP8&ebc=ANyPxKrh-
53534gQT99583L22EJ0_g04TPeh76DvIduv3UYqOKv4WC_pv4X-
ELBDTqr6mb8MjmBAmx5qlqOeBr0v9ci2CONE3g&nohtml5=False
shugo tokumaru - young folks (cover) 

朱鷺（shuro） 1009@alice · 23分23分前 
県内初、市役所に食品寄付ボックス　フードバンクあきた｜秋田魁新報電子版

http://www.sakigake.jp/news/article/20160407AK0012/ …
「ボックスで受け付けた食品は、支援者を通じ困窮者に届けられる。フードバンクあ

きたは「困窮している人が支援団体の存在を知るきっかけになってほしい」として

いる。」

BLOGOS編集部 @ld_blogos · 52 分52 分前 
業務内容としては73項目あげられているが、中には資格が必要になるものもある。
／「日額6500円」徳島県が移住希望者に用意した仕事が「安すぎる」と物議　生活す
るには「若干厳しいかも」と担当者も回答(キャリコネニュース) http://buff.ly/1q8N3oA

dada @yuuraku · 2時間2時間前 � Toyota-shi, Aichi 
地球はもうじき滅亡するからパナマ資金で富裕層はもう火星に移住はじめているん

https://www.youtube.com/watch?v=dqGjyI1nBP8&ebc=ANyPxKrh-53534gQT99583L22EJ0_g04TPeh76DvIduv3UYqOKv4WC_pv4X-ELBDTqr6mb8MjmBAmx5qlqOeBr0v9ci2CONE3g&nohtml5=False
http://www.sakigake.jp/news/article/20160407AK0012/
http://buff.ly/1q8N3oA


だよ。

産経ニュース @Sankei_news · 2時間2時間前 
中国の消費者激怒「他国に移住する」　偽装粉ミルク「安全宣言」に

http://www.sankei.com/world/news/160408/wor1604080009-n1.html …

ユーリィ・イズムィコ @CCCP1917 · 2時間2時間前 
何でも自給自足しないといけない北朝鮮の生活を「ていねいな暮らし」として宣伝す

れば真に受けて移住する奴出るのでは（デイリーNKﾁﾗｯ

ユーリィ・イズムィコ @CCCP1917 · 2時間2時間前 
ソ連邦に移住すると国を挙げて幸せそうアピールしてくれるのでﾏｼﾞｵﾇﾇﾒ

しぅ@4/9東京ドーム @shoo_ka · 4時間4時間前 
冗談はともかくエンゲル係数も近頃は曲者で、例えば晩飯がスーパーの同じ弁当だと

して、18時に定価で買って食べるのと、23時の寝る直前に半額になったのを買って食
べるのとでは後者の方がエンゲル係数が低いのに不健康だったりとかね

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
「格差、行き過ぎている」５９％　１８〜１９歳世論調査

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160408-00000007-asahi-pol …
やっと分かってきたか

https://www.youtube.com/watch?v=ce1xmzKAYPA&nohtml5=False
明和電機 「イカリを揚げよう」

萱（かや） @kaya_magnolia · 2時間2時間前 
自ら山の上の不便な土地に移住して畑耕して往復80キロの塾通いを週3こなして周囲か
ら「大変ね…」と言われるけどめっちゃ幸せだよ。Perfume聴いて絵を描いて美味しい
ものを家族に食べさせるのが私の幸せ。他人にわからなくていい。

ゆるゆるFTM@文化学園 @YuryurFtm · 9時間9時間前 
今日は健康診断の相談のために医務室に行ってきたよ。

医務室の人が「もし今年就活するなら性別の記載のない健康診断書特別に作るから要

るなら言ってね！」って言ってくれて有り難すぎる。

話によると近い将来全ての学生の健康診断書の性別欄をなくす方向で話が進んでるら

しい。

http://www.sankei.com/world/news/160408/wor1604080009-n1.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160408-00000007-asahi-pol
https://www.youtube.com/watch?v=ce1xmzKAYPA&nohtml5=False


いい大学やわ

https://www.youtube.com/watch?
v=k5QUUw9QB2Q&ebc=ANyPxKrP5x0uF3KVAP8kG3yXqwT1SSvobjLJIRR4hY-
Mg8npm9KaRaxcqZ2Oe4ojU5BzHqpj_Y3SZrtHmKPapLyNW7C0ND8Rtg&nohtml5=False
日本ブレイク工業 社歌 長版 

札幌は、土建・建設・解体・除雪…と、

肉体労働系の求人は、常にありますお〜♪

　（＾＾）／

https://www.youtube.com/watch?v=yxYRJEeN6Gg&nohtml5=False
東京スカパラダイスオーケストラ / 美しく燃える森
 

https://www.youtube.com/watch?v=k5QUUw9QB2Q&ebc=ANyPxKrP5x0uF3KVAP8kG3yXqwT1SSvobjLJIRR4hY-Mg8npm9KaRaxcqZ2Oe4ojU5BzHqpj_Y3SZrtHmKPapLyNW7C0ND8Rtg&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=yxYRJEeN6Gg&nohtml5=False


（４月８日）　…現生地球人類に、「ＹＥＳ」と言おう…

http://85358.diarynote.jp/201604082100361591/

福一敷地内に最大許容値の百倍 ９,３００ベクレル／「原発は今
でも重要な電源だ」本心は「原発は今でも重要な金蔓だ」／殺人

計画じゃねえかw

2016年4月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

　

朱鷺（shuro）がリツイート 
東京電力　（原子力） @TEPCO_Nuclear · 10時間10時間前 
■お知らせ■本日(4月8日)午前7時の滞留水水位データを確認していたところ、高温焼
却炉建屋の滞留水水位が上昇していることが確認されました。建屋周辺の水位を確

認し、当該建屋水位と比較したところ、建屋外への流出はないと考えております。

http://twme.jp/tenu/00Xk

https://www.youtube.com/watch?v=NJsy9MejJgQ&nohtml5=False
プロジェクトX〜 挑戦者たち〜 　最終回 1 opening 

トレカプラザ55 @torecaplaza55 · 55分55分前 
【上前津店】

近所で火事が発生しており、避難勧告が出ておりますため、本日は閉店いたします。

明日は通常通り10時からオープン予定です。遊戯の新弾をご用意しておりますが、燃
えてしまっていたらごめんなさい。

大須店は通常通り10時半オープンです。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【京成線が運転再開】

京成線は人身事故の影響で、東京・葛飾区の高砂駅と千葉県八千代市の八千代台駅の

間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後6時15分ごろに運転を再開しました。
http://nerv.link/tXlZKQ

http://85358.diarynote.jp/201604082100361591/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604082100361591/
http://twme.jp/tenu/00Xk
https://www.youtube.com/watch?v=NJsy9MejJgQ&nohtml5=False
http://nerv.link/tXlZKQ


ハルキスミー��卒業しません @ss_haruki · 2時間2時間前 
大須での火災発生につき、警察からの指示で、ただいまの時間からお店を閉店。避難

勧告が出されました。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【山形新幹線 運転再開 2016年4月8日 17:13】
山形〜天童駅間で発生した人身事故の影響で、山形〜新庄駅間の運転を見合わせてい

ましたが、16:58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 
【宇都宮線[上野〜宇都宮] 運転再開 2016年4月8日 16:30】
赤羽〜浦和駅間で線路内点検を行った影響で、上野〜久喜駅間の運転を見合わせてい

ましたが、16:15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 
【高崎線 運転再開 2016年4月8日 16:30】
赤羽〜浦和駅間で線路内点検を行った影響で、上野〜鴻巣駅間の運転を見合わせてい

ましたが、16:15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 
【湘南新宿ライン 運転再開 2016年4月8日 16:27】
浦和〜赤羽駅間で線路内点検を行った影響で、大宮〜新宿駅間の運転を見合わせてい

ましたが、16:15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 
【京浜東北根岸線 運転再開 2016年4月8日 16:27】
湘南新宿ライン内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、

16:15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 
【停電情報 2016年4月8日 16:03】
東京電力停電情報によりますと、東京都 世田谷区の約800軒で停電が発生しているとい
うことです。

http://nerv.link/8W45t9

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【自衛隊機墜落 防衛省が６人の死亡を確認】

http://nerv.link/8W45t9


6日、鹿児島県の山中に自衛隊機が墜落した事故で、防衛省は、現場で見つかった乗員
とみられる6人の死亡を確認したと発表しました。
http://nerv.link/sVgtp8

日刊ゲンダイ @nikkan_gendai · 6時間6時間前 
【社会】「視界の悪い状況ではなかった」という当時の天候。鹿児島県上空で消息

を絶った航空自衛隊のジェット機に何が起こったのでしょうか？ http://www.nikkan-
gendai.com/articles/view/news/179029 … #日刊ゲンダイDIGITAL

天仙 @tensenten · 6時間6時間前 
日本売りラッシュが始る！？

世界は【アベノミクスの限界】に気付いている。 
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299528&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/B5rLLTACYAI_spp.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【２選手のほかにも男子選手６人が賭博行為】

NTT東日本によりますと、田児選手と桃田選手のほかに、バドミントン部に現在所属
する選手と以前所属していた選手、合わせて6人の男子選手が違法な賭博行為を行って
いたことが新たに分かったということです。

日刊ゲンダイ @nikkan_gendai · 6時間6時間前 
【政治】知事に就任後、およそ3カ月ごとに海を渡っている舛添知事。海外出張経費の
最高額は2014年のベルリン・ロンドン出張の6975万円（5泊）でした。
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/179036 … #日刊ゲンダイDIGITAL

アーマード金閣寺 @kinkakuji09 · 7時間7時間前 
【現場画像まとめ】宇都宮 作新学院高校の敷地内で不発弾が見つかり生徒が避難する
騒ぎ 4/8 - NAVER まとめ http://matome.naver.jp/odai/2146009349738489901 … #作新
https://pbs.twimg.com/media/Cff0lpYWQAAwVzW.jpg

Nob @Nob_hsj · 9 時間9 時間前 
RT
急病人が出て電車が遅れたんだが、その時にふざけんなだの駅員に文句言う人ってど

ういう考え方をしてるんだろうか・・・？

10:10 - 2016年4月8日

http://nerv.link/sVgtp8
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/179029
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299528&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/B5rLLTACYAI_spp.jpg
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/179036
http://matome.naver.jp/odai/2146009349738489901
https://pbs.twimg.com/media/Cff0lpYWQAAwVzW.jpg


Nob @Nob_hsj · 9時間9時間前 
RT
京王井の頭線急行渋谷行き永福町発9:46
急病人です

9:47 - 2016年4月8日

Nob @Nob_hsj · 9時間9時間前 
RT
八幡山で各駅に乗ってるんだけど、駅で「すいませーん‼�」って駅員呼ぶ声聞こえた
からなぁ……(´·_·`)
8:49 - 2016年4月8日

Nob @Nob_hsj · 9時間9時間前 
RT
京浜東北線の川崎で急病人救護があったらしいけど対応が迅速すぎて全く気が付か

なかった

8:19 - 2016年4月8日
こっそり処理されて、終わりになるのかも。

Nob @Nob_hsj · 10時間10時間前 
２０１６年４月７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。約256ツイート（概算）。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【武蔵野線 運転再開 2016年4月8日 9:05】
武蔵浦和駅で車両点検を行った影響で、西船橋方面行の運転を見合わせていまし

たが、08:58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 
inoue toshio 子どもを守れ！ @yuima21c · 12時間12時間前 
メディアは朝っぱらから、オリンピック有望アスリートらの違法トバクの話題でもち

きり…フクシマのメルトダウンにつづく憲法9条のメルトダウンがきっかけなのか、日
本社会のモラルが溶けていくよう…

Nob @Nob_hsj · 4月7日 
RT

http://tadachini.sblo.jp/


おはようございます。先週の月曜日から考えて、毎日5〜10分の遅れがある。
なんなんだろうか...
時間調整、混雑、点検、急病人...
そんなんばっかでダイヤ通りに通勤出来たのは昨日のみ。

なんなんだろうか...
8:23 - 2016年4月7日
ばら撒かれてっからな。

https://www.youtube.com/watch?v=SyA46Y_Kv3c&ebc=ANyPxKptMXVjsCkhkhlqnZaY-
fkbfxWN3W7BL_wFYTmlbwkZlDtFf_1N6-a6UuUwTkOgfseVG76POkGYy2V9lNssqFv8b6-
Q4A&nohtml5=False
プロジェクトX〜 挑戦者たち〜 　最終回 2 opening 

ultraviolet @raurublock · 23分23分前 
クリエーターがセンスだけで物を作って許されるのは、それが失敗しても大した事態

を引き起こさないから。これが例えば「原発再稼働の判断」だったら、それはやっぱ

センスで決めちゃダメで、複数の専門家がチェックした上で会議にかけて決める話に

なる

cmk2wlがリツイート 
FRCSRJP @FRCSRJP · 44 分44 分前 
精神科で身体拘束を受ける患者の数が、２０１３年の調査日に１万人を超え、１０年

間で２倍に増えたことが厚生労働省の調査で分かった。閉鎖した個室に隔離される患

者も１万人に迫り、増加を続けている。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160407-
00050160-yom-soci …

cmk2wl @cmk2wl · 44分44分前 
世界中で家禽が死んで（殺されて）いる。

「鳥インフルエンザ」という理由で…。

thouautumn @thouautumn · 59 分59 分前 
放射能まみれで絶望かもしれないけど、「希望の牧場」で、希望をもってやっている

。（吉澤さんが頑張って維持している牧場が「希望の牧場」） / @keitarou1212 経産省
前ライブ http://cas.st/f7f9303

https://www.youtube.com/watch?v=SyA46Y_Kv3c&ebc=ANyPxKptMXVjsCkhkhlqnZaY-fkbfxWN3W7BL_wFYTmlbwkZlDtFf_1N6-a6UuUwTkOgfseVG76POkGYy2V9lNssqFv8b6-Q4A&nohtml5=False
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160407-00050160-yom-soci
http://cas.st/f7f9303


chika　反原発反改憲反TPP @chika_sara · 60分60分前 
福一事故の収束の方法もわからないくせに、福島第二も動かそうとする、東電。 (
@keitarou1212 経産省前ライブ http://cas.st/f7f9303 )

昼寝猫 @tcv2catnap · 1時間1時間前 
「避難計画が存在しないような場合でないかぎり、避難計画が合理性ないし実効性を

欠くものであるとしても、安全性は保証できる」

こんな日本語ひねり出す裁判官のお仕事w

昼寝猫 @tcv2catnap · 1時間1時間前 
松田式はゆらぎがあるが「過小評価ではない」

過去に火砕流が到達した原発は再稼働すべぎてはないが社会通念上そこまで求めない

避難計画は実効性に問題はあるが「無いよりマシ」である

却下理由が殺人計画じゃねえかw

あおてん農園 @aoten49003 · 1時間1時間前 
医者や物理学者などの大センセイたちが、放射能は安全だ、全く問題ないと豪語する

。で、放射能を懸念する人に対して、それを押しつける。一切聞く耳を持たない。大

センセイたちが被爆を奨励し、結果として一億総被曝で日本国終了。日本は本当に救

いようのない、ダメな国だと思う。

junko @junko_in_sappro · 2時間2時間前 
福島第一原発敷地内に強力な放射線源発見

http://jp.sputniknews.com/japan/20160408/1926299.html …
汚染水の地下貯蔵庫傍

最大許容値の100倍
一週間前の時点で放射線レベルは87ベクレルだったのが
今では9300ベクレルになっている

鈴木　耕 @kou_1970 · 2時間2時間前 
原発止めろ！　原発もろともアベも辞めろ！　というコールが響いている。 
https://pbs.twimg.com/media/CfgthPWXEAA986k.jpg

三重県民＠おっぱい探求者 @Mie_Kenmin_MK · 3時間3時間前 
結局、こんな言葉遊びをしている辺り我が国における原子力発電に関する議論は「ケ

ガレ」の意識に基づく感情論になっちゃっている気がする。それはとても人間的だけ

ど理性的ではないのに。

http://cas.st/f7f9303
http://jp.sputniknews.com/japan/20160408/1926299.html
https://pbs.twimg.com/media/CfgthPWXEAA986k.jpg


日刊ゲンダイ @nikkan_gendai · 3 時間3 時間前 
【政治】自民党ＴＰＰ対策委員長を務めた西川公也議員が出版を予定している「ＴＰ

Ｐの真実」が注目を集めています。その内容いかんでは政権を吹っ飛ばす可能性もあ

ると関係者は戦々恐々です。 http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/179030
… #日刊ゲンダイDIGITAL

デモクラシーな言葉 @whatsdemocracy · 3時間3時間前 
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

から「国民の生命、財産を守る為、集団的自衛権は必要」と言われても☆説得力ねー

っす☆（山本太郎）

三重県民＠おっぱい探求者 @Mie_Kenmin_MK · 3時間3時間前 
「原子力発電所」ではなく「核発電所」と呼びませんか？村上春樹さんが呼びかけ

　http://blogos.com/article/109523/ 
＞分かりやすい表現。さすが、と思う。政府からのプレッシャーが心配だ…
https://pbs.twimg.com/media/CfghurlW8AA_rKK.jpg

下野新聞 @shimotsuke_np · 4時間4時間前 
作新学院高で工事中の土から煙、生徒ら一時避難　宇都宮 http://ift.tt/1PY30Dj #下野新
聞

junkoがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 4時間4時間前 
非常に重い霧が地表近くを覆う現在の濃霧は，全国的な現象で，日本列島の濃霧の状

況は昨年よりもタチが悪くなっている。 http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-
8318.html …

♡えりりん♡ @eririn_527 · 5時間5時間前 
濃霧の原因は福一からです。

この猛毒ガスを吸ってて、元気でいられると思っている人いるの？ 
https://pbs.twimg.com/media/CfgEl-YW4AATnf1.jpg

石井孝明 @ishiitakaaki · 6時間6時間前 � Chiyoda-ku, Tokyo 
ツイッター上で、原発反対というなら、あなたが４００万円出資すれば送配電網から

独立して自分で発電できるし、せめて既存電力（東電だけだけど）のグリーン電力証

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/179030
http://blogos.com/article/109523/
https://pbs.twimg.com/media/CfghurlW8AA_rKK.jpg
http://ift.tt/1PY30Dj
http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-8318.html
https://pbs.twimg.com/media/CfgEl-YW4AATnf1.jpg


書買いなさいよといって「そうします」といった反原発の人は、いまだにいません。

誰かしませんかね

朝日新聞(asahi shimbun） @asahi · 7時間7時間前 
川内原発、住民側は最高裁に抗告せず　運転差し止め棄却 http://t.asahi.com/jav2

ＳＡＩＴＯ@kentaro_s1980 · 7時間7時間前 
福島第一原発 地下貯水槽で汚染水の濃度急上昇 | NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160408/k10010471201000.html …

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
積乱雲が発達するほどに気温が高いのにもかかわらず、その周辺では昨日から濃霧

がずっと連続している。

大量の水蒸気があるということ。

https://pbs.twimg.com/media/Cffsx9lXIAAqJ_h.jpg

天仙 @tensenten · 7時間7時間前 
福島原発事故発生当初の４日間ではなく、その後に全体の７５％が放出されている事

が判明。 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299546&g=132108 ……

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 8時間8時間前 
福島原発で採取した地下水からストロンチウム９０などのベータ線を出す放射性物質

が１ℓ当たり１万１千ベクレル検出と発表。濃度は前回採取時と比べて約３０倍に上昇

。自民党のコントロールトリオは相変わらずガン無視だよね

#原発 

くろねこ速報 @kuronekosoku · 10時間10時間前 
で、結局福島の原発って実際どのくらいやばいのか教えてくれ http://dlvr.it/L0W7cw
https://t.co/ZmjCMzLMH8

天仙 @tensenten · 10時間10時間前 
チェルノブイリの４倍以上。広島原爆の４０２３倍

＜こんな諸外国向け「真実報告？」を東電はしていた＞

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299447&g=132108 ……

朱鷺（shuro） 1009@alice · 10時間10時間前 
住民側「全く理解できない」＝「妥当な決定」九電－川内原発：時事ドットコム

http://t.asahi.com/jav2
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160408/k10010471201000.html
https://pbs.twimg.com/media/Cffsx9lXIAAqJ_h.jpg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299546&g=132108
http://dlvr.it/L0W7cw
https://t.co/ZmjCMzLMH8
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299447&g=132108
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016040600773&g=soc


http://www.jiji.com/jc/article?k=2016040600773&g=soc …
「火山に関する部分の大半でわれわれの主張を認めながら、どうして運転差し止めに

ならないのか。全く理解できない」

otenkimame @osiete_tukachan · 11時間11時間前 
兵器産業からの自民党への献金が増え続け

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=304902&g=132108 …
「原発は今でも重要な電源だ」と言っているが★本心は「原発は今でも重要な金蔓だ

」

cmk2wlがリツイート 
台湾だいすき @mattya1229 · 11時間11時間前 
台湾だいすきさんがcmk2wlをリツイートしました
台湾北部も昨日はすごい湿気だった。エアコンで除湿している室内なのに床が湿気で

べたつくほど。気温はそんなに高くないのに皮膚がべたべたする。

きっこ @kikko_no_blog · 22時間22時間前 
【今日の完全にブロック】「福島第1原発の地下貯水槽の外側で7日、採取した水から
ストロンチウムなどのベータ線を出す放射性物質が1リットル当たり9300ベクレル検出
された。3月末の計測では87ベクレルで、この数日で100倍以上に上昇しており、貯水
槽からの漏洩が疑われている」とのこと。

https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-
wZ
【東日本大震災】決死の放水× 福島原発 【3.11 earth quake japan】 

あおてん農園 @aoten49003 · 1時間1時間前 
日本では少数意見を「多数決」の原理で否定する空気を重要視する。だから医者は西

洋医学以外の医療を色をなして否定し、仲間同志で「オレたち正しいもんね」って盛

り上がる。放射能は安全だからと言い、被曝回避する人を嘲笑し異端視する学者セン

セイたちも全く同じ。レベルが低くて呆れるね(笑)

東京新聞政治部 @tokyoseijibu · 2 時間2 時間前 
「軍事費の無駄を貧困や環境に」　「世界一貧しい」前大統領・ムヒカ氏

昨日の朝刊の記事ですが、反響が大きかった記事を添付します。「世界一貧しい大

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=304902&g=132108
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ&list=PLMmgpAR7r33C13NOxDsJiRvXB54A55-wZ


統領」から日本へのメッセージです。

:国際(TOKYO Web) http://www.tokyo-
np.co.jp/article/world/list/201604/CK2016040702000146.html …

黒沢大陸 @k_tairiku · 3時間3時間前 
「避難訓練は大人がやらない。連続性のワナ。今まで無事だったから、これからも大

丈夫だろう、と。今まで生きてきたことと、この次の瞬間生きてることは何の因果関

係もない。ただの希望的観測」。日本記者クラブでの会見で、防災心理学の木村玲欧

・兵庫県立大准教授

東京新聞政治部 @tokyoseijibu · 3時間3時間前 
内部文書「黒塗り」の中…　ＴＰＰ内幕本の出版未定に:
昨日まで通販画面にあった西川委員長の書籍予約が、今朝確認すると消えていました

。まるでミステリーのような話。国会で紛糾しています

政治(TOKYO Web) http://www.tokyo-
np.co.jp/article/politics/list/201604/CK2016040802000250.html …

林　智裕 @NonbeeKumasan · 3時間3時間前 
原発事故後の｢フクシマ恐怖神話｣http://synodos.jp/society/15632 
も、手口などがニセ科学やニセ医療と極めて親和性が高いのです。

デタラメで恐怖を煽り｢ノンベクレル｣や｢放射能に効く｣と騙って高額商品を買わせ

たり、リスクを正しく理解する機会を奪い家族や人を分断したり。

yuuki @yuukim · 5時間5時間前 
子宮頸癌ワクチンと低線量被曝と、根拠なく因果を否定する専門家は何がやりたい

のかって、要は被害者切り捨てだよね。これは別にどちらが正しいとかいう話では

ない。どういう社会を望むのか、どう生きたいのかということだろう。

日刊ゲンダイ @nikkan_gendai · 5時間5時間前 
【キャンペーン】いま「日刊ゲンダイDIGITAL」に新規でお申し込みいただくと、有料
会員プランが無料になるキャンペーンを実施中。会員限定記事が閲覧本数無制限に。

ぜひお申し込み下さい！http://www.nikkan-gendai.com/campaign/201604_spring/ …

烏賀陽　弘道 @hirougaya · 6時間6時間前 
「放射性降下物が地面に降ってから（住民が被ばくしてから）避難を決める」という

倒錯した政府の住民避難政策を当たり前のように受け入れている３・１４日付朝日一

面トップの「特ダネ」を見ると、政府の錯誤を見破れない記者の知識不足がわかる。 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201604/CK2016040702000146.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201604/CK2016040802000250.html
http://synodos.jp/society/15632
http://www.nikkan-gendai.com/campaign/201604_spring/


朱鷺（shuro） 1009@alice · 10 時間10 時間前 
『本当の日本を取り戻すメール新聞〈転載〉』

⇒ http://amba.to/1ROqYbt 
「どうすればこの日本とその業界がよくなっていくのか？本当の日本を取り戻せる

のか？」

朱鷺（shuro） 1009@alice · 10時間10時間前 
お金で命を買うよりも、命を救うことを考えて　 〜殺処分前の犬、猫たちを助けて！ -
Spotlight (スポットライト) http://spotlight-media.jp/article/266558744118680080 …
「誰が命を助けてくれるのか、ここから出してくれるのか、ちゃんとわかっている

のねぇ〜！」

https://www.youtube.com/watch?v=v2SlpjCz7uE&nohtml5=False
地上の星 / 中島みゆき [公式] 

それでも。（－－；）

…現生地球人類に、「ＹＥＳ」と言おう…

https://www.youtube.com/watch?v=kQtOOni7MJE&nohtml5=False
YOKO ONO PASSAGE FOR LIGHT 〜オノ・ヨーコ　光の道 

ヨーコのように。

　しなやかに。

　したたかに。ね…
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http://amba.to/1ROqYbt
http://spotlight-media.jp/article/266558744118680080
https://www.youtube.com/watch?v=v2SlpjCz7uE&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=kQtOOni7MJE&nohtml5=False


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月8日21:05
　

きっこ @kikko_no_blog · 21時間21時間前 

民進党、憲法は「改正」、原発は「再稼動」、消費税は「先送り」、これじゃあ完全に第二自民

党だな。与党の対立軸になって政権を奪還する気などミジンもなく、そこそこの議席を取って選

挙後はは自民党の補完勢力にでもなって「おこぼれちょうだい」、まさに安倍政権の「トリクル

ダウン」だな（笑）

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


（４月９日）　Viva La Vida

http://85358.diarynote.jp/201604090845382388/

「安定ヨウ素剤の配布に失敗」／「東京が汚染されてないわけな

いのに隠蔽」／原発避難は「国内難民」／「なんでもっと早く言

ってくれないのよ」／被害者は殺され続けてる。

2016年4月9日 映画
　

cmk2wl @cmk2wl · 5 分5 分前 

もっと真剣にならないと、福島原発事故が原因で死ぬよ。

ちだい @chidaisan · 8時間8時間前 
放射能は大丈夫だと言って、福島県産の食べ物を皆さんに食べてもらうことでお金をもらってい

る早野龍五先生が、あまりに福島県産の食べ物が売れていない現状に焦ったのか、とうとう「幸

福の科学」の雑誌にまで登場する始末。めでたくカルトの仲間入りを果たすという、新展開を迎

えております。

https://www.youtube.com/watch?v=G4FUjD_N8YU&nohtml5=False
カントリー・ロード（Cover）

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 18 分18 分前 
名無し：2016/04/08(金) 23:47 ID:XXXXXXXX
急性大動脈解離の「ブルーリバー」青木、意識取り戻し一般病棟へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160408-00000135-sph-ent …

junkoがリツイート 
cosmos @cosmos115 · 28分28分前 
福島在住の椎名千恵子さん

子供の甲状腺癌は既に流行だ...
癌研センター長は福島の癌の発症率は61倍に上昇していると推定している しかし、多
くの人がそれを認めたくないという現実も…
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303824&g=131207 …
https://pbs.twimg.com/media/CE9eGNHVEAAwwUH.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 51分51分前 
名無し：04/08 19:33
東日本大震災、津波高被害地域で突然死増加 震災前の1.4倍に
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/special/dmns/report/201603/546311.html …
岩手県沿岸南部では突然死の増加傾向が続き…

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
「 社会的責任を果たすための医師団」が「フクイチ核惨事５年経過レポート」
「日本の当局が安定ヨウ素剤の配布に失敗した結果、人びとは甲状腺癌や甲状腺機能

低下症を引き起こす放射性ヨウ素に、無防備のまま曝された」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-9fa2.html#more …
責任は細野豪志にある！

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：2016/04/09(土) 02:52 ID:XXXXXXXX
「浅草花やしき」のアイドル木村唯さん昨年18歳の若さでがんで逝去
http://silvershield.link/kimurayui 
#歌劇団浅草花やしき所属

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
「メルトダウン（炉心溶融）と知っていたら、早期にもっと多くの人が避難できた」

「命よりもデータが大事なのか」

東電メルトダウンマニュアル隠し

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-e4c9.html#more …

http://85358.diarynote.jp/201604090845382388/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=223
http://diarynote.jp/items/dvd-jp/B00K731JQ4/
https://www.youtube.com/watch?v=G4FUjD_N8YU&nohtml5=False
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160408-00000135-sph-ent
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303824&g=131207
https://pbs.twimg.com/media/CE9eGNHVEAAwwUH.jpg
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/special/dmns/report/201603/546311.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-9fa2.html#more
http://silvershield.link/kimurayui
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-e4c9.html#more


２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前 
名無し：2016/04/07(木) 20:52 ID:XXXXXXXX
２５歳漫画家・つかじ俊氏 がん告白…連載２話で中止 治療に専念
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2016/04/07/kiji/K20160407012359050.html
…

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
人口流入が続いても隠せない柏市の人口動態悪化

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174812869.html …

忘れちゃダメ!! @take1102w1 · 3時間3時間前 
2020年の東京オリンピック招致演説後のIOC委員の質問に対して「汚染水の影響は原
発の港湾内の0.3平方キロメートル範囲内で、完全にブロックされている」と回答。（
安倍晋三　2013年9月7日　IOC総会）　#日本会議　#親学

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
原発事故から30年、野生動物が戻るチェルノブイリ
http://jp.reuters.com/article/blog-nuke-idJPKCN0X508Y …
これは表面的現象だけを見ている

実際には、汚染地に棲息する動物たちの大半に深刻な遺伝子の改変が起きて、寿命は

短くなり、奇形も激増する

この土地の生物は地獄のようだ

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6 時間6 時間前 
いろいろ言っても「ん？あんまり関係ないかも」みたいな、無関心な人っているじゃ

ない。そういう人に限って、自分が理解した頃に逆切れするんだよ。原発事故の放射

能汚染も同じで「なんで、もっと早く言ってくれないのよ」とか、平気な顔して言う

んだよな。それが今なんだ　Panama Papers

thouautumn @thouautumn · 8 時間8 時間前 
【2015年の記事】 福島第１原発：被ばく線量、不明　被ばくと作業員（その１） - 毎
日新聞 http://mainichi.jp/articles/20150309/mog/00m/010/016000c … 東京電力福島第１
原発事故により、放射性物質の危険にさらされながら働く「被ばく労働者」が #かつて
ないほど 多く生まれている。

amaちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
"fairy726 2013年1月
危険と共存しているのだと

改めて痛感した出来事がありました。

職場の方の姪っ子…2歳10ヶ月で
白血病で亡くなったとのこと。

都内在住。

楽観視出来ないと思います。 "

dadajiji39 @dadajiji · 9 時間9 時間前 
ノーベル賞受賞団体の「 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「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、１万人から６万６０００人の癌の過剰発症があり、半数が死に至る

」http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-ddbd.htmlPosted … 大沼

amaちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 9時間9時間前 
2014年10月『野生のイノシシ50万Bq』高速道路の建設現場で繁殖
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/18aa2f9d881254e2edbb92fd1904dfea …
hana_ko45 2015年2月
福島の汚染されたイノシシたちは

一番の被害者にも拘わらず、殺され続けてる

https://pbs.twimg.com/media/CfhjR41UYAEFSha.jpg

amaちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
(チェルノブイリへのかけはし)
汚染地の子供達

視力低下が抵抗力の下のサインです。

http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2016/04/07/kiji/K20160407012359050.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174812869.html
http://jp.reuters.com/article/blog-nuke-idJPKCN0X508Y
http://mainichi.jp/articles/20150309/mog/00m/010/016000c
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/03/post-ddbd.htmlPosted
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/18aa2f9d881254e2edbb92fd1904dfea
https://pbs.twimg.com/media/CfhjR41UYAEFSha.jpg


視力低下が抵抗力の下のサインです。

ある日突然、黒板の字が読めなくなるのです。

糖尿病や白血病、甲状腺のトラブルの悪化・小児癌

甲状腺のトラブルよる発達障害（身長が止まる）等

元気そうに見える子でも今日、発病してもおかしくない

amaちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
n0ri_tiki　2013年2月
他の病院・医者でも患者が

増えてると。

去年末僕が入院していた時も、

先生は「休む暇もない」

末期癌患者を入院させないで

通院にしていると聞きました。

神奈川と埼玉の病院で昨年からそんな動き

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/fd3aa7cb9ce5ed1b245fc530052ae0f3 …

amaちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
n0ri_tiki　2013年2月
年齢にかかわらず

白内障、網膜剥離の症状が出てます。

僕が通っている眼科の先生は

「東京が汚染されてないわけないのに、

　国は情報を隠蔽して酷いね」と

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/fd3aa7cb9ce5ed1b245fc530052ae0f3 …

amaちゃんだがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
"tokaiama
幼女少女たちの被曝を

深刻に心配している。

被曝はまったく無症状のレベルで

卵母細胞の遺伝子を破壊し、

長期間汚染地に住んでるだけで、

すべての細胞遺伝子が壊れてしまう。

こうしてベラルーシでは２５年後

生まれる子供の９５％が

異常児になってしまった

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【2016年4月8日 20:51 NHK】
北島康介「終わりです」第一線退く考え示す

http://nerv.link/vliad6

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 17時間17時間前 
名無し：2016/04/08(金) 15:13 ID:XXXXXXXX
【訃報】アニソン歌手・和田光司さん、上咽頭がんで死去 42歳 『デジモンアドベ
ンチャー』の主題歌「Butter-Fly」

junkoがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 4月7日 
「真性癌」なんて無いのに，医者は，例えば「乳腺炎の痕跡」を「乳癌！」 と宣告し
，ただの肉腫（うっ血による筋肉と老廃物の塊）であっても，「子宮癌！」 と診断
して，強引に荒療治を始める。 これでヒトは死ぬ。 http://grnba.jp/index.html#zz04073
…

https://www.youtube.com/watch?
v=UyJ8Qbh_LH0&ebc=ANyPxKoyAbjTiJxTYJLRKRh9NkVFyluipExWRv5RLvI9thuuLT18lTsV5HJ9oKq_thbBw9wSDQwGRoM_kB5inz-
Y-PtsVdg8JQ&nohtml5=False
小さな恋のうた／mongol800（Cover） 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/fd3aa7cb9ce5ed1b245fc530052ae0f3
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/fd3aa7cb9ce5ed1b245fc530052ae0f3
http://nerv.link/vliad6
http://grnba.jp/index.html#zz04073
https://www.youtube.com/watch?v=UyJ8Qbh_LH0&ebc=ANyPxKoyAbjTiJxTYJLRKRh9NkVFyluipExWRv5RLvI9thuuLT18lTsV5HJ9oKq_thbBw9wSDQwGRoM_kB5inz-Y-PtsVdg8JQ&nohtml5=False


Lulu__19 @Lulu__19 · 8 時間8 時間前 
アメリカ合衆国陸軍は、放射線障害防止に重曹を推奨　2ch_NPP_info　米国陸軍は放
射能対策で重曹を推奨してるよ。1-2gを水にとかして飲むなど。いろいろググってみ
。http://amba.to/1P6TAdK
https://t.co/3QLan0ZGqc

https://www.youtube.com/watch?v=WvieW-
2w3qE&ebc=ANyPxKrJuxJICqINKVyoDrBjMmzVJWFwsYoH2grKW11vahfiv8y6Wn84yu3Jr8E7eGp67gCtu0QkTUVM4QOh45nrLEN2-
M6SKg&nohtml5=False
カントリーロードをバイオリンで弾いてみたよ 

宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 8時間8時間前 
原発避難者は、国際法的には「国内難民」に分類されるそうです。

でも、そういう法的な定義を、当事者の私はテレビや新聞や、国や県や自治体からの

文書では1度も見聞きした記憶がないのです。
2016年4月7日の衆議院 原子力問題調査特別委員会　で、
荒井聰議員が質疑で明言してくれました。

https://www.youtube.com/watch?
v=YZ87d_Wqm9Y&ebc=ANyPxKqiu3_XnxK9v7eANirKVYKLq2OPZU6uogIlbKFVq0LHH2VJixWo4i_eT5J8Bgb9tfAcNSVSCiFMX8AJYBV0tAcq_mzZvQ&nohtml5=False
David Garrett - Dangerous

junko @junko_in_sappro · 10時間10時間前 
★注意

最近、バスセンター前駅の端にある、やぶ医者デンタル・クリニック

に関して、被害メールが複数くる

咬合が合わない、歯が治療していきなり痛い

治療が雑すぎる

「全身の一部として、口腔を診ます」のキャッチは

歯科治療によって、貴方の全身を破壊しますとのことだとは

知らなかった

https://www.youtube.com/watch?v=F7Cqj6EwHaI&nohtml5=False
ストリートミュージック　バイオリンの一人多重奏 

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk&nohtml5=False
David Garrett - Viva La Vida 

ｗ（＾＾；）ｗ

 
 

http://amba.to/1P6TAdK
https://t.co/3QLan0ZGqc
https://www.youtube.com/watch?v=WvieW-2w3qE&ebc=ANyPxKrJuxJICqINKVyoDrBjMmzVJWFwsYoH2grKW11vahfiv8y6Wn84yu3Jr8E7eGp67gCtu0QkTUVM4QOh45nrLEN2-M6SKg&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=YZ87d_Wqm9Y&ebc=ANyPxKqiu3_XnxK9v7eANirKVYKLq2OPZU6uogIlbKFVq0LHH2VJixWo4i_eT5J8Bgb9tfAcNSVSCiFMX8AJYBV0tAcq_mzZvQ&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=F7Cqj6EwHaI&nohtml5=False
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（４月９日）　人類の大部分が滅びる間の自然の激動の期間。ひどい規模の巨大地震、
そして巨大な津波が発生すると思われる。

http://85358.diarynote.jp/201604100030534082/

現在の太陽！黒点でかい！！／これはXフレアが出そうな大きさ
。

2016年4月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=BmsmTb1fgsw&ebc=ANyPxKrVu-Hhd-
qHEIWUk7iGwpoeI9NNTRPK1eiAZuhP2FPN_ZhA4v2bqwoBHNLyqRblkYzlvXThxfYG87FzIcaAPt3ldrX4Ew&nohtml5=False
10 years / 渡辺美里 

さて。あと４５分だけ、情報チェック〜…☆

地震マップ @eq_map · 3 時間3 時間前 
【M3.0】根室地方 深さ107.7km 2016/04/09 20:08:40
(G)http://j.mp/1oLeNP6 (Y)http://j.mp/22jIrZa (アニメ)http://j.mp/22jIuUC

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.0】SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 40.6km 2016/04/09 16:12:08 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1YkyAB7 (USGS)http://j.mp/1XmIYYR

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ44.2km 2016/04/09 14:17:21 http://j.mp/1UP8GYc

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 北海道 小平町 
【M3.0】留萌地方 深さ213.0km 2016/04/09 08:53:40
(G)http://j.mp/1VFwTiK (Y)http://j.mp/22iXfqX (アニメ)http://j.mp/1N07Zst

https://www.youtube.com/watch?v=d5GGl8LFze8&nohtml5=False
森高千里　私がオバさんになっても　1992-11-17 

富山大学天文同好会 @tomidaihoshi · 8時間8時間前 
現在の太陽！黒点でかい！！ 

http://85358.diarynote.jp/201604100030534082/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160410/85358_201604100030534082_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160410/85358_201604100030534082_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BmsmTb1fgsw&ebc=ANyPxKrVu-Hhd-qHEIWUk7iGwpoeI9NNTRPK1eiAZuhP2FPN_ZhA4v2bqwoBHNLyqRblkYzlvXThxfYG87FzIcaAPt3ldrX4Ew&nohtml5=False
http://j.mp/1oLeNP6
http://j.mp/22jIrZa
http://j.mp/22jIuUC
http://j.mp/1YkyAB7
http://j.mp/1XmIYYR
http://j.mp/1UP8GYc
http://j.mp/1VFwTiK
http://j.mp/22iXfqX
http://j.mp/1N07Zst
https://www.youtube.com/watch?v=d5GGl8LFze8&nohtml5=False


https://pbs.twimg.com/media/CflJSBxWcAUJ3hY.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
2016年4月5日 カナダ
オンタリオ州南部の広い範囲で観測史上最も低い気温。

ロンドン（-12℃）
デリー（-12.2℃）
キッチナー（-15.5℃）
グエルフ（-16.7）
ティミンズ（-24.5℃）等、記録的な寒さ。

片岡龍峰「オーロラ！」発売中 @ryuhokataoka · 10時間10時間前 
地球を黒点の近くに置いてみると http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?
upload_id=124381 …
https://pbs.twimg.com/media/CfkzhgNUUAAdz8V.jpg

宇宙天気ニュース @swnews · 15時間15時間前 
[記事] 太陽風磁場の強まりは終わり、磁気圏も静穏になっています。 http://swnews.jp
#swnews

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
海上濃霧警報がずっと連続しています。

気温が上昇すれば飽和水蒸気量は増えるはずなのに、濃霧です。

気温が 5度と30度では、約4.5倍の飽和水蒸気量。

amaちゃんだ @tokaiama · 17時間17時間前 
大陽の左隅に巨大黒点らしきが見えている

ほぼ地球向きで明日午前中あたり真正面を向きそうだ

これはXフレアが出そうな大きさ
http://swc.nict.go.jp/sunspot/

https://www.youtube.com/watch?v=AJBHRTraQX8
２０世紀少年ボブレノン「グータラスータラ」動画にも説明にも歌詞付き 

岡本三成 @OkamotoOffice · 2 時間2 時間前 
現在西武線に乗車中。線路内にネコが入ってきた為に、電車が急停車。運転士が、ネ

コを避難させています。何だか、ちょっと微笑ましくて、良い感じです。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【青梅線[立川〜青梅] 運転再開 2016年4月9日 17:50】
青梅駅で信号関係点検を行った影響で、河辺〜青梅駅間の運転を見合わせていまし

たが、17:39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 · 8時間8時間前 
【東武日光線[南栗橋〜東武日光] 運転再開 2016年4月9日 15:13】
静和〜新大平下駅間で発生した踏切事故の影響で、南栗橋〜栃木駅間の運転を見合わ

https://pbs.twimg.com/media/CflJSBxWcAUJ3hY.jpg
http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=124381
https://pbs.twimg.com/media/CfkzhgNUUAAdz8V.jpg
http://swnews.jp/
http://swc.nict.go.jp/sunspot/
https://www.youtube.com/watch?v=AJBHRTraQX8


せていましたが、15:06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 · 9時間9時間前 
【内房線 運転再開 2016年4月9日 14:39】
君津駅で発生した架線支障の影響で、姉ケ崎〜青堀駅間の運転を見合わせていまし

たが、14:30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 · 12時間12時間前 
【ＪＲ中央線快速電車 運転再開】
JR中央線の快速電車は、西国分寺駅と国分寺駅の間の架線に物が引っかかった影響で
、東京駅と高尾駅の間の上下線全線で運転を見合わせていましたが、午前11時55分に
運転を再開しました。

http://nerv.link/IpvmQm

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【東名高速下り線 通行止め解除】
東名高速道路は事故のため、愛知県の音羽蒲郡インターチェンジと岡崎インターチェ

ンジの間の下り線が通行止めになっていましたが、午前11時10分に解除されました。
http://nerv.link/OrmBQt

https://www.youtube.com/watch?v=GRm8ruJgtgs&ebc=ANyPxKrG87o54SutTB-
lcUW4YWyHYENdaMP4SAPU5KQ0XZAPxn6yxXJijm1z4fXIIrS7xKO50IuwLEQxGB62WBG8M5kYBsLk2A
映画「２０世紀少年 ＜最終章＞ ぼくらの旗」　公式サイト

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
人類の大部分が滅びる間の自然の激動の期間。ひどい規模の巨大地震、そして巨大な

津波が発生すると思われる。戦争はその期間の初期の段階でのみ現れるが、これが危

機の信号となるように思われる。

危機は瞬間的に訪れるだろう。文明生活の破壊と転位は信じられないほどのものと

なる。

コナン・ドイル

http://nerv.link/IpvmQm
http://nerv.link/OrmBQt
https://www.youtube.com/watch?v=GRm8ruJgtgs&ebc=ANyPxKrG87o54SutTB-lcUW4YWyHYENdaMP4SAPU5KQ0XZAPxn6yxXJijm1z4fXIIrS7xKO50IuwLEQxGB62WBG8M5kYBsLk2A


（４月９日）　巨大な装置産業ではなくて、もっと身近でライフスタイルを変えていく
ような知的な技術なんだよ。

http://85358.diarynote.jp/201604100034158657/

【住んじゃってます？】／『日本はなぜ脱原発できないのか』

／「知らない」と言う恐ろしさ。

2016年4月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=GbWQfW83luw&ebc=ANyPxKpermJbbEa3PIq4iL-
plTBCTVHJuHmiOiyAS2_9O1gA_ALPOEDwqkTG8_OdkMWTjV9EOIclx0_52keMDw5eCbC7UCGZhg&nohtml5=False
森高千里 de 17才 

neko-aii @neko_aii · 37分37分前 
2011年10月
東京湾「中央防波堤埋め立て地」最終処分場

多摩の汚染焼却灰２５００ｔ受入

２３区内の汚泥焼却灰１日１００ｔ埋立中

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/720c34201232d29a605698b5456c0cdb …
中央防波堤外側埋立処分場photo集より（画像）

天仙 @tensenten · 51 分51 分前 
3年を経過した「フクシマの今」海外にはこのように報道されている。 
放射能汚染の真実を・・・

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=291300&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/B72N6wwIYAAdALN.jpg

パイプの煙(反原発＝新アカウント復活) @pipenokemuri2 · 2時間2時間前 
【福島原発の放射性物質飛散予報】４月１０日〜１１日２２時予測＜Ｂｙ＿Ｍｅｔｅ

ｏＧｒｏｕｐ＞福島原発由来の放射性物質含む風は福一高汚染地域沿岸を関東東海以

西に拡散し東方海上に流れ当該地域は風二次飛散や降雨,窓開放や洗濯物外乾燥に
注意！ 

北濱幹也 @kitahamamikiya · 2 時間2 時間前 
【住んじゃってます？】

■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る

★テレビ東京「特命Ｄが行く！」

詳細→http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/special/post_40981/ …
https://pbs.twimg.com/media/Cfmo7JCUAAE5pEO.jpg

Eiji Sakai @elm200 · 2 時間2 時間前 
本当にそうだよな・・・日本の指導層は、原発やリニアモータカーや水素自動車がハ

http://85358.diarynote.jp/201604100034158657/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=GbWQfW83luw&ebc=ANyPxKpermJbbEa3PIq4iL-plTBCTVHJuHmiOiyAS2_9O1gA_ALPOEDwqkTG8_OdkMWTjV9EOIclx0_52keMDw5eCbC7UCGZhg&nohtml5=False
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/720c34201232d29a605698b5456c0cdb
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=291300&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/B72N6wwIYAAdALN.jpg
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/special/post_40981/
https://pbs.twimg.com/media/Cfmo7JCUAAE5pEO.jpg


イテクだと思っているらしい。ちがうんだよ。いまの時代の本当のハイテクは、Airbnb
や Uber なんだ。巨大な装置産業ではなくて、もっと身近でライフスタイルを変えてい
くような知的な技術なんだよ。

CAVU @cavu311 · 3時間3時間前 
「原発の日雇いで　放射能で被曝したおじさんが

虫けらみたいに弱るのを　都会の夜は黙殺する

私は知らない　人を救うすべを

私は知らない　なんにも知らない

あるのは泥のように　続いていく日々」

2011/9/11 寺尾紗穂/私は知らない https://youtu.be/uSv2gIBqrVU

桑ちゃん @namiekuwabara · 3時間3時間前 
桑ちゃんさんがブラック◆コロンをリツイートしました

本日、連絡のあった福島県阿武隈山地の落ち葉、袋線量率0.15μSv／ｈ程度でしたが、
１ｋｇ当り3万Bq／ｋｇあったと連絡ありました。線量率では分らない。中には堆肥
に使っている人もいるかもしれません。「知らない」と言う恐ろしさ。

https://twitter.com/pirazzy/status/718760820503502852

天仙 @tensenten · 4時間4時間前 
福島原発2号機、放射能濃度が50倍以上に！井戸で過去最高値を更新！
ベータ線１万５千ﾍﾞｸﾚﾙ検出！ http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=300384&g=132108 …

junkoがリツイート 
ごろんごろん！（核いらん） @BoulderGorogoro · 7時間7時間前 
北ガスが電力小売対応で高効率ガス発電設備を建設、地産地消を強化 
http://j.mp/1qCLpwo

Sputnik 日本 @sputnik_jp · 8 時間8 時間前 
#フィンランド の #原発 で放射能漏れ
http://sptnkne.ws/aZTN

まさのあつこ @masanoatsuko · 11時間11時間前 
では本の続きを。小森敦司著『日本はなぜ脱原発できないのか』

今、エネ庁の今井氏と日本原子力協会の今井氏と元通産政務官の今井氏が親族だとい

う箇所で、衝撃を受けたところ。 
https://pbs.twimg.com/media/Cfkl9uvUIAArafG.jpg

Makoto Shibata @bonaponta · 13時間13時間前 
パナマ文書で三菱グループが英国領バージン諸島にあるのを発見w
おーい、川内原発止めていいぞ。

シャットダウンしろ。 

kaze* @kaze2015 · 4月4日 

https://youtu.be/uSv2gIBqrVU
https://twitter.com/pirazzy/status/718760820503502852
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300384&g=132108
http://j.mp/1qCLpwo
http://sptnkne.ws/aZTN
https://pbs.twimg.com/media/Cfkl9uvUIAArafG.jpg


kaze*さんが本間　龍　　ryu.hommaをリツイートしました
静岡では浜岡原発のテレビコマーシャルが連日流れてます。

戸谷真理子 @irukatodouro · 4月3日 
きのう、テレビで、宮城県沖と、南海沖の巨大地震が懸念されているってやったんだ

ってね。つまり、女川、福島、東海原発と、浜岡原発、伊方原発の危機ってことだね

https://www.youtube.com/watch?v=Sb-Bb9D2uhs
bob lennon ボブレノン　映画完全版（The Million Dollar Band Medley）　kenji

https://www.youtube.com/watch?v=Sb-Bb9D2uhs


（４月９日）　人智を超えたパワーが得られるかもしれない世界10の古文書。

http://85358.diarynote.jp/201604100035488692/

清瀬市 新座市 狭山市 いずれ被曝症で死んでしまうでしょう。

2016年4月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=yH4JH9tSn8w
映画「20世紀少年－第２章－ 最後の希望」予告編 

カラパイア @karapaia · 11分11分前 
【RT600UP】 化学物質により異形となったカエルたちの透明骨格標本
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215253.html …
https://pbs.twimg.com/media/CfmyhP9UUAA7P7_.jpg

neko-aii @neko_aii · 32 分32 分前 
＜被曝対策においては吸気に最も注意＞

50kgの人の場合
一日の呼吸量は14,400リットル、約20kg
微粒子についた放射能を吸引すると

血管内に侵入して血管や脳内が被曝

セシウムは心臓に蓄積

心不全の増加は原発事故と関係

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f627ed23826105360201fa68cfab0ea8 …

neko-aii @neko_aii · 34分34分前 
2012年8月10日
昨年、東京在住の姪に生まれた赤ちゃんは

心臓の一部に穴が空いていた。

最近近所の美容室で聞いた話

「大学院生の一人息子が突然死。心筋梗塞。

千葉在住で隣犬は朝起たら死んでた」

「モノレールの橋脚の下の土壌が3800Bq
直線で約2ｋｍが散歩地域だった」

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
福島第一原発事故後の健康被害

(facebook 野呂 美加さん 2014年5月1日)より
症状別件数

http://85358.diarynote.jp/201604100035488692/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=yH4JH9tSn8w
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215253.html
https://pbs.twimg.com/media/CfmyhP9UUAA7P7_.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f627ed23826105360201fa68cfab0ea8
https://pbs.twimg.com/media/Cfmi_pwUIAApGpN.jpg


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

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
福島第一原発事故後の健康被害

(facebook 野呂 美加さん 2014年5月1日)より
千葉県柏市周辺　0〜6才（H23.6.3)
https://pbs.twimg.com/media/CfmikTiVAAEJk1F.jpg

mollichane@もりちゃん常時炎上 @mollichane · 3時間3時間前 
日本の１００ｂｑ基準は異常な数値だ。

こんなに厳しい放射線基準は他国では見られない。

日本は福島原発事故でデリケートになってるから、そこにも配慮して相当厳しい基準

を作った。

これでも騒ぐなら貴方に食べられるものはない。

こういうセリフは嫌いだけど日本から出ていけというしかない。

junko @junko_in_sappro · 5 時間5 時間前 
★再掲注意

南1条の東にある、やぶ医者デンタル・クリニックの被害が拡大しています
そんなはずはない

大丈夫なはずだ

と言って、痛いというところも治さず、確認もせず

さっさと金銭がとれる治療を、当日にするそうです

札幌の歯科医は要注意

人口に比して、日本一、数が多い街です

masa @zebra_masa · 5時間5時間前 
幸福の科学系雑誌への早野龍五参入から予想される、福島避難民に対する今後の「自

己責任の輪」。

早野「福島の被曝は大したことない」

幸福の科学・在特会「帰還しないのは避難者の我が儘・補償金目当て」

いざ帰還すると、政府・福島「被曝で何か起きても、自分で戻ったんだから自己責任

」

cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 
医者は病気を作り、

数学は悲しむ者をつくり、

神学は罪人を作る。

ルター

Mペッコ @pecko178 · 8 時間8 時間前 

https://pbs.twimg.com/media/CfmikTiVAAEJk1F.jpg


どうしてもイノシシ肉を食べさせたい計画。放射能でも認知症になるのに…
あ、コレが計画か

＊イノシシ肉　認知症リスク減らす　CoQ10　牛・豚・鶏の2倍以上も　
JA愛
厚生連足助病院とメーカー確認（日本農業新聞） 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160409-00010001-agrinews-bus_all …

朱鷺（shuro） 1009@alice · 10時間10時間前 
「「医学の進歩のため」「科学の発展のため」といった大義名分のもと、動物に毒を

飲ませ、有害物を皮膚に塗り、無理やり病気にさせ、肉体的にも精神的にも痛めつけ

、傷つけ、苦しめ、そして殺してしまうのが動物実験です」

http://www.java-animal.org/animal-testing/animal-testing1/ …

朱鷺（shuro） 1009@alice · 10時間10時間前 
「せめて麻酔を打って欲しい」と学長に直訴したが声届かず #牛虐殺 「酪農学園大学
　首つり自殺した女子学生」 http://amour918.blog.fc2.com/blog-entry-1287.html …
「モーモー！！！！！だってよ、アハハハハ！！」

まだ鳴いている子牛に先生が近づき、刀で気管を切り裂いたこともあった

朱鷺（shuro） 1009@alice · 10時間10時間前 
「牛を意識や感覚が明瞭である状態で、学生達が力づくで牛を横倒しにして、押さえ

つけ、首を切り開き、頚動脈を引っ張り出して切断し、放血（血をすべて流れ出さ

せる）させて殺しています」

「女子学生は、日々、行われる牛の虐殺のことで悩み続け、昨年10月末、首をつり自
殺をしたのです」

amaちゃんだ @tokaiama · 11 時間11 時間前 
amaちゃんださんがM. Suzukiをリツイートしました
セシウムはカリウムと同じ性質だが、はるかに化合力が強く、ゴム・プラスチック・

有機化合物・高分子系物質に容易に強力に化合して離脱しない

ビニールや化繊衣類に蓄積してゆくのでガンマ線が非常に強くなる

amaちゃんだがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 11時間11時間前 
ビニール傘の測定を行い記事にしました。結果はセシウムは2年前の約5倍、まさか
の100Bq/kg超えでした。
http://cdcreation.grupo.jp/blog/1273479

Lightworker @Lightworker19 · 11 時間11 時間前 
何か他人事の感覚で状態を見ています。本質的にリアルな当事者が自分であるという

意識が欠落しています。 だから、怖いんです。おそらく、そうしたリアル当事者感を

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160409-00010001-agrinews-bus_all
http://www.java-animal.org/animal-testing/animal-testing1/
http://amour918.blog.fc2.com/blog-entry-1287.html
http://cdcreation.grupo.jp/blog/1273479


、何かの切っ掛けで掴めた人が、これからも避難移住に踏み切ると思います

。http://bit.ly/1bCVhJj

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 13 時間13 時間前 
名無し：04/09 11:11
shepherd_info
Vo&Gt中野誠之に関しまして
http://www.shepherd-web.com 
東京・29歳・急性心不全
すごく若い。声優などアニメ関係・歌手・バンド関係・漫画家・ネットで活動するク

リエイター…の訃報と体調不良が多いね

amaちゃんだ @tokaiama · 14時間14時間前 
清瀬市のダストからキロあたり４４００ベクレルのセシウムが出ています

新座市や狭山市からも９０００ベクレル近いダストや土壌が出たことがあります

このレベルでは、いずれ被曝症で死んでしまうでしょう

Nob @Nob_hsj · 14 時間14 時間前 
RT
なんていいお天気なんだ〜☀�父上が病院行ったら、先生が急病のため再開の見込み
立たずって書いてあったらしい…
9:59 - 2016年4月9日

amaちゃんだがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 15時間15時間前 
札幌の鍼マッサージを、保健扱いにしよう!という動きがあるそうだ
邪魔しているのは「札幌医師会」

庶民の健康のために、よいことは推進すればいい!
北国の帝国大学医学部/歯学部のレベルも、30年前より
はるかに落ちている

それこそ、人間の筋肉については鍼灸師のほうがはるかに詳しい

https://www.youtube.com/watch?v=Omw8CoUCJKs
Yoko Kanno Aqua 

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT100UP】 人智を超えたパワーが得られるかもしれない世界10の古文書
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215294.html …

http://bit.ly/1bCVhJj
http://www.shepherd-web.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Omw8CoUCJKs
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215294.html


https://pbs.twimg.com/media/Cfml8J0UMAI8TL-.jpg

るーちぇ @Lucemoon888 · 2時間2時間前 
渡辺謙さん、白血病の時、悪い細胞をイメージしてプチプチ潰すイメージをしていた

。山中教授、いや非科学的じゃないですよ、免疫力を高めてる可能性がある。

山中教授、研究辞めようとしたら、お母さんの夢でお父さんが研究やめるなと言って

たと聞いて続けることに。

#SWITCHインタビュー

いまモン(今井桃香) 1221@imaimai · 4時間4時間前 
学校にいたら市役所からアナウンスが流れて、みんな強制帰宅。家では母が弟の荷物

をまとめていて空港に弟を連れて行くと人で溢れていて。私ひとり状況わかってな

くて。空港のテレビから「内閣は、花粉症対策として花粉症の日本人は杉のない北極

南極に移住することを…」泣き叫んで飛び起きた今朝の夢。

十四松 ㊙健康術 @kirakira268 · 6時間6時間前 
作り笑いにもスッゲー効果があるんだよ！

笑う事には免疫力アップさせたり、

幸せを感じる物質であるエンドルフィンを分泌させたり、

いいことばっかなんだけど、これって作り笑いでも同じ効果があるんだって！

https://www.youtube.com/watch?v=TTyUZfxGPm0&ebc=ANyPxKrG87o54SutTB-
lcUW4YWyHYENdaMP4SAPU5KQ0XZAPxn6yxXJijm1z4fXIIrS7xKO50IuwLEQxGB62WBG8M5kYBsLk2A
２０世紀少年　「ボブ・レノン」　グーダラ・スーダラ　？

東京新聞政治部 @tokyoseijibu · 15 時間15 時間前 
今、「時の人」となっています。来日中の元「世界で一番貧乏な大統領」ことムヒカ

さんの講演の詳報をお届けします

東京新聞:「政治の放棄は少数者の支配を許すことにつながる」　ムヒカ・ウルグアイ
前大統領 講演:社会(TOKYO Web) http://www.tokyo-
np.co.jp/s/article/2016040990070429.html …

https://www.youtube.com/watch?v=vB1UeoCimMk&nohtml5=False
広瀬香美 - ロマンスの神様⑴

 

https://pbs.twimg.com/media/Cfml8J0UMAI8TL-.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TTyUZfxGPm0&ebc=ANyPxKrG87o54SutTB-lcUW4YWyHYENdaMP4SAPU5KQ0XZAPxn6yxXJijm1z4fXIIrS7xKO50IuwLEQxGB62WBG8M5kYBsLk2A
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016040990070429.html
https://www.youtube.com/watch?v=vB1UeoCimMk&nohtml5=False


（４月10日）　「よくネタが続くな…　というより、次から次へと新しいネタが供給
されている。」

http://85358.diarynote.jp/201604100900568753/

東電内部文書「死者１０００万人規模」／【福島原発の放射性物

質飛散予報】窓開放や洗濯物外乾燥に注意！

2016年4月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

パイプの煙(反原発＝新アカウント復活) @pipenokemuri2 · 10 時間10 時間前 
【福島原発の放射性物質飛散予報】４月１０日〜１１日２２時予測＜Ｂｙ＿Ｍｅｔｅ

ｏＧｒｏｕｐ＞福島原発由来の放射性物質含む風は福一高汚染地域沿岸を関東東海以

西に拡散し東方海上に流れ当該地域は風二次飛散や降雨,窓開放や洗濯物外乾燥に注意
！

https://www.youtube.com/watch?v=M9T73C8cXBs&nohtml5=False
鈴木あみ 『love the island』

msk @jin_bou · 2 分2 分前 
福島原発に真水を　作戦から５年、海自隊員が振り返る：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASJ427GVPJ42PTIL01D.html …

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 31分31分前 
#クライシスカレンダー 04/10【1963年 米原潜スレッシャー沈没】09:10頃発生 死
者129人 ドッグでのオーバーホールを終え、マサチューセッツ州沖の大西洋上で深海潜
行試験中、機関室内の配管が破断し浸水、原子炉が緊急停止し航行不能に。急速な凍

結で排水不能となり圧壊・沈没。

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
東京電力内部文書の存在「福島の復旧は不可能」「死者は１０００万人規模」

http://www.asyura2.com/11/genpatu16/msg/426.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604100900568753/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604100900568753/
https://www.youtube.com/watch?v=M9T73C8cXBs&nohtml5=False
http://www.asahi.com/articles/ASJ427GVPJ42PTIL01D.html
http://www.asyura2.com/11/genpatu16/msg/426.html


福島第一原発敷地内に強力な放射線源発見

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/448.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
福島で外に９３００bqがもれている 
http://ooma.exblog.jp/22695205/

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3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 …

nippon1043 1043@nippon · 10時間10時間前 
福島原発に真水を　作戦から５年、海自隊員が舞台裏証言：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASJ427GVPJ42PTIL01D.html …
前にいる隊員の線量計が「ピーッ」と鳴った。次に私、そして後ろにいた隊員も。

「タッチ・アンド・ゴー。１分でも早く作業を終えなければ」と思った。 ・・・　
恐怖！

しまねじ @zebrascrew93 · 14 時間14 時間前 
格納容器内にアルミ片散乱　浜岡原発３号機、空調破損：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/DA3S12302240.html …ダメじゃん。
https://t.co/S28rF6X3mR

amaちゃんだがリツイート 
Ⓜペッコ @pecko178 · 2015年5月17日 
全てのデブリを取り出しって、どんな方法で取るんだよ。何が廃炉だよ。何万年も放

射線を出す塊(塊で残っているのかが疑問)をもし取り出せてもどこに保管するんだよ。
スリーマイルでコレだよ。スリーマイルは一基だよ。

https://support.twitter.com/articles/20169200-media-settings-and-best-practices

https://www.youtube.com/watch?
v=Ae2v16q8RyE&ebc=ANyPxKoK_gVl7OFSpraHJkbRUDuC96ioGrB6_qXXJu8-
UoQ0ntRpEi1K_3OiZo7Kx3RpiiW52HtyZ9C_XyRdDuCvbiZTxiJBSg&nohtml5=False
puffy アジアの純真 

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/448.html
http://ooma.exblog.jp/22695205/
http://inventsolitude.sblo.jp/article/131583122.html
http://www.asahi.com/articles/ASJ427GVPJ42PTIL01D.html
http://www.asahi.com/articles/DA3S12302240.html
https://t.co/S28rF6X3mR
https://support.twitter.com/articles/20169200-media-settings-and-best-practices
https://www.youtube.com/watch?v=Ae2v16q8RyE&ebc=ANyPxKoK_gVl7OFSpraHJkbRUDuC96ioGrB6_qXXJu8-UoQ0ntRpEi1K_3OiZo7Kx3RpiiW52HtyZ9C_XyRdDuCvbiZTxiJBSg&nohtml5=False


Aloe─Aloe─Aloe─Abe←誤 @junichiru2 · 23分23分前 
ネトウヨって二言目には「ケーザイケーザイ」とうるさいけど不思議なことに彼等自

身ロクに働いておらず（たまに働いててても中年窓際でほとんど経済に貢献してなく

）自称経済に詳しいわりには不景気の理由が①原発止めてるから②民主党政権だった

からの2パターンしかなく「まずお前が働け」としか…

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 04/10【2010年 ポーランド大統領特別輸送機墜落事故】10:56
頃発生 死者96人 カティンの森事件70周年追悼式典出席のためポーランド大統領夫妻な
ど政府高官を乗せたTu-154が、濃霧下のロシア西部スモレンスク空港付近の森林地帯
に墜落。

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
安倍応援団「視聴者の会」がテレビ局スポンサーへの圧力を公言！ ネトウヨを集め“
電凸”計画も進行中
http://lite-ra.com/2016/04/post-2146.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
「よくネタが続くな…　というより、次から次へと新しいネタが供給されている。：
山崎 雅弘氏」　
http://sun.ap.teacup.com/souun/19790.html#readmore …

9.19を忘れないbot緊急事態条項阻止 @remember919 · 4時間4時間前 
東電の旧幹部3人が、福島原発事故の責任を求めて市民により強制起訴されたが、そも
そもあの人災の最大の原因は「全電源喪失は起こりえない」と国会答弁した安部首相

にあることを忘れていないだろうか？

cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 
マスコミのミスリードも酷い。

弱者を攻撃する世論を作ってしまえば、本当の原因がわかっても、それを世間が攻撃

することはないとわかってやってるのかも。

つまり弱者をスケープゴートにしている。

尻馬に乗って運転手やバス会社の社長を攻撃する世間も酷い…。

junko @junko_in_sappro · 19分19分前 
【自衛隊機墜落】高度な点検装置搭載の特殊用途機を使った目的は？

埼玉から飛んできた謎。特殊用途機の使用を空自に命令したのは誰？

http://lite-ra.com/2016/04/post-2146.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/19790.html#readmore
http://grnba.jp/index.html#zz04091


←これが最大の謎だ。 http://grnba.jp/index.html#zz04091 …

https://www.youtube.com/watch?v=oVVrICEKdsQ&ebc=ANyPxKo1IkoC-
qT7ymFzwf3aBFXq65rHvQ94CPqDORM6Zg_DgRiyGB2b6zjuHoHjkng-
VWrNDHI2si5aR3ojIOTHdkPfKaWmEA&nohtml5=False
PUFFY　『渚にまつわるエトセトラ』

北濱幹也 @kitahamamikiya · 2時間2時間前 
■原発メーカーの役員を引き連れて世界中に「原発営業」をかけている安倍そうり

■福島の原発事故以降、各国で反原発運動が起き始めています

詳細→　http://www.asyura2.com/13/genpatu32/msg/473.html …

Greenpeace Japan @gpjTweet · 2時間2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

きむらゆい @yuiyuiyui11 · 12時間12時間前 
きむらゆいさんが反自民野党の共闘確立を！でじたるコミックをリツイートしました

3.11事故直後のフクイチと官邸と東京を描いた群像劇映画「太陽の蓋」は7月16日から
公開です。#北村有起哉#袴田吉彦#青山草太#三田村邦彦
出演です。ご期待ください。 
https://twitter.com/digital_comic12/status/718747328786489345

https://www.youtube.com/watch?v=4pEj_f4A9O4&nohtml5=False
HOTEI - CIRCUS
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（４月10日）　世界は楽園になったのか？／精神的に狂わせる糖分・加工食品・電子
レンジ／死が迫ってる人間にとっては藁にもすがる思いなんよな。

http://85358.diarynote.jp/201604100904463903/

「重要なのは健康、放射能にさらされないこと」／富裕層やエリ

ートは東京を脱出している。

2016年4月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=D1zIF7pBBxo&ebc=ANyPxKr8606Y6-5z-
zfPGsMJmf8aCO2qdT3Ihy4DHYORzdkZF40XTr5Qb_OEj2Y1DAqu7Vgj5PFaTUOUjECod4cswA0bNkTf6A&nohtml5=False
YELLOW YELLOW HAPPY - ポケットビスケッツ

junko @junko_in_sappro · 27分27分前 
東京湾のイワシの8割の内臓から微細プラスチック　世界の事例よりも多め
環境中の有害物質を吸着する性質も　

江戸前のサカナは食べられない

http://rief-jp.org/ct12/60165 
放射性物質の所為で太平洋の魚が駄目になった上に

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

タニ　センゾー @Tanisennzo · 56分56分前 
安全が確認された・・・

原発事故の影響で自粛のヒメマス漁、4年ぶり解禁　福島・金山町 http://www.fnn-
news.com/news/headlines/articles/CONN00321216.html …
“漁の自粛が続いていたが、安全が確認されたことから、9日解禁”
「うれしいですよね、食べてもおいしい魚ですからね。いいですね、やっぱり」

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBg0aHR0cDovL3d3dy5mbm4tbmV3cy5jb20vbmV3cy9qcGcvd3UyMDE2MDQxMDAzXzUwLmpwZxTgCBTKBBwUhAYUlAMAABYAEgA&s=Jgg2yM22RgPBABm6-
hnmYrAzfFDAVg7wCEJM9GSDz8g

きっこ @kikko_no_blog · 10時間10時間前 
「福島第1原発事故による淡水魚の放射性物質の汚染メカニズムを探ろうと、福島大と
京都大、福島県の研究グループは9日までに、福島市の阿武隈川に生息するアメリカナ
マズに小型の超音波発信機を取り付け、行動を追跡する調査に乗り出した」→

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016040901001350.html …

https://www.youtube.com/watch?v=BoXNE5Fxp0w&ebc=ANyPxKqvFdZMp8Z6A0H8xZqOc-
Vd7atb0DzsWsZX2vsyylqrott4yWEZAaUwBJH7L43WeoQCBCGc2KeAU-
cKtfBobGhuguwx3w&nohtml5=False
HOTEI - POISON 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 39 分39 分前 
名無し：04/10 00:58
某社の柿の種で首のリンパが痛む

福島産もち米なんだろうか…
三重産米使用と言われている某社のせんべいでは一切起こらない症状だ

やはり加工米にはやばいものが出回っていると思われる

#煎餅コメ国内産は汚染地帯産の意味ｏ糠入り危険

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
「誰ひとりとして、とくにこどもたちは誰ひとりとして、フクイチ被曝地に住んでは

ならない」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-f4ed.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
原発５キロ圏内で（とくに５歳未満のこどもたちに（とくに）白血病が多発！　胎児

被曝が顕在化　原発の排気塔との距離と密接な関連　——　英国の環境放射能問題の

専門家、イアン・フェアリー博士が警告

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-8f6b.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
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柏市の子ども達は半数以上、セキが止まらない

http://pbs.twimg.com/media/CfmikTiVAAEJk1F.jpg …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
横浜の子供もモルモット？

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174831370.html …

不正選挙監視団 @rigged_election · 7時間7時間前 
【拡散】ykabasawa「東京の医師会で、子供の突然死が１０倍になってる問題、対象
を広げれば広げるほどヤバいという話になっている。」元菅首相の政策秘書、松田光

世さんの告発。医者はなぜ黙ってる。多くの人が既に免疫力落としている

。http://amba.to/WBj6sU

M a i @maibaba11 · 9 時間9 時間前 
東京の知人からさっき怖い事聞いた。知り合いが福島原発に約1ヶ月出稼ぎで行ってた
らしいんだけど線量の高い場所に行かされ左手が壊死して切断したらしい。

２ちゃん原発情報がリツイート 
ttjj01(安倍自民消えろ @ttjj01 · 4月8日 
@2ch_NPP_info 家も！ものすごい早さで衣類が傷む。

２ちゃん原発情報がリツイート 
Rosa canina @Ta_officinale · 4月8日 
@ori2rainbow1 @2ch_NPP_info @kajiya72 おなじこと感じていました。。綿や絹がと
くに。

２ちゃん原発情報がリツイート 
レインボー @ori2rainbow1 · 4月8日 
@2ch_NPP_info @kajiya72 うちでも、そう感じています。綿製品が痛みやすいです。
水や大気中のナニカ、もですが、＋太陽光の影響も大きいかなと思っています。変色

も著しいから。

https://www.youtube.com/watch?v=WfMEHQjHdH4&nohtml5=False
HOTEI - スリル

amaちゃんだ @tokaiama · 2 時間2 時間前 
精神安定のための食べ方メニュー一例　内海 聡　精神的に狂わせる糖分・加工食品・
電子レンジ

http://www.asyura2.com/15/health17/msg/640.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
“奇跡のリンゴ”木村秋則さん「TPPに対抗するには自然栽培しかない」
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=313992 …

氷血ちゃんbot @LlNEJAPAN · 6 時間6 時間前 
免疫とか自己治癒とか、もっともらしい説明付けてやってるビジネス、健康に問題な

い人間にしたらギャグなんだけど、死が目の前に迫ってる人間にとっては藁にもすが

る思いなんよな。できたら病気と怪我が治る仕組みくらいは、一般常識として身に付

けておきたいところよな。

https://www.youtube.com/watch?
v=8RXUBBKAIs0&ebc=ANyPxKrql8bod7A99ImwMMVhWY5L7BhF4h2cMeX2nW6Uui1FMxaxDkVrful2TqMzYJM2uLoqhK-
eVYW4JWnK-zw-ukTMv_T4ag&nohtml5=False
PUFFY　『これが私の生きる道』 

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT100UP】 「投げてください、自分、拾ってきますんで」エルサ人形におもちゃを
投げて欲しい犬のがんばり http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215372.html …
https://pbs.twimg.com/media/CfoM7iSVAAAB4C-.jpg

http://pbs.twimg.com/media/CfmikTiVAAEJk1F.jpg
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174831370.html
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http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215372.html
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どうか。逃げてください。

自分、祈ってますんで…

https://www.youtube.com/watch?v=F3589zFsgBo&ebc=ANyPxKqtE-MAGKNZOsojn6-
pfSz1fq3RdWCIFiAxhoZgUwh6nkTJZpG487p1Ks8VTe-3kJOj6V9-
bPAdZgu80jrzZdaDqJpZNA&nohtml5=False
HOTEI - RUSSIAN ROULETTE

Nemesisネメシス @zodiac0088 · 5 時間5 時間前 � Minato-ku, Tokyo 
NemesisネメシスさんがGert Pedersenをリツイートしました
富裕層やエリートは、被曝を避けるため大挙して東京を脱出している

#Fukushima
https://twitter.com/gamleboeger/status/718849570378280961 …
「重要なのは健康であり、それはメルトダウンしている原子炉から放出される大量の

放射能にさらされないことによってのみ可能であることを彼らは知っている」

https://www.youtube.com/watch?v=Hy4skRoC9g8&nohtml5=False
HOTEI - LIBERTY WINGS 

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 22時間22時間前 
泊がチェルノブイリのようになる可能性があっても、楽園がくるのか？と尋ねずには

いられなかった。

フクイチが爆発して、この世界は楽園になったのか？

https://www.youtube.com/watch?v=-3F7s882eRw&nohtml5=False
進撃の巨人 自由の翼 

junko @junko_in_sappro · 24分24分前 
新千歳、発着制限緩和へ　中ロ機、毎日運航も 
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/economy/economy/1-0257646.html … 
国土交通省と防衛省が、新千歳空港で行っている

旧共産圏の中国、ロシアなどの航空機に対する発着制限を

緩和する方向で調整に入った

https://www.youtube.com/watch?
v=3Oao56IgYcU&ebc=ANyPxKpwiokMGsshCMyQrsA9mm98l6TkSireDJeiCuXkDPmtXXLTaqUtxyXCtzTfZdXiyzDDonyYvnzNosOTli0_0l5ZqwBEOQ&nohtml5=False
HOTEI - CHANGE YOURSELF! 
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（４月10日）　SF交響ファンタジー第１番／理想と現実を別にしては理想は絶対に実
現しない。

http://85358.diarynote.jp/201604110027206825/

「原発は安全」判決を書いた最高裁判事が原発企業の東芝に天下

り／反対する奴らは非国民。

2016年4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=cE4QECDP9Sk&ebc=ANyPxKqhZKEXaNnGfJ7TwKA1nmuf6Tr9dVcdL99BsE3zgBuqYZ_5P7qVBEiTHIzwbo27x1f_QHK1Mf4NL7f88OE8_lVrIss5tg&nohtml5=False
伊福部昭　SF交響ファンタジー第１番 

hata55 @Hata55Hatano · 26分26分前 
【注意喚起】　福島の線量の異常値 東京でも線量が上昇　福島第一原発が再臨界の可
能性 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303091 …

GuciYama @GuciYama · 4 時間4 時間前 
なにごと？

中部電力は８日、浜岡原発３号機で、原子炉格納容器内を換気するための空調設備の

破損と、廃液の加熱処理などに使う重油の漏れが見つかったと発表

中電によるとアルミの薄板やガラス繊維などが散乱

http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/hamaoka/228038.html …

https://www.youtube.com/watch?
v=wMtZ9QqHabw&ebc=ANyPxKplWvrW7vG5o5c99QA_Miokq6NrP4xaGK9vE0yL9TlATNkBm78aAn9hfBOtiii8_L6rovddGTMH9PRA-
OQ4i3ucFzpvWA&nohtml5=False
Kyuusai no Gihou- Susumu Hirasawa

Lightworker @Lightworker19 · 10 分10 分前 
「ベラルーシでは国の発表したデータは誰も信用していませんでしたから、最初にす

べきこととして、個人が使える線量計を作らねばなりませんでした」 国の言うことは
信用できないという構図は、日本と一緒だ。http://bit.ly/PwolNi

onodekita @onodekita · 1時間1時間前 
原発=満州の関東軍 と考えれば、すべてが納得できる。
・中央の制御が聞かない、

・勝手に戦線を拡大する

・いざというときまったく役に立たない。

Yukinori Minami @honyu1993 · 1 時間1 時間前 
福一に最も近い駅を目指す列車　常磐線671M列車: http://youtu.be/ENm071R1D_o?a 、
@YouTube がアップロード

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【ＪＲ高崎線 運転再開】
JR東日本によりますと、高崎線は、沿線で発生した火災の影響で東京駅と高崎駅間の
上下線で運転を見合わせていましたが、午後8時20分に運転を再開しました。
http://nerv.link/yXeyQd

春橋哲史 @haruhasiSF · 2 時間2 時間前 
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http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303091
http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/hamaoka/228038.html
https://www.youtube.com/watch?v=wMtZ9QqHabw&ebc=ANyPxKplWvrW7vG5o5c99QA_Miokq6NrP4xaGK9vE0yL9TlATNkBm78aAn9hfBOtiii8_L6rovddGTMH9PRA-OQ4i3ucFzpvWA&nohtml5=False
http://bit.ly/PwolNi
http://youtu.be/ENm071R1D_o?a
http://nerv.link/yXeyQd


フクイチの地下貯水槽1の南西側検知孔で採取された水の放射能濃度が、1.1万ベクレル
/Ｌから、1.6万ベクレル/Ｌに上がっている。この貯水槽には数トン程度だが、200万ベ
クレル/Ｌの高濃度汚染水が有る。漏れているのか？　東電のリリース
→http://www.tepco.co.jp/press/report/2016/1275446_8693.html …

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
これもシンクホールなのだとか…。
これが原発近くの海岸で発生したら、大変なことになる。

http://www.frasercoastchronicle.com.au/news/campers-catches-new-sinkhole-video-
inskip/2985005/ …

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【埼京川越線[大崎〜川越] 運転再開 2016年4月10日 20:13】
高崎線内で発生した沿線火災の影響で、大宮〜川越駅間の運転を見合わせていまし

たが、20:05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。

neko-aii @neko_aii · 4時間4時間前 
＜岩手県の放射能汚染＞

室根地域の2公共施設
一関市 ９μSv/h超（2011/01）
中学校・保育所４施設で

１０μSv/h (2011/10/21)
一関市のホコリ

1キログラムあたり5880Bq（2011/12/19）
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e278f5f2797b711a91b1f1781fc5168d …

吉岡 豊 @YutakaYoshioka · 10時間10時間前 
フクイチでも放射能に隠れて「有毒な化学物質の放出」が忘れられがち。

@YuriHiranuma @OrganicNewsClip
https://twitter.com/OrganicNewsClip

amaちゃんだがリツイート 
にゃん @blue3940 · 10時間10時間前 
@tokaiama 今後も再臨界を繰り返すだろう。ヨウ素も時々出てる。収束方法はアメリ
カでもわからない，史上最大・最悪の事故。　＜小野院長 過去講演＞
http://togetter.com/li/319997

Nob @Nob_hsj · 11時間11時間前 
RT
中央線が心配だったから早めに家でたら、非常停止ボタンで5分遅れとか。やっぱり
…(-｡-;
6:56 - 2016年4月10日
日常茶飯事。

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
シンクホール

https://www.youtube.com/watch?v=TR8FrGqx2kQ&nohtml5=False …
https://www.youtube.com/watch?v=FR1mvJU_ASU&nohtml5=False …
https://www.youtube.com/watch?v=a7cOSzEKvrQ&nohtml5=False …
早く核燃料を冷やさないと大惨事になる。

朱鷺（shuro） 1009@alice · 14時間14時間前 
東京電力福島第一原子力発電所で、以前に汚染水漏れが起きて使用が取りやめられた

地下の貯水槽で、周辺の地下水の放射性物質の濃度がおよそ１週間で１００倍以上に

急上昇し、東京電力は取り除ききれていない汚染水が漏れた可能性も含めて原因を調

べる

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160408/k10010471201000.html …

https://www.youtube.com/watch?v=gV26zIE0130&ebc=ANyPxKrm-CKIL8rI8ofa-
3LQFER6hO1tBMCmiBBm0T6jQMdqewXz8xKAMPOEesRBOXmtqybkRtKjEGvpSqehvWpV21JIxjopuA&nohtml5=False
Berserk - Sign (Full Version) 

http://www.tepco.co.jp/press/report/2016/1275446_8693.html
http://www.frasercoastchronicle.com.au/news/campers-catches-new-sinkhole-video-inskip/2985005/
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/e278f5f2797b711a91b1f1781fc5168d
https://twitter.com/OrganicNewsClip
http://togetter.com/li/319997
https://www.youtube.com/watch?v=TR8FrGqx2kQ&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=FR1mvJU_ASU&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=a7cOSzEKvrQ&nohtml5=False
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160408/k10010471201000.html
https://www.youtube.com/watch?v=gV26zIE0130&ebc=ANyPxKrm-CKIL8rI8ofa-3LQFER6hO1tBMCmiBBm0T6jQMdqewXz8xKAMPOEesRBOXmtqybkRtKjEGvpSqehvWpV21JIxjopuA&nohtml5=False


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 分2 分前 
今日の夕方、NHKが「Panama Papers」の特集をやってたけど、バカタレントにコメ
ントさせて、視聴者に「な〜んだ、あんまり関係ないねw」と思わせるような番組だっ
たけど、BS海外向けの報道では、こんなバカな報道はやってない。国内向けには「日
本は無関係」と報道し海外向けと違う

鈴木博喜 (「民の声新聞」発行人) @s_hiroki24 · 60分60分前 
頼むから東京五輪など中止して、原発事故被害者に分配してくれ

pancho @pancho02620 · 2時間2時間前 
panchoさんが盛田隆二 �Morita Ryujiをリツイートしました
連合は既に労働者の代表というより、原発企業や電力会社など多くの国民と利害が反

する企業の代弁者。民進党が連合の意向を忖度すれば、国民からそっぽをむかれ安倍

政権を利する。まさに岡田代表の指導力が問われる。 

Angama @Angama_Market · 2時間2時間前 
マイナンバーがどれだけ海外送金に影響して、そのせいで海外移住がどれだけややこ

しくなってるかってのは実際に海外に出て事業を始めてみようとすればよくわかると

思う。逆に言うと、そこまでするまではまだ真綿が締りきらないで普通の人には実感

できないのかも知れない。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
ポイントカードなんかも、ある意味、同じ目的

スーパー、ガソリンスタンド、コンビニなど至る場所で共通で使えるポイントカード

も「誰がどういう行動をしてるか？何を買ってるか？」のデータ収集の為だしね。本

来はね。マイナンバーカードも同じ。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/719126117089562626

菅 直人 (Naoto Kan) @NaotoKan · 3時間3時間前 
原発事故発生直後の1号機の水位が、1時間後にはＴＡＦに到達するという東電現場の
予測が政府に伝わっていなかった問題について、4月8日の環境委員会で東電社長に聞
く予定だった。しかし、委員会の開催が流れ、次回は社長は出席しないと言う。少し

不自然だ。いずれにしても納得のいく説明が必要だ。

菅 直人 (Naoto Kan) @NaotoKan · 4時間4時間前 
アメブロを更新しました。 『原発事故発生直後の東電の報告』
⇒ http://ameblo.jp/n-kan-blog/entry-12148852685.html …

junkoがリツイート 
Taeko @midorinosougen · 4時間4時間前 
ズルイ事と賢い事をイコールだと思っている人間に善意も知性もないのは確か。

東京新聞政治部 @tokyoseijibu · 6 時間6 時間前 
参政権行使きょう７０年　女性議員比率なお１５６位

女性が参政権を得て７０年になります。でも、今も女性の政治進出は下位を低迷して

います。１８歳投票権とともに女性の進出についても考えていきたいものです

:社会(TOKYO Web) http://www.tokyo-
np.co.jp/article/national/list/201604/CK2016041002000148.html …

日本国黄帝 @nihon_koutei · 6時間6時間前 
日本国黄帝さんが脱原発の日実行委員会をリツイートしました

このスポーツ新聞の記事。明らかに「東京五輪開催に反対する山本太郎は非国民」と

いう文脈で書かれている(呆)。政府に、原発に、死刑に、ワクチンにetc.…そして戦争
に反対する奴らは非国民。こう言われる時代はもうすぐそこまで来ている。 
https://twitter.com/datugennohi/status/719072892449853440

junkoがリツイート 
オホーツクオオワシFuruichi @okhotskoowashi · 10時間10時間前 
今朝の新聞報道をみると、政府の法人政策減税によって大企業はじめ儲かっている企

業は開発費などの減税が２兆５８７億円だという。結局個人だけでなく法人の格差も

広がっているということ。トヨタが１０００億円も減税されたり、給与を上げた企業

にも減税。結局賃上げは税金で行っていることではないか

北濱幹也 @kitahamamikiya · 12時間12時間前 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/719126117089562626
http://ameblo.jp/n-kan-blog/entry-12148852685.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201604/CK2016041002000148.html
https://twitter.com/datugennohi/status/719072892449853440


【司法にも広がる原発マネー汚染】

■「原発は安全」と判決を書いた最高裁判事が原発企業の東芝に天下りしていました

！

■これじゃ裁判しても、最終的には、勝てっこないですね

詳細→ http://www.mynewsjapan.com/reports/1437

amaちゃんだがリツイート 
笹田 惣介 @show_you_all · 12時間12時間前 
「私自身はTPP断固反対と言ったことは一回も、ただの一回もございません」と答弁
した安倍晋三。おいおい！北海道比例ブロックの選挙公報で安倍首相の顔写真入り

で「私たちの暮らしを脅かす『TPP』を断固阻止する！」って言ってるじゃん？（笑
）

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

amaちゃんだがリツイート 
A田 @starsa1125 · 13時間13時間前 
自衛隊は次から次へと卑怯な装備品を採用しているぞ！これに心を奪われないちびっ

子はいないだろ

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

neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
"azarashi_salad 2014年9月
政府が福島の汚染を過小評価しているのは

首都圏の資産価値暴落を守るため。

これはグローバル企業を中心とする

経済界の損失を守るため

国民の命を捧げている行為にほかならない。

そこまで理解した上でどう行動するかは個人の判断"

朱鷺（shuro）がリツイート 
きっこ @kikko_no_blog · 4月9日 
安倍晋三、そのうち「私は、汚染水は完全にブロックされているなどとは一回も言っ

ていない！」とか言い出しそうだな（笑）

https://www.youtube.com/watch?v=x8MTeqf--
_M&ebc=ANyPxKpYIdmQiIWLXWas6GTyZFV15xGMqfYOGF2HmpA12xWrh-OIai-ZS8Iu_NC3YI6-
BWH-9T6vQ_wuarsXeEBHckOsogylfg&nohtml5=False
High Minded Castle By Susumu Hirasawa 

渋谷 和也 @kazu_big · 4月9日 
高橋はるみ北海道知事は、自民党公認で公明党と新党大地が推薦する和田よしあき氏

の応援に行っている。和田氏といえば、安全性が確認されれば経済のために泊原発を

再稼動されると話していて、知事はそういう人を応援している。その先の道はどこで

すかー！？

https://www.youtube.com/watch?v=BUbv_D9G1Kg&ebc=ANyPxKo7JB8_nFGzgDEMvD58Mx5_-
qp98l3pthbdFSTDqtPFPVoC6JpnzNApYSqGGarBIl0weGyIt5hJfwVkN6bCNqVi5cJiYQ&nohtml5=False
Susumu Hirasawa - Sim City

参照：

http://76519.diarynote.jp/200611290010080000

天仙 @tensenten · 4時間4時間前 
【朗報】

農民によるGMO作物拒否の結果、モンサントの利益は34%減。
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300772&g=132108 …

junkoがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 15時間15時間前 

http://www.mynewsjapan.com/reports/1437
https://pbs.twimg.com/media/CfpSyrDUkAAUYwa.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CfpBILaUkAAtvvI.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=x8MTeqf--_M&ebc=ANyPxKpYIdmQiIWLXWas6GTyZFV15xGMqfYOGF2HmpA12xWrh-OIai-ZS8Iu_NC3YI6-BWH-9T6vQ_wuarsXeEBHckOsogylfg&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=BUbv_D9G1Kg&ebc=ANyPxKo7JB8_nFGzgDEMvD58Mx5_-qp98l3pthbdFSTDqtPFPVoC6JpnzNApYSqGGarBIl0weGyIt5hJfwVkN6bCNqVi5cJiYQ&nohtml5=False
http://76519.diarynote.jp/200611290010080000
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300772&g=132108


ま、残念ながら、原発すっ飛んでも整然と並んで会社行く日本人にはむりだよな。

最近、本当に死にながら生きてるゾンビに見える

RT パナマ文書に出ている日本人がヤバすぎる！　公開されたら大衆の怒りが世界に革
命を起こす　〜パナマ文書の破壊力は、核爆弾に相当

junkoがリツイート 
＊ peace ＊ @cyoki · 4月8日 
世界で一番貧しい大統領

ムヒカ氏

私は皆豊かさというものを勘違いして

いると思うんだよ大統領は王家のよう

な生活私はそうは思わないんだ

大統領は多数派が選ぶのだから

多数の人と同じ生活をしなければ

いけない、少数派じゃいけないんだ

https://pbs.twimg.com/media/Cff-uj1W4AI02Zc.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=2TMrzTIXCJE&nohtml5=False
手嶌葵　daydream believer 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月11日0:36
あおてん農園 @aoten49003 · 9時間9時間前 
理想と現実を別にしては理想は絶対に実現しない。まず理想を高く持つ。そして無理せずにでき

る事を一つ一つ積み上げる。たったこれだけで世界は大きく変わり始める。ただ我々日本人の眼

前には、処理の目途さえついていない福一がある。この後始末を日本ができなければ、それなり

の覚悟が必要だろう。

 

https://pbs.twimg.com/media/Cff-uj1W4AI02Zc.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2TMrzTIXCJE&nohtml5=False
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（４月10日）　地獄行きなのか？

http://85358.diarynote.jp/201604110032099335/

被曝対策には塩と味噌がいい。チェルノブイリ原発事故後は日本

に味噌の緊急輸出が要請された／原発事故以降に生まれた日本人

は20歳を迎えることなく亡くなる。

2016年4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=bMEWI2fPvnU&ebc=ANyPxKoG2CzLclPxoO1--
sPAOieNVjlci8C_EYx2F5AmGiL4Y_cFBQ7ntPQwhrZh7brR9HnAeIGU7kulPRkgP3BsVqjH-
hGvzQ&nohtml5=False
Ashura Clock- Susumu Hirasawa (Totsu Gen Hen I) 

あおてん農園 @aoten49003 · 11時間11時間前 
秋月博士の長崎原爆投下後の一連の対応から、被曝対策には塩と味噌がいいという話

が世界中に広がり、被曝対策には塩と味噌がいいという話になった。チェルノブイリ

原発事故後には、欧州各国から日本に対し味噌の緊急輸出が要請された。ところが福

島原発事故後の日本では、この話に全く触れられない。

https://www.youtube.com/watch?
v=an2VLnLfzP0&ebc=ANyPxKq0XegqNJztycaUqT6eT84bMMx8a9RIke9Jlo2dYWUXLjzzgHUhDCQGS9Xdm2Cfj-
NMao_VDT_S21CO-WEQXjMyDgX-pg&nohtml5=False
Sogeki-syu By Susumu Hirasawa 

郡山のジュリー @JulieKoriyama · 54分54分前 
郡山のジュリーさんが小吹 伸一をリツイートしました
低線量だから大丈夫というものではない。低線量を長期間浴びたら

どうなるか？それは米国が劣化ウラン弾使用した国や地域が

教えてくれている。なのに日本政府は何故見てみぬ振りするのだろう？ 

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
原発大震災の超ヤバイ話

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8815e3d5b9ac8a52a347b39b3c9cae6d …
ある東京在住の消費者が問合わせ

●印メ●ミルク富里工場（千葉県富里市）では、

現乳のときだけ放射性物質を測定し、

厚生労働省の基準に従って

福島県産の現乳と他県の現乳と混ぜ、

薄めてから出荷していた

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
カルディコット博士

[鼻血]は、
かなり高い放射線被ばくを

受けた場合に起きる。

そして、日本の多くの子供達が

鼻血を出した。

なぜなら、被ばくは

「骨髄中の血小板に影響」する。

[血小板]の数が、血液を凝結させるのに
十分な数が無くなり

その為、人々は鼻血を出す。

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
"_GORI16 2013年5月15日
去年の夏、一緒に岩手のがれき置き場、

焼却場の視察に行った富山の議員さんが

急性白血病で亡くなられました。

僕のごっついマスクを「重装備だね〜」と

軽装で笑っておられたのを思い出します。"

Nob @Nob_hsj · 3 時間3 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 …

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
（木下黄太のブログ2012-12-18）
岩手県一関市の方からの報告

夏〜

http://85358.diarynote.jp/201604110032099335/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604110032099335/
https://www.youtube.com/watch?v=bMEWI2fPvnU&ebc=ANyPxKoG2CzLclPxoO1--sPAOieNVjlci8C_EYx2F5AmGiL4Y_cFBQ7ntPQwhrZh7brR9HnAeIGU7kulPRkgP3BsVqjH-hGvzQ&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=an2VLnLfzP0&ebc=ANyPxKq0XegqNJztycaUqT6eT84bMMx8a9RIke9Jlo2dYWUXLjzzgHUhDCQGS9Xdm2Cfj-NMao_VDT_S21CO-WEQXjMyDgX-pg&nohtml5=False
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/8815e3d5b9ac8a52a347b39b3c9cae6d
https://pbs.twimg.com/media/CZ-mJ2cUcAECGFt.jpg


40代男性、脳腫瘍
60代、白血病
だるさ続き血液検査で判明

50代女性、疲労感。膠原病
20代女性、脳出血倒れ入院
50代男性、胃癌
震災後、職場の除染作業

30代男性、咳続き受診、肺に腫瘍

neko-aii @neko_aii · 4時間4時間前 
原発事故以降に生まれた日本人は、

20歳を迎えることなく亡くなる(ウクライナ医師)
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0232cd48ddc1004d55adaaf4e25ef346 …
日本がこのままの暫定基準で食事をとり続けた場合の平均寿命

ウクライナ保健省が出した数値

2012年 男７９ 女８６ 
2032年 男３５ 女３１

天仙 @tensenten · 5時間5時間前 
マクドナルドでチキン・ナゲットを食べたら地獄行きなのか？

「安価な食品」で得した気になってませんか？

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=275622&g=132108 …

junkoがリツイート 
うちゃか @sayakaiurani · 6時間6時間前 
「芸能人は一般人より東北産のもの食べないわよ。すぐ聞くもん。どこのですか？

って。あの人たち政界やその筋の情報通たちとなんだかんだでつながってるじゃない

。わかってんのよちゃんと。自分は食べないけど人一倍一般人に薦めてる方もいら

っしゃるけど笑」って某料亭の女将さんが言ってた。

shirohanamizuki @isesi · 7時間7時間前 
「放射能は怖くない」「100ミリシーベルトを浴びても大丈夫!」政府が主導で放射能の
安全性等を強調した教育が推進されていることが判明しました。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=305189&g=131205 …

天仙 @tensenten · 9時間9時間前 
〜サンキストの輸入レモンは環境ホルモン農薬漬け〜

日本では農薬が食品添加物として認められている！

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300615&g=132108 ……

桑ちゃん @namiekuwabara · 9時間9時間前 
知らぬ間に新たな放射性物質に触れていることもある。汚泥処理している方は大丈夫

ですか？私の知り合いは「臓器」あちこち手術し内臓、人工臓器2箇所につけている。
いつの話って「今年の話です」甘く見るなよ放射能！！！ 
https://pbs.twimg.com/media/Cfp_hSyVAAAWLe9.jpg

あおてん農園 @aoten49003 · 10時間10時間前 
とにかく今の日本人は「塩」を必要以上に恐れ、「砂糖」を大量に摂取する。精製塩

は摂ってはならないが、自然塩は摂らなければミネラル不足になる。砂糖は脳の栄養

だとか疲れを取るなどと言って積極的に摂る人もいるが、糖化などの影響に加え、放

射能汚染という環境を考えれば摂るべきではないと思う。

amaちゃんだがリツイート 
北濱幹也 @kitahamamikiya · 11時間11時間前 
【関東の子どもたち７割の尿から放射能検出！】

■尿中６Bq/kgの内部被曝は大変危険・腎癌、膀胱癌確実。
■児玉龍彦東京大学教授

★安倍政権下では報道されない真実をご覧下さい→

http://www.asyura2.com/14/genpatu36/msg/757.html …

天仙 @tensenten · 12時間12時間前 
東京都大田区で奇形柿が大量発生！

⇒関東圏の土壌も放射能汚染

→放射能被害が顕在化する前兆？ 
http://blog.nihon-syakai.net/blog/2013/11/2659.html?g=132108 ……

Nob @Nob_hsj · 12時間12時間前 
RT
先日帰国時の機内で機内で急病人が出て、「お客様の中にお医者様がおられましたら

、乗務員までお声がけください！」というアナウンスが流れたけど、医者らしき人は

搭乗してなかったっぽく、乗客に不安が満ち溢れてた。

9:14 - 2016年4月10日

天仙 @tensenten · 13時間13時間前 
東京都大田区で奇形柿が大量発生！

⇒関東圏の土壌も放射能汚染

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0232cd48ddc1004d55adaaf4e25ef346
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=275622&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=305189&g=131205
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300615&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/Cfp_hSyVAAAWLe9.jpg
http://www.asyura2.com/14/genpatu36/msg/757.html
http://blog.nihon-syakai.net/blog/2013/11/2659.html?g=132108


→放射能被害が顕在化する前兆？ 
http://blog.nihon-syakai.net/blog/2013/11/2659.html?g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/B8Ws3wKCcAAH0Cf.jpg

朱鷺（shuro） 1009@alice · 14時間14時間前 
「　★　アメリカの赤ちゃんが、フクイチ・ヨウ素１３１で、甲状腺を胎内被曝して

先天障害！　

　ならば、日本のフクイチ放射能雲通過地帯ではどうなのだ！」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2014/03/congenital-hypo.html …

neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
東京→九州 
"yamanotesentaro 2014年9月
私が移住したきっかけ

身近で、せまい交友関係の中で

甲状腺癌、とても珍しい奇形の赤ちゃん

他、気になる話があまりに多かったから。

震災以降、妊娠報告〜

「元気な赤ちゃんが産まれました！」

って報告は、半分以下"

朱鷺（shuro）がリツイート 
アサミン @a_sa_minn · 16時間16時間前 
放射線と糖尿病　＜ストロンチウム９０→β崩壊してイットリウム９０→膵臓に集注→

糖尿病多発＞というメカニズム

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=311564&g=131208 … …
相次ぐ「突然死」の裏で何が起こっているのか。

https://pbs.twimg.com/media/CZTHQA2WYAAN9Wy.jpg

朱鷺（shuro） 1009@alice · 14時間14時間前 
②「イットリウム90の半減期はわずか64時間ですから、その分、単位時間当たり放出
されるエネルギーが大きいことになるので、破壊力がある、という理論です。

」http://www.mag2.com/p/money/6525/6

朱鷺（shuro） 1009@alice · 14時間14時間前 
放射能汚染と糖尿病の激増〜相次ぐ「突然死」の裏で何が起こっているか

http://www.mag2.com/p/money/6525 
「ストロンチウム90からできるのが、イットリウム90だ。これは骨じゃなくて、膵臓
に集中する。

ここに異常が出ると糖尿病になる。」

neko-aiiがリツイート 
太田洋品店 @ochabashira3 · 2015年7月16日 
@mikakuson @yoshidakengoman 愛知県あたりでも、子供若者の白血病が増加してて
、保険会社さんが戸惑ってたりします。

mikakuson @mikakuson · 2015年7月15日 
「西日本でも甲状腺機能障害の罹患者が増加してるよ。◯病院なんか、えらいこと

になってるよ」

「えー！なんで西日本で？」

「内部被曝ですよ」

ぽかん…
「内部被曝って？」

「食べたり飲んだりしているものですよ」

「えー！何があかんの？」

揃って、コンビニの弁当空き箱を見下ろした。

https://www.youtube.com/watch?
v=qVaxFALDr7g&ebc=ANyPxKplWvrW7vG5o5c99QA_Miokq6NrP4xaGK9vE0yL9TlATNkBm78aAn9hfBOtiii8_L6rovddGTMH9PRA-
OQ4i3ucFzpvWA&nohtml5=False
Bansyou no Kiya 

天仙 @tensenten · 3 時間3 時間前 
魔法の粉「重曹」

〜癌にはアルカリが効く〜

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300878&g=132108 … 　

【京大式】一流大学への勉強法 @GO_KyotoUni · 5時間5時間前 
【笑い】

笑いというものは次のような効果がある

・免疫力アップ

　→NK細胞が活性化するため
・ストレス解消

　→ストレスホルモンが減少するため

http://blog.nihon-syakai.net/blog/2013/11/2659.html?g=132108
https://pbs.twimg.com/media/B8Ws3wKCcAAH0Cf.jpg
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2014/03/congenital-hypo.html
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=311564&g=131208
https://pbs.twimg.com/media/CZTHQA2WYAAN9Wy.jpg
http://www.mag2.com/p/money/6525/6
http://www.mag2.com/p/money/6525
https://www.youtube.com/watch?v=qVaxFALDr7g&ebc=ANyPxKplWvrW7vG5o5c99QA_Miokq6NrP4xaGK9vE0yL9TlATNkBm78aAn9hfBOtiii8_L6rovddGTMH9PRA-OQ4i3ucFzpvWA&nohtml5=False
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300878&g=132108


風邪予防や勉強に疲れた時は、お笑いをみてください

しかし、見過ぎると勉強時間が減るので本末転倒です

かしのん@合唱愛し隊 0514@Tsuyu · 6時間6時間前 
楽しく歌うと寿命のびるそうですよ！

歌の持つ健康効果はヨガ以上なんですって！　免疫を向上して病気の発症率を下げる

ことができるらしいです！　肺や健康の効果にもいいんだって！！　歌って素敵！

誰かと一緒だとより一層寿命ものびるそうですよ！！　合唱って素敵！！

だからみんな合唱やろ。

https://www.youtube.com/watch?
v=0puzfN3QTrY&ebc=ANyPxKpYIdmQiIWLXWas6GTyZFV15xGMqfYOGF2HmpA12xWrh-OIai-
ZS8Iu_NC3YI6-BWH-9T6vQ_wuarsXeEBHckOsogylfg&nohtml5=False
Hansen 108 By Susumu Hirasawa 

昭和地区＠岡山県総社市 @ShowaPower · 12 時間12 時間前 
総社市には原発事故の影響を心配し、避難・移住してきた家族がたくさんいます。も

ちろん昭和地区にも！ #移住 #原発避難 #田舎暮らし

九州ニュース @KyuSyuNews · 13時間13時間前 
『辺野古の弁証法 ポスト・フクシマと「沖縄革命」』 「二重植民地支配」えぐる 琉球
新報 本書は、２０１３年に東京から沖縄へ「避難移住」した一人の作家が、沖縄・琉
球と日本国家（本土）、そして… http://goo.gl/VNqOmv

neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
2012-04-21
東京西部に住む友人

「実は去年の夏以降から異常なダルさ

強い動悸、排尿障害、視力の急低下などに苦しんでる

五歳の孫は、生来の食物アレルギー症状が酷くなり

２度も呼吸困難になり２週間の入院

海外移住の準備を始める

今日、不動産売却の手続きを依頼した」

junkoがリツイート 
るな @rose888runa · 15時間15時間前 
大学推薦枠の基準に欠席日数があるため 具合が悪くても病院に行かない子どもたちが
いる。早退も嫌がる。

部活がOFFの日に個人病院にやっと行き 総合病院に行ってくれと医者に言われて やっ
と行く。

推薦より｢命｣のほうが大切じゃないの？

推薦制度に問題ありじゃないか？

はなまま @hanamama58 · 15時間15時間前 
↓「泣く泣く帰った」という人の話をいくつか聞いた。ひまわりさんも言ってた。も

ちろん今後新たに避難・移住してくる人もいる。避難指示の解除でみな、苦渋の選択

を迫られている。福島にしろ関東にしろ、戻った人たちとわれわれと、分断されては

ならない。そこのところを考えている。

朱鷺（shuro）がリツイート 
国境なき医師団日本 @MSFJapan · 15時間15時間前 
札幌で説明会を開催！ #国境なき医師団（MSF） 日本の派遣スタッフ募集説明会でベ
テラン外科医がお話します。フィールドで働きたい人、第1歩を踏み出しましょう
！6/12（日）14〜15時　http://bit.ly/1WZ8xiC

lumière ( はな。) @kusukusu0525 · 23時間23時間前 
避難者さんからLINEが来て
彼女が言ってた言葉は

「もう戻りたくはないよね」

でした。

甲状腺検査で Ｂ判定が出てた母子家庭のママ。１人で子供を連れて奈良まで避難移住
した覚悟は凄いと思います。

いなか楽人（自宅療養中） @inakarakuhito · 4月9日 
今日、外出した時、同じ団地に、避難してきた方と、久しぶりにあった。

今、個人で仕事をしていて、忙しいと言っていた。

とにかく、仕事は、選ばなければ、引く手あまたらしく、断ることもあるとのこと。

避難&移住は、その気があれば、なんとかなるなぁ〜

https://www.youtube.com/watch?
v=BsQSESNmzAA&ebc=ANyPxKpPQHX1Jpkq7XAoXMAEyIeR8e6LzivtsQM73XU3o1c4gp8yVR-
XZC62AaG_FTfPyxoLk_CHGqKxz6GSyQCPE_K9_Hg5YA&nohtml5=False

https://www.youtube.com/watch?v=0puzfN3QTrY&ebc=ANyPxKpYIdmQiIWLXWas6GTyZFV15xGMqfYOGF2HmpA12xWrh-OIai-ZS8Iu_NC3YI6-BWH-9T6vQ_wuarsXeEBHckOsogylfg&nohtml5=False
http://goo.gl/VNqOmv
http://bit.ly/1WZ8xiC
https://www.youtube.com/watch?v=BsQSESNmzAA&ebc=ANyPxKpPQHX1Jpkq7XAoXMAEyIeR8e6LzivtsQM73XU3o1c4gp8yVR-XZC62AaG_FTfPyxoLk_CHGqKxz6GSyQCPE_K9_Hg5YA&nohtml5=False


TOWN-0 PHASE-5 

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
羆との遭遇

http://www.liveleak.com/view?i=757_1460217838 …
近年、事故が増えているので、北海道の登山や沢釣りには必ず唐辛子スプレー持参の

こと

安物はダメ　全然飛ばない

http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%88%EF%BC%88COUNTER-
ASSAULT%EF%BC%89-
%E7%86%8A%E3%82%88%E3%81%91%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BCCA290-
%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC-
02191/dp/B001HAJ24W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1460273416&sr=8-
1&keywords=%E7%86%8A%E9%99%A4%E3%81%91%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC
…
私は裏山の散歩でも猪を警戒して持参している

junko @junko_in_sappro · 8時間8時間前 
南1条をテレビ塔より、少し東に行ったバスセンターを越える
やぶ医者デンタル・クリニックの被害報告が

本日、追加されました。

札幌の皆様、こんな歯医者に行ったら廃車になります。

被害報告、おありの方は、junkoまで御連絡ください。

天仙 @tensenten · 11時間11時間前 
★歯科医が虫歯を作っている？！

http://ln.is/www.rui.jp/9jFDi …

https://www.youtube.com/watch?
v=qV9W_NqFpiY&ebc=ANyPxKpIQIzsQ2ZzYlRVzW70wkXjS_B9XpEw2NpdHqUTnCToU5GRyZiH0TrlYR2-
3D7jTKLf6_sRxaHt73XXJUpvQFNafvILbw&nohtml5=False
Susumu Hirasawa - Snow blind 

あぶぶ＠ＨＰ凍結中 @abubu_nownanka · 1 時間1 時間前 
しかしゴジラとかいう放射能トカゲは割と放射線撒き散らしながら昭和から平成にか

けて都市部を練り歩いていたと思うが、汚染の方は大丈夫だったんだろうか。癌患者

増加したりしてない？

https://www.youtube.com/watch?v=WcT5u7y2_yA&nohtml5=False
Gojira 1954 Main Theme (ゴジラのテーマ) 

https://www.youtube.com/watch?v=YvqQq_0v8GU&ebc=ANyPxKoxvy_p-
GukRQOdpyOJIZDjK1tm1AwH6tJyugTRHGcjojA5L5IIt3iilBm0oC7OYx_ChCf8PDA40Aj9VrEIAq1u8C1T7A&nohtml5=False
Sobu-naru-kaze by Susumu Hirasawa 

https://www.youtube.com/watch?v=P-4usRzW2rA&nohtml5=False
Susumu Hirasawa - The Double of Wind 

https://www.youtube.com/watch?v=fsG9A-
PxxBU&ebc=ANyPxKoupC0s3Fw3MqtsDY2gMK50O4Isy-dV4MmQQOslxCjMznUH5wh3b-
5CXW8flAezq7mSsdLokIzwzBujQlfwMuM3JaZauw&nohtml5=False
Susumu Hirasawa - Archetype Engine 

https://www.youtube.com/watch?v=dpa_xDePRC4&ebc=ANyPxKoG2CzLclPxoO1--
sPAOieNVjlci8C_EYx2F5AmGiL4Y_cFBQ7ntPQwhrZh7brR9HnAeIGU7kulPRkgP3BsVqjH-
hGvzQ&nohtml5=False
Susumu Hirasawa - MOTHER (Hen gen jizai) 

https://www.youtube.com/watch?
v=f_WuEozpFiE&ebc=ANyPxKqhZKEXaNnGfJ7TwKA1nmuf6Tr9dVcdL99BsE3zgBuqYZ_5P7qVBEiTHIzwbo27x1f_QHK1Mf4NL7f88OE8_lVrIss5tg&nohtml5=False
伊福部昭 - ゴジラ (1954) 

https://www.youtube.com/watch?v=0j6F-I_sUZQ&nohtml5=False
手嶌葵 PIECE OF MY WISH
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https://www.youtube.com/watch?v=dpa_xDePRC4&ebc=ANyPxKoG2CzLclPxoO1--sPAOieNVjlci8C_EYx2F5AmGiL4Y_cFBQ7ntPQwhrZh7brR9HnAeIGU7kulPRkgP3BsVqjH-hGvzQ&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=f_WuEozpFiE&ebc=ANyPxKqhZKEXaNnGfJ7TwKA1nmuf6Tr9dVcdL99BsE3zgBuqYZ_5P7qVBEiTHIzwbo27x1f_QHK1Mf4NL7f88OE8_lVrIss5tg&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=0j6F-I_sUZQ&nohtml5=False
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（４月11日）　ＳＦ 交響ファンタジー 第１番「ゴジラ」

http://85358.diarynote.jp/201604110849285492/

避難レベルの数値です。０．３で軍隊が即時撤退レベルなのです

。

2016年4月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=XD4-bDQZitw&nohtml5=False
【UTAU】 （人食い）アリスとウサギさん 【Ju Heishi】 

amaちゃんだがリツイート 
asuka @asuka_250 · 9 時間9 時間前 
この日本人は自民党の政治家ですよね？ 森まさこ
誰か教えた方がいいですよ。この数値は避難レベルの数値です。

0.3で軍隊が即時撤退レベルなのです。
こんなアホな人が政治家をやっていたら日本国民は病気になりますよ。

東京は汚染地帯

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

カラパイア @karapaia · 11時間11時間前 
【RT100UP】 嫌な予感しかしない。荒波の日に海岸に立ち寄ってはならない理由
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215328.html …
https://pbs.twimg.com/media/CfrdN1dUUAE5x9x.jpg

https://www.youtube.com/watch?

http://85358.diarynote.jp/201604110849285492/
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v=satYyZbumfM&ebc=ANyPxKoZVRDrMpatambLvav03yfP4hISrtJnu_TdInEwdIWK0Fp9QsMy-
QqjZuQR-tz_8dqDfTe2fnHFyW70Z82jZxmwuHISxA&nohtml5=False
ＳＦ 交響ファンタジー 第１番「ゴジラ」〜伊福部 昭 幣舞生誕百年記念祭コンサート 

オホーツクオオワシFuruichi @okhotskoowashi · 20分20分前 
北海道電力は、この夏の供給力の余力は１４％もあるんだって。原発を稼動しなくて

も充分に電力は足りているということだね。負の遺産である泊原発に資金を注ぎ込む

より、既存の火力発電の効率化に使うべきだと思うがね。はやく廃炉を決断すべき

だよ。

amaちゃんだがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 56分56分前 
【酷すぎ】浜岡原子力発電所で再びトラブル発生！

空調設備の破損＆重油の漏れ！

格納容器内にアルミやガラス繊維などが散乱！

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10935.html …
↓漏洩が確認された弁

https://pbs.twimg.com/media/CftwLG5VAAAW4QM.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 57 分57 分前 
【停電情報 2016年4月11日 7:43】
東京電力停電情報によりますと、東京都 八王子市の約500軒で停電が発生しているとい
うことです。

http://nerv.link/hgnHCz

9.19を忘れないbot@北海道5区補選 @remember919 · 57分57分前 
政府は日本の原発は世界一安全だと言い張るが、不思議なことに、事故が起こった場

合に備えたコアキャッチャーも、まともな避難計画すらも存在しない。福島第一原発

事故を経験していながら、事故が起きた場合を想定せずに一体何が世界一安全な

のか？ 

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
普通では落ちない機体が…空自機「墜落原因」に深まる謎（日刊ゲンダイ）
http://www.asyura2.com/16/warb17/msg/500.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【どうなの】自衛隊神奈川地方協力本部がアニメ「ハイスクール・フリート」とコラ

ボして、隊員募集のポスターを制作

http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/15347健康法.jp/archives/15347

真実を探すブログ @kennkou1 · 3時間3時間前 
【酷すぎ】浜岡原子力発電所で再びトラブル発生！空調設備の破損＆重油の漏れ！格

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10935.html
https://pbs.twimg.com/media/CftwLG5VAAAW4QM.jpg
http://nerv.link/hgnHCz
http://www.asyura2.com/16/warb17/msg/500.html
http://???.jp/archives/15347


納容器内にアルミやガラス繊維などが散乱！ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-
10935.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
６歳女児が４３階建てマンション最上階から転落し死亡　家族が目を離したすきに

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160410-00000566-san-soci …
違和感がある

４３階で手すりが１ｍの高さ？

６歳が１ｍを乗り越えた？

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【京急本線 運転再開 2016年4月11日 1:13】
立会川駅で発生した人身事故の影響で、品川〜京急川崎駅間の下り線の運転を見合わ

せていましたが、01:10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
。

砥ぎでの無いカラス（白井） @tatsuvar · 9時間9時間前 
砥ぎでの無いカラス（白井）さんがNemesisネメシスをリツイートしました
まずご冥福を祈ります。さて、機体は四散、遺体は激しく損傷。血液を介した感染予

防（肝炎等）のために全身の防護が必要です。

http://www.bougofuku.com/smp/item/ICK-3L.html …
写真左の男性は撮影の為か頭部を露出。放射能対策ではありません。

https://twitter.com/zodiac0088/status/719071550897455104

https://www.youtube.com/watch?
v=LlVmFiiL7Qs&ebc=ANyPxKr4ttX6Z6Rfe8hzxL0olT9TNdt6d4YHftE9cWz_8NcGxaiaTK6XDRFvbWBDmEoe6-
kTl4u2JLuBVMFvig55r-GKbhh7KA&nohtml5=False
【ニコカラ】 嘘つきウサギと銀の檻 （on vocal） 

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
４月１６日（土）渋谷・名古屋・京都・新潟で「最低賃金１５００円に上げろデモ」

。世界３００都市で同時開催の「#FightFor15」アクションに呼応
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/15365健康法.jp/archives/15365

馬場正博 @realwavebaba · 2時間2時間前 
共通の話題に向いているのは誰かの悪口。安倍首相や電力会社、御用科学者の悪口は

身近な人間関係を壊す心配はなく都合が良い。原発の再稼動が進む中で毎週の官邸デ

モが続くのは、老人の趣味として最適だからだろう。もうやりたいようにやらせてお

けば良い。どうせそれ以上のことはできない。

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10935.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160410-00000566-san-soci
http://www.bougofuku.com/smp/item/ICK-3L.html
https://twitter.com/zodiac0088/status/719071550897455104
https://www.youtube.com/watch?v=LlVmFiiL7Qs&ebc=ANyPxKr4ttX6Z6Rfe8hzxL0olT9TNdt6d4YHftE9cWz_8NcGxaiaTK6XDRFvbWBDmEoe6-kTl4u2JLuBVMFvig55r-GKbhh7KA&nohtml5=False
http://???.jp/archives/15365


木下黄太 @KinositaKouta · 2時間2時間前 
木下黄太さんが朝日新聞(asahi shimbun）をリツイートしました
原発推進しか政治家が存在しない、静岡県御前崎市という恐怖。原発温排水で養殖し

たクエを名物として観光客に食わせる狂気の街。 

9.19を忘れないbot@北海道5区補選 @remember919 · 2時間2時間前 
原子力発電所を永続的に使い続けられる夢の計画として提唱された「プルサーマル

計画」は、単に日本が原子爆弾を作りたいがためにプルトニウムを保持する言い訳と

して始められた計画だった。事実、安倍首相は「原爆だって問題ない」と言って

いる。 

amaちゃんだがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 8時間8時間前 
タックスヘイブンに見る日本の深い闇http://amba.to/1VbyU75 
パマナで脱税してた５５兆円をしっかり納税していれば、所得税も消費税も揮発油税

、酒税、相続税、たばこ税、その他の税も全く不要なのです。 
#パナマ文書

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 時間9 時間前 
T.HIRANOさんがmomoko1001をリツイートしました
日本の過去

母の兄が徴兵制の前に、志願兵として戦場に行ったらしいけど、すぐに戦死した。母

が言うには「あの当時の日本国民は狂ってたのよ。１億総火の玉と言われてね（＝国

の為に国民は死ねという意味）」

今は「１億総活躍」で、同じ標語だね。

https://twitter.com/tdB4cyqtCgk4VsN/status/717965821075595266

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
カラパイア : 植物に浸食された地球の未来を描いたショートフィルム「Wrapped」
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215381.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cfr1PjBUYAIJ8QW.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=aXzT9LXDsjw&ebc=ANyPxKrfBEt3INsCeoMVY457MMVzOb11CCO5DLHh9obd9tL-4Y_-
HcDOyH-ULE--g05jspuhCxogPQbyWewxWSxWXI_-g0UUZg&nohtml5=False
【ささみっぽいど】キャラメルヘヴン | Caramel Heaven【UTAUカバー】 

https://www.youtube.com/watch?
v=RhS1F4QtmW0&ebc=ANyPxKoDsO6dc0ZGVbjXN7f3j2r5wiy7g3HCQPRpg2G-
35WDIs476OnBwQAAadsfSbzekxYUphvPSHoVfXK_IA746GOST1bA0Q&nohtml5=False
【UTAU】おこちゃま戦争【ミユウキハネコ POWER & 銃兵士】

http://amba.to/1VbyU75
https://twitter.com/tdB4cyqtCgk4VsN/status/717965821075595266
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215381.html
https://pbs.twimg.com/media/Cfr1PjBUYAIJ8QW.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=aXzT9LXDsjw&ebc=ANyPxKrfBEt3INsCeoMVY457MMVzOb11CCO5DLHh9obd9tL-4Y_-HcDOyH-ULE--g05jspuhCxogPQbyWewxWSxWXI_-g0UUZg&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=RhS1F4QtmW0&ebc=ANyPxKoDsO6dc0ZGVbjXN7f3j2r5wiy7g3HCQPRpg2G-35WDIs476OnBwQAAadsfSbzekxYUphvPSHoVfXK_IA746GOST1bA0Q&nohtml5=False


（４月11日）　細菌兵器でも撒かれたのか？

http://85358.diarynote.jp/201604120039195644/

浜岡３号機は福島原発と同型／破片、炉心冷却水源に混入／東電

がやってたタックスヘイブンの実例。海外に２１０億円蓄財…公
的支援１兆円。

2016年4月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=qnTVi0FN3jQ&nohtml5=False
夢のスープ

KENTARO（脱原発の電気エンジニア） @MatsuKen_1975 · 4分4分前 
浜岡３号機は福島原発と同じ沸騰水型のMａｒｋ-１型。沸騰水型は制御棒の駆動機構
が圧力容器の底に設置されおり炉心熔融に対し脆弱だ。

（日本経済新聞：１１日２２時３７分）浜岡原発の破片、炉心冷却水源に混入　中部

電発表 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG11HB9_R10C16A4CR8000/ …

Electric Gipsy Girl @shiratama009 · 6分6分前 
非常用発電機で油漏れ＝浜岡3号機、ルール逸脱
中部電力は11日、停止中の浜岡原発3号機（静岡県御前崎市）で、非常用ディーゼル発
電機1台から潤滑油が漏れて稼働不能になったと発表した。—静岡（時事通信） -
Y!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160411-00000121-jij-soci …

社会ニュース @twinews2 · 39 分39 分前 
【社】 浜岡原発の破片、炉心冷却水源に混入 中部電発表 （日本経済新聞）:…
http://dlvr.it/L21H9T

Nob @Nob_hsj · 2 時間2 時間前 
RT
メトロ

http://85358.diarynote.jp/201604120039195644/
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160412/85358_201604120039195644_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160412/85358_201604120039195644_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160412/85358_201604120039195644_3.jpg
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http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG11HB9_R10C16A4CR8000/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160411-00000121-jij-soci
http://dlvr.it/L21H9T


JR戦内で急病人救護
JR
お客様混雑

19:28 - 2016年4月11日
同じ電車遅延で、理由が違う。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2012年2月5日
福島工業高専の斉藤充弘准教授

除染の盲点

靴に付いた放射性物質が乗用車内に蓄積し

年間許容線量を超える毎時５μSvに。
原発事故直後、いわき市が

３４万人の市民を避難させようとしたが

バスが足りず断念した。

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

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【西武新宿線 運転再開 2016年4月11日 20:12】
新狭山〜南大塚駅間で発生した沿線火災の影響で、狭山市〜本川越駅間の運転を見合

わせていましたが、20:06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。

junkoがリツイート 
fpsとレースが好きなヤバもと @EzpaNoL_Y0o · 4 時間4 時間前 
本当プリウス乗ってる奴何なの

どれだけ損害出せば気がすむの

プリウスが可哀想だよ

https://pbs.twimg.com/media/CfwcAKQUMAACVT6.jpg

めいちゃん @snoopymaygon · 4時間4時間前 
東電日報：

地下貯水槽i（漏えい検知孔水）南西側の全ベータ放射能が上昇した件について、昨日
に採取した水の全ベータ放射能分析結果は、前回値（4月9日採取）16,000 Bq/Lに
対し、18,000Bq/L。
まだベータ上昇中！！！

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【八高川越線[八王子〜川越] 運転再開 2016年4月11日 17:30】
高麗川〜武蔵高萩駅間で発生した架線支障の影響で、高麗川〜川越駅間の運転を見合

わせていましたが、17:25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 · 7時間7時間前 
【上越線[高崎〜水上] 運転再開 2016年4月11日 16:22】
強風の影響で、渋川〜沼田駅間の運転を見合わせていましたが、16:06頃、運転を再開
しました。なお、列車に遅れが出ています。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a107b40b5501aab8d2ca1f4768151082
https://pbs.twimg.com/media/CfwcAKQUMAACVT6.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【停電情報 2016年4月11日 14:57】
東京電力停電情報によりますと、神奈川県 横浜市磯子区の約800軒で停電が発生して
いるということです。

http://nerv.link/Sdv8wQ

Nob @Nob_hsj · 10時間10時間前 
RT
今日の東海道線、急病人発生しすぎて新手の細菌兵器でも撒かれたのかと思う。

8:14 - 2016年4月11日
似たようなもん。

朱鷺（shuro） 1009@alice · 15時間15時間前 
鹿児島・空自機事故　6人全員の死亡確認、直前交信も異常なし http://www.fnn-
news.com/news/headlines/articles/CONN00321120.html … #FNN
「(原因は)雲または霧に入ってしまって、山が見えなかった。操縦士が、計器など、操
縦席の中に注意配分が行ってしまって、山が近づいてくるのに気づかなかった」

朱鷺（shuro）がリツイート 
川内 博史 @kawauchihiroshi · 4月10日 
自衛隊機墜落事故。こころから御冥福を御祈りし、御遺族には御悔やみを申し上げ

ます。ところで、有毒な化学物質とは？墜落の原因とは関係あるのか無いのか？航空

自衛隊は説明する必要があるのでは？http://www.fnn-
news.com/sp/news/headlines/articles/CONN00321120.html …

cmk2wlがリツイート 
nanacamado @nana_cama · 4月9日 
16.4/4-4/8 職場の水式空気清浄機（容量５ℓ程度、８時間稼動／日、500ml追加／日、
）。２日目で濁り始め、３日目に半透明のつぶが発生。５日目夕方撮影。自宅で起き

ない現象。前週は汚れが酷く、乳白色のマーブル、容器の黄ばみ確認

https://pbs.twimg.com/media/Cfo052KUIAICxw7.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=_QtFbTkCCCc&nohtml5=False
みんなのうた：まっくら森の歌ロングバージョン sm440033

熊ちゃん @nao9984 · 50 秒50 秒前 
国民の安心を守る事が出来るでしょうか？by 菅
おいおい、TPPで、北海道の酪農家は壊滅、他の農業も潰れるぞ。メキシコのトウモ
ロコシのようにね。

場合によっては先制攻撃ありの安保法案、日本から万が一にも先に手を出したら、泊

原発にミサイルが撃ち込まれる可能性もある。

毎日新聞ニュース速報 @mainichijpnews · 3 分3 分前 

http://nerv.link/Sdv8wQ
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00321120.html
http://www.fnn-news.com/sp/news/headlines/articles/CONN00321120.html
https://pbs.twimg.com/media/Cfo052KUIAICxw7.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_QtFbTkCCCc&nohtml5=False


福島原発事故:「炉心溶融基準知っていた」東電幹部認める http://bit.ly/1S0R6Lg

改憲阻止モードのイシカワ（生きている） @ishikawakz · 46分46分前 
メルトダウン確定。

福島原発事故：「炉心溶融基準知っていた」東電幹部認める - 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20160412/k00/00m/040/076000c …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1 時間1 時間前 
先週、社会学者の宮台さんが言ってましたね

「パナマ文書：日本国民の反応が鈍すぎる。金額を見た方が良い。なんでバトミント

ンの賭博の報道が上位なんでしょうね。考えられないこと。」みたいに呆れてた。

ほんとそう思う。自分達の生活に被害が既に及んでるのに、なにも反応しないって変

だよね

はなゆーさんへの返信 
masa @zebra_masa · 4時間4時間前 
東電がやっていたタックスヘイブンの実例。場所はオランダ。@hanayuu 【アーカ
イブ】　東京新聞:東電、海外に２１０億円蓄財　公的支援１兆円　裏で税逃れ:福島原
発事故 http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/nucerror/list/CK2014010102100006.html
… …

日本酒好きなパパは投資家で職人？ @MONHASE · 5時間5時間前 
動いた株(FISCO)
シリコンスタ↓15年12—16年2月期の赤字スタート嫌気
MDV↑政府が患者データを匿名で蓄積・活用する新制度を創設
三光合成↓16年5月期の業績予想下方修正
EAJ↑医療インバウンド
アイサン↑自動運転・地図情報

グリーンペプ↑がん免疫治療薬への期待

忘れちゃダメ!! @take1102w1 · 5時間5時間前 
「原発再稼動しないと、燃料費がかさみ国富が流出してしまう。そして二酸化炭素の

増加で地球の温暖化が進む。デング熱の流行はその結果だ」（甘利明　2014年9月7
日NHK日曜討論「第2次安倍改造内閣　閣僚に聞く」　経済再生相）　#日本会議

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
世界報道自由度ランキング

年別、日本の順位の変わり方。

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

EURO / SPEED-iD @HLEURO · 8時間8時間前 
今月から電力が全面自由化された。歓喜である。事故以降「呪・東電」の声を上げ続

けた反原発の人たちは当然あんなの解約したよね？シュプレヒこ（噛んだ）も重要だ

けどもっと重要なのは行動だよね。まさか単なるストレス発散で大騒ぎしてたわけじ

ゃないよね。こんな真の意味での革命的事象を前にして。

菅野完 @noiehoie · 10時間10時間前 

http://bit.ly/1S0R6Lg
http://mainichi.jp/articles/20160412/k00/00m/040/076000c
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/nucerror/list/CK2014010102100006.html
https://pbs.twimg.com/media/CfvtEjXUIAArh_Y.jpg


原子力損害の賠償に関する法律を字義どおりに解釈すると、原発で過酷事故が起きた

場合、環境被害や健康被害よりも、国家財政の被害がシャレにならない。。。って話

になるはずなのよ。　しかし、今、原子力損害の賠償に関する法律に関する議論、誰

もしない。

菅野完 @noiehoie · 10時間10時間前 
ちなみに、「原子力損害の賠償に関する法律」があるから、財務省は大蔵省時代か

らずーっと、反原発です。

junkoがリツイート 
ちくとう【#脱原発と保守。独立】 @BokusetuHaoi · 12時間12時間前 
みんなが知るべき 　STAP現象がまずい理由〜極悪な抗がん剤で大儲けという詐欺医療
が崩壊！http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=296443&g=131208 … … …

JBpress @JBpress · 12時間12時間前 
「日本は、知らず知らずのうちに、主要国の中で最もコストの安い国に変貌しつつ

ある」と加谷珪一さん。物価が安いことを前提にタイに移住した年金生活者の中には

生活が破たんする人も出てきているとか。http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/46549 …

ひろきゅん%臥薪嘗胆@がんばらない @hirokyun · 12時間12時間前 
いつの間にかアジアの「安い国」になっていた日本 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-
/46549 … @JBpressさんから
「タイの消費者物価指数はここ10年で1.5倍」「昼食代が1000円を超える」「物価が安
いことを前提に移住した年金生活者の中には生活が破たんする人も」

朱鷺（shuro） 1009@alice · 16時間16時間前 
【一目瞭然】舛添都知事のロンドン出張：航空券２６６万円：宿泊費１９万８千円　

ロンドン市長の東京出張：航空券６６万円：宿泊費３万５千円 http://xn--
nyqy26a13k.jp/archives/15339健康法.jp/archives/15339 
「香港のトップが二流のビジネスホテルに泊まりますか。恥ずかしいでしょ。」

と壮大な逆ギレ

もとむら伸子(本村伸子）@motomura_nobuko · 23時間23時間前 
４月１０日、浜岡原発のある御前崎市の市会議員選挙、大激戦の中で、浜岡原発再稼

働反対！廃炉の

清水すみお候補当選しました＼(^o^)／＼(^o^)／＼(^o^)／

https://www.youtube.com/watch?v=ahI3jOiSIfs&ebc=ANyPxKqwEZA3mC-
WiqnEvJ6PcIFw7Wloksz7lIeHZHmn7qJFVdlmDX6fz_32zdm3LMd5qeuc5kBm8KIJSFDIUVgIzFZJTufOPg&nohtml5=False
カントリーガール - 谷山浩子
 

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=296443&g=131208
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/46549
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/46549
http://???.jp/archives/15339
https://www.youtube.com/watch?v=ahI3jOiSIfs&ebc=ANyPxKqwEZA3mC-WiqnEvJ6PcIFw7Wloksz7lIeHZHmn7qJFVdlmDX6fz_32zdm3LMd5qeuc5kBm8KIJSFDIUVgIzFZJTufOPg&nohtml5=False


（４月12日）　ぎゃっ！

http://85358.diarynote.jp/201604120848227221/

どうやら原発はとても危ないらしいぜ。

2016年4月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
https://www.youtube.com/watch?v=OprBalc0fJc&nohtml5=False
ダチュラと林檎 ver luz/Datura & Apple luz 

NHK@首都圏 @nhk_shutoken · 1 時間1 時間前 
【避難騒ぎの弾は発射テスト用】１１日、千葉県柏市で砲弾のようなものが見つかり

住民が一時避難した騒ぎで、見つかったのは陸上自衛隊が使用していた迫撃砲の発射

テスト用の弾だと分か… http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160412/4441171.html
… #nhk

【税金】だよな…？（－－＃）★

NativeSons @Basie_ites · 46 秒46 秒前 
NativeSonsさんが47NEWSをリツイートしました
「全部取り出すのが基本。その信念は変えることはない。チェルノブイリ原発のよう

な石棺では何の答えにもならない」原子力損害賠償・廃炉等支援機構（御用機関）の

山名元理事長。真逆だ。石棺にし甲状腺ガンを福一由来と認めさせなければ我々の

敗北。 

精神世界の帝王 @gen665 · 4分4分前 
浜岡原発ってとっくに廃炉が決まっているものだと思ってた。

浜岡原発防潮堤が完成　高さ２２メートル、両端に盛り土:一面:中日新聞(CHUNICHI
Web) 

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 31分31分前 
浜岡原発３号機でトラブル相次ぐ　:社会:中日新聞
　http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016041190211622.html …
「空調設備が破損し、破片が緊急時の冷却用の水に混入しているのが見つかった。ま

た同日、非常用ディーゼル発電機を試運転中に潤滑油が漏れるトラブルが起きた。」

絶対動かしたらあかん。

junko @junko_in_sappro · 57分57分前 
福島第一原発の溶融燃料デブリの位置予測　

OECD原子力機関が新たな予測システム開発にメド。担当局長が明かす
http://rief-jp.org/ct13/60179 
土中に落ちたデブリは、ここ掘れワンワンだけは

して欲しくないが・・・

去年、地下800ｍと聞いたデブリは、今、何ｍ?
https://t.co/9DgxN8Uj8F

村男 *歌詞bot* (´·е·`) @muraotoko_bot · 58分58分前 

大きな声では言えませんが

どうやら原発はとても危ないらしいぜ

ここだけの話

どうやら放射能はとても危ないらしいぜ

【□】

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604120848227221/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=OprBalc0fJc&nohtml5=False
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160412/4441171.html
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016041190211622.html
http://rief-jp.org/ct13/60179
https://t.co/9DgxN8Uj8F


【東武佐野線 運転再開 2016年4月12日 6:55】
田沼〜多田駅間で発生した架線支障の影響で、佐野〜葛生駅間の運転を見合わせてい

ましたが、06:47頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

junkoさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
原子炉専門家のA・ガンダーセン氏が飯舘村蕨平の仮設焼却炉を見学して驚愕！ 
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/463.html …

junkoさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
７人が死傷した川内原発で「事故隠し」が為された可能性 （低気温のエクスタシーｂ
ｙはなゆー）

http://www.asyura2.com/09/genpatu6/msg/518.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
2016/4/10 東京電力発表
汚染水の処理は事実上、完全に破綻しました。初めから出来もしないインチキでした

。タンクもゼロです。後は宜しく日本国民様へ

http://www.tepco.co.jp/press/report/2016/1275446_8693.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
３月１１日の夜にはＰＢＳ分析データ（なぜか最も危険な状態だったと見ら れた１号
機ではなく２号機のものだけだった）が首相に届けられていた

保安院はメルトダ ウンへと至るシナリオが書いてあったのに首相に対してまともな助
言ができなかった

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/11-28ae.html#more …

ユウスケルトン @yuusuke171 · 6時間6時間前 
離ればなれの家族・放射線量…　避難、残るも帰るも苦悩：朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASJ416G40J41TGPB00W.html …
いわきで？(・o・)
この家族をここまで追い込んだのは誰だって話だよね

金子勝 @masaru_kaneko · 6時間6時間前 
【国民には】原子力災害対策本部が福島・田村市で現地説明会を開き、６月１２日に

葛尾村の居住制限区域、避難指示解除準備区域の解除を打ち出す。出席した住民は、

医療機関の整備はなく、除染も不十分だと反発。東電救済しか考えず、国民を守ら

ない。

ジョンレモン @horiris · 9時間9時間前 
news23
これが原発事故の現実。

https://pbs.twimg.com/media/CfxUZJxUUAAhKhW.jpg
伊勢志摩ではなく、この現状、この現実を、海外の要人に実際に見てもらいたいと思

うよ。マジで。 

きむらゆい @yuiyuiyui11 · 9時間9時間前 
今夜のNEWS23はリキが入っていました。
報ステが始まるためでしょうか。

富岡町の夜の森の桜並木を分断するゲートで

星さん

福島はまだまだ終わっていない。その中で原発再稼働が行われようとしているのを福

島出身の私としては納得できない 

ジョンレモン @horiris · 9時間9時間前 
news23
増え続ける黒い袋

13万カ所に1000万袋…
黒い袋の保証期間3年。

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/463.html
http://www.asyura2.com/09/genpatu6/msg/518.html
http://www.tepco.co.jp/press/report/2016/1275446_8693.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/11-28ae.html#more
http://www.asahi.com/articles/ASJ416G40J41TGPB00W.html
https://pbs.twimg.com/media/CfxUZJxUUAAhKhW.jpg


そして、安倍政権は、原発事故が、あるで無かったかのように原発推進、再稼働の

現実…狂気だ。 
https://pbs.twimg.com/media/CfxQ35BUAAAcU7A.jpg

共同通信公式 @kyodo_official · 11 時間11 時間前 
破片、炉心冷却水源に混入 － 浜岡原発3号機

tanaka kazushigeさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 12 時間12 時間前 
@tanakakazushige @NoControlBear @osiete_tukachan (°Д°)ﾊｧ? とっくに地底臨界し
てるでしょ。ずっと。

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

tanaka kazushigeさんがリツイート 
Moira @sugi_moira · 12時間12時間前 
Moiraさんがtanaka kazushigeをリツイートしました
アンダーコントロールが大前提の東京オリンピック、開催してる場合じゃない。

junkoさんがリツイート 
原発はいますぐ廃止せよ @kokikokiya · 20時間20時間前 
ぎゃっ

http://www.nies.go.jp/shinsai/h26_saigai_report-2.pdf …
福島県内の一般廃棄物焼却施設で 2012 年 2 月に実施した調査では、飛灰中濃度が 9.7
Bq/kg（Sr-89 と Sr-90 の和）主灰中濃度が 13.9 Bq/kg
https://pbs.twimg.com/media/CfutgT_VIAAhzim.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=o-xI-
OJ__A8&ebc=ANyPxKqfDoJim1RBBWsAvH7pPiCEHLx6zGCt1RrIxP20acBq1M3BU4mllucxDtk6f9kKDlb46IFrhWHjuKQO9LDkfgJymVupGA&nohtml5=False
ゴーストルールver luz/Ghost Rule luz 

9.19を忘れないbot@北海道5区補選 @remember919 · 5時間5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。

エリック ・C @x__ok · 7時間7時間前 
安倍の嘘で日本には知れ渡っていないのですが世界で一番安全な原発は日本のもので

はなく、EPR
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E5%8A%A0%E5%9C%A7%E6%B0%B4%E5%9E%8B%E7%82%89
…　ですが工賃が高すぎて建設が難航しているのです。それでも原発だから危険なの
は変わらないです。ヨーロッパはこれでなければ建設できません。

天仙 @tensenten · 9 時間9 時間前 
【これは酷い！】

福島の住民に配布された個人線量計、4割も低く表示されていることが判明！
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300929&g=132108 ……

白石草 @hamemen · 9時間9時間前 
米国は軍事施設ではなく、街中目指して原爆を投下した。

近くには学校が沢山あった。その学童の死亡率をもとに、対ソ核戦略が組まれた。

幅広く長期にわたる残留放射能の被害は封印され、歴史から消された。

核兵器の悲惨さを払拭するために、アイゼンハワーは核の平和利用を訴えた。

泉田裕彦 @IzumidaHirohiko · 10 時間10 時間前 
【毎日】福島原発事故「炉心溶融基準知っていた」東電幹部認める　

http://bit.ly/1SsNfG7 
←　東電が自ら隠蔽体質を改善できるとはとても思えません。

https://pbs.twimg.com/media/CfxQ35BUAAAcU7A.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cfwaq_eUAAAeCFh.jpg
http://www.nies.go.jp/shinsai/h26_saigai_report-2.pdf
https://pbs.twimg.com/media/CfutgT_VIAAhzim.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=o-xI-OJ__A8&ebc=ANyPxKqfDoJim1RBBWsAvH7pPiCEHLx6zGCt1RrIxP20acBq1M3BU4mllucxDtk6f9kKDlb46IFrhWHjuKQO9LDkfgJymVupGA&nohtml5=False
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E5%8A%A0%E5%9C%A7%E6%B0%B4%E5%9E%8B%E7%82%89
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300929&g=132108
http://bit.ly/1SsNfG7


tanaka kazushigeさんがリツイート 
しまこー @shimacoordinate · 11時間11時間前 
しまこーさんがtanaka kazushigeをリツイートしました
日本人は資産を円で預金している人がほとんどだが、同じ１０００万円でも、円の国

際価値が下がれば、世界的に見た財産は目減りしてしまう。

https://twitter.com/tanakakazushige/status/719483054599766016

tanaka kazushigeさんがリツイート 
matu(脱原発に一票、TPPに反対) @matu923 · 12 時間12 時間前 
アベノミクスの失敗を自ら認めた。これでも自公政権を信ずるのか？『計算方法を変

えて、ＧＤＰアップって？』 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=311341&g=132108 … …

tanaka kazushigeさんがリツイート 
matu(脱原発に一票、TPPに反対) @matu923 · 14時間14時間前 
メディアは、金儲けだけ考える。統合階級に有利な嘘・誤魔化しの情報しか流さない

。『現代世論を操作する方法』 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=311545&g=132108 … 

tanaka kazushigeさんがリツイート 
matu(脱原発に一票、TPPに反対) @matu923 · 18 時間18 時間前 
安倍政権は、米国の軍事市場を支える。『日本、東アジア最大の武器輸入国』≒『

日本、米軍需産業の特上客』 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=311376&g=132108 … …
https://pbs.twimg.com/media/CY-pZYdUQAEx7Id.jpg

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 20 時間20 時間前 
資本や国家が自己矛盾によって自然に消えていくだろうというのが、マルクスのイメ

ージだったと思うが、実はそうではなくて、資本主義（金の論理）が究極まで煮詰ま

ったあとには、資本が土台としての国家を包摂、超克し、国家はあっても名目だけに

なり実質無化されていく。シナリオ作者は敵ながら天晴れ

https://www.youtube.com/watch?
v=yshBV7YTJDs&ebc=ANyPxKq9At5inaAYbUQe_hF0mawLM9wFWtTY21fxKgTJ3cJ_7ZE4tK7ozpHHbbvnKA2mGUHw-
3azPpmy723_K65jhohhSGf1Uw&nohtml5=False
【MV】ロスティナメイズ / luz×まふまふ luz×mafumafu - Lost in a maze 

伊藤　剛 @GoITO · 5分5分前 
「私が不快だから原発はすぐなくせ」と主張し、その正当性は「自分が東電から電気

を買ってる顧客だから」で「顧客のいうことを聞くのは現代ビジネスの基本」で「会

社の研修でも言われていること」というひととFBでやりあったこともあったな。ちな
みに日産の社員でした。

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 10時間10時間前 
米国カリフォルニア州には、市内で核爆弾爆発させたら、＄５００の罰金という法律

がある。ところが、日本では一度に核爆弾３発爆発させたら、国から巨額の補助金が

貰える。どっちが狂っているだろうか？　加州、変は変だが、まだ法律があるだけ

まし。

http://omoshiro-houritsu.com/america/california.html …

tanaka kazushigeさんがリツイート 
ともひろ @ecoiso · 10時間10時間前 
政府は公に徴兵できないが、代わり自衛隊が中高生の勧誘を開始！

http://bit.ly/1jqfWKl 
⇒『米国の「見えない徴兵制」が若者を蝕む』

https://pbs.twimg.com/media/CQ8GiL6UEAAIliC.jpg

https://twitter.com/tanakakazushige/status/719483054599766016
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=311341&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=311545&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=311376&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CY-pZYdUQAEx7Id.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=yshBV7YTJDs&ebc=ANyPxKq9At5inaAYbUQe_hF0mawLM9wFWtTY21fxKgTJ3cJ_7ZE4tK7ozpHHbbvnKA2mGUHw-3azPpmy723_K65jhohhSGf1Uw&nohtml5=False
http://omoshiro-houritsu.com/america/california.html
http://bit.ly/1jqfWKl
https://pbs.twimg.com/media/CQ8GiL6UEAAIliC.jpg


…【税金】ですから…（－－＃）…。

https://www.youtube.com/watch?v=_tp9vow2-
O0&ebc=ANyPxKoRdlyGSegBiztnJZlp2DZPF0zEeS7vZl4cWxIbTj08NkSsFwJ68JsUFurYpxKs5uwBrlFyyOzyrK2NPLl2mvR-
W6EYEg&nohtml5=False
【進撃の巨人 / Attack on Titan】紅蓮の弓矢(フル) / Guren no Yumiya (full)【 ピアノ Piano 】
 

https://www.youtube.com/watch?v=_tp9vow2-O0&ebc=ANyPxKoRdlyGSegBiztnJZlp2DZPF0zEeS7vZl4cWxIbTj08NkSsFwJ68JsUFurYpxKs5uwBrlFyyOzyrK2NPLl2mvR-W6EYEg&nohtml5=False


（４月12日）　「アタマがおかしい」と思ってる人が多いだろう。

http://85358.diarynote.jp/201604120849315439/

がん薬の売上６倍／茨城南部は人間が住める場所ではない　凄ま

じい汚染だ。

2016年4月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

iano @ianoianoianoo · 43分43分前 
昨年の末に放映されたアメリカのテレビドラマ『アメリカンホラーストーリー・ホ

テル』にショッキングな場面がある。娘「この魚は日本から輸入したのか聞くべき

かな？」父「何で？」娘「放射能よ」日本では風評被害と言われて絶対に描けない。

https://www.youtube.com/watch?v=PGK82fx7HYg&nohtml5=False
平沢進 ~ ベルセルク ~ FORCES Susumu Hirasawa 

Angama @Angama_Market · 4時間4時間前 
要するに世界の移住のコストを限りなく下げれば国は自壊するし、国の力が相対的に

弱まれば原発もマスコミも成り立たなくなるということに気づいて、そういう根本的

なところに正面から向かわないと何の意味もないと思ったわけ。

上　昌広 @KamiMasahiro · 27分27分前 
小野薬品、がん免疫薬の売上高を今期６倍に：日本経済新聞

https://t.co/yTRxvVO2kX

てまりん（30代　男♂） @temari_hn · 54分54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://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBgwaHR0cHM6Ly9pLnl0aW1nLmNvbS92aS9MSnphVnZmMnFiQS9ocWRlZmF1bHQuanBnFMAHFNAFABYAEgA&s=NUjWzMMyQHHP2MDE1z23OxEm9en8P3Bf6j4M-
w8L0zo

junkoさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
神奈川県下にお住まいの読者の皆様へ

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174812171.html …

junkoさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
茨城県下にお住まいの読者の皆様へ

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174812308.html …
茨城南部は人間が住める場所ではない　凄まじい汚染だ

junkoさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
１　福島原発事故から５年 「なぜ私が甲状腺癌に…」　報道ステーション
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4607.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
みなさん「電磁波攻撃」というと「アタマがおかしい」と思ってる人が多いだろう

だが実際には嫌がらせ目的で多種類が販売され売れまくっている

http://yaplog.jp/gmuracomf/archive/2 …
ソチで真央を転倒させたのも（日本女子選手全員が転倒）この種の電磁波照射器であ

ることに気づかない

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604120849315439/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=PGK82fx7HYg&nohtml5=False
https://t.co/yTRxvVO2kX
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBgwaHR0cHM6Ly9pLnl0aW1nLmNvbS92aS9MSnphVnZmMnFiQS9ocWRlZmF1bHQuanBnFMAHFNAFABYAEgA&s=NUjWzMMyQHHP2MDE1z23OxEm9en8P3Bf6j4M-w8L0zo
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174812171.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174812308.html
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4607.html
http://yaplog.jp/gmuracomf/archive/2


ベッドと壁の隙間に落ちただけで老人は動けなくなる　

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174857036.html …

cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 
2016年4月7日　チリ
イワシ約1000トンの大量死。
https://pbs.twimg.com/media/CfxnDSXUIAA7nJq.jpg

junkoさんがリツイート 
Mr.カトー @Mrkat0 · 8時間8時間前 
牛のBSE検査を国が大幅緩和へ！危険な牛肉が流通の恐れ！殆どの牛が検査対象
外に・・・

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10934.html …
⇒何かの取引材料に使われた？

改憲阻止モードのイシカワ（生きている） @ishikawakz · 9時間9時間前 
原爆症認定：国、謙虚に受け止めを - 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20160412/k00/00m/040/106000c …
「今回の判決は「被ばく線量の評価には、被爆状況や被爆後の行動、症状などに照

らし、さまざまな形態での外部、内部被ばくの可能性がないかを十分に検討する必要

がある」として、残留放射線を含め」

天仙 @tensenten · 10時間10時間前 
輸血用の保存血液には、あらかじめ放射線が照射されている

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300928&g=132108 ……

neko-aii @neko_aii · 10 時間10 時間前 
"bahugaidomeari 2013年9月1日 愛知
娘の小児科の先生

鼻血がでるとか

口の中でよく出血するとかないです？

無いようなら大丈夫だと思いますが

白血病の恐れもあるので

気になるようなら

血液検査された方がいいですよ。

と優しく教えてくれました。"

4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 11時間11時間前 
【悲報】 放射能対応で評判のグリーンコープが【劣化】 NAVERまとめ
http://goo.gl/UiyqwN 
カレー粉は東京で製造。不自然なシールを剥がすと生活クラブのパッケージと判明。

やっつけ仕事感が凄い

七月鏡一 @JULY_MIRROR · 12時間12時間前 
「キューティーハニー」主題歌の作詞者クロード·Qこと岩崎富士男さんの訃報。こ
の方、阪神大震災の時に避難所の伝言板に貼られた「私はここにいます」メモの考案

者でもある。合掌。

http://4ki4.cocolog-nifty.com/blog/2008/01/post_4738.html …

cmk2wlさんがリツイート 
hero@ @HeroAho · 12時間12時間前 
1）空気入れ替えしない閉め切りの部屋で水式空気清浄機→あまり喉痛くない
2）空気入れ替えする部屋→喉痛くなるので、N95マスク使用
自宅でです。

2）の部屋で、つい数日前に水式を導入したら、使用後、喉が痛くなくなったと家族。
東京

ナオリン（脱原発に１票） @nm19553305 · 15時間15時間前 
ナオリン（脱原発に１票）さんが秋田放射能測定室『べぐれでねが』をリツイートし

ました

抜粋「東北大学は被災牛の歯の中から、福島原発事故によるストロンチウム90を初め
て検出したと発表。体内への蓄積性が高い同核種に関する報告は珍しい。また歯の形

成期に歯の中に取り込まれ、そのまま代謝されず歯の中に留まる事が知られている」 

cmk2wlさんがリツイート 
正造 @etosha0824 · 4月7日 
今朝、水式の水が、白く濁っていた。

昨夜は、雨が降り出してから、目や鼻がむずむず。変だなと感じていたが、関係があ

るかもしれないね。

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174857036.html
https://pbs.twimg.com/media/CfxnDSXUIAA7nJq.jpg
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10934.html
http://mainichi.jp/articles/20160412/k00/00m/040/106000c
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=300928&g=132108
http://goo.gl/UiyqwN
http://4ki4.cocolog-nifty.com/blog/2008/01/post_4738.html


https://www.youtube.com/watch?
v=p6IqQSygGNw&ebc=ANyPxKpAbkgHm1FA3lLiLNsAkL3A4WVEFhq0Rj1xV53OI3On1INd5baAtv9X1VgBF0s94VgDXvMrUhNZLA4TrentcK7VIrEvpg&nohtml5=False
療養所（サナトリウム）　さだまさし 

tanaka kazushigeさんがリツイート 
otenkimame @osiete_tukachan · 10時間10時間前 
【医療業界】を変えるか☆天然の薬

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308976&g=132108 …
難病を起こすバイオフィルムを除去する☆この植物は？？？

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

https://www.youtube.com/watch?v=843VyGe8P3k&nohtml5=False
『パンプキンパイとシナモンティー』　 さだまさし 

北海道産ゴボウ茶もお勧めする…♪

junko @junko_in_sappro · 11分11分前 
私用につき、tw、今週末まで更新が出来なくなります
北海道に移住してから

無くしたものは大きいですが

最大の宝「健康」を、医師の手で何度も、何度も蝕まれ

それを「取り戻す」

安倍氏は公約違反でしたが私は公約は守ります

既に覚悟はある年齢ですが

人として自分の人権から守っていきます

NHK科学文化部 @nhk_kabun · 11時間11時間前 
【明日に向けて】東日本大震災の発生から1859日。東京電力福島第一原発の事故で福
島県から自主的に避難している住民に対して、住宅を無償で提供する制度が来年３月

に打ち切られることから、埼玉県は県内で暮らす自主避難者が希望すれば、県営住宅

に優先的に入居できる制度を今月から始めました。

…いや、「埼玉から逃げろ！」ってハナシですから既に…
（－－；）

maru◎ﾃﾞｻﾞﾌｪｽ(土)K-201 @marumaruomaru · 6時間6時間前 
インターステラーとか宇宙もの見たあとにCE聴いたから、1，2曲聴くまでは移住して
きてそこでみんなちゃんと生活できてるけど、やっぱり地球に戻りたくて旅に出るの

かなとか思ったけど途中から宇宙を冒険する方にシフトしていった気がする個人的に 
https://pbs.twimg.com/media/CfxpLTbUAAAVYks.jpg

笑える・泣ける・ほのぼの 猫・犬動画 @funny_movie_jp · 9時間9時間前 
シェルター（動物避難所）からやってきた猫さん、先住犬と見つめあいすぐに仲良く

なる♪ http://dlvr.it/L21YV4
https://pbs.twimg.com/media/CfxFhoXUkAA7iy5.jpg

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
豊富な豆知識 @Emilygray6Gray6 · 4月10日 
【話題】黒猫ばっかりの「黒猫カフェ」　すべて保護猫　世界初？！　姫路市につ

いて http://pyonsacoon.thyme.jp/xddb/2016/04/11/post-240/ …

https://www.youtube.com/watch?v=p6IqQSygGNw&ebc=ANyPxKpAbkgHm1FA3lLiLNsAkL3A4WVEFhq0Rj1xV53OI3On1INd5baAtv9X1VgBF0s94VgDXvMrUhNZLA4TrentcK7VIrEvpg&nohtml5=False
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308976&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CTMNwl_XIAEYjyH.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=843VyGe8P3k&nohtml5=False
https://pbs.twimg.com/media/CfxpLTbUAAAVYks.jpg
http://dlvr.it/L21YV4
https://pbs.twimg.com/media/CfxFhoXUkAA7iy5.jpg
http://pyonsacoon.thyme.jp/xddb/2016/04/11/post-240/


（４月13日）

http://85358.diarynote.jp/201604131031159469/

永田町は即時避難／中野駅は野戦病院／泊原発が吹っ飛べば北海

道農林水産業は壊滅。それでも自民党に入れる？

2016年4月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?
v=HzxSUhwkkoc&ebc=ANyPxKqI10X4fvrO3E1NY8b0Pvtll6iEVk93Xo3w_AtMpJLXZwKyY6P-
TWhe80tAEp6XPYFmEencbkVRmO2186AgD1Nho3VhJA&nohtml5=False
Origa - Le Vent Vert - Le Temps Bleu 

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
SEALDs @SEALDs_jpn · 4月11日 
【告知！！】拡散希望！！お願いします！

https://pbs.twimg.com/media/CfweqSNUkAAgR_G.jpg
「選挙を変える、市民が変える」

北海道衆院５区補欠選挙０４２４投票行こう 街宣４月１３日(水)１８：３０〜１９：
３０ 札幌駅南口
SEALDs×ユニキタ
#選挙に行こうよ #GOVOTE

https://www.youtube.com/watch?v=XLb-clVlBm0&nohtml5=False
大貫妙子＆賈鵬芳 「星めぐりの歌」

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
赤道上空約 35,800 kmの気象衛星ひまわりからの映像。
かなり湿った空気が流れ込んできている様子です。

https://pbs.twimg.com/media/Cf45wXSVAAIE12y.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
一旦収まってはいたものの、また今日になって海上濃霧警報です。

添付は4月13日5:45
陸上では乾燥注意報が多く出ています。

https://pbs.twimg.com/media/Cf43TjWUEAAQUBu.jpg

天仙 @tensenten · 3時間3時間前 
【福島の海洋汚染】

原発事故で発生した放射能が北米のカナダ沖でも観測！

世界中から損害賠償請求を起こされるのでは？

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301403&g=132108 ……

朱鷺（shuro） 1009@alice · 5時間5時間前 
朱鷺（shuro）さんがホワイトフードをリツイートしました
最近、北海道の数値はいったいどうしたんだ？

発生源って何？

https://twitter.com/whitefood1/status/720026971976019968

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
先週太平洋に流れた東電福島原発からの風が、太平洋岸の広い範囲に戻ってきている

様相です。 
https://pbs.twimg.com/media/Cf4PlnmUAAAU30-.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
4月13日7:00
PM2.5 大分県津久見市役所（津久見市宮本町２０－１５）
89μg/m3　注意喚起レベル
https://pbs.twimg.com/media/Cf4RRjNUUAAeypa.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
モヤのような異常な水蒸気雲は福島原発のトリチウム爆発が原因

佐野千遙博士が再掲ブログで再警告

２月末から連日重いトリチウム水水蒸気が重い故に上空の雲と成らずに、地表に近い

所で霧・モヤとなり快晴の日にも太陽が黄ばんで日光浴ができない

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-215a.html#more …

特務機関NERV @UN_NERV · 6 時間6 時間前 
【横須賀線 運転再開 2016年4月13日 7:45】
北鎌倉駅で発生した車両故障の影響で、横浜〜久里浜駅間の運転を見合わせていまし

たが、07:38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。

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
【贖罪？】自民・森まさこ議員が「永田町は0.8μSv/h」のツイート！本当なら「年間≒
４mSv」で永田町は即時避難レベル
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhNaHR0cDovL3huLS1ueXF5MjZhMTNrLmpwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA0L0NmekRwazNVSUFBNEJyRy5qcGc_dz02NDAU8gcUkAQcFIQGFJQDAAAWABIA&s=PbW1cowZ_oBy51FtauRLaHUB41y22tjAq9QCEyb47t0

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
【マジ怖い】運転手不足のためトラックの全長規制緩和へ「２１ｍ⇒２５ｍ」１人の

運転手でトラック２台分運送

https://t.co/y4YrT0KtCR

木野龍逸 (Ryuichi KINO) @kinoryuichi · 10時間10時間前 
福島第一原発 地下貯水槽で汚染水の濃度急上昇 | 東京電力 福島第一原発事故 関連ニュ
ース http://ow.ly/10ArYs 
▽昨日までにさらに上昇。どこから汚染がきているのか調べているとのこと。だけど

東電の結論を待ってると、どんどん遅くなるからなあ。。。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
以前、原発の高線量瓦礫の飛散防止カバーを、いろいろやって、後日、福島に「高線

http://85358.diarynote.jp/201604131031159469/
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https://pbs.twimg.com/media/CfweqSNUkAAgR_G.jpg
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量の放射性物質が飛散してた」と判明し大問題になった

「死の瓦礫」に付着してる「チリ＝放射性物質」は、ホコリサイズだから、風に乗

れば、神奈川県ぐらいまで飛ぶ。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
比較画像

左（福島原発事故直後）と、右（現在カバーをして建屋内の瓦礫＝人間が近づいたら

死亡するレベルの高線量の瓦礫）が、上空に拡散しないようにしてる状態

このカバーの解体が、こないだから始まってるので、風向きには、ご注意ください

もうれつ先生 @discusao · 15時間15時間前 
浜岡原発３号機でトラブル相次ぐ

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016041190211622.html?ref=rank …
6日格納容器内を巡回中に、空調設備の9個の塩分除去フィルターのうち1個（縦横61㎝
、奥行き29㎝、アルミ箔やガラス繊維で構成）が破損しているのを発見。圧力抑制室
の水にも破片は混入していた。

天仙さんがリツイート 
ともひろ @ecoiso · 16時間16時間前 
原発事故から4年以上経って欠陥報告なんて異常だ！危険な施設は外にも隠されている
？『【後出し】茨城県が東日本大震災で１４９の原子力関連施設が損傷していたと

発表』 http://bit.ly/1LRlG9d …
https://pbs.twimg.com/media/CHiurULUcAAcNI6.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 
福島原発1号機
建屋カバー解体作業の日程

4月11日：ダストサンプリング
4月12日〜16日：散水設備設置
画像：4月12日15時36分現在の1号機（Photo ©東京電力ホールディングス）
https://pbs.twimg.com/media/Cf0ria2UMAAeVlI.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【停電情報 2016年4月12日 16:18】
東京電力停電情報によりますと、東京都 新宿区の約500軒で停電が発生しているという
ことです。

http://nerv.link/ULtYqZ

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 
【東京 新宿歌舞伎町で建物火災】
１２日午後１時２０分ごろ東京・新宿歌舞伎町で火事があり、東京消防庁によりま

すと、これまでのところ２階建ての建物など３棟が燃えているということです。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160412/k10010476031000.html …

cmk2wl @cmk2wl · 4月12日 
昨日 2016年04月11日　甲府(コウフ)
異常な低湿度（乾燥状態）になった。

https://pbs.twimg.com/media/CfzTeH5UUAATizS.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 4月12日 
【東海道新幹線 運転再開 2016年4月12日 12:49】
電力設備点検を行った影響で、浜松〜豊橋駅間の運転を見合わせていましたが、

12:40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月11日 
【東武佐野線 運転見合わせ 2016年4月12日 6:29】
06:01頃、田沼〜多田駅間で発生した架線支障の影響で、佐野〜葛生駅間の運転を見合
わせています。なお、振替輸送を行っています。

Nob @Nob_hsj · 4月11日 
RT
中野で急病人看護してること多いし中野駅は野戦病院

8:21 - 2016年4月11日

https://www.youtube.com/watch?v=bk0MTZNXv_Q&nohtml5=False
「星めぐりの歌」 

PowerCorruption&Lies @nutv3V · 56 分56 分前 
【参考】泊原発に見える国策としての原発建設(2014.8.9) - Togetterまとめ 
https://t.co/xFdyI0gEXk

yumiko.t @magorstea · 2時間2時間前 
北海道5区選挙、「同じく安全でないならば、泊原発は安全が確認されたら動かした方
が経済のために良い」これだけで和田氏アウトです、改めて。

熊ちゃん @nao9984 · 12時間12時間前 
北海道で自民党が勝ったら、

TPP賛成、泊原発再稼働賛成と、安倍総理は間違いなく言うだろう。
泊原発の格納容器が吹っ飛べば、北海道の農林水産業は間違いなく壊滅するだろう。

TPPが決まったら？メキシコのトウモロコシや韓国の酪農家の様に成るでしょう。
それでも自民党に入れる？

rima(衆院解散表明は5/27？さんへの返信 
projim @projimsao · 13時間13時間前 
@risa_mama117 @t2hairo 政府が行う原子力総合防災訓練は今年「秋」。北海道泊原
発が厳冬期に事故を起こしたら住民は生き延びられるか？それを検証するのに、気候

の良い秋に原子力防災訓練を行なう。形式だけの訓練か？本気でやる気があるのか？

https://www.youtube.com/watch?
v=LrRg_5tAaNY&ebc=ANyPxKrkvFuOJpsklCYl_wZt3SdZEh8Zt_6g0trlNWdWp_pzNahTxTvSOXkZOffesKns4wNEyxL7xVsLUh-
yYH_0OdvmrINkBg
Starry Tales ~Dashi Dance Remix [Origa] 
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https://www.youtube.com/watch?v=vyzam07mB-
o&ebc=ANyPxKoRQvIAdr1NjS_avjgeViXOX7QSelHQ6cImGAPdcPZNSwLcWf12VpBVXLDUcaLpP-
OacSGHvfm3jiEmwWD1M37kyg058A&nohtml5=False
Fuyuu Yume by Origa 

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
捏造されたグーグルトレンド

https://www.google.co.jp/trends/explore#q=%E7%99%BD%E8%A1%80%E7%97%85
…
昨年までのトレンドに白血病や心筋梗塞と入れるとフクイチ事故後、急上昇カーブが

鮮明だったが、いつのまにか被曝死関係のデータが、すべて原発事故と何の関わりも

ないように改竄されてしまった

フジヤマガイチ @gaitifujiyama · 3時間3時間前 
フジヤマガイチさんがNHK科学文化部をリツイートしました
今の日本にある原発関連の公的機関で、最も仕事しているところ 
https://twitter.com/nhk_kabun/status/719707092303523840

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
≪これは酷い≫東電が手の平返し！「誰もメルトダウンの基準を知らなかった」⇒「

炉心溶融の基準を知っていた」

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/468.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
ｶﾞﾝﾀﾞｰｾﾝ：私は福島で幼い子供の死亡率の急増があることを学んだ・ﾃﾞｰﾀは隠蔽・政

府は自国民に非人道的(ENENe
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/470.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 4月11日 
３月１１日の夜にはＰＢＳ分析データ（なぜか最も危険な状態だったと見ら れた１号
機ではなく２号機のものだけだった）が首相に届けられていた

保安院はメルトダ ウンへと至るシナリオが書いてあったのに首相に対してまともな助
言ができなかった

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/11-28ae.html#more …

https://www.youtube.com/watch?v=yc-
blFymxSY&ebc=ANyPxKohheNlHV2twXoEQVaFHVUAgIvqwt-ymv-
Nle41eY5P_wHitfMeEDeqUqPHMGeRCvjOcY35T_rIcyBh8k91ds4bVmJ87g&nohtml5=False
Kouji Ueno & Origa - Fuyuu Yume(Russian Version) 

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
Greenpeace Japan @gpjTweet · 8時間8時間前 
【明日です！】老朽原発は引退を。高浜原発1,2号機の再稼働許可しないことを求めて
提訴します＠名古屋地裁10時半。12時報告集会。お昼は味噌煮込みうどんを食べたい
です。

http://bit.ly/1RLV39J

https://www.youtube.com/watch?v=mxspeFOgcKw&nohtml5=False
冨田勲 銀河鉄道の夜
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（４月13日）　「人類文明が残っているのか？」

http://85358.diarynote.jp/201604132208211178/

希に見る巨大黒点が地球を向いてる／アルファケンタウリまで２

０年／月面着陸はウソだった／探査機はチョウほどの大きさ。

2016年4月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
https://www.youtube.com/watch?v=cSNAXn_WUso&ebc=ANyPxKo-

YUxv_6glcl7XKpbhXcSNoQYdJdXX3s7leBPPEACn8u5aDLnkNb0atOx17WX3LttpIWJh3IA7m07srtAcgUZwTpf2Vg&nohtml5=False
’90s DISCO "Rehabilitation" MIX VOL.4 

amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
希に見る巨大黒点が地球を向いている

http://swc.nict.go.jp/sunspot/ 
観測史上二番目　最大は2014年10月に出てX級フレアを6回出した
http://www.nao.ac.jp/gallery/weekly/2015/20151013-solar.html …
今回のものは、それに近いが、まだC級しか出ていない
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhBaHR0cDovL3d3dy5uYW8uYWMuanAvY29udGVudHMvZ2FsbGVyeS8yMDE1LzIwMTUxMDEzLXNvbGFyLW9ncC5qcGcU2A4U1gccFIQGFJQDAAAWABIA&s=xivV4J92zjkXZyjWIwfzCkD7EUGkThoU3wkur_far_E

地震マップ @eq_map · 5 分5 分前 
【M4.4】日本海 深さ395.5km 2016/04/13 20:17:01
(G)http://j.mp/1T3uRqi (アニメ)http://j.mp/23E3Sqq

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.6】国後島近海 深さ115.6km 2016/04/13 18:54:43

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M4.6】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 22.5km 2016/04/13
13:46:39 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1VnO0Y5 (USGS)http://j.mp/1WqX9hm

宇宙天気ニュース @swnews · 8 時間8 時間前 
[記事] 今朝より高速の太陽風が到来し、磁気圏の活動も強まっています。
http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.7】十勝地方南東沖 深さ71.9km 2016/04/13 09:42:46

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M5.1】STATE OF YAP, FED. STATES OF MICRONESIA 35.0km 2016/04/13
08:23:01 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1SxNCPx (USGS)http://j.mp/1S54cqM

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M3.5】北海道南西沖 深さ189.9km 2016/04/13 08:09:38
(G)http://j.mp/1S51qBJ (アニメ)http://j.mp/1oVyRyh

https://www.youtube.com/watch?v=e8--7WQYCA0&nohtml5=False
JULIANA’S TOKYO techno mix 

杜若＠α Canum Venaticor @cakitsubata · 4分4分前 
ホーキング博士ら、アルファケンタウリに約20年で到達する宇宙船「Nanocraft」構想
を発表 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1604/13/news092.html …
で、完成はどのくらいなんだろう？行くまで20年データ受信で4年作るのに20年かかっ
たら生きてるうちには(^_^;)
https://t.co/PfqZdgCbN3

wake @simplesky9 · 57分57分前 
秘封新作の「禁忌の膜壁」の膜とは、ホーキング博士の膜宇宙論のことだろう。膜宇

宙論ってのは重力と電磁気力の動きを統一化する究極の理論構築を目指すものだとか

。蓮子だなあ。

日経産業新聞 @nikkei_bizdaily · 3時間3時間前 
英国の著名宇宙物理学者スティーブン・ホーキング博士は12日、光速の５分の１とい
う極めて速い速度で飛ぶ小型探査機「ナノクラフト」を開発し、太陽系外の惑星や生

命体を探す計画を発表した。米フェイスブック創業者やロシアの大富豪も出資する

。http://s.nikkei.com/1NnJQqK

Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics · 3時間3時間前 
【ホーキング氏 4光年先探査へ】英宇宙物理学者のホーキング氏らが、4.37光年先を目
指して探査機を打ち上げる構想を発表。探査機はチョウほどの大きさ。 

日本経済新聞 電子版 @nikkei · 6時間6時間前 
太陽系外の移住先探せ　ホーキング博士が探査機計画

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO99595950T10C16A4CR0000/?dg=1 …
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tanaka kazushige @tanakakazushige · 7時間7時間前 
月面着陸はウソだった。このシーンテレビで見てたけど・・・

「スタンレーキューブリックがNASAの『月面着陸の偽シーン撮影』を監督したと
告白」 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=310288&g=132108 … …
https://pbs.twimg.com/media/CW1Cvy0UwAAqcHK.jpg

とりあえず

「２０年間レーザー光線を射出し続ける」ことによる、

「母星の生存環境破壊」負荷はどの程度になるのか、

という観点は、

誰かチェックしてやれ…（－－；）…★

（「２０年後まで」そのレーザー機器を維持し続けられるだけの、

「人類文明が残っているのか？」って点もな…★）

https://www.youtube.com/watch?
v=jslBNqKd11I&ebc=ANyPxKp1wuY4Loq3QTxrqBhzsoUzxObhtHzZHU_3xEJCQyMt17qNrlKFp5yXjh2Khu2CYrrL8w86TlfsyrK7FZb9uwJW33tazA&nohtml5=False
1980年の東京の若者たち

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=310288&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CW1Cvy0UwAAqcHK.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jslBNqKd11I&ebc=ANyPxKp1wuY4Loq3QTxrqBhzsoUzxObhtHzZHU_3xEJCQyMt17qNrlKFp5yXjh2Khu2CYrrL8w86TlfsyrK7FZb9uwJW33tazA&nohtml5=False


（４月13日）　【地球終了】全生物に死をもたらす超太陽フレア発生の可能性あり。
／黒点がハートの形をなし始め地球がすっぽり収まる。

http://85358.diarynote.jp/201604140919416314/

【M6.9】MYANMAR／【M2.5】根室半島沖 【M2.9】根室半島沖
【M3.0】国後島近海 【M2.5】十勝…

2016年4月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=M85l1qW8x18&ebc=ANyPxKpkoJ8k-
vrTl2Y9EMbEOiXw3S6pTcBFsOqalyBY2ObDIgeg4abUpdUhGrzRpoc9Tay6NPyw1-
5BcKv0ZK7DCUp9naV3AA&nohtml5=False
Jerry Rivera -Amores Como El Nuestro with Lyrics 

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04月14日 05:04】
北海道地方では、１５日明け方から１６日にかけて、北または北西の風が非常に強く

、海はしけるでしょう。暴風に警戒してください。

https://www.youtube.com/watch?
v=nsKXswAqC7s&ebc=ANyPxKpy_bFKbYwXMkGRzcTM_YZxPEwsQ0wzntZ0ZhCqUPr7CxUiOwgpranGf5fSSO5JqoUYxlzYKpUlrmy0nbl9nMKDZGjeEQ&nohtml5=False
GRACIAS AMOR POR LOS BELLOS MOMENTOS 

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � Bolivia 
【M5.4】POTOSI, BOLIVIA 233.3km 2016/04/14 05:01:58JST, 2016/04/13
20:01:58UTC
(G)http://j.mp/1MuGxmB (USGS)http://j.mp/1qScrjz

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � Republika ng Pilipinas 
【M5.9】MINDANAO, PHILIPPINES 10.0km 2016/04/14 03:21:51JST, 2016/04/13
18:21:51UTC
(G)http://j.mp/1WsavtR (USGS)http://j.mp/23vgHGP

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.2】MOLUCCA SEA 36.3km 2016/04/14 02:31:30JST, 2016/04/13 17:31:30UTC
(G)http://j.mp/1MurBoz (USGS)http://j.mp/1VVIkTk

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ46.4km 2016/04/14 00:33:47

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.9】根室半島沖 深さ44.4km 2016/04/14 00:30:05

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M3.0】国後島近海 深さ154.0km 2016/04/13 23:15:56
(G)http://j.mp/1WrD7U5 (アニメ)http://j.mp/1WrD6Q3

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � 北海道 帯広市 

http://85358.diarynote.jp/201604140919416314/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604140919416314_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604140919416314_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604140919416314_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=M85l1qW8x18&ebc=ANyPxKpkoJ8k-vrTl2Y9EMbEOiXw3S6pTcBFsOqalyBY2ObDIgeg4abUpdUhGrzRpoc9Tay6NPyw1-5BcKv0ZK7DCUp9naV3AA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=nsKXswAqC7s&ebc=ANyPxKpy_bFKbYwXMkGRzcTM_YZxPEwsQ0wzntZ0ZhCqUPr7CxUiOwgpranGf5fSSO5JqoUYxlzYKpUlrmy0nbl9nMKDZGjeEQ&nohtml5=False
http://j.mp/1MuGxmB
http://j.mp/1qScrjz
http://j.mp/1WsavtR
http://j.mp/23vgHGP
http://j.mp/1MurBoz
http://j.mp/1VVIkTk
http://j.mp/1WrD7U5
http://j.mp/1WrD6Q3


【M2.5】十勝地方 深さ78.1km 2016/04/13 23:09:59
(G)http://j.mp/1NobJ1I (Y)http://j.mp/1WrCQQQ

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � Myanmar 
【M6.9】MYANMAR 134.8km 2016/04/13 22:55:17JST, 2016/04/13 13:55:17UTC
(G)http://j.mp/1Nobgwx (USGS)http://j.mp/25ZTETe

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.4】日本海 深さ395.5km 2016/04/13 20:17:01
(G)http://j.mp/1T3uRqi (アニメ)http://j.mp/23E3Sqq

https://www.youtube.com/watch?v=gOqoz7jqmKo&nohtml5=False
The Cat Empire - Sol Y Sombra 

太陽フレア情報bot(β版) @sflare_ideeile · 28分28分前 
【太陽フレア】発生日時：2016/04/14 10:50:00(JST) 等級：B7.2 太陽フレア情報検索
http://sflare.ideeile.com/ #solarflare #solar_flare #太陽フレア

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 04/14【1986年 バングラデシュで雹害】中南部のゴパルガン
ジで、約1kgの雹が降り92人死亡。

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 04/14【1999年 シドニー暴風雨】死者1人 オーストラリア・シ
ドニーで午後から暴風雨に。直径7cmの雹が降り、家屋被害は約2万4千軒に達し、支
払保険総額は約17億豪ドルと豪史上最高額に。

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 04/14【2010年 アイスランド・エイヤフィヤトラヨークトル火
山噴火】氷河の下から噴火、噴煙は上空9000mに達する。上空を浮遊する火山灰によ
り約1ヶ月にわたり欧州の航空便が大混乱。欧州広域での空域閉鎖は第二次大戦以降で
最大規模とも。

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 04/14【2010年 青海地震】07:49頃発生 Mw6.9 死者2698人負
傷者12000人以上 中国西部青海省の、標高4000m級の山岳・高原地帯である西部チベ
ット自治区が震源。家屋倒壊などで10万人以上が家を失う。

週プレNEWS @shupure_news · 4時間4時間前 
「東海・東南海・南海トラフ型」巨大地震を誘発する兆候が…浜岡原発は大丈夫か？
http://bit.ly/23vMPtT @shupure_news

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
昨日、日中はとんでもない恐ろしい耳鳴りがあったが、国内でなくビルマでM7が起き
た

昨日は未明の2時頃から寝られなかった
大きな地震の前は体調が悪化する

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
ビルマの地震は内陸で滅多に起きない場所

被害が大きいだろう

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005hqz#general …

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
米国地質調査所(USGS)によると、日本時間4月13日22:55頃、ミャンマー西部を震源と
するM6.9の地震が発生

Sue Deacons @SueDeacons · 8時間8時間前 
【地球終了】全生物に死をもたらす超太陽フレア発生の可能性あり＝国際研究グルー

プが警告

http://goo.gl/YuZpFW

中津川　昴 @subaru2012 · 10時間10時間前 � Yonaguni-cho, Okinawa 

http://j.mp/1NobJ1I
http://j.mp/1WrCQQQ
http://j.mp/1Nobgwx
http://j.mp/25ZTETe
http://j.mp/1T3uRqi
http://j.mp/23E3Sqq
https://www.youtube.com/watch?v=gOqoz7jqmKo&nohtml5=False
http://sflare.ideeile.com/
http://bit.ly/23vMPtT
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005hqz#general
http://goo.gl/YuZpFW


黒点がハートの形をなし始め地球がすっぽり収まる Sunspot AR2529 (c)Karzaman
Ahmad on Apr. 13, 2016 Langkawi National Observatory, MALAYSIA 
https://pbs.twimg.com/media/Cf78ugvUkAAzMDJ.jpg

Tabatha @araran100 · 12時間12時間前 
【注意継続】昨日大気イオン濃度が上昇したNPO法人環境防災技術研究所（EE技研）
、仙台観測点。　20:40頃にトリフィールド(3軸磁場；低周波磁気、デジタル)観測で
も430mGのやや強い電磁波を記録。東北地方周辺、注意継続。 

札幌市青少年科学館・札幌市天文台 @SapporoSC · 4月12日 
本日１２日昼ごろの太陽です。やや大きめの黒点が４日ほど前から東端に現れ二事に

中央部へ移動しています。細部にわたり見事な黒点で、周辺ではフレアも発生してい

るようです。 
https://pbs.twimg.com/media/Cf0vnFDVIAAgbND.jpg

ネコビデオ ビジュアル ソリューションズ @nvslive · 4月12日 
太陽の黒点、ちっちゃいじゃないと思う方もいるかも知れませんが、この黒点のサイ

ズは地球直径よりも大きいぐらいです。　肉眼で見られる大きさの黒点は2014年10月
以来でしょうか。　#nvslive 　※観測には日食グラスを！

KDNhrd @KDNhrd · 4月11日 
おお、じろー（ @Jiro_ ）さんによる、これは面白い比較画像。位置もあってて確かに
あの日の金星を思い出します。いま出てる黒点やっぱり大きいですね。

https://pbs.twimg.com/media/Cfy35a-UMAAKWMN.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=ZWyL0Zk6kU4&nohtml5=False
Luis Cobos-Sol y Sombra-Hifi-Pro-DJ.NEUMANN . Lo Maximo.
 

https://pbs.twimg.com/media/Cf78ugvUkAAzMDJ.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cf0vnFDVIAAgbND.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cfy35a-UMAAKWMN.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZWyL0Zk6kU4&nohtml5=False


（４月⒕日）　戦争はつくられる。

http://85358.diarynote.jp/201604140920387938/

核兵器の製造会社へ投資している三菱UFJ三井住友みずほ／京大
原子炉実験所（大阪府熊取町）にある熱出力１００ワット←真っ

赤なウソ実際は5000キロワット！

2016年4月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

hokuto_19 @hokuto_19 · 12 分12 分前 
世界で高まる核テロの危険性、日本の原発の対策は十分か？ 外と中からの攻撃への
備え | ニュースフィア -
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhGaHR0cDovL25ld3NwaGVyZS5qcC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNi8wNC9OdWNsZWFyX1Bvd2VyX1BsYW50LmpwZxSAChScBRwUhAYUlAMAABYAEgA&s=qn599zkQoISZPeoZSQ3lSNXHq1flEQ4iZXVbkUDFp4o

朱鷺（shuro） 1009@alice · 1時間1時間前 
④「戦争は起こるのではなく、戦争はつくられる、ということです。」

https://t.co/2t996gIW2E

amaちゃんださんがリツイート 
遠藤治郎 @JiroEndo · 4月10日 
パナマ文章のリークもすごいけど、核兵器の製造会社へ投資している全世界の金融機

関と詳細な投資先と金額のリストがここに。

三菱UFJ 7588億円
三井住友 3633億円
みずほ 3133億円
オリックス 1974億円
第一生命... http://fb.me/Xv4a5PMo

https://www.youtube.com/watch?v=U_ALz1z5uLU&nohtml5=False
Aquel Lugar-Los Adolescentes 

天仙 @tensenten · 36 分36 分前 
【 原子力産業界の崩壊が始まった！西欧先進各国 】《前篇》
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301843&g=132108 …
https://pbs.twimg.com/media/B_fH8FvVAAEnUFP.jpg

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 57分57分前 
#クライシスカレンダー 04/14【1912年 タイタニック号沈没】23:40過ぎ発生 死者1500
人以上 当時世界最大の豪華客船が、英サウザンプトンから米ニューヨークへの処女航
海中、北大西洋上で氷山と衝突、翌日未明に沈没。世界最悪の海難事故のひとつ。

amaちゃんださんがリツイート 
東京新聞（TOKYO Web） @tokyo_shimbun · 59 分59 分前 
【社会】東京湾のセシウム汚染　印旛沼から拡散 河口水門で高止まり　
https://t.co/pbcgRpu7zm

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【停電情報 2016年4月14日 8:58】
東京電力停電情報によりますと、神奈川県 座間市の約1,000軒で停電が発生していると
いうことです。

http://nerv.link/WvEdR7

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 04/14【1929年 大鉄電車三重衝突事故】12:10過ぎ発生 死者2
人負傷者90人以上 大阪鉄道(現近鉄南大阪線)で、車両故障で2時間停止していた列車の
解結作業中に後ろの2両が突如後退、急勾配で加速し後続の列車2本に玉突き衝突。花
見客を満載していた。

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 04/14【1950年 横須賀トレーラーバス火災】11:35頃発生 死
者19人負傷者約20人 京浜急行の路線バス車内で、乗客が持ち込んだガソリン缶に煙草
の火が引火。運転席と客室が分離した構造が災いし運転手が直ぐに気づかずしばらく

走り続け被害拡大。

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
京大など研究用原子炉、安全審査に初の「合格」

http://www.yomiuri.co.jp/science/20160413-OYT1T50103.html …
京大原子炉実験所（大阪府熊取町）にある熱出力１００ワット

←真っ赤なウソ！　実際には5000キロワット！
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/facilities/kur 
なんで五万倍も矮小化するの？

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 04/14【2015年 アシアナ航空162便着陸失敗事故】20:05頃
発生 負傷者27人 仁川発広島行A320が霧の広島空港着陸時、高度を下げ過ぎて計器着
陸装置に機体が接触、滑走路を逸脱して停止。広島空港は丸2日間閉鎖、1ヶ月以上悪
天候時の発着に影響が。

原田裕史 @harada_hirofumi · 3時間3時間前 
「原発は安いんだぁ」と信じている人は、設備費は高くても燃料費が安いと聞かされ

て安いと信じてるんだよね、定量的ではなく。

それで、風力とか太陽光だと燃料費はタダなんだけど、高いと思うわけだ。同じ人

間が、ね。

印象というのは不思議だね。

天仙 @tensenten · 3時間3時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604140920387938/
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https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhGaHR0cDovL25ld3NwaGVyZS5qcC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNi8wNC9OdWNsZWFyX1Bvd2VyX1BsYW50LmpwZxSAChScBRwUhAYUlAMAABYAEgA&s=qn599zkQoISZPeoZSQ3lSNXHq1flEQ4iZXVbkUDFp4o
https://t.co/2t996gIW2E
http://fb.me/Xv4a5PMo
https://www.youtube.com/watch?v=U_ALz1z5uLU&nohtml5=False
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301843&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/B_fH8FvVAAEnUFP.jpg
https://t.co/pbcgRpu7zm
http://nerv.link/WvEdR7
http://www.yomiuri.co.jp/science/20160413-OYT1T50103.html
http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/facilities/kur


東電が「毎日８０億ベクレル流れている」と言っていた数字は、

実は「毎日２２０億ベクレル流れている」が正しかった。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=294701&g=132108 …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
トリチウム汚染水、放流準備入り　ことし後半から段階的に太平洋放出の可能性　タ

ンク貯蔵済み分だけで、３．４ペタ（３４００兆）ベクレル　ＡＰ通信がスクープ報

道

「彼らは非公式の場では、トリチウムは放出する必要があると言っている」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-97d1.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
福島第一原発は曇りの日が多い

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174889015.html …
http://sekaitabi.com/fog.html

TAKA3 @scoria_cone · 6 時間6 時間前 
規制委が評価保留　海水流入の浜岡原発5号機（@S［アットエス］ by 静岡新聞） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160413-00000029-at_s-l22 …
#Yahooニュース

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
CGの初代編集長はハンドリングのテストと称して日本の高速道路で急ハンドルを切っ
ていた。

才能あるレーサーの真似をメタボのモータージャーナリストがスポーツカーとやらで

すれば、そのうち他人を巻き込む。

機械の性能は自分の能力じゃない。

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
自動車評論家、自動車雑誌のモータージャーナリストとかは事故が多い。

カーグラフィックの歴代編集長は何人も事故を起こしているし、試乗車の全損事故は

常態化している。

文章の修飾はできても運転技術の修飾はできない。

neko-aii @neko_aii · 12 時間12 時間前 
2013年12月29日
「福島の不幸で原発やめるのは、

　耐えがたい苦痛を将来の日本国民に与える」

　自民党幹事長代行

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/db5113aab366af208ea3954fde61bfc6 …
福島からの声

＞私たち「棄民」ですか。

＞何も反省していない

https://pbs.twimg.com/media/Cf7ZkIwUYAEONXW.jpg

Nobuyo Yagi 八木啓代 @nobuyoyagi · 12時間12時間前 
村上春樹が原発推進派を徹底論破！ 15万人の人生を踏みつける“効率”に何の意味が
ある？ http://lite-ra.com/2015/04/post-1047.html … @litera_webさんから

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
【日本の原発の真実】

冷やせば放射能漏れも高温発熱も

低下するという想定は、原子物理学の幻覚

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b0a7b1ddec84a38d072f9422e1ec51f0 …
すべての原発

接続箇所やパイプ部分に腐食・穿孔

一万メートル以上の高さで

水の分子に氷結されていた放射能が、

日本を汚染列島化している

放射線被曝から子どもを守る会 @MiraieforChild · 13時間13時間前 
世界一危険な浜岡原発でまたまた事故発生／中部電力のテレビコマーシャルとは真逆

の事態 http://ameblo.jp/kannami-boy/entry-12149565435.html …

amaちゃんださんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 4月9日 
ジョージさんがキジトラニャンコをリツイートしました

放射能汚染されているから防護服で。ということは放射性物資を積んでいた証拠。

何で？原爆原料運んでたの？

https://twitter.com/kijitora0510/status/718937024187633664

https://www.youtube.com/watch?
v=Ts6bIgjTTs0&ebc=ANyPxKoNohWdW9_JGJBXVo1_p9LLSdh_awtAbNSgtrN_DBeZBYCvQBbmQ-
WPtQMln0Xz6IZEMf0-_Pacsd7VMLbyCYKENif00Q&nohtml5=False
Si Te Has De Marchar-Los Adolescentes 

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=294701&g=132108
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-97d1.html#more
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174889015.html
http://sekaitabi.com/fog.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160413-00000029-at_s-l22
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/db5113aab366af208ea3954fde61bfc6
https://pbs.twimg.com/media/Cf7ZkIwUYAEONXW.jpg
http://lite-ra.com/2015/04/post-1047.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b0a7b1ddec84a38d072f9422e1ec51f0
http://ameblo.jp/kannami-boy/entry-12149565435.html
https://twitter.com/kijitora0510/status/718937024187633664
https://www.youtube.com/watch?v=Ts6bIgjTTs0&ebc=ANyPxKoNohWdW9_JGJBXVo1_p9LLSdh_awtAbNSgtrN_DBeZBYCvQBbmQ-WPtQMln0Xz6IZEMf0-_Pacsd7VMLbyCYKENif00Q&nohtml5=False


（４月⒕日）　死因は後頭部に大きなキズがあり、

http://85358.diarynote.jp/201604140921145207/

遺体で見つかった反自衛隊 後頭部に大きなキズ／ 田母神 元空幕
長を逮捕／メールや携帯の盗聴／ブログ、ツイッターに警察が勝

手にログイン／政府が何をしているか。

2016年4月14日 くたばれ！カイザー（ん）！
　

特務機関NERV @UN_NERV · 52 秒52 秒前 
【NHKニュース速報 10:18】
田母神元空幕長を逮捕　東京地検特捜部

前回の東京都知事選　公選法違反の疑い

https://www.youtube.com/watch?
v=SjfkXX2ZtnA&ebc=ANyPxKqMDQTQXo3qlcAJok6eq5FFZO3rSwqAvEyzGpoXBsW3xyGON21TTr-
hl3AOLVblKr8vWncYV3m6uWX3FyKuVOSQk0Xx_w&nohtml5=False
DLG - Todo (con letra) 

朱鷺（shuro） 1009@alice · 1時間1時間前 
①「ある戦争経験者のおじいさんが、孫に話した話をします。

「戦争は、ある日急には始まらない。

情報の規制や、武器の緩和の約束や法律が、色々とつくられてきたら気をつけなさい

。

また、国の代表が、日本を賞賛し始めたら注意しなさい。」

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
【これは酷い】新党大地・鈴木宗男代表「ＴＰＰ交渉はまとまったのだから反対して

どうします」反安倍・反ＴＰＰから一転

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhNaHR0cDovL3huLS1ueXF5MjZhMTNrLmpwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA0L0NmN0w2SlZWSUFBYl9rYy5qcGc_dz02NDAUsAkU8gQcFIQGFJQDAAAWABIA&s=f2pxr1LIPNioYA-
VHgVNlL7vtE2rZh-Luf1dpcsR_Hk

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
北海道新幹線、乗車率２７％…今月１０日まで
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160413-00050141-yom-soci …
分かり切ってた無駄事業

格安航空の方が桁違いに安い

タツ @tatsu20100201 · 10時間10時間前 
どう見ても無理でしょ。 RT @TYO_HKD_MONEY: #和田よしあき → 元三菱。故町村
の娘婿。選挙の為に退職し北海道でまだ1年も住んでない。主張は安保賛成、憲法
改正、TPP賛成、消費税10%賛成、泊原発再稼働賛成。 

yumiko.t @magorstea · 24時間24時間前 
北海道5区選挙、「同じく安全でないならば、泊原発は安全が確認されたら動かした方
が経済のために良い」これだけで和田氏アウトです、改めて。

https://www.youtube.com/watch?
v=OiyqaQYs6No&ebc=ANyPxKoNohWdW9_JGJBXVo1_p9LLSdh_awtAbNSgtrN_DBeZBYCvQBbmQ-
WPtQMln0Xz6IZEMf0-_Pacsd7VMLbyCYKENif00Q&nohtml5=False
Me Negó-Los Adolescentes 

amaちゃんださんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 1時間1時間前 
ジョージさんがkamitori　緑と平和の地球が一番！をリツイートしました
この盗聴法が可決されると、ブログ、ツイッター、FBに警察が勝手にログイン出来る
ようになるとの事。メールや携帯の盗聴も同様だろう。

恐怖国家が誕生してしまう！！

有馬桓次郎 @aruma_kanjiro · 1時間1時間前 
「舛添都知事に投票した人が、海外出張のファーストクラスとスイートルームの代金

を払って下さい」とTLにあったけど、そのときの知事選って反原発宇都宮かアパ田母
神かジャンピング仲松か陶芸家細川かスマイル赤坂かペパポ家入か、って怪獣揃いだ

ったんだぞ。どうすりゃよかったんや(´·ω·`)

amaちゃんださんがリツイート 
m TAKANO @mt3678mt · 2時間2時間前 
虎の威を借る狐のような安倍晋三後援会幹部の乱暴狼藉に警察権力も加担する。安倍

首相の地元は、悪代官の支配する江戸時代の城下町のようになっているらしい。

【後援会幹部が女性に暴行！　 裏で揉み消してお咎めなし】 #ldnews
http://news.livedoor.com/article/detail/9955064/

http://85358.diarynote.jp/201604140921145207/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=8
https://www.youtube.com/watch?v=SjfkXX2ZtnA&ebc=ANyPxKqMDQTQXo3qlcAJok6eq5FFZO3rSwqAvEyzGpoXBsW3xyGON21TTr-hl3AOLVblKr8vWncYV3m6uWX3FyKuVOSQk0Xx_w&nohtml5=False
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhNaHR0cDovL3huLS1ueXF5MjZhMTNrLmpwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA0L0NmN0w2SlZWSUFBYl9rYy5qcGc_dz02NDAUsAkU8gQcFIQGFJQDAAAWABIA&s=f2pxr1LIPNioYA-VHgVNlL7vtE2rZh-Luf1dpcsR_Hk
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160413-00050141-yom-soci
https://www.youtube.com/watch?v=OiyqaQYs6No&ebc=ANyPxKoNohWdW9_JGJBXVo1_p9LLSdh_awtAbNSgtrN_DBeZBYCvQBbmQ-WPtQMln0Xz6IZEMf0-_Pacsd7VMLbyCYKENif00Q&nohtml5=False
http://news.livedoor.com/article/detail/9955064/


amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
中南米指導者に対するアメリカのメディア戦争(II)
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2016/04/ii-a488.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
マイナンバー違憲訴訟　「闇のデータベースとして漏洩する」

http://tanakaryusaku.jp/2016/04/00013404 …

日本の心 @panda3091 · 4時間4時間前 
もしも自分の祖国が無くなったとしたら？考えてみて下さい。貴方はどうしますか？

友好国へ移住しますか？どんなに友好的な国でも、そこでは貴方は外国人です。何

か有って帰りたくなっても、帰る祖国は有りません。平和に慣れすぎた今こそ、考え

直してみる必要があります。国籍とは何か？祖国とは何か？

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
＜ユニセフ調査＞日本の「子供いる世帯」　所得格差が深刻　

４１カ国中ワースト８位　貧困世帯所得、中間層の４割

amaちゃんださんがリツイート 
ちだい @chidaisan · 7時間7時間前 
3000億円でコンパクトなオリンピックをやると世界に約束したのに、福島でもオリ
ンピックやって復興をアピールしたいし、ゼネコンとかの利権もあるし、なんだかん

だで1兆8000億円ぐらいかかっちゃうんだよねと言っている、空前のアホ国家があるの
をご存知だろうか。しかも、すべて税金なんだ。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
今日の東京新聞の紙面

https://pbs.twimg.com/media/Cf7GXzNUsAQBHSr.jpg
「世界中の国民が怒り。#タックスヘイブン で税金逃れ。ケイマン諸島へ、日本企業か
らは65兆円」
これで「日本政府：財政赤字なんだよ、わかる？増税しますからね。なに言ってん

だよ。文句いわずに払え」という感じね

amaちゃんださんがリツイート 
litera @litera_web · 12時間12時間前 
「女を進学させてもキャバクラにいく」女性差別発言の自民党議員・赤枝恒雄が上西

小百合とショーパブをハシゴ

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
選挙対策。

今日「あべさんが意見を聞いてる海外の人が、日本は消費税を15％にしろ。」という
報道が流れる。

選挙直前になり「政府：やっぱり８％にしとくわ」→「有権者： (��� )　マジか
？なら自民党に投票するわ」→　作戦成功。

杉葉山 Sugihayama @Sugihayama · 13時間13時間前 
田中さんより

原発爆発させて避難移住もさせず

見殺しのくせに、よく言うな

菅官房長官「日米安保破棄の共産党と民進党が国民の安全守れるのか」（産経新聞） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160410-00000549-san-pol …
#Yahooニュース

https://www.youtube.com/watch?
v=U11V0r4VsI8&ebc=ANyPxKp_IVZl4dSrfgobHuapbbfyGpUQuR6ZTnzg44M0s-
cIxZAIQTitEGlLn1E2vznrBkxuryQjPV1oaB9s5XKAaNyy9qNxjw&nohtml5=False
Son Mentiras-Los Adolescentes 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 52 分52 分前 
#クライシスカレンダー 04/14【1865年 リンカーン米大統領暗殺】22:00頃発生 首都ワ
シントンで夫人とともに観劇中、男に拳銃で頭を撃たれ、翌朝死去。奴隷解放宣言を

発表し南北戦争の終結に尽力するが、暗殺犯が対立する南部支持派の俳優であった。

米大統領初の暗殺。

amaちゃんださんがリツイート 
チョコレート同盟☆彡 @moistchocolat · 4月12日 � 沖縄 石垣市 
昨晩、与那国イソバの会の共同代表をしておられた稲川宏二さんの通夜に参列してき

ました。現場で聞いた話では、ウェットスーツを着て、ゴーグルを付けた状態で発見

されたそうです。

死因は後頭部に大きなキズがあり、

シュノーケリング中にサンゴに頭を打ち付けた、出血多量によるものとされています

。

amaちゃんださんがリツイート 
チョコレート同盟☆彡 @moistchocolat · 4月12日 � 沖縄 石垣市 
石垣島への自衛隊基地建設の白羽の矢が立てられた平得大俣地区。防衛省が行った住

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2016/04/ii-a488.html
http://tanakaryusaku.jp/2016/04/00013404
https://pbs.twimg.com/media/Cf7GXzNUsAQBHSr.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160410-00000549-san-pol
https://www.youtube.com/watch?v=U11V0r4VsI8&ebc=ANyPxKp_IVZl4dSrfgobHuapbbfyGpUQuR6ZTnzg44M0s-cIxZAIQTitEGlLn1E2vznrBkxuryQjPV1oaB9s5XKAaNyy9qNxjw&nohtml5=False


民説明会で候補地の理由に「民家が殆どなく」などと発言し、地元住民を怒らせた。

この地区の歴史は、入植によって切り開かれた先人の血と汗の努力無くして語れない

。

https://pbs.twimg.com/media/Cf4O81iUEAAdHDy.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
チョコレート同盟☆彡 @moistchocolat · 4月11日 
不明の稲川さんの死亡確認　与那国､反自衛隊の代表

http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=163126 … 　昨日、捜索中との電話が
入り、今朝遺体で見つかったと連絡を受けた。この小さな島の中でどんなにか重圧を

一身に背負ってきたことか。島の将来を案じていた彼に教えられることは多かった。

https://t.co/w4eUrNavb1

https://www.youtube.com/watch?v=XBqZ90Gya2w&ebc=ANyPxKpgCDL7Hwf4d7B3KCPflnB-
wx1uj5BF7mSVRDpuhjzLklipp2oTqGWygInzdERpMP4lZPuNWTJ73ixKS8CoEUEIfWsxJA&nohtml5=False
Se Acabo El Amor - Adolescentes 

amaちゃんださんがリツイート 
AfterMath @celavierm · 2015年9月25日 

１９８９年度から９１年度ころの国税構造はこうだった。

所得税　２７兆円

法人税　１９兆円

消費税　　３兆円

これが２０１５年度は

所得税　１６兆円

法人税　１１兆円

消費税　１７兆円　になっている。

政府が何をしているのかは、これで一目瞭然なのだ。

https://www.youtube.com/watch?v=CDVITeCkAIU&ebc=ANyPxKpKLTLMDRvi-5T1akQ5SrQgK-
4kUpr7NeWH-
HDADbGGT0DSQ8u5qnca5Vm9fHD4r5YHTpjWHx4frPEaSle7hmPTBLuWRw&nohtml5=False
Clase Social-Los Adolescentes

朱鷺（shuro） 1009@alice · 2時間2時間前 
「自衛官やOB、家族は、声を上げなくていい。
任務追加が予想される南スーダンの駆け付け警護を拒否したい隊員や家族は、野党候

補に入れてください。

投票は誰にも見られません。

命がかかった一票です」

http://blog.goo.ne.jp/mayumilehr/e/9cd2ec28b705c34f25137d179f182031 …
『ウィンザー通信』

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
「低投票率ゆえに政治を牛耳る首相とその支持勢力は、選挙の投票率が上がることを

何より怖れている。」

http://sun.ap.teacup.com/souun/19819.html#readmore …

https://www.youtube.com/watch?
v=MivUxmABkZw&ebc=ANyPxKpy_bFKbYwXMkGRzcTM_YZxPEwsQ0wzntZ0ZhCqUPr7CxUiOwgpranGf5fSSO5JqoUYxlzYKpUlrmy0nbl9nMKDZGjeEQ&nohtml5=False
La persona ideal - Adolescentes Orquesta 

https://www.youtube.com/watch?
v=MApDfslMljg&ebc=ANyPxKrUYUm19ObBB3fAjlwxxfSlzqvizaoaW78clyZkA8M3WmTdwvMs7iteShVYAO_ACg9Cxo001uhGZAeZLkoUBJjhklNVDg&nohtml5=False
pequeñas cosas-willie gonzales

https://pbs.twimg.com/media/Cf4O81iUEAAdHDy.jpg
http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=163126
https://t.co/w4eUrNavb1
https://www.youtube.com/watch?v=XBqZ90Gya2w&ebc=ANyPxKpgCDL7Hwf4d7B3KCPflnB-wx1uj5BF7mSVRDpuhjzLklipp2oTqGWygInzdERpMP4lZPuNWTJ73ixKS8CoEUEIfWsxJA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=CDVITeCkAIU&ebc=ANyPxKpKLTLMDRvi-5T1akQ5SrQgK-4kUpr7NeWH-HDADbGGT0DSQ8u5qnca5Vm9fHD4r5YHTpjWHx4frPEaSle7hmPTBLuWRw&nohtml5=False
http://blog.goo.ne.jp/mayumilehr/e/9cd2ec28b705c34f25137d179f182031
http://sun.ap.teacup.com/souun/19819.html#readmore
https://www.youtube.com/watch?v=MivUxmABkZw&ebc=ANyPxKpy_bFKbYwXMkGRzcTM_YZxPEwsQ0wzntZ0ZhCqUPr7CxUiOwgpranGf5fSSO5JqoUYxlzYKpUlrmy0nbl9nMKDZGjeEQ&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=MApDfslMljg&ebc=ANyPxKrUYUm19ObBB3fAjlwxxfSlzqvizaoaW78clyZkA8M3WmTdwvMs7iteShVYAO_ACg9Cxo001uhGZAeZLkoUBJjhklNVDg&nohtml5=False


（４月⒕日）　日本特有「総合感冒薬」。／電波出てるのはアンタ…

http://85358.diarynote.jp/201604140922227311/

福島原発からの風、関東東海コース直撃／健康を守れない健康診

断／体調不良で死ぬかも／長野の山菜から放射能／スマホで精子

が危ない／ストロンチウムの毒性はセシウムの300倍。

2016年4月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?
v=9lfz_JqFVrA&ebc=ANyPxKqZcwtINicT0fokQ2vaCbYky71J8HCRRtqzRlsE4ZE43Ox5nbTYZEI1Y0hSBHmKdr0e1M2wQMUHZQr2Le0JaIKfLTFc1A&nohtml5=False
gotas de lluvia - grupo niche 

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
これまでに Twしてきた気象台、測候所ではすでに100パーセント連続です。
全国です。

今日どこまで範囲が広がるのか。

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
湿度100パーセントが出始めています。 
濃霧注意報に海上濃霧警報。

今日はかなりの範囲で湿度100パーセント連続になるかも。
https://pbs.twimg.com/media/Cf9XpNWUIAQ4jid.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
東電福島原発からの風は、関東東海直撃コースになってます。

添付はリアルタイムアメダス。

2016年 4月14日 7時(JST) 
https://pbs.twimg.com/media/Cf9UCQJUEAAz8ri.jpg

東京新聞（TOKYO Web）@tokyo_shimbun · 25分25分前 
【東京】原発事故後のベラルーシ描く　練馬で１６日から貝原浩さん原画展

　http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/list/201604/CK2016041402000184.html …

朱鷺（shuro） 1009@alice · 46分46分前 
②「日持ちするように保存料を加え、最後に少しだけ本物のしょうゆで香り付けをし

ます。」

キチガイ医 @touyoui 
安いしょうゆは化学物質満載... http://fb.me/80AjELlqi

朱鷺（shuro） 1009@alice · 47分47分前 
①「主原料は、大豆油をしぼりとった後のかす（脱脂加工大豆）です。これを塩酸で

分解すると、しょうゆのベースとなるアミノ酸液ができます。ここに、うまみはグル

タミン酸ナトリウムで、甘さは甘味料で、酸味は酸味料で、こくととろみは増粘多糖

類で、色はカラメル色素で補ったうえで、…」

朱鷺（shuro） 1009@alice · 57分57分前 
「大企業や御用学者やアンポンタン科学論者が何を並べたところで、使えば肌がいつ

も荒れておかしくなり、使わなくなると肌がきれいになるという現実は捨てがたいも

のです」

キチガイ医 @touyoui 
洗剤... http://fb.me/7dEGcbqaP

amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
ストロンチウムの気化点は1382度、セシウムは671度
4000度に達するメルトダウン原子炉内では、いずれも気化して遠方に拡散するが、ス
トロンチウムはゲル化しやすくセシウムより近傍に付着、時間をかけて環境水に溶け

出して濃度を高めてゆく

ストロンチウムの毒性はセシウムの300倍です

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
東海アマがフクイチ事故直後から予告してきたこと

①事故から五年後に被曝障害が爆発的に出始め20年程度で数千万人の人口欠損、被曝
死者が出る

②20年程度経れば、東日本住民の子ども達の大半に知的障害が現れる
日本人の二割は障害者となる

http://www.rerf.or.jp/radefx/uteroexp/physment.html …

9.19を忘れない@自由盗聴法絶対阻止 @remember919 · 2時間2時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604140922227311/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604140922227311_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604140922227311_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604140922227311_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9lfz_JqFVrA&ebc=ANyPxKqZcwtINicT0fokQ2vaCbYky71J8HCRRtqzRlsE4ZE43Ox5nbTYZEI1Y0hSBHmKdr0e1M2wQMUHZQr2Le0JaIKfLTFc1A&nohtml5=False
https://pbs.twimg.com/media/Cf9XpNWUIAQ4jid.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cf9UCQJUEAAz8ri.jpg
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/list/201604/CK2016041402000184.html
http://fb.me/80AjELlqi
http://fb.me/7dEGcbqaP
http://www.rerf.or.jp/radefx/uteroexp/physment.html


信じがたい話だが、福島第一原発からわずか20kmの距離にある楢葉町のＪヴィレッジ
では、2020年の東京オリンピックでサッカートレーニングセンターとして使われる予
定だという。偽りの東北復興の演出のために選手たちの命を削るのか。

天仙 @tensenten · 2時間2時間前 
マスコミでは報道できない “高層階病” の実態
6階以上＆33歳以上で44％流産している！？
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=281046&g=132108 …

どるぴん @carapowa1 · 3 時間3 時間前 
どるぴんさんが秋田放射能測定室『べぐれでねが』をリツイートしました

鹿児島茶、セシウム137出てる。フクイチ前からの汚染？ 

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3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 …
福島産食べて応援、あの世行き（原発事故５年目）—福島産を許容する地域では葬式

が７．４％増加

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1764.html …

bass3721 @bass3721 · 3時間3時間前 
福島浜通りをワイン産地に　ブドウ栽培を開始

東京電力福島第１原発事故で大きな被害が出た福島県の浜通り地方をワインの産地

に－。

http://goo.gl/Z9v1nu （産経フォト）
https://pbs.twimg.com/media/Cf9O4pgVAAApB4K.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3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 …

天仙さんがリツイート 
ともひろ @ecoiso · 3時間3時間前 
【飲んではいけない！市販の風邪薬】

いわゆる「インフルエンザ脳炎」がみられるのは、日本列島と台湾の一部だけ。世界

七不思議の一つだったが、欧米の医師が日本に特有な「総合感冒薬」が原因と看破。

⇒ http://bit.ly/1RXgaTS …
←こりゃヤバイ！風邪より怖い風邪薬

tanaka kazushige @tanakakazushige · 3 時間3 時間前 
甲状腺癌の増加に、政府もいよいよ押さえ切れなくなってきたようだ。

福島甲状腺がん多発を「過剰診断説」と定義する政府 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=308896&g=132108 … …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
≪ヤバイ≫東北大が福島の被災牛の歯から放射性ストロンチウムを検出！事故後の歯

で数値上昇、代謝では排出されず！

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/474.html …

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 4時間4時間前 
日本の異常が明確に…。
日本食の輸入に規制している国を地図にしてみました。台湾政府以外も輸入禁止し

たり、放射能検査を要求していたりする国が意外と多くありました。

http://bit.ly/1IKNtqV ”

mizuki_kanna07409 @kanna07409 · 4時間4時間前 
秋田の居酒屋のお母さんが「震災後、福島に行きましたよ。福島は初めて行ったけど

いいところ。原発事故と震災で大変だけど、福島の人は頑張ってるよね。皆さん、冷

静に暮らしているよね。」と言ってて、とても嬉しかった。

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
内部被曝した野生猿　洗脳される住民　被曝症と診断してクリニックの閉鎖に追い込

まれた医師

アーニー・グンダーセンさんが、米ケーブルＴＶ番組で訪日レポート　

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/

藤原直哉 @naoyafujiwara · 4時間4時間前 
日本は福島第1原発から放射性物質を含む汚染水を放出する準備をしている
http://www.foxnews.com/world/2016/04/12/japan-prepares-for-release-radioactive-
material-from-fukushima-plant.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
トリチウムを大量排出するカナダ・ピッカリング原発周辺ではダウン症が８５％増

加（グリーンピース調査）

http://www.jca.apc.org/mihama/News/news125/news125tritium.pdf …
ピッカリング原発と玄海原発のトリチウム放出量は同等である

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
フクイチ・トリチウム　酸素と結合して「トリチウム水」という放射能の水になり水

蒸気となって東日本全域の空気中を漂っている

それが体内に入って自由に移動している

セシウム、プルトニウム、ストロンチウムだけではないトリチウム水蒸気の脅威

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
小選挙区別人口動態　2016/3　　横浜市はどこまで悪化するか

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=281046&g=132108
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/156.html
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https://pbs.twimg.com/media/Cf9O4pgVAAApB4K.jpg
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http://inventsolitude.sblo.jp/article/174802016.html …
2011年年末の調査で、横浜新道戸塚の土壌はキロ3000ベクレルあった

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
食品中の放射性セシウム検査のまとめ（４月２週)—茨城県土浦市産シイタケは出荷制
限解除、検査データはありません—

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1774.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
ニュースは中国並みに厳重な報道管制がかけられている

まったく報道されないが、被曝理論通りであれば、2011年3月に胎児被曝した子ども達
の大半が知的障害を起こしていて、5年経た現在、それが明確に見えるようになるはず
http://www.rerf.or.jp/radefx/uteroexp/physment.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
０歳で被ばく　甲状腺がんに

チェルノブイリから見た福島

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4609.html …

桑ちゃん @namiekuwabara · 5時間5時間前 
桑ちゃんさんが林 衛をリツイートしました
チェルノブイリ事故に関する国際討論録画で見たけど、IAEAが最初から「放射能の影
響なし」結論つけていましたね。何が何でもチェルノブイリ事故調査に係った学者

のデータを尽く否定していた。悪意を感じた位でしたこと思い出す。 

桑ちゃん @namiekuwabara · 5時間5時間前 
「原子力発電所定期検査放射線管理共通作業手順書」と「原発事故後の放射線管理」

の比較をするために提示しておきます。皆さんが置かれている土壌汚染所帯とガラ

スバッジの運用を比べてください。汚染度合いAPDとGBの運用は同じ。γ線だけ

測定？ 
https://pbs.twimg.com/media/Cf84TYhUUAAR0eT.jpg

Nemesisネメシス @zodiac0088 · 7時間7時間前 � Minato-ku, Tokyo 
NemesisネメシスさんがLluís Ahicartをリツイートしました
フクシマの放射能汚染はチェルノブイリよりも深刻：フクシマでは原子炉４基がメル

トダウンしており、数週間で石棺を完成させたチェルノと異なり、未だに放射性物質

を放出し続けている。

https://twitter.com/lluisahicart/status/720314568732487680 … #Fukushima

ホワイトフード @whitefood1 · 8 時間8 時間前 
4月14日2時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が210箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cf8GC6QVAAADSlb.jpg

kyoko @manmaru358 · 11時間11時間前 
首都圏はフクイチ原発から220km。隔てるものが何もない関東平野。

kyoko @manmaru358 · 11時間11時間前 
家を建てる予定だった長野白馬村もフクイチ原発から300km。隣村小谷の山菜からは
高濃度の放射能が検出されたよ。

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
"takeccommaa 2013年01月
昨日、子供の甲状腺、

血液検査をしたお友達の話を聞いた。

首都圏10人子供を検査すると、
6〜7人の子供の白血球の数値に
異常が出ているそうだ。

つまりは骨髄が

被曝でやられている。

ちょっとすごい確率だと

思うんだけど。 "

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
2014-03-07
原子力発電所で働く。

この時まず最初に、

放射線管理教育というのをやります。

どういう教育をするか。

いわゆるマインドコントロール。

洗脳してしまうんですよ。

「原発で働いても絶対に大丈夫なんだよ」と。

https://t.co/gnYOQhiHx2

天仙 @tensenten · 12時間12時間前 
〜スマホで精子が危ない？！〜

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=292111&g=132108 ……

neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
福島第一原発事故による被曝の影響

多くの人々は、

金属の味、日焼け感、頭痛、

下痢、吐き気、鼻血、咳、喉痛、

リンパ節の腫れ、風邪様症状、

疲労、筋肉痛、発疹などを経験。

影響を受けた子供は、

白血球減少症、血小板減少症、貧血

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174802016.html
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neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
東京

"ShinYukaMiura 2013年7月23日
友達の友達の子供が

血小板減少とか…
実は娘も患って、

従姉妹の息子も入院中…
こんなに多い病気なの？

今日から強い薬で

治療開始って言ってたから、

ただただ治る事を祈るのみ（ ; ; ）"

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
東京都稲城市

"woyajy 2014年4月
人生は本当に色々、

どこでどうなるかわからない。

娘と同級生の子のお母さんが

脳出血で倒れて二日後に亡くなりました。

そして今日、

姪が

突発性血小板減少性紫斑症という

難病と診断され、

輸血を受けています。"

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
「100％自体おかしいですが、盆地地形にしてもおかしすぎます。特に1/29はほぼ1
日100％です。」
気象台の記録を調べると、岡山県津山では 1月に湿度100パーセント連続が 14回もあり
ました。

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
「津山の湿度100％についてはすべて確認できてはいませんが、少なくとも今年1月は5
回（6.7.18.28.29日）、3月は8回（6〜9、13.14.18.19日）は100％が起きています。
上記に99％までの場合は含んでいません。」

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
「前夜、雨だったと思います。普段雨等の後や翌日ににそういったことはありま

せん。”白く見える核種がある”のツイートがあったので、ぞっとしました。」

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
メルマガ読者から「（岡山県）津山では約週1〜2回も湿度100％になっています。
3/14前後。全国に濃霧警報の出た朝、車のフロントガラスに白い汚れがこびりついてい
ました。普段は目にしたことがないものです。」

天仙 @tensenten · 13時間13時間前 
健康を守れない健康診断。

無駄で有害な健康診断。健康診断は患者濫造システム 
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=291133&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CAGM3FnUMAAv5Nm.jpg

お散歩日和 @osanpogo5 · 16時間16時間前 
Wi-Fiを可視化した、カラフルなアート : ギズモード・ジャパン
http://www.gizmodo.jp/2014/08/wi-fi_15.html … @gizmodojapanさんから
キレイなんて言ってる場合じゃない電磁波

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhKaHR0cDovL3d3dy5naXptb2RvLmpwL2Fzc2V0c19jLzIwMTQvMDgvMTQwODA3V2lGaS10aHVtYi02NDB4Mjg5LTEwNzI3NC5qcGcU0AgUwAQcFIQGFJQDAAAWABIA&s=yvpptdej7zIKMOffQwyuQv1ftSbqC2TDO-
fCL5rw964

https://www.youtube.com/watch?v=r4qtRxvlkBs&ebc=ANyPxKp7a4IlqWklN-
HpMYFQH1apgSKGPrkxQbLmpARvc84dHaCWDgIpKOgXFMekWnXdb3waj21QBGUG77Jw8ioiVVSaq_HYhw&nohtml5=False
Arrepentida-Los Adolescentes 

高橋秀介 @richoutan · 5時間5時間前 
「コンピューターの仕事をしてるんだ　電磁波で仕事に影響が出たらお前が責任をと

ってくれるんだな！」

「出ないので取りません」

「仮にだ！！」

「取りません」

「！！！！」

電波出てるのはアンタ…

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=291133&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CAGM3FnUMAAv5Nm.jpg
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https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhKaHR0cDovL3d3dy5naXptb2RvLmpwL2Fzc2V0c19jLzIwMTQvMDgvMTQwODA3V2lGaS10aHVtYi02NDB4Mjg5LTEwNzI3NC5qcGcU0AgUwAQcFIQGFJQDAAAWABIA&s=yvpptdej7zIKMOffQwyuQv1ftSbqC2TDO-fCL5rw964
https://www.youtube.com/watch?v=r4qtRxvlkBs&ebc=ANyPxKp7a4IlqWklN-HpMYFQH1apgSKGPrkxQbLmpARvc84dHaCWDgIpKOgXFMekWnXdb3waj21QBGUG77Jw8ioiVVSaq_HYhw&nohtml5=False


（４月⒕日）　完全に狂っている！

http://85358.diarynote.jp/201604142102502783/

フクシマ最悪の状態／あなたの町や村に超高濃度の放射能汚染物

質がこっそりと埋められ、いずれ誰も住めなくなる。

2016年4月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?
v=ezH7gslZm5k&ebc=ANyPxKqS_YGEwP2XLwVmYu38bAd0L5aWgrVdWHYX-
uv9uMlQNd4447tSTetFKzcdroPBQji2TToyk27Og7UiaTQ22Ajwb5ck1w&nohtml5=False
(Remake)EXEC_over.METHOD_SUBLIMATION/. 〜ee wassa sos yehar with lyrics 
　

…最高♪【最凶】な一曲…ｗｗｗ

不動産速報 @re2chcom · 2分2分前 
: 【浜岡原発3号機】炉心冷却水源に破片＆発電機から油漏れ等トラブル続き 不動産
速報 一戸建てやマンションなど不動産系2chまとめ 

amaちゃんださんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 1 時間1 時間前 
崖下に乗用車転落、37歳男性死亡　広野で06年以来の交通死（みんゆうNET） - goo
ニュース http://news.goo.ne.jp/article/fminyu/region/fminyu-FM20160410-064868.html
…

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【外房線 運転再開 2016年4月14日 18:38】
蘇我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、18:25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 · 3時間3時間前 
【京葉線 運転再開 2016年4月14日 18:35】
蘇我駅で発生した信号関係故障の影響で、千葉みなと〜蘇我駅間の運転を見合わせて

いましたが、18:25頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

http://85358.diarynote.jp/201604142102502783/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604142102502783_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160414/85358_201604142102502783_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ezH7gslZm5k&ebc=ANyPxKqS_YGEwP2XLwVmYu38bAd0L5aWgrVdWHYX-uv9uMlQNd4447tSTetFKzcdroPBQji2TToyk27Og7UiaTQ22Ajwb5ck1w&nohtml5=False
http://news.goo.ne.jp/article/fminyu/region/fminyu-FM20160410-064868.html


特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【内房線 運転再開 2016年4月14日 18:35】
蘇我駅で発生した信号関係故障の影響で、千葉〜館山駅間の運転を見合わせていまし

たが、18:25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 
【東武東上線 運転再開 2016年4月14日 17:31】
柳瀬川〜みずほ台駅間で発生した人身事故の影響で、志木〜川越市駅間の運転を見合

わせていましたが、17:25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。

un志水　満 @tennsi21 · 8時間8時間前 
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=131208 … …：但し、大阪も
進んでおり、レベルの違いはあっても、放射能水蒸気により全国的に被ばくが進んで

いるようです。 

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【中央総武線(各停) 運転再開 2016年4月14日 11:23】
小岩駅で発生した架線支障の影響で、千葉方面行の運転を見合わせていましたが、

11:16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 · 12時間12時間前 
【停電情報 2016年4月14日 8:58】
東京電力停電情報によりますと、神奈川県 座間市の約1,000軒で停電が発生していると
いうことです。

http://nerv.link/WvEdR7

https://www.youtube.com/watch?
v=bV0D38nFUhU&ebc=ANyPxKpRlSgf7fmBg_S37ryqDzimXAqIAfyozuK4KsqoY6r5Jv2jBgwJDqA-
vhesal9cM7D_shY9Vs2Sh8l9NAAbzkOlnp-BnA&nohtml5=False
Because - Yoko Kanno & Aoi Teshima 

きむらゆい @yuiyuiyui11 · 42分42分前 
きむらゆいさんがSTOPtheFOOL闘う亀ガメラJPNをリツイートしました
そう言えば、参議院議員の西田昌司も脱原発のデモは日当が出ていると言ってました

。彼はヘイトスピーチに日当出しているのでしょうね。 
https://twitter.com/kamezuki/status/720507273878102017

毎日新聞夕刊特集ワイド @t_yukan · 1時間1時間前 
「炉心溶融を判定する社内マニュアルはあったのに気づかなかった」という東電の説

明に原発立地の自治体は不信感を募らせているという。情報隠しと批判されても仕方

ないのでは。特集ワイド：「公表遅れた『炉心溶融』　東電は当初から認識？」　

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308087&g=131208
http://nerv.link/WvEdR7
https://www.youtube.com/watch?v=bV0D38nFUhU&ebc=ANyPxKpRlSgf7fmBg_S37ryqDzimXAqIAfyozuK4KsqoY6r5Jv2jBgwJDqA-vhesal9cM7D_shY9Vs2Sh8l9NAAbzkOlnp-BnA&nohtml5=False
https://twitter.com/kamezuki/status/720507273878102017
https://t.co/kAPnMlKedo


https://t.co/kAPnMlKedo

小川一 @pinpinkiri · 2時間2時間前 
ネチっこい、という形容詞は記者にとって最高の褒め言葉です。公表遅れた「炉心

溶融」。東電は当初から認識していたのか。原発をずっと追ってきた記者がネチっこ

く迫っています。 http://mainichi.jp/articles/20160414/dde/012/040/002000c …

天仙 @tensenten · 2時間2時間前 
フクシマで科学的に最悪の状態になっていることが隠されている

〜事故はこれから起きる。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=293506&g=132108 …

(株)ﾑﾗｸﾓ軌道ﾎｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞｽ @Murakumo_weiche · 2時間2時間前 
おかしいでしょ。福島第一原発で発生した全交流電源喪失からの冷却材喪失っていう

、絶対あってはならない原子力災害に強い技術を持つ原子炉へ更新できないって。

kyoro　(勝手に原発動かすな、ボケ） @kyoro12 · 2 時間2 時間前 
kyoro　(勝手に原発動かすな、ボケ）さんがあざらしサラダをリツイートしました
「放射能は大したことない」人達が

手づかみで取り出してくれたら、原発続けてもいいゾ！ 
https://twitter.com/azarashi_salad/status/719574823446294532

首相官邸 @kantei · 2時間2時間前 
【FB更新】「炎天下でも5キロを超える重い防護服は欠かせなかった。東京電力福島第
一原発で高濃度汚染水を取り除く作業は前人未踏の廃炉作業の最前線にありました。

」総理メッセージの続きは

⇒

https://www.facebook.com/sourikantei/photos/a.314382198661546.56598.314327765333656/759487930817635/?
type=3&theater …
https://pbs.twimg.com/media/Cf_kdACUUAAlvcE.jpg

m TAKANO @mt3678mt · 3時間3時間前 
タングステンベストがよくお似合いですよ、安倍首相。そのまま福島に行って、原発

事故収束の最前線で働かれることを強く希望します。“全電源喪失を否定”し、福島原発
事故の原因を作ったのは貴方ですから。

【タングステンベストを着用する安倍首相】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160414-00000024-jijp-pol.view-000

TELECAS @TELECAS53 · 3時間3時間前 
山本太郎 丸川大臣【国会 参議院 震災復興原子力委員会】2016年4月13日
https://youtu.be/1qehx-POn6o 
あなたの町や村に超高濃度の放射能汚染物質がこっそりと埋められ、いずれ誰も住め

なくなる日がやって来るわけだ。それを秘密裏に進める政府。完全に狂っている！

首相官邸� 認証済みアカウント � @kantei · 4 時間4 時間前 

http://mainichi.jp/articles/20160414/dde/012/040/002000c
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=293506&g=132108
https://twitter.com/azarashi_salad/status/719574823446294532
https://www.facebook.com/sourikantei/photos/a.314382198661546.56598.314327765333656/759487930817635/?type=3&theater
https://pbs.twimg.com/media/Cf_kdACUUAAlvcE.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160414-00000024-jijp-pol.view-000
https://youtu.be/1qehx-POn6o


≪総理の動き≫4月14日総理は官邸で「東京電力福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水
対策に従事している作業チームに対する感謝状」のうち総理大臣感謝状を授与され

たチームの表敬を受けました。

⇒http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201604/14hyokei.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cf_IIuDUAAATg35.jpg

スガちゃんマン @viento_yutaka · 6時間6時間前 
燃すって！Σ(×_×;)!
＜原発事故＞イノシシ焼却　東北初の専用炉（河北新報） - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160414-00000014-khks-soci … #Yahooニュース

snoopy and woodstock @snoopylovesbird · 6 時間6 時間前 
東京新聞4月14日1面トップ
東京湾のセシウム汚染　本紙調査

印旛沼から拡散

河口水門で高止まり

福一事故による首都圏への放射能汚染問題で、本紙は昨年に続き、茨城、千葉両県に

またがる水郷地帯の状況を独自に調査。印旛沼、花見川、東京湾 

天仙 @tensenten · 9時間9時間前 
関電、歴代首相７人に年２千万円献金　元副社長が証言。

原発事故から電力と政治の体制を批判。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299071&g=132108 ……

杉原こうじ（緑の党・脱原発担当） @kojiskojis · 9時間9時間前 
4月14日午前、ママの会による武器輸出反対の申し入れに、面談どころか要請書の受け
取りさえ拒否した日本経団連。冷酷にそびえ立つ経団連ビルの外側をよく見ると、御

手洗元会長が寄贈したというフクロウの像が。武器や原発の輸出が｢知恵｣なのか。 

山本太郎NEWS（非公認） @Taro_andFriends · 10時間10時間前 
「この国に生きる人、原発事故以降被ばくに20倍強くなりました？」「再生利用の基
準が80倍緩くなっても問題ありませんという進化遂げたんですか？」
　山本太郎 丸川大臣【国会 参議院 震災復興原子力委員会】2016年4月13日 

amaちゃんださんがリツイート 
水 @abehorobos · 17時間17時間前 
【山本太郎　不条理の極み！】「住民に20ミリシーベルト　放射性廃棄物の再生利用
は8000ベクレル　正気じゃないですよ！不条理の極みって言うんですよ」
4/13東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会　まともな議員は山本太郎一人だけ

https://www.youtube.com/watch?
v=jMX25lJQglA&ebc=ANyPxKrOvDebGOTu6ncim3RWSJYoxG_hBkMcpmQ4uAuz-
71g4JjEainKxC62vVuZ7_7XuEzPIlYH7HuWgKRSqxbavdlmovcLSA&nohtml5=False
Ar Tonelico 3 EXEC_METEMPSYCHOSIS/. with lyrics 

http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201604/14hyokei.html
https://pbs.twimg.com/media/Cf_IIuDUAAATg35.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160414-00000014-khks-soci
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299071&g=132108
https://www.youtube.com/watch?v=jMX25lJQglA&ebc=ANyPxKrOvDebGOTu6ncim3RWSJYoxG_hBkMcpmQ4uAuz-71g4JjEainKxC62vVuZ7_7XuEzPIlYH7HuWgKRSqxbavdlmovcLSA&nohtml5=False


吉岡　平＠日々是口実ｗ @torinakisa · 1 時間1 時間前 
おいおい 柏市のゴミ捨て場で発見されて 住民避難騒ぎにまでなった迫撃砲の砲弾（爆
薬無し）は 中年女性がガラクタだと思って捨てた 亡き父親のコレクションだったん
だと！（何処に突っ込もうか）

NHK@首都圏 @nhk_shutoken · 3時間3時間前 
【“砲弾騒ぎ”住民の出したごみ】１１日千葉県柏市のごみ置き場で、陸上自衛隊がかつ
て使用したとみられるテスト用の砲弾が見つかり住民が避難しましたが、弾は住民が

父親の遺品をごみとして出したものだったことがわかりました。（続く）

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160414/4520651.html … #nhk

https://www.youtube.com/watch?
v=_Bw6RAwfGHc&ebc=ANyPxKrfOtspR6xCdIEjv51qNiNmtkN_Ktae78NjkzKYTilare-
n_hxcb4GBdPMa3K-i2fcpwIVwcwibV8akIXIFo2dk-vJ7dQ&nohtml5=False
(update)Ar Tonelico 3 EXEC_FLIP_ARPHAGE/. with lyrics 

改憲阻止モードのイシカワ（生きている） @ishikawakz · 2時間2時間前 
ムヒカやサンダースを有り難がらなくても、福島みずほ議員みたいに差別反対、格差

是正、反原発、フェミニストという最強左派議員が今年の選挙で落ちるかもしれん

のに、ムヒカだサンダースだって、みんな目の前の民主主義を守ろうぞ。

きづのぶお @jucnag · 4時間4時間前 
#北海道5区 の自民党候補、和田義明氏。安保関連法賛成、TPP賛成、原発再稼働賛成
、消費税は10%に、そしてヘイトスピーチの代名詞「在特会」関係者が彼の選対の遊
説隊長。…めっちゃ分かりやすい人ですね。
http://matome.naver.jp/odai/2146056930284642601

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【田母神元空幕長を公職選挙法違反の疑いで逮捕】（続き）

田母神元幕僚長はこれまでの取材に対し、「現金を配ることを了承したつもりはなく

、指示したこともない」などと、みずからの関わりを否定していました。

（2016年4月14日 10:22 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【田母神元空幕長を公職選挙法違反の疑いで逮捕】

おととしの東京都知事選挙で落選した元航空幕僚長の田母神俊雄容疑者が、選挙運動

の報酬として複数の運動員に現金を渡していた疑いがあるとして、公職選挙法違反の

疑いで東京地検特捜部に逮捕されました。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【NHKニュース速報 10:18】
田母神元空幕長を逮捕　東京地検特捜部

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160414/4520651.html
https://www.youtube.com/watch?v=_Bw6RAwfGHc&ebc=ANyPxKrfOtspR6xCdIEjv51qNiNmtkN_Ktae78NjkzKYTilare-n_hxcb4GBdPMa3K-i2fcpwIVwcwibV8akIXIFo2dk-vJ7dQ&nohtml5=False
http://matome.naver.jp/odai/2146056930284642601


前回の東京都知事選　公選法違反の疑い

amaちゃんださんがリツイート 
田母神俊雄 @toshio_tamogami · 12時間12時間前 
本日、田母神は逮捕されるようです。何とも理不尽さを感じますが、国家権力にはか

ないません。暫く発信できなくなります。

amaちゃんださんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 12時間12時間前 
「弁護士接見は拒否され、外務省、県警、海保、防衛局は状況把握できず」

季刊 目取真 俊
狙い撃ちの標的となって 下
監禁状態8時間
基地の治外法権露呈

琉球新報 2016.4.14
https://pbs.twimg.com/media/Cf9mLeSUUAA_sh2.jpg

しょせんは「めくらましワイドショーねた」づくりの、

「トカゲのしっぽ斬り」かぁ…★

https://www.youtube.com/watch?v=82RWZjmmXBc&ebc=ANyPxKo6A9_PCdmJsyMW-
JeCHL9sR6Y6d86ejxF-
pH1KSh3gcq2rBiMQ4svxoyVvsSByjXDJlK1rjvFqTgAk1u5Ogl5lAw9g3Q&nohtml5=False
Ar Tonelico EXEC_PAJA/.#Misya extracting with lyrics (update)

https://pbs.twimg.com/media/Cf9mLeSUUAA_sh2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=82RWZjmmXBc&ebc=ANyPxKo6A9_PCdmJsyMW-JeCHL9sR6Y6d86ejxF-pH1KSh3gcq2rBiMQ4svxoyVvsSByjXDJlK1rjvFqTgAk1u5Ogl5lAw9g3Q&nohtml5=False


（４月15日）　泊原発で真冬に事故が起こったら北電は社長を先頭に、大地震だろう
が猛吹雪だろうがスコップ片手に豪雪をかき分けて避難誘導してくれるらしい。

http://85358.diarynote.jp/201604151050599713/

■お知らせ■福一原発の漏えい／いま読みたい差し止め棄却／隣

県で震度７…川内原発は運転やめない／異常があってからじゃ遅
くないですか？

2016年4月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=gDs8hbfxIa4&ebc=ANyPxKrGozlE7JSr7M6jHeyVl-QTKlH-
G6t5RowJgoOyqCzn7Jh8KdmITjb3FrbZ2OrO8RL-ofcnbAS6m14PF8ePYzHgZQJmzQ
World End - Code Geass R2 OP 2 [piano] 

東京電力（原子力） @TEPCO_Nuclear · 7 時間7 時間前 
■お知らせ■福島第一原子力発電所の多核種除去設備における漏えい検知器の動作に

ついての続報です。昨日午後11時16分に水溜まりを拭き取り、警報がクリアしたこと
を確認しました。拭き取ったウエスの線量当量率の測定結果はHPをご覧ください
。http://twme.jp/tenu/00Xn

amaちゃんださんがリツイート 
しんちゃん @shinchann2008 · 10時間10時間前 
今、読みたい。川内原発運転差し止め棄却、福岡高裁宮崎支部　決定要旨。「火山の

噴火時期や規模を的確に予測できるとする規制委の前提は不合理だが、日本全体で見

れば破局的噴火は約１万年に１回程度だ。」ふざけるな。毎日4月6日

えりりん @eririn_527 · 11 時間11 時間前 
このタイミングで熊本で大きな地震。

福一 そうとうヤバイじゃない？
目眩しかな？

と 思う今日この頃。

https://www.youtube.com/watch?v=JRQbVNzmCK0&ebc=ANyPxKpZ-
xiVJSZVkWRgHhsu8ctdFkmg5PWm1jXpYNy1W_TZO89GLg3j6H-
Z2Rd4RbnMNCY8ELsmigjwrf4miHCUHQvvyRvyng
This Game - No Game No Life OP [piano] 

特務機関NERV @UN_NERV · 28 分28 分前 
【北朝鮮「新型ミサイル発射も失敗」韓国メディア】（続き）

韓国国防省が詳しい情報の収集を急いでいるということです。

（2016年4月15日 9:07 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 29分29分前 
【北朝鮮「新型ミサイル発射も失敗」韓国メディア】

韓国の通信社、連合ニュースは、北朝鮮が東部のウォンサンから新型の中距離弾道ミ

サイルの「ムスダン」を発射したものの、失敗したとみられると、午前9時前に伝えま
した。

http://nerv.link/HJSCss

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
「安倍政権が、選挙を有利にするため、もうなんでもありの状況になってきた：小沢

一郎（事務所）」

http://sun.ap.teacup.com/souun/19823.html#readmore …

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

ホワイトフード @whitefood1 · 47分47分前 
4月15日8時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が51箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CgCkcaAUIAAurdh.jpg

桑ちゃん @namiekuwabara · 6時間6時間前 
全国での放射能漏れの確認はモニタで参考までに御確認ください。今のところ九州で

の異常は見られないような状態です。線量率的には0.05μ未満とかあり羨ましい限り
です。http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/area2.html …

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
15日1:00 川内原発、玄海原発
構内のモニタおよび近傍の線量計の数値に変化はみられません。

井桁幹隆（イゲッチ〜〜） @m_igeta · 10時間10時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604151050599713/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160415/85358_201604151050599713_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160415/85358_201604151050599713_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160415/85358_201604151050599713_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=gDs8hbfxIa4&ebc=ANyPxKrGozlE7JSr7M6jHeyVl-QTKlH-G6t5RowJgoOyqCzn7Jh8KdmITjb3FrbZ2OrO8RL-ofcnbAS6m14PF8ePYzHgZQJmzQ
http://twme.jp/tenu/00Xn
https://www.youtube.com/watch?v=JRQbVNzmCK0&ebc=ANyPxKpZ-xiVJSZVkWRgHhsu8ctdFkmg5PWm1jXpYNy1W_TZO89GLg3j6H-Z2Rd4RbnMNCY8ELsmigjwrf4miHCUHQvvyRvyng
http://nerv.link/HJSCss
http://sun.ap.teacup.com/souun/19823.html#readmore
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CgCkcaAUIAAurdh.jpg
http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/area2.html


九州の原発がどの様な状況かは知り合いの九電社員家族の動きを見てね！

フクイチの時はいち早く逃げたよ！

4,946件のリツイート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 11 時間11 時間前 
原子力規制庁に入った連絡によりますと、震度４を観測した鹿児島県薩摩川内市にあ

る川内原子力発電所は現在、１号機と２号機が運転中で、さきほどの地震による異常

はなく、平常通り運転を続けているということです。また、周辺の放射線量を測定す

るモニタリングポストの値にも異常はないということです

9.19を忘れない@自由盗聴法絶対阻止 @remember919 · 11時間11時間前 
ひとまずは、川内原発が緊急停止できたかどうかの発表を待ちましょう。止まってい

ても福一のようなこともありましたが…。

https://www.youtube.com/watch?v=Kt_JePg86b8
Again - Fullmetal Alchemist Brotherhood OP1 [piano] 

ジョージ @GeorgeBowWow · 25分25分前 
テレ朝、九州の断層図でやはり川内原発のある鹿児島を地図で見せない。原発のげも

言わない。と思ったら玉ちゃんが突っ込んだ。川内原発の近くにも断層がある可能性

ありますよねと。一茂も津波の可能性を指摘。すかさず羽鳥が話題を変えた。

原発の話をしてはならないテレ朝。NHKだけじゃない。

mari shibata @maribooton · 27 分27 分前 
3.11後に熊本に避難・移住した人は結構いた。避難先でまた地震に遭うなんて。。
本当にこの国に逃げ場はないのかもしれないね。。

天仙 @tensenten · 33 分33 分前 
日本の生活圏の27％が「徹底的な放射能監視地域」に（カレイドスコープ）
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302071&g=132108 …
https://pbs.twimg.com/media/CAS86ZQU8AAYU0H.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 35分35分前 
【九州新幹線 運転見合わせ 2016年4月15日 9:03】
熊本県熊本地方を震源とする地震の影響で、現在も運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 41分41分前 
【外房線 運転再開 2016年4月15日 8:59】
八積駅で発生した人身事故の影響で、茂原〜上総一ノ宮駅間の運転を見合わせていま

したが、08:47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 · 44分44分前 
【西武拝島線 運転再開 2016年4月15日 8:56】
西武新宿線内で発生した車両故障の影響で、運転を見合わせていましたが、08:42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 · 46分46分前 
【西武新宿線 運転再開 2016年4月15日 8:55】
高田馬場駅で発生した車両故障の影響で、運転を見合わせていましたが、08:42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 · 1時間1時間前 
【西武国分寺線 運転再開 2016年4月15日 8:39】
西武新宿線内で発生した車両故障の影響で、運転を見合わせていましたが、08:35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。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【西武西武園線 運転再開 2016年4月15日 8:39】
西武新宿線内で発生した車両故障の影響で、運転を見合わせていましたが、08:35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。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【西武多摩湖線 運転再開 2016年4月15日 8:39】
西武新宿線内で発生した車両故障の影響で、運転を見合わせていましたが、08:35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。

東京新聞政治部 @tokyoseijibu · 1時間1時間前 
東電福島第１原発事故で、地震発生から約２時間半後に、東電が１号機の核燃料につ

いて約１時間後にむき出しになると予測しながら、法律で義務づけられた政府や福島

県への報告を行っていなかったことが分かりました。

m TAKANO @mt3678mt · 1 時間1 時間前 
熊本の地震は、震源の真上ではいかに激しい揺れが起こるかということを見せつけた

。思い起こすのは浜岡原発である。東海地震の予想震源域の真上に建てられている

のだ。しかも東海地震の規模は、昨夜の地震の比ではない。その立地がいかに危うい

ものか、我々は熊本の地震を警鐘と受け止めねばならない。

N9432 @N9432 · 1 時間1 時間前 
原発事故の原因が地震なら、安全対策のコストも桁違いにかかってくるし、なにしろ

原発事故への対策が不十分だった責任も東電はもちろん監督官庁にもかかってくる。

だから原発事故の原因を津波にしとけとしか思えないんだよ。現に津波到達前にフク

イチでは警報が鳴り響いてたわけだし。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【小田急江ノ島線 運転再開 2016年4月15日 7:41】
大和〜桜ケ丘駅間で発生した人身事故の影響で、大和〜長後駅間の運転を見合わせて

いましたが、07:29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=Kt_JePg86b8
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302071&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CAS86ZQU8AAYU0H.jpg


森本たかおん @TakaoMorimoto · 2時間2時間前 
中央構造線、熊本の東に行けば伊方原発、西に行けば川内原発。 
https://pbs.twimg.com/media/CgCaZmxUIAA29UB.jpg

अचलनाथ @taru_eito · 2時間2時間前 
異常がないから運転してるって川内原発、異常があってからじゃ遅くないですか？

ひとたび事故が起これば近隣にとどまらず西日本一帯に被害を及ぼす懸念はフクイチ

の教訓じゃないですか？

念のために運転を停止するという姿勢も見られないことで電力会社への不信は益々

深まってしまいました。

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
原子炉が全電源喪失すれば3時間でメルトダウンを起こすのは世界の常識！
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201604/CK2016041502000116.html …
知らないのは東大のエライ先生方だけ

amaちゃんださんがリツイート 
東京新聞（TOKYO Web） @tokyo_shimbun · 2時間2時間前 
【編集日誌③】東日本大震災の際に東電が重要な報告を怠ったニュース

(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201604/CK2016041502000116.html …)も
１面に残しました。隣県で震度７を記録したのに国内で唯一稼働している鹿児島県の

川内原発は、運転をやめないそうです。（照）＝15日朝刊から

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 3時間3時間前 
九州電力がいますべきことは、昨日の地震で原発に異常があったかどうかだけではな

い（原発ではせいぜい震度3だ）。昨日の地震が阿蘇5火砕流の先駆ではなかろうかと
検討することだ。川内で原発を運転するなら、こういう地変のたびにそれをきっちり

検討してもらわないと困る。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【成田線[我孫子〜成田] 運転再開 2016年4月15日 6:29】
布佐〜木下駅間で発生した人身事故の影響で、湖北〜木下駅間の運転を見合わせてい

ましたが、06:18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。

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 3時間3時間前 
阿蘇5火砕流が予知できないことを認めるなら、きのうの地震がその引き金になるかも
しれない可能性を否定できないはずだ。問題は、きのうの地震で原発に異常があった

かどうかではなく、火砕流被害を予知できるかどうかだ。火山国で原発を運転すると

はこういうことだ。

! ? @Takaoyohey · 3時間3時間前 
凄いな…と思うのは、川内原発も玄海原発も伊方原発も浜岡原発も大飯原発も高浜原
発も…中央構造線上付近に建てられているという事。万が一の時は、列島にはもう住
めなくなる。そんな事は、前々からなのに、改めて今回の熊本の地震で気づかされた

。九州で大地震なんて起きないだろう…と。

沖縄タイムスさんへの返信 
projim @projimsao · 4 時間4 時間前 
@theokinawatimes @shiroibotan 泊原発で真冬に事故が起こったら北電は社長を先頭に
、大地震だろうが猛吹雪だろうがスコップ片手に豪雪をかき分けて避難誘導してくれ

るらしい。

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
【当然報道されず】世界一貧しい大統領ムヒカ氏「テレビに必ず疑いの目を持つこと

」と言っていたことが判明！

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhGaHR0cDovL3huLS1ueXF5MjZhMTNrLmpwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA0L3R0eXJ0dGVlLmpwZz93PTY0MBTgChTQBRwUhAYUlAMAABYAEgA&s=D6Peh3J7uFqjoLWopOJhvgQJnllTrVo_2OQ7nkIJmH8

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
田母神逮捕からパナマ文書全公開、そして安倍政権の崩壊

http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-4305.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
キム・イク・ジュン教授は「日本の７０％が放射能に汚染されてしまった」と「アリ

ラン」国際衛星放送の番組で指摘

「国土 ７０％汚染、ということは農産物・海産物の７０％汚染を意味する」
フクイチ死の灰は四国も中国地方も北海道も汚染していた

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/prof-kim-ik-jun.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
英紙デイリー・メールも、フクイチのトリチウム汚染水の太平洋放流、準備態勢入り

を報道　

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-0726.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
ＪＲ九州によると、九州新幹線は、熊本駅から熊本総合車両所に向かっていた回送列

車（６両編成）が本線上で脱線。

　当時時速８０キロ程度で走行しており、全車両が脱線した

amaちゃんださんがリツイート 
47NEWS 47@news · 5時間5時間前 
速報:熊本県によると、県内5カ所の主要病院だけで負傷者計約390人を受け入れた。

サムライ戦士 @tadamiki0912 · 6時間6時間前 
川内原発...左翼連中は熊本県で死者が４人も出ていると言うのにネガティブキャンペー
ンかよ# 反原発を訴えるなら韓国の古里原発の放射線量が世界基準の３千万倍の放射線
漏れを引き起こしてる事を何故怒らないだから東より西側が放射線が高い！ 
https://pbs.twimg.com/media/CgBaqEiUMAAdEiK.jpg

忌野清志郎 Sweet Soul 語録 @kiyoshirogoroku · 6時間6時間前 
日本は地震が多いし、原子力発電所はどうなっちゃうんだろうって考えるととんでも

https://pbs.twimg.com/media/CgCaZmxUIAA29UB.jpg
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201604/CK2016041502000116.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201604/CK2016041502000116.html
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhGaHR0cDovL3huLS1ueXF5MjZhMTNrLmpwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA0L3R0eXJ0dGVlLmpwZz93PTY0MBTgChTQBRwUhAYUlAMAABYAEgA&s=D6Peh3J7uFqjoLWopOJhvgQJnllTrVo_2OQ7nkIJmH8
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-4305.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/prof-kim-ik-jun.html#more
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-0726.html#more
https://pbs.twimg.com/media/CgBaqEiUMAAdEiK.jpg


なく恐ろしいんだよね。チェルノブイリ事故の半年ぐらい前に、近くの海から水しぶ

きが上がってみんな避難したんだって。そういうの知らされてないでしょ。それって

すごく怖いことだよね（ＦＭステーション／1988年）

岩上安身 @iwakamiyasumi · 6時間6時間前 
続き10 「…ロックの会では、南海トラフ地震によって直撃される代表的な原発として
、伊方と浜岡の名前をあげましたが、浜岡の真下は、東海地震の震源域になります。

この地震は、南海トラフ地震の一部なのです。浜岡原発の直下には、プレート境界が

あるのです。…」

今宿バイパス @Fresh_Imajuku · 8時間8時間前 
このニュース地震発生前なんだよなあ…
「東海・東南海・南海トラフ型」巨大地震を誘発する兆候が…浜岡原発は大丈夫か
？（週プレNEWS） - Yahoo!ニュース http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?
a=20160414-00064047-playboyz-soci … #Yahooニュース

cmk2wlさんがリツイート 
たかひで @takapide · 9時間9時間前 
「住民の安全確保が第一であり」だってさ、官邸。少しでもそう思ってたら原発動か

せないはずなんだが。

やのっち @_yanocchi0519 · 9時間9時間前 
【九州新幹線が脱線するも川内原発は停止させず】3.11の大災害で震度4の余震が起こ
ったとき、青森の東通原発は稼働を停止した。九州電力の危機感の無さには呆れ果

てる。アベシ官邸と、この電力会社は非常事態に対応できないことが判明した。

http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-4308.html …

まりCYON◎ @pmariii_19 · 10時間10時間前 
東日本大震災あって

宮崎に移住してきた人が

あの大震災の2日前がこんな感じだったって言ってるらしいぞ！！
みんな気をつけて！！

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
3.11の三陸沖の巨大地震の時は、約２か月前に九州の霧島連山（新燃岳）が、52年ぶ
りに爆発的噴火、で、3.11の直後、熊本県（阿蘇山）で火山性地震が急増、それと鹿児
島の桜島も噴火が急増

https://pbs.twimg.com/media/CgAr3j7UkAAjOG2.jpg
これで九州の原発を再稼働してるのはおかしい 

9.19を忘れない@自由盗聴法絶対阻止 @remember919 · 12時間12時間前 
なぜ津波がなくても川内原発が危険なのか。川内原発には福一と違って免震重要棟が

ありません。万が一事故が起こればどうにもなりません。しかも立地上、西日本全域

が被害に会うことになります。#地震 #川内原発

イケマキ(池田まき)なう。さんへの返信 
Piichan @piichan · 12時間12時間前 
@ikemakinet 北海道5区は大都市近郊の選挙区であり、泊原発で事故が起きた場合、多
数の住民を迅速に避難させるのが難しいという問題をきちんと訴えてほしいです。

#senkyo #genpatsu

副長　乾式キャスクで原発に震災対策を @fukuchyoh · 12時間12時間前 
先ほどの熊本の地震が原発を直撃しなかったことに感謝しましょう！

西日本の停止中の原発の燃料プールが壊れたら西風に乗った広島の数千倍の放射能で

私達の日本は壊滅です。

そんな原発を放置している日本は死ね！と言いたい。

今は次の事故が起きないようにただただ祈りましょう！

https://www.youtube.com/watch?v=v42wYuY8vQI&ebc=ANyPxKrr6KSNqoG9c-
699n2hdt8EkDk8MJx3bfSwK5CYUNLyO4ihyODfX-H84BRYzAwdZ-x0ROQnk-
ePaOqoGN3AcAIYYwrs0Q
END THEME - 5 Centimeters per Second

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160414-00064047-playboyz-soci
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-4308.html
https://pbs.twimg.com/media/CgAr3j7UkAAjOG2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=v42wYuY8vQI&ebc=ANyPxKrr6KSNqoG9c-699n2hdt8EkDk8MJx3bfSwK5CYUNLyO4ihyODfX-H84BRYzAwdZ-x0ROQnk-ePaOqoGN3AcAIYYwrs0Q


（４月15日）　とても私事ですが、本日の午後に中の人が手術を控え入院中のため情
報の提供はここまでとなります。

http://85358.diarynote.jp/201604151058313024/

【M6.5】KUMAMOTO 【M6.6】VANUATU／【震源が増え
てる】USGS（アメリカ地質調査所）が発表した地震規模（気象
庁と数値が違う）。

2016年4月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?
v=hZBs9RlgFfU&ebc=ANyPxKoIYF8aLQDF7KDueU_UGwchqyqAZyJCjFqK9AmhHK_LTQN__aCTAwfkQ4lI970zzPap6IizvQN5YJRXRjqDItEatpBKsw
Kiseijuu OP - Let Me Hear

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
USGS（アメリカ地質調査所）が発表した日本の地震規模（気象庁とは数値が違う）
震源が増えている。

https://pbs.twimg.com/media/CgCcMCfUEAA4zlY.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
（NERVを参照されている方へ）
本アカウントを参照くださいましてありがとうございます。とても私事ですが、本日

の午後に中の人が手術を控え入院中のため情報の提供はここまでとなります。地震速

報などは引き続き自動で提供します。情報収集は @nhk_seikatsu さんがおすすめです
。

https://www.youtube.com/watch?
v=D5kyjnlDNZs&ebc=ANyPxKqUMhGFt1ignCPaMwp6QW1kW5YH5HQ2demh9XcdYWHja69xPX7SULcIbJqVipM8chyeR1_mQngmuhifptB_kevIkCIkMw
Swordland (Main Theme)- Sword Art Online OST [piano] 

amaちゃんだ @tokaiama · 31分31分前 
9時25分　再びカラスが大騒ぎ

国立天文台 太陽観測所 @naoj_taiyo · 33分33分前 
【本日の太陽】2016年4月15日の太陽黒点の全面画像です
。http://solarwww.mtk.nao.ac.jp/mitaka_solar1/data02/latest/WL_latest.gif … 今日も北半
球に大きな黒点群が見えています。南半球はあいかわらず０状態が続いています。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 59 分59 分前 
昨夜から起ってる熊本の地震は、九州から関東付近まで伸びてる「中央構造線断層」

の南端の断層で起ってる地震

http://85358.diarynote.jp/201604151058313024/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604151058313024/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160415/85358_201604151058313024_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160415/85358_201604151058313024_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160415/85358_201604151058313024_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=hZBs9RlgFfU&ebc=ANyPxKoIYF8aLQDF7KDueU_UGwchqyqAZyJCjFqK9AmhHK_LTQN__aCTAwfkQ4lI970zzPap6IizvQN5YJRXRjqDItEatpBKsw
https://pbs.twimg.com/media/CgCcMCfUEAA4zlY.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=D5kyjnlDNZs&ebc=ANyPxKqUMhGFt1ignCPaMwp6QW1kW5YH5HQ2demh9XcdYWHja69xPX7SULcIbJqVipM8chyeR1_mQngmuhifptB_kevIkCIkMw
http://solarwww.mtk.nao.ac.jp/mitaka_solar1/data02/latest/WL_latest.gif


南海トラフの海溝部にプレートが潜り込み、陸側の別のプレートで起ってる地震。愛

媛県の伊方原発は、このライン上にあるので非常に危険

https://pbs.twimg.com/media/CgCwFcrUIAAv4oh.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
熊本：震度７以降の地震数が異常

2011年3月9日：三陸沖で異常な数の地震の時、気象庁は「震度５程度の余震に注意し
て下さい」と言ってた矢先、3月11日の巨大地震が起ってるので「余震」ではなく「
前震」の可能性もあるので厳重警戒ですね

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

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M5.7】KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 150.8km 2016/04/15 08:15:08
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1SdiVlE (USGS)http://j.mp/1VsYCVr

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
amaちゃんださんが東京新聞（TOKYO Web）をリツイートしました
M6.4にしては余震規模が大きすぎる
明らかに中央構造線に沿って震源地が移動している

中央構造線全体の1000年ぶりの活動の疑いが強い　これは端緒にすぎない
https://twitter.com/tokyo_shimbun/status/720749095023808513

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
徳島のS様より到着
4月６日大分県備後高田市の猪群山に登山　異様な雲
文句のない地震雲　震源地から出る放射状雲の一種

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

（参照：http://85358.diarynote.jp/201604150215279749 ）

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.2】VANUATU 10.0km 2016/04/15 07:23:28JST, 2016/04/14 22:23:28UTC
(G)http://j.mp/1qKvdci (USGS)http://j.mp/1qKvfki

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
2016年04月15日
次の大地震が接近か　地震の動向に注意

http://inventsolitude.sblo.jp/article/80313549.html …
余震のマグニチュードが下がってゆく場合は収束してゆくが、上がる場合は、さらに

桁違いに大きな地震が発生する可能性が強い

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
今回の震源地、益城町はズバリ中央構造線が動いたのです

https://pbs.twimg.com/media/CgB-_K-UMAA6G9e.jpg

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M6.6】VANUATU 10.0km 2016/04/15 06:50:27JST, 2016/04/14 21:50:27UTC
(G)http://j.mp/1qsLbHu (USGS)http://j.mp/1T7OHkl

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7 時間7 時間前 
【１時５３分ごろにおきた最大震度５弱の地震、推定されるマグニチュードは４．８

】

震度５弱 熊本県 山都町
震度４ 熊本県 熊本西区　熊本南区　八代市　菊池市　宇土市　宇城市　合志市　熊

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.2】NORTH OF ASCENSION ISLAND 10.0km 2016/04/15 01:44:34 JST[UTC+9]

https://pbs.twimg.com/media/CgCwFcrUIAAv4oh.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgCpucoUMAEdkvu.jpg
http://j.mp/1SdiVlE
http://j.mp/1VsYCVr
https://twitter.com/tokyo_shimbun/status/720749095023808513
https://pbs.twimg.com/media/CgCdF_MUkAAXeiU.jpg
http://85358.diarynote.jp/201604150215279749
http://j.mp/1qKvdci
http://j.mp/1qKvfki
http://inventsolitude.sblo.jp/article/80313549.html
https://pbs.twimg.com/media/CgB-_K-UMAA6G9e.jpg
http://j.mp/1qsLbHu
http://j.mp/1T7OHkl


(G)http://j.mp/23Ihdhd (USGS)http://j.mp/1Vsg3Wc

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
震源から約26kmの阿蘇山の地震波形が振り切ってる。かなり影響を受けてる
https://pbs.twimg.com/media/CgBG5vTUAAEX7Ad.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9時間9時間前 
【０時０３分ごろにおきた最大震度６強の地震、推定されるマグニチュードは６．４

】

震度６強 熊本県 宇城市
震度６弱 熊本県 熊本南区　氷川町
https://pbs.twimg.com/media/CgAxmNSUYAAv_XV.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
これは危ないね。ほんとに。

今度は震源が「駿河湾」のプレート境界部。（深さ280km）　南海トラフの海溝部の
プレートで、何か異常が起ってるね。

九州から千葉県ぐらいまでは、警戒した方が良いですね。これは。

https://pbs.twimg.com/media/CgA3hLfVIAAHdDH.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 10時間10時間前 
【２２時３８分ごろにおきた最大震度５弱の地震、推定されるマグニチュードは５

．０】

震度５弱 熊本県 宇城市
震度４ 熊本県 熊本西区　熊本南区　八代市　玉名市　宇土市　上天草市　熊本美里

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
大きな余震の回数が短時間に異常に多い

これは「南海トラフ巨大地震」の警戒をした方が良いね。

南海トラフ地震の前兆は、海溝部のプレートが潜り込むことで、内陸部で大きな地震

が起ると言われてるので、震源の深さは浅いけど、数ヶ月は厳重警戒

https://pbs.twimg.com/media/CgAwv3iUEAIT8PS.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 11時間11時間前 
【２２時０７分ごろにおきた最大震度６弱の地震、推定されるマグニチュードは５

．７】

震度６弱 熊本県 益城町
震度５強 熊本県 熊本東区　西原村

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
3.11の三陸沖の巨大地震の時は、約２か月前に九州の霧島連山（新燃岳）が、52年ぶ
りに爆発的噴火、で、3.11の直後、熊本県（阿蘇山）で火山性地震が急増、それと鹿児
島の桜島も噴火が急増

これで九州の原発を再稼働してるのはおかしい

https://pbs.twimg.com/media/CgAr3j7UkAAjOG2.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
20時58分に東京で直下地震。その後、9時26分に九州で巨大地震。こういのも偶然では
ないからね「今、地球内部のマントルがどうなってるか？それによって４枚のプレ

ート、断層の状態」なんて人間にはわからない。数ヶ月間は他の地域も警戒は必要

https://pbs.twimg.com/media/CgAjgaoVAAIus0T.jpg

てむんくるす（休業開店） @temusuke · 11時間11時間前 
大規模な太陽フレアが電磁波出して自転に影響、結果歪のたまってる地域で地震が起

こるなんてシュミレーションがなされてたような記憶が・・・・・似たようなことが

起きてるのかね

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 12時間12時間前 

http://j.mp/23Ihdhd
http://j.mp/1Vsg3Wc
https://pbs.twimg.com/media/CgBG5vTUAAEX7Ad.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgAxmNSUYAAv_XV.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/CgAwv3iUEAIT8PS.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgAr3j7UkAAjOG2.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgAjgaoVAAIus0T.jpg


【２１時２６分ごろにおきた最大震度７の地震、推定されるマグニチュードは６．４

】

震度７ 熊本県 益城町
震度６弱 熊本県 熊本東区　熊本西区　熊本南区　玉名市　宇城市　西原村
https://pbs.twimg.com/media/CgANa4zUIAA00BN.jpg

片岡龍峰「オーロラ！」発売中 @ryuhokataoka · 18時間18時間前 
巨大黒点が異様にくっきり。すぐ左側には小さい黒点が円になってる。 

天文用語bot @astronomywords · 4月14日 
フレア=太陽で発生する爆発現象のこと。太陽フレアともいう。太陽活動が活発な時期
に黒点付近で起こるとされ、大量の電磁波が地球に到達することがあるため電力系統

に不調を来すこともある。

https://www.youtube.com/watch?v=PSqV8G7Drkc
One more time, One more chance - 5 Centimeters Per Second
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日11:05
０

５５

４１

４１☆（＾＾；）ヨイヨイ…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月15日18:46
０

５５４

２２２…（＾＾；）…☆

「やってることは正しい」らしい…☆彡
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（４月15日）　人類の知恵があってもいいんじゃないかなあ。

http://85358.diarynote.jp/201604152118437698/

フクイチ 硼素剤 投入準備／熊本マンション真っ二つ／原発細管
もこんな風に割れてる／修理すらできない。近づけないから。

2016年4月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?
v=6V6vrf0lMN0&ebc=ANyPxKpFjGAJ382I2H_NUxP8ZHeYRXUgFxVhPhP0KMpAItkMjkZCgShesMADyW7zeZktKdLNxryX-
kFdJD0BNb1U2myg-zr0Ow
Bunny Doll - Gensomaden Saiyuki Image Album Vol.2 

KAMEI Nobutaka @jinrui_nikki · 2時間2時間前 
これ、気象庁が出してる地震発生地の分布図なんですけど。仮に原発がどうしても必

要だとしても、せめて真っ赤っかのところには作らないという人類の知恵があっても

いいんじゃないかなあ。と私は思う

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/jishin/about_eq.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgEty5aUkAAse5y.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2 時間2 時間前 
名無し：2016/04/15(金) 16:19 ID:XXXXXXXX
地震２時間半後に「炉心、１時間後に露出」

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201604/CK2016041502000116.html …
#３１１の１９時前には炉心露出メルトダウンが始まっていた
https://t.co/BPXhwrlBaH

Lightworker @Lightworker19 · 6 時間6 時間前 
【拡散】tokaiama このところフクイチの異常な水蒸気放出や硼素剤投入準備など
のニュースが続いている

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
原子力規制委員会 / NRA,Japan @gensiryokukisei · 10時間10時間前 
(続き)
15日0時3分頃に熊本県で発生した地震による原子力施設への影響についてお知らせし
ます。

九電・玄海、玄海町震度２：１〜４号機定検停止中。

九電・川内、薩摩川内市震度４：１・２号機運転継続中。

いずれもプラント状態、排気筒モニタ、モニタリングポストに異常なし。（以上）

https://www.youtube.com/watch?v=kTR42VoSRdQ
Gensomaden Saiyuki- second opening "Still Time" (full song with lyrics) 

http://85358.diarynote.jp/201604152118437698/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=6V6vrf0lMN0&ebc=ANyPxKpFjGAJ382I2H_NUxP8ZHeYRXUgFxVhPhP0KMpAItkMjkZCgShesMADyW7zeZktKdLNxryX-kFdJD0BNb1U2myg-zr0Ow
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/jishin/about_eq.html
https://pbs.twimg.com/media/CgEty5aUkAAse5y.jpg
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201604/CK2016041502000116.html
https://t.co/BPXhwrlBaH
https://www.youtube.com/watch?v=kTR42VoSRdQ


MITIMIZU @qqta5ydd · 6分6分前 
日本全国、インフラの改修補強は喫緊の課題・・・

川内原発の避難路の橋、進む老朽化　大地震で８割損壊も

https://t.co/gjQMuJQL1m

天仙 @tensenten · 28 分28 分前 
【なぜか日本語版がないWHO報告書】
WHO「福島県でガン多発」報告書”国と記者クラブが無視〜誰も書けなかった福島原発
事故の健康被害http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301691&g=132108 …
https://pbs.twimg.com/media/B_2-sQGVEAEE1Ek.jpg

産経ニュース@Sankei_news · 39分39分前 
【熊本地震】規制庁、原発情報発信見直しへ　立地自治体周辺で大きな揺れあれば

http://www.sankei.com/affairs/news/160415/afr1604150079-n1.html …

天仙 @tensenten · 1時間1時間前 
子供には食べさせたくない！

大人でも食べ続けたら死の危険１０倍！身近な危険な食べ物

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=289337 …＆ｇ＝132108

宮武嶺 @raymiyatake · 2時間2時間前 
原発ゼロでも電気は足りていたのにどうしてこんなにドキドキしないといけないのか

→鹿児島川内原発の避難計画に入れられている新幹線も高速道路も、すべて熊本地震

で止まった。 http://raymiyatake.jp/blog-entry-3340.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgEwd_AUAAAWa_T.jpg

momoa @momoa_mjlove · 3時間3時間前 
出掛けたついでにイ〇ンの鮮魚コーナーを覗いたら怪しい産地の魚がほとんどなか

った。なぜか長崎産の天然ブリや宮崎産のカツオが陳列。九州からの流通は止まって

ないのかな？イオ〇ンは福島の魚の50％買い上げを発表したよね。放射能測定器は役
立たず。　#放射能詐欺

すどうあいこ(横浜→奈良) @ai_3121 · 3時間3時間前 
「きっと大丈夫」でやってきて5年。見えない放射能に覆われた土地で生活することと
はどういうことか、実感せざるを得ない時期に入ってきた。現状は厳しい。自分の身

に降りかかって、現実を目の当たりにして、初めて気付く。

耐え難い現状の中でも、それでも希望を拾い集めながら生きるしかない。

改憲阻止モードのイシカワ（生きている） @ishikawakz · 3時間3時間前 
悔しい、梅田さん敗訴。

http://www.asahi.com/articles/ASJ4H10CPJ4GTIPE06S.html
原発作業で被曝、心筋梗塞との因果関係認めず　福岡地裁：朝日新聞

http://www.asahi.com/articles/ASJ4H10CPJ4GTIPE06S.html …
「梅田さんは、両原発では線量計や警報器を外して被曝線量を実際より少なく装う「

被曝隠し」が日常的にあり、実際の線量はもっと高かったと主張」

天仙 @tensenten · 4時間4時間前 

https://t.co/gjQMuJQL1m
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=301691&g=132108
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http://raymiyatake.jp/blog-entry-3340.html
https://pbs.twimg.com/media/CgEwd_AUAAAWa_T.jpg
http://www.asahi.com/articles/ASJ4H10CPJ4GTIPE06S.html
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フクシマで科学的に最悪の状態になっていることが隠されている

〜事故はこれから起きる。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=293506&g=132108 …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
関東大震災の直後、正力松太郎警視正が「朝鮮人が井戸に毒を入れている」とデマを

流したが在京報道各社は信用せず、仙台の河北通信社がそれを真に受けて流した

結果拡散し、東京の下町で自警団が結成され、通りかかった在日朝鮮人6000名以上（
実際には1万人）が殺害された
これが原発の父

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【停電情報 2016年4月15日 17:03】
東京電力停電情報によりますと、神奈川県 川崎市宮前区の約1,100軒で停電が発生して
いるということです。

http://nerv.link/f4cAgw

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：04/15 14:06
川内原子力発電所 地震観測データ
名無し：04/15 14:38
広報用地震計だけは、免震装置付きのようですね

さすが九電、金をかけるところを心得てらっしゃるｗ

https://pbs.twimg.com/media/CgEAH09UUAEkEfH.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
共産・池内氏、地震直後に「川内原発止めよ。正気の沙汰か！」とツイッター投稿、

後に削除？

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160415-00000563-san-pol …
最初は一個人の素直な感想

次に「共産党の指導する正しい原発なら稼働可能」

という党の方針に沿って自分の意見を封じ込めたということ

灯台守 @hirox2x7 · 6時間6時間前 
九電に川内原発を停止すべきと陳情した。「規制委員会の規制に抵触しないので止め

ません」とのお答え。

原子力規制委員会に「事故の場合の責任は？」と聞くと「稼働停止の判断は事業者が

」だって。

この堂々巡りの、誰も決定しないシステムが福一の事故を最悪にしたんじゃないの⁈

#肉球新党

ホワイトフード @whitefood1 · 6時間6時間前 
4月15日14時33分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が33箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CgD2_nvUUAE875r.jpg

おしどり♀マコリーヌ @makomelo · 6時間6時間前 

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=293506&g=132108
http://nerv.link/f4cAgw
https://pbs.twimg.com/media/CgEAH09UUAEkEfH.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160415-00000563-san-pol
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CgD2_nvUUAE875r.jpg


今、5年後に問題になってる東京電力の2011年のメルトダウン隠蔽は、原発事故が起こ
ってもどうせ電力会社は国にも県にも報告しやしねーよ、おとがめ無しなんだから、

ということ。熊本地震の、規制庁や九州電力の「原発異常無し」のリリース見ても、

まぁな、実際はどうだかな、としか思えん。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【九州新幹線 運転見合わせ 2016年4月15日 15:03】
熊本県熊本地方を震源とする地震の影響で、終日、運転を見合わせています。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7時間7時間前 
名無し：04/15 01:46
原発事故時の住民避難「九州新幹線活用を」 薩摩川内市長
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS1800T_Y4A810C1EE8000/ …
#現実性ゼロの机上の空論ｏ熊本震度７で新幹線脱線

兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 7時間7時間前 
川内原発には、世界標準のコアキャッチャーも免震棟も避難路確保もない。低技術の

原発である。すぐに停止すべきだ。福島第1原発と川内原発との違いは、放射能汚染の
拡散力だ。川内原発が破壊されると、北上する風と黒潮と対馬海流とが、鹿児島から

東京まで汚染し続ける。スケールがまったく違う。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【宇都宮線[上野〜宇都宮] 運転再開 2016年4月15日 13:38】
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、13:23頃、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
2016年4月12日　メキシコ プエルト・バヤルタ
いくつかのビーチで79頭の死んだカメ。
https://pbs.twimg.com/media/CgDnZdbVAAAuNFw.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【高崎線 運転再開 2016年4月15日 13:38】
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、13:23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。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 7時間7時間前 
名無し：04/15 08:57
ぶらぶら病？

【衝撃事実】ハンター×ハンター冨樫義博が重病で「寝たきり状態」だったと判明 /ズ
ル休みじゃなかった

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【京浜東北根岸線 運転再開 2016年4月15日 13:36】
西川口駅で発生した人身事故の影響で、大宮〜赤羽駅間の運転を見合わせていまし

たが、13:27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://www.nikkei.com/article/DGXLASFS1800T_Y4A810C1EE8000/
https://pbs.twimg.com/media/CgDnZdbVAAAuNFw.jpg


9.19を忘れない@自由盗聴法絶対阻止 @remember919 · 7時間7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

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

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8時間8時間前 
名無し：04/15 08:06
当局が隠蔽したのはフクイチの事故に関することだけじゃない、

それより前の中越地震による柏崎狩羽の被害だ

内部はぐちゃぐちゃだと思われるが完全に隠蔽されたまま

どっちも天下ｗの東電様だからな

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 8時間8時間前 
名無し：04/15 07:03
安倍総理には第一次安倍内閣時の新潟中越地震の時を思い出してほしいな、あの時の

あんたは、甘利経産相とともにアホな決断をしたよな、東電勝俣に丸め込まれて

あんたが賢明な決断してたらフクイチ爆発はなかったんだよ

#中越沖地震直後柏崎刈羽視察で被曝の噂

無外流の狼 @miburou3 · 9時間9時間前 
熊本地方の地震で、全国で唯一稼働している川内原発に異常の報告はなく、運転を続

けた。空間線量にも異常はないという。

※何事もなければいいけど、震度7だと立ってるのもやっと。せめて免震棟は作ろ
うよ…ってか、原発やめた方がいいと思うよ… 

天仙 @tensenten · 9時間9時間前 
【東京、注意！】

東電福島原発事故後4年間で、東京都に降り注いだセシウム量は約39兆ベクレル。都民
一人当たり292万ベクレルの被ばく量
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302151&g=132108 ……

amaちゃんださんがリツイート 
あーやば象 @as9w3oh2 · 9時間9時間前 
http://goo.gl/OPQxiN 「再開見通しは立っていない」　地震・九州の大動脈寸断　新
幹線、自動車道（西日本新聞）

https://t.co/X5xCyB7tJg

野良猫ゴーゴー @noraneko_go_go · 10時間10時間前 
新幹線は止まっても、原子力発電所は止まらないんだニャ。 
https://pbs.twimg.com/media/CgDEO1oUIAEL1oY.jpg

天仙 @tensenten · 10時間10時間前 
原発事故から５年、食品の放射能汚染が進行中！ 
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302065&g=132108 ……
世界が輸入制限をしている食品と県名は　↓

https://pbs.twimg.com/media/Cc7yFmgUUAEMVJi.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/CAS5Vy4UUAAWjBi.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
4月15日9:26
川内原発、玄海原発ともにプラントのモニタに異変はありません。

エリック ・C @x__ok · 11時間11時間前 
余震もどんどん来ているのに、免震構造を省いて再稼動した原発を止める気も無い国

の政府というのは、いったいどういったものだろう。

とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 11時間11時間前 
熊本市内のマンションが真っ二つ。おそらく川内原発・限界原発の釜、細管もこんな

風に割れてるだろう。仮に割れてなくても、度重なる余震で疲労がたまり、いつかメ

ルトダウンする。細管割れても修理すらできない。近づけないから 
https://pbs.twimg.com/media/CgCx1TPUMAA5ajq.jpg

東京新聞政治部 @tokyoseijibu · 12時間12時間前 
東電福島第１原発事故で、地震発生から約２時間半後に、東電が１号機の核燃料につ

いて約１時間後にむき出しになると予測しながら、法律で義務づけられた政府や福島

県への報告を行っていなかったことが分かりました。

Nobさんへの返信 
bluehopicorn @bluehopicorn · 4月9日 
@Nob_hsj 伝染病患者と関わる事が多いお医者さんは病気に罹患する可能性は高い
です。それに、劣化ウランを体内に抱えて困ってる患者の治療もしてると言われてま

すからね。

Nobさんへの返信 
kenji @buick54aki · 4月6日 
@Nob_hsj 
急病人

の

単語ツイート検索

が

朝から昼までの

やつ

が消された 4/6

https://www.youtube.com/watch?v=zWJWXnvdSXg&ebc=ANyPxKrJHW2q3-
gmKZcWbVsHJyL9gYSXoKimL72APmu8kIvzxudtg1dFD-
lYckiWXumhJczW_ZB27xYUXNcDZK2n5NnXMzQ_4Q
saiyuki - fukisusabu kaze no naka de (WAG) 

岩上安身 @iwakamiyasumi · 1 時間1 時間前 
連投40 RT@iwj_ch1 40.岩上「最後に、ヤマサクラ61をご存知でしょうか。原発がある

https://pbs.twimg.com/media/CAS5Vy4UUAAWjBi.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgCx1TPUMAA5ajq.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=zWJWXnvdSXg&ebc=ANyPxKrJHW2q3-gmKZcWbVsHJyL9gYSXoKimL72APmu8kIvzxudtg1dFD-lYckiWXumhJczW_ZB27xYUXNcDZK2n5NnXMzQ_4Q


若狭湾で日米が大演習。原発×戦争リスク。こういうことが制服組の間で先行し、集団
的自衛権は後から」鳥越「日本列島はバトルゾーンなのか」岩上「今戦争が起きれば

、国破れて放射能あり、になる」

三宅雪子（野党共闘！）@miyake_yukiko35 · 5時間5時間前 
「川内原発を停めてくれ」これが原発に反対する多くの人の心の叫びでしょう。今、

考えなければいけないのは、どうしたらその声を政府与党に、効果的に伝えられるか

です。ツイッターで叫んでも無視、役所の電話してもたらいまわし・・・。悔しいで

すが、まずは、この週末地元選出議員に訴えましょう。

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
気になっていたのがこれ。

https://twitter.com/cmk2wl/status/578857281267187712

https://www.youtube.com/watch?v=zWysnRX9ttA&ebc=ANyPxKqq-
gDwkJNN3P06ruuG2h8eshcQ5lfyA17Zlculu2cyAufiYbfpneB-
dJr4E3kQ7RNsNa8jw1IdCEOCNfHjHi3G-zGbsw
Saiyuki:game

https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-
KVmgow&ebc=ANyPxKqC8bdT8AHCswpkU0aqnV6yl5RgFsM9jhPPLDJ-
zv0EfLLW5TjcczGFnTTP0KI4vbFG-bBUPMDkldlTl8gTOhKzPn47Rw
鬼束ちひろ - 月光
 

https://twitter.com/cmk2wl/status/578857281267187712
https://www.youtube.com/watch?v=zWysnRX9ttA&ebc=ANyPxKqq-gDwkJNN3P06ruuG2h8eshcQ5lfyA17Zlculu2cyAufiYbfpneB-dJr4E3kQ7RNsNa8jw1IdCEOCNfHjHi3G-zGbsw
https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow&ebc=ANyPxKqC8bdT8AHCswpkU0aqnV6yl5RgFsM9jhPPLDJ-zv0EfLLW5TjcczGFnTTP0KI4vbFG-bBUPMDkldlTl8gTOhKzPn47Rw


（４月16日）　これはマジで日本の終わりかも。

http://85358.diarynote.jp/201604160841581739/

【川内原発緊急停止】要求しましょう！／「Ｍ８九州大地震が

近い」／ガスコンロでお湯を沸かしているときに地震が起きたら

、とりあえず火を消すでしょう。

2016年4月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

portal311 @portal311 · 5時間5時間前 
portal311さんがケロ爺をリツイートしました
川内原発は620ガルまで耐えられる。と、はっきり言ってる。
ってことは、もう今の震度には堪えられないってことだ。

https://twitter.com/kero_jiji/status/721032364743200768

木葉功一 @kibakoichi · 7時間7時間前 
「『震源の深さにもよりますが、川内原発はマグニチュード7以上の大地震に見舞われ
る可能性が高い』新潟大学の立石雅昭名誉教授（当時）らが発見した断層」「原発

直近・直下に延びている可能性」http://nikkan-spa.jp/685052
https://pbs.twimg.com/media/CgGVAULUMAEdkC4.jpg
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伊藤隼也 @itoshunya · 2分2分前 
伊藤隼也さんがちとりとなをリツイートしました

原発を止めるのに存在するリスクは、その経費だけでしょう。リスク管理の基本は予

防原則です。専門家とは誰のこと？こんな状況を判断出来る専門家はどこにもいない

でしょう。あえていうなら専門家は政治家ですね。 

今井智大@TOMO_NYAN · 3分3分前 
原子力発電所はとにかくとっても頑丈なので大丈夫です！復旧や救助に必要な電力を

供給し続けてくれてます！(｀・ω・´)
川内原発 玄海原発 伊方原発 異常なし | NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160416/k10010482191000.html …

Karyn NISHI-POUPEE @karyn_poupee · 3分3分前 
はやく川内原発を完全に停止して欲しい。危険すぎる。福島原発の事故で何を学んだ

のでしょうか。#地震 #熊本地震

Makoto Imano @JUMBO400D · 4 分4 分前 � Sapporo City Chuo Ward, Saitama 
これだけの被害があり電力需要が落ちているのだから川内は一旦運転停止した方が

良い！

川内原発は通常運転…玄海原発も異常なし : 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160416-OYT1T50027.html?from=tw

gooニュース @goonewsedit · 6分6分前 
川内原発は運転継続、異常ないと

http://news.goo.ne.jp/topstories/business/22/e855c2e3deaabad5c881b030a44a251d.html
… #経済

酋長仮免厨 @kazooooya · 8分8分前 
九州電力　http://j.mp/1NtrjcD 
・平成 28 年熊本地震における川内及び玄海原子力発電所の状況について
「川内及び玄海原子力発電所とも異常は確認されておりません」（原子炉自動停止設

定値の記載あり） 

加藤登紀子 @TokikoKato · 18分18分前 
川内原発緊急停止、要求しましょう！RT @shuuichiendou: 現在、川内原発周辺は北か

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160416/k10010482191000.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160416-OYT1T50027.html?from=tw
http://news.goo.ne.jp/topstories/business/22/e855c2e3deaabad5c881b030a44a251d.html
http://j.mp/1NtrjcD


ら南に抜ける風が吹いています。万が一の事態が発生しているとすると、川内原発の

南側が危ないです。線量計など持っている人は、まめに計測。

想田和弘 @KazuhiroSoda · 39分39分前 
ガスコンロでお湯を沸かしているときに地震が起きたら、とりあえず火を消すでし

ょう。当たり前です。でも、日本ではなぜか、地震が起きても原発は止めない。この

ことをおかしいと感じないなら、かなりおかしいと思います。

冨永 格 @tanutinn · 2時間2時間前 
名前までついた大地震が前触れにすぎず、より大きな本震に上書きされていく。人知

をはるかに超えた自然の脅威です。約100km南では原発という「危うい人知」が動い
ている。それが国内で稼働する唯一のサイトだいう不運を天啓と受け止めたい。「安

全だが、安心のため止める」という勇断はないのか。

森本たかおん @TakaoMorimoto · 2時間2時間前 
川内原発が事故を起こすと・・・偏西風で日本列島全土が放射能汚染される。

https://pbs.twimg.com/media/CgHVJK9UMAAXGZS.jpg

gero - I am not ABE. @garirou · 4時間4時間前 
首相は、どうやら川内原発を止めるという決定を下さないように見えるので、最悪の

想定として、もし、福島の時と同様にM7クラスが起きてからM9が来て、川内原発がメ
ルトダウンした場合の放射性物質の汚染想定図を入れておきます｡ 
https://pbs.twimg.com/media/CgG1JxRVIAAhAQr.jpg

TOKYO DEMOCRACY CREW @TOKYO_DEMOCRACY · 6時間6時間前 
川内原発には、福島第一原発で事故対応の最重要拠点となった、免震重要棟がないの

です。

https://t.co/AKl7Z2Covt

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 6時間6時間前 
【玄海原発　異常なし】

九州電力によりますと、震度３を観測した佐賀県玄海町にある玄海原子力発電所につ

いて職員が確認をしたところ、施設に異常はないということです。

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 7時間7時間前 
【玄海原発　放射性物質異常なし】

佐賀県原子力安全対策課によりますと、午前２時前、玄海原子力発電所の施設に設置

https://pbs.twimg.com/media/CgHVJK9UMAAXGZS.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgG1JxRVIAAhAQr.jpg
https://t.co/AKl7Z2Covt


されているモニタリングポストで放射性物質の飛散などは確認されていないという連

絡が九州電力からあったということです。

TOKYO DEMOCRACY CREW @TOKYO_DEMOCRACY · 7時間7時間前 
「Ｍ８九州大地震が近い」戦慄データ続出の不気味（３）原発の過酷事故が懸念さ

れる | アサ芸プラス http://www.asagei.com/excerpt/12291 
「実は伊方原発と川内原発は中央構造線に乗っかっています。関東から九州へ、西南

日本を縦断する大断層系なんです。」

https://t.co/vO8enJ2xNT

ケロ爺 @kero_jiji · 7時間7時間前 
ケロ爺さんがＳＡＴＯをリツイートしました

震度5弱で許可受けた原発は止めろ！
さっさと止めろ！

かおなし @cocorono121 · 8時間8時間前 
地震はいつどこで起こるか

まったく予想がつかないが

地震が原発の上で起きた時

取り返しがつかない状況に

なることだけは予想がつく

ちだい @chidaisan · 6時間6時間前 
熊本では「こんなことってあるのか？」と思う頻度で、何度も強い地震が起こって

いる。ここまでになってくると、僕たちの知っている地震ではないのではないかとい

う気さえしてくる。かなり心配な異常事態なのだけど、それでも冷温停止させること

はない川内原発。これはマジで日本の終わりかも。

Nob @Nob_hsj · 17 時間17 時間前 
R朝の埼京線。
殺人的に混む電車。急病人もちょいちょい出る始末。

外国人らしき子供がそのあまりの混雑に号泣。

怖いよね、無表情の大人たちが無謀な乗り込みしてぎゅうぎゅう詰めだもん。子供は

http://www.asagei.com/excerpt/12291
https://t.co/vO8enJ2xNT


小さいから呼吸も大変だったろうね。

日本での思い出が辛いものだけになりませんように…
8:26

    
 

コメント

sora
2016年4月16日22:22
おかしいよね!! こんなに揺れてるのに停止しない｡
取り返しのつかないことになる。地震でこんなに怖い思いをしてるのに、放射能の不安まで…
政治家や電力会社の利権と国民の安全、比べるまでもないのにわからん人たちばかり

人として普通の判断をするだけだよ｡早く原発を停止しないと、未来がなくなる。

早く…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　↑

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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（４月16日）　「安全なので原発は止めません」／川内原発を停止させる必要がない
という自民党を停止させる必要がある。

http://85358.diarynote.jp/201604162339512227/

「地球上の全生物に悪影響を与える」／別府湾を渡ると伊方原発

／なんでこんな場所に原発を造ったのか意味不明。

2016年4月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

北濱幹也 @kitahamamikiya · 4月15日 
フクシマ史上最悪レベル７なう！

■フクシマの１８京ベクレルという値は人類が今迄爆発させた原水爆を全て足した数

よりも桁違いに多い

アメリカ政府「太平洋全体が福島原発事故で発生した放射能に汚染された」

「地球上の全生物に悪影響を与える」 
https://pbs.twimg.com/media/CgFkj5nVIAEBZf0.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-
rhWaz8&ebc=ANyPxKpBsrprPqcp1iaPnt1neNMMtlSuCEfUhvr9Vv9X4UNCl6IRema5BsngE2uUw5SvFrvrfT68SoHRo2Dc79CLzqz3KkN5wA
Pirates of the Caribbean Soundtrack Compilation 

松茸刑事 @naluo420kf · 39 秒39 秒前 
「原発、現状において停止する理由ない」　菅官房長官：朝日新聞デジタル

とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 37分37分前 
九州まずい。全体的に放射能アラート状態。これは大本営発のモニターと関係なく、

ボランティアが測定、それをアップするのが米国サーバーのデータ。各自、線量測

定を！ 
https://pbs.twimg.com/media/CgK9bb4UEAEVsrW.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 37 分37 分前 
5. そして西から来ている雨雲が九州に差し掛かってすぐ、その地域の線量が上昇しま
した。あまりにも降雨と一致する広範囲の線量上昇は不自然で、これまでにないほど

です。

http://85358.diarynote.jp/201604162339512227/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8&ebc=ANyPxKpBsrprPqcp1iaPnt1neNMMtlSuCEfUhvr9Vv9X4UNCl6IRema5BsngE2uUw5SvFrvrfT68SoHRo2Dc79CLzqz3KkN5wA
https://pbs.twimg.com/media/CgK9bb4UEAEVsrW.jpg


cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
九州西側と山口で線量が上昇しています。

原発と関係あるか、風向きと見比べています。 
https://pbs.twimg.com/media/CgKzsc2UsAEHBAC.jpg

キトキトくまちゃん @makumaku1124 · 1時間1時間前 
川内原発周辺、玄海原発周辺の線量が30日平均の1.25倍〜2倍に上がっています。
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/

Masayuki TABEI @goldenmarine · 1時間1時間前 
薩摩川内市各地にあるモニタリングポストの空間線量が一気に上昇し始めた。

雨が原因ならいいのだけど心配・・・

cmk2wlさんへの返信 
しんちゃん @shinchann2008 · 1時間1時間前 
@cmk2wl 原発の可能性もあります。もう一つは、地下からのラドン・ガスなどの自然
放射能（放射性物質）の放出の可能性もある、と思います。つまり、あらたな震度7レ
ベルの地震の可能性です。大分地方の方、十分ご注意下さい。特に、古い木造建家の

方は、予防的に避難をされてもいいと思う。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 2時間2時間前 
九州の西半分全域の線量が雨雲に重なるように高くなっている。

玄海も川内もやらかしてる。

https://pbs.twimg.com/media/CgKyWqYUsAA9CYH.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgKyWqYUUAAxqNu.jpg
2016.4.16
21:46 

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【湘南モノレール線 運転見合わせ 2016年4月16日 21:05】
18:42頃、富士見町駅付近で発生した沿線火災の影響で、現在も運転を見合わせてい
ます。なお、振替輸送を行っています。

ホワイトフード @whitefood1 · 4時間4時間前 
4月16日20時53分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が59箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CgKXhkXUAAAJp_A.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
海上には濃霧警報。

陸上に濃霧注意報は出ていない。それどころか乾燥注意報が多数。

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
福島第一ライブカメラ（１号機側）は、曇っています。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【江ノ島電鉄線 運転再開 2016年4月16日 19:09】
和田塚〜鎌倉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、19:05
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。

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
阪神大震災の頃までATMが大地震の前に頻繁に誤作動して止まることが相次いだ
これは当時のATM信号ケーブルが通常の同軸ケーブルを使っていたせい
停止トラブル頻発に対して我々は地震電磁波によるサージ電流のせいと指摘し、以降

https://pbs.twimg.com/media/CgKzsc2UsAEHBAC.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CgKyWqYUsAA9CYH.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgKyWqYUUAAxqNu.jpg
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http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CgKXhkXUAAAJp_A.jpg


、同軸の代わりに光ファイバー信号回線が利用されるようになった

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
すでに何十回もツイッターで説明してる

空間に地震性の磁場ができれば直交電場が成立、機器の回路にサージ電流が乗り信号

が誤作動する

普通はシャットダウン回路が働きブラックアウト切断となる

ときに赤外線発光による信号が受光器から侵入した場合でも似たような現象が起きる

れっどゴルゴ＠Anti-fascism @RedGolgo · 5時間5時間前 
JR「危ないから新幹線止めます」
NEXCO「危ないから高速道路止めます」
航空会社「危ないから飛行止めます」

九州電力「安全なので原発は止めません」

マジで？

川内原発「停止させる必要ないと判断」　

丸川環境相：朝日新聞 

おたかさん　311以降国に怒る毎日 @motialtjin · 6 時間6 時間前 
「玄海・伊方、止まっていて異常は無い」って、当ったり前だ！問題は止まっていて

も全電源喪失したら崩壊熱でフクイチの二の舞！とにかく最悪な事態が生じる前に燃

料棒を運び出せ！

ひろみ @hiromi19610226 · 6時間6時間前 
放射能 漏れたけど 安全です、ってやればいいと思ってるんでしょ？
放射線による健康被害？ 気のせい気のせい、インガカンケイありません
福島の 成功体験から…
だから、平気で こんな状況でも 原発を動かしてられる。
狂ってる

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
16時25分の緊急地震速報
震源地（大分県 別府 ）　熊本地震の震源から伸びてる、このラインに沿ってが「中央
構造線断層」　この震源から約25km先が「愛媛県の伊方原発＝白い円」
https://pbs.twimg.com/media/CgJePCLUsAANsl2.jpg
なんで、こんな超危険な場所に原発を造ったのか意味不明

鈴木　耕 @kou_1970 · 6時間6時間前 
川内原発再稼働については、九州電力も地元自治体も「万一過酷事故が起きた際は、

九州新幹線や九州自動車道などでの避難を」などと言っていたはずだが、この地震で

新幹線も高速道路もズタズタ。つまり避難計画自体が根底から破綻したわけだ。な

らば、再稼働そのものも白紙に戻すのが当然だろう。

数学 Ｍ @rappresagliamth · 6時間6時間前 
中央構造線伝いには、四国の佐多岬半島にある伊方原発が位置している。この原発は

、年中、放射能漏れを起こしていることで知られている最悪の原発だ。

結果は言うまでもない。

↓

http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-4311.html?sp …
https://pbs.twimg.com/media/CgJsdU8VIAEzV1r.jpg

MITIMIZU @qqta5ydd · 7時間7時間前 
MITIMIZUさんが鈴木博喜 (「民の声新聞」発行人)をリツイートしました
確か証拠があるんですよ。小出さんも広瀬隆さんも早い時点で、福一は地震による配

https://pbs.twimg.com/media/CgJePCLUsAANsl2.jpg
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-4311.html?sp
https://pbs.twimg.com/media/CgJsdU8VIAEzV1r.jpg


管の損傷から始まったと言っています。あの程度の揺れで簡単にやられてしまったん

ですね。津波のせいにしているのは政府と電力会社、マスコミなど腐った人たち

です。 

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
いやーびっくり

うちの裏山が火災になって消防車が10台くらい我が家の前に駐まってる
前の池から給水　池があってよかった

今、鎮火報

どうも別荘地所有者による焚き火の不始末らしい

この時期、枯れ草が火薬のように燃える

大量の水を用意しなければ必ず山火事になる

移住して二回目の山火事

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【成田線[佐倉〜成田空港・銚子] 運転再開 2016年4月16日 16:05】
香取駅で安全確認を行った影響で、滑河〜銚子駅間の運転を見合わせていましたが、

15:52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。

山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 10時間10時間前 
大地震で道路にあちこち亀裂が生じているのに「俺は運転に自信あるし、このバスは

最新型だからだいじょうぶだ」といって停止せずに走り続ける運転手がいたら、乗客

は「こいつ狂っている」と思うだろう。中国の軍事的脅威は大きく見積もるが、原発

事故のリスクは無視する政府は、本当は何をしたいのか。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
九州で、こんな状態になってるのに、

https://pbs.twimg.com/media/CgIkRLJUUAAgCrz.jpg
さっきの緊急会見で「菅 官房長官：　原発は問題ないと聞いてる。」みたいな、いつ
もの『問題ない』発言だけど、海外の人から見たら「日本は、なんで原発を緊急停止

しないの？クレイジーだ。」と言われるよね

sis_sis @sis_sis · 11時間11時間前 
「阿蘇山の大噴火が起こったらどうするんだ!?」という反原発の方には「安心してくだ
さい、阿蘇カルデラなどで破局的噴火が起きた際にはもれなく日本終了です。放射能

ではなく、火山灰で日本が終わります」と教えてあげたい。

てか、破局噴火が起きたら九州自体が消えるか、形が変わるだろう。

うちゃか @sayakaiurani · 11時間11時間前 � Los Angeles, CA 
「川内原発、伊方原発、玄海原発、異常がない」と報道してるらしいですが、もうお

分かりの通り本当に異常がある場合には日本政府はそのことは発表しません。（とり

あえず今在日米軍基地の友達に真実問い合わせてるけど、今は本当に大丈夫みたい

です）

amaちゃんださんがリツイート 
N.Murata @saitama1947mn · 12時間12時間前 
羊たちの沈黙　　最初の１４日熊本県地震は１５８０ガル、川内原発の耐震基準は1/3
の６２０ガル / 逝きし世の面影
https://t.co/8v0gN1rrHT

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
もし浅い震源の（ #九州南西沖地震）で、マグニチュード8.0クラスが起ったら、確実
に大津波が発生し、現在、稼働してる川内原発は福島原発と同じ結末になるよ。あと

、九州で想定外の噴火が起っても危ない。川内原発は緊急停止しておくべきだね。

https://pbs.twimg.com/media/CgIkRLJUUAAgCrz.jpg
https://t.co/8v0gN1rrHT


https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/700688579106721792

amaちゃんださんがリツイート 
あおてん農園 @aoten49003 · 12時間12時間前 
熊本大地震。16日未明の「本震」では、愛媛県八幡浜市保内町でも震度５弱を記録し
ています。ここから５ｋｍ西には伊方原発があります。原発を地震が襲うという事は

、決して絵空事や他人事ではありません。５年前の福一事故がそれを証明しています

。

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

伊藤謙二 @kj_ito · 13時間13時間前 
伊藤謙二さんがハッピーをリツイートしました

川内原発は外部からの送電が出来ているうちに冷温停止にもっていかないと、もしも

地震の直撃で外部電源喪失になったら、福島第一と同様メルトダウンになる可能性が

ある。どのタイミングで判断するのか… 
https://twitter.com/Happy11311/status/721149361661448192

小田嶋隆 @tako_ashi · 14時間14時間前 
空港が閉鎖で鉄道は運転見合わせで、送電が停止中でガスが供給中止になっている中

、高速道路が入り口閉鎖で焼肉屋もうどん屋も営業を断念しているのに原発は運転を

続行しているわけです皆さん。

山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 14時間14時間前 
大規模な余震が続いているのに、我慢比べのように原発を停止せず動かし続ける。「

異常なし」という発表はされているが「今のところは」という注記が要る。完全に狂

っているとしか思えない。国民の生命よりも、指導部の面子や政治的判断が優先さ

れる。 

内藤朝雄 @naitoasao · 14時間14時間前 
川内原発を止めることはできる。地震を止めることはできない

ダイヤ編成支援システム その筋屋【公式】 @Sujiya_System · 14時間14時間前 
地震が大分県の方にも広がってきています。

15日から現在までのデータをプロットすると、震源が有明海から瀬戸内海まで横断す
るような異常事態に見えます。（こんなのは見たことがありません）

四国の伊方原発まで広がらないことを願います。

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

junko @junko_in_sappro · 15時間15時間前 
「国民の発言禁止法」が今国会で成立へ〜政府批判は逮捕！

http://ameblo.jp/64152966/entry-12149869098.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgH7POHUEAE7gaa.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
赤尾ビンタ @BINTAKAO · 16時間16時間前 
阿蘇地方から大分まで延びた新しい震源域、別府湾を渡るとそこには伊方原発が

ある。#地震 #地震速報 #熊本 #阿蘇 #大分 #中央構造線 #原発
https://pbs.twimg.com/media/CgHcFDiUsAAgghg.jpg

しろくま @hontounokotoga_ · 16時間16時間前 
伊方原発は、まだ再稼働していなくても、燃料や使用済み核燃料はある。

　全電源喪失し、冷ませなくなれば、福一第４原発と同じ結果だ。また、水素爆発

する。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/700688579106721792
https://pbs.twimg.com/media/CgIOdHfUYAAkAIA.jpg
https://twitter.com/Happy11311/status/721149361661448192
https://pbs.twimg.com/media/CgIGtQcUMAAGrqk.jpg
http://ameblo.jp/64152966/entry-12149869098.html
https://pbs.twimg.com/media/CgH7POHUEAE7gaa.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgHcFDiUsAAgghg.jpg


amaちゃんだ @tokaiama · 16時間16時間前 
中央構造線の東進！

１６日０７時１１分頃大分県中部Ｍ５．３震度５弱

佐多岬半島の住民は緊急避難すべきだ

amaちゃんだ @tokaiama · 17時間17時間前 
4.14熊本県地震加速度は川内原発規制基準の３倍弱ー（植草一秀氏）
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/505.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 17時間17時間前 
すべてのマスコミ報道が「中央構造線」を一切書かない恐ろしいタブー扱いになって

いる理由は、この地図が鮮明に示している

とんでもない報道統制が行われている！

http://xn--nyqy26a13k.jp/wp-content/uploads/2016/04/CgCvfQIUIAAccxd.jpg健
康法.jp/wp-content/upl …

amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
「そうか、原発って異常が出てから停止させるのか。：きむらとも氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/19828.html#readmore …

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
こんな時でも原発事故は容赦ない。

東電福島原発からの風が、そろそろ太平洋岸に吹く予報となっています。

九州も。

https://pbs.twimg.com/media/CgHF3b3VIAATPIw.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
さんぽ猫 @sanponeko · 21時間21時間前 
さんぽ猫さんがLN BB-45をリツイートしました
原発事故が起きたら、車で避難するとか新幹線で避難するとか、再稼働の避難計画

で素っ頓狂なこと言ってたけど、現実はこうなんだってば！

https://twitter.com/BB45_Colorado/status/721025264751280129

amaちゃんださんがリツイート 
so　sora @sosorasora3 · 4月15日 
玄海原発、川内原発の場所も載ってる、九州の主な活断層の地図。めも 
・【熊本地震】気象庁「余震が1週間は続く」 阿蘇山の火山活動への影響は
http://www.huffingtonpost.jp/2016/04/14/kumamoto_n_9696722.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgDDDgSUUAI-9lB.jpg

島田雅彦 @SdaMhiko · 8時間8時間前 

川内原発を停止させる必要がないという自民党を停止させる必要がある。

http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/505.html
http://???.jp/wp-content/uploads/2016/04/CgCvfQIUIAAccxd.jpg
http://sun.ap.teacup.com/souun/19828.html#readmore
https://pbs.twimg.com/media/CgHF3b3VIAATPIw.jpg
https://twitter.com/BB45_Colorado/status/721025264751280129
http://www.huffingtonpost.jp/2016/04/14/kumamoto_n_9696722.html
https://pbs.twimg.com/media/CgDDDgSUUAI-9lB.jpg


（４月18日）　何を優先すべきか考えて行動してください。

【政府の力では皆様を守れません】／（あの）気象庁が「過去に

例がない地震活動です」と会見で連日、ゲロってる。

2016年4月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

　

NHKニュース� 認証済みアカウント � @nhk_news · 20 分20 分前 
【速報 JUST IN 】熊本 産山村の全域に避難勧告
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160419/k10010487681000.html … #nhk_news

https://www.youtube.com/watch?v=ohUbKy5XG4I
【合唱】　千本桜！！！

放射線被曝から子どもを守る会 @MiraieforChild · 2時間2時間前 
地震で川内原発がメルトダウンした場合の放射能汚染想定図

http://sekaitabi.com/sendaimeltdown.html …

きむらゆい @yuiyuiyui11 · 13時間13時間前 
NHKに電話をかけてください
0570-066-066
NHKは地震報道直後から九州の地図から鹿児島県を削除し、川内原発への注意を逸ら
す報道。

九州全体の地図を表示し、川内原発、玄海原発の位置と震度も明記するよう要請し

ましょう。 

T.HIRANOさんがリツイート 
kohana @tamio59 · 4月15日 
熊本に住んでる者です。

炊き出しをもらいに行った人がテレビ局の車が多すぎて車を停めれず貰えなかったそ

うです。

何を優先すべきか考えて行動してください。

https://www.youtube.com/watch?
v=xEhKWS53RfY&ebc=ANyPxKpw_NIaKO1EINLbxdRCm35xOAfKzl55tfktBH612LxZr6CToE65wodd49EAFZalW7impQbr2xkfcv7quWuLxB2NaKt3XQ
Simmering ZEN Girl - rerulili feat.miku&gumi / 一触即発☆禅ガール - れるりりfeat.初音ミク&GUMI 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4 分4 分前 
熊本地震

（あの）気象庁が「過去に例がない地震活動です」と会見で連日、ゲロってる。あの

気象庁が、言い始めた事の意味を、そろそろ真剣に考えた方が良いと思いますよ。あ

べさん。すぐには起らなくても、長期的には、日本列島の「形」を変えてしまうよう

な地震や噴火による深刻な地殻変動がある。

特務機関NERV @UN_NERV · 14分14分前 
【停電 熊本県で約２万２７００戸】
九州電力によりますと、地震の影響で停電しているのは、午後10時現在、熊本県内の
およそ2万2700戸となっています。
http://nerv.link/9YPtEk

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 44分44分前 

http://85358.diarynote.jp/201604190114263876/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604190114263876/
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160419/k10010487681000.html
https://www.youtube.com/watch?v=ohUbKy5XG4I
http://sekaitabi.com/sendaimeltdown.html
https://www.youtube.com/watch?v=xEhKWS53RfY&ebc=ANyPxKpw_NIaKO1EINLbxdRCm35xOAfKzl55tfktBH612LxZr6CToE65wodd49EAFZalW7impQbr2xkfcv7quWuLxB2NaKt3XQ
http://nerv.link/9YPtEk


テレビでも、やっと「中央構造線断層」の事を言い出してるけど、熊本〜大分にかけ

ての地震は、このライン。大昔に地震による地殻変動が起ってる九州から関東までの

巨大断層帯

https://pbs.twimg.com/media/CgU9RWKUIAA7BMF.jpg
国は「万がいち」と備えるのか？それとも「想定外でした」というのか？

天仙 @tensenten · 1 時間1 時間前 
『こんな民主主義国家、見たことが無い』

〜日本人は判断するための情報すら与えられていない

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303018&g=132108 ……

Hiroyuki Nisimura@hiroyuki_ni · 2時間2時間前 
震度7は世界的に大震災。避難者11万人。
『熊本・大分大震災』って呼べばいいのかな。。。

首相「消費税については、リーマンショック級、あるいは大震災級の事態にならない

かぎり、予定どおり引き上げていく。」

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160418/k10010487041000.html …

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
2011年3月以降に日本付近で発生した地震。
なんと 3961回
https://pbs.twimg.com/media/CgU-oxbVAAIfLlA.jpg
これで原発がどうのとか、気が狂ってる。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
（2014-12-17みんなが知るべき情報／今日の物語）
大間原発

危険な世界初フルＭＯＸ原発！

大間原発の耐震設計６５０ガル

岩手宮城内陸地震４０００ガル

どの原発も大地震が起きれば

原発の給水系は壊れメルトダウンする！

Mペッコさんへの返信 
クレア・アンジェラ @kurararan · 2 時間2 時間前 
@pecko178 @Nob_hsj こんばんは。大分の友人と話したのですが、スーパーなどにあ
る物資が少し不足してきているようだと。。

近隣県の流通の情況もあまり良くないようです。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【九州新幹線 運転見合わせ 2016年4月18日 21:03】
熊本地震の影響で、終日、運転を見合わせています。

原子力規制委員会 / NRA,Japan @gensiryokukisei · 2時間2時間前 
（続き）

1.原子力発電所
＜九州電・川内(PWR)＞
鹿児島県：最大震度３

薩摩川内市：震度２

１・２号機：運転継続中

・プラントの状態に異常なし。

・排気筒モニタ、モニタリングポストに異常なし。

（続く）

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
震源地：阿蘇山付近。　愛媛県：伊方原発付近・震度３

https://pbs.twimg.com/media/CgUqaQ4UEAEJZQy.jpg

https://pbs.twimg.com/media/CgU9RWKUIAA7BMF.jpg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303018&g=132108
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160418/k10010487041000.html
https://pbs.twimg.com/media/CgU-oxbVAAIfLlA.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgUqaQ4UEAEJZQy.jpg


とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 2時間2時間前 
どさくさに紛れて、なんてことを。。。稼働４０年超えて炉はボロボロなんだぞ

関電高浜1、2号、正式合格へ　老朽原発で新基準初

500円 500 @_ yen · 3時間3時間前 
自主的な避難所の集まった人が救援物資を手に入れられる情報を教えるのが、マスコ

ミの仕事だろうがｗｗｗまるで政府や自治体が悪いみたいなコメントしてるけど、政

府も自治体も情報は速やかに公開してるよｗｗｗマスコミはインタビューではなく、

有益な情報を伝える仕事をしろｗｗｗ #tvasahi

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【停電情報 2016年4月18日 19:58】
東京電力停電情報によりますと、神奈川県 藤沢市、大和市の約1,400軒で停電が発生し
ているということです。

http://nerv.link/Q6gxBZ

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 3時間3時間前 
【川内・伊方原発異常なし】

原子力規制庁によりますと全国の原発で唯一稼働している鹿児島県薩摩川内市の川内

原発１号機と２号機は地震による異常はなく運転を続けているということです。また

運転停止中の愛媛県伊方町の伊方原発は、地震による異常はないという情報が入って

いるということです。

佐藤利明 @toshiakis · 3時間3時間前 � Koto-ku, Tokyo 
佐藤利明さんが原発情報をリツイートしました

震度5強がまた起きました。
人心を考えてください。

もう、原発は止めてください。

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
"_Ninjya_
フクシマは２０００トンものウランが砕けて飛び散った

チェルノブイリは２トン

広島長崎原爆はわずか８５０グラムです

（フクシマは２００万個の原爆に相当する）

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

セシウムは大本営発の目くらまし

ウランは半減期４４億年"

松本梨香 @rica_matsumoto3 · 3時間3時間前 
「地震の時にブレーカーをおとしなさいょ…火事になるかもしれないから！」
と親から教わった。

電気をきるみたく、地震の時、とりあえず原発をとめるという事で、みんなが安心す

るならばした方がいいと思う。

何かあった時のための安全対策なんじゃないのかなぁ〜…

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
2011/11/29新聞記事＞【荒川区6.46μSv】
やっと測ったのにどうして真実を伝えないの？

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/31c2b9d2f2f39173fd0d8c85ccd0169c …
チェルノブイリ今でも人が住めない地域よりも

東京荒川区の放射線量の方が高い！！

チェルノブイリ原発近くで測定⇒毎時５．２４μSv

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【停電 熊本県で約２万４６００戸】

http://nerv.link/Q6gxBZ
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/31c2b9d2f2f39173fd0d8c85ccd0169c


九州電力によりますと、地震の影響で停電しているのは、午後7時現在、熊本県内のお
よそ2万4600戸となっています。
http://nerv.link/qkvrUM

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【ＪＲ鹿児島線 熊本〜荒尾 改めて運転再開】
地震の影響で運転できなくなっていた熊本県内のJRの在来線のうち、鹿児島線の一部
が18日午後6時10分に運転を再開し、熊本と福岡市の博多との間が在来線で行き来でき
るようになりました。

http://nerv.link/DS7u0m

tanaka kazushige @tanakakazushige · 4 時間4 時間前 
原発がないと運用できない？？？リニア中央新幹線 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=303421&g=132108 … … ＜狂気の計画＞

nagano isamu 4  · 1838136@時間4時間前 
熊本地震について今日友達から聞いたこと。

高速道路も止まった

新幹線も止まった

飛行機も止まった

電気も止まった

水道も止まった

バスも止まった

しかし、なぜか一番危険な原発だけは止まらない

本当にこの通りです。大地震が起きたら避難計画は絵に描いた餅という事

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【停電 熊本県で約２万５６００戸】
九州電力によりますと、地震の影響で停電しているのは、午後6時現在、熊本県内のお
よそ2万5600戸となっています。
http://nerv.link/fDAPCz

Carnot1824 @Carnot_1824 · 5時間5時間前 
なんとも凄いタイミングで。原子力規制委員会は平常運転ですな。 / “関電高浜1、2号
、正式合格へ　老朽原発で新基準初　 - 共同通信 47NEWS” 

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【ガスの供給取りやめ 熊本県で約１０万５０００戸】
熊本県内に都市ガスを供給している西部ガスによりますと、今回の地震を受けて都市

ガスの供給を取りやめているのは、熊本市や合志市など7つの市と町でおよそ10
万5000戸に上っています。
http://nerv.link/2tQxI2

ナオリン（脱原発に１票） @nm19553305 · 6 時間6 時間前 
ナオリン（脱原発に１票）さんが曽我逸郎をリツイートしました

川内原発からの風向きは１年のうち７割が西・西南・南である。フクイチの場合ほと

んど太平洋へ流れた放射能が陸地（九州全域、四国、関西方面）へ流れる。どんな避

難計画を作っても避難先がどこにあるのか、という話。離島や沖縄、韓国、中国しか

ない 

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【携帯電話 熊本・大分の一部でつながりにくい状況】
一連の地震による停電などの影響で、16日から熊本県や大分県の一部の地域で携帯電
話がつながりにくい状況になっています。

http://nerv.link/bi5Zt3

amaちゃんださんがリツイート 

http://nerv.link/qkvrUM
http://nerv.link/DS7u0m
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303421&g=132108
http://nerv.link/fDAPCz
http://nerv.link/2tQxI2
http://nerv.link/bi5Zt3


おしどり♀マコリーヌ @makomelo · 7時間7時間前 
とりいそぎ、まとめました。東電会見にダッシュなう→熊本地震の長周期地震動は、

川内原発の評価基準を超えていた！！

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【九州新幹線の被害 熊本県内で１３０か所に】
今回の地震を受け、JR九州が九州新幹線の設備の点検を行ったところ、線路の回りに
設置された防音壁が落下しているのが新たに30か所見つかり、熊本県内の新幹線の被
害はおよそ130か所に上りました。

木野龍逸 (Ryuichi KINO) @kinoryuichi · 8時間8時間前 
交通網、ライフライン寸断　熊本地震 救助に支障の恐れ　日本経済新聞
http://ow.ly/4mNrOh 
▽２日前の記事ですが、自然災害と原発事故の複合災害、石橋教授が「原発震災」っ

て呼んだものの正体がこれですね。生活インフラが寸断された中での広域避難は、ム

リです。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【ＪＲ鹿児島線 熊本〜荒尾 再開直後に運転見合わせ】
18日午後に運転を再開したJR鹿児島線は、熊本駅構内で点検が必要な場所が見つかっ
たため、運転再開から30分後の午後2時前に、再び熊本と荒尾の間の運転を見合わせま
した。

http://nerv.link/mnsdWT

junkoさんがリツイート 
Ｆｕｋａ－ｋｕ @FoxTwoThree · 8時間8時間前 
(；ﾟДﾟ)
おかしいぞ！

京都はヘリコプターだらけ？

何が起きてるんだ？ http://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=226010134430923&id=100010658132814 …

junkoさんがリツイート 
さかなちゃん☆ウクレレ歌人←β崩壊 @sakana20001 · 8時間8時間前 
避難についておさらいしときましょう。　再稼働が始まった川内原発の万一の「避難

計画」が適当すぎ - NAVER まとめ

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【熊本駅の柱に亀裂、乗客を避難】

JR九州によると午後2時ごろ、熊本駅ホームの柱に亀裂が見つかった。駅を閉鎖し、乗
客らを避難させた。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【熊本市の避難所でノロウイルス患者 衛生状態悪化か】
熊本市内の２か所の避難所でおう吐や下痢の症状を訴えた合わせて２人からノロウイ

ルスが検出され、熊本市は避難所の衛生状態が悪化しているおそれがあるとして感染

防止の対応を急いでいます。

http://nerv.link/5JYHaU

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 9 時間9 時間前 
名無し：04/18 14:43
金子勝 masaru_kaneko
避難勧告が24万人に膨れ上がっている。だが、テレビは自衛隊の派遣人数を増やした
という中谷防衛相の声ばかり伝え、蒲島熊本県知事をはじめ地元の自治体の要望や声

が届いてこないのはなぜだろうか…

山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 10時間10時間前 

http://ow.ly/4mNrOh
http://nerv.link/mnsdWT
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=226010134430923&id=100010658132814
http://nerv.link/5JYHaU


今年2月20日付の東京新聞が報じた「福島第一原発事故が最悪の事態に発展した場合に
出す予定だった首相談話の草案」。今の政府対応を見ていると、この草案はまだまだ

必要だと思い知らされる。ただし「政府の責任を認めて謝罪」は削除されるだろう。 
https://pbs.twimg.com/media/CgTMJStUIAUsp53.jpg

cmk2wlさんがリツイート 
chouetteシュエット @furotuku · 10時間10時間前 
@RieMatsuda @kappel0208 ひとつひとつ、父兄がはっきりした意見で事例を積み上
げてゆくことが大切ですね。うちも、被爆の危険があるので、とはっきり言って欠席

したりしています。わからないという先生には説明しています。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【江ノ島電鉄線 運転再開 2016年4月18日 13:49】
長谷〜由比ケ浜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、

13:45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。

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
メルマガ読者から

「13日〜14日東京でしたが、急病人による電車遅延や車内放送に驚き、それ以上に、
知人の老化に驚き、めまいがひどいという話に健康被害が広がっていることを実感し

ました。」

きっこ @kikko_no_blog · 10時間10時間前 
原子力規制委員会の田中俊一委員長は「川内原発周辺でカルデラが噴火したら、九州

の700万人が焼け死に、全国では1億2000万人が亡くなる。そういう状況なのだから原
発に核燃料が残っていてもいなく ても同じことだ」と言い放った人物です。こんな人
物に原発の安全性など審査させられません。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【熊本県内 約３２万５３００世帯で断水】
今回の一連の地震の影響で熊本県内では午前11時現在、少なくともおよそ32万5300世
帯が断水しています。

http://nerv.link/jgTWG4

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【停電 熊本県で約３万戸】
九州電力によりますと地震の影響で停電しているのは、午後1時現在、熊本県内のおよ
そ3万戸となっています。
http://nerv.link/O9kclZ

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【2016年4月18日 13:35 NHK】
川内原発の運転継続問題なし 今後の影響を注視
http://nerv.link/Y9tGGM

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【益城町の避難所に生ごみが山積み 処理が課題に】
熊本県益城町では、相次ぐ地震のあと廃棄物の処理ができず、壊れた住宅のがれきや

避難所の生ごみの処理が課題となっていて、生ごみが山積みされた避難所では、衛生

面を心配する声が強まっています。

junkoさんがリツイート 
こたつぬこ @sangituyama · 11時間11時間前 
不思議ですよね。安倍は震災前には「TPP審議は強行にすすめない」と言っていた
のに、震災後には無理やりすすめはじめた。おかしい

TPP審議10日ぶり再開＝民進は地震対応ただす（時事通信） - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160418-00000029-jij-pol … #Yahooニュース

https://pbs.twimg.com/media/CgTMJStUIAUsp53.jpg
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160418-00000029-jij-pol


特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【停電 熊本県で約３万４３００戸】
九州電力によりますと地震の影響で停電しているのは、正午現在、熊本県内のおよそ3
万4300戸となっています。
http://nerv.link/quCZMh

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【熊本 水漏れは連絡を】
きのうまで市内の１２万世帯あまりで、断水が続いていた熊本市で、市上下水道局が

けさから市内全域でいっせいに試験的に通水を始めたところ、各地域で大量の水漏れ

が起きているということです。

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 11時間11時間前 
熊本地震　非常食を９０万食から１８０万食に倍増へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160418-00000525-san-pol …
３１１以降作られた食品の可能性が高い。つまりベクレている可能性がある。食った

ら「生きた屍」になってしまう、例の非常食の事だ。３１１時の非常食はそんな事は

なかった。何が起こるのか

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【停電情報 2016年4月18日 12:13】
東京電力停電情報によりますと、東京都 東久留米市の約1,200軒で停電が発生している
ということです。

http://nerv.link/SwVVol

きむらゆい @yuiyuiyui11 · 12時間12時間前 
大地震が起きても原発ひとつ止めることができない安倍政権はこの機に乗じて、米軍

からの援助と称してオスプレイでの救援物資輸送を許可し、緊急事態条項の成立を目

論んでいます。

現在の災害対策法で充分対応できるのに、また国民を騙そうとしている 
https://pbs.twimg.com/media/CgStTD5UIAAfC_9.jpg

天仙 @tensenten · 12時間12時間前 
アメリカが「エボラウイルス」の知的所有権を持っている

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302845&g=132108 ……

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
＜関東・東北豪雨＞浸水域で脳卒中急増　茨城・常総

「昨年９月の関東・東北豪雨で、鬼怒川の堤防が決壊し浸水被害を受けた茨城県常総

市の地域で、被災後の１カ月間に脳卒中で入院した患者数が前年のほぼ同時期と比べ

約４倍に増えていた…」毎日新聞
川底の泥が高濃度に汚染されている。

Nob @Nob_hsj · 12時間12時間前 
RT
朝から緊急停止ボタン→車内点検→緊急停止ボタン→急病人→緊急停止ボタン…すご
いな、月曜日(°▽°;;)
9:10 - 2016年4月18日

きむらゆい @yuiyuiyui11 · 12時間12時間前 
きむらゆいさんがらぶ〜帰ってきた新妻メタル〜をリツイートしました

☆重要☆

原発を稼働したまま事故になれば、高温高圧のままですから、30秒でメルトダウンし
ます。その後はフクイチ同様になります。

止めておけば、圧力も温度も下がりますので、水さえ入れることができれば過酷事故

http://nerv.link/quCZMh
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160418-00000525-san-pol
http://nerv.link/SwVVol
https://pbs.twimg.com/media/CgStTD5UIAAfC_9.jpg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302845&g=132108


にはなりません。 

Nob @Nob_hsj · 12時間12時間前 
RT
最近常磐線は毎朝急病人救護してるみたいだけどあの沿線疫病でも発生してるのか？

8:51 - 2016年4月18日
あの辺はホットスポット多し！

中沢けい @kei_nakazawa · 13時間13時間前 
邪推　→　熊本・九州地震。激甚災害指定をすると川内原発や伊方原発を問題視され

るから、指定したくないって心理が政府側に働いているのかなあ。

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 13時間13時間前 
「オレンジ色の光情報も　自衛隊機消息不明 4/6」…隊員発見時、一旦六人発見も一人
に修正。収容された自衛隊員は鹿児島県鹿屋市の海上自衛隊鹿屋基地に運ばれた。遺

体は毛布に包まれ白い防護服の隊員らが運んだらしい。熊本地震の１周間前の事だ

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

amaちゃんださんがリツイート 
ちゃんかをり @___at43 · 15時間15時間前 
阿蘇でも消防団のはっぴを来た人が

家に来て家を見せてくださいって言って

家の中に入って盗難をすることが

起きているらしいです 。
家の中にいても用心して

鍵をしめておいて下さい！！

#熊本地震 #阿蘇 #拡散希望

nami @Ft_nami · 13時間13時間前 
友人からの言葉です、許可を得てます。

余計なことをされるのであれば

騒音を立てて熊本まで来て、生きるのに

必死な方の邪魔しないでください。

避難場所足りないんですわかってますか？

東京の報道に憤り感じる

#報道ヘリ #熊本地震

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 17時間17時間前 
名無し：04/17 22:08
2016年4月12日
白内障手術、７０－８０歳代が多かったが、じわりと若くなってきた印象。 昨年両眼
の白内障手術をうけた30歳代の患者さんと雑談してたら 「最近、僕の周りにも若いけ
ど白内障になった人がちらほらいるのです」 
F1から３００ｋｍ圏

amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
ますます深刻化する健康被害 (7) 　まわりで何人も倒れたのは何かの呪いではありま
せん。被ばくです 
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/504.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
【報道特集・サンモ二】専門家「日奈久断層の南側ではまだ地震の可能性」 
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/15707健康法.jp/archives/15707 
そこに川内原発があるんだよ

https://t.co/2rbZssu9PA

https://pbs.twimg.com/media/CgSpAfUUkAAMUeh.jpg
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/504.html
http://???.jp/archives/15707
https://t.co/2rbZssu9PA


junkoさんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 4月17日 
安倍晋三が、屋内避難場所の確保を指示と。官邸の見栄より、現地の命あっての物種

、だよ。これだけ大型余震が続き、余震で家屋が潰れて死んだ人も多い。阪神淡路

でも、車の中で寝た人が多かった。官邸は何もわかっていないね。震度4が連続して起
きる恐怖を。避難先でも壁に罅が入っているのだ。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4月17日 
名無し：04/17 08:36
11月の薩摩沖の地震の余震域の延長上で起きてる。川内沖が空白域になっとる。ど
うなっても知らんで

https://pbs.twimg.com/media/CgNYVDnUAAAj20G.png

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 4月16日 
古から、中央構造線が列島の要だということを知っていた日本人。地を収めるために

、神社を配置してきたのだろう。ところが、戦後のバカ日本人は、その上に川内と伊

方の核爆弾をわざわざ配置した。恐ろしいほどのバカだ。線直近では浜岡も含めて３

つだ

https://pbs.twimg.com/media/CgJ4WLkUIAEFL9n.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
nagoshi @KeisukeNagoshi · 4月16日 
仏ヴェオリアCEO、放射線量が低いゴミの処理を日本で始める計画を明らかに。
https://pbs.twimg.com/media/CgIDcbfUMAAu6ju.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=SRcYxc5Jf00&ebc=ANyPxKoNP96NICN_WLmk4wjhfDO_OWg9sCCum28gOk9sjf4J_HyQa4OadViDY1Gqnytmkfb-
Y-7OaBS4AWG8Dg1nMInBO0BtYQ
Kotonoha Karma - rerulili feat.miku&gumi / 言ノ葉カルマ - れるりりfeat.初音ミク&GUMI 

Nob @Nob_hsj · 3時間3時間前 
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 …

https://www.youtube.com/watch?v=JPBtIsoKTxk
【合唱】ワールズエンド・ダンスホール / World’s End Dancehall - Nico Nico Chorus 

しょうこ@スパコミ5/4む01a @shokooka · 3時間3時間前 
ちなみに今使っている携帯はソフトバンクのお店に行った時「特に好評でもなかった

けどまた付けました！放射能測定器！」って言ううたい文句で売られていたので買い

ました！地震アラームはスマトラ島周辺しか知らせてくれません！今すぐ捨て

たい！！！！！！！！！！

https://www.youtube.com/watch?v=zCIvhQd2LRI&feature=youtu.be
オマエらは絶対に間違っている　あべりょう 

久枝しずく @ippaitaberu_19 · 6時間6時間前 
福島の人たちは地震がおさまっても

放射能があるから、
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もう2度と家には帰れないってこと忘れないでください。
電気が使えないのと、

故郷に一生帰ることができないのと、

どっちが辛いでしょうか。

私は後者だから原発は止めて欲しいです。

https://www.youtube.com/watch?v=oCGd6aatd_s&ebc=ANyPxKprLf787gmJXiKZ-
J9MgZ7Cw1TBlzI_VZffWZ0K025CnGdEqNtfRlXgV2lilJf64OFBclt7ygF6o4_hWVXRZuq6LcWcbQ
【合唱】天ノ弱【女性７人】

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月19日1:21
　

ひよこ豆 @ywheyseyko · 18時間18時間前 

【拡散希望】報道人の皆様へ。

 
避難している私達はご飯もろくに食べれません。冷たい床でみんなで雑魚寝しています。なのに

あなた達は、そんな私たちの前で平気で豪華なお弁当を食べ、寝てる姿を撮るからと夜中にライ

トで照らし、報道ヘリの音で救助する方の声も聞こえません。

 
いい加減にして。

 

https://www.youtube.com/watch?v=oCGd6aatd_s&ebc=ANyPxKprLf787gmJXiKZ-J9MgZ7Cw1TBlzI_VZffWZ0K025CnGdEqNtfRlXgV2lilJf64OFBclt7ygF6o4_hWVXRZuq6LcWcbQ
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（４月18日）　商船三井フェリー、大洗〜苫小牧の19日夕方便に充当予定だった「さ
んふらわあ ふらの」を欠航させて熊本に回航し、避難者の宿泊施設として提供。

http://85358.diarynote.jp/201604190124214656/

【注意喚起】ボランティアに行くのは危険！／被災者に「アパマ

ンショップ」が無償で空室を貸し出す。

2016年4月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

朱鷺（shuro） 1009@alice · 15時間15時間前 
【注意喚起】ボランティアに行くのは危険！熊本地震で異例の注意呼び掛け！「災害

ボランティア控えて」 http://saigaijyouhou.com/blog-entry-11046.html …
「募金なども募集しているので、現地活動以外の方法で支援をやってみましょう」

https://www.youtube.com/watch?
v=b2GJcYBoVyg&ebc=ANyPxKpIVHdHT4I4F2NaaAoSjCg_HBRMrOTK9QhZgIeYCCIErrIWqXWKf1OKbKB3nShZOHJwKbpn2uwpv40qUOcbo4kqhaUkGw
At God’s Mercy - rerulili feat.Vocaloids / 神のまにまに - れるりりfeat.ミク&リン&GUMI 

咲村珠樹 SAKIMURA Tamaki @SabreF86 · 53 分53 分前 
商船三井フェリー、大洗〜苫小牧の19日夕方便に充当予定だった「さんふらわあ ふ
らの」を欠航させて熊本に回航し、避難者の宿泊施設として提供するのか。これはす

ごい決断したなぁ。#熊本地震
http://www.sunflower.co.jp/ferry/information/log/20160418.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgVVzTPUAAM4U4z.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【熊本空港 あすから運航再開へ】
地震の影響ですべての便が欠航している熊本空港について、19日から、全日空、日本
航空、それにソラシドエアは一部の便で運航を再開することになりました。

http://nerv.link/bpOsPU

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
避難所が足らない

家が崩壊してなくても、数分おきに起る地震で「いつ家が壊れるか？の恐怖で自宅を

出る」そういう人達は「指定避難所」以外に避難する場合があるので、そうなると「

指定避難所」ではないので、食料、水が不足状態

ほとんどの民放TVは通常放送。こういうのを報道すべきじゃないの

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【熊本県内 約９万７０００世帯で断水】
今月14日から相次いで発生した地震の影響で、熊本県内では18日午後8時現在、少なく
ともおよそ9万7000世帯が断水しています。
http://nerv.link/GcTNJo

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【携帯電話 熊本・大分の一部でつながりにくい状況】
一連の地震による停電などの影響で16日いから熊本県や大分県の一部の地域で携帯電
話がつながりにくい状況になっています。

http://nerv.link/xBifIB

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
地盤のほか、建物や構造物も傷んでいます。少しの揺れでも建物や山の斜面、崖が崩

落するおそれもあります。

夜ですから、周りによく注意をして靴を履く、ヘルメットをかぶるなど安全を確保し

てください。

http://85358.diarynote.jp/201604190124214656/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-11046.html
https://www.youtube.com/watch?v=b2GJcYBoVyg&ebc=ANyPxKpIVHdHT4I4F2NaaAoSjCg_HBRMrOTK9QhZgIeYCCIErrIWqXWKf1OKbKB3nShZOHJwKbpn2uwpv40qUOcbo4kqhaUkGw
http://www.sunflower.co.jp/ferry/information/log/20160418.html
https://pbs.twimg.com/media/CgVVzTPUAAM4U4z.jpg
http://nerv.link/bpOsPU
http://nerv.link/GcTNJo
http://nerv.link/xBifIB


今後も余震に十分注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
地盤が緩んでいるところでは、土砂災害に十分注意してください。

山の斜面からできるだけ離れてください。

佐藤龍一 @RyuichiSato · 3時間3時間前 
熊本刑務所が施設の一部を開放、被災した近隣住民約150人を受け入れている。刑務所
が災害時に住民の避難場所になるのは初。「水や食料が十分にあり、避難者がいる限

りケアを続けたい」

え？と思ったが「職員用の武道場を開放」という話だった。一方エクアドルでは刑務

所から囚人100人が脱走。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【気球で電波を中継 携帯電話の通信状況を改善】
地震の被災地で、救助や支援の活動にあたっている人たちのために、大手通信会社が

、福岡と熊本の県境の山あいに電波を中継する機材を積んだ気球を浮かべて、携帯電

話の通信状況を改善する対応を取りました。

パリミキ・メガネの三城 @meganeparismiki · 6時間6時間前 
「熊本地震」でメガネを破損したり、持ち出せなかった方に、応急的（左右同度数）

にご使用できる支援用メガネを用意してます。

避難生活中メガネでお困りの方は、メガネの三城熊本本店まで。

・096-385-1711　10:00〜18:00 

961べんべん @benben_c70 · 6時間6時間前 
阪神淡路大震災の時神戸に下宿していたので見舞金の受領対象者になった。

実家に避難しており正直受け取るのは憚られるなぁと思っていたら親父から「受け取

って来い」と言われた。

「今困ってない俺は受け取られへん」と言うと親父は「違う、全部神戸で使って来い

」と回答した。

金が経済を廻す

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【2016年4月18日 16:23 NHK】
熊本〜阿蘇の道路状況改善 国道５７号のう回路開通
http://nerv.link/VezXGu

佐藤賢一の中の人 @ke_1sato · 7時間7時間前 
「え？フェリー？」と思われるかもしれませんが、船は基本的にその中で生活が完結

します。医務室もあるので、医療支援も出来ます。最高の避難所です。

amaちゃんださんがリツイート 
フィフィ @FIFI_Egypt · 7時間7時間前 
��熊本地震の被災者に「アパマンショップ」が無償で空室物件を貸し出すと発表 
アパマンショップ緊急対策本部

電話番号：03-3231-8056

ちぃ @chikapsmap · 13時間13時間前 
朝から愚痴をすいません。熊本の被災地がすごく大変なのもわかりますが、大分県内

も被害あり、余震も続いてます。でも地震速報も出ません。別府市内不気味な突き上

げと揺れ、地鳴りがしてます。被害、避難状況も流れません。不安な夜を過ごしてる

人が大分県内にもたくさんいることを報道してもらいたい

T.HIRANOさんがリツイート 
雄大 826@Yudai · 4月15日 
となりの家全壊しとる…
生き埋めって怖いなと改めて思いました。

https://pbs.twimg.com/media/CgHsk1vUUAAaiUH.jpg

http://nerv.link/VezXGu
https://pbs.twimg.com/media/CgHsk1vUUAAaiUH.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【ＪＲ鹿児島線 熊本〜荒尾で運転再開 博多とつながる】（続き）
これにより、熊本と福岡市の博多との間が在来線で行き来できるようになりました。

（2016年4月18日 13:39 NHK）

朱鷺（shuro） 1009@alice · 11 時間11 時間前 
松原湖高原農場 | 長野県の農業求人 | 第一次産業ネット
http://www.sangyo.net/job/detail/3824 
「野菜の植え付けが始まる3月下旬より収穫が終わる10月頃まで、当農場で野菜生産全
般のお手伝いをしてくれる期間限定のアルバイトスタッフを募集いたします」

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
農業求人サイト | 第一次産業ネット @sangyonet · 11時間11時間前 
家賃無料！食事付き！働いたお給料が全て貯金できる高原野菜アルバイト！！この夏

は長野県の大自然に囲まれた環境の中で、心地よい汗を流しませんか？近くに温泉も

あります☆http://www.sangyo.net/job/detail/3824

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
中川寝子 @NakagawaNeco · 4月16日 
動物愛護団体「ドッグレスキュー熊本」

が、昨夜の地震で一時的に飼育できなくなった犬の預かりを実施。

https://m.facebook.com/%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E5%9B%A3%E4%BD%93-
%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E7%86%8A%E6%9C%AC-
309331825760348/ …

https://www.youtube.com/watch?
v=urF_AbehXFU&ebc=ANyPxKpIVHdHT4I4F2NaaAoSjCg_HBRMrOTK9QhZgIeYCCIErrIWqXWKf1OKbKB3nShZOHJwKbpn2uwpv40qUOcbo4kqhaUkGw
I love you - rerulili feat.HatsuneMiku / 愛してる - れるりりfeat.初音ミク

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
2011.3.16の朝には
マスクをしながら新幹線で西に逃げた。

車内には

青ざめた顔をした外国人が、

座席からあふれて

たくさん通路にいたのを見て、

「ああ、外人には本当の情報が

　伝わっているんだな」と思ったよ。

https://www.youtube.com/watch?v=t-QSmNReDyI&list=PLB0BBC74F292CA5CA
①神曲と呼ばれるアニソン集Kamikyoku 

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 4月17日 
残念ながら、誰一人として３１１前の生活に戻る事はできない。泣けど叫べど、何し

ようと無理だ。熊本の度重なる地震に遭い怯えるおばさんが「早く元の生活に戻り

たい」と懇願してたが、可哀想だけれどもそういう事じゃない。一義的には放射能ま

みれは拭えないという事だがそれだけじゃないのが辛い所

安保 多稼士 @AmboTakashi · 2時間2時間前 
「高熱が免疫力を上げガンを治す」事を知ってから、インフルエンザになりたいと願

った。願いが叶い４月１日にインフルエンザ発症した。勿論、医者など行くわけは

ない。スムージーとウィダーインゼリー、そして「デコポン」のみの摂取で固形物を

http://www.sangyo.net/job/detail/3824
http://www.sangyo.net/job/detail/3824
https://m.facebook.com/%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E5%9B%A3%E4%BD%93-%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E7%86%8A%E6%9C%AC-309331825760348/
https://www.youtube.com/watch?v=urF_AbehXFU&ebc=ANyPxKpIVHdHT4I4F2NaaAoSjCg_HBRMrOTK9QhZgIeYCCIErrIWqXWKf1OKbKB3nShZOHJwKbpn2uwpv40qUOcbo4kqhaUkGw
https://www.youtube.com/watch?v=t-QSmNReDyI&list=PLB0BBC74F292CA5CA


一切摂らず、一週間で治した。

朝日新聞(asahi shimbun） @asahi · 2時間2時間前 
エコノミー症候群、７２時間超で増加　足首回すのが有効

https://t.co/r68bwT4o2z

あゆみ少尉( *・ω・)ゝ @Amuayumi · 3 時間3 時間前 
究極の健康法！　ふくらはぎマッサージのまとめ - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2137452232702962701 …
#避難生活 #熊本地震 
エコノミー症候群にならないように

junko @junko_in_sappro · 14時間14時間前 
札幌のバスセンター前駅にある

やぶ医者デンタル・クリニックで跡形も無くグチャグチャにされた歯の

修復に西日本に行っていた

こんなになると、スペシャリストを頼るしかない

西日本っていいな、移住したいな・・・と思っている時に

どかーーんと「地震」が

札幌でも地面が硬い我が家に定着かぁ

おかえりなさい…（＾＾；）…☆

削除 / Sakuzyo@春M3え23b @sakuzyo_skz · 3時間3時間前 
パジャマを裏返しにずっと着てたことに今更気がついてたので、パジャマ裏返し健康

法を実施していたということにして自分を慰めてる

病は気学から！

tane �� ..� � �� @analogobasan · 4時間4時間前 
あまりに余震が続くので　たしかにこれはおかしいし

カラダも心もまいってしまうから

いちど県外に出たほうがいい

移住とかでなくても　一時避難ということで

ゆっくり眠れる場所を　すべての県民に提供すべきだ

坂口恭平さんへの返信 
riffraff リフラフ @riffraff_n · 8時間8時間前 
@zhtsss 
逃げるルートじゃないですが「逃げ先」の情報です。

◎随時更新中◎【熊本震災被災者向け福岡の無料宿泊施設情報】〈熊本・大分被災者

に向けた福岡県内の無料宿泊施設のお知らせです。〉

うちゃか @sayakaiurani · 4月16日 � Los Angeles, CA 
熊本の人が3.11の時に東北から移住してきた人たちが率先してみんなを励ましててくれ
てありがたいって呟いてる。「移住は大げさな」って少し思ってた当時の自分を全力

でぶん殴りたいそうです。

あおてん農園 @aoten49003 · 4月16日 
中央構造線とフォッサマグナはいつかは動く。絶対に避けられない。こんな国に原発

を作って来たのは正に狂気で、今更何を言っても後の祭り。3.11から５年を経て、日本
人は福一の放射性物質を蓄積し続けた。それは何れ炸裂する。地震を心配するあまり

、被爆対策がおろそかにならないよう充分に注意。

https://t.co/r68bwT4o2z
http://matome.naver.jp/odai/2137452232702962701


（４月19日）

http://85358.diarynote.jp/201604200143005174/

なぜ防護服なの／福一の情報が完全に消されて

る／地震、伊方原発付近／このタイミングで伊

方の再稼動の報道／泊原発の再稼動も近々決ま

るらしい。

2016年4月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

Sevenさんへの返信 
くりえいと @kurieight · 2時間2時間前 
今日の夕刊　エコノミークラスで１人死亡と１面全面遣ってべた白抜き文字で煽る

煽る・・・で、なぜか防護服 　なぜ防護服なのか　現地で何が提供され、どんなスポ
ット線量なのか　@aegis369
https://pbs.twimg.com/media/CgaMBEXUYAAX6xw.jpg

しょうちゃん @ULYSSES_LOVE2 · 3 時間3 時間前 
しょうちゃんさんがバロンをリツイートしました

http://85358.diarynote.jp/201604200143005174/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604200143005174/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160420/85358_201604200143005174_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160420/85358_201604200143005174_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160420/85358_201604200143005174_3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgaMBEXUYAAX6xw.jpg


最近私は、福一の情報が完全に消されてるみたいなんで、ホントは福一もう駄目なん

だと思っています。既に日本終わった。

https://www.youtube.com/watch?v=dcpJZRBEmkM
RSRF2002 Life goes on 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11分11分前 
熊本地震と「今日の伊方原発再稼働の決定」

https://pbs.twimg.com/media/CgafIhKUEAA-JwM.jpg
アタマおかしい人達としか思えない。国民から条件がある。もし事故があったら「再

稼働OKを出した人の全員」が責任を取るべき。今回の地震は「中央構造線断層」の地
震で、昨日も伊方原発付近で起ってる

obatyan @obatyan1 · 55 分55 分前 
この５区の補選で自公が勝ったら

泊原発の再稼動も近々決まるらしいという

うわさが聞こえてきた

泊が事故ったら札幌までは直線距離で６０km
そしてそこは避難者受け入れで動けない場所

#イケマキ
#イケマキなう 
#泊原発再稼動反対

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
ダブル選挙なんて、できる訳がないよなぁ

観測史上初の異常な地震活動が続いてる熊本地震で、家が崩壊してしまった人がたく

さんいて、危機的な状態なのに、巨額が使われる選挙なんて、のんきにやってたら、

海外メディアが「阿呆ですか？日本は？」と、ロイターとかに全世界に向けて報道さ

れちゃうよ

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【停電 熊本県内で約６５００戸】
九州電力によりますと、地震の影響で停電しているのは、午後10時現在、熊本県内の
およそ6500戸となっています。
http://nerv.link/DwZZhn

https://www.youtube.com/watch?v=dcpJZRBEmkM
https://pbs.twimg.com/media/CgafIhKUEAA-JwM.jpg
http://nerv.link/DwZZhn


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
熊本地震。

こないだから現地の若い人たちが「泥棒、強姦、詐欺に注意して！」とTWしてる人が
、たくさんいて、それに対して「デマだろ」と言ってた人もいたけど、やっぱり現地

では窃盗などの犯罪が増えてるみたい。とんでもないよなぁ。

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
チェルノブイリ原発から

1300km離れたトルコ北東部にある
メカーレスキリット村では、

事故翌年の1987年に生まれた
17人の子供全員が
90年代後半に白血病でなくなった。
(エビデンスに基づく考察 2011.08.28)より

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
2011年3月12日の出来事
南相馬市

『夕方３時過ぎかしら…
病院に薬もらいに行こうと歩いてたら

突然どぉーーんって音が

そのまま歩いてたのよ

銀色のキラキラした

繊維質のようなものが降り出した

あたし確実に被曝してるわよ』

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
水式空気清浄機の水が、ここ数日間で黄色くなったという方は？

neko-aii @neko_aii · 3 時間3 時間前 
"teadranker 2013年7月　神奈川県川崎市
先日、職場のレクで

同じテーブルの人のお子さんが

川崎病と診断された。

その後ろにいた方のお子さんも

病院にいくと



川崎病の子供が増えたと言われるそうで

上司の知り合いの息子さんは

心筋梗塞で病院に担ぎ込まれた"

平野大輔 @daisuke_hirano · 4時間4時間前 
地震多発の

このタイミングで

伊方の再稼動の

報道

恐ろしい

国に

僕たちは

住んでる

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160419-00000082-nnn-soci …

neko-aii @neko_aii · 4時間4時間前 
2012-07-24
現在1ミリSv以上の汚染状況は
北は盛岡から、南は東京全域

千葉の半分を含む広大な面積です。

5ミリSv以上の汚染は、
福島県のほぼ全域を含み、

茨城、栃木や、東京などでも

ホットスポットが多数含まれる。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【携帯電話 熊本や大分の一部でつながりにくい状況】
一連の地震による停電などの影響で、今月16日から熊本県や大分県の一部の地域で携
帯電話がつながりにくい状況になっています。

http://nerv.link/KiNylG

菅野完 @noiehoie · 4時間4時間前 
「緊急事態だから、政府の活動が円滑に進むように、財産権とか表現の自由とかの基

本的人権を一時的に停止するお！！！」って事態と、「地震だけど、原発を停止する

必要性はないお！！！」って事態が並立する世界。。。ってのが、どう考えても想像

できない。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160419-00000082-nnn-soci
http://nerv.link/KiNylG


ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 4時間4時間前 
【川内原発は通常どおりに運転 九州電力】九州電力によりますと、震度２を観測した
鹿児島県薩摩川内市にある川内原子力発電所では、午後８時５４分現在、地震による

異常はなく、１・２号機ともに通常どおり運転を続けているということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【停電情報 2016年4月19日 19:53】
東京電力停電情報によりますと、茨城県 土浦市の約900軒で停電が発生しているという
ことです。

http://nerv.link/xp0Ufk

無外流の狼 @miburou3 · 5時間5時間前 
原子力規制委員会は１９日、四国電力伊方原発３号機の再稼働の前提となる審査を全

て終了したと発表した。

※この状態で？しかもこんなにテキトーな避難計画で？？ホント、原子力規制委って

何考えてんだか…ア◯なんちゃう？と思うわ 
https://pbs.twimg.com/media/CgZvCg2UEAEzfw7.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgZvCg4UIAAEkcB.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【停電情報 2016年4月19日 18:37】
東京電力停電情報によりますと、千葉県 松戸市の約1,200軒で停電が発生しているとい
うことです。

http://nerv.link/SZFQzN

入月まゆ@LINEスタンプ販売中 @m_irizuki · 6時間6時間前 
さっき起きた震度5強が観測された地域、川内原発から距離約100ｋｍしかないよ！川
内原発からおばあちゃん家まで車で約30分…。誰か止めて〜！　#原発 #地震
https://pbs.twimg.com/media/CgZfOFgVIAAuVuy.jpg

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 7時間7時間前 
【川内原発は通常どおりに運転 九州電力】
九州電力によりますと、震度３を観測した鹿児島県薩摩川内市にある川内原子力発電

所では、午後５時５５分現在、地震による異常はなく、１・２号機ともに通常どおり

運転を続けているということです。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160419/k10010489071000.html …

http://nerv.link/xp0Ufk
https://pbs.twimg.com/media/CgZvCg2UEAEzfw7.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgZvCg4UIAAEkcB.jpg
http://nerv.link/SZFQzN
https://pbs.twimg.com/media/CgZfOFgVIAAuVuy.jpg
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160419/k10010489071000.html


ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 7時間7時間前 
【愛媛 伊方原発 地震による異常なし】 四国電力によりますと、愛媛県伊方町にある伊
方原発は運転停止中で、地震による異常はないということです。また、周辺の放射線

量を測定するモニタリングポストの値に異常はないということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【九州新幹線 新水俣〜鹿児島中央 20日運転再開へ】（続き）
一方、博多から新水俣までの間は依然として復旧のめどが立っていないということ

です。

（2016年4月19日 17:54 NHK）

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 7時間7時間前 
【玄海原発 地震による異常なし】
九州電力によりますと、佐賀県玄海町にある玄海原発は運転停止中で、地震による異

常はないということです。周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも異

常はないということです。

冨永 格 @tanutinn · 7時間7時間前 
今の地震で震度５強を観測した八代市から川内原発までの距離は、ざっくり東京〜熱

海くらいでしょうか。川内原発の震度は３で営業運転を続けています。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【地震 17:52】
［震度５強］熊本地方

［震度５弱］天草・芦北

［震度４］長崎島原半島、球磨地方

［震度３］福岡筑後、佐賀南部、長崎南西部、阿蘇地方、宮崎北部平野部、宮崎北部

山沿い、宮崎南部平野部、宮崎南部山沿い、薩摩地方、甑島

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【2016年4月19日 17:54 NHK】
九州新幹線 新水俣〜鹿児島中央 20日運転再開へ
http://nerv.link/nGqmk5

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【九州新幹線 復旧作業本格化も終了めど立たず】（続き）
しかし、台車はあと11あるうえ、レールの補修作業も必要で、作業が終わるめどはた

http://nerv.link/nGqmk5


っていません。

（2016年4月19日 17:17 NHK）

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
地球周回コースでくる死の灰はもう避けようがないのだから、東電福島原発からの直

撃を避けるしか方法はない。

予報では明日20日の朝には関東に風がきます。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【九州北部地方（山口県を含む） 気象情報 2016年04月19日 16:06】
九州北部地方では、２１日は大雨となるおそれがあります。地震により地盤の緩んで

いる地域では、土砂災害に警戒してください。

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
このイワシは川底にも堆く堆積していると…。
動物の本能として、危険を避けて入江から川に逃げ込んだのかも。

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
2016年4月18日　チリの川でイワシ4000トンの死（推計8000トン。20000トンを超え
るとの見方も）

死んだ魚からの硫化水素に周辺住民が激しい頭痛、吐き気や嘔吐を引き起こしている

と報道。（硫化水素じゃないのかも）

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【東北新幹線 運転再開 2016年4月19日 15:45】
小山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、15:33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 
【熊本・阿蘇 新たに２０４世帯に避難勧告】
熊本県阿蘇市は、地震の影響で山の斜面が崩れるおそれがあるとして、午後1時半に新
たに、古城地区の一部と片隅地区の合わせて204世帯605人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/pu84Rf

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【北海道新幹線 安全確認され運転再開】

http://nerv.link/pu84Rf


北海道新幹線は、車両の点検のため新函館北斗駅と新青森駅の間の全線で運転を見合

わせていましたが、安全が確認されたとして午後2時すぎまでに上下線とも運転を再開
しました。

http://nerv.link/mco5YG

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【「北海道新幹線に爆弾仕掛けた」運転見合わせ】

JR北海道によりますと、19日午後1時ごろ「北海道新幹線の車両に爆弾を仕掛けた」
などという電話があり、北海道知内町を走行中だった上りの「はやぶさ22号」を途中
で停車させ、現在、異常がないか確認を進めているということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【九州道 緊急車両通行可能に 被災地への輸送時間短縮】
復旧が進められている九州自動車道は、19日から、緊急車両に限って、福岡方面から
被災地に近いインターチェンジまでの通行が可能になり、熊本県南阿蘇村などへの支

援物資の輸送時間が短縮されます。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【熊本県 幹線道路の渋滞続く】
地震で被害を受けた熊本県では、福岡と熊本を結ぶ幹線道路や高速道路の渋滞が続い

ていて、物流や人の移動に大きな影響を与えています。

http://nerv.link/6Ew9c8

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【熊本市電 安全確認できた一部区間で運転再開】
熊本市内を走る路面電車は、線路の安全が確認された一部の区間で19日の始発から運
転が再開され、被災した家族のもとに向かう人など多くの人たちが利用しています。

http://nerv.link/AoJ4rx

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【断水 熊本県内で約８万５０００世帯】
地震の影響で、熊本県内では午前11時現在、少なくとも18の市町村のおよそ8万5000
世帯で断水が続いています。

http://nerv.link/hOtFwf

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【東京メトロ日比谷線 運転見合わせ 2016年4月19日 12:57】

http://nerv.link/mco5YG
http://nerv.link/6Ew9c8
http://nerv.link/AoJ4rx
http://nerv.link/hOtFwf


12:31頃、中目黒駅で車両点検を行っている影響で、現在も恵比寿〜中目黒駅間の運転
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 · 13時間13時間前 
【エコノミークラス症候群で初の死者か 熊本】
熊本市によりますと、18日に熊本市西区で、自宅の駐車場に止めた車の中で避難生活
を続けていた51歳の女性が、肺の血管に血の塊が詰まる「肺血栓塞栓症」で死亡した
ことが分かりました。

http://nerv.link/OjAEx6

中山幹夫 @nakayamamikio · 15 時間15 時間前 
専門家から危険性が指摘されているのに再稼働し、熊本で大地震多発でも止めない川

内原発。日本列島が活動期なのに再稼働準備を進める伊方原発と浜岡原発と柏崎刈羽

原発。

全て、自民党が巨大地震源に設置させた原発。なぜ？どうして？なんのため？ 
https://pbs.twimg.com/media/CgXn9KiUMAA8Drf.jpg

やのっち @_yanocchi0519 · 23時間23時間前 
昨日、熊本県周辺で「放射線量が上がっている」との事実にもとづいた推論の記事を

紹介したところ、デマだのと数多くの罵声を浴びせられました。こちらは、4月17日3
時01分の空間線量を示した地図。情報弱者は一体どちらなのか理解すべきです。 
https://pbs.twimg.com/media/CgV2PWuUUAAG97v.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1日1日前 
最悪

家が崩壊し、震度５〜６の地震が度々。震度４の地震が約７０回も起ってる状態。こ

れは経験した事がない人だとわからない、精神的にも不安定な状態になる。そういう

事が九州で起ってる事をマスコミは、もっと報じるべき。同じ日本でのこと。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4月18日 
T.HIRANOさんが雄大をリツイートしました
熊本地震

誰からの圧力なのか？は明白だけど、被災地は深刻な状態でも「国の対応はダメだな

」とテレビ局は、はっきりと言わない

http://nerv.link/OjAEx6
https://pbs.twimg.com/media/CgXn9KiUMAA8Drf.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgV2PWuUUAAG97v.jpg


彼らのように「家は全壊、避難所で食べ物、水も不足してる」という避難者がいる

ので、少しでも助けてあげて下さい。

https://twitter.com/826Yudai/status/721624333257314304

neko-aiiさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 4月18日 
2011年3月以降に日本付近で発生した地震。
なんと 3961回
これで原発がどうのとか、気が狂ってる。

https://pbs.twimg.com/media/CgU-oxbVAAIfLlA.jpg

neko-aiiさんがリツイート 
ふーみんみん @doka2mom · 4月11日 
ふーみんみんさんがmikakusonをリツイートしました
西日本の皆さんにぜひ知ってほしいのですが

うちの集落でも自販機がとうとう設置されてしまったのですが

普通のスーパーのコカコーラ製品を調べたところ

高確率で 福島工場のでしたよ(製造所固有記号SKO)ジョージアもアクエリアスも

https://www.youtube.com/watch?v=ATvi88TgelQ
LGY Life Goes On feat 山猿 

坂口恭平 @zhtsss · 13時間13時間前 
僕は福島のこちらの原発のことも忘れてないですぜー。現政府。こちらもしっかりや

っといてくれよ。すーぐごまかすんだから。忘れないためにときどきこのTシャツを
着る。 
https://pbs.twimg.com/media/CgX-jEiUkAA2b8Y.jpg
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月20日11:02
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 53分53分前 
熊本南部の人は、今日の夕方から震度５が２回、その後も度々、起ってる状態で、かなり不安だ

と思うけど、今までの地震とは違う震源の「日奈久断層帯」で集中して起ってるので、もし可能

な人なら１週間ぐらい震源付近から離れておいた方が良いかも。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
熊本地震

「車の中で避難生活：エコノミー症候群で突然死。

http://jp.reuters.com/article/idJP2016041901001311 …」
対策は「こまめな水分補給、適度な運動、足の圧迫療法」← これ、知り合いで車内で避難してる
人がいたら、教えてあげた方が良いです

 

http://85358.diarynote.jp/


（４月20日）　夢に出て来る異変は凶兆だった

http://85358.diarynote.jp/201604201114573348/

現在進行形「熊本地震」は「地殻変動」／中央構造線を奈良県ま

で東進／近畿でも大地震に警戒／首都 直下 巨大地震の確率／逃
げたほうがいい。

2016年4月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=ReXWQxpfb-
A&ebc=ANyPxKppRIAhvpHQ9frU1_4c0n1rBQWQXREvDR97QT9BJU2MbYP0RP-
efRquioJUWYiDBNXCNgVnxMoNr7cahgKhFPc7dwYifw
Kaori Muraji & Ryuichi Sakamoto 

amaちゃんださんがリツイート 
kentarotakahashi @kentarotakahash · 3時間3時間前 
地震の連鎖が現実に　識者「本震クラス起こる可能性も」

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/239752 …
「東北大の遠田晋次教授（地震地質学）は「日奈久区間にとどまらず、八代海区間と

連動したさらに大きな地震も想定し、住民も自治体も準備しておくべきだ」と話す」

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
2015年01月11日（日） 週刊現代 
首都直下巨大地震の確率急上昇!これは絶対に来る!
東京46%横浜78%埼玉51%。いますぐ逃げたほうがいい
https://t.co/lO3BRwqK5A

https://www.youtube.com/watch?
v=mUTEGyaVme8&ebc=ANyPxKrN9SWynSK4n4bXnJuynJC58WoKFDNajUNWT00UrMeR0ZySSW9cxKjnxLocNlPFlXqPW0w_pHBYgaTG8TUBvXxjNxXejw
Ryuichi Sakamoto - Neo Geo 

地震マップ @eq_map · 24 分24 分前 
【M4.9】VANUATU 174.4km 2016/04/20 10:05:41JST, 2016/04/20 01:05:41UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.1282,167.9679%28+%5BM4.9%5D+VANUATU+174.4km+2016%2F04%2F20+10%3A05%3A41JST%2C+2016%2F04%2F20+01%3A05%3A41UTC+%29&ll=-
16.1282,167.9679&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jzy …

cmk2wl @cmk2wl · 52分52分前 
南西諸島と九州南部は紫外線に注意。

https://pbs.twimg.com/media/Cgc-RN5UMAAGaUi.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 53分53分前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年04月20日 10:14】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月20日 10:07
現象：爆発

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
今日も全国的に乾燥しています。

海上の濃霧も、日本から離れるように…。
https://pbs.twimg.com/media/Cgc2C6VUkAAUBV-.jpg

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04月20日 09:50】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月20日 09:42
現象：爆発

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2 時間2 時間前 
名無し：04/20 11:46
竹田温泉「花水月」がきょうから営業休止

（大分県）竹田市は１９日から、市営温泉施設の竹田温泉「花水月」の営業を休止

する。１８日から湧出量が激減しており、熊本地震の影響もあるとみて…
https://t.co/8wVuQSaUEa

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年04月20日 09:11】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月20日 09:03
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http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jzy
https://pbs.twimg.com/media/Cgc-RN5UMAAGaUi.jpg
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現象：爆発

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.5】NEAR THE COAST OF ECUADOR 15.4km 2016/04/20 07:22:26
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=0.562,-
80.0561%28+%5BM5.5%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+15.4km+2016%2F04%2F20+07%3A22%3A26JST%2C+2016%2F04%2F19+22%3A22%3A26UTC+%29&ll=0.562,-
80.0561&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jyu …

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【被災した各地で冷え込む あすは大雨おそれ】
規模の大きな地震が相次ぐ熊本県などの被災地では20日朝も各地で冷え込み、最低気
温が平年を3度前後下回っています。
http://nerv.link/BoMG7N

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M5.3】ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 13.7km 2016/04/20 05:32:57
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=10.1815,93.6242%28+%5BM5.3%5D+ANDAMAN+ISLANDS%2C+INDIA+REGION+13.7km+2016%2F04%2F20+05%3A32%3A57JST%2C+2016%2F04%2F19+20%3A32%3A57UTC+%29&ll=10.1815,93.6242&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jx7 …

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
ネトウヨクンでも理解できる(かもしれない) 気象庁の震度と加速度(ガル)のグラフ 対数
グラフ)
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/520.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年04月20日 03:38】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月20日 03:25
現象：噴火

amaちゃんださんがリツイート 
あーちゃん @athliajp · 8時間8時間前 
@tokaiama 東京・渋谷より、今朝も朝焼けが長時間続いている。体感・耳鳴りは緊迫
感のある状態のまま近傍に対応する発震が無い状態。体調は戻りつつあり大型発震が

浮上しながら遅延している状況かも知れない。これほど発震が無いのは余程の大型発

震の懸念、要注意の状態です。

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � Republika ng Pilipinas 
【M5.0】MINDANAO, PHILIPPINES 96.3km 2016/04/20 02:17:36JST, 2016/04/19
17:17:36UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=8.0177,126.5748%28+%5BM5.0%5D+MINDANAO%2C+PHILIPPINES+96.3km+2016%2F04%2F20+02%3A17%3A36JST%2C+2016%2F04%2F19+17%3A17%3A36UTC+%29&ll=8.0177,126.5748&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005juz …

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
熊本地震に「経験則がない」と頭を抱える気象庁の限界

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/179715 …
いまだに「地震雲は存在しない」と公式認定してる馬鹿ども

気象庁は権威ある文献だけに目を向けるが、自分の目と足とアタマを使って気象観測

したことが皆無であると鮮明に分かる馬鹿の集団

https://t.co/7eK0ZcdFMf

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
熊本とエクアドルの大地震、関連性は？

http://www.cnn.co.jp/world/35081405.html?tag=top;mainStory …
巨大地震の衝撃波は地球周回の4分の１＝1万キロ程度に伝播する法則を我々は20年前
に発見した

https://t.co/amujPLlQoJ

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
ポポカテペトル山噴火、火山灰降り注ぐ

http://www.afpbb.com/articles/-/3084469 …
これは大本命の巨大火山

https://t.co/gxy5eXL1mL

amaちゃんだ @tokaiama · 9時間9時間前 
行徳データの断絶収束の連続は一向に衰えない　すでに半月も続いている

こんな恐ろしいデータは20年見続けて過去に一度もない
東北大震災どころではない

小松左京やケイシーの日本沈没がやってきたような恐怖さえ覚える

http://earthq.system-canvas.com

amaちゃんだ @tokaiama · 9時間9時間前 
未明二時過ぎから眠れなくなった

なぜだか体温が上がるから勝手に目が冴える

人が眠くなるのは体温が下がるからである

寒くもないのに体温が上がるのは、身体が何らかの見えない刺激に反応しているから

4時40分カラスか暗闇で大騒ぎ
また巨大地震前兆である！

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10 時間10 時間前 
実は今、こんな状態

3.11の時は津波で亡くなった人が多いのと、家が流された人も多かった
でも現在進行形の「熊本地震」は、観測史上初の人類が理解できない「地殻変動」が

http://maps.google.co.jp/maps?q=0.562,-80.0561%28+%5BM5.5%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+15.4km+2016%2F04%2F20+07%3A22%3A26JST%2C+2016%2F04%2F19+22%3A22%3A26UTC+%29&ll=0.562,-80.0561&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jyu
http://nerv.link/BoMG7N
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、九州で起ってる状態。こんな非常事態なのに、TVは通常放送なのは、あの人がアン
コン。で、気象庁の会見はビビってる

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 14時間14時間前 
〔地震〕熊本県八代市・宇城市・氷川町で震度5弱、津波の心配なし

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
9. やはり昨日、今日（19日）と、日本全国で異常な乾燥状態が続いている。湿度がど
こかに行ってしまった。

https://pbs.twimg.com/media/CgaKnW2VIAA--Dw.jpg

junkoさんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 15時間15時間前 
気象庁や学者が、玉突きのように活断層が押し合い、圧し合い、それで地震が止まら

ないってゆうが、ポッキリあつりょくが地下マントルから来てるならば、地震が止ま

らないどころか増えて増えてしまいにポッキリ@OuHGudOmidNcTAc

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
レスキューナウ 気象チーム @rsq_weather · 17時間17時間前 
〔地震〕熊本県八代市で震度5強、津波の心配なし　

junkoさんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 17時間17時間前 
西之島噴気増加 マグマ上昇か - NHK 首都圏 NEWS WEB http://www.nhk.or.jp/shutoken-
news/20160419/4682241.html …

amaちゃんださんがリツイート 
みーゆ@リケニャ @miakiza20100906 · 19時間19時間前 
広範囲でほかの活断層にひずみ 地震活動に注意を◆NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160418/k10010487201000.html … 
…九州の広い範囲でほかの活断層にひずみが加わり、地震が起きやすくなっている可
能性があることが、専門家の解析で分かりました。

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

amaちゃんださんがリツイート 
麒麟地震研究所 @kirinjisinken · 19時間19時間前 
観測機1フルレンジデータです。60000と29000の最大クラス反応が出ています。要警
戒ですが17時52分に熊本でM５.5 震度5強が発生してしまいました。説明より先にツイ
ートするべきでした。

#地震 #地震予知 #熊本地震
https://pbs.twimg.com/media/CgZTNtnUEAAv8TB.jpg

tanaka kazushigeさんがリツイート 
天仙 @tensenten · 23時間23時間前 
「フォッサマグナ」に異変が起こっている〜地殻変動の前兆か〜

http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2015/04/2982.html?g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CDMOUEZUUAAiwTz.jpg

junkoさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 4月19日 
中央構造線を奈良県まで東進している一連の地震は、今後、このルート上でも地震を

起こす可能性があります

https://pbs.twimg.com/media/CgXUxZbUMAAGnV8.jpg

tanaka kazushigeさんがリツイート 
バロン @finalcut0011 · 4月18日 
近畿でも大地震に警戒必要　主な活断層２０本以上（神戸新聞NEXT） - Yahoo!ニュ
ース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160417-00000000-kobenext-l28 …
#Yahooニュース
https://t.co/q8HLLse2Zo

tanaka kazushige @tanakakazushige · 4月18日 
「地球は１５年後に【ミニ氷河期】に入る」英国王立天文学会で発表！

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306009&g=132108 … … これは太陽を専
門に研究する学会員の一致した意見で「９７％確実」とのこと★温暖化はどこいった

〜

https://www.youtube.com/watch?
v=Vju_uKL3TsM&ebc=ANyPxKpcPUsykhPjSQwobmnSsyvvoiEfKtwADZZhNWQxtQ9v0PKuLgNDlLcP9T1wxVLYx4h0dxvyoJn1p-
CVupZDZ0WLmN8L-g
「天空の城ラピュタ」 君をのせて／井上あずみ 

参照魚：http://85358.diarynote.jp/201604110553418111/
「おっとぉ…。４月２１日になると終了ッ」…？
2016年4月11日

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 18時間18時間前 
今回の熊本地震、地震前の一月間に感じた異変、前兆が複数あった。言葉にするのは

難しいが、いつか時間があったらまとめてみよう。一つだけ上げるなら、夢に出てき

た安倍ツボ三、昨年４月１６日に出てきた後、本年４月１２日前後にまた出てきた。

やはり、ツボ三が夢に出て来る異変は凶兆だった
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https://www.youtube.com/watch?v=wwNrUY9GDwI&ebc=ANyPxKpcstwPqYTMe5T7-
IgtAfKygbVqnfsox3rfQs945q0f9cJFXc58-0kNTl5H3aHVJfMvDWm85yHjmc2yaQSkRZmFuBh-HA
【高音質】久石譲 - Summer 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月21日10:09
　

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 20時間20時間前 

#クライシスカレンダー 04/20【2015年 与那国島近海でM6.8・津波注意報】10:42頃発生 最大震
度4、宮古島・八重山地方に津波注意情報発表も津波の観測なし。同日夜にもM6.0とM6.4の地震が
相次いで発生した。与那国島近海ではM6〜7台の地震がこれまでにも発生。
 

https://www.youtube.com/watch?v=wwNrUY9GDwI&ebc=ANyPxKpcstwPqYTMe5T7-IgtAfKygbVqnfsox3rfQs945q0f9cJFXc58-0kNTl5H3aHVJfMvDWm85yHjmc2yaQSkRZmFuBh-HA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（４月20日）　・本文は 20000 文字以内で入力ください。

http://85358.diarynote.jp/201604201116381428/

福一原発カメラ（LIVE）配信が止まってる／４月急病人のツイー
トがずっと多い／「日本 水産物 放射能 危険」訴訟／慢性的なス
トレスが脳の記憶障害を。

2016年4月20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=STR9T_RCtQM&ebc=ANyPxKrNvdBFErf7NyC_7hwu0TQEBp2EJaNAFpgDoYBqjXjecw2Uoa5fPsjs6p-
ceKUBJyZxrWtc_dGgkuntnaw4KweUwYQlHw
Ryuichi Sakamoto � Rain 

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
JNN福島第一原発情報カメラ（LIVE）
配信が止まっている。

https://t.co/NJjwkhBuCl

https://www.youtube.com/watch?
v=WLLdhVk33Mo&ebc=ANyPxKoPKSSXC2OLkU7q59nWAqed6K4xtFuPAE3GjwwGCxNXzXB7b1vbeWeiW_I9vEbAugYX_gHmHYIdVGs0ZOhILH2NRxKLbg
【KAITO】 もののけ姫 

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【被災した各地で冷え込む あすは大雨おそれ】（続き）
21日の朝から昼すぎにかけては非常に激しい雨が降るおそれがあり、気象庁はこれま
での地震で地盤が緩んでいるところでは土砂災害に警戒するよう呼びかけています。

（2016年4月20日 6:59 NHK）

https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k&ebc=ANyPxKoykl17qZUnO96F0X0Rn-
JDi6NdltvFlrDuQrwHYy30qLJQeE48HdC-iLXqRHt_sqOVYbl8TKHoJlLx_2qWvSeuc2aPXQ
戦場のメリークリスマス

Nob @Nob_hsj · 41 秒41 秒前 
RT
もう倒れてしまいたいけど、ここでゴロンしたら、『急病のお客様がいたため〜……
』という恐怖のｱﾅｳﾝｽとこれでもかもいう白い目が一斉に注がれるので、ちょっと考え

直そうと思う。そんな通勤電車。

7:45 - 2016年4月20日

Nob @Nob_hsj · 2分2分前 
RT
えええ、、、JR運転手さん急病で止まった
7:22 - 2016年4月20日

特務機関NERV @UN_NERV · 4 分4 分前 
【九州北部地方（山口県を含む） 気象情報 2016年04月20日 11:01】
九州北部地方では、２１日は雷を伴い非常に激しい雨が降り、南または南西の風が非

常に強く吹くでしょう。４月１４日からの地震により地盤の緩んでいる地域では土砂

災害に、九州北部地方では暴風に警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 25分25分前 
【熊本県内の停電 ２７００戸】
九州電力によりますと、地震の影響で停電しているのは午前10時現在、熊本県内のお
よそ2700戸となっています。
http://nerv.link/ZrITgy

特務機関NERV @UN_NERV · 50分50分前 
【九州の高速道路や鉄道で影響続く】

14日からの一連の地震で、九州各地で道路や鉄道への影響が続いています。
http://nerv.link/7Ryiw1

anineko @ANINEKObySYSTER · 58 分58 分前 
韓国弁護士団体、政府を相手に「日本水産物放射能危険評価資料」公開訴訟（中央日

報日本語版） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160419-00000028-
cnippou-kr … #Yahooニュース

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【東京メトロ東西線 運転再開 2016年4月20日 9:43】
浦安駅で停止位置確認を行った影響で、運転を見合わせていましたが、09:36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。

カラパイア @karapaia · 1時間前 
カラパイア : 慢性的なストレスが脳の記憶障害を引き起こす（米研究）
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215716.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【東葉高速線 運転再開 2016年4月20日 9:43】
東京メトロ東西線内で停止位置確認を行った影響で、運転を見合わせていましたが、

09:40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。

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
空気中放射能濃度(α,β濃度。Bq)が上昇していた地域がある。
隠岐、蟠竜湖、梼原、対馬、五島

http://housyasen.taiki.go.jp 
β/α比がそう変わらなので人工放射性物質ではないとしても、地震が上昇させたのか。
4月17日に対馬は欠測になってる。

ライブドアニュース @livedoornews · 1時間1時間前 
【熊本地震】韓国・釜山にも影響…学生寮にひび、学生ら避難
http://news.livedoor.com/article/detail/11435684/ …
2階から12階の至る所にひびが入ったという。建物は完成から1カ月もたっておらず、
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「手抜き工事」疑惑が持ち上がっている。

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

amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
東海アマが今後20年程度で数千万人死ぬと言うわけ
ビキニ原爆実験場から１８０ｋ離れたロンゲラップ島で２９年目のデータ

２８％の島民が、いままで見られなかったガンや白血病で死んでいっている

日本人口は１億２千万人

死の灰を受ければ２８％＝３３６０万人が以上がガンで死ぬ

広瀬隆

Nob @Nob_hsj · 2時間2時間前 
２０１６年４月１９日分ツイート１日分抽出

http://tadachini.sblo.jp/ 
急病人（約390ツイート）のみ抽出しました（ツイート数は概算）。
４月に入って急病人のツイートがずっと多い状態。

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
空間線量は全国的に安定しています。

東電福島原発からの風は西日本に。

被災地 九州は明日夜に大陸側からの風で反転する予報です。 

Mr.F.G　世界ウェハー党　脱原発 @MayamaWoodged · 2時間2時間前 
泊原発の耐震強度に関する北海道電力の公式見解。

福島と同レベルの地震（５５０ガル程度）が発生しても、福島第一原子力発電所の事

故のような燃料損傷には至らないと考えております。

北海道電力株式会社

amaちゃんださんがリツイート 
perspective @prspctv · 2時間2時間前 
「高レベル放射性廃棄物の最終処分…沿岸部海底の３００ｍより深い地点に最終処分
場を建設することを想定したうえで、「今ある技術で、設計・建設することは可能」

と指摘」｜4/19毎日：核のごみ：「海底地下でも処分可能」経産省部会が報告書案　
https://t.co/BfwpUYspws

Nob @Nob_hsj · 2時間2時間前 
RT
さっき電車でへろへろーーっと立ちくらみ。気がついたらしゃがんでた。

急病人になりたくないので途中で降りてひと息したよ。なんだか体調良くならな

いなぁ。

0:00 - 2016年4月20日

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 2時間2時間前 
熊本県災害対策本部は、一連の地震で、避難生活などによる体への負担や病気によっ

て亡くなったと思われる人が４つの市と町で１１人に上ると発表しました。

Nob @Nob_hsj · 2時間2時間前 
RT
今朝初めて電車でよくある急病人になりそうなって、汗すごくて体痺れてフラつきそ

うになった時、限界来る前に席譲ろうとしてくれたお姉さんが、もう座りなさいって

座らせてくれて、都会も優しい人いるって感動した。嬉しかった( ·�·̥̥̥ )
23:18 - 2016年4月19日

天仙 @tensenten · 2 時間2 時間前 
福島の子供たちに多発する甲状腺癌

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303247&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CEPSeZHUUAECKLY.jpg

椹木 野衣　Noi Sawaragi @noieu · 3時間3時間前 
今回の熊本・大分大震災は、3・11のような大津波や原発事故こそないものの、依然活
発に揺れ続け、地震のメカニズムもわからず、今後もなにが起こるかわからない異例

の事態となっている。空港や新幹線、高速道路、ガス・水道といったライフラインが

寸断され、避難者も多く、避難所も足りていない。→

amaちゃんださんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 4時間4時間前 
エコノミー症候群、なぜ多発　「きわめて異常な状況」（朝日新聞デジタル） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160420-00000013-asahi-
soci.view-000 … #Yahooニュース
https://t.co/WukjwMPTS9

junko @junko_in_sappro · 4時間4時間前 
やっぱり、震源地で放射線量が10－30倍に増えているようですね。
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=110060 …
https://pbs.twimg.com/media/CgchDfmUIAAkDcp.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 4時間4時間前 
4月20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/CgcM6EsVIAA5RYw.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【熊本県内の断水 約９万６０００世帯】
地震の影響で、熊本県内では午前6時現在、少なくとも15の市町村でおよそ9万6000世
帯が断水しています。

http://nerv.link/8EPDR3

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【九州新幹線 一部区間で運転再開】（続き）
一方、博多と新水俣の区間は、回送列車が脱線していることなどから復旧のめどは立

っていません。

（2016年4月20日 6:19 NHK）

junko @junko_in_sappro · 5時間5時間前 
地震で破損した太陽光発電設備、感電のリスクも

太陽光発電協会が6項目の取り扱い注意事項を公表
http://rief-jp.org/ct12/60419

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
九州中央構造線における地震発生域

もうすぐ川内原発に迫る　北東方面は松山の伊予断層が活動する可能性

豊後水道〜伊予灘は伊方北沖で巨大地震発生の可能性

https://www.google.co.jp/search?
q=%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0%E7%B7%9A+%E4%B9%9D%E5%B7%9E&newwindow=1&safe=off&sa=X&hl=ja&biw=1093&bih=491&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiu9cyt35vMAhVHFZQKHcRTAW8QsAQILA#imgrc=wvRoZOt4mrjaUM%3A
…
https://pbs.twimg.com/media/CgcHS12UYAAJkiU.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【九州新幹線 一部区間で運転再開】
地震の影響で全線で運転ができない状態が続いていた九州新幹線は、熊本県の新水俣

と鹿児島中央の間で安全が確認されたとして、20日朝の始発から一部運転を再開しま

https://pbs.twimg.com/media/CgdVXL_XIAEYcAa.jpg
http://tadachini.sblo.jp/
https://t.co/BfwpUYspws
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303247&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CEPSeZHUUAECKLY.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160420-00000013-asahi-soci.view-000
https://t.co/WukjwMPTS9
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=110060
https://pbs.twimg.com/media/CgchDfmUIAAkDcp.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/CgcM6EsVIAA5RYw.jpg
http://nerv.link/8EPDR3
http://rief-jp.org/ct12/60419
https://www.google.co.jp/search?q=%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0%E7%B7%9A+%E4%B9%9D%E5%B7%9E&newwindow=1&safe=off&sa=X&hl=ja&biw=1093&bih=491&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiu9cyt35vMAhVHFZQKHcRTAW8QsAQILA#imgrc=wvRoZOt4mrjaUM%3A
https://pbs.twimg.com/media/CgcHS12UYAAJkiU.jpg


した。

amaちゃんださんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 6時間6時間前 
3.11直後の１週間で約２４万４千人の外国人が日本を出国。
入管データが職業毎にカテゴリされていたので、直前1週間からの増加率順にまとめた
のが下記表

http://goo.gl/OeaMdB 
「外交」が上位なのね

https://pbs.twimg.com/media/CSKTFV1UEAQgtro.png

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 6時間6時間前 
【原発運転反対の弁護士団体 川内原発停止を申し入れ】
熊本や大分などで活発な地震活動が続いていることを受け、原子力発電所の運転に反

対する弁護士の団体が原子力規制委員会を訪れ、全国で唯一稼働している鹿児島県の

川内原発の停止を求めました

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160419/k10010489281000.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
放射性廃棄物、日本で処理　 仏ヴェオリア、廃炉需要見据え 日本では100ベクレルを
超えが一般ゴミ　船で持って来ても安い

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/508.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
【素晴らし】熊本地震で

吉野家が

本日から牛丼の炊き出し！西原村・山西小学校・河原小学校、益城町・保健福祉セ

ンター・広安小学校１２時〜

https://t.co/SFUc1WxqOY

amaちゃんださんがリツイート 
momoa @momoa_mjlove · 7時間7時間前 
https://pbs.twimg.com/media/Cgb1ot3UEAAxECo.jpg

朱鷺（shuro） 1009@alice · 7時間7時間前 
伊方原発３号機、７月下旬にも再稼働へ（日本テレビ系（NNN）） - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160419-00000082-nnn-soci …
#Yahooニュース
「原子力規制委員会は１８日、熊本県や大分県で相次ぐ地震を受けて臨時の会合を開

いたが、伊方原発に地震の影響は見られない」

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
【仕事しろ】川内原発のある鹿児島を画面に映さないＮＨＫに不信の声が続々「闇が

深すぎる」「映せない理由があるんですか」

https://t.co/0izIvecrcy

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
原発が地震に見舞われたら、燃料集合体に急速に挿し込んで核分裂を止める「制御棒

」が挿入できなくなる可能性が昔から指摘されている。

どちらも揺れている状態で、同時に沢山の制御棒を数メートルある長い燃料集合体に

挿し込む動作が失敗すると。

つまりスクラムをかけられない場合が…。

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
【要検証】１５日に政府が打ち出した「避難者の屋内避難の方針」は正しかったのか

？

https://t.co/7s5vLvTPgo

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
【むちゃくちゃ】福島第一・汚染水の処分方法を経産省が発表「海へ流すことが最も

短期間で低コスト」

https://t.co/VJw7veDyAC

朱鷺（shuro） 1009@alice · 7時間7時間前 
「世界人口の2割を占める中国も、東京を含む10都県の全食品を輸入停止し、数々の身
体異常と白血病を含む癌の大量発生が日本人の体内で進んでいる今、オリンピックは

本当に開けるのか？」

http://diamond.jp/articles/-/77414?page=3 …
『なぜ、メルトダウン事故は、

半世紀以上「マル秘」に』

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhMaHR0cDovL2RpYW1vbmQuanAvbXdpbWdzLzMvNS8tL2ltZ18zNWZmMzA1YmU0YTMwYzU4ZmQ5NTNiYTEyYTZiYjgyMjUzOTEwLmpwZxSwCRTyBBwUhAYUlAMAABYAEgA&s=9z3FYR0Vg5IBe14soS_Gf9C-
TFO_kYdiD23EyTtYIPI

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
小選挙区別人口動態　2016/3　　横浜市はどこまで悪化するか
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174802016.html …

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
もし、このイワシ 1尾 1尾（100グラム）が 10Bqの福島原発由来の放射性物質で汚染さ
れていたら？

20,000,000kg ÷ 0.1kg × 10Bqで 2,000,000,000Bqが敷き詰められていることに。20億
ベクレル。

書いているだけで吐きそう。

amaちゃんださんがリツイート 
鈴木博喜 (「民の声新聞」発行人) @s_hiroki24 · 13時間13時間前 
５年前の事故は「例外中の例外」ですか？

熊本地震で放射性物質が拡散されなかったのは「必然」ですか？

原発でひとたび事故を起きたら、あなたの街はフェンスの向こう側に行ってしまい

ます。

https://pbs.twimg.com/media/CgaXeiNVIAAqo7n.jpg

大島堅一 @kenichioshima · 14時間14時間前 
震源が八代のほうに移ってきてる。何が起こるか地震学者でもわからないのに、どう

して川内原発を動かすことに拘るのだろう。2011年に、震災に原発事故が重なること
の悲惨さはわかったはず。リスクはできるだけ避けた方がよい。

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
ANTIFA大阪 @antifa_osk · 18時間18時間前 
伊方原発３号機、７月下旬にも再稼働へ（日本テレビ系（NNN）） - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160419-00000082-nnn-soci …
どんだけアホ… いや、もうアホを通り越して狂ってる。間違いない。
https://pbs.twimg.com/media/CgZsWl_UYAAyc5V.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 
八代市のM5.5は中央構造線＝日奈久断層から南西方面への活動
その先に川内原発が存在する　断層直上といってもいいほどの近さで

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhCaHR0cDovL2kuaHVmZnBvc3QuY29tL2dlbi80MjMyNjk0L2ltYWdlcy9vLVlBVFNVU0hJUk8tZmFjZWJvb2suanBnFOwdFM4PHBSEBhSUAwAAFgASAA&s=SbHiL05DszZCaUl5v1n95LfLGCnag2gs_RKdzHG_1EI
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junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 20時間20時間前 
熊本県八代市で震度５強。八代といえば、熊本の南約４０ｋｍ。そこから南に５０、

６０ｋｍで鹿児島県境。川内での揺れ、大本営発表は鹿児島震度３だが、マイナスの

バイアスがかかっているのでは？

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

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 20時間20時間前 
名無し：04/19 14:15
叶姉妹が１７日、公式ブログを更新。体調不良が続き、熊本地震が発生した１４日

に「軽い呼吸困難」に陥るほど体調不良が悪化したことを明かした

https://t.co/sGoMu3BMSC

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 20時間20時間前 
名無し：2016/04/19 14:58
山手線運転士の「うとうと」動画がネット上に JR東日本が指導
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00322243.html …
4月13日に、YouTubeに投稿された映像。東京都内を走行する山手線の男性運転士の
頭が、前後に揺れている様子が…
https://t.co/8GRL3I3J8M

Sputnik 日本 @sputnik_jp · 23 時間23 時間前 
ヒトの #免疫 物質を破壊する成分が #魚 に見つかる
http://sptnkne.ws/bd6S

天仙 @tensenten · 4月19日 
薬に自己治癒能力を奪われ滅ぼされつつある日本人

〜健康ブームが始まった頃からどんどんガンが増えている？

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303177&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CC6zeEtUsAE1bxo.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4月19日 
【放射線量の情報】

福島県福島市福島県立医科大学　1号館（旧管理棟）で19日10時20分頃、0.906μSv/h
を観測との情報（通常0.151μSv）。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。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4月19日 
名無し：04/19 10:26
複雑なパイプの三次元の迷路のような原発が、

あれだけの地震の頻発で無事なはずがない。

川内原発の状態に関して答える

責任者のインタビューが

なんどかTVで流されていたが、
不自然に半ギレ気味だった。

こういう場合、

何かを隠してる…
#川内原発

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
吉留直人 @NaotoYoshidome · 4月18日 
南阿蘇周辺です。道路が急に寸断されている場所や落石が走行中に急に出てくる場合

があります。夜道は大変危険です、安全運転を!!各避難所へ自主的に支援物資を届けて
いただいている方々が増えて来ています。彼方此方で"ありがとう"が聞こえます
https://pbs.twimg.com/media/CgUmrTrUUAApK-O.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgUmq5LVAAAa0e0.jpg

tanaka kazushigeさんがリツイート 
otenkimame @osiete_tukachan · 4月18日 
どんな条件を入力したらこんなに都合のいい結果が出るのか教えてほしい

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306998&g=132108 …
九電作成の桜島噴火時の火砕流シミュレーション

https://pbs.twimg.com/media/CM2Zn8_UYAAI5Mq.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4月17日 
名無し：04/17 22:08
2016年4月12日
白内障手術、７０－８０歳代が多かったが、じわりと若くなってきた印象。 昨年両眼
の白内障手術をうけた30歳代の患者さんと雑談してたら 「最近、僕の周りにも若いけ
ど白内障になった人がちらほらいるのです」 
F1から３００ｋｍ圏

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4月17日 
名無し：04/17 23:28
枯れ草火災で児童13人搬送 近くで練習試合、煙吸い込む
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20160417-066734.php …
１６日午前…南会津町永田の休耕田から出火…現場近くでソフトボールをしていた児
童１３人が煙を吸い喉の痛みを訴えたため、町内の病院に運ばれ…

! ? @Takaoyohey · 4月17日 � Kibichuo-cho, Okayama 
岡山県民、移住者の方に知って欲しい。真庭市の方から今連絡があっ電話教えて貰っ

たのだが、岡山県真庭市にて原子力発電環境整備機構が何やら動いている。

仮に最終処分場ならば旭川流域…河口付近である岡山市内まで影響する話。
https://www.numo.or.jp/koubo/bunken_chisitsu/condition/33okayama/33214.pdf …

amaちゃんださんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 4月16日 
あたしに情報提供してくれた世田谷区の配達員によると、自分の店だけでも放射能汚

染米をブレンドして納品している外食店は都内だけでも1000店以上あるし、他にも自
分の会社と同じイカサマをしている卸業者は数十店あるので、「被曝が恐ければ外食

をやめるしかない」とのこと。

amaちゃんださんがリツイート 
ローコストインベスタ「自公に　合掌」 @lowcostinv · 4月10日 
「ビキニ原爆実験場から１８０ｋｍも離れたロンゲラップ島で２９年目、１９８３年

のデータだと、２８％もの島民が、その島でいままで見られなかったガンや白血病で

死んでいっている。日本の人口は１億２千万人だが、死の灰を受ければ２８％＝３３

６０万人が以上がガンで死ぬ」（『危険な話』広瀬隆）

https://www.youtube.com/watch?v=YJBBoi8pCgc&ebc=ANyPxKpcstwPqYTMe5T7-
IgtAfKygbVqnfsox3rfQs945q0f9cJFXc58-0kNTl5H3aHVJfMvDWm85yHjmc2yaQSkRZmFuBh-HA
もののけ姫〜アシタカ聶記・アシタカとサン〜

きむらゆい @yuiyuiyui11 · 4月18日 
きむらゆいさんがらぶ〜帰ってきた新妻メタル〜をリツイートしました

★重要★

原発を稼働したまま事故になれば、高温高圧のままですから、30秒でメルトダウンし
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ます。その後はフクイチ同様になります。

止めておけば、圧力も温度も下がりますので、水さえ入れることができれば過酷事故

にはなりません。

https://www.youtube.com/watch?
v=BSYke0k6ItQ&ebc=ANyPxKoFiPu1koARj_DAyPrd9FdkJFLbwbsPMTcdX2q7ztr_locBohCwlPYoLIWXgY_iEckrmW6bcHX18ujMNj-
sG9toCoQEJw
＊合唱＊『桜前線異常ナシ』 

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
海上保安庁 @JCG_koho · 23時間23時間前 
【海上保安庁のお知らせ】本日１９日、熊本港で実施している入浴提供は、大変申し

訳ございませんが、受付を終了とさせていただきました。　#支援情報
《写真》入浴待ちの駐車状況

https://pbs.twimg.com/media/CgYk76iUAAEwApJ.jpg
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（４月20日）　ろしあさんを見る、ろしあさんを描く、ろしあさんを想像する、これ
を毎日繰り返すことで気持ちが健やかになるという健康法。

http://85358.diarynote.jp/201604201118082797/

良心と気概／「猫の命は無視してください」市民は諦めなかった

／先ずは食事と睡眠♪／笑いは免疫を強くする／かっけーなー／

せめてテレビは人々を笑わせてやってくれ。

2016年4月20日 お仕事 コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=odBsMxa4o_c&ebc=ANyPxKrzWTTvlkuWQC9P4xWNTt1F-
nxZjm2S-3cCklaJStRY0sygc2WjGi0fwZ5HWJb-KoelSzwC1Q1lqWGGXdxgTe6AAwwJJA
【合唱】深海少女 / Shinkai Shoujo - Nico Nico Chorus 

「かっこいいとは、こういうことさ…♪」

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
国境なき医師団日本 @MSFJapan · 3時間3時間前 
#エクアドル地震 をうけ、 #国境なき医師団 （MSF）は4チームが被災地で医療ニーズ
に対応しています。エスメラルダス県ムイスネ郡サンホセ・デ・チャマンガでは被害

状況の調査を行っています。（写真）

https://pbs.twimg.com/media/Cgc5ZbHVAAAF2Ry.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 
熊本市災害ボランティアセンター（平成28年熊本地震：4/22〜）
http://www.rescuenow.net/?p=3689 
熊本市は、平成28年熊本地震の被災者支援のため、4月22日から災害ボランティアセ
ンターを設置します。

天仙 @tensenten · 6時間6時間前 
【高浜原発差し止め】今なお生きている、樋口裁判長の良心と気概！

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303489&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CD9gNlRUIAAvncY.jpg

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
Greenpeace Japan @gpjTweet · 8時間8時間前 
今日はコレ！＞＞高浜原発1,2号機、許可するな＠原子力規制委員会前　9:40〜　と12
時前後

40歳超の老朽原発の再稼働はなんとしても止めよう！
訴訟も始まってます→http://bit.ly/1SPkL9X
https://pbs.twimg.com/media/Cgb8GwNVIAAgN7_.jpg

天仙 @tensenten · 17時間17時間前 
女性週刊誌に“異変”
政権をストレートに批判する硬派な記事が目立ってきた。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303444&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CDravsCVAAAn9SZ.jpg

天仙 @tensenten · 19時間19時間前 
スゴイ！！国が通貨発行権を取り戻した！

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303378&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CDrGNVVUgAEVoOU.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
ゆー @redstar_cocoa21 · 19時間19時間前 
すげ〜な〜！
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仕事帰りに都市高速乗ってたら、レンタカーで宮城ナンバーのトラックが熊本に行

きよった！

宮城から物資届けよんのかなー？

かっけーなー

熊本頑張れ！

https://pbs.twimg.com/media/CgZRBHYUEAAt9zC.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=vUtPtQffJiw
Gundam Seed Destiny- Life Goes On 

カラパイア @karapaia · 12時間12時間前 
【RT200UP】 使命をもらい、それを全うすることが僕たちのプライド。世界の第一線
で活躍する犬たち http://karapaia.livedoor.biz/archives/52214305.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgUVW6nUMAAiXc4.jpg

朱鷺（shuro） 1009@alice · 4月19日 
「どうやら猫たちは、この建物の屋上で産まれた後、風に飛ばされて雨用の排水管に

落ちてしまったようです。」

http://grapee.jp/165608

朱鷺（shuro） 1009@alice · 4月19日 
「猫の命は無視してください」役人に助けを断られるも、市民は諦めなかった

http://grapee.jp/165608 @grapeejpさんから

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
Alison Dacia Brown @AstroMathChick · 4月14日 
#ねこあつめ #myvirtualcats
https://pbs.twimg.com/media/Cf-An5bUsAAKQWv.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=zpBOJMGHr6A&ebc=ANyPxKr8_8oNfr31BYCVDhzZbhUPQXGitNvEYntIfj_zZV2xJitDI7P7oRyFAJPoFvuOfKQCA2Vp_VrCzt2Q3FueO9vxUVVDnA
坂本龍一 - 戦場のメリークリスマス

amaちゃんださんがリツイート 
おしどり♀マコリーヌ @makomelo · 4月19日 
え、避難者数20万人と言われてるのに、それじゃ一日に一食ちょいになっちゃう。車
中泊の方々もおられるし、食事は確保してほしい。→ 3日で90万食に訂正＝熊本地震
の食料供給—森山農水相（時事通信）

https://t.co/buJjt16uVY

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
国境なき医師団日本 @MSFJapan · 4月18日 
菊池市の災害対策本部と、避難所となっている総合体育館を訪問しました。小児科の

加藤医師が診察している赤ちゃんは生後27日とのこと。#国境なき医師団　#熊本地震
https://pbs.twimg.com/media/CgUd622UMAAKyn0.jpg

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
中尾 眞智子 @nakamachi07 · 4月18日 
阿蘇地方から住民を他の土地に避難命令出したらどうだろう、とか思ってしまう。

https://www.youtube.com/watch?v=qz4105sJaKI&ebc=ANyPxKorXwmfhIwpxSInqLfJG5t1J3xmv-
eRpzyfQ_tpVAMs0eZd5y5oIUA1xqNQlnxjPJLKL3KTRfvTHjBViPtidxztNK1eOw
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globe / OVER THE RAINBOW

https://www.youtube.com/watch?v=LGs_vGt0MY8&ebc=ANyPxKofz5s2oB1DP1abp-
XiNBtJ31h1Xm7qWlFQyREOyXHOF1vGW0f3Hkl9s_sWGxkZgt9CmTBNkawtYwXaqEC_llv0ZetZ-
w
Ryuichi Sakamoto- ’Merry Christmas Mr Lawrence’ 

ドイツパンの店タンネ @tanne_hamacho · 2時間2時間前 
http://nag448.info/wp/archives/5393.html …
ということで、ライ麦主力商品の売上一部を募金に充てようと、販促頑張っています

。ゆっくり噛んで食べると、じんわりリラックス効果もあるかな♪

https://t.co/ABtafAZi4n

カラパイア @karapaia · 13時間13時間前 
【RT200UP】 意外とすごい。塩の驚くべき20の利用法
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215914.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgUHmynUYAECwYP.jpg

オークランド空港の灰色の人 @otmgmst5024 · 2時間2時間前 
くしゃみはウイルスや埃の体内への侵入を防ぐという、人間の免疫において非常に重

要な、ファ、ファッ………ファンクショーーーーン！！！！！！！wwwwwwww

れもん @lemonfj · 5時間5時間前 
わたちの健康法、今日も伸ばすわよぉー。 
https://pbs.twimg.com/media/CgcrKrxUsAAZnu6.jpg

カラパイア @karapaia · 7時間7時間前 
【RT100UP】 第一次世界大戦前後の日本各地の人々の様子をとらえた古写真(1900年
〜1930年） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215897.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgVcT2tVIAA9RIm.jpg

漢方薬局いけだや @kampoikedaya · 15時間15時間前 
肩回しの次は、舌回し。舌を口を閉じて上から左回りで20回、右回しで20回、1日3セ
ットをすると良いです。肩回しにしても舌回しにしても目に見えて効果があるとは言

い切れませんが、継続すれば結果はついてきます。30分早足歩きと同じように、手軽
に始められる身近なリラックス健康法です。

天仙 @tensenten · 16時間16時間前 
ゴーヤが癌細胞の９８％を強制終了させる！ http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=296476&g=132108 ……

天仙 @tensenten · 4月19日 
静岡県「掛川市」と「藤枝市」 なぜ“がん死亡率”が低いのか？
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303039&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CDHHHn6UUAALhuQ.jpg

小林誠 ２２２０ @makomako713 · 4月19日 
うちのかみさんにガンの疑いかあったとき。精密検査はしつつも、「笑い」てのは免

疫を強くする言うので落語とか喜劇とかその辺見て回らせた。お陰なのかガンを示す

血液反応は無くなり。

https://pbs.twimg.com/media/CgXrEZ9UAAAx_ro.jpg
せめてテレビは人々を笑わせてやってくれ。 

amaちゃんださんがリツイート 
HAZE @nl_5 · 4月19日 
「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。
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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。

https://t.co/FXlQ8iwAcT

天仙 @tensenten · 4月19日 
自然エネルギー100％！ 「屋久島電工」から見える、大手電力会社に依存しない暮らし
かた http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303067&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CDMD5FEVAAAGzj3.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
cosmos @cosmos115 · 4月13日 
余命2日の白血病の少年がカンナビスオイルでほぼ完治
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=309835&g=131207 …
家族はカンナビスオイルによる治療が合法なコロラド州に飛んだ！

https://pbs.twimg.com/media/CVTCIujU4AAqkLK.jpg

荒川 志緒 @mine_kanpo · 4月19日 
疲れやすい、だるい、朝起きるのがつらい…何からの身体の不調があるとき…いろい
ろな健康法よりも、漢方に頼るよりも、先ずは食事と睡眠♪

バランスのよい和食や温野菜中心のお食事、なるべく今日中に寝るなど工夫してみて

くださいね

. @chrono_aph · 4月18日 
ろしあさん健康法

ろしあさんを見る、ろしあさんを描く、ろしあさんを想像する、これを毎日繰り返す

ことで気持ちが健やかになるという健康法

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。 

そりゃ貼るでしょ当然ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?
v=6L94Ik_yoHU&ebc=ANyPxKp9x6VdUGkIZqtVTONZalGe18jNJhgSPEeB_hIutvloHV4Au_3_aqXBaZeeDcqrNUR4BqD0zH5kzNvUKSL_7K39nMEh9A
トキメキエンザ流行中♪ 

暮らしのヒント集bot @kurashinobot · 4月17日 
『一日に一回は、声を出して、心から笑ってみましょう。楽しいことやおかしいこと

に興味を持つことは、健康法にもなります。』

くまもとぐらし @kumaguranet · 4月15日 
＜初期的なこころのケア、311を思い出してつらいときの対処法＞ 
くまもとぐらしの元々の作成者の一人の熊大の石原明子です。 311で避難移住された
方で、当時を思い出してつらい不安な思いになっている方も少なくないと思います。...
http://fb.me/3TNkTZtQS

https://www.youtube.com/watch?v=OX3xHXXM2PA&ebc=ANyPxKo1b0Q-1Ffa-
UZhwQXNeZgk7yHv1jsDdP7sStBYvSq-
V6pPbTFWMC6DWNrZdW8reLBPTGqjTGam6qmcoYpluW60BX7hUg
Mobile Suit Gundam Wing - Endless Waltz Theme HQ 

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
【RT800UP】 絵面がヤバい系。ナマコのお尻の穴に住みつき出入りするカクレウオの
映像 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215910.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgVHslbUMAAFDxu.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=JO_I6LUlHjQ&ebc=ANyPxKq-
dHqhnUYFHrSEyi1ZQmJ0WSGi9mfmWcs_JP3l3R0sjSGhVKr47OQ0MUUet_Nit9zprMg5b0HbOD49GHEXmjalL5KRRA
Don’t Stop! Carry On! 

エクレア @Anna_botbot · 2時間2時間前 
「心身ともに綺麗に」みたいな標語を忠実に守り続けると女子免疫ゼロ童貞医学生の

僕みたいな哀しい存在が生まれてしまうから皆気をつけような

https://www.youtube.com/watch?
v=y6PHJQfOpTU&ebc=ANyPxKrcSx7hw6g_fKBdK59kUKV_BCQzIY6Y9cYorq3AwSzhmeaXf2Fl8NItQKkEG6hy3GWZk-
rl6LlqPtj-nCTGJoUF7EyBrQ
Nami Tamali - Realize HQ 

かおり シャーマン・アート・セラピスト @kaori_garden · 4時間4時間前 
赤ちゃんの命が育まれる世界に、罵詈雑言汚染と放射能汚染は必要ない。大地が揺

らぎ、人間に気付きを促されていることは、自らの穢れた行ないを、根本から改める

こと。脳内原発を停止させ、天意を信じ、祈る。いま行なわれている、神の大願が成

就することを願い、怒りを捨て、愛に基づき行動すること。

https://www.youtube.com/watch?v=BNhn1FhH9gA&ebc=ANyPxKrqk2g8XxfKN4AfbGx8B5bxebkR-
i8F89X0HRhVFmglu1tTOBewMKNmMX_Qj8RbmF88dD_XFbf-gPzZeW0G51jJFkZSwg
【合唱】セツナトリップ【盛り上がれ！】 

https://www.youtube.com/watch?v=-
VXup7wdxFI&ebc=ANyPxKoXQ0HTFjj6sGCp4xdPYbTB6a1gbO-
VBepdloqQY9M7VT2dNMZnTGDCGIC69hiW3_DLC4UO4fNQx67edv0Zb8SGQeK06g
【合唱】　コノハの世界事情 / Konoha no Sekai Jijou - Nico Nico Chorus 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月20日13:35
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１１☆彡

今！

GOGOGOGO！
いい！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月20日13:50

junkoさんがリツイート 
Mement 森 @yuzupon0915 · 16 時間16 時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=JO_I6LUlHjQ&ebc=ANyPxKq-dHqhnUYFHrSEyi1ZQmJ0WSGi9mfmWcs_JP3l3R0sjSGhVKr47OQ0MUUet_Nit9zprMg5b0HbOD49GHEXmjalL5KRRA
https://www.youtube.com/watch?v=y6PHJQfOpTU&ebc=ANyPxKrcSx7hw6g_fKBdK59kUKV_BCQzIY6Y9cYorq3AwSzhmeaXf2Fl8NItQKkEG6hy3GWZk-rl6LlqPtj-nCTGJoUF7EyBrQ
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https://www.youtube.com/watch?v=-VXup7wdxFI&ebc=ANyPxKoXQ0HTFjj6sGCp4xdPYbTB6a1gbO-VBepdloqQY9M7VT2dNMZnTGDCGIC69hiW3_DLC4UO4fNQx67edv0Zb8SGQeK06g
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モノへの執着を捨てるんだ！！



（４月20日）　災害派遣の自衛隊は団体行動が鉄則なので単独でいる上下迷彩服は疑
ってよく、またカッパを支給されているので傘さしてる自衛隊も疑うべき存在とのこと
。見分けポイントはここである。

http://85358.diarynote.jp/201604201441542875/

やっと安全なところに身をおけるとおもったのに、また原発被害

／今度こそ日本は終りです。

2016年4月20日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=qCNVDf_YqeY&ebc=ANyPxKpT5LZ19wO1ib_S3kstWKRr-
2Y0lXw-JXw8ZeD_xEvRYXZ_cvU1rHWnXeFZULxaUhz3f0FY3sCBo4UuZJS6MHO-XrdBVw
【合唱】脳漿炸裂ガール【精神壊滅】

飯田哲也（いいだてつなり） @iidatetsunari · 4時間4時間前 
今朝の東京新聞の斎藤美奈子さんの「止めない理由」が秀逸。

・そう簡単に止められるかという意地

・二度と再稼働できなくなる不安

・危機を乗り切り原発安全性を立証したい

・屈したら負けだという面子

・停止リスクを避けたい自己保身 
https://pbs.twimg.com/media/CgcQoguUEAAg5X5.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
アメリカでは銀行口座から預金を引き出せなくなっています。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=314301 …

…
「もはや自分の命は手遅れだ」と…

【騙されて】、一生懸命まじめに

【食べて応援】して、結果的に、

【殺されつつある】みなさん…

そろそろ、どうですか。「一人一殺」。

とか。（＾＾；）…ｗ

お近くに絶対いらっしゃるであろう…

「騙して殺して自分だけ（原発で）儲けたい」

推進派。を…　ぜひとも。

【冥途の道連れ】に、

御一緒に、お連れ下さいませ…★

https://www.youtube.com/watch?v=ohUbKy5XG4I&ebc=ANyPxKrzWTTvlkuWQC9P4xWNTt1F-
nxZjm2S-3cCklaJStRY0sygc2WjGi0fwZ5HWJb-KoelSzwC1Q1lqWGGXdxgTe6AAwwJJA
【合唱】　千本桜！！！

朱鷺（shuro） 1009@alice · 1時間1時間前 
「国民よりも銀行のほうが偉いのだ」

http://sekaitabi.com/furikome.html 
『預金封鎖、実はすでにゆっくり始まりつつある…？』
「使い道の証明書を持って来れませんか？」って銀行員に言われて、母さんキレかか

ってましたから

↑朱鷺なら完全にキレるが。ま、引き出す大金ないからな

amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
幸福の科学の募金は、どこを探しても会計報告が存在しない

募金を何に使ってるの？　大川さん

Wedge 大江紀洋 @norihiroe · 1時間1時間前 
開沼博 @kainumahiroshi 「福島では今も惨事便乗型言説で二次被害が発生」村中璃子
@rikomrnk 「薬害だと断じる医師たちがいい先生に見えてしまう」／Wedge対談 放射
能とワクチン 不安に寄り添う怪しげな支援者 http://bit.ly/1SYa5G4

iano @ianoianoianoo · 1時間1時間前 
昨晩のNEWSZEROで、村尾キャスターが「地震が落ち着くまで、原発は休止するとか
再稼動を見合わせることを考えてもよいのでは」と言ったらしい。前のテレビニュー

スなら当然のコメント。しかし今はそれが出来ない。村尾キャスターの勇気に拍手 

amaちゃんださんがリツイート 
原発ニュース @genpatsu_news · 2時間2時間前 
【テレ朝】 震災復興への寄付かたり…　詐欺の疑いで10人逮捕 http://dlvr.it/L5q0Gn

kkw @cledepf · 2時間2時間前 
kkwさんが原発はいますぐ廃止せよをリツイートしました
これが大震災でなければなんだというのでしょうか。

亡くなった方々、行方不明の方々、全てをなくした方々、避難中の辛い毎日を過ごさ

れているこの状況でも、経済を圧迫し始めていても消費税アップ。　鬼畜です。

https://twitter.com/kokikokiya/status/722637719109767168

モヒート（疑うことから始めよ！） @torrecolombaia · 2 時間2 時間前 
福一の事故当時、原発を厳しく批判したら乙武洋匡が「この機に乗じて」ときた。熊

本地震でも推進派が「政治利用するな」だと。地震の時に原発への不安を口にしたり

批判すると政治利用になるらしい(笑)。どこの政党？共産党？ふざけるなよ、俺はバリ
バリの反共なんだけど。
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アルファルファモザイク @alfalfafafa · 2時間2時間前 
民進党「オスプレイによる米軍の支援は不要！はよやめろや」

http://alfalfalfa.com/articles/150558.html … ■原口一博・民進党常任幹事会議長わざわ
ざオスプレイをもってきて、避難している皆さんも非常に不安に思われている。米軍

の協力… 
https://pbs.twimg.com/media/CgdWk3zXIAAfLUW.jpg

天仙 @tensenten · 3時間3時間前 
国立がん研究センターの指導内容が「Ｘ線検査のみを推奨」から「Ｘ線を使わない検

査もお勧めします」に変更。 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=303563&g=132108 …
https://pbs.twimg.com/media/CD_4rt4UgAAZW_k.jpg

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
kuromaru 84@guchi · 4時間4時間前 
無駄遣いの極地ですRT @kiyomizu5: もんじゅは何もしなくても約２万４千世帯分の電
気を使い、再処理工場は稼働していなくても年間１千百億円！

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=308800&g=132107 …：・建設費約８３
０億円...

キチガイ医 @touyoui · 4時間4時間前 
まあ予定通りだよ。構図を本質的に理解してるなら、驚きとかありえないなんて言葉

は出てこない。むしろ彼らは目的に向かって邁進しているといえよう。もともとこの

国に希望なんてないのだ・・・。

amaちゃんださんがリツイート 
ポウ【自由奔放】 @UniMutoh · 5時間5時間前 
陸自が持つ大型ヘリCH-47チヌークには米軍のハンヴィージープが2輌積めます。でも
オスプレイは、貨物室の制限幅が1.72mなので、全幅1.76mのプリウスが載りません。
https://pbs.twimg.com/media/CgcPtiUVAAApK5s.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgcPtivVAAI8ODz.jpg

外人のジョンさん @john__6969 · 5時間5時間前 
九州で起きてる地震を

大震災と認めない安倍政権。

震度何で大震災と認めるのかな？

震度7でなければ
震度8？震度9？それとも死者数？
原発が3.11同様になるまで？
アメリカのトランプを支持する連中が存在する事にも驚きだが

安倍政権を支持する人が存在する事にも凄く驚きですね

Tomohiro Matsuoka @academylane · 6時間6時間前 
引っ越して一週間で熊本で被災した友人の体験談。昨夜某週刊誌記者が取材に来て、

しきりに中国人避難者の迷惑行為がないか誘導質問。目の前にいる中国人技能実習生

には取材もせず。誘導ぶりの酷さに、皆協力していて中国人避難民は積極的にボラ

ンティア活動にも参加している旨答えると、以後質問せず。

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
熊本地震でオスプレイ投入の一方、輸送能力がより高い自衛隊のヘリが棚ざらしに！

安倍-中谷が米軍と裏取引
https://t.co/LlY8AYgz5O

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
オスプレイが運んだのは段ボール200個強だけ！ 何度でも言う、オスプレイ投入は安倍
政権の震災政治利用だ

https://t.co/YE96A6jwsx

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
ご存知ですか　義援金は誰に渡るのか　 経済の死角 （現代ビジネス [講談社]）
http://www.asyura2.com/11/jisin17/msg/107.html …
街頭募金は暴力団、統一教会、幸福の科学の資金源

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
黒幕は誰なのか それでも原発を止めない狂気（日刊ゲンダイ）
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/688.html …

枯山水 I hate abe @kare3sui_R · 7時間7時間前 
枯山水 I hate abeさんがJ・Sasakiをリツイートしました
アベゾウは原発大事故が発生した際、誰が責任を取るかを決める事無く再稼働を認

めた。これでは福一の時と同じで大惨事となっても誰も責任を取らずに済む。こんな

出鱈目な政権を存続させていたら、いずれ国が滅ぶ。 
https://twitter.com/an_old_man1734/status/722526465640701953

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
安倍晋三、今だ激甚災害指定なし　東北震災は翌日だった

「これ、「混乱」しているというより「サボタージュ」していると言われても反論出

来ないだろ」

http://sun.ap.teacup.com/souun/19857.html#readmore …

amaちゃんださんがリツイート 
大神 @T_oogami · 12時間12時間前 
多くの死者を出して被災地は混乱の渦中にあるにも関わらず、熊本大地震を「神意

」「日本の神々からの警告」として教義に利用する幸福の科学。

このカルト宗教の醜悪さはもはや極地に達している。

むぎ君 G’W’S @kohejamira2 · 12時間12時間前 
そう、原発はこいつら選挙で落とさない限り稼動するんですよ。 
https://pbs.twimg.com/media/Cgaah1wUYAAlw_T.jpg

岩上安身 @iwakamiyasumi · 14時間14時間前 
安倍総理は震度7でも大地震ではなく、川内原発も停めないし、消費税増税もやめない
という。大地震とは、東日本大震災と同じ被害が起こる地震、ということか？ つまり
は原発震災が起こるほどの地震が来てから初めて大地震と認め、原発を停める、とい

http://alfalfalfa.com/articles/150558.html
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https://pbs.twimg.com/media/Cgaah1wUYAAlw_T.jpg


うことか？ 手遅れ、という言葉がわからないのか？

tanaka kazushige @tanakakazushige · 18時間18時間前 
関電、歴代首相７人に年２千万円献金　元副社長が証言。 原発事故から電力と政治の
体制を批判。 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299071&g=132108 … ……

amaちゃんださんがリツイート 
HIRO(安倍政権打倒！) @hsggg · 19時間19時間前 
日本列島の海底及び、全国各地に広がる危険な活断層と活火山。現実に大地震が起き

ている最中でも原発を停止しない狂気に満ちた安倍首相たち。こいつらの新たなる神

話なのか「事故が起きるまで原発は安全」と態度で示している。

https://pbs.twimg.com/media/CgZHLc4UYAA8ImS.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4月18日 
名無し：04/18 14:43
金子勝 masaru_kaneko
避難勧告が24万人に膨れ上がっている。だが、テレビは自衛隊の派遣人数を増やした
という中谷防衛相の声ばかり伝え、蒲島熊本県知事をはじめ地元の自治体の要望や声

が届いてこないのはなぜだろうか…

amaちゃんださんがリツイート 
ゆきゑ @yukiyedomates · 4月18日 
火事場泥棒には上下迷彩服でまぎらわしいカッコの人がいるらしい。

自衛隊の中の人に聞いた情報として、災害派遣の自衛隊は団体行動が鉄則なので単独

でいる上下迷彩服は疑ってよく、またカッパを支給されているので傘さしてる自衛隊

も疑うべき存在とのこと。見分けポイントはここである。

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 4月18日 
原発稼働させれば、燃料や原発施設が負債から資産に変わるというこのインチキが原

因だ。それは下の株価に現れる。次は北海道電だ 
北海道電力936
関西電力985
九州電力1,088
東北電力1,357
四国電力1,398
中国電力1,400
中部電力1,461
北陸電力1,502

amaちゃんださんがリツイート 
保守速報 @hoshusokuhou · 4月18日 
保守速報 : 【動画】日本国民の怒りを買いまくる幸福の科学総裁・大川隆法「うん！熊
本震災はワシが起こしたｗ」 http://hosyusokuhou.jp/archives/47364224.html …

amaちゃんださんがリツイート 
安保 多稼士 @AmboTakashi · 4月18日 
幸福の科学、熊本地震を“天罰”扱い＝ネット上で“人間のクズ”の声
http://dailycult.blogspot.jp/2016/04/blog-post_18.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/EHVoP+%28%E3%82%84%E3%82%84%E6%97%A5%E5%88%8A%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%88%E6%96%B0%E8%81%9E%29&utm_content=livedoor
…
https://pbs.twimg.com/media/CgVEUpCUsAEb-EZ.jpg

天仙さんがリツイート 
ともひろ @ecoiso · 4月17日 
抗癌剤は、増癌剤と言うことだ。米国は抗癌剤投与禁止で下のグラフ。『WHO の公式
発表による「ガンの原因となる要因」の中に抗ガン剤が含まれている』

http://bit.ly/1l4KZvX …
https://pbs.twimg.com/media/CU0Of4NVEAAD1Es.jpg

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
おかもと幸三「生活」神奈川２区総支部長 @happy3okamoto · 4月17日 
【酷すぎ】自民・西川ＴＰＰ委員長が熊本地震翌日の１５日に政治資金パーティー

二階総務会長、佐藤国対委員長、茂木選対委員長の姿も！ 
このニュースは全国民がドン引きなんじゃないでしょうか。自民党幹部たちは酒を飲

んで談笑。狂ってます。

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhTaHR0cDovL3huLS1ueXF5MjZhMTNrLmpwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzA0L0FTMjAxNjA0MDgwMDExMjBfY29tbS5qcGc_dz02NDAUgAoUnAUcFIQGFJQDAAAWABIA&s=GGKg61bNqUh54ZqvNko4PvadXu8ZCzof4j-
UcgqtiT0

https://www.youtube.com/watch?
v=YuPngPFMorM&ebc=ANyPxKq7W76yFsYSsJi0exvDdrKKlESS1Cbvr-
njF47Dut67erN_5ReXtn9OjKxbKhPGCx4yBX5b_kO0CKkBcyDfOTi28PiYDg
腐れ外道とチョコレゐト歌ってみた【桃箱・愛原圭織】 

でももうカクジツに「被曝症状で死ぬ」よね、この【煉】中…ｗ
（死相がハッキリ出ている…）

https://www.youtube.com/watch?v=XV40MBrek-c&ebc=ANyPxKqdX73RNqfKZ9cSpwjw9efQPnz-
7bdc1C-tZtq9w6e5iX_C2seLiX-UXRbM_z-dj2TroO3yF_A-_AxRxOHr81-WP9o9Og
【男性７人合唱】腐れ外道とチョコレゐト【間奏なんてなかった】 

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 5分5分前 
この大震災で、フクイチの放射能汚染問題や被曝被害がうやむやにされて、さらに拡

大していることに、胸が痛い…

OMP(さらば暴政) @ompfarm · 4月16日 
偶然なの、必然なのか？ パナマ文書が公表されてから、中央構造線の引き裂き地震が
フクイチからの避難移住先の九州で起こった。タイムラインを眺めることは大切。。

https://www.youtube.com/watch?v=cUrWDFA9P0U&ebc=ANyPxKo0q0zxS1-
H1DL7IY0BSbHzsZfI_ErOHiahczzHrdoS5hoa_3HmoCzjYoRFeh8TcgIwLqhFneT-
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hFBAWLoJcqoxQ_nG6g
Ryuichi Sakamoto - Paradise Lost

どるぴん @carapowa1 · 4月18日 
浦安の友人にはご実家への避難移住を勧めてきたけどずっとスルーで。。でも今とな

っては移住しなくて良かった訳で、ああ、全てを捨てて移住しなくて良かったと今思

ってる。高汚染地域で一家元気で暮らしてる彼女の方が私より長生きできるかも。九

州脱出したらそこに大地震や津波が起こる事も大有り、

Flowerlikerose @flowerlikerose · 4月18日 
コメントを見て、賛同する 九州に東北や関東から避難移住した方もたくさんいます。
やっと安全なところに身をおけるとおもったのに、また原発被害が起きたら、

今度こそ、日本は終りです。

一刻も早く、九電... https://www.change.org/p/6800729/c/435505190?
recruiter=56565747&utm_source=comment_share&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive
… @change_jpさんから

Kugayama_397 @KimiGasa · 4月10日 
うちの街に避難移住してきて4年経つ彼女(1児のシングルマザー)が私に言った。
「今でも周りに放射能汚染の影響で避難移住してきたって言えないの」

なんなんだこの現実。

政府や東電の「政策」はかなりうまくいってるらしい。

あなたの周りにもこんな人がいるかもしれない。

気づいて下さい。

https://www.youtube.com/watch?v=UhwsYF7A5Rg&ebc=ANyPxKq7SsGzNsO2t8HGzzV_4-
DKzfEUPRfa-jKb6YCvT21cjRg0jqZNRH0VAX46mVY337nBQgfX0MrB1ol_KqcogtSV_7-viA
【男性7人合唱】え？あぁ、そう。【合わせてみた】 

junko @junko_in_sappro · 5時間5時間前 
『4月22日前後は恐怖の満月トリガーと云われているので注意が必要〜中央構造線！』
⇒ http://amba.to/1qVQRdA 
オウム真理教

【村井が消された理由.】村井秀夫の語った阪神人工地震
「天体の状況とかをうまく利用して、それに合わせて人工地震が起こされた」

https://t.co/0LMYrRoial

junkoさんがリツイート 
やのっち @_yanocchi0519 · 13時間13時間前 
【人工地震でＭ9.0を発生させられるか】旧ソ連の水素爆弾「ツァーリ・ボンバ」の放
出エネルギーはＭ8.4に相当するが、実際の核実験で発生した人工地震はＭ7.0。今か
ら50年前の技術だ。
http://www.kanekashi.com/blog/2011/07/1646.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgakEM6UEAA12sJ.jpg

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 4月18日 
とんとかいも(tomtokaimo)さんが ｘｘｘをリツイートしました
おお、なるほど。Ｐ波の見えないような、立ち上がりの鋭い高周波成分を減衰させ、

自然な地震波形に近くするのか。いわゆるローパス・フィルタですね。

https://twitter.com/BLOOD_6_6_6/status/722205817177387008

https://www.youtube.com/watch?
v=HKkZL86ZaOw&ebc=ANyPxKo2JfI1_FDcCvJCOmJnHimwqCpjFbsjJIuF9gBY-
1NJa3e6Ua4lLrmU5eTzeozp0Bunkq2lAUVbVwWgy8uyO4U3O-C2nQ
Ryuichi Sakamoto War & Peace 

https://www.youtube.com/watch?v=8TVvJWfzq0s&ebc=ANyPxKo9hdB7a_RjJwYs4fId-
ONTLylSRPIMDnqkh8trND9BIGCFbosbuFx-5WPxS5jObcBW1NidVe-UKZSluH1SmOmmx3Lw-Q
ラストエンペラーのテーマ　坂本龍一 the last emperor-theme- ryuichi sakamoto 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月20日18:10
　

大貫剛 @ohnuki_tsuyoshi · 2時間2時間前 
普段は引きこもりだった熊本のアニヲタが、テレビとDVDを避難所に持ち込んでアニメを流し
たら、不安そうにしてた子供たちがぐっすり寝付いたって話もあったな。日常の大切さと、引き

こもりが外に出て活躍する非日常が混ざってるの興味深い。
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（４月20日）　「神さまが誰かに（皆さんに）伝えさせたかったこと」。

http://85358.diarynote.jp/201604201512043455/

【避難！移住♪】震災即応？【求人】⇒札幌／「逃げていいんだ

」／⇒ 北海道 深川市 【被曝に留意した食事を提供する保育所】
あり。すぐ入居いただけます。

2016年4月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (5)
　

https://www.youtube.com/watch?v=ohjYpleNXBY
高达SEED life goes on 标清

や ま も と み う @poqMpoq · 4月15日 
5年前に福島付近で大震災に遭って「九州地方なら安全かもしれない」と踏んで避難(
移住)した人も少なからずいるとは思うんだけれどもそういう方々はこれからどうすれ
ばいいのだろうか

ClaraKeene @clarakeene · 4月18日 
東北で家流されたりして日本の反対側へ避難・移住してきてやっと生活落ち着いてき

たら……って人もいらっしゃると思う。なんと言ったらいいかわからない

https://www.youtube.com/watch?
v=dJwRbwGo4Ow&ebc=ANyPxKqbqf1x5NgqWtRQ8DvUMMXHeDXfM0Q_EaWZ7iyIdR3bn5TaEsJUwTHZMndDzn9tofobzC6oDO5qldu3FFW8nfk_6m-
wlQ
【桃箱・愛原圭織】千本幼女 

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 3 時間3 時間前 
フクイチ規模の原発事故が発生した場合は、迅速な避難行動は重要な意味を持つと思

うんだ。

地殻変動で大地ごと沈むとか、日本がバラバラに割れて変動するようなことだけを想

定したら、なすすべはないけど。

杉まこ＊オーガニックlife @sugisugi774 · 3時間3時間前 
坂口恭平さんの行動が参考になった。

とかく日本人は逃げないよね。

放射能から逃げれば非国民だし、会社や学校から逃げずに自殺する。

地震も、避難所でじっと耐えるものだと私も思ってたので、そっか、地震からも

逃げていいんだと。　

https://www.youtube.com/watch?v=4lot7sTZI_o
【合唱】 天樂 【高音系男子６人】 

熊本に拠点を置いていたコールセンターが、

早速サッポロに【拠点ごと避難】してくるらしいです。

【緊急！】っぽい【求人】情報が、（内々に）飛びかってます…。

おいで！線量の低い札幌へ…！

http://www.bing.com/search?
q=%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E3%80%80%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=EUPP_ASJB
（札幌　コールセンター）

https://www.youtube.com/watch?
v=2LjwONPcCNY&ebc=ANyPxKp_3DBS9uIL2i7O5QorXuaJVbY8g9koTU4PaBTjxUWSuRSK1rerzvI7hNcW9X2YKkdyFTNSuOxRpcdyI1Vd4-
IFyvZG6w
globe / Here I Am 

syo-ko 98@island · 24 分24 分前 
＜熊本地震　住宅支援＞東日本大震災及び原発事故からの避難・移住のサポートハウ

ス「フォレストハウス・おかやま」。九州にお住いの方対象の一時受け入れをいたし

ます。罹災・被災証明は問いません。http://fhokayama.jugem.jp

amaちゃんださんがリツイート 
mokuren @mokuren1014 · 45 分45 分前 
九州で被災された方で、とりあえず避難したい方いらっしゃいませんか？

三重県志摩市阿児町、とんびが飛び交う海のそばのおうち、開放します。ガス電気水

道おふとんすべてそろってます。もと旅館ですので和風の大きな建物で、3家族は入れ
ます。続

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

Yahoo!天気・災害@Yahoo_weather · 1時間1時間前 
あす21日朝には九州の広い範囲で雨が降り出し、昼過ぎにかけて局地的に雷を伴う激
しい雨が降る予想となっています。沿岸部を中心に暴風が吹くおそれも。

現在避難されている方は、雨への備えはきょうの明るいうちになさってください。

また、できるだけ安全な場所でお過ごしください。

熊谷　徹 @ToruKumagai · 2時間2時間前 
建築家の坂口恭平のブログが光っている。彼は３・１１の後に横浜から熊本へ移住し

たが、大地震が発生。横浜へ家族全員とともに舞い戻った。大半の人は彼の行動を理
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解できず、「利己的」と非難する人すらいるかもしれない。だが私には、彼がブログ

の中で語る心理が、痛いほど理解できる。

廣瀬良周 @hiroseryoshu · 2時間2時間前 
古い記事だが、最後まで読むと「九州(福岡、佐賀、熊本8%、長崎5%)に移住すること
を真剣に検討してもよい段階だろう」とある。ほんとうに、地震はどこに来るかわか

らなくて怖い。 首都直下巨大地震の確率急上昇!これは絶対に来る！
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhTaHR0cDovL2dlbmRhaS5pc21lZGlhLmpwL213aW1ncy83LzMvLS9pbWdfNzNlN2UwMGNhZmZhN2FiZWYzMWZiOTFhM2IwNGYyYzg1ODk0MC5qcGcUqAMU3AEcFIQGFJQDAAAWABIA&s=qf3jnbtVYlUr0Y_7tz_-
DiXiNzSDr4VUpvUARcUtBlo

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 
防災コラム「災害時の車中泊」（2012年3月7日）
http://www.itscom.net/safety/column/264.html …
※本コラムは車中泊を推奨するものではありません

Yuzuru * @himmel_27 · 2時間2時間前 
3.11で大活躍した避難・移住受け入れサイトに、今回も続々と各地の受け入れ情報アッ
プされてるよ。住むところをお探しの方は見てみて。　母子疎開ネットワークhahako
　http://hinanshien.blog.shinobi.jp/ 　#熊本地震

koko @sarjaton · 3時間3時間前 
熊本から関東に避難。

それじゃダメ、て人もいるし分かるんだけど、一旦関東に退避、でも全然いいと思う

。

知り合い、親戚、すぐに頼れる存在が関東にしかいない人もいるよね…。まず九州か
ら一旦離れて、体力精神的に回復するのが第一目標。

避難移住じゃないよ、一旦退避。

徳谷 柿次郎 @kakijiro · 3時間3時間前 
今日のジモコロは、ロックな女性の「移住」話です。地元が大嫌いだったと公言でき

る強さ！→ トラウマを乗り越えて「クソ田舎」に自分の役割を見つけたUターン女性
の話 
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhfaHR0cDovL2Nkbi1hay5mLnN0LWhhdGVuYS5jb20vaW1hZ2VzL2ZvdG9saWZlL2sva2FraWppcm8vMjAxNjA0MjAvMjAxNjA0MjAxMjAwMzQucG5nPzE0NjExMjEyNjEU0A8UlggcFIQGFJQDAAAWABIA&s=tKk-
ebzd0zJ_XznJMAbGYJUQjxKgew2Nx_cakRiKP1c

米田智彦 @Tomohiko_Yoneda · 4時間4時間前 
オランダ移住シリーズ、第11弾となりました。今回は起業ではなく、オランダ企業
に絞って転職活動をして、現在アムステルダムでソフトウェアエンジニアとして働い

ている和智さんからのレポートです。

https://t.co/utVNvHV0We

志乃 @shinoegg · 5時間5時間前 
いいとこ取りなんてできない。全て取ろうとするか、最初から全て諦めるかでなく、

良いところも悪いところも取って、多少の毒も食らって、免疫つけて、また強くな

って、次に行く。そうやっていけばいいのかな？…なんてことを考えた。

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
小選挙区別人口動態　2016/3　　横浜市はどこまで悪化するか
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174802016.html …

こいけた七味 @k15m · 16時間16時間前 
【避難・移住を考えている方へ】

北海道深川市だそうですよ〜♪

QT @mimi_panda_nana: すぐに入居いただくことができます。家賃無料です。トトロ
が5匹くらい住んでいそうな北海道の田舎です。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。

junkoさんがリツイート 
福島原発事故の真実と放射能健康被害 @hukusimaken · 17時間17時間前 
【 #拡散希望 】熊本地震の被災者、避難者の皆様へ。鹿児島県、広島県、鳥取県、福
井県で県外避難の受け入れを開始しました！徳島県も検討中。県外避難の最新情報は

こちら。毎日更新します★→http://www.sting-
wl.com/tag/%e7%86%8a%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e9%9c%87-
%e7%9c%8c%e5%a4%96%e9%81%bf%e9%9b%a3 …
https://pbs.twimg.com/media/CgZwaUxUkAAWvH5.jpg

tsubuco @tsubuco · 20時間20時間前 
避難、移住、疎開って考えるとハードルが高いかもしれないけど、気分転換や安眠で

一泊二日とか二泊三日の小旅行と思って、県外に出ることは身体がゆるんでいいと

思う。こんな時に…じゃなくて、こんな時だからこそ。熊本の親族や夫の同級生たち
を迎える準備はできている。まあいつものご飯ですけどw

坂口恭平 @zhtsss · 4月17日 
横浜に3ヶ月滞在することは決めた。その間に次を決める。関東にずっといるイメージ
はまったくないとフー。いまのところフーは京都、おれの直感はフーの一言によっ

てニューヨークに一家で移住という状態。これから少しずつ話し合っていく。まずは5
月19日北京経由で僕一人でニューヨーク視察に行く。

坂口恭平 @zhtsss · 4月17日 
羽田空港到着！機内でフーが「次の移住先はニューヨークだったりして？」と言った

。ほーそういう考えもありだね。バンクーバーかシンガポールもありだと思っている

。亡命家族は新しい未来を思い描いている。二人でiPhoneの昔の写真思い出しながら
泣いた。でもそれはノスタルジーではない。

AOR70s80s (原発即刻廃炉!!) @aor_music · 4月17日 

https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhTaHR0cDovL2dlbmRhaS5pc21lZGlhLmpwL213aW1ncy83LzMvLS9pbWdfNzNlN2UwMGNhZmZhN2FiZWYzMWZiOTFhM2IwNGYyYzg1ODk0MC5qcGcUqAMU3AEcFIQGFJQDAAAWABIA&s=qf3jnbtVYlUr0Y_7tz_-DiXiNzSDr4VUpvUARcUtBlo
http://www.itscom.net/safety/column/264.html
http://hinanshien.blog.shinobi.jp/
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhfaHR0cDovL2Nkbi1hay5mLnN0LWhhdGVuYS5jb20vaW1hZ2VzL2ZvdG9saWZlL2sva2FraWppcm8vMjAxNjA0MjAvMjAxNjA0MjAxMjAwMzQucG5nPzE0NjExMjEyNjEU0A8UlggcFIQGFJQDAAAWABIA&s=tKk-ebzd0zJ_XznJMAbGYJUQjxKgew2Nx_cakRiKP1c
https://t.co/utVNvHV0We
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174802016.html
http://www.sting-wl.com/tag/%e7%86%8a%e6%9c%ac%e5%9c%b0%e9%9c%87-%e7%9c%8c%e5%a4%96%e9%81%bf%e9%9b%a3
https://pbs.twimg.com/media/CgZwaUxUkAAWvH5.jpg


移住や疎開、避難に使える宿泊施設や

避難、移住に向いていそうな地域の情報など

優良情報＊作成中

＊皆様よろしくお願いします。

★移住や避難先選びを迷われている方に

手招きしていただけるような情報がありましたらよろしくお願いします。

http://www.geocities.jp/ijixyuu3/siuk.html …

新田恒二 @kouji183 · 4月18日 
大災害では動ける人に動いてもらって、被災してない自治体で生活してもらうのがお

互いにとって良いはずなのに、なぜ体育館の床で寝なきゃいけないのかなって思う。

現地でボランティアする本人も衣食住が必要だし物資を送るにもインフラを支える人

の生活が必要だし、一時避難移住しませんか？

https://www.youtube.com/watch?v=qeccgFC-ie8&ebc=ANyPxKrO-
8sezvN4h1vnY8RICEHwUTr_umINBD9qohmeCzNgMFvtLJFfZFKbUMjFcU2ogVfvFKjrSt2FvEpLJcnGy7D1I_QK_w
いーあるふぁんくらぶうたってみた 【桃箱・愛原圭織】

参照：http://85358.diarynote.jp/201307312058079668/
【移住希望者をサポート！】

（2013年7月31日）

https://www.youtube.com/watch?
v=_YfHUrOZ_DE&ebc=ANyPxKqkYXCmMMWRmYX_SfrDVD4AQbnaI63RWuGzVD_i4GtC9TUYAan6Ny8PSF0ECJuwB6hFu7KeH9p5zG0RDP7npWpLxgZHCg
合唱 『ロミオとシンデレラ』Girls Version【初音ミク曲】 

ちなみに札幌【避難転居】の際には、コチラがたいへんオススメです…☆彡
https://taft.co.jp/
http://taftpet.jp/ （札幌でペットと暮らそう）

割高（他社の倍？）だけど、親切・迅速！

そのせつは、大変お世話になりました…！
（参照）

http://85358.diarynote.jp/201205022022072406/
http://85358.diarynote.jp/201205040602182351/
http://85358.diarynote.jp/201205101548177427/

CAVU @cavu311 · 3時間3時間前 
CAVUさんがタクラミックスをリツイートしました
放射能を心配するTwをしたママを「もう死にたい」とまで言わせた、集団で執拗に
絡む、キクマコ軍団得意のネット追い込みですね。今回もその相手は素朴な疑問を呟

いた女性。強者(権威権力)を助け、弱い（と見なした）者を攻撃。本当にダサいです。 
https://twitter.com/takuramix/status/722563169671970816

茂木健一郎 @kenichiromogi · 4時間4時間前 
東北の被災地のみなさんが筆舌に尽くしがたい大変な思いをされていたことはもちろ

んだが、東京も照明が暗く、余震が続き、いつも緊急地震速報に身構えていて、原発

事故もあり、毎日が緊張の連続だった。

https://www.youtube.com/watch?
v=2_N0HwAgCPc&ebc=ANyPxKqK52Q8F6jd1fIQsiBscA0E9OXTIY-
C8bCMuPyYpMdMsbIGC5cyf5MbJdXU0HHG4-u6-ChIJ9o0r1Uj58l3E8QqJMegmQ
【桃箱】 夏祭り 

高瀬　慶 @rikuoharuo · 4月17日 
就職した会社でも、自分の健康を害するような会社なら転職する。自分が生まれ育っ

た国でも自分の健康を害するような国なら外国に移住する。たとえ健康を害するほど

でもなくてもより快適な生活の為に外国に移住する。こーゆーことは極めて自然なコ

トであるのだが、とうやら日本ではイケナイことみたい。

うちゃか @sayakaiurani · 4月17日 � Los Angeles, CA 
3.11後に熊本に移住した東北チームが先月の5回目の3.11の時に防災グッズチェック
して、古いものは食べて、新しいものに入れ替えて、家族でも避難方法の確認をして

たら、近所の人が「ここはあんな地震こないから大丈夫だよ」って笑われたって話を

聞いたばっかだったなそういえば。

うちゃか @sayakaiurani · 4月16日 � Los Angeles, CA 
熊本の人が3.11の時に東北から移住してきた人たちが率先してみんなを励ましててくれ
てありがたいって呟いてる。「移住は大げさな」って少し思ってた当時の自分を全力

でぶん殴りたいそうです。

https://www.youtube.com/watch?
v=d34z5X_nEJI&ebc=ANyPxKrgbRPr2hL9iLlqBTc9dZlgJyalZdflF84Z3mPkoWN1LEcua-m-
hxkLir1lp79zGXKkFaH3bZH2UsKAc0PIPMJods2YJg
【電波女と青春男】布団巻きながらOs-宇宙人歌ってみた【桃箱】

（…５匹目の…作業栗鼠…（＠＠；？）

…なぜか１５：１５になっちゃいました…
…なぜだ…？？（＾＾；？？

http://www.geocities.jp/ijixyuu3/siuk.html
https://www.youtube.com/watch?v=qeccgFC-ie8&ebc=ANyPxKrO-8sezvN4h1vnY8RICEHwUTr_umINBD9qohmeCzNgMFvtLJFfZFKbUMjFcU2ogVfvFKjrSt2FvEpLJcnGy7D1I_QK_w
http://85358.diarynote.jp/201307312058079668/
https://www.youtube.com/watch?v=_YfHUrOZ_DE&ebc=ANyPxKqkYXCmMMWRmYX_SfrDVD4AQbnaI63RWuGzVD_i4GtC9TUYAan6Ny8PSF0ECJuwB6hFu7KeH9p5zG0RDP7npWpLxgZHCg
https://taft.co.jp/
http://taftpet.jp/
http://85358.diarynote.jp/201205022022072406/
http://85358.diarynote.jp/201205040602182351/
http://85358.diarynote.jp/201205101548177427/
https://twitter.com/takuramix/status/722563169671970816
https://www.youtube.com/watch?v=2_N0HwAgCPc&ebc=ANyPxKqK52Q8F6jd1fIQsiBscA0E9OXTIY-C8bCMuPyYpMdMsbIGC5cyf5MbJdXU0HHG4-u6-ChIJ9o0r1Uj58l3E8QqJMegmQ
https://www.youtube.com/watch?v=d34z5X_nEJI&ebc=ANyPxKrgbRPr2hL9iLlqBTc9dZlgJyalZdflF84Z3mPkoWN1LEcua-m-hxkLir1lp79zGXKkFaH3bZH2UsKAc0PIPMJods2YJg
https://www.youtube.com/watch?v=HbQMcfOqr6s&ebc=ANyPxKrgbRPr2hL9iLlqBTc9dZlgJyalZdflF84Z3mPkoWN1LEcua-m-hxkLir1lp79zGXKkFaH3bZH2UsKAc0PIPMJods2YJg


https://www.youtube.com/watch?
v=HbQMcfOqr6s&ebc=ANyPxKrgbRPr2hL9iLlqBTc9dZlgJyalZdflF84Z3mPkoWN1LEcua-m-
hxkLir1lp79zGXKkFaH3bZH2UsKAc0PIPMJods2YJg
【ヾ(ヽ・∀・)】パンダヒーロー歌ってみた【桃箱・愛原圭織】 

kumakuma @kumasan1111 · 7時間7時間前 
kumakumaさんが坂口恭平をリツイートしました
現代ビジネスの連載。第４回まで一挙公開。時間のない人は、第４回だけでも読むの

が吉。今最優先すべきことを再確認できます。とにかく、命！ 命が大事なの。ほかに
守るべきものはないの。東日本大震災でも学んだ移住者は動きが早いよ。 
https://twitter.com/zhtsss/status/722562663511752704

https://www.youtube.com/watch?v=JPBtIsoKTxk&ebc=ANyPxKp6Klyjz-
4clfkuzcG_9ffnMSo9EjK5rLMSFxJI5yqEXrJqYOyXQWEddq3IChUnvIb56KX1zaUZ-
ArkoeETCHcRHB8Zrg
【合唱】ワールズエンド・ダンスホール / World’s End Dancehall - Nico Nico Chorus 

https://www.youtube.com/watch?
v=8mG2X9D2Qvc&ebc=ANyPxKovwe_YNXnUji3Q9hVbr9kefvPNuCIYfhW641unbbEMsRFbcNJTWbHPHuD532LxRBs2qPca0i_7SbYkVKpOBqh2UxIQBA
【◇響合唱◆】想像フォレスト【女性８人+α】 

https://www.youtube.com/watch?
v=BK9YDxuBjFs&ebc=ANyPxKovwe_YNXnUji3Q9hVbr9kefvPNuCIYfhW641unbbEMsRFbcNJTWbHPHuD532LxRBs2qPca0i_7SbYkVKpOBqh2UxIQBA
《合唱》如月アテンション【８人】
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自己満足（事故欺瞞？）のために、このページを作りたかったんだよ…☆
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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どうやら「神さまが誰かに（皆さんに）伝えさせたかったこと」は、

どっかにコピペできているようです…♪
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（４月21日）　地球がダメなんだから火星にでも逃げていただきたい。太陽フレアの
関係でヤバいならば、もはやあの世ににげるしかないが、閻魔様は逃がしてくれまい。

http://85358.diarynote.jp/201604210921227605/

「九州全体の大きな地殻変動が進行中ではな

いか」／東北大震災のとき30時間前に太陽フレ
アが観測され今そのフレアがまた観測された

！（22時間）
2016年4月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
Hi-net 高感度地震観測網　
大分県 最新7日間 の震央分布図
明白に震源が移動している。

https://pbs.twimg.com/media/Cgh0dMAUgAE9buI.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=QNKhFPeYNA8
【作業用BGM】Ar tonelico Music Tribute【100曲メドレー】

！【三陸沖Ｍ５．８】！

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
この福島沖の地震、緊急地震速報の（第1報）は「マグニチュード6.6：震源地：三陸沖
深さ10km」と出してんだよね。（第3報）から「福島沖」と訂正が入った。震源も、
かなり仙台寄りの場所。

…えっ！…||||（＠＠；）||||…★
…と思いましたが、揺れはたいしたことなくて良かった…☆

山口隆之 @FujizoushiBot · 2時間2時間前 
おはようございます。今朝の富士山ラドン濃度は22。電磁波異常は「低」です。再び
不穏な体感あり。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
こういう比較がよくされる

富士山で過去に起ってる最も大きな巨大噴火を（１）とした場合、阿蘇山の過去に起

ってる破局的な噴火は（６００）　阿蘇山は「恐ろしい火山」として世界的にも有名

な火山。阿蘇にあるカルデラは、破局噴火の痕跡。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/722805590733393920

Tabatha @araran100 · 12時間12時間前 
【要警戒継続】NPO法人環境防災技術研究所（EE技研）、仙台観測点　大気イオンが
濃度上昇が2回。またトリフィールド(低周波磁気、デジタル)観測で今朝に続いて、20
時前にも700mGの強い電磁波を記録　東北地方、まだ注意は継続で。 
https://pbs.twimg.com/media/CgfQ9eYUkAEMrIA.jpg:large

ふくちゃん @zishinmimi · 12時間12時間前 
さっきの三陸沖ほぼ垂直な縦ずれ地震だ。フィリピン海プレートが西向きに動いて隙

間があいた分、太平洋プレートも動きやすくなった状況みたい。エクアドル地震で北

海道あたりも揺れやすくなってるだろうし、満月と太陽フレアのこのタイミング、最

悪な状況。

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M5.8】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 40.7km 2016/04/20
21:19:45 JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=37.8111,141.5916%28+%5BM5.8%5D+NEAR+THE+EAST+COAST+OF+HONSHU%2C+JAPAN+40.7km+2016%2F04%2F20+21%3A19%3A45JST%2C+2016%2F04%2F20+12%3A19%3A45UTC+%29&ll=37.8111,141.5916&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005k66 …

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M5.3】FIJI REGION 356.8km 2016/04/20 20:33:30JST, 2016/04/20 11:33:30UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-19.1282,-
177.152%28+%5BM5.3%5D+FIJI+REGION+356.8km+2016%2F04%2F20+20%3A33%3A30JST%2C+2016%2F04%2F20+11%3A33%3A30UTC+%29&ll=-
19.1282,-177.152&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005k5s …

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M5.8】NORTH ATLANTIC OCEAN 10.0km 2016/04/20 19:51:39JST, 2016/04/20
10:51:39UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=13.2039,-
55.9267%28+%5BM5.8%5D+NORTH+ATLANTIC+OCEAN+10.0km+2016%2F04%2F20+19%3A51%3A39JST%2C+2016%2F04%2F20+10%3A51%3A39UTC+%29&ll=13.2039,-
55.9267&z=4&t=h …
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(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005k4s …

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M5.1】NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA 48.4km 2016/04/20
19:41:56 JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
5.2006,153.2756%28+%5BM5.1%5D+NEW+IRELAND+REGION%2C+PAPUA+NEW+GUINEA+48.4km+2016%2F04%2F20+19%3A41%3A56JST%2C+2016%2F04%2F20+10%3A41%3A56UTC+%29&ll=-
5.2006,153.2756&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005k3t …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
鹿児島県の諏訪之瀬島

https://pbs.twimg.com/media/Cge_mj0UIAIldag.jpg
4月14日（熊本地震：マグニチュード6.4）の巨大地震が起った日から火山活動が活発
。　爆発的な噴火が12回、噴火が2回。かなり多い。

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M6.1】NEAR THE COAST OF ECUADOR 15.7km 2016/04/20 17:33:48
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=0.6051,-
80.2603%28+%5BM6.1%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+15.7km+2016%2F04%2F20+17%3A33%3A48JST%2C+2016%2F04%2F20+08%3A33%3A48UTC+%29&ll=0.6051,-
80.2603&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005k37 …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 16時間16時間前 
小笠原諸島の西之島。

https://pbs.twimg.com/media/CgeYQDpWcAAgeJY.jpg
「14日の上空からの観測で噴気を確認。再びマグマ上昇の可能性。
（http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160419/k10010489501000.html …）」

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M5.4】VANUATU 10.0km 2016/04/20 16:12:30JST, 2016/04/20 07:12:30UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
14.5934,166.1732%28+%5BM5.4%5D+VANUATU+10.0km+2016%2F04%2F20+16%3A12%3A30JST%2C+2016%2F04%2F20+07%3A12%3A30UTC+%29&ll=-
14.5934,166.1732&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005k2u …

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
Hi-net 高感度地震観測網　
熊本県　最新7日間
https://pbs.twimg.com/media/CgeGw86XIAABR0-.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
Hi-net 高感度地震観測網　
過去30日間 と 最新24時間
https://pbs.twimg.com/media/CgeFlDgW8AAm-PV.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgeFk1xW8AA6V4P.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年04月20日 14:47】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月20日 14:40
現象：爆発

宇宙天気ニュース @swnews · 21 時間21 時間前 
[記事] 太陽風は低速になっていますが、磁場が少し強まっています。 http://swnews.jp
#swnews

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
Mount Aso 4/20 11:27:Japan Meteorological Agency
https://pbs.twimg.com/media/CgdAK8LUUAAXxuB.jpg

ゆぴ かっぷる @yasogawacp · 22時間22時間前 � Oita-shi, Oita 
4月20日、23日、25日
5月4日、17日
地震が危ないらしい

東北大震災のとき30時間前に
太陽フレアっていう太陽の周りが燃える現象が観測されて

今そのフレアがまた観測されたらしいです！

それと満月の夜は地震が起こる率が高いらしく

その２つが重なる日がこの日付らしいです！

Mr.J @JDHTV · 22時間22時間前 
昨日太陽フレア発生してたんだ、

2〜3日で地球にとどくんだが、
地震誘発させるんだよな、これ。

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M4.9】VANUATU 174.4km 2016/04/20 10:05:41JST, 2016/04/20 01:05:41UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.1282,167.9679%28+%5BM4.9%5D+VANUATU+174.4km+2016%2F04%2F20+10%3A05%3A41JST%2C+2016%2F04%2F20+01%3A05%3A41UTC+%29&ll=-
16.1282,167.9679&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005jzy …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
4月20日10時07分
鹿児島県：諏訪之瀬島

（爆発的噴火）噴煙：火口上1700m　空振計：20.7Pa
https://pbs.twimg.com/media/Cgc8py8VAAAfnN1.jpg
熊本地震以降、活発な状態。

JR5EPQ”SHO” @JR5EPQ · 23時間23時間前 
肉眼的黒点となったAR2592黒点群の
左側の東縁から現れた4/8〜右側の西縁迄の4/19の12日間の動き(4/18は欠測)
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EOS Kiss D+f500mm×1.4+日食フィルム
#mysky
https://pbs.twimg.com/media/CgcsD-rVAAASNNQ.jpg

nori @n0ri_tiki · 4月19日 
昨日の夜の千葉の地震、中央構造線が揺れてるんだよね。

関東以西の方は、それなりの準備を。

最大級の太陽フレア、22日は満月。月の引力があるからこそ地球がある。その影響は
大きいですよ。 

中津川　昴 @subaru2012 · 4月19日 � Yonaguni-cho, Okinawa 
【NOAAによる太陽フレア予測：直撃は免れた!?】4/18の朝に発生した太陽面爆発によ
るM6.7級大質量プラズマCMEは軌道再計算によって地球公転軌道より北極方向にずれ
ることが判明。4/20頃、地球公転軌道上を通過する模様。但し、わずかに磁気嵐・電
離層撹乱はあるかもしれない。

3QNews 3@QNews · 4月19日 
最大威力の太陽フレアが発生: ４月１８日、最大威力の太陽フレアが発生。その様子を
モスクワ時間で午前３時２９分、ＮＡＳＡの太陽観測衛星が捉えた。

http://bit.ly/20TcxDw #Sputnik #スプートニク

Junna Hirono @myremin · 4月19日 
台湾の地震研究所が３月、日本でM7級地震が起こることを示唆していた…。時期こそ
ずれたけれど的中。「電磁波」の観測による地震予測。

haru.sf 12@fuji28 · 2時間2時間前 
【テレ朝・モーニングショー】

そもそも総研で『地震と原発』緊急特集

鹿児島大学・井村教授「九州全体の大きな地殻変動が進行中ではないか」(@_@) 

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 04/21【1975年 大分県中部でM6.4】02:35頃発生 負傷者22人
家屋全半壊151棟 大分市と熊本県南阿蘇村で震度4を観測も、震源に近い大分県庄内町(
現由布市)内山地区や九重町寺床地区ではほとんどの住宅が全半壊する被害、局地的に
震度5以上か。

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 04/21【2006年 伊豆半島東方沖でM5.8】02:50頃発生 負傷者
3人 静岡県伊東市や伊豆市、東京都大島町などで最大震度4観測。4月17日以降有感地
震頻発、5月2日にもM5.1の地震を観測も、その地震を以って終息。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
長周期地震動に関する観測

https://pbs.twimg.com/media/CgfMmdsVAAA_1b1.jpg
04月16日01時25分：熊本県（マグニチュード7.1）の巨大地震発生時の「長周期地震動
」の観測地点。（階級４：熊本・阿蘇）（新潟、富山、千葉なども階級１

）http://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/ltpgm/20160416012510/index.html …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
こないだから、連日おこなっている会見

https://pbs.twimg.com/media/CgevQyAUkAAzzwm.jpg
ここまで言うのは異例なこと。熊本で2回の巨大地震の他、700回を超える直下型地震
が起ってるわけだから、日本の別のプレート境界にも歪みが溜まるよね。

日本全国「地震の備え」はしておいた方が良いです

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【熊本 益城町 １６日の地震でも震度７観測】
今月１６日のマグニチュード７．３の大地震では、観測された最も強い震度はこれま

で震度６強とされていましたが、熊本県益城町では震度７の激しい揺れが観測されて

いたことが分かりました。

http://nerv.link/sn4S7l

でんじゃらす社労士 まつおひとり @Hitorimatsuo · 5時間5時間前 
むかし田舎がダメだから都会に、今は都会がダメだから田舎に逃げる人が増え、日本

がダメだから海外に。地球がダメなんだから火星にでも逃げていただきたい。太陽フ

レアの関係でヤバいならば、もはやあの世ににげるしかないが、閻魔様は逃がしてく

れまい

https://pbs.twimg.com/media/CgcsD-rVAAASNNQ.jpg
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（４月21日）　私何か憑いてるのかな？　合併閉院だの医師急病で閉院だの医師退職
で閉院だので引退閉院だので既に４病院が潰れたり閉院したりしたんだけど。

http://85358.diarynote.jp/201604210922303660/

【益城町立飯野小学校 ２.06μSv】／１６日Ｍ７．３熊本県益城
町は震度７／本日の京浜東北線の惨状／新潟県警車両が横転／

関東、西日本オキシダント濃度上昇。

2016年4月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

東京電力（原子力）@TEPCO_Nuclear · 10 時間10 時間前 
■お知らせ■昨日(4/20)発生した、Ｇ６タンクエリアへの移送配管より、外堰の外側に
水が滴下している件の続報です。滴下した水の放射能分析結果より、滴下した水は当

該配管内のＲＯ濃縮水と判断しました。詳細は当社ＨＰをご確認ください。

http://twme.jp/tenu/00Xp

広河隆一 @RyuichiHirokawa · 20時間20時間前 � Setagaya-ku, Tokyo 
川内原発とめてください！」というオンライン署名にわずかな期間で10万筆以上もの
署名があつまりました。

https://www.change.org/p/%E5%B7%9D%E5%86%85%E5%8E%9F%E7%99%BA%E3%82%92%E6%AD%A2%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84?
tk=cAk7uKwH7_UuX63Zxb8-JQqW232SUCBt0Tzbr-
puQF0&utm_source=petition_update&utm_medium=email …
署名を呼びかけているのは、熊本市出身の高木 博史さん。私も署名しました。明日提
出とのこと

https://t.co/Jso9alC405

https://www.youtube.com/watch?v=-
VXup7wdxFI&ebc=ANyPxKp3oNodrg_V4SmmmgyneRobfl0gW6CboA561f8e5h6zXPMNZ8AGHOcB-
elA9GHdJ0f8skJjXPENpwDEyda9ZxgYes14WA
【合唱】　コノハの世界事情 / Konoha no Sekai Jijou - Nico Nico Chorus 

特務機関NERV @UN_NERV · 34秒34秒前 
【熊本県 警報情報 2016年04月21日 10:25】
次の地域に警報が発表されています。

［熊本地方］大雨・洪水

［阿蘇地方］大雨・洪水・暴風

［天草・芦北地方］大雨・洪水・暴風

［球磨地方］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 8分8分前 
【熊本 八代市が山沿いの１万世帯余に避難勧告】
熊本県八代市は、雨で土砂災害などのおそれがあるとして、午前10時に、市内の山沿
いの1万751世帯、2万4997人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/eboHpv

特務機関NERV @UN_NERV · 11 分11 分前 
【佐賀県 警報情報 2016年04月21日 09:57】
次の地域に警報が発表されています。

［佐賀多久地区］大雨・洪水

［鳥栖地区］大雨

［武雄地区］洪水

［鹿島地区］洪水

［唐津地区］暴風

［伊万里地区］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 13分13分前 
【熊本 阿蘇市が１０００世帯余に避難勧告】
熊本県阿蘇市は、雨で土砂災害などのおそれがあるとして、午前10時に、新たに尾ヶ
石地区の全域と永水地区の一部、1040世帯、2866人に避難勧告を出しました。
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http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160421/85358_201604210922303660_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160421/85358_201604210922303660_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160421/85358_201604210922303660_3.jpg
http://twme.jp/tenu/00Xp
https://www.change.org/p/%E5%B7%9D%E5%86%85%E5%8E%9F%E7%99%BA%E3%82%92%E6%AD%A2%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84?tk=cAk7uKwH7_UuX63Zxb8-JQqW232SUCBt0Tzbr-puQF0&utm_source=petition_update&utm_medium=email
https://t.co/Jso9alC405
https://www.youtube.com/watch?v=-VXup7wdxFI&ebc=ANyPxKp3oNodrg_V4SmmmgyneRobfl0gW6CboA561f8e5h6zXPMNZ8AGHOcB-elA9GHdJ0f8skJjXPENpwDEyda9ZxgYes14WA
http://nerv.link/eboHpv


http://nerv.link/vJKVbf

特務機関NERV @UN_NERV · 22分22分前 
【熊本 小国町の全域に避難勧告】
熊本県小国町は大雨による土砂災害のおそれがあることから、21日午前9時10分に新た
に町内の全域3083世帯7477人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/d32NHg

特務機関NERV @UN_NERV · 27分27分前 
【熊本 宇土市内の２地区除く全域に避難勧告】
熊本県宇土市は大雨による土砂災害のおそれがあることから、21日午前8時18分、新た
に宇土地区と走潟地区を除く市内全域、8928世帯2万1713人に避難勧告を出しました
。

http://nerv.link/VkucsV

不正選挙監視団 @rigged_election · 27 分27 分前 
子供達が福島事故で大量被爆、身体から7μSv/h。医師「もうこの子達を救えない 手
遅れ」

https://t.co/8xw371rVLV

埒不埒 @hurati · 37分37分前 
地震事故が起こった場合、原発から放射能が放出されるから屋内に入らざるを得ない

が屋内が危険だからそれはできない点を指摘している / #国会を見よう 衆・原子力問題
調査特委 http://cas.st/fb57353 | 1:53:32経過

じてんしゃのみせ　道[タオ] @jitenshatao · 41分41分前 
屋外に避難すれば放射能で、屋内に退避すれば倒壊で、どちらも無理。 / #国会を見
よう 衆・原子力問題調査特委 http://cas.st/fb57353 | 1:50:30経過

ホワイトフード @whitefood1 · 58 分58 分前 
4月21日10時34分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が89箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cgh5w7QUcAMZu-w.jpg

ひろみ @hiromi19610226 · 1時間1時間前 
原発とめろ なしに、九州の被災地 頑張れって…私には 考えられない。。。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【被災地で非常に激しい雨のおそれ 土砂災害に警戒を】（続き）
また、22日にかけて西日本と東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見
込みで、落雷や竜巻などの突風にも十分注意が必要です。

（2016年4月21日 9:02 NHK）

ひろみ @hiromi19610226 · 1時間1時間前 
稼働してる原発と稼働してない原発とでは 桁違いに危険性が違う 
https://pbs.twimg.com/media/CghrzT5UIAAbdZH.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【被災地で非常に激しい雨のおそれ 土砂災害に警戒を】
低気圧と前線の影響で、九州の大地震の被災地では21日昼すぎにかけて風が強まり、
局地的に非常に激しい雨が降るおそれがあり、気象庁は土砂災害や暴風に警戒するよ

う呼びかけています。

http://nerv.link/ENfrzj

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
海上濃霧警報。湿度が戻ってきました。

https://pbs.twimg.com/media/CghoD8uVIAAW5HJ.jpg

ひろみ @hiromi19610226 · 2時間2時間前 
そもそも総研

緊急特集 相次ぐ地震 
原発は本当に大丈夫なの？ 
https://pbs.twimg.com/media/CghoADbUMAYeIkj.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【ＪＲ武蔵野線 運転再開】
JR武蔵野線は、車両点検の影響で府中本町駅と西船橋駅の間の下りで運転を見合わせ
ていましたが、午前8時25分に運転を再開しました。
http://nerv.link/9VsKfl

保坂展人 @hosakanobuto · 2時間2時間前 
テレビ朝日「そもそも総研」で「緊急特集 相次ぐ地震、原発は本当に大丈夫なのか?」
が始まりました。四国・伊方原発は連続した地震の中で「再稼働」の手続きが進み、

川内原発は日奈久原発は再稼働中だ。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【長崎県 警報情報 2016年04月21日 08:41】
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http://nerv.link/VkucsV
https://t.co/8xw371rVLV
http://cas.st/fb57353
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http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cgh5w7QUcAMZu-w.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CghrzT5UIAAbdZH.jpg
http://nerv.link/ENfrzj
https://pbs.twimg.com/media/CghoD8uVIAAW5HJ.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CghoADbUMAYeIkj.jpg
http://nerv.link/9VsKfl


次の地域に警報が発表されています。

［南部］大雨・洪水・暴風

［北部］大雨・洪水・暴風

［壱岐・対馬］暴風

［五島］大雨・洪水・暴風

エリック ・C @x__ok · 2時間2時間前 
伊方原発は凄いところにある。事故があったら佐田岬半島の人達は船で逃げれると考

えているのだろう。しかし津波があった後の海ではどう考えても無理だ。船だってど

こかに行ってしまっている。 
https://pbs.twimg.com/media/CghmvnWWQAAlKdv.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【熊本 宇城市内ほぼ全域に避難勧告】
熊本県宇城市は、これからの雨で土砂災害や河川が氾濫するおそれがあるとして、市

内のほぼ全域、9461世帯2万4400人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/K09nMf

Ｍペッコ @pecko178 · 2時間2時間前 
福一原発、高濃度の汚染水漏れ

http://www.tepco.co.jp/press/mail/2016/1277694_8708.html …
・全ベータ　 ：260,000Bq/L
・セシウム134：　1,100Bq/L
・セシウム137：　5,100Bq/L
https://pbs.twimg.com/media/CghmmZJUkAAn188.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【武蔵野線 運転再開 2016年4月21日 8:36】
東川口駅で車両点検を行った影響で、西船橋方面行の運転を見合わせていましたが、

08:25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。

ともみん @tomomin6262 · 2 時間2 時間前 
伊方3号機はプルサーマルです。フクイチ3号機と同じ。とても厄介な燃料です。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【福岡〜熊本間の高速バス 約１週間ぶり運行再開】
地震の影響で今月14日から運行を見合わせていた福岡と熊本を結ぶ高速バスが、21
日朝、およそ1週間ぶりに運行を再開しました。
http://nerv.link/3SIlfn

原田　英男 @hideoharada · 3時間3時間前 
朝日新聞4/21：福島県相馬市の松川浦で２０日朝、アサリ漁が６年ぶりに再開。東電福
島第一原発事故前は年間８０トンの水揚げを誇ったが、事故後は地元漁協が放射能汚

染を懸念して漁を自粛。最近はアサリからの放射性物質の不検出が続いたため…→
http://www.asahi.com/sp/articles/ASJ4G61MCJ4GUGTB006.html?
iref=sptop_list_nat_n01

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 3時間3時間前 
@cmk2wl 発端は3月下旬の赤潮由来の藻類発生。
チリ水産庁は、同月24日までにへい死した魚数を発表。
サケ・マス 2,500万尾（3万9,942トン）
成魚ベース 10万トン
さらに、へい死した魚のうち『57％は魚粉加工向け』に仕向けられています

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
チリ当局はイワシの消費を禁止しました。

除去作業をしている人たちは防毒（防塵？）マスクをしています。

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

Nob @Nob_hsj · 4時間4時間前 
RT
昨日？今日ほどついてないわ

電車が人身事故で止まり、乗り換えた電車が急病人発生、帰りのタクシーでは荒川大

橋で人が落ちる

なんかの前ぶれじゃなきゃいいけど…
2:26 - 2016年4月21日

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【ＪＲ鹿児島線 きょう中に全線運転再開の見込み】
地震の影響で、九州の鉄道は熊本県を中心に広い範囲で不通となっていますが、この

うち鹿児島線については、21日中に運転を再開できる見込みです。
http://nerv.link/bK6gYa

Nob @Nob_hsj · 4時間4時間前 
RT
いや…合併閉院だの医師急病で閉院だの医師退職で閉院だので引退閉院だので既に４

https://pbs.twimg.com/media/CghmvnWWQAAlKdv.jpg
http://nerv.link/K09nMf
http://www.tepco.co.jp/press/mail/2016/1277694_8708.html
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http://www.asahi.com/sp/articles/ASJ4G61MCJ4GUGTB006.html?iref=sptop_list_nat_n01
https://pbs.twimg.com/media/CghbtSUUEAAwGEY.jpg
http://nerv.link/bK6gYa


病院が潰れたり閉院したりしたんだけど私何か憑いてるのかな？私に全く比はないが

。

0:02 - 2016年4月21日

Tad @CybershotTad · 5時間5時間前 
週刊文春の特集記事「原発は本当に大丈夫か？」

この図を見ると、震源の断層帯の延長線上には川内原発と伊方原発が位置している。 
https://pbs.twimg.com/media/Cgg4ivEVAAA55a5.jpg

立木寅児 @tachitora · 5時間5時間前 
自衛隊の墜落機の救援活動になぜ放射能用の防護服を着ているの？鹿屋市ってしかも

九州だし！http://ameblo.jp/don1110/entry-12152300541.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【地震情報 2016年4月21日】
05時16分頃、大分県中部を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震
の規模はM3.5、最大震度4を大分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/CggyQQmUEAAcPyB.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【停電情報 2016年4月21日 4:49】
栃木県、東京都で停電が発生しています。

停電軒数：約1,100軒
http://nerv.link/8PaPBX

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【被災地で非常に激しい雨のおそれ 土砂災害に警戒を】
九州の大地震の被災地では、前線と低気圧の影響で21日の昼すぎにかけて局地的に雷
を伴い非常に激しい雨が降るおそれがあります。

http://nerv.link/mscbEw

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【上川・留萌地方 警報情報（解除） 2016年04月21日 02:51】
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。

朝日新聞(asahi shimbun）@asahi · 9時間9時間前 
福島第一原発で汚染水漏れ　配管から１秒に１滴程度 http://t.asahi.com/jcvp

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【大分県内の高速道路 通行止め一部解除】
地震の影響で通行止めになっていた、東九州自動車道の速見インターチェンジと日

出ジャンクションの間の上下線と、大分自動車道の日出ジャンクションと別府インタ

ーチェンジの間の上下線は、21日午前0時に通行止めが解除されました。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
富士山が本気を出して噴火した場合と、阿蘇山が本気を出して噴火した場合。

どっちがヤバイのかは、過去の噴火の規模の比較なら、阿蘇山の本気の噴火。そこに

原発がある。でも「阿蘇の破局噴火は約９万年前だから、私たちが生きてる間には、

阿蘇の破局噴火は起らない」という人間の勝手な想像。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
これはマグニチュードがデカい。

この福島沖と、ほぼ同時ぐらいに熊本でも小さな地震が起ってた。数日後、また福島

原発でトラブルが発覚するかも。

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

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【高崎線 運転再開 2016年4月20日 22:05】
北上尾〜桶川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、

21:56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 · 12時間12時間前 
【熊本空港 ２１日発着の航空便】（続き）
また、フジドリームエアラインズが県営名古屋との間を結ぶ4便、天草エアラインが天
草や大阪との間を結ぶ4便を運航します。
（2016年4月20日 22:03 NHK

Nob @Nob_hsj · 12時間12時間前 
RT
本日の京浜東北線の惨状

・東京駅で車両点検

・神田駅で急病人

・秋葉原駅で非常停止ボタン

・東海道線異音で共倒れ ←new!
19:35 - 2016年4月20日
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neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
"cmk2wl
ACRO　北は岩手県一関市、
南は東京の北の郊外に位置する

千葉県柏市の住宅も

相当に汚染されている。

両市は原発から約200 km離れているが、
汚染されたホコリは

1キログラム当たりほぼ6,000ベクレルである。"

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
coco_v10 2016年4月19日
震源地で放射線量10－30倍に
最も高い線量

益城町立飯野小学校2.06μSv
陸上自衛隊高遊原分屯地1.17μSv
熊本城0.86μSv
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=110060 …
https://pbs.twimg.com/media/CgfO4LHUYAAAuXT.jpg

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
ワシントンにおける放射性キセノン133は、福島事故後45万倍に
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a6a5437bd94441f2b5b8b2f2067f251b …
論文によると

2011/03/11 15:00に線量は急上昇を始めた。
非常用復水器(IC)系の配管が格納容器外で破損

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【2016年4月20日 21:28 NHK】
ＪＲ山手線 京浜東北線 東海道線 いずれも運転再開
http://nerv.link/xmskwH

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【地震情報 2016年4月20日】
21時19分頃、福島県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約40km、地震の
規模はM5.6、最大震度3を岩手県、宮城県、福島県で観測しています。この地震による
津波の心配はありません。

https://pbs.twimg.com/media/CgfE2eVUIAAK0oz.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【八高線[高麗川〜高崎] 運転再開 2016年4月20日 20:55】
丹荘〜群馬藤岡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、

20:42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 · 14時間14時間前 
【携帯電話 熊本や大分の一部でつながりにくい状況】
一連の地震による停電などの影響で、今月16日から熊本県や大分県の一部の地域で携
帯電話がつながりにくい状況が続いています。

http://nerv.link/GV8FIZ

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【熊本県内の停電 ほぼ解消】
九州電力は、一連の地震の影響による熊本県内の停電は20日午後7時ごろにほぼ解消さ
れたと発表しました。

http://nerv.link/XmUJD4

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【ＪＲ山手線・京浜東北線・東海道線 運転見合わせ】
JR東海道線の新橋駅と品川駅の間で起きた人身事故の影響で、山手線の外回りと内
回り、京浜東北線の東十条駅と蒲田駅の間の上下線、それに東海道線の東京駅と熱海

駅の間の上下線がいずれも午後7時25分から運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【熊本県内の断水 約８万世帯】
熊本県内では20日午後4時現在、少なくとも19の市町村のおよそ8万世帯で断水が続い
ています。

http://nerv.link/3Pt14L

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【熊本県内の停電 約２７００戸】
九州電力によりますと、地震の影響で停電しているのは、午後5時現在、熊本県内のお
よそ2700戸となっています。
http://nerv.link/RWHBl7

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【熊本 益城町 １６日の地震でも震度７観測】
今月１６日のマグニチュード７．３の大地震では、観測された最も強い震度はこれま
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https://pbs.twimg.com/media/CgfO4LHUYAAAuXT.jpg
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a6a5437bd94441f2b5b8b2f2067f251b
http://nerv.link/xmskwH
https://pbs.twimg.com/media/CgfE2eVUIAAK0oz.jpg
http://nerv.link/GV8FIZ
http://nerv.link/XmUJD4
http://nerv.link/3Pt14L
http://nerv.link/RWHBl7


で震度６強とされていましたが、熊本県益城町では震度７の激しい揺れが観測されて

いたことが分かりました。

http://nerv.link/sn4S7l

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【ＪＲ総武線で反対側のドア開ける ２５人乗れず】
２０日午前、千葉市のＪＲ総武線の幕張駅で、車掌が電車の開ける側のドアを間違

えて、ホームで待っていた乗客２５人が電車に乗れないトラブルがありました。

http://nerv.link/psToO8

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【被災地きょう夏日に あす非常に激しい雨のおそれ】
規模の大きな地震が相次いでいる熊本県や大分県などでは各地で25度以上の夏日とな
っていて、体調の管理に注意が必要です。

http://nerv.link/nkDOju

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【死者４８人に 新たに男性の死亡確認 熊本】
熊本県警察本部によりますと、20日午前9時ごろ、熊本県南阿蘇村河陽の高野台地区の
捜索現場で見つかった男性の死亡が確認されました。一連の地震で亡くなったのは、

これで48人となりました。
http://nerv.link/gljoSf

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【熊本市東区の一部に避難勧告】

熊本市は、一連の地震の影響で白川の護岸の一部が崩れるおそれがあるとして、午後0
時43分、東区下南部1丁目の川沿いにある25世帯63人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/lZ4jE7

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
関東、西日本でオキシダント濃度が上昇しています。

関東では 18日頃からかなりの濃度に。
熱中症に注意。

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 

PM2.5 さいたま市役所
週平均 18μg/m3 最大 114μg/m3(2016-04-19 12:00)
現在値が急上昇。

過去24時間の平均値も環境基準を超過。

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【熊本から帰途の新潟県警車両が横転 ２人けが】（続き）
機動隊は地震で被害が出ている熊本県への派遣を終えて戻る途中だったということで

、警察が詳しい状況を調べています。

（2016年4月20日 12:49 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【熊本から帰途の新潟県警車両が横転 ２人けが】
20日午前、石川県加賀市の北陸自動車道の下り線で、新潟県警察本部の機動隊の車両
が横転し、警察官2人がけがをしました。
http://nerv.link/XDNTWf

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【熊本 避難生活の負担や病気で１１人死亡か】
熊本県災害対策本部は、一連の地震で避難生活などによる体への負担や病気によって

亡くなったと思われる人が、4つの市と町で11人に上ると発表しました。
http://nerv.link/cvXieu

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 
【高浜原発１・２号機 延長目指す原発で初の審査書決定】（続き）
原則40年に制限された運転期間の延長を目指す原発で、審査書が決定されるのは初め
てで、今後は残る審査がことし7月の期限までに終わるかが焦点になります。
（2016年4月20日 11:11 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 
【高浜原発１・２号機 延長目指す原発で初の審査書決定】
運転開始から40年がたつ福井県の高浜原子力発電所1号機と2号機について、原子力規
制委員会は安全対策が新しい規制基準の審査に合格したことを示す審査書を正式に決

定しました。

http://nerv.link/P0UjCb

neko-aiiさんがリツイート 
南阿蘇 @kamenokotawasi · 24 時間24 時間前 
阿蘇へ登って見た、のですが、、、

https://pbs.twimg.com/media/CgdEo8yVAAEXGW5.jpg
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天候大荒れで波が高い時に、

大分県で大震災が起こって、

対岸の伊方原発が壊れたら、

地元半島の住民の人たちは、

どこへ、

どうやって、

逃げればいいんだろおね…？？

https://www.youtube.com/watch?
v=PNpoyuqSysM&ebc=ANyPxKqrNzVOW6cImtbZJND5egDQ1L42WDzf-
m40IAUVwHGv47c_oci86_6u-jo6WwsTX0dvHg7MGt6FKZzt_4vEu3iwMZ9rNQ
【◇叫合唱◆】チルドレンレコード【男女８人＋α】

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 19時間19時間前 
#クライシスカレンダー 04/20【1947年 飯田大火】11:48頃発生 死者不明3人 焼失家
屋3742棟 初期消火に失敗、乾燥状態と強風により市街地の7割・60万平米を焼失。復
興に当たって防火帯となる道路の建設とともに緑地帯にリンゴ並木を整備、現在も街

のシンボルに。

https://www.youtube.com/watch?v=PNpoyuqSysM&ebc=ANyPxKqrNzVOW6cImtbZJND5egDQ1L42WDzf-m40IAUVwHGv47c_oci86_6u-jo6WwsTX0dvHg7MGt6FKZzt_4vEu3iwMZ9rNQ


（４月21日）　日本が不思議の国。

http://85358.diarynote.jp/201604211110588805/

伊方原発の愛媛県で「震度５弱」／原発再稼働のため災害を矮

小化？／九州の送電線の切断リスクは？／川内原発を「止めない

理由」／週刊文春が原発リスク大特集。

2016年4月21日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

　

toriiyoshiki @toriiyoshiki · 13時間13時間前 
BS-TBS「外国人記者は見た！」によれば、熊本地震についての海外メディアの関心は
なぜ原発を止めないのかに集中しているとのこと。…それはそうだろうな。日本が不
思議の国に見えているのだろう。

菅 直人 (Naoto Kan) @NaotoKan · 4月19日 
熊本地震の拡大に備え、鹿児島の川内原発は予防的に停止させるべきだ。２０１１年

５月６日には海江田経産大臣の提案を受け、東南海地震の予想震源地近くの浜岡原発

の停止を中部電力に要請し、停止を実現した例がある

ロック親父＠LOVE&PEACE @kind_of_rock · 38秒38秒前 
放射能プールに潜らされる作業員、死亡事故の隠蔽、ボヤの放置...原発労働の悲惨な
実態 - エキサイトニュース
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20150705/Litera_1248.html … @ExciteJapanか
ら

かあこさんへの返信 
Eiji 555 @Eiji5552 · 3分3分前 
@0nigiri_3_ @kaorinosuke 
鹿児島の自衛隊機墜落が気になります

捜索隊がフルアーマーだったけど

放射能漏れよりなんかウィルス撒いたとか？

http://85358.diarynote.jp/201604211110588805/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201604211110588805/
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20150705/Litera_1248.html


今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 31分31分前 
今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんが昭和おやじ 【打倒安倍政権】をリツイー
トしました

放射能も情報もダダ漏れの政権が、マスメディアにだけ秘密保持を要求する。

柴山哲也（ジャーナリスト） @shibayama_t · 47分47分前 
止まっている原発よりも稼働中の原発のほうが大事故時の放射能汚染の危険度ははる

かに高いのは、常識的に考えても当たり前のこと。倉庫に眠っている原爆より、実際

に投下された原爆のほうがはるかに危険なのと同じことでしょう。

平野啓一郎 @hiranok · 1時間1時間前 
九州の送電線の切断リスクはどの程度なのか？また、その修復に要する時間は？もし

そのリスクのために原発を停止出来ないというなら、巨大地震が起こる可能性が高け

れば高いほど、ますます原発を停止出来ないという理屈になる。結局、社会は分散型

の発電システムに移行していくしかない、という結論か。

三宅洋平 / Yohei Miyake @MIYAKE_YOHEI · 2時間2時間前 
原発再稼働のために災害を矮小化させている？。2013年、安倍総理の地元・山口では
遥かに規模の小さな災害を激甚災害指定していた事実。

https://t.co/t73W3Mn3v2

桑ちゃん @namiekuwabara · 2時間2時間前 
原発事故後の原発収束作業・除染作業見ていて分るでしょう。今の日本の考え方と技

術力と政府の人材能力。今の状況が日本の現状。

・原発壊れても尚安全

・放射能安全教育

・老朽化するほど強度増す

偽りだらけの社会形成。どこが先進国、裕福国。学力社会の末路教育。学力って何？

北濱幹也 @kitahamamikiya · 3時間3時間前 
「原発は安全」→デマ

「メルトダウンは起こっていない」→デマ

「ストロンチウムは重たいから遠くへ飛ばない」→デマ

「事故は収束した」→デマ

「汚染水は完全にブロックされている」→デマ

「鼻血はデマ」→デマ

https://t.co/t73W3Mn3v2


「フクシマ産は安全」→デマ 
https://pbs.twimg.com/media/Cghde6HUUAA1Dsd.jpg

桑ちゃん @namiekuwabara · 3時間3時間前 
安倍総理；日本原発科学技術世界一水準、

・原発じゃじゃもれ状態安全宣言。

・原発老朽化すればするほど放射化で耐震強度上がる。

・中間貯蔵、フレコンバックにただ土かぶせるだけの浸透技術。

・除染、掻き混ぜれば薄まる技術

・放射能濃度高まるほど大丈2万ベックレル
技術も知識も破界一！

雪之丞 @aoitori2011 · 3時間3時間前 
#週刊文春が原発リスク大特集 これ、僕の記憶では今まで一度も原発特集などやったこ
とのなかった今日発売の週刊文春（4/28号）です。なんと総力取材10ページ! しかも｢
大地震が浮き彫りにした原発リスクを検証する｣。一読に値します。 
https://pbs.twimg.com/media/Cghb5VGUsAAqrjn.jpg

エリック ・C @x__ok · 3時間3時間前 
原発はすぐに止められないなどという嘘も信じさせられてきたけれども、大津地裁で

高浜原発の運転差し止め判決が出たときには翌日に原発は止められていた。すべてが

嘘だらけ。川内原発すぐに止めろ。　07:00

金子勝 @masaru_kaneko · 4時間4時間前 
熊本大震災の最中に、原子力規制委員会は避難計画のない川内原発を動かし続けただ

けでなく、この大地震に40年超の老朽原発である高浜原発1、2号機の審査を合格さ
せた。衰退原発産業を守るためなら国民を見殺しにしかねない原子力危険委員会です

。

onodekita @onodekita · 5時間5時間前 
想定外の地震が起きているのに、想定外の事故は起きないと主張する原発関東軍

エリック ・C @x__ok · 8時間8時間前 
【川内原発止めろ！】 免震機能を省いて再稼動した川内原発を今も止めない政府の行
いは殺人行為だ。　02:00 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9 時間9 時間前 

https://pbs.twimg.com/media/Cghde6HUUAA1Dsd.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cghb5VGUsAAqrjn.jpg


20日の会見
「なんで、こういう認識になるの？」と、ネットでは批判が多い

https://pbs.twimg.com/media/Cgf4jxSUAAM4CrV.jpg
大震災級と認めてしまうと、川内原発も止めなければならないという思惑もある

ね（注：お顔の部分はカットしました）

　http://www.huffingtonpost.jp/2016/04/20/suga-talks-about-kumamoto_n_9735528.html
…

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
もうその状態になってるね。

土砂災害の現場がそれ。

やってますアピール。

https://twitter.com/cmk2wl/status/721210729626402817

m TAKANO @mt3678mt · 11時間11時間前 
東京新聞本音のコラム。斎藤美奈子氏が川内原発を「止めない理由」にメスを入れた

。それは“関係者の意地、不安、面子、自己保身”などの思惑。そしてこう結ぶ。「先の
戦争を止められなかった理由と同じだ。こうして人災は繰り返されるのである」と。 
https://pbs.twimg.com/media/CgfseKjUIAMgaic.jpg

デーブ・スペクター @dave_spector · 13時間13時間前 
えーっと、つまり、原発は勝手に止まるまでは止めませんということなんですかね？

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
｢福島原発の真実 最高幹部の独白」
今西憲之氏

＜ベントの際の住民の避難について＞

「ベント」これをするのは本当に最悪の事態

「ベント」をしてしまえば、大量の放射性物質が出る

「５０キロぐらいは逃げていてもおかしくない」

(みんな楽しくHappy♡がいい♪)より

ちだい @chidaisan · 15時間15時間前 
新幹線が止まっている時点で、万が一、川内原発で事故が起こっても避難できないこ

とが確定しているわけですよ。一応、「新幹線があるから避難できるので大丈夫」

と言って再稼働させたわけだから、新幹線が止まった時点で原発を止めるのが筋とい

うものではないだろうか。堂々の見殺し宣言だよ、これは。

https://pbs.twimg.com/media/Cgf4jxSUAAM4CrV.jpg
http://www.huffingtonpost.jp/2016/04/20/suga-talks-about-kumamoto_n_9735528.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/721210729626402817
https://pbs.twimg.com/media/CgfseKjUIAMgaic.jpg


cmk2wlさんがリツイート 
Kaoru Kusaka,No War! @pocorapi · 17時間17時間前 
Kaoru Kusaka,No War!さんがcmk2wlをリツイートしました
先ず生きている人の命の確保が最優先なのは賛成。

https://twitter.com/cmk2wl/status/722710639605596160

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
新幹線も技術的に無理がある。

新しい車両はセラミックの粉を車輪とレールの間に噴射して摩擦力をあげる設計にま

でなっている。停止まで約 4km。
陸上で時速 300kmとか正気じゃない。
P波を感知してから停まれる？地震の方が早い場合もあるんだから無理。

小沢一郎（事務所） @ozawa_jimusho · 19時間19時間前 
福島原発事故の処理費用は、被害者への賠償7.7兆円、除染2.5兆円、中間貯蔵施設整
備1.1兆円、廃炉汚染水対策で2.2兆円等で総額14兆円にも達する。当然除染区域や処理
方法等でまだまだ上振れる。つまり原発事故は絶対繰り返してはならないし、そのた

めに何をしなければならないかである。

かおなし @cocorono121 · 21時間21時間前 
フクイチ汚染水が3リットル漏れただけでも大騒ぎしてたあの感覚はどこいったの？お
びただしい数の汚染水タンクの中身を海洋放出する事を検討する政府 しかも理由がい
ちばん安価な方法だから…なんでも金で判断する金に汚い日本が世界の海を汚す

山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 22時間22時間前 
4月16日1時25分頃の大地震では、伊方原発のある愛媛県でも「震度5弱」が発生し、中
央構造線に沿った大規模な地震はまだ続いていて収束の兆しは見えない。その3日後
に「再稼働OK」だという。規制委の人間は別の世界に生きているのかと思う。 
https://pbs.twimg.com/media/CgdUBXuW4AA4ZNr.jpg

山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 22時間22時間前 
古い記事を間違って貼ったのかなと思って確認してみたが、2016年4月19日に原子力規
制委員会が本当に「伊方原発再稼働へ」ゴーサインを出していた。彼らの頭の中は本

当に、自分たちが専門とする狭い領域の「技術論」だけで世界が完結している。 
https://pbs.twimg.com/media/CgdTU-nWcAAoxfh.jpg

https://twitter.com/cmk2wl/status/722710639605596160
https://pbs.twimg.com/media/CgdUBXuW4AA4ZNr.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgdTU-nWcAAoxfh.jpg


山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 22時間22時間前 
原発にしろオスプレイにしろ、問題を「技術論」の枠内だけで完結させて論じる人を

よく見るが、大抵の事故はそうした「技術論」の枠から外れた理由で発生する。「技

術論」の知識が膨大で正確であっても、現実にはその枠の外に世界がある。枠から外

れた理由で事故が発生しても「想定外」で片付けられる。

毎日新聞ニュース速報 @mainichijpnews · 23時間23時間前 
熊本地震:伊方原発３号機、再稼働撤回を　松山の市民団体
https://t.co/rNNKaPTFrS

ＮＨＫ生活・防災@nhk_seikatsu · 24時間24時間前 
【高浜原発１・２号機 延長目指す原発で初の審査書決定】
運転開始から４０年がたつ福井県の高浜原子力発電所１号機と２号機について、原子

力規制委員会は安全対策が新しい規制基準の審査に合格したことを示す審査書を正式

に決定しました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160420/k10010490041000.html …

中山幹夫 @nakayamamikio · 4月19日 
専門家から危険性が指摘されているのに再稼働し、熊本で大地震多発でも止めない川

内原発。日本列島が活動期なのに再稼働準備を進める伊方原発と浜岡原発と柏崎刈羽

原発。

全て、自民党が巨大地震源に設置させた原発。なぜ？どうして？なんのため？ 
https://pbs.twimg.com/media/CgXn9KiUMAA8Drf.jpg

Nob @Nob_hsj · 4時間4時間前 
RT
着信音と同じタイマーを設定しておき飲み会前に鳴らして電話をとるふりをする。し

かるのち「家族が急病だと言うので帰りますすみません！」以上。

23:31 - 2016年4月20日
嫌な呑み会はこの手でさっさと帰りましょう！

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
デーブ・スペクター @dave_spector · 21時間21時間前 
【速報】国会を川内原発の敷地内に移転へ。科学的に証明できない限りは閉会しない

https://t.co/rNNKaPTFrS
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160420/k10010490041000.html
https://pbs.twimg.com/media/CgXn9KiUMAA8Drf.jpg


方針。

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
福島県民に対する残虐行為をやめさせて、原発をすべて廃止にしない限り、この国に

未来はないと思う。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
ガンディー 魂の言葉 @gandhi_tamashii · 4月15日 
わたしたちはいつまでも寝ぼけてはいない。必ず目覚めるものだ。不安も同じで、心

が目覚めれば、わたしたちは不安から抜け出す。(『ガンディー 魂の言葉』)

 
    
 

コメント

真の日本人

2016年4月23日12:57
大災害を起こして、赤十字に募金させたいんだよ。天皇のお金になります。

日本人は洗脳されすぎです。

目をさましてください。

安倍、小泉 最悪です。
そして、田布施天皇。



（４月21日）　【この記事書いたの誰だ？Ｘフレアが直撃したら最悪破滅になること
を知らんのか？】

http://85358.diarynote.jp/201604212206016901/

「九州中部横断地震」 震源が移動／阿蘇カルデラ内、深
さ『100m』の地点で地震発生。

2016年4月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
今日のように強い低気圧が通過した後は、気圧が回復すると、吸い上げられていた地

盤に大きな力が加わるため、非常に苛酷な地震発生トリガーになる

オマケに明日は満月

地球と月と太陽が一直線の重力整列で地球が撓むトリガー

これに大陽風が加われば向かうところ敵無しの巨大地震トリガーとなる

amaちゃんださんがリツイート 
森本たかおん @TakaoMorimoto · 15時間15時間前 
なぜ報道しない！？阿蘇カルデラ内、深さ『100m』の地点でマグニチュード4.4の地震
発生！

！

http://gatyapin.info/2016/04/18/%e3%81%aa%e3%81%9c%e5%a0%b1%e9%81%93%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%ef%bc%9f%e9%98%bf%e8%98%87%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%87%e3%83%a9%e5%86%85%e3%80%81%e6%b7%b1%e3%81%95%e3%80%8e100m%e3%80%8f/
…
昨日起きた地震は深さ0.1km！！地表から僅か100mの地点が震源になっています。

https://www.youtube.com/watch?
v=MnINooZ6if4&ebc=ANyPxKppGrL2VINg2U52c1hyNu7NY45bqy3c5bWJ5zH-
8fs4swoMHebZ442XVgL-XoEPw6V5NTTVpzMzyR9ZaXrCGByhZvvkgg
Six Feelings - Grimmjow 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 24分24分前 
#熊本地震
宇宙衛星：ALOS-2による地殻変動の解析（資料：国土地理院）
×印がマグニチュード7.3などの巨大地震の震源。阿蘇の変動が凄いみたい。赤線が活
断層。大分県の別府湾には巨大な断層帯。これが中央構造線の愛媛県へと伸びてる

https://pbs.twimg.com/media/CgkIC1XUYAAPLvc.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
今日4月21日午後の気象庁の会見
「熊本市、阿蘇市、大分県で、未だに活発な地震活動が続いている。内陸でこれほど

広域にわたる活発な地震活動は過去に例がない。今後も警戒が必要です」

大きな有感地震は低気圧の雨でおさえられてる感じだけど、各地の地震計のデータ

では、今現在も活発です。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年04月21日 19:29】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年04月21日 19:19
現象：爆発

ジャック・ダニエル(緊急情報提供中) @JACK_DANIEL_BU · 2時間2時間前 
【この記事書いたの誰だ？Ｘフレアが直撃したら最悪破滅になることを知らんのか？

】太陽に巨大な「ハート型黒点」発見。アツアツな贈り物をどうぞ（sorae.jp） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160421-00010001-sorae_jp-sctch
… #Yahooニュース
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?
t=HBhAaHR0cDovL2xwdC5jLnlpbWcuanAvYW1kLzIwMTYwNDIxLTAwMDEwMDAxLXNvcmFlX2pwLTAwMC12aWV3LmpwZxS4CBS0BBwUhAYUlAMAABYAEgA&s=BVsIBfFp6yjAuBQ2fhqmgFLEcx4S_grR-
ndYgfWiQLM

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M4.4】北海道北東沖 深さ341.2km 2016/04/21 18:48:37
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=45.608,142.560&ll=45.608,142.560&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160421184837a.gif …

junkoさんがリツイート 
アグネス @agnes2001hisae · 3 時間3 時間前 
アメブロを更新しました。 『（北海道）　陸別町で謎の隆起』
⇒https://t.co/EcW0Lg95rM

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 3時間3時間前 
4月11日-4月17日の地震活動(気象庁発表)
熊本県熊本地方 1477回
茨城県北部 291回
熊本県阿蘇地方 249回
宮城県沖 207回
大分県中部 193回
茨城県沖 166回
以下省略　計5359回
http://j.mp/1oo8wnC

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 3時間3時間前 
2016年4月17日の地震活動(気象庁発表)
熊本県熊本地方 224回
熊本県阿蘇地方 67回
大分県中部 44回
茨城県北部 31回
宮城県沖 27回
有明海 17回
福島県沖 17回
茨城県沖 16回
以下省略　計687回
http://j.mp/1oo8wnC

amaちゃんださんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 5時間5時間前 
熊本地震 
次は京都、小田原、北九州

日刊ゲンダイ 2016.4.22
https://pbs.twimg.com/media/CgjjwhNU0AAWg-9.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
14時30分　台湾地震予測研の指摘通りに九州北部のガンマ線（Bi214=609Kプラ
スPb214=362K)が下がらない

http://85358.diarynote.jp/201604212206016901/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160421/85358_201604212206016901_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160421/85358_201604212206016901_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160421/85358_201604212206016901_3.jpg
http://gatyapin.info/2016/04/18/%e3%81%aa%e3%81%9c%e5%a0%b1%e9%81%93%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%ef%bc%9f%e9%98%bf%e8%98%87%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%87%e3%83%a9%e5%86%85%e3%80%81%e6%b7%b1%e3%81%95%e3%80%8e100m%e3%80%8f/
https://www.youtube.com/watch?v=MnINooZ6if4&ebc=ANyPxKppGrL2VINg2U52c1hyNu7NY45bqy3c5bWJ5zH-8fs4swoMHebZ442XVgL-XoEPw6V5NTTVpzMzyR9ZaXrCGByhZvvkgg
https://pbs.twimg.com/media/CgkIC1XUYAAPLvc.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160421-00010001-sorae_jp-sctch
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBhAaHR0cDovL2xwdC5jLnlpbWcuanAvYW1kLzIwMTYwNDIxLTAwMDEwMDAxLXNvcmFlX2pwLTAwMC12aWV3LmpwZxS4CBS0BBwUhAYUlAMAABYAEgA&s=BVsIBfFp6yjAuBQ2fhqmgFLEcx4S_grR-ndYgfWiQLM
http://maps.google.co.jp/maps?q=45.608,142.560&ll=45.608,142.560&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160421184837a.gif
https://t.co/EcW0Lg95rM
http://j.mp/1oo8wnC
http://j.mp/1oo8wnC
https://pbs.twimg.com/media/CgjjwhNU0AAWg-9.jpg


やはり来そうだ

熊本地震の前に似ている http://netc.com
https://pbs.twimg.com/media/CgixVNlUgAAFT9q.jpg

cmk2wlさんがリツイート 
星川 淳 @HoshikawaJun · 8時間8時間前 
「九州中部横断地震」だね→RT @cmk2wl: Hi-net 高感度地震観測網　 大分県 最新7
日間 の震央分布図 明白に震源が移動している。
https://pbs.twimg.com/media/Cgh0dMAUgAE9buI.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 9時間9時間前 
北九州方面で出ている地殻破壊由来のラドン222
シンチレータスペクトルでは分解能が低いため検出は６０９Kガンマ線で見るしかない
同時に必ず鉛214の３５２Kピークも見えるがヨウ素131の３６５Kピークと誤認するこ
とが多い

ビスマスはウラン系列があれば必ず出る代表的なガンマ線

宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
[記事] 太陽風は低速です。コロナホールが太陽の中心に達しています。
http://swnews.jp #swnews

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
熊本・大分地震

今日4月21日10時30分現在までの、この24時間の間に発生してる地震の分布図
未だに活発。熊本は震源が更に南下。阿蘇山付近も多い。昨夜から大分県でMは小さく
、浅い震源の震度が大きい地震は、別府付近の活断層帯の地震

https://pbs.twimg.com/media/Cgh-OqwVEAAYtsc.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgh-OukU4AE1Osb.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
森本たかおん @TakaoMorimoto · 11時間11時間前 
【警戒】九州でM８クラスの巨大地震？地震を的中させた台湾の「地震予測研」が警鐘
！３日以内に強い地震と呼び掛け！ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-11112.html …
予測修正とあって３日以内(4月22日？）。北九州にM8強震の予測
ラドン濃度推移が予測参考データ

放射線量増加が発生中

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
地理院地図 @gsi_cyberjapan · 12 時間12 時間前 
地理院地図Globe（試験公開）に平成28年熊本地震の写真を追加。シームレスに3次元
で見ることができます。http://globe.gsi.go.jp/index.html 
操作方法(PDF)はこちら：http://maps.gsi.go.jp/globe/manual_kumamoto.pdf …
https://pbs.twimg.com/media/CghkWlyUAAAwM3Q.jpg

…まぁ、人間がいかに「小さいか」が、よく理解できる画像ですよね…★

amaちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
すでに満月トリガーの影響下にあるが、明日がピーク

通常は数日後の方が大地震につながりやすい

http://www.moonsystem.to

amaちゃんださんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 13時間13時間前 
名無し：04/21 05:31
【定期】 深部低周波微動 報告
1日に260回超えてやがるｗｗ
普通0なのに
https://pbs.twimg.com/media/Cghu4MQVIAAwyVr.jpg

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 15時間15時間前 
とんとかいも(tomtokaimo)さんがamaちゃんだをリツイートしました
アマさんの地殻説が正しいとすると、この状況はむしろ半島の古里あたりが漏らして

いる影響であってほしい。そうでないなら、台湾地震予測研が言ってるように、九州

北部の震源が浮かんでいる事になると思う。台湾研も九州の放射線量で地震予測の模

様

junko @junko_in_sappro · 15時間15時間前 
『熊本大地震は、「大地震への序曲」であり、今からが本番です・・・・!!』
⇒ http://amba.to/1phYuK0 
日本中が、大揺れして最後に「六連発」が起こり日本列島は・・・・・・・・・。

amaちゃんださんがリツイート 
塩井宏幸 @HiroyukiShioi · 21時間21時間前 
四国地方 徳島県・香川県・愛媛県境付近の深部低周波微動活動が4月20日夜から活発化
。広島大学 ATMOS 深部低周波微動震央分布図より 4月20日 四国東部・西部を合成。
https://pbs.twimg.com/media/CggFCjvVAAAhpCB.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4月20日 
名無し：04/20 11:46
竹田温泉「花水月」がきょうから営業休止

（大分県）竹田市は１９日から、市営温泉施設の竹田温泉「花水月」の営業を休止

する。１８日から湧出量が激減しており、熊本地震の影響もあるとみて…

amaちゃんださんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 4月19日 
みえないばくだんさんがJ-CASTニュースをリツイートしました
マジか。。もう何があっても？

一応参考までに…
３日以内？

北九州市 M8+ 強震！
https://twitter.com/myremin/status/722377446331297792 …
＊台湾「地震予測研究所」〜熊本地震予報が「的中」？　

https://www.youtube.com/watch?
v=5uAa265bcdU&ebc=ANyPxKoxv0AERTG15CWmGK8Zg_GUhJpUXi8rR3YQ7fwCt6DRC8zcA90v8HXKEzpcSwCy1aNmQgWj3Wj5z_5tz66klujxpRkz3w
Bleach Breathless Collection 06 Blossom 

http://netc.com/
https://pbs.twimg.com/media/CgixVNlUgAAFT9q.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgh0dMAUgAE9buI.jpg
http://swnews.jp/
https://pbs.twimg.com/media/Cgh-OqwVEAAYtsc.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgh-OukU4AE1Osb.jpg
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-11112.html
http://globe.gsi.go.jp/index.html
http://maps.gsi.go.jp/globe/manual_kumamoto.pdf
https://pbs.twimg.com/media/CghkWlyUAAAwM3Q.jpg
http://www.moonsystem.to/
https://pbs.twimg.com/media/Cghu4MQVIAAwyVr.jpg
http://amba.to/1phYuK0
https://pbs.twimg.com/media/CggFCjvVAAAhpCB.jpg
https://twitter.com/myremin/status/722377446331297792
https://www.youtube.com/watch?v=5uAa265bcdU&ebc=ANyPxKoxv0AERTG15CWmGK8Zg_GUhJpUXi8rR3YQ7fwCt6DRC8zcA90v8HXKEzpcSwCy1aNmQgWj3Wj5z_5tz66klujxpRkz3w


（４月21日）

http://85358.diarynote.jp/201604212208489202/

【緊急拡散】 九州の放射能レベルすごく高い／地震の前に地殻が
割れてラドンガスが放出され放射線量の増加／柏崎刈羽原子力発

電所（新潟県）で発煙。

2016年4月21日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

ANyPxKoG336q1UREvQ95VZ6RMSQBSJWs0R7vaCrFBU6X4GfSBuFT6A5ljno9z6u9m2kg6Yvu1WHs3-
KZPGkAqKLfze9awmkQoQ
Appachi, Sun-Sun and Mila Rose - Hitohira no Hanabira (Bleach Concept Covers 2) 

amaちゃんだ @tokaiama · 16時間16時間前 
6時48分九州放射線モニター　こんなの初めて見た！
http://netc.com
https://pbs.twimg.com/media/CghG20qUYAANoj7.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 4月16日 
九州まずい。全体的に放射能アラート状態。これは大本営発のモニターと関係なく、

ボランティアが測定、それをアップするのが米国サーバーのデータ。各自、線量測

定を！

https://pbs.twimg.com/media/CgK9bb4UEAEVsrW.jpg

全国の落雷情報

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1461239400/1011-0010-101000-201604212050.gif?
t=1461240043

asuka @asuka_250 · 2分2分前 
柏崎刈羽原発で蓄電池から希硫酸が噴出 
トラブルがあったのは、６号機、７号機の脇にある廃棄物処理建屋の地下１階で、２

１日午後１時５０分ごろ、電気設備から煙が出ているとの通報があり、所員が消火活

動にあたりました。 
http://news.myjcom.jp/video/story/2755771.html …

Asterisk@News&相互フォロー @populus1q3 · 2 分2 分前 
柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）で発煙。同原発は世界でも最大規模。: 柏崎刈羽原子
力発電所（新潟県）で発煙。同原発は世界でも最大規模。 http://bit.ly/1VDWI4v
#Sputnik #スプートニク

http://85358.diarynote.jp/201604212208489202/
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http://news.myjcom.jp/video/story/2755771.html
http://bit.ly/1VDWI4v


NHKニュース @nhk_news · 9分9分前 
柏崎刈羽原発で装置のバッテリーから液体漏れ

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160421/k10010493021000.html … #nhk_news

kumiko sekioka @kumiko_sekioka · 33分33分前 
. @IzumidaHirohiko バッテリーの中の液体（希硫酸）が煙あげるほど漏れたとは心配
です。。。

柏崎刈羽原発の建物で煙 - NHK新潟県のニュース
http://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/1034741771.html …

Aki Everlasting Love @Aki_HydeRock · 4時間4時間前 
ただいまの空間線量

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
赤い所はここですわ~
https://pbs.twimg.com/media/Cgjp_flUcAA3otl.jpg

本物黒酒 @honest_kuroki · 6時間6時間前 
緊急拡散!!ただ今、九州の放射能レベルがすごく高い!!
原子力緊急事態追跡センター⇒http://netc.com/ 
※添付画像は香港在住の私が英語設定で見ているので、英語と日本語併記で、香港時

間が表示されています。

https://pbs.twimg.com/media/CgjDpp_U8AARFCb.jpg

森本たかおん @TakaoMorimoto · 7時間7時間前 
九州で、放射能レベルが急激に上昇している

https://www.facebook.com/kitagawa.takashi/posts/1078782692215335 …
地震の前に地殻が割れてラドンガスが放出され、放射線量の増加が見られるというこ

とがあるようだが・・・。

レベル４（要注意！）も見受けられる。

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

坂口恭平 @zhtsss · 10時間10時間前 
一時的な躁状態に対処するには、まずそれを自覚する必要があります。記者は避難所

の人々が異常な興奮状態になっていると言ってました。悲しいことが起きているはず

なのに、それを笑って話している。反動がいつか来ると感じたそうです。しかもその

記者自体もすごいハイになっている。現場は躁状態です。

junkoさんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 10時間10時間前 
新宿、某ホテル机上。

恐ろしい…
https://pbs.twimg.com/media/Cgib3f7UUAAfzkp.jpg

neko-aii @neko_aii · 4月20日 
coco_v10 2016年4月19日
震源地で放射線量10－30倍に
最も高い線量

益城町立飯野小学校2.06μSv
陸上自衛隊高遊原分屯地1.17μSv
熊本城0.86μSv

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160421/k10010493021000.html
http://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/1034741771.html
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cgjp_flUcAA3otl.jpg
http://netc.com/
https://pbs.twimg.com/media/CgjDpp_U8AARFCb.jpg
https://www.facebook.com/kitagawa.takashi/posts/1078782692215335
https://pbs.twimg.com/media/CgizJHCVEAEpPQA.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgib3f7UUAAfzkp.jpg


https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=110060 …
https://pbs.twimg.com/media/CgfO4LHUYAAAuXT.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=YEQi2SuhxBM&ebc=ANyPxKoG336q1UREvQ95VZ6RMSQBSJWs0R7vaCrFBU6X4GfSBuFT6A5ljno9z6u9m2kg6Yvu1WHs3-
KZPGkAqKLfze9awmkQoQ
Shojo S - Kuchiki Rukia and Inoue Orihime (Bleach Concept Cover) 

八木明々 @nrg34331 · 20分20分前 
我が家の掃除機ダスト。紙パック式。Cs合計3073bq/kgね。2月中旬から昨日までの分
。モニター画像は測定開始直後。10数秒でCsさんこんにちは。
空間線量率は徐々に下がっているが決して甘く見てはいけない。

https://pbs.twimg.com/media/CgkVqDHU4AAzzh0.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 35 分35 分前 
【東京メトロ半蔵門線 運転再開 2016年4月21日 20:55】
渋谷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、20:46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 · 2時間2時間前 
【鹿児島県（奄美地方を除く） 竜巻注意情報】
鹿児島県（奄美地方を除く）は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況にな

っています。積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全

確保に努めてください。

この情報は21日21:10まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【熊本県内の断水 約２万３０００世帯】
熊本県内では午後4時現在、益城町と西原村のほぼ全世帯で断水するなど、少なくと
も13の市町村のおよそ2万3000世帯で断水が続いています。
http://nerv.link/sT38hR

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【被災地の雨量１００ミリ前後に 土砂災害に警戒を】
低気圧と前線の影響で広い範囲で大気の状態が不安定になり、熊本県などの被災地で

は降り始めからの雨量が100ミリ前後に達し、地盤が緩んでいるところがあります。
http://nerv.link/vW0gya

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【被災地の雨量１００ミリ前後に 土砂災害に警戒を】
低気圧と前線の影響で広い範囲で大気の状態が不安定になり、熊本県などの被災地で

は降り始めからの雨量が100ミリ前後に達し、地盤が緩んでいるところがあります。
http://nerv.link/vW0gya

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【2016年4月21日 17:02 NHK】
九州新幹線 ２３日に博多・熊本間の試験走行へ

https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=110060
https://pbs.twimg.com/media/CgfO4LHUYAAAuXT.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YEQi2SuhxBM&ebc=ANyPxKoG336q1UREvQ95VZ6RMSQBSJWs0R7vaCrFBU6X4GfSBuFT6A5ljno9z6u9m2kg6Yvu1WHs3-KZPGkAqKLfze9awmkQoQ
https://pbs.twimg.com/media/CgkVqDHU4AAzzh0.jpg
http://nerv.link/sT38hR
http://nerv.link/vW0gya
http://nerv.link/vW0gya


http://nerv.link/be4r5i

Mペッコさんへの返信 
エビスの熊 @ike1964 · 4時間4時間前 
@pecko178 九州もそうだが、北海道の泊原発は…なんか、変だぞ。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【被災地の雨量１００ミリ前後に 土砂災害に警戒を】
低気圧と前線の影響で広い範囲で大気の状態が不安定になり、熊本県などの被災地で

は降り始めからの雨量が100ミリ前後に達し、地盤が緩んでいるところがあります。
http://nerv.link/WhViEm

特務機関NERVさんがリツイート 
ＮＨＫ仙台放送局 @nhk_sendai · 5時間5時間前 
【宮城停電】２１日午後、宮城県南部の広い範囲で停電が発生し、最大でおよそ９万

戸で停電しましたが東北電力によりますとおよそ２時間後にすべて復旧しました。

　http://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20160421/4739281.html …

特務機関NERVさんがリツイート 
ＮＨＫ仙台放送局 @nhk_sendai · 7時間7時間前 
【宮城停電】 ＪＲ東日本によりますと、停電の影響で午後１時１９分ごろから、JＲ東
北線は仙台駅と岩切駅の間の上下線で、またＪＲ常磐線は浜吉田駅と仙台駅の間の上

下線で、それぞれ運転を見合わせています

。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160421/k10010492161000.html …

asuka @asuka_250 · 7時間7時間前 
福島第1原発「凍土遮水壁」　土壌の凍結は1割未満　4/19
人類史上初の最悪な事故を起こし初めから全てがデタラメな日本、そして無知・無関

心な国民大多数。汚染水も海に流す計画をしている

キチガイ国家は崩壊させるべきだ

https://youtu.be/uoWWUkhEdeM @YouTube

特務機関NERVさんがリツイート 
TBC東北放送 報道部 @TBC_houdou · 8時間8時間前 
宮城県岩沼市、名取市、角田市、大河原町、柴田町、亘理町、丸森町、山元町で

およそ８万６５００戸が停電。原因分からず。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【ＪＲ鹿児島線 全線で運転再開】
JR九州は、鹿児島線の熊本と八代の間で、午後1時ごろ、運転を再開しました。これで
鹿児島線は全線で運転を再開しました。

http://nerv.link/SrecfN

amaちゃんださんがリツイート 
emi kiyomizu @kiyomizu5 · 8時間8時間前 � Mitte, Bremen 
「大分のことも忘れんで」“熊本地震”報道の陰で温泉街・湯布院のダメージが深刻 -
NAVER まとめ　http://matome.naver.jp/odai/2146091033449653101 …
https://pbs.twimg.com/media/Cgi6IPcWsAAzET7.jpg

園田みつよし @asobinokuni · 9時間9時間前 

http://nerv.link/be4r5i
http://nerv.link/WhViEm
http://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20160421/4739281.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160421/k10010492161000.html
https://youtu.be/uoWWUkhEdeM
http://nerv.link/SrecfN
http://matome.naver.jp/odai/2146091033449653101
https://pbs.twimg.com/media/Cgi6IPcWsAAzET7.jpg


熊本市西区の空間線量は日常と変わらず0.08〜0.13くらいです。
今日は雨なので地表で測って0.12μSv/毎時地表1mで0.10
原発が逝った時のためにと浜松からヨウ素剤を送って頂きました。

調べれば買えるとこあるみたいです。 
https://pbs.twimg.com/media/Cgilrp_VEAM6EdM.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【熊本 南阿蘇村の５地区 新たに避難指示】（続き）
これで南阿蘇村に出されている避難指示は合わせて18の地区の1990世帯、4696人にな
ります。

（2016年4月21日 12:27 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【長崎県 警報情報 2016年04月21日 11:03】
南部では、土砂災害に警戒してください。南部、北部では、低い土地の浸水や河川の

増水に警戒してください。長崎県では、暴風に警戒してください。

［南部］大雨・洪水・暴風

［北部］大雨・洪水・暴風

［壱岐・対馬］暴風

［五島］暴風

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【熊本 美里町 全域に避難勧告】
熊本県美里町は、午前10時15分、全域の4262世帯、1万752人に避難勧告を出しました
。

http://nerv.link/VI4e2b

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【大分 由布市で避難勧告】（続き）
また、湯布院町全域の5284世帯、1万880人には避難準備情報を出しています。
（2016年4月21日 10:44 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【熊本県 警報情報 2016年04月21日 10:25】
次の地域に警報が発表されています。

［熊本地方］大雨・洪水

［阿蘇地方］大雨・洪水・暴風

［天草・芦北地方］大雨・洪水・暴風

［球磨地方］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【熊本 八代市が山沿いの１万世帯余に避難勧告】
熊本県八代市は、雨で土砂災害などのおそれがあるとして、午前10時に、市内の山沿
いの1万751世帯、2万4997人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/eboHpv

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【佐賀県 警報情報 2016年04月21日 09:57】
次の地域に警報が発表されています。

https://pbs.twimg.com/media/Cgilrp_VEAM6EdM.jpg
http://nerv.link/VI4e2b
http://nerv.link/eboHpv


［佐賀多久地区］大雨・洪水

［鳥栖地区］大雨

［武雄地区］洪水

［鹿島地区］洪水

［唐津地区］暴風

［伊万里地区］大雨

junkoさんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 4月20日 
親戚の法事で出た昼食をミックス測定、6.7Bq/kgのセシウムを検出
http://cdcreation.grupo.jp/blog/898343

junkoさんがリツイート 
木葉功一 @kibakoichi · 4月19日 
ラドンを拾ってるのかなあ。北海道の表示が気になるところ。https://netc.com
https://pbs.twimg.com/media/CgY_YfYUUAAv2gi.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=ET7a_t3_G9I&ebc=ANyPxKrAVL6Y7qAbp7-ELdap0-
t_k4mS4OPFi_SBkFHrmnc8_xUV0Bvahq9-_GpZHPk9jIYVReSB6gHHQYbRovKFdqm6d0P25A
Rukia Kuchiki - changE (Bleach Concept Covers 2) 

neko-aii @neko_aii · 49分49分前 
"hiromi_8　2012/05/24
今日

新門司焼却場から日明焼却場経由で帰宅中

小倉駅周辺0.27まで急上昇
日明焼却場近くのファミマのトイレ内0.30
八幡西区へ向かう途中の

戸畑駅近く0.42まで急上昇
日明以外は全て車内測定"
(たむごんの白熊ニュース)より

エリック ・C @x__ok · 13時間13時間前 
伊方原発は凄いところにある。事故があったら佐田岬半島の人達は船で逃げれると考

えているのだろう。しかし津波があった後の海ではどう考えても無理だ。船だってど

こかに行ってしまっている。 
https://pbs.twimg.com/media/CghmvnWWQAAlKdv.jpg

http://cdcreation.grupo.jp/blog/898343
https://netc.com/
https://pbs.twimg.com/media/CgY_YfYUUAAv2gi.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ET7a_t3_G9I&ebc=ANyPxKrAVL6Y7qAbp7-ELdap0-t_k4mS4OPFi_SBkFHrmnc8_xUV0Bvahq9-_GpZHPk9jIYVReSB6gHHQYbRovKFdqm6d0P25A
https://pbs.twimg.com/media/CghmvnWWQAAlKdv.jpg


（４月21日）　井上智徳「コッペリオン」２６巻でぶじ完結。本物の原発事故が起き
たときは、第一部完にされるかと不安だった。

http://85358.diarynote.jp/201604212333588901/

原発があるから癌の人がいる／２００７年【新潟中越沖】地震

当日、柏崎刈羽原発にヘリで行って帰ってきたのが安倍総理 （第
一次安倍内閣）。

2016年4月21日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

junkoさんがリツイート 
Mas 860@masjp · 23時間23時間前 
Masさんがfuckjimin821脱原発に一票をリツイートしました
クーデター起こさないと壊滅すると思う。

https://twitter.com/fuckjimin821/status/722798152550453248

https://www.youtube.com/watch?v=UK0aL3a7bWQ
乱舞のメロディ/ノイトラ×テスラ 

onodekita @onodekita · 4時間4時間前 
川内原発の周りは、消しゴムで消したかのように断層がない

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

やっちゃんさんへの返信 
くりえいと @kurieight · 8時間8時間前 

　原発があぶないからです。

@yacchan12 鹿児島市在住です。ほとんどネットやってないんですけど、テレビの報
道にすごい違和感感じてます。何故か鹿児島の地図も震度も画面に出てこない。テロ

ップにも出てこない。こんだけ揺れてるのになんで？

https://www.youtube.com/watch?
v=OX8F4KhZ4L8&ebc=ANyPxKpTMESfp8tpvBADaDqUP8hmUA3OMyjuA_N_KHx7bDVebdiVwtTQLsRg4Hf9RYyjsaXo9Vv-
xRji7GZUgc2HNpCO4TKJTg
Bleach Breathless Collection 05 Kill

安保 多稼士 @AmboTakashi · 18分18分前 
地震の一ヶ月前からケムトレイルが凄かったとメールが来たが、アルミ等の金属を含

むケムトレイルは電磁波をよりよく通すからね。超・キチガイ売国詐欺犯罪者連中の

やることで、怒りの極致だ。http://insidejobjp.blogspot.jp/2016/04/or.html

ハゲダルマ(妖怪) @dooomourner · 34分34分前 
柏崎刈羽原発トラブルあったの？

希硫酸が漏れて煙でたとか言ってたけど(TBS)
ニュース検索しても出てこないし

重大じゃないにしても、14時前のトラブルが22時前に伝わるのって、連絡体制が不安
すぎるわ

SHIHO ﾟ·:,｡ﾟ·:,｡☆ @ryushiho · 48分48分前 
柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）で発煙。同原発は世界でも最大規模。

http://jp.sputniknews.com/japan/20160421/2003339.html … 
稼働してないのに発煙？

宮城の停電といい、何か不可解だな。

neko-aii @neko_aii · 52分52分前 
チェルノブイリ１０年後、イノシシ４０万Ｂｑ/kgに生態濃縮
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/edecbbe043f2b9b2aab02a2935682d87 …
福島第一原発事故３年後、イノシシ５０万Ｂｑ/kgに生態濃縮

伊藤隼也 @itoshunya · 1時間1時間前 
伊藤隼也さんが猪瀬直樹/inosenaokiをリツイートしました
よく言うよ！副知事の時に東日本大震災の原発事故で、現地に向かう消防隊員などへ

高線量被曝への予防的措置への配慮をお願いしても無視したくせに！その後携帯に全

く出ませんでしたよね？ 
https://twitter.com/inosenaoki/status/723120213143646208

neko-aii @neko_aii · 1時間1時間前 
rintaromomo 2015年7月
小児科の医師だった従兄が

白血病で命を落とした

母親を被曝させないため

小児のレントゲン撮影時

自らレントゲン室に入り体を固定

http://85358.diarynote.jp/201604212333588901/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201604212333588901/
https://twitter.com/fuckjimin821/status/722798152550453248
https://www.youtube.com/watch?v=UK0aL3a7bWQ
https://pbs.twimg.com/media/CgjQIgFUkAEniUN.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=OX8F4KhZ4L8&ebc=ANyPxKpTMESfp8tpvBADaDqUP8hmUA3OMyjuA_N_KHx7bDVebdiVwtTQLsRg4Hf9RYyjsaXo9Vv-xRji7GZUgc2HNpCO4TKJTg
http://insidejobjp.blogspot.jp/2016/04/or.html
http://jp.sputniknews.com/japan/20160421/2003339.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/edecbbe043f2b9b2aab02a2935682d87
https://twitter.com/inosenaoki/status/723120213143646208


彼の白血病は強い倦怠感

突然の出血から始まった

原発事故後

白血病で苦しんでる人が

たくさんいるらしい

辻　真先 @mtsujiji · 2時間2時間前 
井上智徳「コッペリオン」２６巻でぶじ完結。本物の原発事故が起きたときは、第一

部完にされるかと不安だった。放射能汚染マップなんて、事故直後のニュースそっく

りだったもの。原発跡地に造られた石棺が、山場の舞台になるのはリアルだが、政治

に傾斜するのを慎重に避けていたのは無理もない。

NHKニュース @nhk_news · 3時間3時間前 
柏崎刈羽原発など 審査終了は来年以降か
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160421/k10010492701000.html … #nhk_news

あ〜る★つ〜 @R2_D2_Droid · 3時間3時間前 
ミヤネ屋も酷い

避難してる子供を雨降ってるのに庇の外に追い出す

インタビュー中子供濡れてるし

https://www.youtube.com/watch?v=5ngQRf3dz3c …

正義の見方 @honmo_takeshi · 4時間4時間前 
【動画＆キャプ】避難所にて...ミヤネ屋レポーターが屋台で雨宿りをしていた子供を無
言で外に追いやり取材 ⇒ 子供ずぶ濡れ
http://www.honmotakeshi.com/archives/48418931.html …

庭山由紀 @niwayamayuki · 4時間4時間前 
息子のお友だちのママが突然死。私と同世代だろう。

「庭山さん、いつ帰ってくるの？」「なんでマスクしてるの？」返す言葉に詰まる。

放射能汚染調査重点地域に指定されたままのこの地では、放射能のことは忘れ去られ

たかのように人々の生活が営まれている。

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
燃費問題で自動車メーカーが謝罪なんて、この際報道するような内容じゃない。

東日本大震災の時は銀行のオンライン停止で頭取？が謝罪とか、時間泥棒の報道ば

かり。

意識をそらすのはテクニックの一つ。

うさはかせ Prof.Lièvre @usa_hakase · 5時間5時間前 
週刊文春2016年4月28日号　総力取材10ページ　熊本大地震“不都合な真実”　原発は本
当に大丈夫か？ 徹底検証 | 最新号 - 週刊文春WEB http://shukan.bunshun.jp/articles/-
/6086 @shukan_bunshunさんから

風の子 @makeanovel · 5時間5時間前 
九州の災害もほんとに酷いことだけど、なにか311以降畳みかけるようにしていろんな
ことが起きてて、混乱に乗じてこれまでやりたかったけどできなかったことを強行す

る動きと、あとはフクイチ事故で起きた汚染や被曝のことから目を逸らさせてあわよ

くば忘れてもらおう・ウヤムヤにしたいのがあるよね

LN BB-45 @BB45_Colorado · 5時間5時間前 
まぁさぁ、原子力を偏愛する人や国士様達が口をそろえて送電網分断を主張するとは

思いも寄らなかった。

なにしろ、熊本変電所みたいな急所は日本中にあって，社会を混乱させ，原発を破壊

する最高の攻撃目標だぜ。

普通，知っていてもあえて広言する事は無いよ。それをここまで拡散するとは。

kenji @buick54aki · 6時間6時間前 
急病人

泊原発はいつでも放射能を垂れ流してるのか？

実は2011年末に渡島地方の土壌を調査したところキロあたり50ベクレルを超える場所
が多く、いったい何由来の放射能か不可解だった

結局セシウム１３７でチェルノ由来かと思ったら泊由来

かおなし @cocorono121 · 6時間6時間前 
そもそも避難計画が必要な発電システムっておかしな話なんだよ…避難計画がしっか
りしてようがしてまいが…事故の時のためヨウ素剤を家庭に配られて線量測って新幹
線で避難する計画と暮らすの普通ですか？そして九州新幹線は脱線して使えなかっ

たよ どうするつもりだったの？魔法使うつもりだったの？

今一生 @conisshow · 7時間7時間前 � Chiba City Chuo Ward, Chiba 
女性作家の方々、『男たちの原発』という本を書いてくれないか？

「男の意地」で原発を止められない男たちの脆弱な自意識をどうしようもできない。

力に頼りたがる男たちのダメさ…。
この絶望的な状況を突破するには、女性の知恵が今こそ必要だ 
https://pbs.twimg.com/media/Cgi1B99U4AI6Cjd.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
その @s3o9n3o1 · 8時間8時間前 � 福島 いわき市 
そのさんがエリック ・Cをリツイートしました
福島第二原発の近くに住んでいたことがある。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160421/k10010492701000.html
https://www.youtube.com/watch?v=5ngQRf3dz3c
http://www.honmotakeshi.com/archives/48418931.html
http://shukan.bunshun.jp/articles/-/6086
https://pbs.twimg.com/media/Cgi1B99U4AI6Cjd.jpg


その町の常識は、

原発があるのだから、癌に関係した病気の人がいるのは当たり前。家にいなくてよか

った。ロシアンルーレット。

原発の町が、原発反対の協議会を作って情報交換し発表しないのかな？

天仙 @tensenten · 8時間8時間前 
福島、癌の発症率は61倍に上昇！国立癌研究センター長！
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303824&g=132108 ……

ナオリン（脱原発に１票） @nm19553305 · 10時間10時間前 
ナオリン（脱原発に１票）さんがYasuをリツイートしました
熊本地震では圧死が大部分という。総理大臣の言うことだからと避難せず屋内に留ま

った人が多かったということだろう。フクイチ事故の電源対策を否定したことと併せ

て「人災総理」と呼ぶべき輩だ。 
https://twitter.com/noosa_noosa/status/722985243393695744

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
このクジラの大量死あたりから、高濃度の汚染水がチリ沿岸に到達しているんだと思

います。

https://twitter.com/cmk2wl/status/688383988210073600

zumi @ozyszm · 10 時間10 時間前 
熊本、阿蘇大地震　川内、伊方、玄海　やっぱり原発は危ない：週刊朝日

http://dot.asahi.com/wa/2016042000202.html …「中央構造線は諏訪湖から紀伊半島と
四国の北側を通り、熊本に抜ける。つまり浜岡原発や伊方原発の近くを通っていて、

特に伊方原発からは5〜8㎞程度しか離れていない…
https://t.co/044DsJNKFW

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
明日までに北九州方面でM8という台湾地震予測研の予報が正しければ、新幹線は開業
以来初めての巨大事故を起こすことになりそうだ

かつての国鉄なら性急な再開は避けただろう

ロビン @oldblue2012 · 11時間11時間前 
もし川内原発が事故を起こしたら（もうどこかおかしくなってるかもしれないが）

日本に逃げ場はないんだ。

この地図を見たらわかる。

熊本地震後、高浜と伊方を動かすようにしてるんだから、事実上、詰み 
https://pbs.twimg.com/media/CgiD_kqVEAA0TYE.jpg

ことりん @Braveymithra · 11時間11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… 

amaちゃんださんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 11時間11時間前 
ネット工作員の時給は、３０００円くらいだそうだ。レスすると、別チャージが入る

契約なのかもしれん。今後はちょっとでもおかしなメンションなら、即ブロックする

しかないね。

amaちゃんださんがリツイート 
善川チャーリ @GoodBye_Nuclear · 11時間11時間前 
「政府は安全神話流布」　大間原発訴訟、函館市が批判 http://dd.hokkaido-
np.co.jp/news/society/society/1-0261718.html … 函館市側は、原発の審査基準となる新
規制基準について「欧州諸国と比べて緩やかであり、世界で最も厳しい基準だと強調

する政府は新たな安全神話を流布している」と批判した。

弁護士　星　正秀@tokyo @hoshimasahide · 12時間12時間前 
民主党政権が記者クラブ加盟以外のジャーナリストからの質問を受け入れたり、ある

いは新聞社が民放の親会社となるのを禁止するクロスオーナーシップ制度を検討す

ると、マスコミは一斉に反民主党になりました。

鳩山さんをルーピーと言ったり、菅さんの原発対応をことごく批判しました。

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 14時間14時間前 
速報：日パナマ両首脳は、パナマの都市交通網整備のため、約2800億円の円借款を供
与することで一致した。

そこで糞政府はパナマ政府とナシをつけ、犬ＨＫパナマ現地法人へ追求が及ばぬよう

、２８００億で裏工作したと思われる。うまくすればパナマ文書も誤魔化せるのスケ

ベ心もあったりしてなｗ

amaちゃんだ @tokaiama · 14時間14時間前 
どうせ数年すれば一秒一滴が１秒1リットルに修正されるのだろう
東電の十八番　隠蔽体質

https://pbs.twimg.com/media/CghmmZJUkAAn188.jpg …

amaちゃんださんがリツイート 
フジヤマガイチ @gaitifujiyama · 15時間15時間前 
何故か、事故が起きる前よりも状況は悪化している『「極めて例外的」とされてきた

６０年までの運転延長が認可される可能性が高まった』／原発４０年の原則、骨抜き

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303824&g=132108
https://twitter.com/noosa_noosa/status/722985243393695744
https://twitter.com/cmk2wl/status/688383988210073600
http://dot.asahi.com/wa/2016042000202.html
https://t.co/044DsJNKFW
https://pbs.twimg.com/media/CgiD_kqVEAA0TYE.jpg
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0261718.html
https://pbs.twimg.com/media/CghmmZJUkAAn188.jpg


　規制委、初の許可　高浜１・２号機：朝日新聞デジタル

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 15時間15時間前 
とんとかいも(tomtokaimo)さんがjunkoをリツイートしました
たしかに、熊本の被災者らは発災からずっと刑務所に収容された囚人のような扱いを

受けてきたから、最後に政府の本音が出たんだろう

https://twitter.com/junko_in_sappro/status/722933027089743872

junko @junko_in_sappro · 15時間15時間前 
川内原発を停止しない理由は？ 
http://moribin.blog114.fc2.com/blog-entry-2057.html …
首相官邸と原子力規制委員会が互いにもたれ合って

稼働中の川内原発を「運転停止しない」ための屁理屈を模索

どちらも今後の連鎖地震で川内原発が暴走したときの

「刑事責任」をとりたくないがためである

amaちゃんださんがリツイート 
青い月〜ＮＯ！ＮＯ！！ＮＯ！！！ @mugennohateni · 17時間17時間前 
【速報】パナマ文書で【　創価学会　】の名前ｷﾀ━━━━━(°∀°)━━━━━！！！ -
中国・韓国・在日崩壊ニュース http://www.news -
http://us.jp/article/436677182.html … @NewsUs1さんから

amaちゃんだ @tokaiama · 17時間17時間前 
熊本地震　翌日の現場で記者が見たもの「地震対策ストッパーなんて役に立たない…
」〈ＡＥＲＡ〉

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160418-00000012-sasahi-soci …
まあ震度5弱までだろうな
https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBg-
aHR0cDovL2xwdC5jLnlpbWcuanAvYW1kLzIwMTYwNDE4LTAwMDAwMDEyLXNhc2FoaS0wMDAtdmlldy5qcGcU2AkUiAUcFIQGFJQDAAAWABIA&s=iTFaUmcnnbYJCRQgZ6_DGLeZfTkElPlP7hlldIleES4

uni(ジャスミン男) @echinodermes · 18時間18時間前 
「このような「迷惑な善意」は千羽鶴や寄せ書きだけではない。僕が東北の避難所で

よく聞いたのは、「あちこちから、いろんなNPOがやってくるけど、どいつもこいつ
も心のケア、心のケアってうるさいんだよ。俺たちはもう、心のケアと聞いただけで

鬱になりそうになる」という声だ。」

junkoさんがリツイート 
Koichi Kawakami @koichi_kawakami · 23時間23時間前 
言葉がない。『官邸の激甚災害指定、熊本と山口で差』”2013年7月28日に発生した山
口県と島根県での豪雨災害...死者・行方不明者は4人、家屋被害は全壊49棟半壊66棟...4
日後の8月1日...激甚災害に指定し復旧を支援する”

amaちゃんださんがリツイート 
Somar @Somar · 4月20日 
九州にたった23億しか出さない、エクアドルには何の音沙汰も示さないのにパナマの
モノレールに3000億…どんだけ極悪なんだ。
パナマのモノレールに円借款　２０日の首脳会談で合意へ　総事業費約３０００億円

http://www.sankei.com/world/news/160416/wor1604160004-n1.html … @Sankei_news
より

http://www.sankei.com/world/news/160416/wor1604160004-n1.html

junkoさんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 4月20日 
オスプレイの製造原価は、1機約5億円。その購入値段が、米国は20億、イスラエル
は30億、その他の国の平均は50億円。おバカ日本政権だけ200億円以上にふっかけられ
て購入。パイロットの訓練飛行代なども含むとされるが、それにしても日本だけ突出

して高い。地震後、もっと買わされるかも。

天仙 @tensenten · 4月20日 
公表遅れた「勤労統計」で賃金は上がっていなかったことが判明！

まやかしの政策だったことが証明される

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303242&g=132108 …

junkoさんがリツイート 
microcarpa @microcarpa1 · 4月20日 
米国、宮城産米の輸入再開＝福島県産大豆も http://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20160419-00000170-jij-pol … #USA lifts import ban for Miyagi #rice & #Fukushima
#soybeans.#OcNuke #脱原発 #NoNukes #Chernobyl

junkoさんがリツイート 
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 4月20日 
食べて応援外食企業が、大量炊き出しとか…目を瞑るしかないのか？
結局は、目を瞑ってきた繰り返しが、さらなる被害を拡大していく…

https://www.youtube.com/watch?v=A2IkbhomIPI
Bleach Concept Covers - Life is like a boat 

ktgohan@USB充電本 @ktgohan · 4月19日 
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ktgohan@USB充電本さんがジョンお姉さんをリツイートしました
2007年新潟中越沖地震の発災当日、「現地に行き、この目で状況を確かめたい」と柏
崎刈羽原発にヘリで行って帰ってきたのがなにしろ安倍総理（当時第一次安倍内閣

）で、あれ結局何だったんだろう？ という地獄の話は一度はしておいたほうがいい
https://twitter.com/jpn1_rok0/status/722263304832352257

https://www.youtube.com/watch?
v=rLJp6dV9nWs&ebc=ANyPxKppGrL2VINg2U52c1hyNu7NY45bqy3c5bWJ5zH-
8fs4swoMHebZ442XVgL-XoEPw6V5NTTVpzMzyR9ZaXrCGByhZvvkgg
Our WORLD - Ulquiorra Cifer/Schiffer (Bleach Beat Collection) 
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junko @junko_in_sappro · 15時間15時間前 
新千歳発着、来春拡大　政府前倒し　中ロ機も毎日運航 
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/politics/politics/1-0261735.html …
 
西日本と蝦夷共和国に分かれたら

ロシアとの関係も大事になってくるし・・・

https://twitter.com/jpn1_rok0/status/722263304832352257
https://www.youtube.com/watch?v=rLJp6dV9nWs&ebc=ANyPxKppGrL2VINg2U52c1hyNu7NY45bqy3c5bWJ5zH-8fs4swoMHebZ442XVgL-XoEPw6V5NTTVpzMzyR9ZaXrCGByhZvvkgg
http://85358.diarynote.jp/
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（４月22日）　反論リプライ不要。

http://85358.diarynote.jp/201604221026518407/

「基準値を超えた米は国が回収し備蓄…非常時に配布する」／エ
クアドル大統領コレア氏と安倍総理の震災対応が違いすぎると話

題に。

2016年4月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=VISOHP-V3gw
【エヴァpv付き】 集結の園へ 

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 2時間2時間前 
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160419/k10010489271000.html …
現在の建物の耐震基準は、震度６強や７の地震を１回耐えることは想定しているが、

今回のように建物が大地震に連続して襲われることは考慮されていない

川内原発内は細管ボロボロ、釜割れて漏らし放題か、金目当ての空・架空再稼働だっ

たかどっちか

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5 時間5 時間前 
名無し：04/21 22:36
「耐震基準は連続した大地震を想定せず」専門家

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160419/k10010489271000.html …
現在の建物の耐震基準は、震度６強や７の地震を１回耐えることは想定しているが、

今回のように建物が大地震に連続して襲われることは考慮されていない

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
災害の記憶をいまに伝える

日本全国「あぶない地名」

この漢字が入っていたら要注意！（一覧表付き）

https://t.co/seibgCz2mt

https://www.youtube.com/watch?
v=QEaKVmkQ6I4&ebc=ANyPxKodoQP39lQPB7looZjAF25TKBqy7sgsr6oMBSXQ1ssOkmwv8rAoMLYJtU8q7Tz0khBXWLgWAphm9Sqcxd8hOUiKv_6ZCw
Mrs. GREEN APPLE - パブリック 

cmk2wl @cmk2wl · 14 秒14 秒前 
仮説。火山や地震が発生するところで動物の大量死が多い。これも磁場の変化で荷電

粒子（福島原発事故由来）が降下してくるからでは？

ブラジルは磁場が弱いが故に小頭症の激増になった。

http://85358.diarynote.jp/201604221026518407/
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動物の大量死は地震と関係するのではなく、イオン化した放射性物質の降下が一因な

のでは？

junko @junko_in_sappro · 2時間2時間前 
【アカン】福島第一原発で汚染水漏れが発生！

配管から２．７リットル、1リットル辺り２６万ベクレル！
スポンジや土のうで対策へ

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-11136.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cgm2c20UgAEpM8V.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【九州の鉄道や道路など 熊本を中心に影響続く】
地震の影響で、九州の鉄道は熊本県を中心に今も運転ができない区間があります。

http://nerv.link/jAGmkH

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【九州新幹線 あすにも博多〜熊本間で運転再開へ】
九州新幹線は、博多と熊本県の新水俣の間で運転ができない状況が続いていますが、

熊本より北の区間の復旧工事が22日にも終わる見通しになり、JR九州は、早ければ23
日にも博多と熊本の間での運転を再開できるとする見通しを示しました。

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 2016年4月22日 7:57】
中野富士見町駅で安全確認を行った影響で、中野坂上〜方南町駅間の運転を見合わせ

ていましたが、07:47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。

ホワイトフード @whitefood1 · 3時間3時間前 
4月22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/CgmgFpkUUAEe0iS.jpg

junkoさんがリツイート 
大分合同新聞 @oitagodo · 3時間3時間前 
【大分県内ニュース】県内建物被害８５０棟　熊本・大分地震 #oita #大分
http://buff.ly/1plPdR3
https://pbs.twimg.com/media/CgmtpSzUkAAY7SW.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：04/21 22:31
熊本地震＞水力発電設備７カ所で一部破損 九電被害状況
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160421-00000069-mai-soci …
九州電力は２１日、熊本地震の被害状況を発表した。水力発電設備７カ所で一部が破

損したほか、鉄塔１５基が使えなくなった。

https://t.co/8t184eQeyu

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【熊本県内の約２万３０００世帯で断水続く】

熊本県内では午前4時現在、益城町と西原村のほぼ全世帯で断水するなど、少なくと
も12の市町村のおよそ2万3000世帯で断水が続いています。
http://nerv.link/Ufpmz5

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：04/21 22:30
放射性物質セシウム１３７含む測定器１台盗まれる

http://mainichi.jp/articles/20160422/k00/00m/040/059000c …
規制委員会は２１日、機器点検業「タ゛イキョウ」（さいたま市）が、放射性のセシ

ウム１３７（３７０万ヘ゛クレル）を含む測定器１台を盗まれたと発表した。

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-11136.html
https://pbs.twimg.com/media/Cgm2c20UgAEpM8V.jpg
http://nerv.link/jAGmkH
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CgmgFpkUUAEe0iS.jpg
http://buff.ly/1plPdR3
https://pbs.twimg.com/media/CgmtpSzUkAAY7SW.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160421-00000069-mai-soci
https://t.co/8t184eQeyu
http://nerv.link/Ufpmz5
http://mainichi.jp/articles/20160422/k00/00m/040/059000c


amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
≪資質≫エクアドル大統領コレア氏と安倍総理の震災対応が違いすぎると話題に　つ

いに「安倍ぶん殴りたい」の声も

http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/712.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
函館市裁判、東京地裁が２０日行なわれた 
http://ooma.exblog.jp/22737835/

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
日本の九州全域に放射能警戒アイコン！　——　「レベル４（茶色・懸念・監視対象

　３地点）」「レベル３（赤・高水準）２３地点」「レベル２（黒・上昇中）　７地

点　

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/nuclear-emergen.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
福島第一原発は晴れる日が少ない

http://inventsolitude.sblo.jp/article/174990667.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【熊本空港 ２２日に発着予定の便は】
22日、熊本空港を発着する便は、全日空が、羽田や大阪などとの間を結ぶ21便、日本
航空が、羽田や大阪との間を結ぶ10便、ソラシドエアが、羽田との間を結ぶ7便、ジェ
ットスターが、成田との間を結ぶ4便を運航します。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【停電情報 2016年4月21日 23:18】
東京電力停電情報によりますと、千葉県 の約1,200軒で停電が発生しているということ
です。

http://nerv.link/eRU8d0

きむらゆい @yuiyuiyui11 · 11時間11時間前 
NEWS23
柏崎刈羽原発

希硫酸噴出で消防出動

午後1時50分頃
「廃棄物処理建屋 地下1階で発煙と通報
蓄電池から希硫酸が霧状に噴出

／大事なニュース。原因の続報も期待しています。

短いニュースでも貴重な情報を感謝です。 
https://pbs.twimg.com/media/Cgku_7CU8AI6K8a.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【携帯電話 熊本県の一部 つながりにくい状況続く】
一連の地震による停電などの影響で熊本県の一部の地域で携帯電話がつながりにくい

状況が続いています。

http://nerv.link/iMOwDR

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
濃霧注意報 2016-04-21 22:43
海上濃霧警報 2016年4月21日 23時45分
ミスマッチなのがわかりますか？

https://pbs.twimg.com/media/Cgk2298UkAA7qK1.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgk22emU8AQ56WC.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
2016年4月20日 パナマ
イルカの大量座礁。
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https://pbs.twimg.com/media/CgkxgnkUUAA1LvC.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【被災地の雨量１００ミリ前後に 土砂災害に十分注意】（続き）
気象庁はこれまでの揺れで地盤が緩んでいるため、21日夜遅くにかけて土砂災害に十
分注意するとともに、西日本や東日本では落雷や突風などに十分注意するよう呼びか

けています。

（2016年4月21日 22:15 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【被災地の雨量１００ミリ前後に 土砂災害に十分注意】
低気圧と前線の影響で広い範囲で大気の状態が不安定になり、熊本県などの被災地で

は降り始めからの雨量が100ミリ前後に達しているところがあります。
http://nerv.link/XtuHzF

NHKニュース @nhk_news · 13時間13時間前 
柏崎刈羽原発で装置のバッテリーから液体漏れ

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160421/k10010493021000.html … #nhk_news

CAN @champoolcan · 15 時間15 時間前 
最新の動画を追加して更新しました・・・車道と道路脇の線量の違い・・・消えない

夜さんの動画とホットスポットファインダーによる記録 - NAVER まとめ
https://t.co/Qw2zugohPJ

junkoさんがリツイート 
まだ人柱やってるの？ @suncic117 · 20 時間20 時間前 
以前、食品検査のWEBサイトを制作していたところ…「これまで基準値を超えた米は
、国が回収し備蓄するが…（中略）非常時に配布する」という一文があり、非常時の
炊き出しに使われている可能性も否定できないと思った。。。

Nob @Nob_hsj · 4月20日 
RT
川越線また遅延

いや、遅延は悪くないよ？事故とか急病人とか仕方ない

でも、それにしたって埼京線及び川越線は遅延多すぎ

遅延がさも当たり前のようになり過ぎてて鉄道会社の神経を疑う

あとホームと線路に人入り過ぎ

生き急ぎすぎでしょ

9:04
ほとんど人は入ってない！

https://www.youtube.com/watch?v=kBs6hY_-
g9U&ebc=ANyPxKrgHkrkpeJk4rc7FUlHfaKy112KOWTOmxPZVzYvBMxWRSBkx1rfGK-j-
nL43N8dA9iM3opFB2CU5k6jJ6B3or5bgcCFRg
魂のルフラン/下川みくに

きっこ @kikko_no_blog · 6時間6時間前 
19日（火）の文化放送「ゴールデンラジオ」、原発事故で浪江町を追われた人の思い
を読み始めた倉田真由美さんが、涙で声を詰まらせて読めなくなってしまった。する

と大竹まことさんがすぐに続きを読み始め、大竹さんは声を震わせながらも読み切

った。私も泣いてしまった。 #1134golden

ケラリーノ・サンドロヴィッチ @kerasand · 8時間8時間前 
原発止めろ。原発止めろ。２０１１年の夏ぐらいなら街が暗くてもいっこうに構わな

いじゃないか。原発止めろ。

http://nerv.link/XtuHzF
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160421/k10010493021000.html
https://t.co/Qw2zugohPJ
https://www.youtube.com/watch?v=kBs6hY_-g9U&ebc=ANyPxKrgHkrkpeJk4rc7FUlHfaKy112KOWTOmxPZVzYvBMxWRSBkx1rfGK-j-nL43N8dA9iM3opFB2CU5k6jJ6B3or5bgcCFRg


反論リプライ不要。



（４月22日）　「政権の言ってることは「人権は止めるが原発は止めない」ってこと
ｗ

http://85358.diarynote.jp/201604221039393279/

「これからの原発は…」「壊れて居ても、構いません」／パナマ
文書に SOKA GAKKAI／〜原発推進派を日本から追い出せ〜。

2016年4月22日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

https://www.youtube.com/watch?v=vLhafvJvPUI&ebc=ANyPxKpRu5o-CPcYtA55br7QRzZ1yVG-
SZ2ATCvNSiock9ItzCFffRujKl0syCqUaZO7a8J5pprr12jSR1Z8plqnm2R_jp6NRg
Guilty Crown OST - Bios Delta 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
#熊本地震
「今回の熊本地震は、大震災級ではない」と、国が判断してる被害状況。

https://pbs.twimg.com/media/CgkY5v7UkAAJ7ul.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgkY5lTUcAIUmAj.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgkY50-UkAERnFd.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgkY5n_VEAED5CX.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
#熊本地震
今日で1週間。M7.3の断層のずれ。こういう地殻変動が数キロに渡って起ってる状態。
世界から見れば、こういう大規模な地殻変動で家を失った人が多い場合「大震災」と

定義されるだろうけど、国は「大震災ではない」と判断してるらしい

https://pbs.twimg.com/media/CgkQzwOUoAI53Ac.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgkQ0HoVEAU9Hw6.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgkQ0I-U8AAlln8.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgkQ0E9U4AInp38.jpg

https://www.youtube.com/watch?
v=3SlIfyDGwOs&ebc=ANyPxKrgHkrkpeJk4rc7FUlHfaKy112KOWTOmxPZVzYvBMxWRSBkx1rfGK-
j-nL43N8dA9iM3opFB2CU5k6jJ6B3or5bgcCFRg
【MAD】集結の園へ〜林原めぐみ〜エヴァンゲリオン新劇場版Ｑ 

天仙 @tensenten · 29 分29 分前 
『Facebook』の危険性〜恐るべき全人類監視ツールだ！
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=283253&g=132108 ……

横川圭希 @keiki22 · 53分53分前 
で、原発止まると供給量が足りなくなる、と言う情弱は、ほとんどの場合オスプレイ

が効率良かったと思ってる。

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 
〔熊本地震〕被災者生活再建支援法適用（熊本県全市町村：4/14適用）（レスキューナ
ウニュース） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160422-00000002-
rescuenow-soci … #Yahooニュース

amaちゃんだ @tokaiama · 1 時間1 時間前 
石原義純、内陸型では大きな地震は来ないと断言してる（5：50頃）。ド素人がなぜ断
言するのか？

←

わずか百年余前の濃尾地震M8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BF%83%E5%B0%BE%E5%9C%B0%E9%9C%87 …
世界最大の揺れ4000ガル　岩手内陸地震
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%89%8B%E3%83%BB%E5%AE%AE%E5%9F%8E%E5%86%85%E9%99%B8%E5%9C%B0%E9%9C%87
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…
阪神も福井も

amaちゃんださんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 1時間1時間前 
ミヤネ屋が被災地で雨宿りしてる女の子を追い出し！http://saigaijyouhou.com/blog-
entry-11138.html …ミヤネ屋が焼き芋もらいに来てた子供達をテントの中から押し退け
て撮影。子供達びしょ濡れ。酷すぎる！

ミヤネ屋！

ハラワタ煮えくりかえるよね

https://pbs.twimg.com/media/Cgm5LEHUoAAu8MD.jpg

junko @junko_in_sappro · 2時間2時間前 
4月15日、熊本の地震を隠れ蓑にして“国民発言禁止法”を
目立たないように可決・成立させていた！？

http://ameblo.jp/64152966/entry-12152397192.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgmzFG4UUAA8VmI.jpg

小川一 @pinpinkiri · 2時間2時間前 
あさって日曜日の毎日新聞ストーリーは「鉄と原子力　企業城下町の光と影」。熊本

地震で1週間掲載が延期されました。釜石公害闘争の先頭に立った元教師（82）と福島
県富岡町で置き去りにされた家畜の世話をする元原発建設作業員（56）の物語です 
https://pbs.twimg.com/media/Cgmtfu2UoAAH4tO.jpg

エリック ・C @x__ok · 2時間2時間前 
もし地震が収まりつつあるのならそれは良い事だ。しかし今回はっきりした事は、今

の日本は何があっても原発を絶対に止めないという事だ。今、もし地震が一時期収ま

ったとしても、いつかは大きな地震が来る。その地震に原発が本当に平気でいられる

のだろうか。おそらく駄目だろう。

aiko_oaiko @aiko_oaiko · 2時間2時間前 
東京オリンピックに使うすべてのお金を福島と原発の後片付けと、その他たくさんの

、考えて修復すべきことがあるはずだから．

まだ放射能汚染の懸念が残る日本に世界のアスリートたちを招待すべきではないと思

うから．

至極当たり前のことだと私は思っているけど．

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 2時間2時間前 
現実問題として大多数の国民がすぐ目の前にある被ばくの危険に対して無関心。それ

はマスコミ等により故意に作られています。貧困を増やす政策も、食べていくのがや

っと、被ばくなど考える余裕を与えないすべて故意です。

情報弱者は淘汰される

http://geiger.grupo.jp/blog/month/201504 …

やのっち @_yanocchi0519 · 2時間2時間前 
墜落した自衛隊機が核か何か積んでいた？秘密作戦に従事していた自衛隊を暗殺した

？墜落現場で放射能防護服を着た人たちが見受けられています。福一の時と同様の

パターン？福一では爆弾を製造した自衛隊技術者１５名のうち１２名が暗殺されてい

ます。

http://s.webry.info/sp/richardkoshimizu.at.webry.info/201604/article_129.html …

ỸU$ÛKĘ ỬÉDÅ @yoox5135 · 2 時間2 時間前 
フクイチ、麻生の「ナチスに学べ」発言、高市早苗の「電波停止」発言に加えてメデ

ィアの自主規制の問題など、最近の日本のメディアの状況を網羅した記事。

https://twitter.com/yoox5135/status/723301022001561601

小野　修 @FREDY_OYAJI · 2時間2時間前 
原発は停止しても、中にある燃料や使用済み燃料の状態を安定的にするために電力が

必要。

安全を考えるならば、廃炉が一番。でも、高濃度放射性物質の隔離が残る。

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-11138.html
https://pbs.twimg.com/media/Cgm5LEHUoAAu8MD.jpg
http://ameblo.jp/64152966/entry-12152397192.html
https://pbs.twimg.com/media/CgmzFG4UUAA8VmI.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgmtfu2UoAAH4tO.jpg
http://geiger.grupo.jp/blog/month/201504
http://s.webry.info/sp/richardkoshimizu.at.webry.info/201604/article_129.html
https://twitter.com/yoox5135/status/723301022001561601


運転中に地震が来たら、配線、配管類が破損を免れなく、深刻な事態になる。

福一事故は津波が原因では無かった。

田口朝光 @taatyandes · 3時間3時間前 
田口朝光さんがhirakawa noboruをリツイートしました
「今後の地震の状況が読めないから原発は止める」が一般常識。原子力規制庁は、「

分からないから止めない」！国民にとっては「？？？」だ！

百歩譲って「永久」でなくても、地震の状況がはっきりするまで「当分」止めるぐら

いしてくれ！！ 
https://twitter.com/z_noboru/status/723278241180459010

猫まっしぐらさんへの返信 
Suzuki Hironobu @s_hironobu · 3時間3時間前 
.@massigra_neko 技術の一般論として同意ですが、原発に関しては安全性経済性の問
題以外に、被曝労働という倫理的な問題もあります。今回のフクイチ作業員の扱いも

みてもわかるように、従来から人間を使い捨てるシステムの上に成立しており、かな

り高線量の場所も人間が清掃してます

amaちゃんださんがリツイート 
伊藤隼也 @itoshunya · 3時間3時間前 
伊藤隼也さんがamaちゃんだをリツイートしました
一番お金を持っている世代は誰だ？この答えが全てです。日本人の金融資産の殆どが

曽野綾子さんを中心とした、今や高齢者といわれる世代です。そういう人達はこれま

での政府の優遇策による手厚い保護と年金で左団扇に右扇風機、頭の上にはエアコン

！

https://twitter.com/tokaiama/status/723281160051167232

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
どこのスキー場も閑古鳥

若者達に金が落とされず、車を買う金もない、スキーどころじゃない

バブル時代の投資も償還不能でスキー場は青息吐息なんてもんじゃない

非正規の年収平均は168万円　シングルマザーは四畳半一間で子ども達と暮らす
完全に1950年代の生活レベルまで落ちている

Takechan #落選運動 @Takechan123da2 · 4時間4時間前 
44��落選させたい議員-44��
細田博之

自民党

衆議院・島根1区
◆理由◆『原発推進世界中で言っている。福島の不幸で止められない』などと発言。

原発再稼働を積極的に目指す【電力安定供給推進議連】会長でもある！

#落選運動

＊ peace ＊ @cyoki · 4時間4時間前 
政府は未だに川内原発を止めない

◆熊本地震◆先読めない

・余震確率発表も中止 　ｘ異例づくし 
・震源域拡大懸念　

現在動いている断層帯の延長部に活動が広がる事を懸念する専門家は多い

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160422-00010001-nishinp-soci …
https://pbs.twimg.com/media/CgmRRblU8AAFvje.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
医療機関における白血病統計調査が、福島県全域と宮城県の一部について除外されて

いる理由について厚労省の屁理屈

http://www.magazine9.jp/oshidori/111209/ …
これは5年前だが、現在でも再開されたという話は聞かない

tanaka kazushige @tanakakazushige · 4 時間4 時間前 
これ、メチャやばい・知らない人が意外と多い【マイナンバー】税金や年金だけでな

く★銀行口座にも適用決定

https://twitter.com/z_noboru/status/723278241180459010
https://twitter.com/tokaiama/status/723281160051167232
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160422-00010001-nishinp-soci
https://pbs.twimg.com/media/CgmRRblU8AAFvje.jpg
http://www.magazine9.jp/oshidori/111209/


http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302282&g=132108 … …

天仙 @tensenten · 4時間4時間前 
忘れてはならない【不正選挙】の数々

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303559&g=132108 ……

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
【マジ許せん！】安倍総理の地元・山口県豪雨災害では４日後に「激甚災害指定」を

明言していたことが判明！

https://t.co/q0pGdRxsQg

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
「自分たちに都合がよければ大震災級とみなすし、都合が悪ければそうみなさない：

佐藤　圭氏」　

http://sun.ap.teacup.com/souun/19869.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
【呆然】熊本地震の災害対策本部の本部長、安倍総理ではなく河野大臣であることが

判明！

https://t.co/EgggVbGL0N

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
「オスプレイに夢中で現場を把握していない安倍政権。：金子勝氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/19862.html#readmore …
保育園児のように夢中になって戦争に憧れる安倍晋三にとって、震災など興味の対象

ではない

戦争大好き、災害大嫌い　直視せず逃げまくるだけ

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
【最低最悪】熊本地震の現地対策本部長が交代。食事のおにぎりに文句＆「あんた

ら（自治体）の責任だ。政府に文句は言うな」の大暴言で更迭

https://t.co/HsgTFi62TU

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
パナマ文書に、なんと…… SOKA GAKKAI
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/soka-gakkai-i-1.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
米海兵隊オスプレイが震災被災地へ運んだ救援物資は海自のヘリコプター搭載型護衛

艦「ひゅうが」が積載したものだった

海兵隊のオスプレイ、熊本沖の「ひゅうが」に着艦、支援物資を積み込み、配送

震災を政治利用、オスプレイを宣伝した

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-a2de.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
震災でも諦めていない 衆参W選「7・31投票」プラン急浮上
https://t.co/FDZv5NCHu7

エリック ・C @x__ok · 7時間7時間前 
川内原発が不当再稼動するまで４年以上止まっていたのですが、それで電気が足りて

いないという事は全くありませんでした。一番消費量の多い猛暑の夏ですら余力すら

ありました。

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
舛添知事、米国出張は１泊１５万円　いずれもスイートルーム

https://t.co/DjVuInwRIe

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
「待機児童、働きやすくしたから増えた」　自民・伊達氏

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160422-00000002-asahi-pol …

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=302282&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303559&g=132108
https://t.co/q0pGdRxsQg
http://sun.ap.teacup.com/souun/19869.html#readmore
https://t.co/EgggVbGL0N
http://sun.ap.teacup.com/souun/19862.html#readmore
https://t.co/HsgTFi62TU
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/soka-gakkai-i-1.html#more
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-a2de.html#more
https://t.co/FDZv5NCHu7
https://t.co/DjVuInwRIe
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160422-00000002-asahi-pol


今の自民党議員の極度に幼稚で低脳無能なレベルを象徴する発言

本当にバカしかいないんだ

日本経済新聞 電子版 @nikkei · 8時間8時間前 
東芝、原発で損失3000億円　最終赤字は5000億円に縮小
https://t.co/cdpq327L0D

italianoizumi @italianoizumi · 8時間8時間前 
「村上春樹が本気で怒る、15万人の人生を踏みつける“効率”に何の意味がある？」やは
りこの国が相当に差し迫った危機に直面している証である　http://lite-
ra.com/2015/04/post-1047.html … @litera_web
＊ホントそうだ日本人よ怒れ声に出し訴えよ〜原発推進派を日本から追い出せ〜

https://t.co/nXMQSpoFqc

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
「日本の報道の自由度７２位に転落」

これは先進国なら、かなり恥ずかしい事。米国よりも酷い状態という事。でもこれ

は「報道する側」にも問題がある。日本のメディアの社長クラスが、あべさんと夜に

会食してたら、そうなる。海外ではありえない事

ひろすけ @hrskksrh · 11時間11時間前 
大した震度でもないのに 四国沖 がトレンドに。
みんな敏感になってる。

この先地震がある度にこんなに怯て暮らしていくの？日本で原発は無理だから諦め

よう。

少なくとも責任の所在はどこにあるのかはっきりさせろ。

! ? @Takaoyohey · 11時間11時間前 � Kibichuo-cho, Okayama 
! ?さんが特務機関NERVをリツイートしました
四国沖で地震が起きたが、コレも熊本・大分地震の関連なのか。南海トラフも怖い処

。この震源地付近、本来、徳島県の阿南に中曽根政権が原発を作ろうとし、同じ自民

党の後藤田正晴に阻止された場所だったりする。 

烏賀陽　弘道 @hirougaya · 12時間12時間前 
もし、三菱自動車のクルマのタイヤが走行中に外れて、人が死んだとき、同社ではな

く国が損害賠償を払ったら「おかしい」「なぜ三菱だけ」「えこひいきだ」「平等の

原則に反する」と世論が沸騰するでしょう。それが平然と、しかも５兆円も支払われ

ているのが福島第一原発事故なのです。

内田樹 @levinassien · 13時間13時間前 
僕が役人で「人口減少社会で経済成長するための方策」を上司から聞かれたらこう答

えます。「里山が都市部からの脱出者の受け皿になる限り、一極集中は成功しません

。まず地方を潰して、里山を居住不能にすることが肝要です。原発稼働と、地方の自

然災害には復興予算をつけないというのも効果的です。」

放射能汚染・内部被曝情報 @radioactive_SOS · 13 時間13 時間前 
放射能汚染・内部被曝情報さんがamaちゃんだをリツイートしました
確かにこういう健康被害のデータを見ると泊原発の垂れ流しは事実と言わざるを得な

い→http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-799.html …
ホワイトフードによるリアルタイム全国空間線量マップでも泊村はよく平均線量超え

が表示される。

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

amaちゃんださんがリツイート 
msyun @zzsuzumebatizz · 13時間13時間前 
石原義純、内陸型では大きな地震は来ないと断言してる（5：50頃）。ド素人がなぜ断
言するのか？今まで誰も地震予知できなかったのに。日本を転覆させたいのか？

@kingo999 玉川徹氏が原発の危険性に触れると、突然暴走を始める石原良純氏

冬眠起こすな　Пробуждение ♂ @cintamani_dhatu · 15時間15時間前 
熊本だけじゃなく、福島の災害時もそうだった。

https://t.co/cdpq327L0D
http://lite-ra.com/2015/04/post-1047.html
https://t.co/nXMQSpoFqc
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-799.html
https://pbs.twimg.com/media/CgiyKHFUYAQNORM.jpg


官僚政府は、災害被災者に冷たい。

彼等は、災害地から安全な土地への被災者の避難移住を推奨も支援援助もしない。

或いは、御用学者を使って安全性を訴え、被災者を災害地に縛り付けようとさえする

。

何故？何の為に？ 考えて調べて下さい

amaちゃんださんがリツイート 
ひろみ @hiromi19610226 · 16時間16時間前 
東日本大震災の時に、もし菅直人総理が 震災後 半月ほどで、外遊してきます、あばよ
って 言ったら どれだけ非難されたでしょうね？
マスコミ、ほんまに 大丈夫か？

かおなし @cocorono121 · 19時間19時間前 
そもそも避難計画が必要な発電システムっておかしな話なんだよ…避難計画がしっか
りしてようがしてまいが…事故の時のためヨウ素剤を家庭に配られて線量測って新幹
線で避難する計画と暮らすの普通ですか？そして九州新幹線は脱線して使えなかっ

たよ どうするつもりだったの？魔法使うつもりだったの？

金子勝 @masaru_kaneko · 4月20日 
熊本大震災の最中に、原子力規制委員会は避難計画のない川内原発を動かし続けただ

けでなく、この大地震に40年超の老朽原発である高浜原発1、2号機の審査を合格さ
せた。衰退原発産業を守るためなら国民を見殺しにしかねない原子力危険委員会です

。

とみ @meow164 · 4月20日 
五年前に浜岡原発を止めた民主党と、川内原発を止めない自民党。あのとき翌日に激

甚災害とした民主党と、ずっと引き伸ばしてる自民党。首相は大震災でも起きない限

り消費税を上げると言い残してヨーロッパに飛び立つ。旧民主党を認めるつもりは

これっぽっちもないが、今の自民党も何なんだ！？

https://www.youtube.com/watch?
v=sEFM_JftIyk&ebc=ANyPxKquAS_hmPT4QrDKq7Uy3Ny0gbPdDEpqobzEA9t7frs3eG_uM354gwy9ziNz-
wZqW_Tgl5ZQ934E2-1yDMj_QKKUbEtvBg
EVA 残酷な天使のテーゼ Q ver

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT400UP】 寝ているふりしてチキンを狙う猫の手口が巧妙だった
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215908.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgmpOEKU4AAoklM.jpg

１％のひらめき @hirameki1p · 5時間5時間前 
自民党の選挙カーと廃品回収の車が同時に来てカオスwww
選「これからの原発は…」
廃「壊れて居ても、構いません」

選「我々は、北朝鮮の核を…」
廃「無料にて、回収いたします」

選「来たる参議院選挙の際は是非！」

廃「お気軽に、ご相談ください」

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
北海道で本について議論しました。一人の男性が言いました。 『だらしないロシア人
だからあのような事故が起きた。日本では学者たちがすべて精密に計算している。我

々にはありえない』 と。すごい自信でした。その８年後です。福島が起きたのは」
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-f038.html#more …

https://www.youtube.com/watch?v=YExnUkVVvwk
【HD】 とある科学の超電磁砲S OP 「sister’s noise」 [高音質] fripSide (STUDIO MUSIX Live Full

https://www.youtube.com/watch?v=sEFM_JftIyk&ebc=ANyPxKquAS_hmPT4QrDKq7Uy3Ny0gbPdDEpqobzEA9t7frs3eG_uM354gwy9ziNz-wZqW_Tgl5ZQ934E2-1yDMj_QKKUbEtvBg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52215908.html
https://pbs.twimg.com/media/CgmpOEKU4AAoklM.jpg
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-f038.html#more
https://www.youtube.com/watch?v=YExnUkVVvwk


Ver.) 

内田樹 @levinassien · 13時間13時間前 
地方には生活基盤がない、交通も通信も医療も教育もアクセス不能という状態を作り

出せば、人々は都市に集中します。だめ押しに人びとが脱出しそうな先で老朽化原発

を稼働させる。これで完璧。地価は高騰する、人件費は底なしに下がる、流通コスト

は最少化できる。「いいことづくめ」です。

https://www.youtube.com/watch?
v=F5B20kJrqlU&ebc=ANyPxKq7N1Sjq66AwRtnNVl5mfyVl00DTdATAJcm9cz2uykVd9IBXeUS49ipJzB-
c5f6SGbI9ghFfl8rgZSDZipzhGu0CXqhGg
Guilty Crown - Bios - Acoustic "mk+nzk" | Original OST 720p 

白鳥紘子@2400円からのエステ @irotarihsLASH · 4 時間4 時間前 
ベジタリアンなのは健康法じゃなくて信条によるもの。rave un2 the joy fantasticはジ
ャケットがモコモコのフェイクファーなんだけど、CD開くと中に「もしこのファーが
本物の羊だったら何頭か殺すはめになっていたよ」みたいな事が書いてある

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
「地震が起きたとき、人の命よりまず「原発は大丈夫か？」と気にするような国はど

こか狂っている。」　

http://sun.ap.teacup.com/souun/19855.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
「政権の言ってることは「人権は止めるが原発は止めない」ってことになるw：菅野
完氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/19859.html#readmore …

 
    

https://www.youtube.com/watch?v=F5B20kJrqlU&ebc=ANyPxKq7N1Sjq66AwRtnNVl5mfyVl00DTdATAJcm9cz2uykVd9IBXeUS49ipJzB-c5f6SGbI9ghFfl8rgZSDZipzhGu0CXqhGg
http://sun.ap.teacup.com/souun/19855.html#readmore
http://sun.ap.teacup.com/souun/19859.html#readmore


（４月22日）　【信用できない言葉一覧】。

http://85358.diarynote.jp/201604222303055583/

【貯蓄税、死亡消費税】／人類 総 被曝／熊本震災が始まって地
学の常識だった「中央構造線」がなぜか消えてしまった／どちら

にせよネットはおしまい。

2016年4月22日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=6LM03jvzLNQ
アラジン ジーニー登場 Friend Like Me 

junkoさんがリツイート 
＊＊＊ @BLOOD_6_6_6 · 4月20日 
熊本は秘密の地下工場だらけじゃん。

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

https://www.youtube.com/watch?v=M58xfp1Pu_Y
チャーリーとチョコレート工場メドレー高音質 

HTBニュース @HTB_news · 37 秒37 秒前 
高橋知事が泊原発を視察　国の防災訓練を前に |
http://www.htb.co.jp/news/archives_1461329179_22009.html … #HTBニュース

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
全国サムネイルが完全に消えた。

JNN福島第一原発情報カメラ（LIVE）も配信されてない。
どんどん縮小されていく。

cmk2wl @cmk2wl · 6 分6 分前 
自衛隊は缶詰でかわいそうって思うでしょ？

でもね、私の友人は自衛隊の演習場に埋められたレーション（つまり缶詰。予算消化

で余ったのは埋める）を掘り返してきて食べてたの。

試してみたけど「これが缶詰か？」というぐらいに米缶一つとっても美味しいのよ。

まるでクオリティが違った。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11分11分前 
そういう話ではなく、官房長官であるならば「津波被害が多かった3.11大震災級ではな

http://85358.diarynote.jp/201604222303055583/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201604222303055583/
https://www.youtube.com/watch?v=6LM03jvzLNQ
https://pbs.twimg.com/media/CghY_nCUkAAEkkt.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=M58xfp1Pu_Y
http://www.htb.co.jp/news/archives_1461329179_22009.html


いものの、今回の地震は観測史上初の異常な地震活動であり、一時20万人が避難、家
の倒壊も多く、橋の崩落など、大震災と言える」と発言すべきでは？という話

9.19を忘れないbot @remember919 · 20分20分前 
まともな国では世論調査は文字通り、世論を調査したものだ。しかし、ここ日本では

、むしろ「世論操作」のために使われていると、鳥越俊太郎氏らが激白。「そもそも

、ひとり暮らしの若年層は固定電話自体を持っていません」

tanaka kazushige @tanakakazushige · 2 時間2 時間前 
政府発放送のＮＨＫが受信料で高額自社ﾋﾞﾙ。『新国立も顔負け、ＮＨＫは受信料

で「3.4億円」豪華社屋計画』 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=306350&g=132108 …
https://pbs.twimg.com/media/CXTziQEUQAAdK9R.jpg

高級カニかま丼五千円 @kanitendon · 3 時間3 時間前 
高級カニかま丼五千円さんがβupposoをリツイートしました
泊原発があることを思うと、他人事ではない 
https://twitter.com/Murahachibutsu/status/723430534198652928

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
普通の政権なら、まず川内原発を止めるはずが未だに稼働続行

伊方原発を７月にも再稼働

今度は若狭湾の老朽高浜原発に史上初めて４０年越えの安全審査合格というお墨付き

原発がらみ の利権にしがみつきたいカネ妄執の異常政権が汚臭ふんぷん発露
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175001118.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
イトーヨーカ堂福島店のチラシ

辛うじて福島産野菜も販売してるが、大半が他府県や西日本産

http://www.shufoo.net/pntweb/shopDetail/232/ …

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
イオン福島店のチラシ

福島産はどこにもない！

あるのは三重県産・熊本産

辛うじてトマトが栃木県産だが東日本産の野菜も果物も魚肉類も皆無に近い

http://asp.shufoo.net/c/2016/04/21/c/7009902467713/index.html?
shopId=1768&chirashiId=7009902467713 …

香取ヒロシ☆Hiroshiさんへの返信 
本物黒酒 @honest_kuroki · 8 時間8 時間前 
日本人社会はRNA癌完治ワクチンのマーケットではなく、実験動物として利用される
のでしょう。広島長崎の原爆の時のように。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=306350&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CXTziQEUQAAdK9R.jpg
https://twitter.com/Murahachibutsu/status/723430534198652928
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175001118.html
http://www.shufoo.net/pntweb/shopDetail/232/
http://asp.shufoo.net/c/2016/04/21/c/7009902467713/index.html?shopId=1768&chirashiId=7009902467713


このワクチンのマーケットは世界です。福一からの放射能汚染は地球上の人類を総被

曝させるのに十分な規模でしょう。だから、垂れ流しを止めない。@EG_Hiroshi

tanaka kazushige @tanakakazushige · 8時間8時間前 
御存知ですか？貯蓄税、死亡消費税が画策されていることを・

マスコミを上手く利用する政府とそれに騙される日本国民 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=312127&g=132108 …

junkoさんがリツイート 
栗本吉章 @yoshy707 · 8時間8時間前 � ,  
@junko_in_sappro 台湾には中央気象所があって日本の気象庁のようなところだが、日
本よりフェアネスで国民を守るデーターを公表。日本の横槍で日本関係のデーターを

日本人にはアクセス出来ないように変えた。日本外務省は本来の基本外交はやらず。

陰から日本の力を日本人を迫害する！

junkoさんがリツイート 
盈月 @mitsuki_ab · 9 時間9 時間前 
@n_plus なんで台湾からのバナナ等の援助物資断ってるんだろう。果物を送る用意も
あるのに。果物はそのままでも食べられるから、輸送可能なところにだけでも届けて

あげたらよいのに。→　台湾・屏東県、被災地にバナナの提供を申し出

http://japan.cna.com.tw/search/201604190001.aspx#.Vxmonz7aIoM.twitter …

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
2016年4月24日　熊本震災が始まって一番驚いたことは地学の常識だった「中央構造線
」がなぜか消えてしまったことだ

報道のどこからも中央構造線という概念が失われ、誰一人口にしない

川内と伊方が中央構造線の上にあることを隠すため

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Tectonic_map_of_southwest_Japan.png/800px-
Tectonic_map_of_southwest_Japan.png …

脱原発の日実行委員会 @datugennohi · 10時間10時間前 
＜詐欺が横行する電事連＞女川、東通も「耐震」に変更＝原発事故拠点、「免震」か

ら—川内原発参考・東北電力（時事通信） - Yahoo!ニュース
https://t.co/21lyHGvTjx

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
4月14日21時26分に熊本震災が始まった
今は4月22日　震災から8日目　死者は50名を超えた
だが12時現在、今だ激甚災害指定がなく政府は今だ迷走
安倍のやったのは着の身着のまま家を出た人たちに、有料コンビニ飯を買えと言った

だけ

https://pbs.twimg.com/media/CglsnICU8AA9uON.jpg …

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=312127&g=132108
http://japan.cna.com.tw/search/201604190001.aspx#.Vxmonz7aIoM.twitter
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Tectonic_map_of_southwest_Japan.png/800px-Tectonic_map_of_southwest_Japan.png
https://t.co/21lyHGvTjx
https://pbs.twimg.com/media/CglsnICU8AA9uON.jpg


Nob @Nob_hsj · 10時間10時間前 
RT
何日か前のホームで急病人云々のツイートを原発によくわからんヘイト呟いてそうな

人が今更リツイしてきてちらっとその人のTL覗いたらホームで人倒れた系のつぶやき
をやたらリツイしててあまりのキモさに思わずブロってしまった。

21:33
現実を見ない人から死んで行く。

amaちゃんださんがリツイート 
47NEWS 47@news · 11時間11時間前 
東芝の原発損失、3千億円に拡大　16年3月期決算
https://t.co/hbqRljl1zt

junkoさんがリツイート 
シェフ @sendagiwalker · 13時間13時間前 
熊本地震が発生した時間直前に東京でも地盤の振動を感じました。ｐ波のない縦揺れ

です。北朝鮮で核実験をしても日本国内で波形を感知できます。九州で核爆発しても

東京でも感知できます。人工地震とはそういったモノです。

tanaka kazushige @tanakakazushige · 4月21日 
辺野古米軍基地は、全額国民の税金で作られる。米国は日本を守る気がないのに、

6000億の予算と言う。この不合理さ。『対米従属の姿』 http://bit.ly/1QRkzdQ …
https://pbs.twimg.com/media/CUzjQDoUYAAM4B8.jpg

9.19を忘れないbot @remember919 · 4月20日 
皆さんに一つ謝らなければならないことがあります。それは、自由盗聴法とネット監

視法を私が混同していたことです。ネットアカウントを令状なしで乗っ取れるのがネ

ット監視法（15日に参院本会議成立済み）で、自由盗聴法についてはまだ可決成立し
ていません。どちらにせよネットはおしまいなのですが

https://www.youtube.com/watch?v=L177lcB9Eks
Sounds of silence - Panflöte 

１％のひらめき @hirameki1p · 6時間6時間前 
じわる笑笑

https://pbs.twimg.com/media/CKzw_uIUEAAhJD2.jpg

１％のひらめき @hirameki1p · 12時間12時間前 
【信用できない言葉一覧】

「友達んちで勉強する」 
「全然勉強してない」 

https://t.co/hbqRljl1zt
http://bit.ly/1QRkzdQ
https://pbs.twimg.com/media/CUzjQDoUYAAM4B8.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=L177lcB9Eks
https://pbs.twimg.com/media/CKzw_uIUEAAhJD2.jpg


「お年玉預かる」 
「一生に一度のお願い」

「明日から本気だす」

「出前…今出ました」
「マラソン一緒に走ろうな」 
「怒らないから言ってみなさい」 
「先っちょだけだから」 
「佐川急便…留守でした」

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 2015年7月30日 
自分の目で見て調べて、自分の頭で考えて、自分の判断で行動すること。

他人の命まで守りたい人は、本当に少数派。

でも、日本人１人１人が、自分の命を守りたいと思って行動するようになったら、そ

れは国を動かすよ。

人様に助けてもらおう、やってもらおうと思ってるうちは無理。

#本当に止める

https://www.youtube.com/watch?v=m9sWlhVBBgA
Love is an Open Door (Japanese) // とびら開けて 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月22日23:13
Robert Geller @rjgeller · 7時間7時間前  
　

熊本地震の余震など調査に科研費5000万円　文科相表明
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO99959230S6A420C1CR0000/ …
　

多くの方々は車中避難生活送っているのに、国の優先順位判断に首を傾げる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月22日23:15
　

トーキョータナカ @gaugaufukkou · 12時間12時間前  

https://www.youtube.com/watch?v=m9sWlhVBBgA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


トーキョータナカさんが熊谷俊人（千葉市長）をリツイートしました

現状、マダ避難所ハ500〜700ヵ所アルンデスガネ。
各地方自治体ヘノ派遣依頼ハモットヤッテホシイデスネ、国ノ偉イ方々。



（４月22日）　…わ〜い♪ 狼さんがてんこもり〜…♪／「お前死にてえ
のか！！！！」って先生に怒られました

http://85358.diarynote.jp/201604222316399588/

炊き出し、お風呂の情報／避難がなぜできないのか。それは行政

が逃げろと言わないからだし、なぜ逃げろと言わないかといえば

簡単で、補償金がかかってしまうからだ。しかし、／まず僕が

やる。

2016年4月22日 ダイエット
　

https://www.youtube.com/watch?v=5EcReZ_QP0Q
Antarctica - Pan Flute Gheorghe Zamfir 

amaちゃんださんがリツイート 
BITCHIE♪ @BITCHIE0321 · 5時間5時間前 
【拡散希望】

被災地での炊き出し、お風呂の解放情報だそうです。

熊本にいる親戚、友達等に下記の情報をLINE、Facebook等で連絡してもらえたらと思
います。

一部の人にしか情報が行き渡っていない状態で、来る人が少ないです。

https://pbs.twimg.com/media/Cgolt95UYAI_okC.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 
#熊本地震 概要や被害状況、ボランティアの情報などを1枚のwebページにまとめてい
ます。ぜひご活用ください。

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/emergency/detail/00000004534019.html …

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
毎日新聞写真部 @mainichiphoto · 4月21日 
http://goo.gl/XoQWBS 【熊本地震】地震発生からの被災した人たちの営みを記録した
写真特集「被災者の１周間」。２６枚をごらんください

http://mainichi.jp/photography/
https://pbs.twimg.com/media/CgiXA3YU4AAns73.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=hvCZXlYadQw
The Power of Love Panflöte 

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
被災地へサランラップ10万本寄付...って何に使うの！？　そんな疑問が氷解する「有効
利用法」の数々

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160421-00000005-jct-soci …
創傷の治療には皮膚の汚れを水で十分洗ってからサランラップを貼り付けて、包帯を

して、そのまま三日間放置

消毒してはいけない　これ最善手

https://www.youtube.com/watch?v=4XqiVMbvLRg
Vangelis - Conquest of Paradise (Pan pipe Version) 

neko-aii @neko_aii · 23 分23 分前 
"watako_nave 2012年10月5日 千葉
うちのカミさん

保育士なんだけど、

去年の夏から

５〜６歳児に鼻血を出す子が

増えてるみたいです。

また、０〜１歳児の子供に

長引く下痢する子が増え、

年長組の子はだるいなどの

症状訴訴えるそうです。

天仙 @tensenten · 4時間4時間前 
子供の脳を破壊してしまう危険な化学塩

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=287840&g=132108 ……

天仙 @tensenten · 6時間6時間前 
キシリトールの虫歯予防効果、証明できず

国際NPOが評価 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303453&g=132108 ……

https://www.youtube.com/watch?v=hvCZXlYadQw
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160421-00000005-jct-soci
https://www.youtube.com/watch?v=4XqiVMbvLRg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=287840&g=132108
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303453&g=132108


天仙 @tensenten · 12時間12時間前 
ＴＶは人間として最も重要な部分である前頭葉（意欲、創造、感情等）の発達を阻害

する！と証明された。 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=285432&g=132108 ……

junkoさんがリツイート 
portal311 @portal311 · 21時間21時間前 
六花亭のヨモギは茨城産だそーです。

撃沈・・・

https://www.youtube.com/watch?v=M-oG-8hykJQ
I have a Dream - Panflöte 

amaちゃんださんがリツイート 
AOR70s80s (原発即刻廃炉!!) @aor_music · 7時間7時間前 
★呼びかけがありました！ 私にDMしてください
＊下記の条件の方が優先です

母子避難中で九州で被災された母子の方や妊婦さんなど、沖縄まで避難されて来られ

るなら我が家でしばらくステイ可能です。

一部屋空けますので個室使って頂けます。

那覇空港まで来てもらえればお迎えに上がります。

junko @junko_in_sappro · 7時間7時間前 
『やがて始まる新世紀!!』
⇒ http://ameblo.jp/zeusu69/entry-12152794093.html …
浄化の後は、7年間の食糧不足が続きます!!
100m以上の高地の耕作地を買うが良作!!

junkoさんがリツイート 
栗本吉章 @yoshy707 · 8時間8時間前 � ,  
@junko_in_sappro バンコックの歯医者は安いが日本より技術も衛生管理も上だ！かみ
合わせは噛んだかみ合わせの噛み跡の付く用紙で確認して調整。

何人かやってもらったが一回で皆終わりに。一回１０００B=３０００円でセメント？
虫歯の詰め物ならそれだけ。金歯は1.5万B？

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=285432&g=132108
https://www.youtube.com/watch?v=M-oG-8hykJQ
http://ameblo.jp/zeusu69/entry-12152794093.html


高島章（弁護士） @BarlKarth · 11時間11時間前 
ろくでなし子、アイルランドに移住か？　弟子としては寂しい。

小山健 @koyapu · 12時間12時間前 
みんなが口を揃えて「沖縄に移住したい」という謎を解き明かすために沖縄に来たの

ですが、謎は解けました。

移住したい。

https://www.youtube.com/watch?v=wYpJmY0GJaM
アラジン〜A Whole New World（日本語版）

１％のひらめき @hirameki1p · 7時間7時間前 
「街中で肩がぶつかったとき、どれくらいの確率で謝るか」という実験を世界各国

でやったところ、実験者がわざとぶつかろうとしても日本人は凄まじい回避能力を見

せたため、「ジャパニーズは全員ニンジャ」という結論に達した

https://www.youtube.com/watch?v=3ytHn4Sx1jg
Tornero 

…わ〜い♪ 狼さんがてんこもり〜…♪

１％のひらめき @hirameki1p · 2時間2時間前 
どこの学校だよこれwwwwwwwwww

関東大会頑張れよ！！！！！

https://pbs.twimg.com/media/CLDbc8SUMAAcrRZ.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=Ofhg3H8YO4Y
アラジン A Whole New World - Regina Belle & Peabo Bryson 

１％のひらめき @hirameki1p · 3時間3時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=wYpJmY0GJaM
https://www.youtube.com/watch?v=3ytHn4Sx1jg
https://pbs.twimg.com/media/CLDbc8SUMAAcrRZ.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ofhg3H8YO4Y


猫に向かってクオリティの高い猫の鳴き真似をする人は良くいますが、猫にいきなり

人間の真似をされたときのことを考えてみてください。通りすがりの猫に「天気良い

っすね」と声をかけられたときのことを考えてみてください。とんでもないです

https://www.youtube.com/watch?v=skUD_eWldZY
美女と野獣_セリーヌ・ディオン&ピーボ・ブライソン 

１％のひらめき @hirameki1p · 13時間13時間前 
【英語を効率よく勉強する方法】

①机に座り、英語の課題と向き合います

②目を瞑ります

③私はアメリカ人だと念じます

④ある程度念じたところで目を開けます

⑤課題を見ます

⑥私はアメリカ人だから英語を勉強しなくていいんだ、と開き直ります

⑦おやすみなさい

はい、おやすみなさいｗ

　（＾ｗ＾）／

志茂田景樹 @kagekineko · 7時間7時間前 
避難所で子供は元気に振る舞う。中越地震では台車に乗れるだけ乗ってワーワーキャ

ーキャー騒いでいたし、福岡西方沖地震では手を突き上げアニメの主題歌を歌って

いた。東北大震災でも元気は同じ。でも避難所が落ち着くに従い心に不安は濃く澱む

。大事なことはそのとき大人がどう寄り添えるかなんだよ。

坂口恭平 @zhtsss · 9時間9時間前 
避難がなぜできないのか。それは行政が逃げろと言わないからだし、なぜ逃げろと言

わないかといえば簡単でお金補償金がかかってしまうからだ。しかし、そのために僕

たちは現政府に税金を払っているわけで、その筋は通さないといけない。泣き寝入り

はしない。

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


坂口恭平 @zhtsss · 10時間10時間前 
さてようやく熊本県が避難の声明を出したということで今度は一時避難のときに使っ

た避難金の請求さらには移住した際の移住金を国、県、市に請求できるのかを新政府

弁護士大臣と話す。過去の震災のケースも調べてくれるそうだ。そのための税金で

ある。ちゃんと正々堂々と請求した方がいい。まず僕がやる

https://www.youtube.com/watch?v=cvj3-MZO9Tw
『アナと雪の女王 MovieNEX』レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜/エルサ（松たか子）＜日
本語歌詞付 Ver.＞ 

MARIMO。(マリモ。) @MARIMOdaze · 1 時間1 時間前 

〜火事の時に使える告白方法〜

「火事です。火事です。

僕の心に火を付けたのは…

────貴方です。」

避難訓練の時にこれやって

「お前死にてえのか！！！！」って先生に怒られました。

https://www.youtube.com/watch?v=bvvxdie1F5k
『アナと雪の女王 MovieNEX』Let It Go/エルサ（イディナ・メンゼル）＜英語歌詞付 Ver.＞ 

https://www.youtube.com/watch?v=8_Cm5bjsNE8
『アナと雪の女王 MovieNEX』生まれてはじめて/アナ（神田沙也加）&エルサ（松たか子）
 

https://www.youtube.com/watch?v=cvj3-MZO9Tw
https://www.youtube.com/watch?v=bvvxdie1F5k
https://www.youtube.com/watch?v=8_Cm5bjsNE8


（４月23日）　恐怖に おののいているという ことでした。

http://85358.diarynote.jp/201604230737392799/

【薄気味悪い 大分】／ 「ほとんど全部危険地帯じゃねえか…」

2016年4月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=yysk8s2vih8
Anohana - Last Train Home ~still far~ 

neko-aiiさんがリツイート 
モチガイ@萌え声生主 @Mochigai · 16 時間16 時間前 
国「数百億円かけて地震を研究し、ハザードマップを作成しました。赤い所が危険地

帯です。今後の安全のためにも参考にしてください」

https://pbs.twimg.com/media/CgoRDdFU4AEegX7.jpg
俺「ほとんど全部危険地帯じゃねえか…」

https://www.youtube.com/watch?v=gDs8hbfxIa4
World End - Code Geass R2 OP 2 [piano] 

地震マップ @eq_map · 22分22分前 
【M4.4】KURIL ISLANDS 173.8km 2016/04/23 06:42:20JST, 2016/04/22 21:42:20UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=49.3553,153.1684%28+%5BM4.4%5D+KURIL+ISLANDS+173.8km+2016%2F04%2F23+06%3A42%3A20JST%2C+2016%2F04%2F22+21%3A42%3A20UTC+%29&ll=49.3553,153.1684&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005l20 …

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.0】MOLUCCA SEA 52.2km 2016/04/23 03:47:56JST, 2016/04/22 18:47:56UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=1.5452,126.4984%28+%5BM5.0%5D+MOLUCCA+SEA+52.2km+2016%2F04%2F23+03%3A47%3A56JST%2C+2016%2F04%2F22+18%3A47%3A56UTC+%29&ll=1.5452,126.4984&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005kyg …

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.2】SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 15.5km 2016/04/23 04:38:11
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
4.4532,94.3395%28+%5BM5.2%5D+SOUTHWEST+OF+SUMATRA%2C+INDONESIA+15.5km+2016%2F04%2F23+04%3A38%3A11JST%2C+2016%2F04%2F22+19%3A38%3A11UTC+%29&ll=-
4.4532,94.3395&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005l0c …

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 伊達市 
【M2.6】胆振地方 深さ130.8km 2016/04/23 03:31:01
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.481,140.888&ll=42.481,140.888&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=42.481&lon=140.888&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.4】青森県西方沖 深さ156.1km 2016/04/23 02:28:13
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=40.896,140.173&ll=40.896,140.173&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160423022813a.gif …

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.5】苫小牧南方沖 深さ94.8km 2016/04/23 01:32:36

あにま@4/29Nico SMASH @anima913 · 6時間6時間前 
何か全体的にWiFiも有線も重い気がする 
太陽フレアでもきてる？

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 7時間7時間前 
4月13日-4月19日の地震活動(気象庁発表)

http://85358.diarynote.jp/201604230737392799/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160423/85358_201604230737392799_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160423/85358_201604230737392799_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160423/85358_201604230737392799_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=yysk8s2vih8
https://pbs.twimg.com/media/CgoRDdFU4AEegX7.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=gDs8hbfxIa4
http://maps.google.co.jp/maps?q=49.3553,153.1684%28+%5BM4.4%5D+KURIL+ISLANDS+173.8km+2016%2F04%2F23+06%3A42%3A20JST%2C+2016%2F04%2F22+21%3A42%3A20UTC+%29&ll=49.3553,153.1684&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005l20
http://maps.google.co.jp/maps?q=1.5452,126.4984%28+%5BM5.0%5D+MOLUCCA+SEA+52.2km+2016%2F04%2F23+03%3A47%3A56JST%2C+2016%2F04%2F22+18%3A47%3A56UTC+%29&ll=1.5452,126.4984&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005kyg
http://maps.google.co.jp/maps?q=-4.4532,94.3395%28+%5BM5.2%5D+SOUTHWEST+OF+SUMATRA%2C+INDONESIA+15.5km+2016%2F04%2F23+04%3A38%3A11JST%2C+2016%2F04%2F22+19%3A38%3A11UTC+%29&ll=-4.4532,94.3395&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005l0c
http://maps.google.co.jp/maps?q=42.481,140.888&ll=42.481,140.888&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=42.481&lon=140.888&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://maps.google.co.jp/maps?q=40.896,140.173&ll=40.896,140.173&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160423022813a.gif


熊本県熊本地方 1706回
熊本県阿蘇地方 356回
茨城県北部 256回
大分県中部 234回
宮城県沖 196回
福島県沖 160回
以下省略　計5582回
http://j.mp/1oo8wnC

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 7時間7時間前 
2016年4月19日の地震活動(気象庁発表)
熊本県熊本地方 105回
熊本県阿蘇地方 50回
茨城県北部 35回
宮城県沖 32回
福島県沖 28回
三重県南東沖 26回
和歌山県南方沖 23回
以下省略　計645回
http://j.mp/1oo8wnC

cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 
しかし、熊本、大分の検索数と同じようなピークを描いている佐賀県、宮崎県は警戒

した方がいいのかも。

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
2011年以降に「地鳴り」の検索数が増加しているのは一目瞭然。
熊本県の大地震では、予兆としての地鳴りはない。

大分のようにしばらく検索数が増加した状態が続いていて、地震になるケースも。

岡山、山梨のように検索数が激増していても、（現在）地震にはつながっていない。

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
地鳴り Googleトレンド検索
北海道

千葉県

山梨県

長野県

沖縄県

これもグラフの最後のピークは今年の1月です。
https://pbs.twimg.com/media/CgqANKnUcAEhQRK.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgp_VhPU8AAUOHj.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgp-GthUcAAEobh.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
Seven @aegis369 · 7時間7時間前 
恐く 薄気味悪い 大分県の現状（地鳴り）
http://amba.to/1XJZ8Mg 
大分県別府市に住んでいる 友人から電話がありました。
大分では、 実に薄気味悪い 地鳴りがしていて、
恐怖に おののいているという ことでした。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
熊本地震

ネットの書き込みでは、避難していない世帯でも

『やっと水道が復旧したのに、また止まった」とか

「出るんだけど濁ってるから飲めない」とか

「水圧の問題で、うちのマンションでは水道が使えない」など『水の確保』が、大変

な地域もある。日本は「地震の備え：水」は重要だと、つくづく思う

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
熊本地震の震源から繋がってる「中央構造線断層帯」と「神戸付近の活断層帯」の位

置関係

https://pbs.twimg.com/media/Cgp17NbUkAAhn2p.jpg
神戸〜大阪〜京都は活断層の密集地帯。4月17日の報道で「近畿も大地震に要警戒
：http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160417-00000000-kobenext-l28 …」と報じてる
新聞もある

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
今日、神戸で

「高速道路工事現場の橋桁が120mにわたって落ちた」という大事故
もし工事ミスなら致し方ないけど、熊本地震は関東まで「長周期地震動」が観測され

、熊本の震源から繋がる中央構造線断層帯が下側にあり、この辺には活断層もある。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/722771227295617024

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
4月22日
14時28分と21時07分に、3.11震源域の青森寄りの（三陸沖の海溝部）で地震が２回

http://j.mp/1oo8wnC
http://j.mp/1oo8wnC
https://pbs.twimg.com/media/CgqANKnUcAEhQRK.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgp_VhPU8AAUOHj.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgp-GthUcAAEobh.jpg
http://amba.to/1XJZ8Mg
https://pbs.twimg.com/media/Cgp17NbUkAAhn2p.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160417-00000000-kobenext-l28
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/722771227295617024


おこってる。気になる事は、今回の熊本地震の震源は（2011年3月9日）に、３連続で
地震があり、熊本は2011年末まで、地震が多かった事

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
#熊本地震
「阿蘇山：地震で火口付近が、20センチ沈んだ事が判明
：http://mainichi.jp/articles/20160423/k00/00m/040/013000c …」
阿蘇に地震が集中してるし「阿蘇山の米塚」にも亀裂が入っちゃったんだから、かな

りの地殻変動が起ってる（画像：米塚）

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【ドコモのスマホ一部機種 全国で利用しづらい状況に】
NTTドコモによりますと、全国のエリアで22日午後3時すぎから携帯電話の一部で音声
通話が利用しづらい状況になっているということです。

http://nerv.link/3bpZHv

気象マニアの地震予知研究所 @w_maniac · 4月21日 
余震活動は縮小傾向で良い傾向です。

ただ、本日熊本で年間最高値を越える非常に強い電磁波を観測。広域な電磁波でなく

、熊本周辺と地域はかなり限定されたシビアデータ。

気象由来によるものであればよいのですが。。

http://8239.teacup.com/masando/bbs

http://mainichi.jp/articles/20160423/k00/00m/040/013000c
http://nerv.link/3bpZHv
http://8239.teacup.com/masando/bbs


（４月23日）

http://85358.diarynote.jp/201604230738218236/

【観覧注意】まるで映画！中国天津の爆発事故／「破滅的」事象

ハンフォード核施設の核廃棄物タンクから大量のリークが週末に

。

2016年4月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

　

amaちゃんださんがリツイート 
小川一 @pinpinkiri · 2時間2時間前 
柳田邦男さんに教えられる。新幹線には脱線防止ガードか設けられ新潟中越地震で上

越新幹線が脱線しても転覆しなかったのもこのガードのおかげだ。だが九州新幹線に

は一部にしか設置されていない。だから時速80キロで全車両脱線した。早急に対策を

https://www.youtube.com/watch?v=sEQf5lcnj_o
Unravel - Tokyo Ghoul OP [piano] 

まいこ*+ @Iccdf9ddtsIf · 3分3分前 
【観覧注意】まるで映画！！中国天津の爆発事故の様子が恐ろしい。 
https://t.co/A6NTgUoguc

特務機関NERV @UN_NERV · 16 分16 分前 
【東京メトロ銀座線 運転再開 2016年4月23日 7:39】
渋谷駅で車両点検を行った影響で、溜池山王〜渋谷駅間の運転を見合わせていまし

たが、07:32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 · 27 分27 分前 
【停電情報 2016年4月23日 7:27】
東京電力停電情報によりますと、栃木県 佐野市の約800軒で停電が発生しているという
ことです。

http://nerv.link/Yx3lkk

http://85358.diarynote.jp/201604230738218236/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=sEQf5lcnj_o
https://t.co/A6NTgUoguc
http://nerv.link/Yx3lkk


特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【熊本地震 熊本県と大分県の被害まとめ】
今月14日からの熊本地震では、これまでに48人が亡くなり、今も2人の行方が分かって
いません。避難している人は、8万人余りに上っています。
http://nerv.link/6awEjE

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【九州新幹線 博多ー熊本 安全確認されればきょう運転再開へ】
九州新幹線は、博多と熊本の間の復旧工事が終わったことから、23日朝からこの区間
で試験運転を行っていて、安全が確認されれば、23日にこの区間の運転を再開するこ
とにしています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【熊本市で計画断水へ 必要な水の供給を確保】
一部の地域で断水が続いている熊本市は、すでに復旧している地域で水道管から水が

漏れていることから、必要な水の供給を確保するため、23日からの夜間に市内の3
万7000世帯で計画的な断水を行うことを決めました。

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
amaちゃんださんがTODAYをリツイートしました
ヘレン・コルディコット女史が、Ｍ５．６（２０日）フクイチ沖「地震」と、アベ政

権が計画する「トリチウム未処理汚染水」の太平洋「放流」について、国際社会に連

続警報（リ）ツイート

https://twitter.com/DrHCaldicott/status/722943008379912193 …
https://twitter.com/TODAYonline/status/722766881434652673

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【東急大井町線 運転再開 2016年4月23日 5:22】
二子玉川駅でポイント点検を行った影響で、自由が丘〜溝の口駅間の運転を見合わせ

ていましたが、05:15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。

Fuji News Network @FNN_News · 7時間7時間前 
中国・江蘇省の化学物質貯蔵タンクから出火　何度も爆発発生　http://bit.ly/1NFCAGV
#FNN
https://t.co/Z9UupEy38z

http://nerv.link/6awEjE
https://twitter.com/DrHCaldicott/status/722943008379912193
https://twitter.com/TODAYonline/status/722766881434652673
http://bit.ly/1NFCAGV
https://t.co/Z9UupEy38z


cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
海沿いに住んでいる方は、外を見てください。

濃い霧に覆われていませんか？

https://pbs.twimg.com/media/CgpzIdMUcAAnD-6.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【熊本県内全域のガス供給 ５月８日までに再開へ】
熊本県内に都市ガスを供給している西部ガスは、一連の地震の影響で停止していた1万
戸余りへのガスの供給を22日までに再開したほか、来月8日までに県内全域で供給を再
開させることにしています。

ロビン @oldblue2012 · 9時間9時間前 
メキシコ石油化学工場で爆発　4/21
https://twitter.com/oldblue2012/status/723039549216030720 …
中国で化学製品倉庫が爆発　4/22

海外NEWS @news_overseas · 10時間10時間前 
【動画】中国、また、化学工場で大爆発！爆発の瞬間映像、もの凄い爆発音 [海外]
http://bit.ly/247tXhB - #sougo
https://t.co/uNokTGQLqn

neko-aiiさんがリツイート 
KAKAPO⇒Endangered 178@kakapo · 10時間10時間前 
新潟県の柏崎刈羽原子力発電所で２１日、６号機、７号機の地下にある放射性使用済

み燃料の処理施設から発煙。

同原発では６人の職員が喉の痛みを訴えた。

http://jp.sputniknews.com/japan/20160421/2003339.html …
スプートニク：2016年04月21日
https://pbs.twimg.com/media/Cgppie-U8AAZSZp.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【大分道の通行止め区間で橋に大きな損傷 新たに判明】
大分自動車道の地震で通行止めになっている区間について、西日本高速道路が詳しく

調べたところ、川をまたぐ橋になっている部分が大きな損傷を受けていることが分か

りました。

http://nerv.link/TTb7DC

https://pbs.twimg.com/media/CgpzIdMUcAAnD-6.jpg
https://twitter.com/oldblue2012/status/723039549216030720
http://bit.ly/247tXhB
https://t.co/uNokTGQLqn
http://jp.sputniknews.com/japan/20160421/2003339.html
https://pbs.twimg.com/media/Cgppie-U8AAZSZp.jpg
http://nerv.link/TTb7DC


特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【水戸線 運転再開 2016年4月22日 20:18】
小山駅付近で安全確認を行った影響で、小山〜下館駅間の運転を見合わせていまし

たが、20:10現在、運転を再開しています。なお、一部列車に遅れや運休が出ています
。

Dr.Poo @Dr_Poo777 · 12時間12時間前 
本日、中国江蘇省の化学工場で爆発事故があったとの情報。

今、大気汚染マップ見たら、韓国の済州島、日本の五島列島は、すでに高濃度。

九州、西日本の方、注意されたし！ 
https://pbs.twimg.com/media/CgpHFvfUYAAnQ2f.jpg

neko-aiiさんがリツイート 
林司@るーしゃんず @Archangel_HT · 4月19日 
「破滅的」な事象がハンフォードで起こり、緊急対応がとられた

http://www.krem.com/news/local/northwest/catastrophic-event-at-hanford-prompts-
emergency-response/141102986 …
ハンフォード核施設の核廃棄物貯蔵タンクから大量のリークが週末に起きたらしい。

以前から漏れはあったが、それが拡大したと。二重タンクだったから外部には漏れ

なかったが…

neko-aiiさんがリツイート 
＊＊＊ @BLOOD_6_6_6 · 4月19日 
地下処分場も放射能漏れする

https://t.co/sOrkbrDyJO

https://www.youtube.com/watch?v=R9xZGpupgLw
Brave Shine - Fate/stay night UBW OP2 [piano] 

教えてやろう凡骨bot @tellyou_bnktbot · 10時間10時間前 
教えてやろう、凡骨…火薬はもともと媚薬だったという説があり、昔中国の皇帝が学
者に命じて作らせていた惚れ薬が、実験中に爆発し、今日のような使用方法が見つか

ったのだと言うことを！　何？爆発？オレがそんな危ない事をする訳がなかろう…？

https://pbs.twimg.com/media/CgpHFvfUYAAnQ2f.jpg
http://www.krem.com/news/local/northwest/catastrophic-event-at-hanford-prompts-emergency-response/141102986
https://t.co/sOrkbrDyJO
https://www.youtube.com/watch?v=R9xZGpupgLw


https://www.youtube.com/watch?v=ECubeqRMGrE
Shigatsu wa Kimi no Uso OST – "Friend A" (Piano + Orchestra) 

  

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


（４月23日）　！「SOKA GAKKAI, INC.」

http://85358.diarynote.jp/201604230739407033/

NHKスペシャル「メルトダウン知られざる放射能大量放出」／福
一全電源喪失の指摘を無視で大事故‼

2016年4月23日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

https://www.youtube.com/watch?v=idc9uORwguU
Resonance - Soul Eater OP1 [piano] 

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
NHKスペシャル「メルトダウン知られざる放射能大量放出」
http://www.at-douga.com/?p=12754 
独自につかんだ

放射能大量放出の事実。

その放出によって

3月末の首都圏での飲料水の汚染など
深刻な事態が引起こされていた

https://pbs.twimg.com/media/Cgpl2_qUYAE9yoU.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=PSqV8G7Drkc
One more time, One more chance - 5 Centimeters Per Second 

博多なごみ堂 753@do · 3 分3 分前 
おは〜返しぃ！きょうもよろしくお願いします〜♪ 
RT @nagoyafujio: おは〜！死神安倍
福一全電源喪失の指摘を無視で大事故‼

イスラエルでISへの喧嘩演説で邦人の人質
@ja8yum @pickarioyazi @aiaizumi @3ak3058 @JollyKm

amaちゃんださんがリツイート 
m TAKANO @mt3678mt · 28 分28 分前 

http://85358.diarynote.jp/201604230739407033/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://www.youtube.com/watch?v=idc9uORwguU
http://www.at-douga.com/?p=12754
https://pbs.twimg.com/media/Cgpl2_qUYAE9yoU.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PSqV8G7Drkc


NHK籾井会長が「原発については、住民の不安をいたずらにかき立てないよう、公式
発表をベースに伝えることを続けてほしい」と指示。「報道を放棄して広報に徹す

べし」ということだな。笑

【熊本地震：原発報道「公式発表で」…ＮＨＫ会長が指示】
http://mainichi.jp/articles/20160423/k00/00m/040/126000c

amaちゃんださんがリツイート 
脱原発基本法 @DatsuGenpatsu4 · 54分54分前 
[脱原発法基本案]（前文）原子力発電は、潜在的な危険性の高さにおいても、放射性廃
棄物の処理においても、信頼性及び安全性が確保されたエネルギーではない。

tomy dona @sibakendona · 2時間2時間前 
【何故激甚災害指定されないのか－５】丸川の「原発は大丈夫」、規制委の沈黙と「

原発は大丈夫」、そして川内原発の稼働強行です。気象庁は「過去に経験がない」と

警告しているのに無視しています。激甚災害指定すれば川内原発は止めざるを得ない

からです。新幹線や飛行機でさえ万が一を考えて中止だが

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
「熊本地震の被災地支援に23億、パナマのモノレールに2800億」に批判噴
出（BUZZAP！）
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/754.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【マー君の年棒（２２００万ドル）と同額】政府の被災地への緊急支援２３億に疑問

の声「パナマには２８００億」「新国立には２５００億」

https://t.co/nW1Pn3pJap

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【へぇ〜】自民・伊達参院幹事長「待機児童が増えたのは自民党が働きやすくして、

女性が働かなきゃもったいないと思ったから」

https://t.co/crVCNiWO1q

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【まさかね？】創価学会がパナマ文書に掲載されているとネット・２ちゃんで話題に

！「SOKA GAKKAI, INC.」 
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/15999健康法.jp/archives/15999 
公明党が自民党の飼い犬になってい理由は、創価学会の莫大な利権を宗教団体非課税

http://mainichi.jp/articles/20160423/k00/00m/040/126000c
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/754.html
https://t.co/nW1Pn3pJap
https://t.co/crVCNiWO1q
http://???.jp/archives/15999


枠で守ることだったのに

https://t.co/5J0f2fGSFa

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
「アベノ・アンダーコントロール」を、地下タンク漏洩事故を起こした米ハンフォー

ド核施設（米ワシントン州　ナガサキ原爆のプルトニウムの生産地）の作業員たちが

、自虐的に皮肉っている。「日本のあいつら、遅すぎ！」

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-f2ff.html#more …

岩上安身 @iwakamiyasumi · 6時間6時間前 
その熱烈な意志の背景には核兵器の保有と使用へのさらに熱烈な意志があります。RT
@ouenhst: 
仏ルモンド紙はなぜ日本政府が川内原発を止めないのか「”原子力を再開したいという
熱烈な政治的意志”か」と分析。
はい、その通りです。 
https://pbs.twimg.com/media/CgpoRcZU8AEKcpX.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
http://netc.com の日本のアイコン表示は原子力規制委員会のデータから線量の差分をア
イコンで強調して表示しているだけ。

元データは原子力規制委員会。

ボランティアが測定しているなんて事実じゃない。

neko-aiiさんがリツイート 
キャスターもどせ23と報ステを応援する会 @ouenhst · 10時間10時間前 
規制委への川内原発止めろという意見は３４０件。

田中委員長は無視。

一定以上の揺れがあったら自動停止するが、今回はまだそこまで揺れてない…って、
揺れてからじゃ遅いの！！

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
大事故を起こし、多くの人を苦しみの淵に落とした原発に、

まだ固執する愚かな国、日本

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/074b8ef6e3d869b33b775e4a5948989f …
米の原発政策について

「米企業は、実は原発にはほとんど興味がない

原発を今後造ることはない」

https://t.co/5J0f2fGSFa
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-f2ff.html#more
https://pbs.twimg.com/media/CgpoRcZU8AEKcpX.jpg
http://netc.com/
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/074b8ef6e3d869b33b775e4a5948989f


「高くて、問題になりがちな原発の時代は終わり」

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
全国サムネイルが完全に消えた。

JNN福島第一原発情報カメラ（LIVE）も配信されてない。
どんどん縮小されていく。

金子勝 @masaru_kaneko · 4月20日 
熊本大震災の最中に、原子力規制委員会は避難計画のない川内原発を動かし続けただ

けでなく、この大地震に40年超の老朽原発である高浜原発1、2号機の審査を合格さ
せた。衰退原発産業を守るためなら国民を見殺しにしかねない原子力危険委員会です

。

https://www.youtube.com/watch?v=zsVAbS8xmaU
Hikaru Nara - Shigatsu wa Kimi no Uso OP [piano] 

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
【RT1500UP】 君の脳みそと目玉にメリークリスマス！お取り寄せスイーツはこれに
決まりだな。注文殺到、中西怪奇菓子工房。のクリスマスケーキ

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52180387.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cgp-Fi3U8AAFc2g.jpg

カラパイア @karapaia · 10時間10時間前 
【RT200UP】 鮮やかレッドにターコイズブルーでちょっと透明。目を疑うし目がチカ
チカする昆虫、「レッド・リーフホッパー」

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216188.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgpZc6FU8AAD4t8.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=Kt_JePg86b8
Again - Fullmetal Alchemist Brotherhood OP1 [piano] 

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【理解不能】今井絵里子氏「熊本地震の犠牲者に哀悼の意を示す」と言いながらワイ

https://www.youtube.com/watch?v=zsVAbS8xmaU
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52180387.html
https://pbs.twimg.com/media/Cgp-Fi3U8AAFc2g.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216188.html
https://pbs.twimg.com/media/CgpZc6FU8AAD4t8.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Kt_JePg86b8


ンで乾杯！

https://t.co/73gBQuUiSy

amaちゃんださんがリツイート 
さっちゃん（うんこ系） @sacchan69 · 6時間6時間前 
昨日、うちの夫宛に国と県から義援金の振込み（３回目）のお知らせが届いた。

今回の熊本地震のではなく、５年以上前の東日本大震災の義援金である。ちなみに金

額は１万円弱。

皆さん、お金をカンパする時はくれぐれも、どこにどのタイミングでカンパすればよ

り有効に使われるか精査して下さい…。

https://www.youtube.com/watch?v=PgzuOXKd6Sg
AnoHana ED - secret base ~Kimi ga Kureta Mono~ (Piano Transcription) 

 

https://t.co/73gBQuUiSy
https://www.youtube.com/watch?v=PgzuOXKd6Sg


（４月23日）　太陽が全て決めてる。

http://85358.diarynote.jp/201604232329564697/

気象庁「地震履歴データ」昨夜から表示されなくなってる／危な

いのは「阿蘇山」の噴火予測をやっていた京都大学の阿蘇の施設

が崩落寸前で阿蘇から撤収してること。

2016年4月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

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

おばんです。

０４月２３日、

２３時０４分。（＾＾；）

ざくっと情報チェックだけ逝きま〜す！

特務機関NERV @UN_NERV · 8分8分前 
【長崎県 潮位情報 2016年04月23日 23:26】
４月２３日０８時００分頃から長崎港を中心に発生していた顕著な海面の昇降は、次

第に小さくなってきています。

地震マップ @eq_map · 20 分20 分前 
【M2.6】根室半島沖 深さ97.8km 2016/04/23 22:50:51

地震マップ @eq_map · 33 分33 分前 
【M3.2】根室半島沖 深さ43.0km 2016/04/23 22:39:30
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.923,145.504&ll=42.923,145.504&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160423223930a.gif …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
#熊本地震
気象庁の「地震履歴データ」が、おかしい。昨夜からデータが表示されなくなってる

。今日、NHKでは「震度1以上が20回おこってる」と報道しているのに、一般には公表
をしていない（あまりにも多すぎるから？）現時点でM2.5以上（恐らく震度1〜2）の
地震が約30回おこってる

springwaltz @astrology_tarot · 3時間3時間前 
太陽に巨大な「ハート型黒点」発見 地球の数倍の大きさ - LINE NEWS
http://news.line.me/list/62991546/b08e0d5612e8?
utm_source=Twitter&utm_medium=share&utm_campaign=none&share_id=OvE61409147454
… #linenews @news_line_meさんから

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ44.8km 2016/04/23 16:11:17

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.2】十勝地方南東沖 深さ52.4km 2016/04/23 14:05:22
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.770,144.470&ll=42.770,144.470&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160423140522a.gif …

宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
[記事] 太陽風の変化がやって来て、600km/秒近くまで速度が高まりました。
http://swnews.jp #swnews

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
4月23日 11時58分ごろ

http://85358.diarynote.jp/201604232329564697/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604232329564697/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160423/85358_201604232329564697_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160423/85358_201604232329564697_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160423/85358_201604232329564697_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
http://maps.google.co.jp/maps?q=42.923,145.504&ll=42.923,145.504&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160423223930a.gif
http://news.line.me/list/62991546/b08e0d5612e8?utm_source=Twitter&utm_medium=share&utm_campaign=none&share_id=OvE61409147454
http://maps.google.co.jp/maps?q=42.770,144.470&ll=42.770,144.470&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160423140522a.gif
http://swnews.jp/


震源地：鹿児島県・薩摩半島（震央緯度 31.340N　震央経度 130.412E：震源の深さ
154.3km ）　マグニチュード3.1の深発地震。
https://pbs.twimg.com/media/CgsqdWjUYAA-QcX.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgsqdaHU8AAhkoM.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
熊本・大分地震

今日4月23日11時現在までの、24時間に発生してる地震分布図
未だに活発な状態（震度1以上の地震が15時間以上、停止中。このまま収束であれば良
いけど、歪みを溜め込んでる場合、Mが大きくなる場合もあるので要注意）

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M5.8】NEAR THE COAST OF ECUADOR 10.0km 2016/04/23 10:24:34
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=0.6008,-
80.2697%28+%5BM5.8%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+10.0km+2016%2F04%2F23+10%3A24%3A34JST%2C+2016%2F04%2F23+01%3A24%3A34UTC+%29&ll=0.6008,-
80.2697&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005l3v …

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.9】浦河南方沖 深さ58.3km 2016/04/23 09:38:20

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M5.4】SANTA CRUZ ISLANDS 35.0km 2016/04/23 08:14:26JST, 2016/04/22
23:14:26UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
10.3608,165.1334%28+%5BM5.4%5D+SANTA+CRUZ+ISLANDS+35.0km+2016%2F04%2F23+08%3A14%3A26JST%2C+2016%2F04%2F22+23%3A14%3A26UTC+%29&ll=-
10.3608,165.1334&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005l30 …

amaちゃんださんがリツイート 
ぺこらった（Gimme Shelter） @ruinekoto · 4月20日 
【肋骨雲】関東で波のような模様の「波状雲」の目撃情報が相次ぐ…地震雲か
http://bit.ly/20WCGkO
https://pbs.twimg.com/media/CgelvETUkAA4Fcw.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=wT0lWL_TU7w
★ Sis Puella Magica! (Orchestra) long ver. | Madoka Magica 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
いろいろデータを見させてもらってるので、あんまり文句いいたくはないけど、役所

だから。火山活動の地震データ解析も「NIED」に丸投げみたいだから。そんなんで噴
火の予測なんてできない。危ないのは「阿蘇山」の噴火予測をやっていた京都大学の

阿蘇の施設が崩落寸前で、阿蘇から撤収してること。

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
2016年4月19日
今回の地震は南海トラフ地震の“前触れ地震”
最大で５年以内、早ければ２年以内に

南海トラフ地震が起きる可能性がある。

その際は最大で東京湾から台湾にまで影響が及び、

津波被害者は４７万〜５０万人に達する。

junkoさんがリツイート 
ひとし @Hitoshi_0026 · 8 時間8 時間前 
２１世紀になって、なぜか増えてる大地震。

https://pbs.twimg.com/media/Cgsp_eYUgAA8EPS.jpg

天仙 @tensenten · 9時間9時間前 
新しい地動説・ポールシフト

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=304009&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CFp3MRxUEAA18bM.jpg

天仙 @tensenten · 11時間11時間前 
太陽活動が低下している兆候→地球への影響は気象のみではない

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=304090&g=132108 ……

amaちゃんだ @tokaiama · 14時間14時間前 
島崎邦彦が九州の地震は明確に中央構造線の活動、巨大地震と阿蘇山大噴火が起きる

疑いとテレビで明言

国も報道も川内・伊方原発利権擁護のために隠蔽していると

だから追放されたのだが

https://pbs.twimg.com/media/CgsqdWjUYAA-QcX.jpg
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http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-3740.html …
全マスコミで中央構造線を隠蔽してきたが、いよいよ隠せない

天仙 @tensenten · 16時間16時間前 
南米で起きた異変から日本を含む太平洋火山帯の活動の行く末を考える（２／２）

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=304023&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CFFwcjKUEAEZLCT.jpg

天仙 @tensenten · 4月22日 
南米で起きた異変から日本を含む太平洋火山帯の活動の行く末を考える（１／２）

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=304022&g=132108 ……

junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 4月22日 
太陽が今この瞬間に無くれば、人類は全即死するが、太陽がちょっと風邪ひいただけ

でも人類が絶滅する可能性がある。普段、われわれはあまりに太陽を意識しなさす

ぎる。軽視しすぎている。太陽のこの偉大さ、代わりは存在しない、無二の存在とい

う事。これをわざわざ極限まで軽視するのが原子力ムラだ。

https://www.youtube.com/watch?v=gDs8hbfxIa4

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月24日1:06
junkoさんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 4月22日 
今現在、氷河期の真っ最中だそうだ。グリーンランド、南極圏にちょこっと氷河の残りカスみた

いのがあるが、氷河が少しでも地上にあれば氷河期だそうだ。温暖化だＣｏ２だと馬鹿騒ぎする

のは、氷河が全部溶けて、過去にもあったように、関東平野が全部水没してからにしてくれ。こ

れも太陽が全て決めてる
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（４月23日）　二俣川…（＠＠；）||||…「元・地元」ですが…？？

http://85358.diarynote.jp/201604232338577533/

震度1以上の地震の回数は800回を超えています／二俣川 倒れて
る人多すぎじゃない？

2016年4月23日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
23日8:30分　福島第一ライブカメラ
https://pbs.twimg.com/media/CgrwzX-UoAAqeuM.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
あかね @a11utuin · 23時間23時間前 
まって、今日二俣川倒れてる人多すぎじゃない？！

こわいんだけど！

二俣川…（＠＠；）||||…「元・地元」ですが…？？

https://www.youtube.com/watch?v=JNgeUGcze18
★ Magica Sonata for Piano 

http://85358.diarynote.jp/201604232338577533/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160423/85358_201604232338577533_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160423/85358_201604232338577533_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160423/85358_201604232338577533_3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgrwzX-UoAAqeuM.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JNgeUGcze18


★ Magica Sonata for Piano 

特務機関NERV @UN_NERV · 27分27分前 
【熊本地震 熊本県と大分県の被害まとめ】
今月14日からの熊本地震では、これまでに48人が亡くなり、今も2人の行方が分かって
いません。避難している人は6万7000人余りに上っています。
http://nerv.link/2FcbOj

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【被災地の広範囲で雨 土砂災害に警戒を】（続き）
被災地は広い範囲で雨が降っていて、気象庁は引き続き激しい揺れを伴う地震や雨に

よる土砂災害に警戒するよう呼びかけています。

（2016年4月23日 21:34 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【被災地の広範囲で雨 土砂災害に警戒を】
今月14日に熊本県で震度7の激しい揺れを観測した地震が起きて以降、熊本県と大分県
では活発な地震活動が続き、震度1以上の地震の回数は800回を超えています。
http://nerv.link/VMKCNO

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【八高川越線[八王子〜川越] 運転再開 2016年4月23日 21:27】
高麗川〜武蔵高萩駅間で発生した踏切内立入の影響で、高麗川〜川越駅間の運転を見

合わせていましたが、21:18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 
【停電情報 2016年4月23日 21:23】
東京電力停電情報によりますと、神奈川県 横浜市戸塚区の約700軒で停電が発生して
いるということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【熊本 益城町 新たに避難指示 土砂災害のおそれ】（続き）
これとは別に益城町ではおよそ100世帯に避難指示が、また、およそ1万2000世帯、お
よそ3万4000人に避難勧告が出されています。
（2016年4月23日 20:42 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 

http://nerv.link/2FcbOj
http://nerv.link/VMKCNO


【九州新幹線 脱線６車両のうち５両を撤去】
九州新幹線の脱線現場では23日も復旧工事が行われ、これまでに脱線した6両の車両の
うち5両の撤去を終えました。
http://nerv.link/vS5gOK

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【宇都宮線[宇都宮〜黒磯] 運転再開 2016年4月23日 17:37】
西那須野〜那須塩原駅間で発生した架線支障の影響で、矢板〜黒磯駅間の運転を見合

わせていましたが、17:26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。

▲motty ▲ @novtnerico · 7時間7時間前 
北海道の泊原発で異変が起きているのか…「ホワイトフード」線量マップで、つい
にred！川内原発近くで…米国NETC（核非常事態追跡センター）マップでも北海道・
南九州で… http://j.mp/1r6dImL

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2016年04月23日 16:15】
関東甲信地方では２３日夜から２４日にかけて、広い範囲で黄砂が観測される可能性

があります。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【北陸地方 気象情報 2016年04月23日 15:33】
北陸地方では、黄砂が観測されています。所によっては見通しが悪くなり、屋外では

黄砂が付着するなどの影響がありますので注意してください。

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

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【避難生活の負担などで死亡１２人に】（続き）

一連の地震で、避難生活による体への負担や病気などによって亡くなったと思われる

人は、これで、5つの市町村で12人になりました。
（2016年4月23日 11:59 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【中国地方 気象情報 2016年04月23日 10:35】
中国地方では、黄砂を観測しています。所によっては視程が１０キロメートル未満

となっています。

http://nerv.link/vS5gOK
http://j.mp/1r6dImL
https://pbs.twimg.com/media/CgtegTDWwAIGqa_.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【長崎県 潮位情報 2016年04月23日 10:09】
４月２３日０８時００分頃から長崎港を中心に、顕著な海面昇降が発生しており、船

舶等への被害が生じるおそれがあります。

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
広範囲でずっと海上濃霧警報です。

陸上はまばらに濃霧注意報。

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

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4月21日 
名無し：04/21 22:31
熊本地震＞水力発電設備７カ所で一部破損 九電被害状況
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160421-00000069-mai-soci …
九州電力は２１日、熊本地震の被害状況を発表した。水力発電設備７カ所で一部が破

損したほか、鉄塔１５基が使えなくなった。

https://pbs.twimg.com/media/CgrwbVWUYAAMqXt.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160421-00000069-mai-soci


（４月23日）

http://85358.diarynote.jp/201604232351414333/

原発は自動停止する、停止しない時点ですでに故障している／地

震により川内原発の制御棒シリンダーが歪み作動しない／つまり

、原発を停止できない／社会人Yさん死ぬと思うんだけど。

2016年4月23日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

https://www.youtube.com/watch?v=WqQ3hP_q7Ns
Madoka Magica - Credens Justitiam with Lyrics 

neko-aiiさんがリツイート 
マッツ @VirginBlade_aki · 1時間1時間前 
川内原発で、地震により制御棒が歪んでしまい、差し込めないというツイートを見ま

したが、事実である可能性大です。

この制御棒の耐震性が、非公開なうえに、地震が来たら制御棒を使って原発を緊急停

止できない恐れがあると、去年指摘されてました。

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
たった今、川内原発に制御棒が入り臨界停止したとしても、核燃料鞘容器が溶融しな

い温度になるまで2年以上、強制冷却しなければならない
この間に冷却電源が喪失すれば鞘が溶けてメルトダウンを起こす

それから地層処分可能な表面温度100度以下になるまで20〜30年以上はかかる
九電あるの？

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
原子炉に制御棒を入れて核分裂を完全停止、冷温停止状態にしたとしても、莫大な放

射性崩壊熱が発生し続けるため、水冷で２〜３年、空冷キャスクで数十年冷却しない

と再処理も処分もできない

これがMOXだと再処理まで100年、表面温度100度以下の地層処分まで500年かかる
日本政府もない

neko-aiiさんがリツイート 
☆ 未来 @hosinomirai · 6時間6時間前 
NHKで、15日1:22に川内 原発に異常があったとの報告が入りました！と原稿を受け取
りながら、一言、言いました。そして、カメラが移動し、次にアナウンサーが写った

ときには、別の話をしていました。あれ、変だなあと思い、時計を確認したのを覚え

ています。1:22

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
原子炉制御棒によって核暴走し巨大放射能放出事故を起こしたのはチェルノブイリ4号
炉

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%8E%E3%83%96%E3%82%A4%E3%83%AA%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80%E4%BA%8B%E6%95%85
…
制御棒が入らないのは原子炉にとって最悪級の破局的事態

停めることができず何らかの核暴走を起こす可能性が強い

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
川内原発、加圧水型原子炉で制御棒が入らない場合、中性子吸収材料を大量に炉心に

入れて制御しなければならない

ホウ素を直接入れるのが最善手だが、この場合は再稼働不能になる

そこで安全を無視する拝金ゾンビは一次冷却水中に大量のホウ素を入れるわけだが、

すると熱効率が劣り核暴走リスクを増す

amaちゃんださんがリツイート 
とんとかいも(tomtokaimo) @Santiago_Hotel · 11時間11時間前 
犬の籾井が隠したかったのは、きっとこれなんだな。熊本震度７の連発により、制御

棒が入らなくなっている川内原発。という事は、今後の大きな揺れに対しての緊急対

応も、細かな原子炉制御も、何もできなくなっているという事だ。止めようにも止め

られない川内原発、これが真実っぽいな。終わったな。

加藤ひさしＮＯnukesONElove @globalsoundnet · 13時間13時間前 
加藤ひさしＮＯnukesONEloveさんがアトムンク AtoMunchをリツイートしました
あれだけの地震の揺れなので

原発は自動停止するようになっているが、停止していない時点ですでに故障している

免震棟もない川内原発は福一より危険なのです、放射能漏れが起きれば職員は全員被

爆

死はまぬがれないし、サリンの代わりに放射能撒く 
https://twitter.com/AtoMunch/status/723682896054079489
＞アトムンク AtoMunch@AtoMunch 
＞＊九州電力の知人からの情報

＞熊本地震により川内原発の制御棒が入る長いシリンダーが歪み、制御棒の出し入れ

が100%作動しないらしい
＞だから、地震発生時に自動停止できなかったという

＞つまり 現時点でも原発を停止できないらしい（今後も稼働しっぱなし！）
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https://www.youtube.com/watch?v=btmSuNcxiIU
★ Sis Puella Magica! (Vocals, Orchestra) original ver. | Madoka Magica 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4分4分前 
あんまり言ってると危険なんだよね。この「ちきゅう号」ってどこかやってるか？

を知ってればね。もうやーめた。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10分10分前 
こないだから、熊本地震のきっかけになったのは、3月26日からやってる採掘の影響も
あるんじゃないの？と思ってる

というのは「南海トラフ海溝部のプレート圧で西日本の内陸で大きな地震が起り始め

たら危険」と、大昔から言われてる事だからね。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/723868365387763712

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 28分28分前 
ほんと酷い

ホームページだって「なんで、こんなわかりにくい階層場所に、重要な事があるの？

しかもPDFで。」PDFで記事のタイトルも日本語じゃないから、SEO的にはグーグル
先生の検索結果の上位に出ない。だから普通は見つけるのが大変。例えば「南海トラ

フや東海地震の津波の想定」とか。

カラパイア @karapaia · 30 分30 分前 
カラパイア : 国家による個人監視システムの強化は本当に安全につながるのだろうか
？（日本語字幕付き） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216272.html …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 51分51分前 
現在の「ちきゅう号」

4月27日まで「南海トラフ巨大地震発生地帯の採掘中」だよね。あんまりプレート境界
の海溝部を刺激しない方が良いと思うけどね。3.11の前も、どっか掘ってたよね
。http://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/
https://pbs.twimg.com/media/CguycS5VEAUqL2l.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
#熊本地震
（震度3以上）でないと、公表を止めたんだって。だから、アプリなどでは、22日から
熊本地震は収まったかのように思ってしまう。気象庁は現地の人に対して非常に危険

な行為をやってる。http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160423211540387-010000.html …
https://pbs.twimg.com/media/CguogaDUYAAYweD.jpg

天仙 @tensenten · 2時間2時間前 
テレビが人間を愚鈍にさせるというのが科学的に証明された

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=285432&g=132108 ……

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【北朝鮮 潜水艦からミサイル発射 韓国通信社が報道】
韓国の通信社、連合ニュースは、北朝鮮23日、日本海で潜水艦からミサイルを発射し
たと伝えました。韓国国防省が詳しい情報の収集を急いでいます。

http://nerv.link/vIH1Cz

matu(脱原発に一票、TPPに反対) @matu923 · 5 時間5 時間前 
裁判・自治体で再稼動の潮流固まり、福一の衝撃事実が小さく報道。『放置されたま

まの東電の信じがたい原発事故発表の衝撃』 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=310642&g=132108 … …

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
フクイチが放射能爆発を起こした本当の理由は、全電源喪失直後ただちにホウ酸と海

水を投入すればメルトダウンも爆発も避けられたのに、投入すれば再稼働が不可能に

なることを怖れて、勝俣・清水・武藤らが炉心を損傷させるなと命令を出してホウ素

投入を阻止したせいです

同じことが起きようとしてる

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
川内原発、制御棒が入らないとことが真実なら、このまま核暴走を起こす可能性があ

る

他の制御系が無事ならホウ素を原子炉内に大量投入することで臨界を停止できるかも

しれないが、炉心に入った大量のホウ素が放射化したり溶融したりで原子炉は終わり

九電は炉心を助けたくてホウ素を入れないだろう

amaちゃんだ @tokaiama · 9時間9時間前 
原子炉に制御棒が入らなければ中性子が無限大に増殖し、やがて核暴走を起こす

高熱を冷やすシステムはいくつかあるが、ECCSが作動しても核暴走とメルトダウンを
完全に停めることはできない

炉内にホウ素など中性子抑制剤を大量投入する方法もあるが、どんなことをしても放

射能放出は避けられない

amaちゃんだ @tokaiama · 9時間9時間前 
amaちゃんださんがアトムンク AtoMunchをリツイートしました
もし、これが事実なら１００％メルトダウン　原子炉大崩壊　核燃料全量大気放出巨

大事故となります

https://twitter.com/AtoMunch/status/723682896054079489

天仙 @tensenten · 10時間10時間前 
減塩は万病の元

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=304048&g=132108 ……
https://pbs.twimg.com/media/CFp6bNMUsAAv0GV.jpg

junkoさんがリツイート 
１分で動物のすべてが分かる @doubututatito · 11時間11時間前 
人間の手で連れてこられた、野ヤギを皆殺しにして、世界遺産登録「小笠原諸島」

　http://ameblo.jp/yuu0402ki/entry-10785445752.html …　#seiji
https://t.co/XWyohxlEhH

https://www.youtube.com/watch?v=btmSuNcxiIU
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/723868365387763712
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216272.html
http://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/
https://pbs.twimg.com/media/CguycS5VEAUqL2l.jpg
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160423211540387-010000.html
https://pbs.twimg.com/media/CguogaDUYAAYweD.jpg
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=285432&g=132108
http://nerv.link/vIH1Cz
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=310642&g=132108
https://twitter.com/AtoMunch/status/723682896054079489
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=304048&g=132108
https://pbs.twimg.com/media/CFp6bNMUsAAv0GV.jpg
http://ameblo.jp/yuu0402ki/entry-10785445752.html
https://t.co/XWyohxlEhH


sc007 @sc0042 · 12時間12時間前 
ちょっと古いが、電磁波の放射注入事件が裁判で罰せられた事件もある。日本も周知

→法整備→犯人洗い出し→逮捕の即刻な動きが必要。協力求める。

https://t.co/zSYevg7yCW

タニ　センゾー @Tanisennzo · 12 時間12 時間前 
こんなに地震が頻発していても　

⇒　北海道　高橋知事　「原子力規制委員会の指摘を踏まえ、泊原発では安全対策が

進んでいると感じた」

凄いや、原子力村

知事が泊原発で安全対策を視察

http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20160422/4747451.html …

junko @junko_in_sappro · 14時間14時間前 
アベの演説、最後の一人まで、きちんと年金を払っていくって

だふん、年金支給年齢が90歳くらいと閣議決定する予定なんじゃないか?
年金払っていくならば、議員全員

ゴールデンウィーク、1泊5,000円の宿にしたらどうか
男の真価は、不言実行なんだよ! ! !

１％のひらめき @hirameki1p · 15時間15時間前 
歴史の教科書がワシの体験と違う・・・

https://pbs.twimg.com/media/COgcxHCUcAAmL5y.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
放射線被曝の歴史 @YNakagawa_bot · 4月21日 
彼らは、考え方を大胆に転換すべき時期がきたと判断した。放射線被曝の問題を、経

済的な利潤の獲得の問題に従属させるべきだと判断したのである。⑧

junkoさんがリツイート 
中野阿佐ヶ谷 @akihikoyoshitom · 4月21日 
オスプレイ購入費3600億円あればたしか全国立大学の学生の学費免除できるんだよな
。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4月21日 
名無し：04/21 22:36
「耐震基準は連続した大地震を想定せず」専門家

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160419/k10010489271000.html …
現在の建物の耐震基準は、震度６強や７の地震を１回耐えることは想定しているが、

今回のように建物が大地震に連続して襲われることは考慮されていない

neko-aiiさんがリツイート 
しんちゃん @shinchann2008 · 4月19日 
いよいよ、日本を世界の核のゴミ捨て場にする計画が発動した。自民党のやり方は、

「小さく生んで大きく育てる」やり方。最初は低レベル放射性廃棄物から。『放射性

廃棄物、日本で処理』日本経済新聞

https://www.youtube.com/watch?v=HcgEHrwdSO4
Sayaka Miki’s theme - Decretum 

yukimaru @yukimaru_wa · 15時間15時間前 
北海道5区補選はこれからの日本を考える大事な一歩。選挙区を含む札幌は現在停止中
の泊原発から70キロの距離。住民への避難経路の周知は十分なのか。予断を許さない
大震災級の地震に直面しても運転を停めない政権を支持できるのか。#池田まき さんは
原子力に頼らないエネルギー政策を訴えている。

https://www.youtube.com/watch?v=ql0NtjXIv_s
Mirai Nikki OP [HQ] 1080p

amaちゃんださんがリツイート 
きゃべつ太郎 @tunakorokkedayo · 24 時間24 時間前 
社会人Yさん死ぬと思うんだけど
https://pbs.twimg.com/media/CgqAJWsVEAA611U.jpg

junkoさんがリツイート 
note*** @n_plus · 4月22日 
【再掲】 有償無償の救援物資90万食とか70万食とか、今後数十万食増やすとか言って
ますが、一食がどんなものか知ってますか？　これで一食分なんですよ。

http://ameblo.jp/usinawaretatoki/entry-12151759666.html … （masa3799）
https://pbs.twimg.com/media/Cgno_NWU4AEtrVB.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=LXFGRMCtuqQ
Sayaka Transforms: She Is a Witch 

１％のひらめき @hirameki1p · 12時間12時間前 
もうこんな時間か

https://pbs.twimg.com/media/CN3df9oUYAA1A1P.jpg

１％のひらめき @hirameki1p · 23時間23時間前 
可愛いへのへのもへじ

https://pbs.twimg.com/media/CJYWO19VEAAXoG3.png
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（４月24日）

http://85358.diarynote.jp/201604240814025412/

熊本地震【九州島】全体が大きく動いている！川内原発に飛び火

の危機…大変動はこれから始まる！

2016年4月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

…大きい地震が長時間、停止中…

（＠＠；）

【次が危険】注意…★

amaちゃんださんがリツイート 
クラウド@参院選へ！ @palebrown · 6時間6時間前 
RT @2ch_NPP_info: 名無し：04/21 05:31
【定期】 深部低周波微動 報告
1日に260回超えてやがるｗｗ
普通0なのに

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604240814025412/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160424/85358_201604240814025412_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160424/85358_201604240814025412_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160424/85358_201604240814025412_3.jpg


【M2.6】根室半島沖 深さ97.8km 2016/04/23 22:50:51

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.2】根室半島沖 深さ43.0km 2016/04/23 22:39:30
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.923,145.504&ll=42.923,145.504&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160423223930a.gif …

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【長崎県 潮位情報 2016年04月23日 23:26】
４月２３日０８時００分頃から長崎港を中心に発生していた顕著な海面の昇降は、次

第に小さくなってきています。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 21分21分前 
#クライシスカレンダー 04/24【1771年 八重山地震】旧暦明和8年3月10日08:00頃発生
推定M7.4-8.7 死者不明者約12000人 遡上高30mとされる大津波により、宮古・八重山
地方で被害甚大。八重山では塩害により耕作不能に、疫病も蔓延し人口が3分の1に
減少。

カイコ　#脱原発　に一票さんへの返信 
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
熊本地震は「直下型地震」なので、緊急地震速報は、あまり使いものならいんで

すよ。3.11のような海洋型ならP波という初期微動で発信できますが、直下型は、揺れ
てから速報が流れたりするので、現地の人にとって「僅かな揺れ」も、気象庁は知ら

せる責務があるのに止めたのが問題。@tan_sue

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
こないだから、熊本地震のきっかけになったのは、3月26日からやってる採掘の影響も
あるんじゃないの？と思ってる

というのは「南海トラフ海溝部のプレート圧で西日本の内陸で大きな地震が起り始め

たら危険」と、大昔から言われてる事だからね。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
復活 @sohnandae · 9 時間9 時間前 
熊本地震【九州島】全体が大きく動いている！川内原発に飛び火の危機…大変動はこ
れから始まる！川内原発の沖合まで続く日奈久断層

http://maps.google.co.jp/maps?q=42.923,145.504&ll=42.923,145.504&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160423223930a.gif
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/a17fe0f83bc18aad6f218e35896d8826


…http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/a17fe0f83bc18aad6f218e35896d8826 … 井村隆介准
教授・鹿児島大学 #熊本地震

https://www.youtube.com/watch?v=GRmjFT81wLc
Lilynette & Starrk - Orange
 

https://www.youtube.com/watch?v=GRmjFT81wLc


（４月24日）　２

http://85358.diarynote.jp/201604240814514943/

今朝の線量０．１１μsv/h 熊本南部／川内原発の制御棒が入る長
いシリンダーが歪み、制御棒の出し入れが100%作動しないらし
い／川内原発ライブ配信ずっと光が点滅している。

2016年4月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=ysdwFgmZ500
BrEaK - Grimmjow 

空間線量グラフ @radioactgraph · 10分10分前 
【福岡県空間線量(µSv/h)】2016年04月24日 07時現在　太宰府：0.037　福岡県庁
：0.057　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：

わたママ・NO WAR @wtrmama · 22 分22 分前 
今朝の線量報告

0.11μsv/h
天候 曇り
熊本南部

http://85358.diarynote.jp/201604240814514943/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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黒terra

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 49分49分前 
名無し：04/23 16:51
AtoMunch
�九州電力の知人からの情報
熊本地震により川内原発の制御棒が入る長いシリンダーが歪み、制御棒の出し入れ

が100%作動しないらしい
だから、地震発生時に自動停止できなかったという

つまり現時点でも原発を停止できないらしい…

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【中国地方 気象情報 2016年04月24日 06:37】
中国地方の広い範囲で黄砂を観測しており、視程が１０キロメートル未満となってい

ます。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【九州新幹線 ２８日にも全線で運転再開】
地震の影響で運転できなくなっている九州新幹線の熊本と新水俣の間について、JR九
州は24日にも脱線した車両の撤去作業を終え、早ければ今月28日にも全線での運転再
開を目指す方針です。

http://nerv.link/suyi5Q

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【ＪＲ肥薩線 全線で運転再開】
地震の影響で運転を見合わせていた、JR肥薩線の熊本県の八代と鹿児島県の吉松の
間は、24日の始発から運転を再開しました。これでJR肥薩線は全線での運転再開とな
りました。

http://nerv.link/LYQkwq

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
いい大人がエスカレーターを必死で逆走　目撃例多数　いよいよ被ばくで脳に異常が

生じ始めたか　

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/538.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
「ベント・システムに深刻な欠陥」——　「３・１１」核惨事の５年間に、フクイチ

http://nerv.link/suyi5Q
http://nerv.link/LYQkwq
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/538.html


と同型原発の「ベント」について、米国ミネソタ州の原発技術者たちから警告が出て

いた！　◆　内部告発するも、米原子力規制委（ＮＲＣ）や電力会社、動かず

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/passive-572a.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
川内原発の制御棒挿入不能か

http://inventsolitude.sblo.jp/article/175018925.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
川内原発はノンストップ運転中？？

http://inventsolitude.sblo.jp/article/175021297.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
川内原発で異常発生確実　万一の場合への備えを

http://inventsolitude.sblo.jp/article/175021580.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
トラブルいっぱい福島原発（４月４週）—下請けさんのケガが２週連続—

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1783.html …

Mas 860@masjp · 6時間6時間前 � Sukawati, Indonesia 
川内原発ライブ配信

http://m.ustream.tv/channel/99T3RGKnEgP?lang=en_SG …
救急車？消防車？パトカーか何か？ずっと光が点滅している。2016-4-24-01:28

Ｍペッコ @pecko178 · 8時間8時間前 
川内原発の制御棒が地震で作動していないとのことで検索してみました。

ずくなしの冷や水さんブログに詳細が書かれています

→http://inventsolitude.sblo.jp/s/article/175018925.html …
《川内原発、耐震性データの疑惑》

http://ad9.org/people/fukuoka-saga/kitaoka-ctrl-rod-v811.pdf …

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【熊本地震 熊本県と大分県の被害まとめ】
今月14日からの熊本地震では、これまでに48人が亡くなり、今も2人の行方が分かって
いません。避難している人は6万7000人余りに上っています。
http://nerv.link/2FcbOj

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/passive-572a.html#more
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175018925.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175021297.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175021580.html
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1783.html
http://m.ustream.tv/channel/99T3RGKnEgP?lang=en_SG
http://inventsolitude.sblo.jp/s/article/175018925.html
http://ad9.org/people/fukuoka-saga/kitaoka-ctrl-rod-v811.pdf
http://nerv.link/2FcbOj


https://www.youtube.com/watch?v=ed_foVaealE
Kuchiki Byakuya & Abarai Renji - Sen no Yoru wo Koete w/Lyrics 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 32分32分前 
#クライシスカレンダー 04/24【1951年 国鉄桜木町事故】13:42頃発生 死者106人負傷
者92人 工事ミスで断線した架線に京浜東北線の先頭車両が接触・出火、1両目が全焼、
2両目も半焼。自動扉が開かずに多数の乗客が犠牲に。車両難燃化、非常用ドアコック
などの対策が行われた。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 39分39分前 
#クライシスカレンダー 04/24【2009年 新型インフルエンザ(H1N1)：ヒト－ヒト感染
確認】メキシコの農場の豚インフルエンザがヒトへ感染、その後WHOによりメキシコ
とアメリカでヒト－ヒト感染を確認が発表された。これ以降6月にかけて世界的に流行
が拡大、「パンデミック」に。

https://www.youtube.com/watch?v=MnINooZ6if4
Six Feelings - Grimmjow

https://www.youtube.com/watch?v=ed_foVaealE
https://www.youtube.com/watch?v=MnINooZ6if4


（４月24日）　ロボット農民／熊本地震は収まったかのように思ってしまう。

http://85358.diarynote.jp/201604240904235998/

東電は4月上旬からデータを隠してます。

2016年4月24日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

amaちゃんださんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 8 時間8 時間前 
4月23日の柏崎市36μSvだけ消すと
http://new.atmc.jp/prefs.cgi?pref=15&mode= …
右のような感じで、他は上昇なしです。

東電は4月上旬からデータを隠してます。
https://twitter.com/N0NUKES/status/723898953494749184 …
@tokaiama
https://pbs.twimg.com/media/CgvPUAGU0AI3uF4.png
https://pbs.twimg.com/media/CgvPUZEUkAAUe02.png

https://www.youtube.com/watch?v=2ot9tLaiFi4
Bleach Beat Collection: This Light I See - Toshiro Hitsugaya 

くり犬� Peace & no nuke @kuriinu0114 · 1 分1 分前 
くり犬� Peace & no nukeさんがhappysakikoをリツイートしました
こういった資料は原発を知るという点で一読された方が良い。

但し、仮に今直ぐ川内を止めても冷却に何年もの月日を要する為、冷却設備の全てが

健在でなければならない。配管なんか脆いので、地震で壊れたらそれだけで福一の二

の舞。

卯と亀 @se4ib54 · 27分27分前 
［リクエスト］　なぜ韓国の街中は線量が高いのか - 在日朝鮮人から見た韓国の新聞
http://blog.livedoor.jp/kanedashoji70/archives/36285076.html …
実は南朝鮮の線量が高い理由の一つがこの石炭灰利用があるからです。石炭灰は相当

量の放射性物質を含んでいることが分かっているんですね。

https://t.co/MwtEEalSb9

http://85358.diarynote.jp/201604240904235998/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://new.atmc.jp/prefs.cgi?pref=15&mode=
https://twitter.com/N0NUKES/status/723898953494749184
https://pbs.twimg.com/media/CgvPUAGU0AI3uF4.png
https://pbs.twimg.com/media/CgvPUZEUkAAUe02.png
https://www.youtube.com/watch?v=2ot9tLaiFi4
http://blog.livedoor.jp/kanedashoji70/archives/36285076.html
https://t.co/MwtEEalSb9


BOBO @yukobobo2012 · 30分30分前 
東京新聞:川内原発周辺　装置の半数、即避難線量を測れず　監視不十分で再稼働:政
治(TOKYO Web) http://ln.is/www.tokyo-np.co.jp/a/dtuDt …
こんなことでは困ります！！！

#川内原発今すぐ止めろ！

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【大本営発表】ＮＨＫ・籾井勝人会長「原発については、公式発表をベースに伝えて

欲しい」

https://t.co/ex6hG5Px6w

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【まだやる気？】「もんじゅ」の再稼働に４３２億円、原子力機構が新基準で試算し

てるようです。

https://t.co/hJfAl2bxGm

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【以前の報酬で充分です】「年間６５５万円も引き上げられた議員報酬の４月差額分

は被災地に寄付します」ｂｙ共産党名古屋市議団

https://t.co/rPhO7PdghD

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【ウソだろ？】熊本地震への義援金。トヨタ１０００万円（利益年２兆円）。ホンダ

５０００万円。本田圭佑１０００万円（個人）。

https://t.co/LZSNlkLssI

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
地質・地層調査は不正だらけ -- 志賀、川内原発で行なわれたボーリング・コアのすり
替え

http://www.asyura2.com/12/genpatu24/msg/801.html …
投稿者 魑魅魍魎男 日時 2012 年 6 月 18 日

amaちゃんださんがリツイート 
金子勝 @masaru_kaneko · 5時間5時間前 
【原子力危険委員会】東日本大震災に続いて熊本地震が起きたが、川内原発を動かし

続けた原子力規制委は、「世界一の安全基準」とやらにあった「重要免震棟」を次々

http://ln.is/www.tokyo-np.co.jp/a/dtuDt
https://t.co/ex6hG5Px6w
https://t.co/hJfAl2bxGm
https://t.co/rPhO7PdghD
https://t.co/LZSNlkLssI
http://www.asyura2.com/12/genpatu24/msg/801.html


と反故にする電力会社を容認。原子力規制委員会は危険放置委員会です。バックの安

倍政権も地震と原発に関して危機管理能力ゼロです。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
ちだい @chidaisan · 8時間8時間前 
熊本地震は、なかなか激甚災害に指定されなかったが、北海道５区の補欠選挙前日に

安倍晋三が熊本を訪れ、「私が来たからにはもう大丈夫！ 明後日にも激甚災害に閣議
決定しましょう！」と言うパフォーマンスを披露し、情弱の皆様から「安倍さん、あ

りがとう！」と言われる茶番。スーパーマッチポンプ。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
最近、おもしろいなぁと思うのは、以前なら（２ちゃんねる）と言えば、自民党支持

者が大半だったけど、最近は、まったく違う状態になってること。あべさんがボロカ

ス言われてる。恐らく擁護してるのは自民党のネットサポーターと思われる人だけ

になってること。あべさん、かなり世論に追いつめられてる

惻隠之心 @jikoukitai · 9 時間9 時間前 
たしかに〜フクイチ放射能は第二次大戦におけるアメリカの空爆より、はるかに多く

の日本人を殺戮している

http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2014/05/1810.html?g=131208 … … … @tokaiamada

安曇野時間 @azuminotime · 10 時間10 時間前 
内部被曝線量検査開始へ…楢葉の県立診療所 : 読売新聞
https://t.co/b11F8fKodK

タニ　センゾー @Tanisennzo · 10時間10時間前 
この1年間の地震の震源　⇒　画像
http://www.sevo.kyushu-u.ac.jp/~hypo/hypomap/last1yr_kyu.html …
これで川内原発を止めず、伊方原発まで動かそうとしている。

おかしい。 
https://pbs.twimg.com/media/Cguyx94UcAA2oik.jpg

石井孝明 @ishiitakaaki · 11時間11時間前 
地震の最中に、取材に行くのも、デモするのも、失礼ながら滑稽です。川内市内から

車で３０分。安全だから行くんですよね。苦笑　ＲＴ熊本地震：「即時停止を」川内

原発の正門前で抗議 - 毎日新聞 
https://t.co/dcIhL1UIvX

http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2014/05/1810.html?g=131208
https://t.co/b11F8fKodK
http://www.sevo.kyushu-u.ac.jp/~hypo/hypomap/last1yr_kyu.html
https://pbs.twimg.com/media/Cguyx94UcAA2oik.jpg
https://t.co/dcIhL1UIvX


amaちゃんださんがリツイート 
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
#熊本地震
（震度3以上）でないと、公表を止めたんだって。だから、アプリなどでは、22日から
熊本地震は収まったかのように思ってしまう。気象庁は現地の人に対して非常に危険

な行為をやってる。http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160423211540387-010000.html …
https://pbs.twimg.com/media/CguogaDUYAAYweD.jpg

但馬問屋 @wanpakutennshi · 12時間12時間前 
#報道特集
井村准教授

「比奈久断層が動いていて、今後南に飛び火するかもしれない状況。普段の状態では

ない。今後より大きな地震が川内原発を襲った場合、設計基準もギリギリかもしれ

ない。川内原発は予防措置を考える必要がある」 

Tad @CybershotTad · 14時間14時間前 
#報道特集
金平さん「今回の地震で川内原発を止める必要は無いと早々と示されたが、市民の不

安の声があるのは事実。自然災害によって万々が一にも原子力災害を発生させてはな

らないというのが、福島第一原発事故の最大の教訓だったはず」 

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
勝見貴弘 @tkatsumi06j · 4月22日 
（勉強中）日本政府が東日本大震災にどう法的に対処したかに関する米国連邦議会図

書館の調査報告。もの凄い情報量。

http://www.loc.gov/law/help/japan-earthquake/ …

タニ　センゾーさんがリツイート 
きむらゆい @yuiyuiyui11 · 4月20日 
今朝21日朝日天声人語
「だろう運転」の思い込みの危険性を解き、熊本地震の予想不可能な実態を示しな

がら、

今からでも遅くはない。(中略)川内原発をいったん止めることを考えてはどうか。全国
に広がる不安の声に耳を傾けて。

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160423211540387-010000.html
https://pbs.twimg.com/media/CguogaDUYAAYweD.jpg
http://www.loc.gov/law/help/japan-earthquake/


https://www.youtube.com/watch?v=JM3-ZblJ5kg
Hyouri - Ichimaru Gin (Bleach Beat Collection) 

junko @junko_in_sappro · 2 分2 分前 
日本はロボット農民の開発に3700万ドルを投資
http://jp.sputniknews.com/japan/20160423/2013986.html … 
日本の当局は、農家の作業を自動化するのに役立つロボット20種類を
開発するために3700万ドルを投じる。ブルームバーグが報じた

カラパイア @karapaia · 6時間6時間前 
【RT100UP】 「ほらそこ、作業を止めるな！」子どもたちに強制労働をさせるワオキ
ツネザル先輩のわかりやすい合図 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216283.html
…
https://pbs.twimg.com/media/CgvfsSMUYAAVsh8.jpg

１％のひらめき @hirameki1p · 23時間23時間前 
【泣きやすい人の特徴】

・親しくない人には気を遣い

・親しい人には雑

・趣味が一緒だとすぐに意気投合 
・一人の時間は意地でもつくる

・スルーしてそうで実は気にしてる

・好きなことに注ぐ集中力は凄い

#共感した人RT

https://www.youtube.com/watch?v=rLJp6dV9nWs
Our WORLD - Ulquiorra Cifer/Schiffer (Bleach Beat Collection) 

１％のひらめき @hirameki1p · 7時間7時間前 
この発想素敵と思った人RT
https://pbs.twimg.com/media/CKmrMvTUcAAlLiM.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=JM3-ZblJ5kg
http://jp.sputniknews.com/japan/20160423/2013986.html
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216283.html
https://pbs.twimg.com/media/CgvfsSMUYAAVsh8.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rLJp6dV9nWs
https://pbs.twimg.com/media/CKmrMvTUcAAlLiM.jpg


（４月24日）　地磁気のせいなのか猫が丸くなってしまうというコメント見て、ふと
横見たら普段落ち着きなくチョロチョロするジュンタがアンモナイトになっていて、

http://85358.diarynote.jp/201604242327245398/

地震が危ないらしい【４月２５日】／山口県で異常現象／九州で

地震が起ると「愛媛県、高知県」の『四国地方』に影響が及んで

る状態。

2016年4月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=zUScN5qP2Fc
Berryz工房「シャイニングパワー」 (MV) 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 分2 分前 
これが、4月8日のツイート。
この時、地震が起りそうな、かなり異常なデータが出てたから、これが熊本地震の、

ある意味で前兆現象のひとつだと思う。この時にも（トカラ列島）で群発地震が起っ

てた。いずれにしても南海トラフが動いてる事が原因

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/718247441682853889

TELSTAR宇宙情報 @telstar_news · 4分4分前 
今日の #宇宙天気
SWC 宇宙天気情報センター　4月24日 15時00分
http://swc.nict.go.jp/contents/ 
"太陽面低緯度の西４５度を通過中のコロナホールの影響により、今後、地磁気がやや
乱れる可能性"

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 27分27分前 
山口県で異常現象みたい

「透き通り、底まで見える事で有名な別府弁天池が熊本地震後に濁った。地元住民は

地震のせいで、偶然ではないと言う。何か大きな神様の世界の出来事だと話している

」詳細：http://www.asahi.com/articles/ASJ4N42K6J4NTZNB00L.html?
iref=com_rnavi_srank …
https://pbs.twimg.com/media/Cg0A3tqUUAAK2p0.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 40分40分前 
また（鹿児島：トカラ列島近海）で大きな地震。南海トラフ海溝部の陸側プレート

https://pbs.twimg.com/media/Cgz-DNhU0AQA2h3.jpg
24日22時27分【M4.2：震度4】気象庁発表：トカラ列島近海・d10km
24日22時32分【M2.9：震度1】気象庁発表：トカラ列島近海・d:極浅い

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M5.5】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10.0km 2016/04/24 17:38:00
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-59.3434,-
27.0067%28+%5BM5.5%5D+SOUTH+SANDWICH+ISLANDS+REGION+10.0km+2016%2F04%2F24+17%3A38%3A00JST%2C+2016%2F04%2F24+08%3A38%3A00UTC+%29&ll=-
59.3434,-27.0067&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005ldk …

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 八雲町 
【M2.9】渡島半島 深さ159.5km 2016/04/24 17:04:57
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.257,140.167&ll=42.257,140.167&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=42.257&lon=140.167&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M4.3】KURIL ISLANDS 153.1km 2016/04/24 15:10:39JST, 2016/04/24 06:10:39UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=50.8952,156.0311%28+%5BM4.3%5D+KURIL+ISLANDS+153.1km+2016%2F04%2F24+15%3A10%3A39JST%2C+2016%2F04%2F24+06%3A10%3A39UTC+%29&ll=50.8952,156.0311&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005ld0 …

たき＠歯列矯正中さんへの返信 
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
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この24時間に熊本、大分で発生してる地震は、この地図の（印）全部です。数えてみ
て下さい。熊本地震の特徴は「震源が浅い」ので、M3.5程度でも、局地的な揺れで（
震度3）などの強い揺れになる事です。過去TWのご参考を。@taki5160

宇宙天気ニュース @swnews · 8 時間8 時間前 
[記事] コロナホールの影響が始まり、太陽風は500km/秒の高速風になっています。
http://swnews.jp #swnews
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/724087944525402116

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
大分県竹田市

大きな地鳴りもあるみたいで、大分県では、一番、揺れが大きいのと、微弱な地震が

常に起ってるような状態で、かなり恐怖だと思う。阿蘇と九重の火山も10km圏内。し
ばらく地元を離れられる人は、その方が精神的にも良いと思う

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.2】SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 32.8km 2016/04/24 13:32:28
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
7.0192,102.5793%28+%5BM5.2%5D+SOUTHWEST+OF+SUMATRA%2C+INDONESIA+32.8km+2016%2F04%2F24+13%3A32%3A28JST%2C+2016%2F04%2F24+04%3A32%3A28UTC+%29&ll=-
7.0192,102.5793&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005lcb …

amaちゃんだ @tokaiama · 9時間9時間前 
行徳の断絶が始まったのは4月6日（実際には2日頃からだがデータが消えている）
http://earthq.system-canvas.com/ 
今日24日現在、延々と続いている　完全に未知の世界　恐怖しかない
http://earthq.system-canvas.com/ 
どれほど凄い巨大地震が起きるのか？

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.5】苫小牧南方沖 深さ135.0km 2016/04/24 13:15:41

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
熊本地震

今日4月24日12時45分現在までの、24時間に発生してる地震分布図
https://pbs.twimg.com/media/Cgx6JeHU4AAe7u7.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgx6Jc1VEAA6Ytd.jpg
未だに活発。熊本の震源は引き続き、南西方面へ移動（海の湾内での地震も発生）阿

蘇付近も、未だに活発。大分県は減少傾向。（24日：震度1以上の地震18回）

芝ねこ @chidondon · 10時間10時間前 
黒点数更新されました。11でした。
なんだか…太陽風のせいかコロナホールのせいか…
グラフに変化が出てきました。

熊本大分の浅い震源さんたちですが、23日は有感1回でしたね。
でも、何度もお伝えしている通り、Hi-netを見るとすごい数。
動き続けている証拠です。

amaちゃんださんがリツイート 
２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 12時間12時間前 
名無し(高知県)：2016/04/24(日) 11:41 ID:XXXXXXXX
高知県にてモグラが大量に地面に上がってます。南海トラフ地震の前兆か…
#信ぴょう性不明
https://pbs.twimg.com/media/CgxspY-UkAAU6-g.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
熊本地震

4日前ぐらいから、九州で地震が起ると「愛媛県、高知県」の『四国地方』に影響が及
んでる状態。

右下は（24日08時18分：震源地・熊本県阿蘇地方：震度3）発生時の愛媛県。中央構造
線断層帯沿い。（備えあれば憂いなし）

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M5.3】TONGA REGION 10.0km 2016/04/24 08:11:07JST, 2016/04/23 23:11:07UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-17.3063,-
172.446%28+%5BM5.3%5D+TONGA+REGION+10.0km+2016%2F04%2F24+08%3A11%3A07JST%2C+2016%2F04%2F23+23%3A11%3A07UTC+%29&ll=-
17.3063,-172.446&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005la0 …

宇宙天気ニュース @swnews · 4月23日 
[記事] 太陽風の変化がやって来て、600km/秒近くまで速度が高まりました。
http://swnews.jp #swnews

芝ねこ @chidondon · 4月23日 
黒点数更新されました。22でした。
コロナホールの影響が明日から明後日のかけて到来とのことです。

お伝えの通り、今日いっぱいは各地注意気味で。

有感地震が止まりましたね…。

http://swnews.jp/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/724087944525402116
http://maps.google.co.jp/maps?q=-7.0192,102.5793%28+%5BM5.2%5D+SOUTHWEST+OF+SUMATRA%2C+INDONESIA+32.8km+2016%2F04%2F24+13%3A32%3A28JST%2C+2016%2F04%2F24+04%3A32%3A28UTC+%29&ll=-7.0192,102.5793&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005lcb
http://earthq.system-canvas.com/
http://earthq.system-canvas.com/
https://pbs.twimg.com/media/Cgx6JeHU4AAe7u7.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgx6Jc1VEAA6Ytd.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgxspY-UkAAU6-g.jpg
http://maps.google.co.jp/maps?q=-17.3063,-172.446%28+%5BM5.3%5D+TONGA+REGION+10.0km+2016%2F04%2F24+08%3A11%3A07JST%2C+2016%2F04%2F23+23%3A11%3A07UTC+%29&ll=-17.3063,-172.446&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005la0
http://swnews.jp/


そして天候も不安定。なんだか落ち着かない。

環水平アークが見られた地域があったようですね。

TELSTAR宇宙情報 @telstar_news · 4月22日 
今日の #宇宙天気
SWC 宇宙天気情報センター　4月22日 15時00分
http://swc.nict.go.jp/contents/ 
"太陽面低緯度の西２０度付近に位置しているコロナホールの影響が２４日から２５日
にかけて到来し、地磁気がやや乱れる可能性"

地震予知・予測ブログ更新情報 @predictive_blog · 4月21日 
【大野地震研究所】地磁気に前兆あり、熊本で強い余震を予知　ヨハネの黙示録の解

読ではあと一つ大きなものがある http://ift.tt/1SwOslQ

Forest Cat @ohashiyasan · 4月21日 
いい天気

こんな日は、揺れにご注意。

動きたがってる地殻には、コロナホールの影響もご注意 
https://pbs.twimg.com/media/CgmkEUAUgAAPZs5.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgmkE8yUUAASzjn.jpg

宇宙天気ニュース @swnews · 4月21日 
[記事] 太陽風は低速です。コロナホールが太陽の中心に達しています。
http://swnews.jp #swnews

ゆぴかっぷる @yasogawacp · 4月20日 � Oita-shi, Oita 
4月20日、23日、25日
5月4日、17日
地震が危ないらしい

東北大震災のとき30時間前に
太陽フレアっていう太陽の周りが燃える現象が観測されて

今そのフレアがまた観測されたらしいです！

それと満月の夜は地震が起こる率が高いらしく

その２つが重なる日がこの日付らしいです！

Mr.J @JDHTV · 4月20日 
昨日太陽フレア発生してたんだ、

2〜3日で地球にとどくんだが、
地震誘発させるんだよな、これ。

nori @n0ri_tiki · 4月19日 
昨日の夜の千葉の地震、中央構造線が揺れてるんだよね。

関東以西の方は、それなりの準備を。

最大級の太陽フレア、22日は満月。月の引力があるからこそ地球がある。その影響は
大きいですよ。

Sputnik 日本 @sputnik_jp · 4月19日 
最大威力の太陽フレアが発生

http://sptnkne.ws/bdCT 
#サイエンス
https://pbs.twimg.com/media/CgZfMH9WwAAyBeF.jpg

setsuko.H @secco1019zzz · 4月18日 
Goesも乱れている。北半球から伸びるコロナホールの影響か。
天と地は連動する。太陽活動にも注視。 
https://pbs.twimg.com/media/CgTKoLGUsAEOz2e.jpg

桃源郷 earth @TougenkyoPotos · 4月18日 
【速報】今日8時56分頃、太陽の巨大黒点でM6.7のフレアが発生。
http://swnews.jp/ 
地球への影響は明日4月19日、15時前後くらいからと思われます。
※北半球のコロナホールの影響がそろそろ届くかも。 
https://pbs.twimg.com/media/CgTD9Z4UYAACxMY.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgTD9RZVAAIYfN3.jpg

greatFullDad @greatFullDad · 4月17日 
3月か4月に西日本やインドネシアで大きな地震が起きるとの予測を、台湾とカナダの
研究者が指摘して日本に向けても注意喚起していました。地磁気が異常に強くなって

いるとの事でした。

くちびるトト(パパ改め) @Kutibirupapa · 4月16日 
黒点の影響は地震でコロナホールの影響は火山だと思ってる。

168 @n1or8ma7l · 4月14日 
地磁気の逆転を示す地層が千葉とイタリアの南部イオニア海で見つかったために地質

年代の境目を示す名前について日本の「チバニアン」とイタリアの「イオニアン」っ

ていうのが一騎打ちしてるらしいからヘタクラさんにこのネタ日本とイタリアでやっ

てほしい

http://swc.nict.go.jp/contents/
http://ift.tt/1SwOslQ
https://pbs.twimg.com/media/CgmkEUAUgAAPZs5.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgmkE8yUUAASzjn.jpg
http://swnews.jp/
http://sptnkne.ws/bdCT
https://pbs.twimg.com/media/CgZfMH9WwAAyBeF.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgTKoLGUsAEOz2e.jpg
http://swnews.jp/
https://pbs.twimg.com/media/CgTD9Z4UYAACxMY.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgTD9RZVAAIYfN3.jpg


Ayaya(地震警戒モード) @cole0000 · 4月14日 
地磁気いい加減にしてくれ＿|‾|○
http://geophys.aari.ru/real_mag.php

ちくあぶ @miikuu35 · 4月14日 
結局ねむれなかったなー

あちこちに暴風アラートでてる

暴風起こす低気圧というのは、地磁気とも関係してるから、なんとなくやなムード継

続ちうやね

いさっち☆春眠…年中暁を覚えず @izayoi33 · 4月14日 
地磁気のせいなのか猫が丸くなってしまうというコメント見て、ふと横見たら普段落

ち着きなくチョロチョロするジュンタがアンモナイトになっていて、触っても全くお

きなくて、人間の鈍感さが怖くなった。

Ayaya(地震警戒モード) @cole0000 · 4月14日 
地磁気あちゃ…＿|‾|○ il||li 
https://pbs.twimg.com/media/CgBHL1VUsAATSRE.jpg

suzuki hiroco @hiroco2003 · 4月14日 
柿岡地磁気の暴れ方

http://www.kakioka-jma.go.jp/tmpimg/6q0Km0avsh.png …

りょ〜た @RYOTA5210 · 4月14日 
俺は話題になってる予言より

普通にこっちが怖い

https://pbs.twimg.com/media/CgAqylfVAAAGz9e.jpg
2016年6月〜8月
[ポールシフト]
北と南が反転する現象。

地磁気が弱まり皮膚ガン発症。

最終的には人類の70%は滅亡し
人類滅亡の危機に直面するらしい。 

中津川　昴 @subaru2012 · 4月13日 � Yonaguni-cho, Okinawa 
一昨日の夜、C級フレアが地球に直撃して、昨日は磁気嵐が発生、10時間前に太陽風速
が700km/sに達した。現在は535km/s.フレアがコロナホールの風で増幅されたようだ。
オーロラ発生確率も高まっている。 

中津川　昴 @subaru2012 · 4月12日 � Yonaguni-cho, Okinawa 
@subaru2012 コロナホールの拡大中で、地球への影響も大きくなっている 
https://pbs.twimg.com/media/Cf2Yr2-UIAAuF-2.jpg

floccus @floccus_ · 4月10日 
太陽面南半球の西１０度付近に位置しているコロナホールの影響が１１日から１２日

にかけて到来し、地磁気が乱れる可能性があります。

http://swc.nict.go.jp/mobile/index.php/news/detail/2016101 …

日本UFO目撃情報局 @ufo_mita · 4月10日 
日本UFO目撃情報局さんがNASAをリツイートしました
NASAの太陽観測衛星SDOが3月下旬に観測した長いコロナホール。コロナホールから
は太陽風が吹き出し、地球に通信障害をもたらす地磁気嵐やオーロラを発生させる。

https://www.youtube.com/watch?v=-USHcV55s8A
乃木坂46 『夏のFree＆Easy』Short Ver. 

時雨沢恵一@ＧＧＯ４巻発売中！ @sigsawa · 10時間10時間前 
私が小学生の頃から、「数年以内に東海地方を大地震が襲う」って言われ続けて、イ

スには防災ずきんがあって、何度も避難練習があったけど、未だに来ない不

気味・・・。ホント、東海・東南海・南海トラフ地震はいつ来るんだよ・・・。「そ

れが分かれば苦労しない」ｂｙ雨沢

https://www.youtube.com/watch?v=mduCFW2Ny-8
乃木坂46 『太陽ノック』Short Ver. 

https://www.youtube.com/watch?v=vEVq_Bx7_KY
【MV】 Everyday、カチューシャ / AKB48[公式] 

http://geophys.aari.ru/real_mag.php
https://pbs.twimg.com/media/CgBHL1VUsAATSRE.jpg
http://www.kakioka-jma.go.jp/tmpimg/6q0Km0avsh.png
https://pbs.twimg.com/media/CgAqylfVAAAGz9e.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cf2Yr2-UIAAuF-2.jpg
http://swc.nict.go.jp/mobile/index.php/news/detail/2016101
https://www.youtube.com/watch?v=-USHcV55s8A
https://www.youtube.com/watch?v=mduCFW2Ny-8
https://www.youtube.com/watch?v=vEVq_Bx7_KY


（４月24日）

http://85358.diarynote.jp/201604242338291124/

川内原発？ 漏れてます〜？／環境基準超が206地点も／学校教員
は非常時の無時間無制限手当無しでの勤務を課すことができるた

め重宝されている。

2016年4月24日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=VSNe8UwwVIE
Berryz工房「青春バスガイド」 （MV） 

特務機関NERV @UN_NERV · 1 分1 分前 
【ＪＲ宇都宮線 運転再開】
埼玉県内の人身事故のため一部の区間で運転を見合わせていたJR宇都宮線は、午後11
時21分ごろ、全線で運転を再開しました。
http://nerv.link/qg1rQk

特務機関NERV @UN_NERV · 22分22分前 
【京王井の頭線 運転見合わせ 2016年4月24日 23:13】
22:49頃、下北沢〜新代田駅間で発生した人身事故の影響で、現在も渋谷〜永福町駅間
の運転を見合わせています。なお、振替輸送を行っています。

みえないばくだん @hopi_domingo · 1 時間1 時間前 
川内原発？ 漏れてます〜！？
via @N0NUKES

http://85358.diarynote.jp/201604242338291124/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160424/85358_201604242338291124_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160424/85358_201604242338291124_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=VSNe8UwwVIE
http://nerv.link/qg1rQk


地震の規模が大きかった前後でhttp://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?
sort=0&key=1&b=25601 …
放射線量が上昇してる事実http://new.atmc.jp/prefs.cgi?a=kyusyu&mode= …

野良猫ゴーゴー @noraneko_go_go · 1時間1時間前 
川内原発をはさみ打ち。

https://pbs.twimg.com/media/Cgz-4TiVEAIDQTC.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 2時間2時間前 
4月24日21時44分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が20箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cgzv7M8UcAIc0gi.jpg

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 2時間2時間前 
川内原発が明らかに漏らしてる。

鹿児島、南さつま、鹿屋、都城、霧島、小林、宮崎で線量上昇。 
https://pbs.twimg.com/media/CgzvFh_UUAEiNnE.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【熊本地震 熊本と大分の被害 ２４日】
今月14日からの熊本地震では、これまでに48人が亡くなり、今も2人の行方が分かって
いません。避難している人は6万8000人に上っています。
http://nerv.link/FomVWB

Seven @aegis369 · 4時間4時間前 
九州の放射線量統合グラフ

http://amba.to/1SCETil 
何か九州の半分線量上がってます、

また何かしてやがりますか？ 
線量モニター レベル４に変わってる
鹿児島 
https://pbs.twimg.com/media/CgzUatKUYAAcN4y.png

amaちゃんださんがリツイート 
ジャック・ダニエル(緊急地震速報提供中) @JACK_DANIEL_BU · 4時間4時間前 
ジャック・ダニエル(緊急地震速報提供中)さんが安保 多稼士をリツイートしました
@hanayuu @onodekita @Tanisennzo @tokaiama

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/?sort=0&key=1&b=25601
http://new.atmc.jp/prefs.cgi?a=kyusyu&mode=
https://pbs.twimg.com/media/Cgz-4TiVEAIDQTC.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cgzv7M8UcAIc0gi.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgzvFh_UUAEiNnE.jpg
http://nerv.link/FomVWB
http://amba.to/1SCETil
https://pbs.twimg.com/media/CgzUatKUYAAcN4y.png
https://twitter.com/AmboTakashi/status/724191896508108800


https://twitter.com/AmboTakashi/status/724191896508108800

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【東武アーバンパークライン 運転再開 2016年4月24日 19:41】
六実〜新鎌ケ谷駅間で発生した人身事故の影響で、六実〜船橋駅間の運転を見合わせ

ていましたが、19:33頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

朝日新聞(asahi shimbun） @asahi · 4時間4時間前 
熊本の避難所に布の仕切り　坂茂さん代表のＮＰＯが設置 
https://t.co/O6JSACIuWZ

Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics · 5時間5時間前 
【着替え無理 丸見えの避難所】熊本県益城町の避難所における女性スペースの現状を
レポート。寝泊まりする教室は廊下から丸見え、着替えもできないという。 

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【熊本 御船町 １１１世帯に避難指示】
熊本県御船町は地滑りのおそれがあるとして、午後5時15分、辺田見地区の一部の111
世帯に新たに避難指示を出しました。

http://nerv.link/l8HuK8

junkoさんがリツイート 
繭子←∞楽愛善力∞薬師如来 26@MAYUKO · 7時間7時間前 
本日24日午後の炊き出し情報が更新されています。http://mayudama-2.bbs.fc2.com/ 
#九州地震　#炊き出し

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 7時間7時間前 
宮崎は大分経由で福岡と繋がったのか。鹿児島はまだ孤立してる。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【八重山地方 警報情報 2016年04月24日 16:25】
石垣島地方では、２４日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してく

ださい。

［石垣市］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 

https://t.co/O6JSACIuWZ
http://nerv.link/l8HuK8
http://mayudama-2.bbs.fc2.com/


【北陸地方 気象情報 2016年04月24日 16:08】
北陸地方では、黄砂が観測されています。２５日にかけて、所によっては見通しが悪

くなり、屋外では黄砂が付着するなどの影響がありますので注意してください。

neko-aiiさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
2016年4月21日 コロンビアで魚の大量死。
かなり強い酸性の雨が降った後だったと首長。

https://pbs.twimg.com/media/CgyW27EU0AA-ib_.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
PM2.5 
2016/04/24 13:00
環境基準超が206地点も。
https://pbs.twimg.com/media/CgyYs_SUcAAe_dU.jpg

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 10時間10時間前 
【熊本と大分の被害情報　24日】
住宅被害は熊本県で５４５４棟（調査途中)
避難者は熊本県で５９１か所に約６万８０００人

大分県では１５２人が避難

断水は熊本県１１市町村で約２万２０００世帯

大分県では九重町で７９１世帯

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160424/k10010496201000.html …

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
福島県全体でかなり乾燥状態になってきました。

関西にも乾燥している地域が。

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【八重山地方 竜巻注意情報】
八重山地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱

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

さい。

この情報は24日11:40まで有効です。

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 

https://pbs.twimg.com/media/CgyW27EU0AA-ib_.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgyYs_SUcAAe_dU.jpg
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160424/k10010496201000.html


東電福島原発からの風は、関東から四国方面へ。

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
海上は濃霧警報。陸上にはほとんど濃霧注意報は出ていません。

むしろ乾燥している。

https://pbs.twimg.com/media/CgxtE2yUYAAkGot.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【停電情報 2016年4月24日 9:53】
東京電力停電情報によりますと、埼玉県 の約1,300軒で停電が発生しているということ
です。

http://nerv.link/VhlGbr

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【新名神高速の橋桁落下 警察が関係先を捜索】
22日、神戸市の新名神高速道路の建設現場で橋桁が落下し、作業員2人が死亡、8人が
重軽傷を負った事故で、警察は事故の原因などを調べるため、兵庫や大阪の施工業者

の関係先を業務上過失致死傷の疑いで捜索しています。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 15時間15時間前 
名無し：2016/04/24(日) 09:24 ID:XXXXXXXX
苫小牧保健所は２３日、胆振管内厚真町の工事作業員宿舎の食堂「幌内宿舎食堂ＮＳ

」で食事をした作業員５８人が、腹痛などの食中毒症状を発症したと発表した。

neko-aii @neko_aii · 4月20日 
coco_v10 2016年4月19日
震源地で放射線量10－30倍に
最も高い線量

益城町立飯野小学校2.06μSv
陸上自衛隊高遊原分屯地1.17μSv
熊本城0.86μSv
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=110060 …

https://www.youtube.com/watch?v=GHo1a9K6rlQ
欅坂46「サイレントマジョリティー」 

https://pbs.twimg.com/media/CgxtE2yUYAAkGot.jpg
http://nerv.link/VhlGbr
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=110060
https://www.youtube.com/watch?v=GHo1a9K6rlQ


ちきりん @InsideCHIKIRIN · 3時間3時間前 
ちきりんさんがhirahaluをリツイートしました
そうなんです。防災省っていうのを作って、そこの職員は普段はヤマト運輸やセブン

イレブンの配送所で訓練を積み、災害が起こったらすぐさまその地域に飛び「避難所

運営と支援物資受け入れ」業務を全て指揮する、みたいになるべきなんです。 

報道ステーション @hst_tvasahi · 4時間4時間前 
【今、一番足りないもの 12】
熊本・益城町 平田上公民館に避難
「足りないものは、水道・下水の復旧、野菜類、下着です。」80歳男性、65歳女性、
78歳男性
#報ST
#熊本地震

赤い豚 @cochonrouge · 16時間16時間前 
なお東日本大震災では、集団を統率する能力において、学校教員は極めて高いことが

明らかになりました。

地方公務員では、無秩序化した避難所を教員が立て直した事例などが散見され、これ

も避難所(運営)を教員に任せる流れに拍車をかけています。
文科省は積極的に避難スペースにしたいみたいだしね

赤い豚 @cochonrouge · 17時間17時間前 
近年は防災(教育)などでも、学校に逃げ込ませるというのが世界的に広がりを見せつつ
ありますが、学校をこれほど大規模に広域避難所として使用する国は日本ぐらいでし

ょう。

そして、学校教員は、非常時の無時間無制限手当無しでの勤務を課すことができる

ため、重宝されている面もあるかと思います

https://www.youtube.com/watch?v=aYRZ7jPwfDU
乃木坂46 『何度目の青空か？』Short Ver. 

https://www.youtube.com/watch?v=XHdcW2axwMk
【MV】ギンガムチェック / AKB48[公式]

https://www.youtube.com/watch?v=aYRZ7jPwfDU
https://www.youtube.com/watch?v=XHdcW2axwMk


（４月24日）　検索してるの俺だ。

http://85358.diarynote.jp/201604250003572993/

公明がガン／川内原発の地盤の耐震調査にインチキがあったんだ

って／２位なのに当確という珍しい状況。

2016年4月24日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=y81Gldfg_fM
Berryz工房 『ゴールデン チャイナタウン』(Berryz Kobo[Golden ChinaTown]) (MV) 

junkoさんがリツイート 
ネトウヨの毒舌な伯父さんbot @NTUY_uncle_bot · 3 時間3 時間前 
増税もするし、残業代もゼロにするし、医療費負担や介護費負担も思いっきり増や

すし、年金支給も75歳まで先送りするし、おまけに死亡消費税までいただいちゃう
けど、君たち愛国者だろ？ これぐらいの贅沢、ゆるしてくれよなw
https://pbs.twimg.com/media/BxQc9krCAAEo9X1.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 4 時間4 時間前 
生放送で「国民の声」にブチ切れ 安倍首相“精神状態”に異変
2014年11月21日
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/155159/1 …
典型的な「自己愛」型の人間

自分に都合の悪い事実が出ると怒り狂う

https://t.co/IzLGqRAMv9

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
今日は思考の「抜け落ち」がひどい

熊本地震の直前にも同じ現象があった

将棋ソフトで王手が見えない　銀のつもりで歩を打ったりと、自分の脳味噌はどこを

彷徨ってるのかと絶望するほど

平衡感覚が失われるのも特徴

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
放射線障害を癌と白血病だけだと思っている方が多すぎます

http://85358.diarynote.jp/201604250003572993/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201604250003572993/
https://www.youtube.com/watch?v=y81Gldfg_fM
https://pbs.twimg.com/media/BxQc9krCAAEo9X1.jpg
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/155159/1
https://t.co/IzLGqRAMv9


被曝で、あらゆる障害が起きますが最も多いのは知能障害で程度の差だけです

最大の障害は知能低下と

性格崩壊、意欲減退

被曝は細胞死とDNAの変異をもたらします
神経系は再生しません

http://www.asyura2.com/13/genpatu35/msg/234.html …

Value Added News @ValueAddedNews · 6時間6時間前 
とりまきの人も諌めるなんてこともしないんでしょうね

「2004年10月の新潟中越地震での小泉純一郎首相のケースでも、避難所より先に自衛
隊を激励するなんてことはなかった」

安倍首相が被災者より真っ先に「わが軍」自衛隊を激励 

ShounanTK @shounantk · 9時間9時間前 
関西テレビの給油割り込みを

拡散し謝罪に追い込んだ女性

→実名暴露されツイート削除

取材禁止の避難所で撮影してた

ＴＢＳに抗議した勇気ある男性

その親戚がツイートで説明

→アカウント自体が削除に

マスコミ関係者から嫌がらせ？

https://www.youtube.com/watch?v=lkHlnWFnA0c
【MV】 ヘビーローテーション / AKB48 [公式] 

メレブ（脱原発） @ha_ru5 · 2時間2時間前 
NHKで、15日1:22に川内 原発に異常があったとの報告が入りました！と原稿を受け取
りながら、一言、言いました。そして、カメラが移動し、次にアナウンサーが写った

http://www.asyura2.com/13/genpatu35/msg/234.html
https://www.youtube.com/watch?v=lkHlnWFnA0c


ときには、別の話をしていましたhttp://inventsolitude.sblo.jp/article/175021297.html …
…　←これ気になる。見た人他にいますか？

https://www.youtube.com/watch?v=IRsSxKKVM7M
Berryz工房 『サヨナラ ウソつきの私』
(Berryz Kobo[Good bye to the lying me]) (MV)

neko-aii @neko_aii · 2 時間2 時間前 
(カルフォルニア)
2011.4.6 通常の181倍の放射線がペンシルベニア州の雨水から検出された
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2634949eee1b0487630710884dfc9a74 …
あるアメリカの原子力技術者は、

福島のメルトダウンがチェルノブイリと比較して

20倍以上の放射能を放出していることを試算しています
https://t.co/qOxMSLhRwP

エリック ・C @x__ok · 3時間3時間前 
なぜか川内原発の位置で地図を切るNHK。
21:00 

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
2011年9月の台風15号 ”福島を直撃”放射性物質が大量飛散
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f1391d7709511c79fa28b1a4078bef34 …
2011-09-21
東京都の観測値がとんでもない数字に

死の雨です。昨日の３〜４割り増しくらい

テレビでは報道されず、みんな雨に打たれています

濡れてはダメなんです

https://t.co/mrYOXMWceW

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
2012/03/19
東京オワタ。お台場の土から１万Bq／kgを超える高濃度セシウム検出の衝撃
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7efd52abee700a56846695451b4052b3 …
◆足立区／東綾瀬公園／雨水マス口周辺の土壌　１２４００Bq/kg

http://inventsolitude.sblo.jp/article/175021297.html
https://www.youtube.com/watch?v=IRsSxKKVM7M
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2634949eee1b0487630710884dfc9a74
https://t.co/qOxMSLhRwP
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f1391d7709511c79fa28b1a4078bef34
https://t.co/mrYOXMWceW
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/7efd52abee700a56846695451b4052b3


◆港区／お台場／街路樹の植え込み内の土壌　１０６００Bq/kg

キチガイ医 @touyoui · 4時間4時間前 
川内原発、すでに制御棒が歪んでるとか話題になってるが本当か？煽りの気もするし

、もっと煽れとは思うのだが。

放射線被曝から子どもを守る会 @MiraieforChild · 4時間4時間前 
柏崎刈羽近傍で線量率変動。２３日４時頃スパイクが。21日に柏崎刈羽原発で発煙を
確認。4月23日の柏崎市36μSv。東電は4月上旬からデータを隠してます
。http://inventsolitude.sblo.jp/article/175026848.html …

朱鷺（shuro） 1009@alice · 5時間5時間前 
「金属は高周波の高電圧にさらされるとアーク放電を起こす。これをニコラ・テスラ

が発見したわけだが、今回もアーク放電が各所で観察された。これは空から高電圧高

周波の電磁波が来ていたことを示している」

http://quasimoto2.exblog.jp/22723916/ 
「熊本地震」ついに発見：怪しい掘削事業

amaちゃんださんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro · 5時間5時間前 
熊本地震を予測、警告を発した学者は皆無（ロバート・ゲラー東大教授記事）　

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48492 …　
九州の熊本地震が10年前の新聞記事で予知・予測されていた
　http://korekichi2ch.com/archives/5482572.html …　
東大の教授が把握してなかっただけか

https://t.co/jFCGCnNSw8

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
ヘイトスピーチ法案で米軍人が保護の対象

本邦外出身者への不当な差別的言動は許されないと宣言

米軍人が在日コリアンと同様に保護される

沖縄の人々は「本邦外出身者」ではないためヘイトスピーチを受けても保護されない

戸谷真理子 @irukatodouro · 6時間6時間前 
川内原発の地盤の耐震調査にインチキがあったんだってさ　議事録が国会に残ってる

って　　http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/082/1685/08211211685008c.html …
ここにある原発↓

http://inventsolitude.sblo.jp/article/175026848.html
http://quasimoto2.exblog.jp/22723916/
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48492
http://korekichi2ch.com/archives/5482572.html
https://t.co/jFCGCnNSw8
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/082/1685/08211211685008c.html
https://pbs.twimg.com/media/Cgy8f9fUgAATeLR.jpg


https://pbs.twimg.com/media/Cgy8f9fUgAATeLR.jpg

戸谷真理子 @irukatodouro · 6時間6時間前 
川内原発の地盤の耐震調査にインチキ　国会議事録→「コアの差しかえをいたしまし

た本人の中野さんが見えておりますし、さらに科学技術庁に対しまして四名のコア差

しかえをしたという証言の内容について御報告を申し上げて」

　http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/082/1685/08211211685008c.html …
　@hanayuu

KENTARO（脱原発の電気エンジニア） @MatsuKen_1975 · 7時間7時間前 
フクイチと同じ沸騰水型原子炉（BWR）は、あの中国でも採用していません。
BWRは世界的にも評価が低かったのですが、フクイチの事故で決定的なものになりま
した。

BWRもいらない。（即廃炉へ）

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
原発情報 @genpatsuwiki · 11時間11時間前 
川内·伊方原発での避難は､福島よりも過酷だ: 熊本県内で起きた震度7の大地震で、原
子力発電所の安全問題が改めて注目されている。原発敷地内で観測された地震動が原

子炉自動停止の基準を下回っていることを理由に、「稼働停止を求め...
https://t.co/Myc6xKlOUh

フジヤマガイチ @gaitifujiyama · 14時間14時間前 
余りに酷い内容で言葉が出ない／川内原発事故　鹿児島市避難計画の実情｜政治ニュ

ース｜HUNTER（ハンター）｜ニュースサイト http://hunter-
investigate.jp/news/2016/04/post-864.html …

neko-aiiさんがリツイート 
髪きりうさぎ @kurofunemarry · 15時間15時間前 
岸井氏

ルモンド紙を初め多くの海外メディアがこんな地震が起こって、なんで原発を一旦止

めないんだと報じている

#サンデーモーニング #地震 #熊本地震 #原発

yoshitomo nara @michinara3 · 16時間16時間前 
阪神淡路大震災での避難者は約30万人だった。熊本の避難者は現在減っても8万人いる
。阪神地域との人口比で考えてみると、それ相応な援助は必要なはず。犠牲者の数で

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/082/1685/08211211685008c.html
https://t.co/Myc6xKlOUh
http://hunter-investigate.jp/news/2016/04/post-864.html


考えるのは何かが違うと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=98wrTHidYGU
乃木坂46 『制服のマネキン』Short Ver. 

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【衆院補選 北海道５区は自民・和田氏が当選確実】
与野党が全面対決する構図となった衆議院北海道5区の補欠選挙は24日に投票が行われ
、自民党の新人で公明党などが推薦する和田義明氏の初めての当選が確実になりま

した。

http://nerv.link/2cGk5o

かもした元【希望のつばさプロジェクト】 @kibounotubasa21 · 1 時間1 時間前 
【衆議院北海道５区補選】

自民党候補は、北海道・泊原発の再稼動や、農業を衰退させるTPP賛成という態度を
包み隠さずに表明した。これに対して全国的には野党の統一政策になっていないが、

池田まき候補は、原発とTPPに明確に反対する姿勢を打ち出した。そして無党派層か
ら大きく支持を集めた。

junkoさんがリツイート 
so　sora @sosorasora3 · 2時間2時間前 
北広島は、池田まきさん

https://pbs.twimg.com/media/Cgz_yK5VEAAW3sD.jpg

junkoさんがリツイート 
OMP(さらば暴政) @ompfarm · 2時間2時間前 
和田当確を出したＮＨＫ。出口調査の結果を考慮とのこと。

junkoさんがリツイート 
紗桐 @sagiri_4869 · 2時間2時間前 
2位なのに当確という珍しい状況
https://pbs.twimg.com/media/Cgz2xCgUoAE9W-V.jpg

junkoさんがリツイート 
asuka @asuka_250 · 2時間2時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=98wrTHidYGU
http://nerv.link/2cGk5o
https://pbs.twimg.com/media/Cgz_yK5VEAAW3sD.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgz2xCgUoAE9W-V.jpg


@kazumyagu 
この選挙おかしくない・・・　開票率がコレなのに？

https://pbs.twimg.com/media/Cgz7A21UYAAovDY.jpg

junkoさんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 2時間2時間前 
【落武者狩り】　北海道５区補選。明日からは“落武者狩り”が始まる。池田まき陣営の
選挙違反が徹底的に追求されることになる。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 4時間4時間前 
今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんが政局ウォッチNOW ��熊本地震速
報NOWをリツイートしました
テレビ東京の速報は、池田まきさんの方が上回っている。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 4時間4時間前 
今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがはるをリツイートしました
なんだか、この調査の図、おかしいな。

賛成と反対をすっかり同じ長さにして、両候補者支持者の意見のパーセンテージを示

してるけど、賛成と反対の総量の差を示していないので、反対が多かったとしても、

その数が小さく示されるトリック…。
https://twitter.com/harunosippo/status/724198616693280772

obatyan @obatyan1 · 6時間6時間前 
だって私、泊原発再稼働いやなんだもの。

年金もちゃんと払ってもらいたいんだもの。

選挙行って！ 
https://pbs.twimg.com/media/Cgy7WmWU8AAolRf.jpg

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
布施祐仁 @yujinfuse · 6時間6時間前 
北海道５区補選はまれにみる大接戦になってるようです。まだ投票がお済みでない方

、８時まで投票できます。社会保障や雇用や学費や保育や平和など子どもたちの未来

に大きくかかわる選挙です。子どもたちの未来のためにも、よろしくお願いします！

amaちゃんださんがリツイート 
チャンシマ ��#AntiFascist @chanshimantifa2 · 9時間9時間前 
あらま。ここまで堂々と公職選挙法違反しちゃうんだ。馬鹿だねえ 笑

https://pbs.twimg.com/media/Cgz7A21UYAAovDY.jpg
https://twitter.com/harunosippo/status/724198616693280772
https://pbs.twimg.com/media/Cgy7WmWU8AAolRf.jpg


@ishiitakaaki 
https://twitter.com/ishiitakaaki/status/724051529632616449 …
https://pbs.twimg.com/media/CgyULB-UUAAgrIN.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=HAA8OpqXJew
Berryz工房 『ああ、夜が明ける』 (MV) 

junkoさんがリツイート 
ブログ記事削除されちゃいました @wantonblog · 5時間5時間前 
『２３日、たくさんの余震が続く熊本に安倍総理が被災地入りしたらピタリと止ま

った！？＼(゜□゜)／』
⇒ http://amba.to/1WOUs9y 
まさに神技！

その内に、大地震の魔除け祈願として・・・

安倍大魔王人形が売り出されるのではないだろうか。

https://www.youtube.com/watch?v=bWyV7eZwXf8
君の名は希望 / ロマンスのスタート

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
インドア派キャンパー @I_hate_camp · 2時間2時間前 
#イケマキ「明日から自分に出来る事をまたすぐに始める」
NHK「それはどういう?」
イケマキ「それは秘密です！w」

https://www.youtube.com/watch?v=7ct5C3jU_fY
【MV】365日の紙飛行機 Short ver. / AKB48[公式] 

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
Mighty Jack @Mightyjack1 · 2時間2時間前 
本日の教訓

https://twitter.com/ishiitakaaki/status/724051529632616449
https://pbs.twimg.com/media/CgyULB-UUAAgrIN.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=HAA8OpqXJew
http://amba.to/1WOUs9y
https://www.youtube.com/watch?v=bWyV7eZwXf8
https://www.youtube.com/watch?v=7ct5C3jU_fY


１　野党共闘すれば互角に戦える

２　無党派層の支持は期待できる

３　やはり公明がガン

闘いはこれからです。

絶望なんかしてやるもんか。

https://www.youtube.com/watch?v=DeGkiItB9d8
欅坂46 『サイレントマジョリティー』 

１％のひらめき @hirameki1p · 2 時間2 時間前 
俺は３だった

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

…９かと思ったら７でした…ｗｗ

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月25日0:10
cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 

われわれ一人ひとりの気が狂うことは稀である。

しかし、集団・政党・国家・時代においては、日常茶飯事なのだ。

ニーチェ

https://www.youtube.com/watch?v=DeGkiItB9d8
https://pbs.twimg.com/media/CJdfxVlUYAAnrtO.jpg
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4月25日0:10

cmk2wlさんがリツイート 
さばんな @pechy_lockchy · 4月23日 

@ZBo4w @cmk2wl うわぁぁぁぁ、その中の一件「喉のしこり」って検索してるの俺だ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月25日1:32
　

vw81 @vw81_b · 2時間2時間前  
熊本の震災、善意有る多くの方から寄付金が集まってる。しかし福島の死の灰漏洩で避難移住し

ている人にはもう寄付金・義援金は送らないのでしょうか？なんか日本人が全員で福島の死の灰

漏洩は無かった事にしたいのでしょうか？年間２０ミリシーベルト迄の被曝は問題無いと思うの

でしょうか？

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


（４月24日）　「関西のおうちには一家に一台たこ焼き機があるって本当ですか？」

http://85358.diarynote.jp/201604250123362541/

【拡散】被災者の方々「九州全ての旅館ホテル組合加盟の空きが

ある宿泊施設に無料３食付で避難可能！」／九州なのに原発ぶら

ぶら病だよ／ワクチンにガン化ウィルス。

2016年4月24日 ダイエット コメント (1)

kaz @kazunoriminato1 · 11時間11時間前 
【緊急拡散依頼】熊本県の被災者の方々へ（FB未開設の方用）
「九州全ての旅館ホテル組合加盟の宿泊施設のうち、空きがある宿泊施設に今なら無

料３食付で避難可能です！」

問い合わせは佐賀県旅館ホテル組合0954-42-0240へ、毎日9:00-18:00まで対応させて
いただきます。

NHKニュース @nhk_news · 4月23日 
アウトドアショップが車中泊の避難者にテント貸し出し

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160423/k10010495881000.html … #nhk_news

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

おばんです。

０４月２４日の、

２２時３３分でした♪

札幌はプラス１０℃。無風。

満月が黄色く光る、穏やかな夜。

さて、情報チェックだけします…☆

http://85358.diarynote.jp/201604250123362541/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201604250123362541/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160425/85358_201604250123362541_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160425/85358_201604250123362541_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160425/85358_201604250123362541_3.jpg
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160423/k10010495881000.html
https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8


ところでこの欄のカテゴリをあえて「ダイエット」に、

入れてしまったせいでしょうか…（＾＾；）…

多数のご来場、ありがとうございます。

皆さんに「長寿と繁栄を！」

（＾＾；）

少しでも、脱被曝のお役に立てれば幸いです…☆

https://www.youtube.com/watch?v=z52Q_ejCUXM
Berryz工房『1億3千万総ダイエット王国』
Berryz Kobo[130 million Diet-minded Country]) （MV）

発想トイレ @hassotoilet · 6 時間6 時間前 
【実は健康に良いこと】空腹は長寿に繋がる。「長寿（若返り）遺伝子」と呼ばれ

るサーチュイン遺伝子が空腹で活性化するとされているため。この遺伝子は、活性酸

素の抑制、病原体を撃退する免疫抗体の活性化、全身の細胞の遺伝子修復など、様々

な老化防止機能を持つという。 #有益なことをつぶやこう

NHKニュース @nhk_news · 12時間12時間前 
【防ごう！エコノミークラス症候群】

長引く避難生活。エコノミークラス症候群と診断されるケースが相次いでいます。症

状の特徴や予防法をまとめました。発症した女性の証言も動画で掲載しました。

http://www3.nhk.or.jp/news/special/0420economycs/ … #nhk_news
https://t.co/4KvYh2SqcU

https://www.youtube.com/watch?v=MLdFpc0LS3U
何度目の青空か？

カラパイア @karapaia · 60分60分前 
【RT400UP】 ペットボトル問題の解決策。食べられるし何度も使える藻類でできたボ
トルを開発（アイルランド） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216236.html …
https://pbs.twimg.com/media/CgzwEukUgAM837j.jpg

日経新聞写真部 @nikkeiphoto · 10時間10時間前 
【熊本地震】長引く避難生活に建築家の坂茂氏らが、避難所である体育館に“個室”を用
意しました。その様子を見に来た被災者や設置を手伝った学生の声とともにお伝えし

ます。三村カメラマン撮影 http://s.nikkei.com/1VuTkbM
https://pbs.twimg.com/media/CgyZXCFU4AE58GH.jpg

カラパイア @karapaia · 10時間10時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=z52Q_ejCUXM
http://www3.nhk.or.jp/news/special/0420economycs/
https://t.co/4KvYh2SqcU
https://www.youtube.com/watch?v=MLdFpc0LS3U
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216236.html
https://pbs.twimg.com/media/CgzwEukUgAM837j.jpg
http://s.nikkei.com/1VuTkbM
https://pbs.twimg.com/media/CgyZXCFU4AE58GH.jpg


【RT3000UP】 ねっ、簡単でしょ？ガムの包み紙と乾電池を使って一瞬で火をおこす
方法【サバイバル術】 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52182639.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cgx6MC1UYAEtinL.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
木下英樹 @kinobiotics · 4月23日 
これは使える！！

親戚がテントで避難生活をしている場所にボランティアの方が作ってくれた簡易型コ

ンロ。土に穴を二ヶ所掘ってトンネルの様に繋げるだけ。ロケットストーブの原理で

下から風が入るので燃焼効率がよい。ちょっと感動！

https://pbs.twimg.com/media/CguA3txUgAEr664.jpg

…（＠＠；）…火傷注意…☆

非一般ニュースはアカウント凍結 @kininaru2014111 · 48分48分前 
ＩＨ調理器は、これまで人類が遭遇した調理器具のなかで、もっとも危険極まりない

ものです。猛烈な強さの電磁波を発生するからです。アメリカでのＩＨ調理器普及

率は、わずか０．４％。http://www.asyura2.com/13/health16/msg/233.html …

ジョージ @GeorgeBowWow · 1時間1時間前 
【これが低線量被曝の恐ろしさ。今や全日本であり得る事態。】「勘違いしてる人が

多い。被曝は免疫力が低下する全身衰弱病。」

http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11372091004.html

neko-aii @neko_aii · 2時間2時間前 
"Fibrodysplasia
西日本でも

子供を白血病で失いたくないなら

雨に当てては絶対にダメだ。

日本の上空には

Ｆ１由来の放射性ガスが常時漂っており、

西日本でも雨が降れば空間線量が上昇。

1960年前後の大気圏核実験時代でも、
雨に常時濡れると白血病リスク上昇"

野口晴哉bot @nharuchikabot · 3時間3時間前 
健康法とか、治療法とかが要るつもりになっているのは、知識に酔って生の感覚が鈍

くなっているからだ。

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
richardkoshimizu’s blog
2011/04/01　より
東京湾に突如出現した黒い雲、

にわか雨。雨にぬれて「咳、倦怠感」

都内在住ですが私の知り合い

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52182639.html
https://pbs.twimg.com/media/Cgx6MC1UYAEtinL.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CguA3txUgAEr664.jpg
http://www.asyura2.com/13/health16/msg/233.html
http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11372091004.html


都内と多摩付近在住5名が
気管支炎で通院。

状況を聞くと急に昼頃

雨に降られたので傘を差して無かったと

neko-aii @neko_aii · 3時間3時間前 
AKIRA23150220 2015年10月
多くの人々が体調を崩し始めた

先週２人の子を残し

42歳の主婦が乳癌で逝った
癌と分かって死に至るまでが

余りに早い

放射能被爆

被害が身近で出始めた

映画「黒い雨」で被曝者が

毎年、次々亡くなっていく

シーンが頭をよぎる

九州なのに原発ぶらぶら病だよ @yuritake1964 · 3 時間3 時間前 
コンビニ各社の店舗で販売するオリジナルっぽいパン類。袋の裏を見るとほとんどの

店で売ってるのがヤ〇ザキですね。パンを使って内部被曝を国民に拡散させるつもり

なら、あっという間に拡げられる。とっくにやってるか。#内部被曝　#フクイチ

朱鷺（shuro） 1009@alice · 5時間5時間前 
「まず第一に、予防接種を受けると、子供たちはほとんどすぐに病気になることにこ

れまで気付いていましたか？ これは、インフルエンザのウィルスが体内に注入される
ことによります」

http://ameblo.jp/welcome-elohim/entry-11715041273.html …
『予防接種の方がインフルエンザ自身よりも危険である』

amaちゃんださんがリツイート 
しんちゃん @shinchann2008 · 5時間5時間前 
「甲状腺がん多発原因は、被ばくしかない」津田俊秀 岡山大学教授。ライター 和田
秀子 女性自身 ２０１６年４月２４日。
http://jisin.jp/smart/serial/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84/social/23752
…

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
「甲状腺がんは、予後がいいから大丈夫、なんていう専門家もいますが、急にしこり

が大きくなったり、すでに肺転移や再発をしたりしている子もいる。盲腸じゃないん

ですよ、がんなんです。私たちは日々、転移や再発を心配しながら生活しているん

です」郡山市内に住み事故当時中二の息子が甲状腺がんに。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 6 時間6 時間前 
名無し：04/24 17:28
焼き肉のたれ「ジャン」（モランボン株式会社）を使うと毎回背中上部と肩の後ろが

痛くなる。筋肉を攻撃するセシウムが入ってるとしか思えない。…

http://ameblo.jp/welcome-elohim/entry-11715041273.html
http://jisin.jp/smart/serial/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84/social/23752


丸美屋の麻婆豆腐の素を使うと、いつも口の内皮が白く浮き上がってはがれ落ちる

SBのカレー、シチューでも同じ…

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 6時間6時間前 
名無し：04/24 16:06
https://www.facebook.com/michiko.kobayashi.9638/posts/1721675938113384 …
親友が心筋梗塞で緊急入院した。

金曜日はどうしても仕事の都合で休みが取れず、今日になって病院に行った。

私たちまだ49歳だよ、勘弁してくれよ〜…

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 6時間6時間前 
名無し：04/24 16:04
沖縄県豊見城市在住

東京都葛飾区出身

https://www.facebook.com/daisuke.kawabe.33/posts/1018723611554741 …
久々に姉と会って

話したけど

48歳だけど
同級生が2人も心筋梗塞で
急死したって。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 6時間6時間前 
名無し：2016/04/24(日) 15:58 ID:XXXXXXXX
岩手県盛岡市在住

https://www.facebook.com/sega1964/posts/1057651540988422 …
今日は初めて同じ日に、二名の方の通夜にいきました。

どちらも40代と若くして癌におかされました。

エドワードの心得 @ed_kokoro · 10時間10時間前 
夜更かしのデメリットだ。

・脂肪や糖の代謝が落ち、太る

・代謝が乱れ、肌や髪、爪がカサカサ、バサバサになる

・免疫力が低下し、病気になりやすく治りにくい

・ホルモンバランスが乱れ、自律神経が不安定になる

・体や疲れが回復できない

・集中力が続かなくなる

kumakuma @kumasan1111 · 4月23日 
kumakumaさんがみえないばくだんをリツイートしました
背に腹は代えられぬとはいっても、これは切ない。どさくさに紛れていろんな汚染食

品が入ってくる。相手は善意で送ってくれているだけに表立って文句も言えぬ。3.11
避難移住者がさらに別の場所へ直ぐに避難した人が多い理由はこういうところにも。 
https://twitter.com/hopi_domingo/status/723432063072751617

九州なのに原発ぶらぶら病だよ @yuritake1964 · 4月22日 
大変な思いをされて東日本から九州へ避難・移住されてきた方がたくさん居られる

のに、福岡では汚染廃棄物が燃やされ続け、熊本では地震と放射能汚染。鹿児島には

https://www.facebook.com/michiko.kobayashi.9638/posts/1721675938113384
https://www.facebook.com/daisuke.kawabe.33/posts/1018723611554741
https://www.facebook.com/sega1964/posts/1057651540988422
https://twitter.com/hopi_domingo/status/723432063072751617


川内原発。なんか気の毒で、済みませんです。

SARYU @whiskys_high · 4月22日 
フクシマの避難移住者が、クマモトの被災者に栃木や宮城の物件を紹介したらアカン

でしょ。配慮が足りないと思うよ。

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
chai-nom @chainom · 4月5日 
数百万人が打ったワクチンにガン化ウィルス(SV40など)を混入させていた事をメルク
社が認める！ http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=313622&g=131206 … ：病
気から身を守るはずのワクチンが　実は　遺伝子レベルで傷をつけ　癌を発症させる!!

https://www.youtube.com/watch?v=9SS_uqzyhok
乃木坂46 『命は美しい』Short Ver. 

あめひろ @hitohirosma · 8時間8時間前 
避難所に中居くんが現れるでしょ、出会った人は「わぁー中居くんが来たぁ来てくれ

たんだぁ」って嬉しくなって笑顔になるでしょ、そしてその笑顔になった人たちがそ

の場に居なかった人の所に行くと「どうしたの？」って会話から笑顔が生まれるよね

。笑顔を振り撒くってこういうことなのかなぁって思った

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
癒し猫bot @healingcat_bot · 8時間8時間前 
#猫画像
https://pbs.twimg.com/media/BWmZ-lQCQAAEIdT.jpg

１％のひらめき @hirameki1p · 12時間12時間前 
超笑った

https://pbs.twimg.com/media/CJTaYOdUEAQI9d7.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CJTaY_ZVAAAKz2n.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=dFf4AgBNR1E
【MV】恋するフォーチュンクッキー / AKB48[公式] 

１％のひらめき @hirameki1p · 5時間5時間前 
妹「ねーお姉ちゃんお父さんたち離婚したらどっちについてく？」

わたし「おいやめろ縁起でもない」

父「別にお前らはどっちについていっても構わないけど、これだけは言わしてもらう

、

　お父さんは お 母 さ ん に つ い て 行 く 」

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=313622&g=131206
https://www.youtube.com/watch?v=9SS_uqzyhok
https://pbs.twimg.com/media/BWmZ-lQCQAAEIdT.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CJTaYOdUEAQI9d7.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CJTaY_ZVAAAKz2n.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dFf4AgBNR1E


アサーティブジャパン @assertivejapan · 4月23日 
「塩分やカロリーに気をつけたりタバコやお酒をひかえたりするのもいいけど、日々

自分を肯定することも大事な『健康法』。ダメだなあと思っても『うん、そういう自

分もかわいいよね」と肯定してみる。続けると効果が出ますよ」#アサーティブ

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月25日1:31
坂口恭平 @zhtsss · 5 時間5 時間前 
今後の地震と原発を考えると、娘アオの言う通り海外移住して、他の言語を獲得しておいたほう

が生きのびる技術は高まるだろう。僕とフーは日本でもいいと思ったが、子供達の未来を考える

と日本語だけでは生きていけない。蘭学の研究か。。おらんだ正月。森銑三を読み返すかね。

フジタ@墓の中から5/4東２ム26aへ @tsugu_ioriku · 7時間7時間前 
東京に移住して東の人たちに「関西のおうちには一家に一台たこ焼き機があるって本当ですか？

」て聞かれて私を含め関西出身者達が「ハハハ、そんなことはないよ〜」って言いつつ「まあ、

ウチにはあったけど」「うちにも」「私ん家にも」「ウチんとこも」ってなったのなかなかクー

ルだった( ˘ω˘ )
 

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


（４月25日）　まだまだ世界記録の更新は続くぞ。

http://85358.diarynote.jp/201604250848437063/

南九州の放射線量が上がっているようです。

2016年4月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 55 分55 分前 
#クライシスカレンダー 04/25【2005年 JR福知山線列車脱線転覆事故】09:18頃発生 死
者107人負傷者562人 尼崎〜塚口駅間で上り快速電車が速度超過によりカーブで脱線
転覆、隣接するマンションに激突し大破。JR発足後最悪の国内鉄道事故に。企業責任
の在り方にも注目が。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
日々のネパール情報 @infonepal · 11時間11時間前 
#ネパール 地震から一年の今日、各地で追悼イベントが行われている。スワヤンブナー
ト入り口にて。

https://pbs.twimg.com/media/CgzxqxhU0AA01on.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=p2bx9n-ybrU

http://85358.diarynote.jp/201604250848437063/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160425/85358_201604250848437063_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160425/85358_201604250848437063_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160425/85358_201604250848437063_3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgzxqxhU0AA01on.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=p2bx9n-ybrU


secret base 〜君がくれたもの〜 ZONE 

ホワイトフード @whitefood1 · 11 分11 分前 
4月25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/Cg182qbUUAA86nz.jpg

junko @junko_in_sappro · 1時間1時間前 
『２３日、たくさんの余震が続く熊本に安倍総理が被災地入りしたらピタリと止ま

った！？＼(゜□゜)／』
⇒ http://amba.to/1WOUs9y 
２２日までに８００回を超す地震が起きていたのに、

２３日は、一度も地震が起こらない(笑)これは偶然か？

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
イスラエルの原子炉で技術的問題が頻発と現地紙報じる。核開発の噂も（HARBOR
BUSINESS）
http://www.asyura2.com/16/warb17/msg/594.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【熊本・大分の被災地は雨に 今後の気象情報に注意】
熊本県や大分県の被災地は、25日の夕方ごろにかけて雨が降る見込みです。被災地で
は今週、雨の降りやすい日が続くため、気象庁は今後の気象情報に注意するよう呼び

かけています。

http://nerv.link/dwePOl

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
川内·伊方原発での避難は､福島よりも過酷だ　｢原発避難計画の検証｣の上岡直見氏が

警告（東洋経済）

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/543.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
大間原発運転シュミレーター完成・披露 
http://ooma.exblog.jp/22745869/

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cg182qbUUAA86nz.jpg
http://amba.to/1WOUs9y
http://www.asyura2.com/16/warb17/msg/594.html
http://nerv.link/dwePOl
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/543.html
http://ooma.exblog.jp/22745869/


柏崎刈羽近傍で線量率変動

http://inventsolitude.sblo.jp/article/175026848.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
福島第一原発汚染水（４月４週）—海岸付近の井戸の４箇所で過去最高の放射性物質

濃度—

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1784.html …
事故後の「過去最高濃度を記録」というのは100回以上聞いてると思う
まだまだ世界記録の更新は続くぞ

フクイチにプルトニウム製金メッキメダルを

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
「着火する川」フラッキングに警鐘、豪政治家

http://www.afpbb.com/articles/-/3085104 …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
空からゴルフボール大の石礫が大量に降ってきたら？

ミャンマーで「ゴルフボール」大のひょう伴う暴風雨、8人死亡
https://t.co/yT2hwKYzrd

やのっち @_yanocchi0519 · 8時間8時間前 
現在、南九州の放射線量が上がっているようです。線量モニターが広域でレベル３を

計測しています。直ちに人体に影響が出るレベルではないでしょう。風向きを考慮す

ると川内原発辺りが怪しい！？

https://netc.com
https://pbs.twimg.com/media/Cg0SNK8UkAAKngN.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【京王井の頭線 運転再開 2016年4月24日 23:59】
下北沢〜新代田駅間で発生した人身事故の影響で、渋谷〜永福町駅間の運転を見合わ

せていましたが、23:50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 · 9時間9時間前 
【ＪＲ宇都宮線 運転再開】
埼玉県内の人身事故のため一部の区間で運転を見合わせていたJR宇都宮線は、午後11
時21分ごろ、全線で運転を再開しました。

http://inventsolitude.sblo.jp/article/175026848.html
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1784.html
http://www.afpbb.com/articles/-/3085104
https://t.co/yT2hwKYzrd
https://netc.com/
https://pbs.twimg.com/media/Cg0SNK8UkAAKngN.jpg
http://nerv.link/qg1rQk


http://nerv.link/qg1rQk

野良猫ゴーゴー @noraneko_go_go · 10時間10時間前 
川内原発をはさみ打ち。 
https://pbs.twimg.com/media/Cgz-4TiVEAIDQTC.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=UO6FY4kJ4Y4
365日の紙飛行機 - AKB48（フル）
 

https://pbs.twimg.com/media/Cgz-4TiVEAIDQTC.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=UO6FY4kJ4Y4


（４月25日）　地球最後の告白を。

http://85358.diarynote.jp/201604250851481792/

「創価学会の人はこれでいいの？」／川内原発の制御棒が作動し

ないらしい／原発を今も止めない政府の行いは殺人行為だ。

2016年4月25日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

https://www.youtube.com/watch?v=qE3uDuy-suY
【公式】PERFECT HUMAN 歌詞ありver.【オリラジ】 

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【迷走】神奈川の公明党ポスターが謎すぎると話題に！「党首は誰？」「創価学会の

人はこれでいいの？」の声

https://t.co/ZWwIEt4Sg7

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
完全な不正選挙！

【速報】北海道５区補選、自民党和田氏が当選確定！ 
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/16114健康法.jp/archives/16114 
30代以外、すべての世代で池田が和田を上回っている
投票率は、もの凄い人出なのに５６％と前回なみしかない

http://85358.diarynote.jp/201604250851481792/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160425/85358_201604250851481792_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160425/85358_201604250851481792_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160425/85358_201604250851481792_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=qE3uDuy-suY
https://t.co/ZWwIEt4Sg7
http://???.jp/archives/16114
https://t.co/mtOZlxcsBb


https://t.co/mtOZlxcsBb

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
投票率５７．６３％というが、ツイッターやネットの声は、投票所はどこも凄い人で

大変だというものばかり

自民党は奥の手を使って池田氏への投票を消しているとしか思えない

「投票所　凄い人」で検索してごらん

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
北海道補選　東京都知事選とまったく同じ投票操作が行われたと断定してよいと思う

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
ムサシを使ったインチキ選挙でなければ自公は絶対に勝てない

https://t.co/sBEaQj1lsA

https://www.youtube.com/watch?v=c64sQsABKcM
浜田ばみゅばみゅ - なんでやねんねん [full ver.] 

amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
北海道新幹線、予約率2割で50億赤字確実…経営危機のJR北海道、鉄道事業継続困難
を示唆

http://biz-journal.jp/2016/04/post_14860.html …
中央リニアは、これより桁違いに低くなる

東京名古屋間、2時間が40分になるのはカタログデータ　実際には乗り換え地上出入り
に30分かかるから
https://t.co/xnAz9oKlSk

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
福島・見捨てられた甲状腺がん患者の怒り（女性自身）

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/542.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
ゲスい！ 安倍首相が選挙対策で直前に視察&激甚災害指定！ 北海道では自民党が熊本
地震を選挙広告に利用

https://t.co/1JIsThgcJy

https://t.co/sBEaQj1lsA
https://www.youtube.com/watch?v=c64sQsABKcM
http://biz-journal.jp/2016/04/post_14860.html
https://t.co/xnAz9oKlSk
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/542.html
https://t.co/1JIsThgcJy


amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
「次の震度７が別の場所で起きる可能性がある中で、首相は外遊に出掛けるのか。：

山崎 雅弘氏」　
http://sun.ap.teacup.com/souun/19887.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
2chの噂：熊本地震により川内原発の制御棒が入る長いシリンダーが歪み、制御棒の出
し入れが100%作動しないらしい
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/547.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
安倍首相が被災者より真っ先に「わが軍」自衛隊を激励！ 小泉首相の中越地震視察で
もなかった露骨行動に唖然

https://t.co/FTnef2REcf

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
【真実は？】「電通・ＮＨＫ、「パナマ文書」で風評被害、似た名が記載」と朝日が

報じヤフートップに！

https://t.co/g5biaAuNGT

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
これが絶対的真実！

2011.4.6 通常の181倍の放射線がペンシルベニア州の雨水から検出された 
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2634949eee1b0487630710884dfc9a74 … 
アメリカの原子力技術者は 福島のメルトダウンがチェルノブイリと比較して 20倍以上
の放射能を放出していることを試算しています

https://t.co/i0EaJx8Cic

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
田中俊一委員長「熊本はマグニチュード７．３、川内原発は８．１で評価してる」←

止めない理由

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4618.html …
世紀のウソ！　M8.1で550ガルの地震など存在しない　岩手内陸地震4000ガルで評価
しろ！

エリック ・C @x__ok · 5 時間5 時間前 

http://sun.ap.teacup.com/souun/19887.html#readmore
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/547.html
https://t.co/FTnef2REcf
https://t.co/g5biaAuNGT
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2634949eee1b0487630710884dfc9a74
https://t.co/i0EaJx8Cic
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-4618.html


【川内原発止めろ！】 免震機能を省いて再稼動した川内原発を今も止めない政府の行
いは殺人行為だ。　03:00 

amaちゃんださんがリツイート 
okoku @nukefamily · 8時間8時間前 
【北海道新幹線】予約率2割で50億赤字確実…経営危機のJR北海道、鉄道事業継続困
難を示唆 http://biz-journal.jp/2016/04/post_14860.html … 
開業1ヶ月で赤字路線確実って、いよいよ終わってんな....
https://t.co/fwe6Vw2AKd

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
Br■■n Sato @BrainSato · 8 時間8 時間前 
前にも言ったけど、新党大地公認の某市議会議員の奥さんも、イケマキを応援してい

たよ。

「宗男さんは娘可愛さにおかしくなってしまった。町村さんにも沢山嫌がらせを受け

てきた。議員にとって党という看板は大きな支えだけど、もうウンザリ。これからは

政党ではなく、人で選ぶことにしたんです」

春橋哲史 @haruhasiSF · 9 時間9 時間前 
22日にフクイチ敷地内で負傷し、緊急搬送された作業員の方は「約1ヶ月間の入院加療
を要す見込み」と診断されたとのこと。ご快癒をお祈りする。労災等が気になるが、

東電の直接雇用ではないので、これ以上の情報は出ないだろう。　東電のリリース→

　http://www.tepco.co.jp/press/report/2016/1278797_8693.html …

https://www.youtube.com/watch?v=o3LRazARRmU
Wagakki Band Live 和楽器バンド 地球最後の告白を
 

http://biz-journal.jp/2016/04/post_14860.html
https://t.co/fwe6Vw2AKd
http://www.tepco.co.jp/press/report/2016/1278797_8693.html
https://www.youtube.com/watch?v=o3LRazARRmU


（４月25日）

http://85358.diarynote.jp/201604252252121557/

熊本地震の数日前から（今も）西日本の人達が「Wi-Fi が切れや
すい。重い」など、不具合の書き込みがネットにあるけど、これ

は3.11大震災の前後に東北〜関東でも報告されていた宏観。

2016年4月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
3.11直後から5月頃まで、室内にいても（線量計：黄TERRA）が異常を検知する事
が度々あって、原発事故が起ってたので「やばいな」と思ったけど、室内の他の線量

計は異常なし。調べたら（古いTERRA）は「地震の前の岩盤崩壊時の強烈なピエゾ現
象で、誤検知する事がある」ことがわかった

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
Wi-Fi の不具合
熊本地震の数日前から（今も）西日本の人達が「Wi-Fi が切れやすい。重い」など、不
具合の書き込みがネットにあるけど、これは3.11大震災の前後に東北〜関東でも報告さ
れていた宏観。ほんと酷かったよね（あと線量計TERRAの暴走。今日２回あった。た
ぶん太平洋）

https://www.youtube.com/watch?v=IGmzfECQ25c
Saiyuki Gunlock - Shiro no jumon (Doa) [full] 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
九州で要注意なのは、ここ。たぶん

何年後になるか？は、わからないけど、去年、マグニチュード7.0の巨大地震が起って
、その後も異常な地震活動があった九州南西沖地震。この延長線上が、今回の熊本地

震の震源。これが中央構造線断層に続いてる

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/700688579106721792

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
熊本地震

4月24日21時15分〜25日21時15分現在までの、この24時間の間に発生してる地震分
布（印がある場所が震源）

未だに地震活動自体は活発。このうち体に感じる震度１以上の地震は１９回。大きな

有感地震は納まりつつありますね

TELSTAR宇宙情報 @telstar_news · 2時間2時間前 
今日の #宇宙天気
SWC 宇宙天気情報センター　4月25日 15時00分
http://swc.nict.go.jp/contents/ 
"太陽風速度は高速な５５０ｋｍ／ｓ前後で推移しましたが、地磁気活動は静穏で
した。"

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.9】青森県東方沖 深さ77.2km 2016/04/25 19:31:31

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
25日17時02分ごろ
震源地：フィジー近海（マグニチュード5.3・深さ598.6km）の深発地震。
震源の深さ：598.6km （プレートの更に下の地球内部のマントル内での地震）
https://pbs.twimg.com/media/Cg4dtkRUoAAhmrJ.jpg
地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.3】FIJI REGION 598.6km 2016/04/25 17:02:46JST, 2016/04/25 08:02:46UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-17.9465,-
178.4604%28+%5BM5.3%5D+FIJI+REGION+598.6km+2016%2F04%2F25+17%3A02%3A46JST%2C+2016%2F04%2F25+08%3A02%3A46UTC+%29&ll=-
17.9465,-178.4604&z=4&t=h …

http://85358.diarynote.jp/201604252252121557/
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(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005liq …

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M4.7】VANUATU 117.9km 2016/04/25 16:37:01JST, 2016/04/25 07:37:01UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
14.9206,167.4736%28+%5BM4.7%5D+VANUATU+117.9km+2016%2F04%2F25+16%3A37%3A01JST%2C+2016%2F04%2F25+07%3A37%3A01UTC+%29&ll=-
14.9206,167.4736&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005lij …

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M4.4】KURIL ISLANDS 88.9km 2016/04/25 10:12:44JST, 2016/04/25 01:12:44UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=49.889,156.1008%28+%5BM4.4%5D+KURIL+ISLANDS+88.9km+2016%2F04%2F25+10%3A12%3A44JST%2C+2016%2F04%2F25+01%3A12%3A44UTC+%29&ll=49.889,156.1008&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005lhf …

宇宙天気ニュース @swnews · 11 時間11 時間前 
[記事] 500km/秒の高速太陽風が続いています。 http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M5.3】TONGA 11.2km 2016/04/25 07:24:34JST, 2016/04/24 22:24:34UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-17.6474,-
173.0273%28+%5BM5.3%5D+TONGA+11.2km+2016%2F04%2F25+07%3A24%3A34JST%2C+2016%2F04%2F24+22%3A24%3A34UTC+%29&ll=-
17.6474,-173.0273&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005lgm …

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
森永麻衣子 @maikomorinaga · 4月24日 
益城の姪っ子から画像が届きました。

感謝を込めてだそうです。

https://pbs.twimg.com/media/CgyCuVkVEAAgHJ7.jpg
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（４月25日）　ある朝目覚めたら、／野生動物が支配する世界へと変貌していた 。

http://85358.diarynote.jp/201604252252321760/

やはり川内原発付近の線量上がってる／ホントに大丈夫なの？

2016年4月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【ＪＲ福知山線脱線事故から１１年 追悼慰霊式】
１０７人が死亡したＪＲ福知山線の脱線事故から１１年の２５日、現場近くの兵庫県

尼崎市のホールでは、事故が起きた時刻に合わせて追悼慰霊式が行われました。

http://nerv.link/W75L9T

https://www.youtube.com/watch?v=OMVcgTGeDfI
最遊記Late-show 

カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
カラパイア : あの忌まわしい事故からちょうど30年。チェルノブイリは今、野生動物が
支配する世界へと変貌していた http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216426.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cg4poX2U0AEZQsh.jpg

ジョージ @GeorgeBowWow · 3 時間3 時間前 
ジョージさんがホワイトフードをリツイートしました

やはり川内原発付近の線量上がってる。 
https://twitter.com/whitefood1/status/724431034348003329

まゆ 084@mayu · 3時間3時間前 
北海道、九州はラドン？

柏崎の線量が有料情報で見れないのが残念。（近い所のマークは長野） 
https://pbs.twimg.com/media/Cg4sP5EUUAEouOS.jpg
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特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【熊本地震 熊本と大分の被害 ２５日】
熊本地震では、これまでに49人が亡くなり、避難している人は4万8000人余りに上っ
ています。

http://nerv.link/OSixy6

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
これ熊本地震の報道に、かき消されて日本では、あまり報道してないと思うんだけど

、米国CNNなどは動画で報道してますよ。
「4月22日：日本が開発中の国産ステレス戦闘機。初のテスト飛行が愛知県で行われた
。https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/724501948821426176 …」
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/724501948821426176

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 5時間5時間前 
【避難生活によるとみられる死者は１３人に】

今回の地震のあと今月１８日に入所していたグループホームで死亡した宇土市の８０

代の男性について、体への負担など一連の地震の影響で亡くなったと思われるケース

に当たると発表しました。

【青の党・森の人】 @MN_hito · 5時間5時間前 
川内原発に決まってる。

@luki_luki@whitefood1 こっちでも（http://netc.com ）九州の線量が下がらないんだ
けど、というかだんだん上がっている気がするんだけど、ホントに大丈夫なの？

ホワイトフード @whitefood1 · 6時間6時間前 
4月25日17時54分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が55箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cg4E0k6U4AA75h7.jpg

木野龍逸 (Ryuichi KINO) @kinoryuichi · 6時間6時間前 
玄海原発事故　福岡市に高線量モニタリングポストは未設置！　　— 無防備都市の
実情 —｜政治ニュース｜HUNTER（ハンター）｜ニュースサイト http://hunter-
investigate.jp/news/2016/04/post-869.html …

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
柏崎市街地に設置されているモニタリングポストで昨夜スパイク（一点高）あり。

http://nerv.link/OSixy6
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/724501948821426176
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/724501948821426176
http://netc.com/
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
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柏崎刈羽原子力発電所から 約7kmの地点。
周辺のモニタリングポストではそこだけがスパイク

https://pbs.twimg.com/media/Cg4AmONVEAAhX3A.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
Japan’s first stealth fighter jet test
防衛省が開発を進める国産のステルス戦闘機。愛知県の上空で、高度3000mまで上昇
、初のテスト飛行。http://edition.cnn.com/2016/04/23/asia/japan-first-stealth-fighter-jet-
airplane/index.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cg3yrscUoAAxvb-.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 9 時間9 時間前 
【湘南新宿ライン 運転再開 2016年4月25日 15:04】
赤羽〜池袋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、

14:57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。

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
海上濃霧警報はずっと続いています。が、陸上には濃霧注意報はほとんど発令されて

いません。何かの予兆ではないかと様子を見ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【熊本地震「激甚災害」に指定】

政府は２５日、熊本県などで相次ぐ地震で大きな被害が出ていることを受けて、被災

地の復旧・復興を迅速に進めていくため、今回の地震による被害を「激甚災害」に指

定することを決定しました。

http://nerv.link/YDVaTy

やのっち @_yanocchi0519 · 11時間11時間前 
続》南九州で放射線量が上がっている場所は、陸上自衛隊の駐屯地、分屯地に合致

する？

http://s.webry.info/sp/richardkoshimizu.at.webry.info/201604/article_156.html …
上記のような情報もあるようです。現在、線量モニターがレベル４を計測している地

域もあります。 
https://pbs.twimg.com/media/Cg3AsFWUYAEnfKM.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【常磐線[水戸〜いわき] 運転再開 2016年4月25日 12:45】
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大津港駅付近で発生した踏切支障の影響で、運転を見合わせていましたが、12:28頃、
運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 15時間15時間前 
【熊本と大分の被害情報　25日】
・熊本地震で亡くなった人は益城町をはじめ熊本県７市町村で４８人

・南阿蘇村では今も２人不明

・避難生活による負担など地震関連死は１２人に

・負傷者は熊本県では重傷２７０人、軽傷１０４２人

　大分県では重傷４人、軽傷２３人

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
東電福島原発からの風は、リアルタイムアメダスの島嶼部、岬の突端の観測と、GPV
の予報から見ても、西日本の太平洋岸の広い範囲に。

https://pbs.twimg.com/media/Cg2NZc4UcAALdNp.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
☆ @Minami_R18 · 18時間18時間前 
どうしよ、一昨日のツイートでは半信半疑だったけど柏崎刈羽原発、何かやらかして

ベントでもしたのかな？港でピーク値がこれだぜ？マズイだろ？ニュースになってな

いよね？

https://pbs.twimg.com/media/Cg1duz8UkAALzrz.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=HtuidZ2o-fA
K-ON! - Tsubasa Wo Kudasai

カラパイア @karapaia · 1時間1時間前 
【RT4900UP】 ある朝目覚めたら、ベランダのプランターがハヤブサの子育て会場
となっていた http://karapaia.livedoor.biz/archives/52175204.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cg4wgQKUoAAJZk9.jpg

１％のひらめき @hirameki1p · 5時間5時間前 
地域別「自動車学校」の略し方 
北海道：「自学」 
東北：「自車校」 
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関東：「教習所」 
群馬 : 「 ةدايقلا ميلعت  سرادم  」 
東海：「車校」 
北陸：「自校」 
関西：「教習所」 
中国：「車校or自校」 
四国：「教習所」 
九州：「車校」

沖縄：「自練」

１％のひらめき @hirameki1p · 7時間7時間前 
みなさん急になんで晴れになり

暑くなったと思います？？

【松岡修造が帰国しました】

【松岡修造が帰国しました】

【松岡修造が帰国しました】

【松岡修造が帰国しました】

【松岡修造が帰国しました】

【松岡修造が帰国しました】

https://www.youtube.com/watch?v=fgQHgO1ijx8
カサブタ　高音質 

１％のひらめき @hirameki1p · 8時間8時間前 
老人ホームの川柳レベル高ぇw
https://pbs.twimg.com/media/CNKn5vYUAAAuFb5.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=WWB01IuMvzA
God knows... ’’The Melancholy of Haruhi Suzumiya’’ 
【涼宮ハルヒの憂鬱】　【Kadokawa公認MAD】 
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（４月26日）　ソードフィッシュ。…（めかじき）…

http://85358.diarynote.jp/201604260848491680/

4月26日。チェルノブイリ原発事故から今日で30年。

2016年4月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

鳥びあ @Bird_Trivia · 12分12分前 
鳥は感じる地磁気による方位と体内時計により、時間とともに移動する太陽の位置を

正確に把握している。晴れた日の移動では、地域により乱れや強弱のある地磁気でな

く太陽の位置から方位を補正しながら航行している。 #Birds #Trivia

https://www.youtube.com/watch?v=pKQlKygAMrg
【MV】 涙サプライズ ! / AKB48 [公式] 

地震マップ @eq_map · 1 時間1 時間前 
【M5.2】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 10.0km 2016/04/26 06:47:15
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-55.6176,-
26.7501%28+%5BM5.2%5D+SOUTH+SANDWICH+ISLANDS+REGION+10.0km+2016%2F04%2F26+06%3A47%3A15JST%2C+2016%2F04%2F25+21%3A47%3A15UTC+%29&ll=-
55.6176,-26.7501&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bhq …

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M5.3】TAIWAN REGION 10.0km 2016/04/26 03:13:15JST, 2016/04/25
18:13:15UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=21.3214,121.0555%28+%5BM5.3%5D+TAIWAN+REGION+10.0km+2016%2F04%2F26+03%3A13%3A15JST%2C+2016%2F04%2F25+18%3A13%3A15UTC+%29&ll=21.3214,121.0555&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bg6 …

TELSTAR宇宙情報 @telstar_news · 10時間10時間前 
今日の #宇宙天気
SWC 宇宙天気情報センター　4月25日 15時00分
http://swc.nict.go.jp/contents/ 
"太陽風速度は高速な５５０ｋｍ／ｓ前後で推移しましたが、地磁気活動は静穏で
した。"

https://www.youtube.com/watch?v=F32epua9VQs
【MV】 大声ダイヤモンド / AKB48 [公式] 

ソウル・フラワー・ユニオン @soulflowerunion · 8時間8時間前 
4月26日。チェルノブイリ原発事故から今日で30年。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016042502000144.html …
http://www.asahi.com/articles/ASJ4Q3TNVJ4QULBJ00H.html …
http://www.sankei.com/affairs/news/160425/afr1604250025-n1.html …

https://www.youtube.com/watch?v=dFf4AgBNR1E
【MV】恋するフォーチュンクッキー / AKB48[公式] 

夢見月水龍＿壁|ω・`) @kuronekoya_y · 22分22分前 
避難所に車両型郵便局（時事通信） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20160425-00000057-jijp-soci.view-000 … #Yahooニュース
https://t.co/AKPSEkzu6k

NHKニュース @nhk_news · 32分32分前 
【閉鎖が続く郵便局も 熊本地震で郵政は】 熊本県では１１の郵便局で営業の休止が続
いています。阿蘇市にある「かんぽの宿」では２００人以上の方が避難生活を続けて

います。迅速な被災者受け入れには、実は東日本大震災の教訓が生かされてました。

http://85358.diarynote.jp/201604260848491680/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160426/85358_201604260848491680_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160426/85358_201604260848491680_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160426/85358_201604260848491680_3.jpg
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http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bhq
http://maps.google.co.jp/maps?q=21.3214,121.0555%28+%5BM5.3%5D+TAIWAN+REGION+10.0km+2016%2F04%2F26+03%3A13%3A15JST%2C+2016%2F04%2F25+18%3A13%3A15UTC+%29&ll=21.3214,121.0555&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bg6
http://swc.nict.go.jp/contents/
https://www.youtube.com/watch?v=F32epua9VQs
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016042502000144.html
http://www.asahi.com/articles/ASJ4Q3TNVJ4QULBJ00H.html
http://www.sankei.com/affairs/news/160425/afr1604250025-n1.html
https://www.youtube.com/watch?v=dFf4AgBNR1E
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160425-00000057-jijp-soci.view-000
https://t.co/AKPSEkzu6k


https://t.co/Y2KoVTSZ2V

NHK科学文化部 @nhk_kabun · 34分34分前 
【熊本地震　熊本と大分の被害 ２６日】熊本地震では、これまでに４９人が亡くなり
、今も１人の行方が分かっていません。避難している人は４万８０００人余りに上っ

ています。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160426/k10010498431000.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cg6_ZTVU8AAmbyW.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 37分37分前 
4月26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/Cg7GcjtUYAA6lZ1.jpg

NHKニュース @nhk_news · 43分43分前 
避難所の必要物資 タブレット端末で把握へ
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160426/k10010498511000.html … #nhk_news

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 45分45分前 
名無し：2016/04/25(月) 23:36 ID:XXXXXXXX
新潟県で0.36μSv/h、0.56μSv/h観測
http://silvershield.link/0-36-0-56/
https://pbs.twimg.com/media/Cg7HkS3U0AAD5aR.jpg

原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 4時間4時間前 
【電力中世専制国家３】原発事故を起こしたのに原発再稼働に夢中の犯人たちは、事

故処理も福島の環境回復も放ったらかしだ。今度は、ＡＬＰＳから出た廃液の保管用

の容器から、高濃度廃液が漏れていた。そのうち高線量で作業もできなくなるだろう

。

http://goo.gl/gOKBUo

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
2016年4月　ブラジルの海岸でソードフィッシュ（めかじき）が大量死。
https://www.youtube.com/watch?v=EWnTJh7j7Fw …
https://pbs.twimg.com/media/Cg5uSVBUgAAmi0i.jpg

まゆ 084@mayu · 12時間12時間前 
北海道、九州はラドン？

柏崎の線量が有料情報で見れないのが残念。（近い所のマークは長野） 
https://pbs.twimg.com/media/Cg4sP5EUUAEouOS.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=qJ-Drv9tVjI
【MV】 言い訳Maybe / AKB48 [公式] 

１％のひらめき @hirameki1p · 6時間6時間前 
埼玉のご当地キティを見て泣いてる。ただのギャグじゃねえか…なんもないんだな
埼玉…
https://pbs.twimg.com/media/CO0noJUU8AAkODi.jpg

https://t.co/Y2KoVTSZ2V
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160426/k10010498431000.html
https://pbs.twimg.com/media/Cg6_ZTVU8AAmbyW.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cg7GcjtUYAA6lZ1.jpg
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160426/k10010498511000.html
http://silvershield.link/0-36-0-56/
https://pbs.twimg.com/media/Cg7HkS3U0AAD5aR.jpg
http://goo.gl/gOKBUo
https://www.youtube.com/watch?v=EWnTJh7j7Fw
https://pbs.twimg.com/media/Cg5uSVBUgAAmi0i.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cg4sP5EUUAEouOS.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=qJ-Drv9tVjI
https://pbs.twimg.com/media/CO0noJUU8AAkODi.jpg


（４月26日）　カワウソが可愛いすぎるwww

http://85358.diarynote.jp/201604260850087310/

国際基準では「動かしてはいけない」川内原発／被災地の１日は

平穏な日常の１日とは違う。１日が何倍にも感じる／3.11避難移
住者がさらに別の場所へ直ぐに避難した人が多い理由。

2016年4月26日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

エリック ・C @x__ok · 59分59分前 
伊方原発が危ない。。本当に危ない。伊方も免震機能がない。同じく免震機能を省い

て再稼動してしまった川内原発もすぐに止めろ。

１％のひらめき @hirameki1p · 59 分59 分前 
澤村の楽器演奏コラ

https://pbs.twimg.com/media/CNFryuZUwAAvwUj.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CNFrzHeVEAA9jZp.jpg

Moco&Rie☆Goku(熊本地震) 1121@Moco · 4時間4時間前 
Moco&Rie☆Goku(熊本地震)さんがライブドアニュースをリツイートしました
避難はペット同行が基本です。自分が飲まなくても身体が小さいペットには私は水を

飲ませます。赤ちゃんと同レベルに脱水症になるのに。涙が出るほどかなしいことを

いう人がいる。あなたの水をくださいとは言ってないですよね？

https://twitter.com/livedoornews/status/724370738447159296

https://www.youtube.com/watch?v=WdhMjzfg6-k
【MV】フライングゲット （ダンシングバージョン） / AKB48 [公式] 

ゆりん @yurin_korira90 · 3分3分前 

http://85358.diarynote.jp/201604260850087310/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160426/85358_201604260850087310_1.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CNFryuZUwAAvwUj.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CNFrzHeVEAA9jZp.jpg
https://twitter.com/livedoornews/status/724370738447159296
https://www.youtube.com/watch?v=WdhMjzfg6-k


発達障害者配慮なく＝避難所入れず物資困窮—家族ら「無理解を痛感」・熊本地震（

時事通信） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160426-00000008-jij-
soci … #Yahooニュース
まさしくこれ、恐れていた事。

自治体は発達障害者について事前に避難所とか決めておいて欲しい。

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 8分8分前 
【避難所の必要物資 タブレット端末で把握へ】熊本県などの一連の地震で避難を続け
る人たちに速やかに支援物資を届けようと、国は、タブレット端末で必要とする物資

の情報を把握するシステム導入へ

。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160426/k10010498511000.html?
utm_int=news_contents_news-main_004 …
https://pbs.twimg.com/media/Cg7Ei26UoAImbO3.jpg

金子勝 @masaru_kaneko · 10分10分前 
【検証を】全国の自治体職員や建築士の協力で、熊本・益城町などで応急判定がな

され、被災建物の半数が「危険」と判明。https://goo.gl/mNbkES 
首相の「1日で全員屋内避難」指示が被害を拡大させたか。検証すべきです。

NHK「クローズアップ現代＋」公式@nhk_kurogen · 19分19分前 
「あまりの事態に、足が震える…」
熊本地震の被災地で感染症防止の指揮にあたる医師の言葉です。

5万人が避難生活を続ける中、下痢や嘔吐の症状を訴える人が相次ぎ、感染症の拡大が
懸念されています。

被災者をどう守るのか。放送は夜10時です
https://t.co/EPmul2K9Xi

さのじゅん(スイミー) @sanojun53 · 27分27分前 
【「『物資が欲しければ避難所に入ればいい』と門前払いされた。入れないから苦し

んでいるのに」。発達障害の息子（１５）がいる熊本市の岡田丈二さん（５０）は悔

しそうにつぶやいた】

https://t.co/nBkEgU0lp8

仙台弁こけし @jugokeshi · 52分52分前 
今朝の河北新報。避難所で食物アレルギーに配慮した食事ば提供することについての

記事だっちゃ。アレルギーは命に関わっから、気ぃつけないとなや。 
https://pbs.twimg.com/media/Cg67kxbUUAAMNZL.jpg

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160426-00000008-jij-soci
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160426/k10010498511000.html?utm_int=news_contents_news-main_004
https://pbs.twimg.com/media/Cg7Ei26UoAImbO3.jpg
https://goo.gl/mNbkES
https://t.co/EPmul2K9Xi
https://t.co/nBkEgU0lp8
https://pbs.twimg.com/media/Cg67kxbUUAAMNZL.jpg


仙台弁こけし @jugokeshi · 53分53分前 
今朝の河北新報。多賀城のイラストレーターさんが避難生活の経験ばまとめたイラス

トが反響を呼んでいるんだと。小さな子どもば抱える母親の視点だっちゃ。 
https://pbs.twimg.com/media/Cg67e-pU4AEhT4L.jpg

野口健 @kennoguchi0821 · 8時間8時間前 
大型テント50張りは本日出荷し明後日、総社市へ。今週中にはテント村に届けられ
ます。１日でも早く届けたい。被災地の１日は平穏な日常の１日とは違う。１日が何

倍にも感じることも。そして１日１日が重たい。今夜も車中泊をされている人達が沢

山いる。人目にさらされる避難所での生活もやはり過酷。

https://www.youtube.com/watch?v=vEVq_Bx7_KY
【MV】 Everyday、カチューシャ / AKB48[公式] 

きんちゃん　変革を！ @czg05361 · 5 分5 分前 
国際基準では「動かしてはいけない」はずが…稼働続ける川内原発〈AERA〉（dot.）
- Yahoo!ニュース http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160425-00000144-sasahi-
soci … #Yahooニュース

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 35 分35 分前 
名無し：04/26 03:55
地震だけじゃない！ 原発の恐怖 キーワードは三菱
三菱重工製の配管欠陥で米サンオノフレ原発が廃炉へ！ 問われる「原発輸出」の損害
賠償リスク

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/36079 …
#川内も三菱製
https://t.co/SBEPXRc7kE

nihei yoshiharu @nyao002 · 44分44分前 
1年以上前の動画ですが。。
大丈夫か？？

官僚の文章を棒読み。

何も考えてないと言えるんだろうね。。>_<
☞　「大規模噴火でも川内原発は安全」　安倍総理 http://5.tvasahi.jp/000035888?

https://pbs.twimg.com/media/Cg67e-pU4AEhT4L.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=vEVq_Bx7_KY
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a=news&b=np …

ogawabfp @ogawabfp · 46分46分前 
これは抜粋記事なので、アエラ購入して全文読もうと思います。

国際基準では「動かしてはいけない」はずが…稼働続ける川内原発 〈AERA〉｜dot.ド
ット 朝日新聞出版 http://dot.asahi.com/aera/2016042500144.html?page=2 …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 52分52分前 
名無し：04/25 20:21
東京オリンピックは開催できない！ドイツ首相、

日本は放射能が強すぎ、危険すぎる！日本以外の国では常識！

#３月に来日した独首相○放射能の問題を指摘したが安倍は激怒し追い返した
https://pbs.twimg.com/media/Cg7GSvWUgAIHIC_.jpg

森本たかおん @TakaoMorimoto · 55分55分前 
大地震がきたらガスコンロさえとめるのに、 震度７でもキケンな原発をとめないな
んて、 アベ政権は異常だよね・・・これ世間の常識！！
http://sharetube.jp/article/2293/ 
日本政府は福島第一原発で世界をこれだけ汚染させた。今度は熊本大地震が起きても

川内原発を停止させない

https://t.co/Q6GfERzcME

cyclechabumaro @cyclochabumaro · 2 時間2 時間前 
チェルノから今日で３０年、どれほどの人がそのことを知っているのだろう？たった

５年前のフクイチを忘れる人には、チェルノなんてないものになっているんだろうな

。

波座魔っ健痔〜 @an_zurich · 12時間12時間前 
波座魔っ健痔〜さんが Ⓜペッコをリツイートしました
人体実験のデータ収集の為に日本人は存在してます、米国人にとっちゃ。これは残念

ながら極秘の汚約束。だから今のヌポン政府のやってる事はその汚約束を忠実に実行

してるだけの事。フクイチの石棺阻止の命を下したのは国際（米国）原子力資本

です。 
https://twitter.com/pecko178/status/724431800508928000

NHKドキュメンタリー @nhk_docudocu · 14時間14時間前 
今週のＢＳ１より。移住させられたものの、新しい土地になじめず、危険を承知で故

http://dot.asahi.com/aera/2016042500144.html?page=2
https://pbs.twimg.com/media/Cg7GSvWUgAIHIC_.jpg
http://sharetube.jp/article/2293/
https://t.co/Q6GfERzcME
https://twitter.com/pecko178/status/724431800508928000


郷に戻って生活を続けるおばあちゃんたち。畑を耕し、魚をつり、キノコを採って暮

らす姿を追ったドキュメンタリー　

「チェルノブイリのおばあちゃん」

火曜深夜０時

https://t.co/so4OzzKiyA

ニュース速報(国際) @ceek_world · 16時間16時間前 
【チェルノブイリ原発事故30年】線量計なく手で除去、顧みられなかった80万の兵
士ら 隠蔽され、いまも... （産経新聞）
https://t.co/jY0O0XxJiC

vw81 @vw81_b · 4月24日 
熊本の震災、善意有る多くの方から寄付金が集まってる。しかし福島の死の灰漏洩で

避難移住している人にはもう寄付金・義援金は送らないのでしょうか？なんか日本人

が全員で福島の死の灰漏洩は無かった事にしたいのでしょうか？年間２０ミリシーベ

ルト迄の被曝は問題無いと思うのでしょうか？

kumakuma @kumasan1111 · 4月23日 
kumakumaさんがみえないばくだんをリツイートしました
背に腹は代えられぬとはいっても、これは切ない。どさくさに紛れていろんな汚染食

品が入ってくる。相手は善意で送ってくれているだけに表立って文句も言えぬ。3.11
避難移住者がさらに別の場所へ直ぐに避難した人が多い理由はこういうところにも。 
https://twitter.com/hopi_domingo/status/723432063072751617

https://www.youtube.com/watch?v=lkHlnWFnA0c
【MV】 ヘビーローテーション / AKB48 [公式] 

１％のひらめき @hirameki1p · 7時間7時間前 
千葉県の動物園の流しカワウソが可愛いすぎるwww
https://pbs.twimg.com/media/CLIlCDsUMAAypSX.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CLIlCTzUYAAA1St.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=-7YJkt-4R1A
【MV】上からマリコ / AKB48 [公式] 

https://t.co/so4OzzKiyA
https://t.co/jY0O0XxJiC
https://twitter.com/hopi_domingo/status/723432063072751617
https://www.youtube.com/watch?v=lkHlnWFnA0c
https://pbs.twimg.com/media/CLIlCDsUMAAypSX.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CLIlCTzUYAAA1St.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-7YJkt-4R1A


（いいなこれ♪）

そうだよ。「わたしが選んだ」生き方をしてるんだよ…♪

cmk2wl @cmk2wl · 2 分2 分前 
方向を間違えたり、やりすぎたりしないようにするには、まず本当は重要でもなんで

もない沢山のことにノーと言う必要がある。

スティーブ・ジョブス



（４月26日）　魔法使いの恋人が。

http://85358.diarynote.jp/201604262353208484/

破局噴火／九州の火山が本気だしたら北海道まで火山灰／これが

地震大国日本の実態です。

2016年4月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?
v=AIu0JOjbGuE&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=30&shuffle=28330
パラソル天動説 - 谷山浩子 

わたきあ@有機えだ豆栽培 @machiotohideaki · 33秒33秒前 
ポールシフトの話これね！

http://style.nikkei.com/article/DGXMZO99642720U6A410C1000000?
channel=DF130120166020 …　　　　　
別に本当でも勘違いでもどっちでも良い。

http://style.nikkei.com/article/DGXMZO99642720U6A410C1000000?
channel=DF130120166020

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
これ、見ると腰ぬかすでしょ

日本は地震大国なんですよ。これ（4月26日21時45分）までの１か月間に、日本全土
で起ってる地震です。これが地震大国日本の実態です。このうち（震度1以上）だけ、
気象庁が国民へ伝えてる。これで原発。ご臨終

https://pbs.twimg.com/media/Cg-IN62UYAAI0BN.jpg

地震マップ @eq_map · 1 時間1 時間前 
【M5.1】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 35.0km 2016/04/26 21:08:43
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-59.4217,-
26.9579%28+%5BM5.1%5D+SOUTH+SANDWICH+ISLANDS+REGION+35.0km+2016%2F04%2F26+21%3A08%3A43JST%2C+2016%2F04%2F26+12%3A08%3A43UTC+%29&ll=-
59.4217,-26.9579&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005blt …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
Kumamoto : Earthquake locations for the past 30 days.© NIED
https://pbs.twimg.com/media/Cg9erooXEAAyxLF.jpg

1000 @chihiro37578502 · 4時間4時間前 
まじでやばい

地震雲は地下から出る電磁波でできるんだけど、その電磁波が地震がある前に出るこ

とが科学的にも物理的にも証明されてる。 
https://pbs.twimg.com/media/Cg9d0PoWMAA05ZY.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
Seismicity map around Kumamoto.
2016/04/25 18:00 - 2016/04/26 18:00 : ©Kyushu University
https://pbs.twimg.com/media/Cg9WQqmW0AAq9aY.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
Kumamoto Earthquake: Japan Meteorological Agency (4/26 15:00)
https://pbs.twimg.com/media/Cg8xhPxWYAAO6ZP.jpg

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � Papua, Indonesia 
【M5.7】PAPUA, INDONESIA 75.0km 2016/04/26 13:19:52JST, 2016/04/26
04:19:52UTC

http://85358.diarynote.jp/201604262353208484/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160426/85358_201604262353208484_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160426/85358_201604262353208484_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160426/85358_201604262353208484_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=AIu0JOjbGuE&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=30&shuffle=28330
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO99642720U6A410C1000000?channel=DF130120166020
http://style.nikkei.com/article/DGXMZO99642720U6A410C1000000?channel=DF130120166020
https://pbs.twimg.com/media/Cg-IN62UYAAI0BN.jpg
http://maps.google.co.jp/maps?q=-59.4217,-26.9579%28+%5BM5.1%5D+SOUTH+SANDWICH+ISLANDS+REGION+35.0km+2016%2F04%2F26+21%3A08%3A43JST%2C+2016%2F04%2F26+12%3A08%3A43UTC+%29&ll=-59.4217,-26.9579&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005blt
https://pbs.twimg.com/media/Cg9erooXEAAyxLF.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cg9d0PoWMAA05ZY.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cg9WQqmW0AAq9aY.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cg8xhPxWYAAO6ZP.jpg


(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
4.4689,140.1815%28+%5BM5.7%5D+PAPUA%2C+INDONESIA+75.0km+2016%2F04%2F26+13%3A19%3A52JST%2C+2016%2F04%2F26+04%3A19%3A52UTC+%29&ll=-
4.4689,140.1815&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bki …

ともき御前(´・ω・`) @TomAcura · 9時間9時間前 
普段と明らかに違う地磁気と地電流を嫌がって地上に這い出てきたんやろうなぁ。

宏観の一つだから警戒してええと思うがな(´·ω·`)
高知県でモグラが大量死　地震板で話題に 
https://t.co/WR7K3QyQNl

宇宙天気ニュース @swnews · 11 時間11 時間前 
[記事] 高速の太陽風が続いています。磁気圏は比較的静かです。 http://swnews.jp
#swnews

https://www.youtube.com/watch?v=eOrNMZXugQI&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=27
【みんなのうた】まっくら森の歌 (歌ってくれました) 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
地球は「地殻変動期」に入ってるんだよね

地球が誕生し、地震や噴火を繰り返し、今のような「地球＝大陸の構成」になった。

人類が、この地球上に誕生した（時間軸）としたら、ものの数分の出来事。まばたき

をしてる時間ぐらい。その「まばたき」が、今、起ってると想像できない人は、生き

残れないね

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
自然災害という概念

3.11の時の津波映像でもわかるけど、想像を絶する事が起って初めて人間は「他人事で
はないわ」と思う訳ですよね。それで、やっと災害に備える。九州の火山が過去の規

模で本気だしたら、北海道まで火山灰。都市機能が麻痺する

https://pbs.twimg.com/media/Cg972FIWgAA_4fd.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
最悪な想定をするならば、去年の阿蘇山の大噴火後、約6kmの深さにあるマグマだま
りが、悪さをしていて、今回の熊本地震の断層が刺激されて、阿蘇付近を中心に地震

が起ってる可能性もあるよね。最近TVでも、9万年前の破局噴火の事を言い出してる
https://pbs.twimg.com/media/Cg93L6ZWUAAhZQw.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
25日に気象庁も、阿蘇山の「噴火警報・予報」で発表してるんだよね
噴火の兆候となる（火山性微動）の大きな変化はないとしながらも、火山ガスが、約2
倍の2400トンになってること（詳細
：http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20160425160144.html …）

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
4月26日：NHK
「阿蘇山の深さ6kmにあるとされる（マグマだまり）が、今回の熊本地震で西側に
約50センチ引き伸ばされ、変形した可能性がある。今後の火山活動に注意が必要。」
（防災科学技術研究所：最新の解析）

https://www.youtube.com/watch?v=Csy0GNrv5lo&index=8&list=PL2F86081EE7A8A5E8
雨になりたい - 谷山浩子 

わたきあ@有機えだ豆栽培 @machiotohideaki · 5分5分前 
今年の夏、北極軸と南極軸が入れ替わるポールシフトが起きて生物の70%が死滅…か
。

それは本当でも勘違いでもどっちでも良い。

それより、

寺山修司の『種子』を思い出した。

例え世界の終わりが明日だとしても

君は種子を蒔くことができるか

うーむ…

どうしよう

http://maps.google.co.jp/maps?q=-4.4689,140.1815%28+%5BM5.7%5D+PAPUA%2C+INDONESIA+75.0km+2016%2F04%2F26+13%3A19%3A52JST%2C+2016%2F04%2F26+04%3A19%3A52UTC+%29&ll=-4.4689,140.1815&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bki
https://t.co/WR7K3QyQNl
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=eOrNMZXugQI&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=27
https://pbs.twimg.com/media/Cg972FIWgAA_4fd.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cg93L6ZWUAAhZQw.jpg
http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20160425160144.html
https://www.youtube.com/watch?v=Csy0GNrv5lo&index=8&list=PL2F86081EE7A8A5E8


https://www.youtube.com/watch?v=d5y-a_VExew&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=72
魔法使いの恋人が逃げた - 谷山浩子 

https://www.youtube.com/watch?v=d5y-a_VExew&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=72


（４月26日）　大学の図書館に「図書消毒機」なるデカい機械が設置されていた。

http://85358.diarynote.jp/201604270042127976/

チェルノブイリ強制避難ゾーン ５.362μSv/h／栃木県那須塩原市
２０μSv/h／国際基準では「動かしてはいけない」はずが…稼働
続ける川内原発。

2016年4月26日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=AqfsyJm3I5s&index=23&list=PL2F86081EE7A8A5E8
谷山浩子 「花を飾ってKAMAKURA」 

neko-aii @neko_aii · 57分57分前 
(すべては気づき03/04/2016)
これは福島第一原発構内でもなければ、

福島県内でもありません。

チェルノブイリにおける強制避難ゾーン

5.362μSv/h
栃木県那須塩原市

20μSv前後/h
桁が１つ違うのです。 
https://pbs.twimg.com/media/Cg-EccMU4AAHIgQ.jpg

大澤聡 @sat_osawa · 1時間1時間前 
しばらく気がついてなかったのだけど、大学の図書館に「図書消毒機」なるデカい機

械が設置されていた（→http://www.e-okura.co.jp/library/ec002.html …）。紫外線照射
と消臭抗菌剤を含む送風でページ間に挟まった細かいゴミやホコリ、臭いなどを除去

するらしい。

【２６日２２：３０〜２２：４０】

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1461678000/1011-0010-101000-

http://85358.diarynote.jp/201604270042127976/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160427/85358_201604270042127976_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=AqfsyJm3I5s&index=23&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://pbs.twimg.com/media/Cg-EccMU4AAHIgQ.jpg
http://www.e-okura.co.jp/library/ec002.html
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1461678000/1011-0010-101000-201604262240.gif?t=1461678641


201604262240.gif?t=1461678641

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
shinji G @ACA_Lab · 1時間1時間前 
熊本地震：九州新幹線、早期再開が絶望的 - 毎日新聞
https://t.co/IUugA5mhe8

天仙 @tensenten · 2時間2時間前 
福島第一原発2号機格納容器 調査口付近は1Sv/h以上の超高線量であることが発覚〜東
電会見 http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=305714&g=132108 ……

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【常磐線[上野〜水戸] 運転再開 2016年4月26日 21:19】
常磐線(各停)内で発生した人身事故の影響で、上野〜土浦駅間の運転を見合わせていま
したが、21:10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。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【東京メトロ千代田線 運転再開 2016年4月26日 21:14】
綾瀬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、21:05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。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【京浜東北根岸線 運転再開 2016年4月26日 20:47】
川口駅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、20:45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 · 4時間4時間前 
【ＪＲ京浜東北・高崎・宇都宮線 運転再開】
東十条駅で起きた人身事故の影響で、全線で運転を見合わせていたJR京浜東北線と高
崎線、それに宇都宮線はいずれも運転を再開しました。

http://nerv.link/slmJUi

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【宇都宮線[上野〜宇都宮] 運転再開 2016年4月26日 19:21】
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、

19:11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://t.co/IUugA5mhe8
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=305714&g=132108
http://nerv.link/slmJUi


特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【高崎線 運転再開 2016年4月26日 19:21】
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、

19:11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 · 4時間4時間前 
【湘南新宿ライン 運転再開 2016年4月26日 19:05】
京浜東北根岸線内で発生した人身事故の影響で、大宮〜新宿駅間の運転を見合わせて

いましたが、18:42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 · 4時間4時間前 
【熊本地震 熊本と大分の被害 ２６日】
熊本地震では、これまでに49人が亡くなり、今も1人の行方が分かっていません。避難
している人は4万1000人余りに上っています。
http://nerv.link/0kRgLP

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 4時間4時間前 
【熊本地震 死者は４９人 関連死の疑いは１４人に】今回の地震で熊本県で亡くなった
のは７市町村で計４９人に。また、避難生活による体調悪化など地震の影響で亡くな

ったと思われる人は計１４人に

。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160426/k10010499241000.html?
utm_int=news_contents_news-main_001 …

タニ　センゾー @Tanisennzo · 6時間6時間前 
“地震後、川内原発はIAEAが定める安全基準を満たせない状況になっている”
“国際基準に照らせば少なくとも、周辺地域が平常状態に戻るまで原発を動かしてはい
けないのだ”
国際基準では「動かしてはいけない」はずが…稼働続ける川内原発
http://dot.asahi.com/aera/2016042500144.html …

4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 6時間6時間前 
テレビ東京が伝えた年間被曝線量が1ミリシーベルトを超える地域
（公式アーカイブ動画→　http://goo.gl/IM2njK 　）
本来、入ってはいけない危険地域。ご覧のように首都圏にまで及んでいます

AKIRA @AKIRA23150220 · 7時間7時間前 

http://nerv.link/0kRgLP
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160426/k10010499241000.html?utm_int=news_contents_news-main_001
http://dot.asahi.com/aera/2016042500144.html
http://goo.gl/IM2njK


福一の溶融した核燃料の塊は再臨界し、超高温6,000℃に達し核金属の粒子を空気中に
放出している。

この核燃料の塊が、更に地下深く侵攻し日本全土に毛細血管の様に張り巡る地下水脈

に到達した結果、超高温のスチームが、海に放出される。

その結果、日本近海の海面温度が上昇し濃霧が発生する。

cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 
4月26日15時　光化学オキシダント(OX)
大都市圏 工場地帯ではどこも上昇しています。
オキシダントの本質は何なのか、考えてみてください。

https://pbs.twimg.com/media/Cg9C4ViWYAAK_a0.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【九州北部地方（山口県を含む） 気象情報 2016年04月26日 15:32】
九州北部地方では、２６日夜から２８日にかけて雨となり、２７日から２８日は土砂

災害のおそれがあります。４月１４日からの地震により揺れの大きかった地域では、

土砂災害に警戒してください。

レスキューナウ危機管理情報センターさんがリツイート 
柏市水道部 @kashiwa_suido · 10 時間10 時間前 
本日10時30分ごろ，高柳1500地先の道路で，水道管の切断事故がありました。周辺に
お住まいの方は，にごり水が発生するおそれがありますので，あらかじめ汲み置きを

お願いします。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【上毛電鉄上毛線 運転再開 2016年4月26日 12:56】
上泉〜赤坂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、12:50
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。

amaちゃんださんがリツイート 
Seven @aegis369 · 11時間11時間前 
高知県でモグラが大量死　地震板で話題に 
http://alfalfalfa.com/articles/151138.html … 
高知県にてモグラが大量に地面に上がってます。

南海トラフ地震の前兆か...

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 

https://pbs.twimg.com/media/Cg9C4ViWYAAK_a0.jpg
http://alfalfalfa.com/articles/151138.html


濃霧注意報 2016-04-26 04:43　
陸上に濃霧はほとんどない。

海上濃霧警報 2016/04/26 05:40　
海上はほとんど濃霧で日本列島は包まれている。

https://pbs.twimg.com/media/Cg71UMlUUAEoLQ0.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cg71TfYU8AAsYWr.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
添付図より過去の風は四国、九州まで到達しています。

さらに、これから先も東電福島原発からの風は西日本に向かいます（添付）

https://pbs.twimg.com/media/Cg70PycUoAAOfg_.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
スクラップ置き場で火災が頻発しているのは、放射性物質による静電気でしょ。

これからも続く。

朱鷺（shuro） 1009@alice · 15時間15時間前 
チェルノブイリ事故（保存用） http://touyoui.blog98.fc2.com/blog-entry-437.html …
「チェルノブイリ事故から、２０１６年４月２６日で、ちょうど３０年となる。

結論を言えば、５０以上の村や町が、廃村となった。これからの日本はもっとひどく

なるだろう」

【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 16 時間16 時間前 
コンビニで、買える安全な食品って、クリスタルガイザーの水ぐらいじゃないかな

4_Sea_ セブンイレブン向けチルド弁当工場、さいたま市に　1日10万食！
　http://matome.naver.jp/odai/2138634225963750201 … …　「さいたま市と同じ線量
　ウクライナで健康な子どもは６％」だそうです。

https://www.youtube.com/watch?v=54u2mM9l27U&index=78&list=PL2F86081EE7A8A5E8
さよならDINO　谷山浩子
 

https://pbs.twimg.com/media/Cg71UMlUUAEoLQ0.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cg71TfYU8AAsYWr.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cg70PycUoAAOfg_.jpg
http://touyoui.blog98.fc2.com/blog-entry-437.html
http://matome.naver.jp/odai/2138634225963750201
https://www.youtube.com/watch?v=54u2mM9l27U&index=78&list=PL2F86081EE7A8A5E8


（４月26日）　トキメかない。

http://85358.diarynote.jp/201604270045573041/

新潟の放射線量の異常値（1.58μSv/h）／フクイチは露天臨界／
深刻な内部被曝による多死社会／他の国なら確実に暴動が起きて

いる。

2016年4月26日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

…「情報はベク」れ「トル」…ｗｗｗ

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
oldboy2012 @oldboy2012 · 2月11日 

「世の中に飛び交っている情報ってものには、必ずベクトルがかかっているんだ。つ

まり、誘導しようとしていたり、願望が含まれていたり。その情報の発信者の利益を

図る方向性が付加されている。それを差し引いてみれば、より本当の事実関係に近い

ものが見えてくる」

　　　　　ｰ銀河英雄伝説より

https://www.youtube.com/watch?v=nR7ePJWIqcc&index=90&list=PL2F86081EE7A8A5E8
薔薇の歌 - 谷山浩子 

お手入れのお時間です、お嬢様。 @steward03487251 · 2時間2時間前 
お嬢様、蛍光灯からも紫外線が出ていることをご心配されてはいませんか？確かに少

量ですが紫外線が出ていますが、影響を及ぼすほどではございませんのでご安心を。

ちなみにLEDは紫外線を出しませんのでよりご安心頂けます。

「DOUBT ！」（…各自でお調べ下さい…）

https://www.youtube.com/watch?v=WV7crJ5HMw8&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=14

http://85358.diarynote.jp/201604270045573041/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://www.youtube.com/watch?v=nR7ePJWIqcc&index=90&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://www.youtube.com/watch?v=WV7crJ5HMw8&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=14


谷山浩子／心だけそばにいる 〜HERE IN MY HEART〜 

ソウル・フラワー・ユニオン @soulflowerunion · 24分24分前 
国際基準では「動かしてはいけない」はずが…稼働続ける川内原発（4/26）
http://dot.asahi.com/aera/2016042500144.html?page=1 …
「地震が頻発する中、震源域から80キロほどにある川内原発が、運転を続けている。
活断層による直下型地震に、日本の原発は耐えられるのか」

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 38分38分前 
今日、チェルノブイリ原発事故が起ってから３０年。未だに放射能漏れがある状態で

建屋を覆ってる状態

一方で、日本は『３基の原発：どこに核燃料が溶け落ちたのか？もわからずに、ただ

水をかけてる状態＝これが汚染水』今の福島原発の廃炉は準備段階。半永久的に廃炉

は無理だというのが、世界の見方

南部隆之 @taka3pigsdad · 2時間2時間前 
原発って１回でも事故が起きてしまったら、その国はおしまいだということをチェル

ノブイリから学ばなかった。福島からも学べてないから、あれだけの地震が来ても川

内原発は止めてないんだろうな。将来の安全より目先の利益がどうして優先されるの

かが理解できない。安全より大事な物って一体なんなの？

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
ひろみ @hiromi19610226 · 2時間2時間前 
防衛装備移転って、武器輸出ってことでしょ？

簡単に言ったら…
言葉で ごまかしてんじゃありませんよ！

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
御嶽山の噴火で多くの登山者が犠牲になったけど、あれもある意味で「人災」だよね

。あの噴火の前に「火山性地震が増えてて、それが収束し安心した」その直後に水蒸

気噴火して、あれだけの犠牲者が出た

あれは想定外の噴火じゃない。噴火の警告の出し方の甘さと「自然の脅威」を舐めた

人間の愚かさ。

エリック ・C @x__ok · 4時間4時間前 
なぜか川内原発の位置で地図を切るNHK。
19:00 

http://dot.asahi.com/aera/2016042500144.html?page=1


kenji @buick54aki · 5 時間5 時間前 
急病人

半世紀前から実用化されている放射線被曝の人体への痕跡を発見できる染色体検査と

いう非常に正確で信頼性の高い方法もなぜかフクイチ事故以降誰一人語らなくなった

放射能由来の甲状腺ガンである事実が完全に明らかになる遺伝子検査も一切行われな

い

凄まじい隠蔽を学会と報道が揃ってやった

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
特定秘密　件名さえ公表拒否！

２０１４年１２月の同法施行後２回目で、前回より指定件数が６１件増えた。一方で

、衆院の「情報監視審査会」が求めた特定秘密のより具体的な件名は公表されなか

った。

https://t.co/2td9S9MAbX

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
こないだの新潟の放射線量の異常値（1.58μSv/h）
まだグラフが放置されたままだけど、原因はわかってないのかな？不可解なのは、２

日共に同じ数値で、もしセシウムが飛んでる場合、同じ数値になるはずがないので、

電気的なノイズだと思う

https://pbs.twimg.com/media/Cg9EVMpXEAEc3PW.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
ぺてんうるふ @cheatwolf · 9時間9時間前 
宝くじの収益の「一部」が被災地に重点配分されるそうだが、なぜ「増益分の全部」

を被災地に配分しないのか？被災地救済を大衆の良心に訴えかける事で売り上げを増

やそうだなんて、それでは義援金詐欺と発想が変わらない。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【2016年4月26日 13:57 NHK】
東芝 原子力事業の資産価値見直し２６００億円の損失計上
http://nerv.link/u8bPt0

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
フクイチ事故発生と同時に、全電源喪失＝メルトダウンという原発の常識は東京大学

、関村直人らによって、この世から消された

https://t.co/2td9S9MAbX
https://pbs.twimg.com/media/Cg9EVMpXEAEc3PW.jpg
http://nerv.link/u8bPt0


数百億円をかけた放射能追跡システム、SPEEDIも存在しないかのように扱われた
広島原爆以来の放射能被曝の基礎知識もこのよから突然失われた

すべて計画されていた

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
TVCM製作者はクリティカルな情報を出し、市民団体は冷静を呼びかける。
それによって民衆の気持ちはどんどん不具にされていく。

事態は悪化の一途なのに。

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
熊本地震発生と同時に川内原発のある鹿児島県の震度を表示させなくした

同時に、それが川内・伊方原発の真下にある日本最大最長の中央構造線の活動である

事実を全マスコミと地質学会に報道しないよう圧力をかけ地学の基本知識を消して

しまった

実に素早い処置、安倍のようなアホにできる所行でない

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【豪の潜水艦建造 日本受注できず】
オーストラリアのターンブル首相は26日に記者会見し、新しく導入する潜水艦をフラ
ンスと共同で開発すると発表し、受注を目指してきた日本は選ばれませんでした。

http://nerv.link/Yyk65d

AKIRA @AKIRA23150220 · 12時間12時間前 
命に関わる真実。

フクイチでは，巨大なデブリ（地下に沈んだ核燃料の団塊）が，露天臨界し

今もホットパーティクル（蒸気化した核物質の微粒子）を大量に上空に噴き上げて

いる。

これを５年間、吸い続けた深刻な内部被曝による多死社会の進行。 

小川一 @pinpinkiri · 14 時間14 時間前 
原発事故の時の待避所１４０施設のうち、１０６施設（７６％）で食料備蓄が不足し

ていました。免震重要棟もつくらず、事故の際は新幹線で避難するといった現実離れ

した「避難計画」しかない川内原発をはじめ、あまりに備えがいい加減だと思います

。

amaちゃんださんがリツイート 
笹田 惣介 @show_you_all · 15時間15時間前 

http://nerv.link/Yyk65d


【チェルノブイリ30年】ベラルーシでは、チェルノブイリという言葉の使用が事実上
禁止されている。事故を克服するのではなく、風化させ無かったことにしようとして

いる。反原発運動も環境保護運動も禁止。…日本人はフクシマをどう考えているのか
？

https://pbs.twimg.com/media/Cg7Zoi8U4AAERn3.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=zDyvrJXThGM&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=73
空に吊るされたあやつり人形 - 谷山浩子 

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
都知事選のとき、すでに科学的に明確な不正が明らかになったのに、細川も小沢も、

ムサシによる不正に一切触れようとせず、異議申し立てもしなかった

https://www.youtube.com/watch?v=ywYP-CIzAuE …
マスコミもムサシの不正開票操作について一切触れない

他の国なら確実に暴動が起きている

https://www.youtube.com/watch?v=FYGsrNesnDw&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=99
素晴らしき紅マグロの世界 

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
リー子 @reeco_mzk · 4月25日 
リー子さんが花輪 英司をリツイートしました
凄い分かる。キリスト教の「主の祈り」、私の頃はまだ文語体で「天にまします我ら

の父よ　願わくは御名の尊まれん事を」だったけど、今はもう口語体で「天のお父さ

ん　あなたの名を礼賛します」とか、とても語呂悪いしカッコ良くないしトキメか

ない。

https://twitter.com/mamesukemiketa/status/723328463269044224

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
小池一夫 @koikekazuo · 4月24日 
いつも思うのだが、自分が発言するときは、主語は小さいほうがいい。日本はとか、

マスコミはとか、政治家はとか、一括りにするには主語が大き過ぎる。僕は、僕らで

はなく、誰の代表でもなければ、他人の意見を代弁できるもンじゃない。主語が大き

https://pbs.twimg.com/media/Cg7Zoi8U4AAERn3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=zDyvrJXThGM&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=ywYP-CIzAuE
https://www.youtube.com/watch?v=FYGsrNesnDw&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=99
https://twitter.com/mamesukemiketa/status/723328463269044224


い人の発言には気を付けるべき。(小池一夫)

https://www.youtube.com/watch?v=CYqlPbd-gmw&index=9&list=PL2F86081EE7A8A5E8
ひとりでお帰り - 谷山浩子
 

https://www.youtube.com/watch?v=CYqlPbd-gmw&index=9&list=PL2F86081EE7A8A5E8


（４月26日）　Ｍ8．8京浜大地震が発生！都内の通信網、道路交通網はすべて麻痺し
、東京は壊滅的状態に！　富士山が噴火し、そして…日本列島が！

http://85358.diarynote.jp/201604271156177428/

西日本「Wi-Fi が切れやすい。重い」／3.11大震災の前後に東北
〜関東でも報告されていた。

2016年4月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=T7bNPIHNotE
friend 

地震マップ @eq_map · 4分4分前 � San Juan, Argentina 
【M5.0】SAN JUAN, ARGENTINA 20.4km 2016/04/27 11:16:52JST, 2016/04/27
02:16:52UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-31.6238,-
67.6428%28+%5BM5.0%5D+SAN+JUAN%2C+ARGENTINA+20.4km+2016%2F04%2F27+11%3A16%3A52JST%2C+2016%2F04%2F27+02%3A16%3A52UTC+%29&ll=-
31.6238,-67.6428&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005buk …

地震マップ @eq_map · 21分21分前 
【M5.6】SOUTH OF AFRICA 10.0km 2016/04/27 11:04:03JST, 2016/04/27
02:04:03UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
52.6232,25.8758%28+%5BM5.6%5D+SOUTH+OF+AFRICA+10.0km+2016%2F04%2F27+11%3A04%3A03JST%2C+2016%2F04%2F27+02%3A04%3A03UTC+%29&ll=-
52.6232,25.8758&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bug …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 53分53分前 
鹿児島県：桜島

04月27日02時14分（爆発的噴火）　瀬戸空振計：29.1Pa　弾道を描いて飛散する大き
な噴石：5合目。今年38回目。気象庁
（

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160427022646_506.html
…）
https://pbs.twimg.com/media/ChA7wywUcAEnlP0.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChA7wxMUgAARHTJ.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
kumamoto: Earthquake locations for the past 24 hours:(2016/04/26 10:00 - 2016/04/27
10:00) (©Kyushu University)
https://pbs.twimg.com/media/ChAxWi6U4AATjW7.jpg

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ63.8km 2016/04/27 08:58:47

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M4.7】HOKKAIDO, JAPAN REGION 72.3km 2016/04/27 07:39:38JST, 2016/04/26
22:39:38UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=43.0188,145.8873%28+%5BM4.7%5D+HOKKAIDO%2C+JAPAN+REGION+72.3km+2016%2F04%2F27+07%3A39%3A38JST%2C+2016%2F04%2F26+22%3A39%3A38UTC+%29&ll=43.0188,145.8873&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bsq …

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M5.1】根室半島沖 深さ81.6km 2016/04/27 07:39:36 [AQUA-REAL]

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M5.3】NEAR THE COAST OF ECUADOR 10.0km 2016/04/27 06:58:35
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-0.2317,-
80.7498%28+%5BM5.3%5D+NEAR+THE+COAST+OF+ECUADOR+10.0km+2016%2F04%2F27+06%3A58%3A35JST%2C+2016%2F04%2F26+21%3A58%3A35UTC+%29&ll=-
0.2317,-80.7498&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bsh …

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.8】NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km 2016/04/27 06:07:15
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=26.4678,-
44.6123%28+%5BM4.8%5D+NORTHERN+MID-
ATLANTIC+RIDGE+10.0km+2016%2F04%2F27+06%3A07%3A15JST%2C+2016%2F04%2F26+21%3A07%3A15UTC+%29&ll=26.4678,-
44.6123&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bse …

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.6】OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 11.2km 2016/04/27 04:33:27
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=37.8441,143.0419%28+%5BM4.6%5D+OFF+THE+EAST+COAST+OF+HONSHU%2C+JAPAN+11.2km+2016%2F04%2F27+04%3A33%3A27JST%2C+2016%2F04%2F26+19%3A33%3A27UTC+%29&ll=37.8441,143.0419&z=4&t=h
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http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bse
http://maps.google.co.jp/maps?q=37.8441,143.0419%28+%5BM4.6%5D+OFF+THE+EAST+COAST+OF+HONSHU%2C+JAPAN+11.2km+2016%2F04%2F27+04%3A33%3A27JST%2C+2016%2F04%2F26+19%3A33%3A27UTC+%29&ll=37.8441,143.0419&z=4&t=h


… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005br8 …

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.8】RYUKYU ISLANDS, JAPAN 10.9km 2016/04/27 04:02:47JST, 2016/04/26
19:02:47UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=24.0807,126.2389%28+%5BM4.8%5D+RYUKYU+ISLANDS%2C+JAPAN+10.9km+2016%2F04%2F27+04%3A02%3A47JST%2C+2016%2F04%2F26+19%3A02%3A47UTC+%29&ll=24.0807,126.2389&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bqy …

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � Alaska, USA 
【M4.7】CENTRAL ALASKA 93.0km 2016/04/27 05:28:41JST, 2016/04/26
20:28:41UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=62.678,-
149.6759%28+%5BM4.7%5D+CENTRAL+ALASKA+93.0km+2016%2F04%2F27+05%3A28%3A41JST%2C+2016%2F04%2F26+20%3A28%3A41UTC+%29&ll=62.678,-
149.6759&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/at00o69cvt …

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
電卓異常の激減＝電磁波サージ現象の収束

巨大地震前兆の疑い！

http://tokaiama.minim.ne.jp/keijiban5/clipbbs.cgi …

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M4.8】FIJI REGION 574.7km 2016/04/27 02:31:43JST, 2016/04/26 17:31:43UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-17.9917,-
178.4343%28+%5BM4.8%5D+FIJI+REGION+574.7km+2016%2F04%2F27+02%3A31%3A43JST%2C+2016%2F04%2F26+17%3A31%3A43UTC+%29&ll=-
17.9917,-178.4343&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bps …

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M4.6】FIJI REGION 341.0km 2016/04/27 02:18:56JST, 2016/04/26 17:18:56UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-18.98,-
177.003%28+%5BM4.6%5D+FIJI+REGION+341.0km+2016%2F04%2F27+02%3A18%3A56JST%2C+2016%2F04%2F26+17%3A18%3A56UTC+%29&ll=-
18.98,-177.003&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bnw …

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 青森 三沢市 
【M2.6】下北半島付近 深さ23.8km 2016/04/27 00:33:39
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=40.753,141.366&ll=40.753,141.366&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=40.753&lon=141.366&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M5.1】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 49.8km 2016/04/27
00:01:26 JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=38.202,141.6134%28+%5BM5.1%5D+NEAR+THE+EAST+COAST+OF+HONSHU%2C+JAPAN+49.8km+2016%2F04%2F27+00%3A01%3A26JST%2C+2016%2F04%2F26+15%3A01%3A26UTC+%29&ll=38.202,141.6134&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bmk …

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M5.0】宮城県東方沖 深さ50.0km 2016/04/27 00:01:25
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=38.183,141.701&ll=38.183,141.701&z=7&t=h
… (アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160427000125a.gif …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4月25日 
Wi-Fi の不具合
熊本地震の数日前から（今も）西日本の人達が「Wi-Fi が切れやすい。重い」など、不
具合の書き込みがネットにあるけど、これは3.11大震災の前後に東北〜関東でも報告さ
れていた宏観。ほんと酷かったよね（あと線量計TERRAの暴走。今日２回あった。た
ぶん太平洋）

https://www.youtube.com/watch?v=WqQ3hP_q7Ns
Madoka Magica - Credens Justitiam with Lyrics 

…悔い改めよ。サバトの火は近い…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=151FR9nq8bc
【予言・地震】熊本地震より前に起こっていた動物達の異変とは？ 

amaちゃんださんがリツイート 
お散歩日和 @osanpogo5 · 2 時間2 時間前 
オーストリア

チェルノブイリ汚染調査

イノシシ４７１１ベクレル

#原発
https://pbs.twimg.com/media/ChA76UkVEAAzbZ1.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
モチガイ@萌え声生主 @Mochigai · 4月22日 
国「数百億円かけて地震を研究し、ハザードマップを作成しました。赤い所が危険地

帯です。今後の安全のためにも参考にしてください」

https://pbs.twimg.com/media/CgoRDdFU4AEegX7.jpg

俺「ほとんど全部危険地帯じゃねえか…」

https://www.youtube.com/watch?v=oG83on1nkFE
世界の終わりを告げる音？アポカリプティック・サウンド！

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005br8
http://maps.google.co.jp/maps?q=24.0807,126.2389%28+%5BM4.8%5D+RYUKYU+ISLANDS%2C+JAPAN+10.9km+2016%2F04%2F27+04%3A02%3A47JST%2C+2016%2F04%2F26+19%3A02%3A47UTC+%29&ll=24.0807,126.2389&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bqy
http://maps.google.co.jp/maps?q=62.678,-149.6759%28+%5BM4.7%5D+CENTRAL+ALASKA+93.0km+2016%2F04%2F27+05%3A28%3A41JST%2C+2016%2F04%2F26+20%3A28%3A41UTC+%29&ll=62.678,-149.6759&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/at00o69cvt
http://tokaiama.minim.ne.jp/keijiban5/clipbbs.cgi
http://maps.google.co.jp/maps?q=-17.9917,-178.4343%28+%5BM4.8%5D+FIJI+REGION+574.7km+2016%2F04%2F27+02%3A31%3A43JST%2C+2016%2F04%2F26+17%3A31%3A43UTC+%29&ll=-17.9917,-178.4343&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bps
http://maps.google.co.jp/maps?q=-18.98,-177.003%28+%5BM4.6%5D+FIJI+REGION+341.0km+2016%2F04%2F27+02%3A18%3A56JST%2C+2016%2F04%2F26+17%3A18%3A56UTC+%29&ll=-18.98,-177.003&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bnw
http://maps.google.co.jp/maps?q=40.753,141.366&ll=40.753,141.366&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=40.753&lon=141.366&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://maps.google.co.jp/maps?q=38.202,141.6134%28+%5BM5.1%5D+NEAR+THE+EAST+COAST+OF+HONSHU%2C+JAPAN+49.8km+2016%2F04%2F27+00%3A01%3A26JST%2C+2016%2F04%2F26+15%3A01%3A26UTC+%29&ll=38.202,141.6134&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bmk
http://maps.google.co.jp/maps?q=38.183,141.701&ll=38.183,141.701&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160427000125a.gif
https://www.youtube.com/watch?v=WqQ3hP_q7Ns
https://www.youtube.com/watch?v=151FR9nq8bc
https://pbs.twimg.com/media/ChA76UkVEAAzbZ1.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CgoRDdFU4AEegX7.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=oG83on1nkFE


らじ　となかまたち 1@radi2 · 6時間6時間前 
今の日本の現状にそっくりだわ　

https://twitter.com/1radi2/status/724356867661516800

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
eBigComic4 @ebigcomic4 · 2015年12月27日 
　

【本日更新！】「太陽の黙示録」（かわぐちかいじ）

Ｍ8．8京浜大地震が発生！都内の通信網、道路交通網はすべて麻痺し、東京は壊滅的
状態に！　親とはぐれた少年・柳弦一郎の前で、富士山が噴火し、そして…日本列
島が！ http://bit.ly/1OdayWD 　#太陽の黙示録

…（＠＠；）…へ〜、そんなハナシだったんだ…

（今度ブクオフで探してみよう…★）
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https://twitter.com/1radi2/status/724356867661516800
http://bit.ly/1OdayWD
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（４月27日）　増えてねえか？

http://85358.diarynote.jp/201604271237084136/

最近人がバタバタと倒れる／鹿児島、熊本周辺、線量上がり過

ぎじゃね？／海上濃霧警報がいつまでたっても続いています。

2016年4月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=sXSob5euAzQ
【MAD】 雨やどり 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：2016/04/27(水) 06:14 ID:XXXXXXXX
最近人がバタバタと倒れると思ったら、スパイクしていたんだな

http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/11000/10980/24/195_20160331.pdf …
#本年３月３１日付月間降下物
https://pbs.twimg.com/media/ChAQu5GUkAAvoBw.jpg

cmk2wlさんがリツイート 
Kanna©ff14 @Kanna_FF · 4月14日 
最近、水式空気清浄機の水がめっちゃ汚れる…。水道水を浄水してやってるのに、数
日で何やら不明な物質が内側にわりといっぱい付着している…。窓をあける日が多か

http://85358.diarynote.jp/201604271237084136/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160427/85358_201604271237084136_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160427/85358_201604271237084136_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160427/85358_201604271237084136_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=sXSob5euAzQ
http://radioactivity.nsr.go.jp/en/contents/11000/10980/24/195_20160331.pdf
https://pbs.twimg.com/media/ChAQu5GUkAAvoBw.jpg


ったのからなのかなぁ…。

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1461723000/1011-0010-101000-201604271110.gif?
t=1461723635
（２７日１１：００〜１１：１０）

柳美里 @yu_miri_0622 · 14分14分前 
柳美里さんがフェアリーをリツイートしました

熊本の避難所で配給される食べ物の写真を、毎食毎にアップされています。非常に大

事な情報です。避難所生活のご苦労を知る手掛かりになります。 
https://twitter.com/star_festival_/status/725122433653469184

特務機関NERV @UN_NERV · 29 分29 分前 
【九州新幹線試験運転 午後にも全線再開へ】
九州新幹線は、運転ができなくなっていた熊本と新水俣の間の試験運転をまもなく

終え、安全が確認されれば午後から13日ぶりに全線で運転を再開することにしてい
ます。

http://nerv.link/yvJ7Ia

朱鷺（shuro） 1009@alice · 51分51分前 
福島第一原発からの風向き予測サイト - NAVER まとめ
https://t.co/iSIseR2ZY1

特務機関NERV @UN_NERV · 56分56分前 
【幼稚園送迎バスが事故 園児２２人搬送】
警察や消防によりますと、27日午前8時半ごろ、千葉県木更津市で幼稚園の送迎バスが
単独事故を起こし、乗っていた園児22人が病院に運ばれたということです。
http://nerv.link/EaZKTA

ホワイトフード @whitefood1 · 1時間1時間前 
4月27日11時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が59箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/ChA53upUcAAcIg4.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1461723000/1011-0010-101000-201604271110.gif?t=1461723635
https://twitter.com/star_festival_/status/725122433653469184
http://nerv.link/yvJ7Ia
https://t.co/iSIseR2ZY1
http://nerv.link/EaZKTA
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/ChA53upUcAAcIg4.jpg


【九州北部地方（山口県を含む） 気象情報 2016年04月27日 11:04】
九州北部地方では、２７日から２８日にかけて雨となり、土砂災害のおそれがあり

ます。４月１４日からの地震により揺れの大きかった地域では、２７日夜のはじめ頃

から２８日未明にかけて土砂災害に警戒してください。

日笠雅水 @maaco3 · 1時間1時間前 
◎熊本市内にいる吉本由美さんからのメール。①

避難所生活の若いお母さん、赤ちゃん抱いて「2週間もお風呂に入れてやれません」と
泣いてた。場所で支援の格差が出てる。これからは感染症が心配です。

tachibanaayaway @ayahamariyo · 2 時間2 時間前 
熊本県内の避難者５万人下回る　インフラ復旧で地域差も

http://www.asahi.com/articles/ASJ4V2V7NJ4VTIPE009.html …
これは避難所にいる人数だけだから、テントや車中に避難していたり、親戚や知人の

ところに身を寄せている人を含むとこの２倍くらいはいるでしょう。

https://t.co/44hlVC3dwZ

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【奄美地方（鹿児島県） 警報情報 2016年04月27日 10:27】
奄美地方では、２７日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

［南部］大雨・洪水

［十島村］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【軽自動車が小学生の列に突っ込む 複数の児童けが】
長野県警察本部によりますと、27日午前7時15分ごろ、長野県佐久市で軽自動車が登校
中の小学生の列に突っ込み、複数の児童がけがをしているということです。

http://nerv.link/OawoPN

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【2016年4月27日 9:05 NHK】
スノーボード男子 ２選手が大麻の使用認める
http://nerv.link/NEnXDk

marshland @bionzx · 3時間3時間前 
ここまでやると日本に人間は住めないから、富裕層は東南アジアやパナマに移住して

、貧困層は難民になるか、がんや白血病で早死にするだろう。

http://www.asahi.com/articles/ASJ4V2V7NJ4VTIPE009.html
https://t.co/44hlVC3dwZ
http://nerv.link/OawoPN
http://nerv.link/NEnXDk


核のごみ：佐賀・玄海町長、処分場受け入れに前向き　「適地候補で住民説明」 - 毎日
新聞 
https://pbs.twimg.com/media/ChA7Uh5UkAAexyG.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
２ちゃん原発情報さんがcharleyをリツイートしました
名無し：2016/04/26(火) 22:58 ID:XXXXXXXX
4月25日(月)の急病人(49人)ツイート 中部・関東・東北
https://twitter.com/charleycharley7/status/724639794970525696 …
人数増えてねえか？

https://twitter.com/charleycharley7/status/724639794970525696

卍 LINE @AMATORECORDZ · 4 時間4 時間前 
てか、

鹿児島、熊本周辺、

線量上がり過ぎじゃね？

http://netc.com

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
海上濃霧警報がいつまでたっても続いています。

27日5時50分
陸上部の濃霧注意報は北海道、愛知、三重の一部地域だけ。

https://pbs.twimg.com/media/ChAPjtDU4AAJeAV.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
東電福島原発からの風は九州に到達しています。

これからの風は日本海側から関西方面へ。

https://pbs.twimg.com/media/ChALNbCU8AAwQPl.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5時間5時間前 
名無し：04/26 19:49
佳梯かこ（北村想の主宰する名古屋の劇団「プロジェクト・ナビ」の主力俳優）

2016.4.20没，享年58，急性心不全
※自宅：名古屋市

#参考
https://t.co/MzKJwkGeyo

https://pbs.twimg.com/media/ChA7Uh5UkAAexyG.jpg
https://twitter.com/charleycharley7/status/724639794970525696
https://twitter.com/charleycharley7/status/724639794970525696
http://netc.com/
https://pbs.twimg.com/media/ChAPjtDU4AAJeAV.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChALNbCU8AAwQPl.jpg
https://t.co/MzKJwkGeyo


特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【熊本地震 鉄道や高速道路への影響 ２７日】
地震の影響で、九州の鉄道や高速道路は運転できない区間や通行止めの区間があり

ます。

http://nerv.link/lED14N

藤原直哉 @naoyafujiwara · 5 時間5 時間前 
「3.11逃れて移住したのに、また被災…」“シニアの楽園”高級別荘地が壊滅〈週刊朝日
〉

https://t.co/H7hq26u3A0

石黒亜矢子「いもうとかいぎ」 @ishiguroayako · 6時間6時間前 
昨日の深夜、隣の棟の一部屋が火事。その隣部屋が、お友達一家で、鎮火まで一時的

にうちに子連れ避難。怪我人もなく燃え移りもなく無事鎮火されたけども、そこは2室
全焼、下の部屋は放水により全室ビチャビチャに水浸し、その下の下の部屋も水漏れ

。火事ってこんなに大変なんだと痛感。火災保険大事。

毎日新聞ニュース速報 @mainichijpnews · 6時間6時間前 
熊本地震:「指定避難所」３２カ所閉鎖　建物の損壊などで 
https://t.co/NXaLe6wdEw

NHKニュース@nhk_news · 7時間7時間前 
熊本地震 避難指示・勧告続く
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160427/k10010500031000.html … #nhk_news

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
佐賀県玄海町の岸本英雄町長（６２）が２６日、毎日新聞のインタビューに応じ、原

発から出る「高レベル放射性廃棄物」（核のごみ）の最終処分場受け入れに前向きな

意向を明らかにした

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160427-00000009-mai-pol …
子ども達の未来より目先の金儲け！　高木イズムだな

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 15時間15時間前 
＜柏崎刈羽原発の関連ニュース＞

柏崎刈羽原発で装置のバッテリーから液体漏れ

2016.4.21

http://nerv.link/lED14N
https://t.co/H7hq26u3A0
https://t.co/NXaLe6wdEw
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160427/k10010500031000.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160427-00000009-mai-pol


不適切なケーブル敷設、６原発で計３６７４件

2016.4.1
柏崎刈羽原発５号機で制御棒のトラブル

2016.3.8

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 4月26日 
【地震による土砂災害 九州の６県９７か所で確認】地震の影響で発生した土石流やが
け崩れなどの土砂災害が、これまでに熊本県や大分県など九州の６つの県の合わせて

９７か所で確認されました

。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160426/k10010498341000.html?
utm_int=news_contents_news-genre-new_with-image …

amaちゃんださんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 4月25日 
Out Of Our HeadsさんがOut Of Our Headsをリツイートしました
2016年4月25日、新潟県
柏崎港で0.36μSv/h
市内西部で0.5超‥
http://twitter.com/Santiago_Hotel/status/724457454621200384 …
ということは、やはり密かに #MOX燃料 の運び入れでもやってて
周囲の放射線量あげてるのかもしれない。

https://twitter.com/N0NUKES/status/723893760669552640

amaちゃんださんがリツイート 
熊本市長 大西一史 @K_Onishi · 4月25日 
【悪質業者に注意】

「水が出ているか確認するのでオートロックを開けて。」と訪問し身分証の提示を求

めたところ立ち去って行った事例がありました。水道局職員が不必要にご家庭を訪問

することはありません。また、ご家庭を訪問する場合は必ず身分証を携帯しています

ので必ずご確認ください。

https://www.youtube.com/watch?v=G40kd3-jDgY
tomorrow weather

（有） @ck_11235 · 3時間3時間前 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160426/k10010498341000.html?utm_int=news_contents_news-genre-new_with-image
http://twitter.com/Santiago_Hotel/status/724457454621200384
https://twitter.com/N0NUKES/status/723893760669552640
https://www.youtube.com/watch?v=G40kd3-jDgY


ごくごく冷静に考えて 避難所とか仮設住宅にいる人の生活を少し想像すれば 千羽鶴よ
り未開封の折り紙の方が(暇をもて余した子供の時間潰しとかメモ用紙とかに使える分)
有益なので 折らずに千枚送るのはどうか

くおきの大冒険 @kuoki_sec · 5時間5時間前 
反省なのだけど、災害ボランティアて労働力の側面が強いのかと思ってたが、避難所

の担当者から「して欲しいこと「必要な物」「欲しい人数」等ヒアリングの他、避難

所の方々が気づいていないニーズを掬い上げて、本部にフィードバックする使命を帯

びてるので「気付く」「引き出す」スキルが必要だった。

佐々木俊尚 @sasakitoshinao · 6時間6時間前 
集める物資を絞り込み、輸送も仕分けも自前で行い、被災地自治体に任せず自前で避

難所にまで送り届ける自己完結型支援。福岡市凄すぎる。／熊本地震､福岡市が｢絞る

支援｣に挑んだワケ 
https://t.co/zJDqgLhGNf

https://www.youtube.com/watch?v=OWdXTw1PJf4
Dream / こんなにも 

https://www.youtube.com/watch?v=EIunkyaaRII
Dream Ami / トライ・エヴリシング (Dream Ami version) 
  

https://t.co/zJDqgLhGNf
https://www.youtube.com/watch?v=OWdXTw1PJf4
https://www.youtube.com/watch?v=EIunkyaaRII


（４月27日）　心構えが出来てる人。

http://85358.diarynote.jp/201604272204413683/

気象庁は震度1以上しか公表しないけど数分おきに地震／心構え
が出来てる人と出来てない人の差は大きい。

2016年4月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
熊本地震　震災から約２週間

自宅でも「まだ水道が少ししか出ない。まったく出ない。濁って使えない」と訴えて

る人が多い。水道水が無いと生活するのが大変。トイレも入れない

大きな地震が起りそうな場合「風呂に水をためておく事」は重要ですね

https://pbs.twimg.com/media/ChDJHEVUgAABo3M.jpg

United Flowさんがリツイート 
佐藤典子 @nocco6 · 4月25日 
地震の注意喚起を批判する人がいるらしいけど……
私、阪神大震災から備蓄を始め3.11を体験して今まで以上に学習しました。心構えが出
来てる人と出来てない人の差は大きいと思う。

https://www.youtube.com/watch?v=1mlqoVOKVaI&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-
Rqql8seZ8g
サクラ-ケツメイシ　歌詞付 

…なんか「アルゼンチンが揺れると、北海道が揺れる」気がするのは…
…気のせい…？？（〜〜；）？？

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 39 分39 分前 
#熊本地震
26日21時30分〜27日21時30分：この24時間に発生している地震の分布図
未だに活発。震源が（有明海）方面にも移動。依然、阿蘇は活発。大分は減少。気象

庁は震度1以上しか公表しないけど、数分おきに地震が起ってる
https://pbs.twimg.com/media/ChDP1WXU0AAQjC5.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChDP1TgUcAEUbrd.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
有明海の震源が有感地震になってきてますね

さっきのTWの「熊本地震後に起こりだしてる福岡県の地震」は
（https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/725277212325244929 …）有明海の福岡
側の沿岸部の大牟田市〜久留米市の直線のラインで地震が起ってる

https://pbs.twimg.com/media/ChDCaE2UUAQVeM2.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 3時間3時間前 
福岡を震源とする地震

#熊本地震 後、何度か起ってるけど、26日と今日も熊本県との境付近で地震が起って
る（震源が浅い）から揺れを感じてる人もいる

福岡も断層が多いのと、2005年にマグニチュード7の地震が起ってるので、注意は必要
。

https://pbs.twimg.com/media/ChCzx8kUcAAeE5N.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/ChCzx_JU0AACG7a.jpg

地震マップ @eq_map · 3 時間3 時間前 � Salta, Argentina 
【M5.2】SALTA, ARGENTINA 176.9km 2016/04/27 19:13:50JST, 2016/04/27
10:13:50UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-24.1621,-
66.8362%28+%5BM5.2%5D+SALTA%2C+ARGENTINA+176.9km+2016%2F04%2F27+19%3A13%3A50JST%2C+2016%2F04%2F27+10%3A13%3A50UTC+%29&ll=-
24.1621,-66.8362&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bwt …

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 池田町 
【M2.6】十勝地方 深さ91.1km 2016/04/27 17:16:27
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.964,143.531&ll=42.964,143.531&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=42.964&lon=143.531&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
04月27日 15時20分
紀伊半島南東沖（北緯33.712　東経137.145：マグニチュード4.3・深さ384.3km）深発
地震。

https://pbs.twimg.com/media/ChB8pYpUgAQCqB3.jpg
15時45分：新島近海（M2.7 d-10km）

宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
[記事] 高速太陽風は終わりつつあります。太陽で小さい活動が増えています。
http://swnews.jp #swnews

United Flowさんがリツイート 
ロビン @oldblue2012 · 22時間22時間前 
温泉が出ない、阿蘇で旅館休業相次ぐ　熊本地震で水脈に変化か

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/241560 …同組合は「地震後、あり得
ないことが続いている。泉源の掘り直しも検討しなければならない」と頭を抱えて

いる。

United Flowさんがリツイート 
Sakamoto @Daymou · 4月24日 
4/23 草津で彩雲？環水平アーク？が現れました！はじめてこんなに濃くて長いのをみ
れました☆綺麗

https://pbs.twimg.com/media/Cgy6l9wUkAAYYuw.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgy6nqQUUAAH77j.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cgy6pZJUYAAYevF.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=Gpi2URlE354&index=13&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-
Rqql8seZ8g
桜坂 - 福山雅治 《歌詞付き》 【PV-改】 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 5 時間5 時間前 
名無し：04/27 13:21
イタリアでは地震予報を専門にしている公務員がいて、予報で住民の避難も行われて

おり、実際に直前予報が常識化している。そのための法律を完備しており、予報を怠

れば、予報官は刑事罰で訴追もされる。要するに、地震予知は可能どころか既に制度

化している

https://www.youtube.com/watch?list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-Rqql8seZ8g&v=qBw--f91j0I
初音ミク「千本桜」
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（４月27日）

http://85358.diarynote.jp/201604272205147674/

【感謝】ローラが熊本避難所で…今1番心配されているエコノミ
ークラス症候群の予防に／わかっているんだ。もうここは子供を

安心して育てられる環境ではない事を。

2016年4月27日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=H8505Jx1UuM&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-
Rqql8seZ8g&index=15
桜　／　コブクロ 

びびすけと天使のばば(ΦωΦ)ず @timicat3 · 1 時間1 時間前 

ん？前からこんなに九州線量高かったの？＞http://netc.com

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1461762600/1011-0010-101000-201604272210.gif?
t=1461763239
（２７日２２：００〜２２：１０）

熊本市長 大西一史 @K_Onishi · 18分18分前 
一連の地震によりかつてないほど地盤が揺れ土砂災害が発生しやすい状態になってい

ます。今後の余震や降雨の際には十分ご注意ください。わずかな降雨でも土砂災害の

おそれがあります。異様なにおい、異音、濁り水が出るなど普段と違う異変に気づい

たら避難所など安全な場所に避難をお願いします。

奥田知志 @tomoshiokuda · 35分35分前 
車上避難の方々に向けた第二回の炊き出し 雨の中でしたが、88食でました。法律相談

http://85358.diarynote.jp/201604272205147674/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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、医療相談、生活相談、カウンセリングなどのコーナーも設置 
https://pbs.twimg.com/media/ChDIEb5U4AAZ1ie.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChDIEdJUUAEsarP.jpg

ツイッター速報 @tsuisoku · 44分44分前 
ローラがｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━ｯ!!　　熊本避難所で炊き出し　志願しお忍び訪問 -
ツイッター速報 http://tsuisoku.com/archives/48468031.html …
https://pbs.twimg.com/media/ChDG28cU0AEqWJK.jpg

月宮凛(夢月) @nami02115172 · 56分56分前 
熊本地震：「指定避難所」３２カ所閉鎖　建物の損壊などで - 毎日新聞
https://t.co/8zYpxrfj6r

ライブドアニュース @livedoornews · 1時間1時間前 
【感謝】ローラが熊本避難所で炊き出し 仕事で帰国後「どうしても熊本に行きたい」
と志願

http://news.livedoor.com/article/detail/11463965/ …
黒い帽子をかぶり、豚汁を被災者に振る舞った。ファンとの写真撮影にも気さくに応

じていたという。

https://pbs.twimg.com/media/ChC-2y-UoAA2MHU.jpg

ロアッソ熊本選手会《公式》 @roasso2016 · 2時間2時間前 
避難所になっている西原小学校にトリガーポイント様

@TPtherapy 
から支援頂いたフォームローラー、Tローラー、フットローラーを置いてもらうことに
なりました。

今1番心配されているエコノミークラス症候群の予防になれば幸いです。
https://pbs.twimg.com/media/ChC0OyQUoAATF4m.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【2016年4月27日 20:14 NHK】
熊本 西原村 ５２５世帯に避難勧告
http://nerv.link/q6HWHr

特務機関NERV @UN_NERV · 4 時間4 時間前 
【熊本地震 鉄道や高速道路への影響 ２７日】
九州の交通機関への影響です。九州新幹線は全線で運転を再開しましたが、地震の影

https://pbs.twimg.com/media/ChDIEb5U4AAZ1ie.jpg
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響で九州の鉄道や高速道路は運転できない区間や通行止めの区間があります。

http://nerv.link/ok4M83

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【熊本 益城町 新たに６世帯に避難指示】（続き）
これで、益城町で避難指示が出されているのは合わせて120世帯になります。
（2016年4月27日 17:40 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【熊本 益城町 新たに６世帯に避難指示】
熊本県益城町は、川の土手が崩れるおそれがあるとして、午後4時52分に新たに、川沿
いにある安永ましき野地区の6世帯に避難指示を出しました。
http://nerv.link/k5uezg

くりえいと @kurieight · 5時間5時間前 
九州の線量が下がらないんだけど、これは川内を意味しているのでしょうか。

https://pbs.twimg.com/media/ChCbnD5U0AE56sz.jpg

熊本現地情報 @asahito_kuma · 5時間5時間前 
【臨時災害FM 放送開始】
今朝から益城町臨時災害FMがスタート。
早速避難所にラジオが置いてありました。災害関連情報について放送されているそう

なので、近くに知らない人がいましたら教えてあげてください。 

United Flow @soul2soullove · 5時間5時間前 
雨上がりのただいまの線量、

0.13でございます！

ホワイトフード @whitefood1 · 6時間6時間前 
4月27日17時05分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が113箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/ChCM7PXU4AEZjw5.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【九州北部地方（山口県を含む） 気象情報 2016年04月27日 16:19】
九州北部地方では、２８日にかけて雨となり、土砂災害のおそれがあります。大分県

では、２７日夜のはじめ頃から夜遅くまで土砂災害に警戒してください。
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https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/ChCM7PXU4AEZjw5.jpg


NHKニュース� 認証済みアカウント � @nhk_news · 7時間7時間前 
【速報 JUST IN 】大分 由布市庄内町の一部に避難勧告
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160427/k10010500431000.html … #nhk_news

amaちゃんださんがリツイート 
災害担当記者のつぶやき @antidisaster · 8時間8時間前 
「岩盤のずれは益城町で縦・横方向ともに最大で計約10メートル。」 RT @47news:
熊本地震で岩盤のずれ発見　山口大現地調査

https://t.co/YM72tYP0DH

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【九州新幹線 運転再開 2016年4月27日 15:04】
熊本地震の影響で、熊本〜新水俣駅間の運転を見合わせていましたが、15:00現在、運
転を再開しています。なお、列車に運転変更が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【大分 由布市庄内町の一部に避難勧告】
大分県由布市は、これまでの地震で地盤が緩んでいることに加え、市内に大雨注意報

が出されたことから、27日午後2時半、庄内町の一部の66世帯148人に避難勧告を出し
ました。

http://nerv.link/gct7jh

United Flowさんがリツイート 
コッピー @norari8 · 13時間13時間前 
朝は毎日雨上がりみたいに庭がビッショリ濡れている３，１１前なら

朝露が降りている・・って気にもならなかったのに・・これって・・うん〜

こんなに大量に朝露降りていたかな？多すぎない？ヤバくない？

United Flowさんがリツイート 
九州なのに原発ぶらぶら病だよ @yuritake1964 · 14時間14時間前 
27日、新聞の天気予報。九州は北から南まで、朝から晩まですべて傘のマーク。降水
確率70〜100％になっている。ここまで極端なのは珍しい。気象操作ゆえか。放射能を
九州外に出さず地元に落とすつもりか。それともたまたまか。#熊本人工地震
https://pbs.twimg.com/media/ChALzUmUkAAuAo0.jpg

United Flowさんがリツイート 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160427/k10010500431000.html
https://t.co/YM72tYP0DH
http://nerv.link/gct7jh
https://pbs.twimg.com/media/ChALzUmUkAAuAo0.jpg


ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 4月24日 
【熊本への物流はどのように途絶えたか】

4月14日以降のトラックのGPSデータをもとに、大地震で熊本県への物資輸送が滞った
状況を可視化しました。

（データ提供：光英システム　モバイルクリエイト

分析監修：東京大学　西成活裕教授）

https://twitter.com/nhk_seikatsu/status/724195504431616001

もりの @izumi_mori · 4月24日 
南相馬から避難中の娘(幼い子を3人抱えて山形に母子避難)
叔父は今年の正月は実家(相馬)に帰らなくていい と言った
叔父は福島に住み続けながら わかっているんだ
もうここは子供を安心して育てられる環境ではない事を

https://www.youtube.com/watch?v=YWlNv3uCqoM
桜の樹の下　KOKIA 「最遊記外伝」OP Full | Saiyuki Gaiden OVA Opening Full 

熊本現地情報 @asahito_kuma · 4時間4時間前 
【被災しながらボランティア活動をされている方へ】

ボランティアで来られた作業療法士さんが「避難所にいる方よりも、避難しながら有

志ボランティアで活動されている方の血圧が高かった。心配です。」と言っていま

した。他県からボランティアも来られていますので、無理をしないで下さいね。

朱鷺（shuro） 1009@alice · 10時間10時間前 
チェルノブイリ事故、私は現場にいた--担当技師の回顧 http://agora-
web.jp/archives/1622103.html …「福島原発事故では、危険になっても最後まで残った
人がいたそうじゃないか。その気持ちが分かる。技術者はプラントに責任を持つも

のだ。事故後、発電所に「われわれでなければ誰が」という…」

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
haru.フォローはプロフを一読下さい @maho96_226 · 4月18日 
県大に関わらず、善意で温泉や無料炊き出しをされているところでもこういったこと

が報告されています。

ボランティアしてくれてる人も被災者なんです。してもらって当然と思ってませんか

？どうか、感謝の心を忘れないで。

https://twitter.com/nhk_seikatsu/status/724195504431616001
https://www.youtube.com/watch?v=YWlNv3uCqoM
http://agora-web.jp/archives/1622103.html


https://pbs.twimg.com/media/CgSO-1hUAAAwuCX.jpg
#熊本地震
#拡散希望

https://www.youtube.com/watch?v=2ElZswXgISU&index=11&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-
Rqql8seZ8g
いきものがかり ♪♪SAKURA 2006 【HD】 

西野　つかさ☆ @asunonekomura · 5時間5時間前 
ペット同行避難問題とかあるけど…ワンちゃんが女性を助けた素敵なニュースが
柴犬の文太くんが高齢の女性が倒れてるのを「ワンワン倒れてる人いるよ」って教え

てくれたんですって。優しい心のワンちゃんなんです

ワンちゃんも良いでしょう？

http://www.news24.jp/sp/articles/2016/04/26/07328735.html

https://www.youtube.com/watch?v=pppdvJDgngI&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-
Rqql8seZ8g&index=26
清水 翔太　『桜』 

１％のひらめき @hirameki1p · 7時間7時間前 
さっき駅で高校生が「シャバドゥビ タッチ ヘンシーンｗｗｗ」とか叫んで改札
にSuicaタッチしたら＼ピンポーン／ってなって、必死で笑うの耐えたけど、駅員が彼
に「ワンモァタイムｗｗプリィズｗｗ」って言って流石に私も「ヒーｗｗヒーｗｗヒ

ーヒーヒーｗｗｗ」ってなった

天仙 @tensenten · 7時間7時間前 
免疫力は不衛生な環境から高まっていく。

人類は現在の“衛生的な環境”に適応できてないかも知れない。
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=305610&g=132108 …

https://www.youtube.com/watch?v=WgAhMfhdZ4c&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-

https://pbs.twimg.com/media/CgSO-1hUAAAwuCX.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2ElZswXgISU&index=11&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-Rqql8seZ8g
http://www.news24.jp/sp/articles/2016/04/26/07328735.html
https://www.youtube.com/watch?v=pppdvJDgngI&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-Rqql8seZ8g&index=26
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=305610&g=132108
https://www.youtube.com/watch?v=WgAhMfhdZ4c&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-Rqql8seZ8g&index=16


Rqql8seZ8g&index=16
ゆず「友　〜旅立ちの時〜」 



（４月27日）　「お前はもう馬鹿の一員だ」。

http://85358.diarynote.jp/201604272345086997/

高額がん治療薬／牛も豚も水不足でバタバタ死んで地震が続いて

頭がおかしくなって凶暴どんどん屠殺されてる。「鹿児島のこと

テレビで言わないんだ」。

2016年4月27日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ 
　

 
https://www.youtube.com/watch?
v=mlwCZm2MQbQ&index=23&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-Rqql8seZ8g
宇多田ヒカル - SAKURAドロップス 

ぽこぽこ @gashin_shoutan · 27 分27 分前 
ぽこぽこさんが猫撫で声をリツイートしました

全費用を代わりに負担してくれるなら移住してあげてもよいのですがビタ一文出す気

ないでしょうねこの人。まあこの手の人々は憎む相手の存在自体の否定が狙いなので

こうした生存権に関わる事項を軽々しく要求します。そこが差別主義者たる所以で

すが。 
https://twitter.com/nekonoodeko/status/725128252918894592

500円 500 @_ yen · 53分53分前 
他人に向かって吠えまくる躾けのできてないペットを避難所に持ち込まれたら、他の

被災者が迷惑だよｗｗｗ熊本地震直後で水も食べ物も配給なのに、ペットの水をくれ

なかったといって問題視するのがおかしいよｗｗｗ #nhk #nw9

首相官邸� 認証済みアカウント � @kantei · 2時間2時間前 
【FB更新】熊本地震による被害状況を視察するため4月23日に安倍総理が熊本県を訪
問した様子を動画にまとめました。避難所において被災者の皆さま一人一人と対話す

る模様などぜひご覧ください

⇒

https://www.facebook.com/sourikantei/videos/vb.314327765333656/765389340227494/?
type=2&theater …

http://85358.diarynote.jp/201604272345086997/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://www.youtube.com/watch?v=mlwCZm2MQbQ&index=23&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-Rqql8seZ8g
https://twitter.com/nekonoodeko/status/725128252918894592
https://www.facebook.com/sourikantei/videos/vb.314327765333656/765389340227494/?type=2&theater


United Flowさんがリツイート 
ロロ・トマシ @roro_tomashi · 4月26日 
震災も病死も、なんていうか｢何故、私が？｣じゃなくて

｢いつ、私が｣に考えをシフトせんといかんのだろうな

https://www.youtube.com/watch?v=erGCAu_hFqM&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-
Rqql8seZ8g&index=21
アンジェラ・アキ　『手紙〜拝啓　十五の君へ〜』

nori @n_yu_ka · 1時間1時間前 
noriさんがkikiをリツイートしました
村中さん、子宮頸がんワクチン推進なのに、番組内で「6〜7割が打つと集団免疫力が
」とか言ってるのに、自分は「打ってません」ってどういうことなんでしょう。 
https://twitter.com/khaddar88/status/724997398712311808

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
キャスターもどせ23と報ステを応援する会 @ouenhst · 4時間4時間前 
キャスターもどせ23と報ステを応援する会さんが岩上安身をリツイートしました
「武器輸出三原則を復活させろ」と言うべきところを、

「防衛装備移転三原則をまもれ」とコメントしてしまう後藤健次、どうあがいても安

倍首相がつくったものは批判できないわけね。

気をつけてしゃべってるつもりでも、根本がダメ。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
4月27日16時現在の地震履歴
https://pbs.twimg.com/media/ChCCWtLU4AATmHr.jpg
なにも知らない人が見ると「え〜！また地震が増えてるじゃん！」と言ってる人もい

るけど、これでも熊本の地震は少なくなってきてるんだよね。気象庁が昨日から、全

て公表し始めたから、増えたように見えるだけ。

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 8時間8時間前 
小さい頃から学校では人を信じる事は美徳である、協調性がない子は落ちこぼれにさ

れ皆から相手にされない。

そして受験戦争で人と争う事を覚えさせてエリート意識を育てる。

https://www.youtube.com/watch?v=erGCAu_hFqM&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-Rqql8seZ8g&index=21
https://twitter.com/khaddar88/status/724997398712311808
https://pbs.twimg.com/media/ChCCWtLU4AATmHr.jpg
https://t.co/xwCdSvUpNY


https://t.co/xwCdSvUpNY

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
KK @Trapelus · 8時間8時間前 
こんな五輪をやる支離滅裂　国民の熱気も冷めている　当初は復興のシンボルとか言

ってコンパクト五輪のはずが費用だけが膨れ上がり、揚げ句に勘違い都知事は大豪遊

　2兆円のカネがあるなら、他に使い道はいくらでもあるはずだ（日刊ゲンダイ）

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
勝部 元気 @KTB_genki · 10時間10時間前 
保育士給与増に対して「たった６千円」と発言しましたが、それに対して「春闘を知

らぬのか！」という批判がチラホラ来ます。ですが、今回の話は、保育士の平均給与

が全産業平均より１０万円も少ないという構造的な問題の話です。春闘やベアを比較

対象に論じるのは間違いです。

5newspaper 5 @_ newspaper · 14 時間14 時間前 
[産経]【薬価危機－迫られる選択（１）】「１剤が国を滅ぼす」高額がん治療薬の衝撃
　年齢制限求む医師に「政権がもたない」

http://www.sankei.com/life/news/160427/lif1604270007-n1.html … 東京都心が満開の桜
に彩られた今月４日。霞が関の財務省会議室で、日本赤十字社医療センター化学療法

科の国頭英夫部長…
https://t.co/3jxXh5uqN6

United Flowさんがリツイート 
おかめ @amemakko · 23時間23時間前 
来年度から保育士の月給６０００円アップ、安倍首相が待遇改善表明（

産経）Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160426-00000592-san-pol
… 
これ結局、2%UPにもならない。しかも消費税上がったら実質マイナス。とことん保育
士の仕事、バカにしてますね、素敵ですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160426-00000592-san-pol

amaちゃんださんがリツイート 
STOPtheFOOL闘う亀ガメラJPN @kamezuki · 4月26日 
@gyorodan @tokaiama 重要な動き。#不正選挙 のツイで通報すると恫喝してくるのが
いました。北海道５区の結果が不審だったんで、ばれると焦っている。開票27％「池
田真紀がリードしてるにも拘わらず和田義明に『当確』」

http://www.sankei.com/life/news/160427/lif1604270007-n1.html
https://t.co/3jxXh5uqN6
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160426-00000592-san-pol
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160426-00000592-san-pol
https://pbs.twimg.com/media/Cg4ttSrUYAAtu-Q.jpg


https://pbs.twimg.com/media/Cg4ttSrUYAAtu-Q.jpg

United Flowさんがリツイート 
きっこ @kikko_no_blog · 4月18日 
1機が離発着するためにサッカーグランド1面もの場所が必要な米軍のオスプレイをわ
ざわざ被災地への物資輸送に使う理由は何なのか？自衛隊にはもっと狭い場所で離発

着できる上に、空中にホバリングして物資をワイヤーで下せるヘリがたくさんある

のに。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
戦争撲滅兵器殲滅 @nowarnoweapon · 4月26日 
『首相「邦人なしでも米艦護衛」　集団的自衛権、国会論戦』朝日新聞デジタル

http://t.asahi.com/euh4 
…じゃこの「赤ちゃんを抱いた母親と小さな子供」は何だったんですか？ねえねえ？
？

United Flowさんがリツイート 
kumiko sekioka @kumiko_sekioka · 4月26日 
「それにね、牛も豚も水不足でバタバタ死んでいくし、地震が続いて頭がおかしくな

って凶暴になってきているからどんどん屠殺されてるんだって。そういうのも全然み

んな知らないのよね。鹿児島のこと、テレビで言わないんだもの」って。

https://www.youtube.com/watch?
v=u1oLWH8G0EM&index=24&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-Rqql8seZ8g
東方神起 / 10周年記念シングル「サクラミチ」MVショートVer. 

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
安保 多稼士 @AmboTakashi · 38分38分前 
茹でガエル症候群から脱出せよ！　死にたくなければ・・・。無理です。真実を話し

ても、遠い目をして話題を変える人々は洗脳されきっています。茹でガエルは茹だっ

て死ぬまで理解できないでしょう。残念ですが。

https://t.co/J4yGRYrgSc

鵺 @nue_FTW · 3時間3時間前 
続。8000ベクレルは再利用する基準。そもそも日本の基準は厳しかったて言うけど、

http://t.asahi.com/euh4
https://www.youtube.com/watch?v=u1oLWH8G0EM&index=24&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-Rqql8seZ8g
https://t.co/J4yGRYrgSc


さすがに80倍はやり過ぎでしょ。被曝線量も事故前の基準は１ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄだったのが今
は子供、妊婦関係なしに20ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ。これはドイツの原発作業員の基準です。

鄙の杜 @hinanomori · 4 時間4 時間前 
２度の電気料金値上げで、北電今期利益前年比４倍。電気料金の値下げせず、株主に

配当、役員２名増強。値下げは、従来通り、泊原発再稼働後にと。どこまで、傲慢な

のか。黙っている私達が、悪い。

ろくじだっちゃ @cFYXZm9Wo3r7Z85 · 5時間5時間前 
福島第一原発作業員が実名告発！「私は高線量部隊にされるところだった」 - ライブド
アニュース 
https://t.co/bS9atLopEW

山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 8時間8時間前 
（続き）であてにされている高速道路や九州新幹線は、地震で不通区間が残る」「熊

本県にも避難者を受け入れてもらう予定だが、そもそも川内原発から熊本県境まで

は40キロ弱しか離れていない。福島原発事故で、約50キロ離れた地点まで居住制限区
域レベルに汚染されたことを考えると、熊本県民も迅速

山崎 雅弘 @mas__yamazaki · 8時間8時間前 
国際基準では「動かしてはいけない」はずが…稼働続ける川内原発（AERA
）http://bit.ly/1redM45 「地震後、川内原発は国際原子力機関（IAEA）が定める安全基
準を満たせない状況になっている。基準では第5の防護層として、緊急時の避難計画を
求めている。ところが川内

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【原発事故で病院から避難中死亡 東電に賠償命じる判決】（続き）
双葉病院からの避難を巡る裁判で判決が言い渡されたのは初めてです。

（2016年4月27日 13:32 NHK）

q∂~∂p @qoAop · 11時間11時間前 
事実に基づいてっていうけど福一の時は政府発表が事実じゃなかったよな。

#モニクロ #クロス
ＮＨＫ会長「原発はコメント加味せず報道」　再び持論：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASJ4V7560J4VUCVL02P.html

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 

https://t.co/bS9atLopEW
http://bit.ly/1redM45
http://www.asahi.com/articles/ASJ4V7560J4VUCVL02P.html


中山幹夫 @nakayamamikio · 11 時間11 時間前 
これって志賀原発だけじゃないよ。日本の原発って、どこもこんなのばっかり。→志

賀原発　１号機、廃炉濃厚…調査団「直下に活断層」
http://mainichi.jp/articles/20160427/k00/00e/040/221000c …
https://pbs.twimg.com/media/ChBKWVjU0AAUu_3.jpg

otto.嶋＠自公以外でお願いしますさんへの返信 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 12時間12時間前 
#泊原発 です。ことし1月12日、M6の地震のあとから
六ヶ所村の核施設も東通原発もふくめ、かなり異常です。

@luki_luki 北海道は場所があまり動かない。ここに何かあるのかな？

United Flowさんがリツイート 
コッピー @norari8 · 4月25日 
コッピーさんがロビンをリツイートしました

放射能の汚染が完全に抜けちゃっている・・彼らの頭からね

https://twitter.com/oldblue2012/status/724590702689046528

United Flowさんがリツイート 
田井中雅人/Masato Tainaka @tainaka_m · 4月25日 
制御不能に陥った核エネルギーの恐ろしさを強調したゴルバチョフ氏は、こうも語

った。「チェルノブイリがなかったら、レイキャビクはなかった」→（吉田文彦の地

球３６０度）原発の惨劇、核軍縮動かした：朝日新聞デジタル

https://t.co/Q4zVZaJ35o

https://www.youtube.com/watch?v=p_2F2lKV9uA&index=12&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-
Rqql8seZ8g
森山直太朗 - さくら（独唱） 

ドンガメ六号 @dongame6 · 7時間7時間前 
救援物資の不足をSNSで大きく取り上げて貰うためにせっせと千羽鶴を避難所のみん
なで折り、「救援物資の不足している中に千羽鶴が送られてきた！！！」という写真

と共にSNSにアップロードする新戦術の登場である

ドンガメ六号 @dongame6 · 7時間7時間前 

http://mainichi.jp/articles/20160427/k00/00e/040/221000c
https://pbs.twimg.com/media/ChBKWVjU0AAUu_3.jpg
https://twitter.com/oldblue2012/status/724590702689046528
https://t.co/Q4zVZaJ35o
https://www.youtube.com/watch?v=p_2F2lKV9uA&index=12&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-Rqql8seZ8g


「うちの避難所では救援物資が不足しているのだが、近所の同じ様な救援物資が不足

している避難所には千羽鶴が届いてそれがSNSで大きく取り上げられて救援物資が速
攻で送られてきた。うちにも千羽鶴を送って欲しい」みたいなエピソードが出来そう

United Flowさんがリツイート 
Da Zhu Yiu Jiang @pallmalld · 9時間9時間前 
僕「パパとか太朗（長男）とか見ててどう思う？」

長女「バカだなーと思う」

僕「だろ？大抵の場合、結果的にママが言うことが正しいよな？」

長女「うん」

僕「だから世の中の男が言ってる事なんて話半分で聞いとけ」

長女「うん、そうしてる」

僕「そうですか。。。」

長女「なんで？」

United Flowさんがリツイート 
Urabe, Shyouhei @shyouhei · 4月25日 
小学生に覚えておいてほしいことは「大人は馬鹿だ」ということ、中学生に覚えてお

いてほしいことは「大人は思ったより馬鹿だ」ということ、高校生に覚えておいてほ

しいことは「大人は思った通りの馬鹿だ」ということ、大学生に覚えておいてほしい

ことは「お前はもう馬鹿の一員だ」ということですね。

https://www.youtube.com/watch?v=Eze6-eHmtJg&index=22&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-
Rqql8seZ8g
スピッツ / チェリー 

１％のひらめき @hirameki1p · 8時間8時間前 
お前ら背高い女の子に｢いいな〜分けて〜｣だけは言うなよ絶対言うなよ困った顔で首

かしげてわらいながら｢ええ〜いいよ〜｣とか返しながら心の中では黙れ150センチ代か
わいい羨ましいふざけんなお前ら頭掴んで地球投げして遠心力で10センチ伸ばしてや
ろうかって考えてるから ソースは私

https://www.youtube.com/watch?v=ANDGurOLuGE
KOKIA - 本当の音 [Hontou no Oto] (True Sound) 

https://www.youtube.com/watch?v=Eze6-eHmtJg&index=22&list=PL9MHpazTdQCAjjGJD8eGo5-Rqql8seZ8g
https://www.youtube.com/watch?v=ANDGurOLuGE


 



（４月28日）　来たらおしまいさ〜と皆笑顔です。

http://85358.diarynote.jp/201604280831524078/

【川内原発は震度７】／【M5.0】TAIWAN 10.0km
／【M5.3】TAIWAN 8.3km ／太陽コロナホールの影響が２９日
から３０日にかけて到来し地磁気が乱れる可能性。

2016年4月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=hiK0oehes2c
BEGIN／島人ぬ宝 

あなろぐしゃしん @umaguma49 · 3 時間3 時間前 
太陽面低緯度と北半球中緯度の子午線付近に位置しているコロナホールの影響が、２

９日から３０日にかけて到来し、地磁気がやや乱れる可能性があります。 
https://pbs.twimg.com/media/ChEyDz8UgAE8wtH.jpg

地震マップ @eq_map · 4 時間4 時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ42.3km 2016/04/28 04:20:41

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
今朝も極めて緊迫した耳鳴り　結果が出ないのは黒点活動が低調なせいだろう

観測史上二番目の巨大黒点が地球を向いたとき、熊本地震が起きた

C級フレア6回しかなかったが、大陽風は強烈だった
http://swc.nict.go.jp/sunspot/

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 花蓮縣, 台灣 
【M5.0】TAIWAN 10.0km 2016/04/28 03:19:05JST, 2016/04/27 18:19:05UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=23.3686,121.3147%28+%5BM5.0%5D+TAIWAN+10.0km+2016%2F04%2F28+03%3A19%3A05JST%2C+2016%2F04%2F27+18%3A19%3A05UTC+%29&ll=23.3686,121.3147&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bzz …

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 7時間7時間前 
4月20日-4月26日の地震活動(気象庁発表)
熊本県熊本地方 586回
宮城県沖 225回
福島県沖 222回
茨城県北部 209回
石垣島近海 171回
岩手県沖 163回
茨城県沖 126回
以下省略　計4225回
http://j.mp/1oo8wnC

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M5.3】TAIWAN 8.3km 2016/04/28 00:17:13JST, 2016/04/27 15:17:13UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=24.2179,121.8245%28+%5BM5.3%5D+TAIWAN+8.3km+2016%2F04%2F28+00%3A17%3A13JST%2C+2016%2F04%2F27+15%3A17%3A13UTC+%29&ll=24.2179,121.8245&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bxy …

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � 日本 
【M3.3】佐渡島近海 深さ173.9km 2016/04/27 22:16:10
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=38.141,138.255&ll=38.141,138.255&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160427221610a.gif …

amaちゃんださんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 14時間14時間前 
ジョージさんが非自公民の脱原発に一票（しろ）をリツイートしました

http://85358.diarynote.jp/201604280831524078/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201604280831524078/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160428/85358_201604280831524078_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160428/85358_201604280831524078_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160428/85358_201604280831524078_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=hiK0oehes2c
https://pbs.twimg.com/media/ChEyDz8UgAE8wtH.jpg
http://swc.nict.go.jp/sunspot/
http://maps.google.co.jp/maps?q=23.3686,121.3147%28+%5BM5.0%5D+TAIWAN+10.0km+2016%2F04%2F28+03%3A19%3A05JST%2C+2016%2F04%2F27+18%3A19%3A05UTC+%29&ll=23.3686,121.3147&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bzz
http://j.mp/1oo8wnC
http://maps.google.co.jp/maps?q=24.2179,121.8245%28+%5BM5.3%5D+TAIWAN+8.3km+2016%2F04%2F28+00%3A17%3A13JST%2C+2016%2F04%2F27+15%3A17%3A13UTC+%29&ll=24.2179,121.8245&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005bxy
http://maps.google.co.jp/maps?q=38.141,138.255&ll=38.141,138.255&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160427221610a.gif


沖縄は北に中央構造線、南に南海トラフの延長線が伸びていると聞いています。250年
前に石垣、宮古が地震による大津波で壊滅しました。周期がそれくらいなので。そろ

そろ来るはずよ〜と言われています。来たらおしまいさ〜と皆笑顔です。楽観的！

https://twitter.com/xciroxjp/status/724938584067809280

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 

震源地ごとの地震観測回数 
期間：2016年01月19日〜2016年04月28日 
2016年04月28日08:00更新 
255回 熊本県熊本地方 M7.3 
83回 熊本県阿蘇地方 M5.8 
44回 トカラ列島近海 M5.3 
36回 宮城県沖 M5.0 
34回 大分県中部 M5.3 
※震度1以上を観測した地震の集計です

https://www.youtube.com/watch?v=t-K3lGG4nEA
BEGIN / 海の声 MV short.ver（au三太郎CMソング）

United Flowさんがリツイート 
ひろみ @hiromi19610226 · 12時間12時間前 
核のゴミの処分場なんて、適してる場所なんぞ

地震大国 ニッポンには御座いません。
何年、眠らせなきゃいけないと思ってるんだ？

amaちゃんださんがリツイート 
しんちゃん @shinchann2008 · 4月24日 
川内原発直近の甑断層・甑区間(39Km)で地震が発生した場合、なんとマグニチュー
ド７．５！ＰＤＦのシミュレーション図から川内原発は震度７と読めます

http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q11158349271 …
https://pbs.twimg.com/media/CgxJPkVU4AAmgLk.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=PFqxf8xsjcc
Cocco - ニライカナイ／琉球國祭り太鼓振り付け全編バージョン
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（４月28日）　羨ましいとさえ思える。

http://85358.diarynote.jp/201604281026458848/

福一ライブカメラまた悪化／九州では沢山の測候所で湿度100パ
ーセントが観測されてます。

2016年4月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=76-U4b5MKHg
BEGIN／三線の花 

ホワイトフード @whitefood1 · 34 分34 分前 
4月28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/ChFZofGUgAAVwS3.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 42 分42 分前 
東電福島原発からの風は反時計回りで本州の広い範囲に。

28日の夜あたりまでは風下になる予報です。
https://pbs.twimg.com/media/ChFeyWNVEAA-eYN.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 1 時間1 時間前 
名無し：04/27 20:18
原発へのサイバー攻撃テロ対策も必要になった

独グンドレミンゲン原発、ITシステムがウィルス感染・運転停止して総点検へ
http://business.newsln.jp/news/201604270813540000.html …
#ネットには非接続という

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【停電情報 2016年4月28日 7:08】
茨城県、埼玉県、神奈川県で停電が発生しています。

停電軒数：約900軒
http://nerv.link/2LJ8TK

http://85358.diarynote.jp/201604281026458848/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=76-U4b5MKHg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/ChFZofGUgAAVwS3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChFeyWNVEAA-eYN.jpg
http://business.newsln.jp/news/201604270813540000.html
http://nerv.link/2LJ8TK
https://twitter.com/Owwakkii/status/725467730212610049


https://twitter.com/Owwakkii/status/725467730212610049
特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【ＪＲ豊肥線　一部の区間で運転再開】

地震の影響で、JR豊肥線は、熊本県の肥後大津と大分県の豊後竹田の間で運転できな
くなっていましたが、このうち、大分県の豊後荻と豊後竹田の間は、線路の点検など

が終わって安全が確認されたとして、午前6時31分の始発から運転を再開しました。

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 2時間2時間前 
【避難指示・勧告の状況（２７日午前５時）】 熊本県内では、２７日午前５時の時
点で、▽避難指示が４２０世帯に出されているほか、▽避難勧告はおよそ４万２００

０世帯、１１万人に出されています。詳しくはこちら。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160428/k10010501541000.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【関東の天気 2016年4月28日】
今日はザーザーと本降りの雨で、傘が手放せません。一時的に雨が強まり、雷を伴う

ことも。突風にも注意が必要です。空気は少しヒンヤリとするので、羽織物で上手く

体感温度の調節をすると良さそうです。

薔薇っぴ！(頑張ろう!!九州！) @Love_Peace2016 · 3時間3時間前 
おはよう&こんにちは
熊本地震から2週間が経ちました。
今も尚、37000人が避難しています。
※仮設住宅:2100戸
※みなし住宅:2100戸(公営住宅の空き部屋への入居希望を募る
#頑張ろう
https://pbs.twimg.com/media/ChFaJEAU0AALBgM.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【停電情報 2016年4月28日 5:08】
東京電力停電情報によりますと、茨城県 茨城町、鉾田市の約700軒で停電が発生してい
るということです。

http://nerv.link/DvVbuv

NHKニュース @nhk_news · 4時間4時間前 
熊本地震 避難指示・勧告続く
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160428/k10010501541000.html … #nhk_news

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160428/k10010501541000.html
https://pbs.twimg.com/media/ChFaJEAU0AALBgM.jpg
http://nerv.link/DvVbuv
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160428/k10010501541000.html


cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
全国的に陸地に湿度が戻ってきました。

西日本は広い範囲で高湿度です。

九州では沢山の測候所で湿度100パーセントが観測されてます。
https://pbs.twimg.com/media/ChDmveaU0AECzww.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
福島第一ライブカメラ。

また悪化している様子です。

https://pbs.twimg.com/media/ChDiAFiU8AAIzha.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【2016年4月27日 20:14 NHK】
熊本 西原村 ５２５世帯に避難勧告
http://nerv.link/q6HWHr

amaちゃんださんがリツイート 
しんちゃん @shinchann2008 · 13時間13時間前 
『ベトナム中部で魚が大量死、製鉄所の廃水汚染か』2016/04/26 17:19 AFP通信（ハ
ノイ/ベトナム）台湾企業「フォルモサ」の製鉄所の排水が原因か？フォルモサ、世界
各地で同様な公害を撒き散らしている犯罪企業。東電みたい。

http://www.afpbb.com/articles/-/3085308?act=all

amaちゃんださんがリツイート 
ちくとう【#脱原発と保守。独立】 @BokusetuHaoi · 13時間13時間前 
ちくとう【#脱原発と保守。独立】さんがRTをリツイートしました
福島第一原発４号機の使用済燃料は100％大気中に放出　－　新たに機密情報を解除さ
れた米国原子力規制委の文書（2011年3月18日付）で明らかに
https://twitter.com/RT_com/status/675580869214494720 … …
https://twitter.com/RT_com/status/675580869214494720

くりえいと @kurieight · 15時間15時間前 
九州の線量が下がらないんだけど、これは川内を意味しているのでしょうか。

https://pbs.twimg.com/media/ChCbnD5U0AE56sz.jpg

United Flowさんがリツイート 

https://pbs.twimg.com/media/ChDmveaU0AECzww.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChDiAFiU8AAIzha.jpg
http://nerv.link/q6HWHr
http://www.afpbb.com/articles/-/3085308?act=all
https://twitter.com/RT_com/status/675580869214494720
https://twitter.com/RT_com/status/675580869214494720
https://pbs.twimg.com/media/ChCbnD5U0AE56sz.jpg


のぶ＠中国電力スラップ訴訟 @bubukun93 · 19時間19時間前 
空間放射線量の、24時間ほぼライブ配信（約10秒更新）始めました。山口県東部で、
木造2階の部屋で測定。機種は、「TERRA MKS-05」です。　http://bit.ly/W6Oyhh #空
間線量

United Flowさんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 23時間23時間前 
2016年4月27日、午前。今朝から北海道を除いて
日本列島は全体的に放射線量は高めだとおもう。

風向きを見ると太平洋側は明らかにF1からの汚染が直撃。
日本海側は各地の原子炉の汚染とミックスか。

九州は連日にわたり川内原発アウト。

https://pbs.twimg.com/media/ChAuKgJUgAA98lz.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChAuKgJUgAA98lz.jpg

United Flowさんがリツイート 
ひろみ @hiro_pyro · 4月26日 
チェルノブイリが羨ましいとさえ思える。だって、あちらは石棺なんだよ。

https://www.youtube.com/watch?v=EU8aOzXitpI
好聽的原住民歌曲 2 ( 阿嬤的歌 ) 

…沖縄って「海洋音階」（丸木舟と波浪のリズム）だけど…

…台湾って「大陸音階」（馬のトロットのリズム）だよね…？？

https://www.youtube.com/watch?v=nm4k8UR8dJo
熊本城之踊 @ KUMAMONFANS感謝祭in香港 

ちなみに日本のリズムは「たたら踏み」だという説があります…。

（すいません台湾じゃなくて香港でした…）

うにゃんこ @takeccommaa · 4時間4時間前 
過日の仕事中に地震の話になり、編集さんが「放射能がコワイ！って熊本に移住した

http://bit.ly/W6Oyhh
https://pbs.twimg.com/media/ChAuKgJUgAA98lz.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChAuKgJUgAA98lz.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EU8aOzXitpI
https://www.youtube.com/watch?v=nm4k8UR8dJo


人達いるじゃん？それで被災してたら悲惨よね」と言うので、何と言ってやろうか

と思っていたら、ライターさんがすかさず「でも放射能がないから復興は全然早いと

思うよ」って言ってくれた話はしましたっけ。

United Flowさんがリツイート 
一路 @knp12 · 4月26日 
@EUCALYPTUS_70ml地震が続き今後の予測もつかない状況下で川内原発の稼働を続
けるのは国を失いかねない狂気の選択。国民は九電に市場からの退場を突き付けて川

内を止めるべき。RTをhttp://goo.gl/Db6Zrh
https://pbs.twimg.com/media/Cg-RxAAUoAA3fVZ.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=YNBaYHTxhvU
GEE by くまモン隊 @KUMAMONFANS感謝祭in香港 

https://www.youtube.com/watch?v=6y1tA8aW6Js
Cocco - Swinging night

http://goo.gl/Db6Zrh
https://pbs.twimg.com/media/Cg-RxAAUoAA3fVZ.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YNBaYHTxhvU
https://www.youtube.com/watch?v=6y1tA8aW6Js


（４月28日）　バカの屁理屈だね。

http://85358.diarynote.jp/201604281034572922/

【熊本地震に乾杯！】／タチ悪い北電／熊本地震で最大加速度１

４日１５８０ガル、１６日１３６２ガル、どうして耐震基準が川

内原発６２０ガル、伊方原発６５０ガル正当なのか説明してくだ

さい。

2016年4月28日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

https://www.youtube.com/watch?v=4bDkkVqXjkE
正調　田原坂 

アレピ・ネット @alepynet3 · 1 分1 分前 
川内原発の停止を九州電力へ求めても、日本政府に求めても残念ながら何の意味もあ

りません。なぜなら彼らには川内原発を停止する権限が1ミリも無いからです。

孫崎　享 @magosaki_ukeru · 11分11分前 
原発、最近原発の安全性判断は専門家に任すべきだという声が強くなっている（経産

省OB等発言）。では専門家の方々、熊本地震で最大加速度１４日１５８０ガル、１６
日１３６２ガル観測中、どうして耐震基準値の基準地震動が川内原発６２０ガル、伊

方原発６５０ガルで正当なのか説明してみてください。

鉄馬 @tetsumah · 28分28分前 
川内原発30km圏内で脱出できないのは2万人か。ちなみに、熊本大分地震で避難中の
現在の人数は3万7千人。 http://www.waseda.jp/prj-matsuoka311/material/20150219-
20kagoshimareport.pdf …

Kazumasa Kawaguchi @kazsoul · 34分34分前 
賛同者、現在12万3348人に！
引き続き拡散を！署名まだの方はぜひお願いいたします。

http://85358.diarynote.jp/201604281034572922/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160428/85358_201604281034572922_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4bDkkVqXjkE
http://www.waseda.jp/prj-matsuoka311/material/20150219-20kagoshimareport.pdf


#川内原発今すぐ止めろ
↓

キャンペーン「経済産業大臣: 川内原発を止めてください。」 に賛同をお願いします！
https://t.co/nkR9cQ5S1y

りっちー @zzr1100c2richy · 39分39分前 
世界一厳しい安全基準って誰か言ってなかったっけ？) 国際基準では「動かしてはいけ
ない」はずが…稼働続ける川内原発 http://dot.asahi.com/aera/2016042500144.html …
@dot_asahi_pubさんから

葉茶 @mechako · 3時間3時間前 
葉茶さんが北海道新聞をリツイートしました

電気料金上げて、黒字にして、どうするかと思ったら、役員2人増やすだとぉ？私利私
福しか考えていない会社だな！公共料金担う資格ないんじゃあ？

「値下げは、泊原発再稼働後に」って脅迫かっ！！

タチ悪い #北電
https://twitter.com/doshinweb/status/693134030007508992

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
【驚愕】ＮＨＫ・籾井会長、原発報道の専門家による解説やコメントも否定してたこ

とが判明！「いろいろある専門家の見解を伝えても、いたずらに不安をかき立てる」

https://t.co/Bn7T3DHnbq

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
「今のＮＨＫは情報統制モードに入っている。情報を知らされるべき人に、それを知

らせない。：山崎 雅弘氏」　
http://sun.ap.teacup.com/souun/19901.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
福島除染作業で大手ゼネコンを表彰、大成、鹿島、清水、大林、竹中に賞状を授

与(2016/4/27 福島民報)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5571.html …
311事故直後、知人のジャーナリストから清水建設が現地除染作業で『モニタリングポ
ストから２０ｍだけ除染し残りは放置の司令』と

かず- @kzooooo · 6 時間6 時間前 
フクイチ収束の作業員不足も深刻な問題となるだろう｡戦争の可能性もあるが､徴兵制

https://t.co/nkR9cQ5S1y
http://dot.asahi.com/aera/2016042500144.html
https://twitter.com/doshinweb/status/693134030007508992
https://t.co/Bn7T3DHnbq
http://sun.ap.teacup.com/souun/19901.html#readmore
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5571.html


でフクイチへ行かされる可能性の方が高いかも知れない｡

tomtom @tomtom_ty · 8時間8時間前 
☆ 北海道 恵庭市議会では泊原発の再稼働反対の陳情書
が、即決で否決されました。

全国的に衆院補選で注目された地区で自衛隊の街です

自民党と公明党で71%を占めている保守王国です。 

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
もんじゅ事故「隠蔽」の極秘記録と西村氏「怪死」の真相

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f18b21a51898246fd637e8d505720236 …
残された遺書に不審な点：

筆跡が一部、本人と違う。

勝手に加筆、入れ替えなどがなされ

１０カ所以上の表現が変わっていた。

遺書までもが

「工作」に利用されていたのだ。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
『政府、汚染の深刻さを未だ理解せず』松本市長 菅谷昭 氏
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f240b0dab73d4149114475a8cf3db037 …
政府は

平地でも表土5-10cm取去れば除染効果あるとしているが
例え20cm削ったとしても
チェルノブイリの高汚染地域では

25年経っても住めないことが分かっている

kenji @buick54aki · 13時間13時間前 
民間団体が海の汚染状況を調べるため

船を出して海水を採取していたところ

海上保安庁の船がやってきて、

海水を採取して放射線量を調べる事は

禁止されていると、測定を許可しなかった

急病人

給食

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f18b21a51898246fd637e8d505720236
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f240b0dab73d4149114475a8cf3db037


水道水

放射能

フクイチ

被曝

原発 

United Flowさんがリツイート 
座健奈夜 @zakennayou · 15時間15時間前 
あちら石棺、こちらダダ漏れ。

amaちゃんださんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 4月25日 
危険に感じるも感じないも私が測定したもの掲載しておくね。ここは原発から何キロ

圏内かな？知らないで木に触ったり燃やしたりしてるんだろうね？知らぬが仏の世

界感。

Cs137　18,500Bq／kg
Cs134　 5,090Bq／kg
https://pbs.twimg.com/media/Cg4MaksUcAALbT3.jpg

小倉　正（#脱原発に一票） @togura04 · 4月26日 
国際基準では「動かしてはいけない」はずが…稼働続ける川内原発 〈AERA〉｜dot.ド
ット 朝日新聞出版 http://dot.asahi.com/aera/2016042500144.html …　日本政府は、国
際水準のIAEAの五層の深層防護の第５層つまり原子力防災部分が不十分でも、世界最
高水準、と強弁している。

United Flowさんがリツイート 
Ⓜペッコ @pecko178 · 4月26日 
Ⓜペッコさんがひろみをリツイートしました

バカの屁理屈だね

https://twitter.com/hiromi19610226/status/724896168812134400

https://www.youtube.com/watch?v=AR7XHJcSAbA
熊本城のうた ‐ エグスプロージョン 

Value Added News @ValueAddedNews · 3時間3時間前 

https://pbs.twimg.com/media/Cg4MaksUcAALbT3.jpg
http://dot.asahi.com/aera/2016042500144.html
https://twitter.com/hiromi19610226/status/724896168812134400
https://www.youtube.com/watch?v=AR7XHJcSAbA


事故が止まったのは奇跡

「事故の対処に人間も頑張ったけど『頑張った』の積み重ねだけで止まったとは思え

ないのです。政治家としては使ってはいけない言葉でしょうが正直あの時だけは『神

のご加護だ』と思いました」

菅元首相　朝日新聞

https://t.co/HrrTyuYXlt

https://www.youtube.com/watch?v=dmAExxE-Lak
熊本市歌 

amaちゃんださんがリツイート 
有機農業ニュース・クリップ @OrganicNewsClip · 1時間1時間前 
白眞勲議員の質問趣意書に対して、毒ガスを含む化学兵器や生物兵器の一切の使用を

憲法９条が禁止するものではないとする答弁書

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/toup/t190101.pdf … 
生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約を批准するも憲法はOK

amaちゃんださんがリツイート 
litera @litera_web · 2時間2時間前 
朝日新聞が「押し紙」で公取委から注意！ 読売にも疑惑あるのに朝日だけが狙われた
のはなぜ？ 背後に安倍政権
https://t.co/moRPKmniAo

森哲平 @moriteppei · 2時間2時間前 
原発という言葉を聞かない日がなかった東京暮らし。原発を恐れて徳島に移住したが

、今度は毎日「補助金」という言葉を聞かない日がない。そこには、フィロソフィー

もストラテジーもビジネスモデルもないまま、補助金補助金連呼する構造が全体的に

見えるんですよ。これはこのままにして死ねない。

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
て・再開票すればイケマキ勝利、恵庭で４百票訂正、千歳市にキャンプ千歳。亀田ラ

ンダエタ戦のような開票結果です。

http://www.asyura2.com/15/cult15/msg/880.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 

https://t.co/HrrTyuYXlt
https://www.youtube.com/watch?v=dmAExxE-Lak
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/190/toup/t190101.pdf
https://t.co/moRPKmniAo
http://www.asyura2.com/15/cult15/msg/880.html


北海道衆院不正選挙詳報です。不正選挙、確定です。（richardkoshimizu’s blog）
http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/232.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
【キタ！】「パナマ文書」に丸紅、伊藤忠商事、ＵＣＣグループ代表の名前！「ビジ

ネスのため」「合法的に納税」と釈明

https://t.co/yqPquZQnHK

ぽにちゃん @ponicyan · 4時間4時間前 
被災して避難生活が長くなるとトイレ、ゴミや感染症などの衛生問題、飲用水、風呂

などの水の問題、エコノミークラス症候群、被災生活での二次的な健康問題が出るの

はわかりきったことだけどね。こんなの行政の責任だろ？　結果を甘く見た見積もり

を行政がしたからだろ？　こんな時くらいしっかりしろや

United Flowさんがリツイート 
ひろみ @hiromi19610226 · 12時間12時間前 
この オバサンの給与も上がってたんだね…
https://pbs.twimg.com/media/ChDPK0NUgAA_SwP.jpg

United Flowさんがリツイート 
ひろみ @hiromi19610226 · 11時間11時間前 
東日本大震災で 国会議員の給与を下げたんだよね？
で、去年 元に戻した？
庶民は 復興税は まだ納めてる？
首をひねりすぎて、また 私の首が痛い （≧∇≦）

United Flowさんがリツイート 
被曝猫 @EUCALYPTUS_70ml · 13時間13時間前 
九州の大震災後、都内で『熊本県産』が増えたって？

そんなバナナ　

United Flowさんがリツイート 
非一般ニュースはアカウント凍結 @kininaru2014111 · 4月22日 
哀悼の意を込めて乾杯はしません。　　自分でおかしい、と思わないのだろうか？

今井絵理子、初選挙へ意気込み＆熊本地震へ哀悼の意　http://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20160421-00000181-nksports-pol …
https://pbs.twimg.com/media/CgplCWrUgAAV8nD.jpg

http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/232.html
https://t.co/yqPquZQnHK
https://pbs.twimg.com/media/ChDPK0NUgAA_SwP.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160421-00000181-nksports-pol
https://pbs.twimg.com/media/CgplCWrUgAAV8nD.jpg


United Flowさんがリツイート 
死 @haieki · 4月26日 
「日本すごいだろ」なんて、言えば言うほど自信を失わないもんかね？　俺は聞いて

るだけで落ち込んでくるけど

https://www.youtube.com/watch?v=tjZkLZYyjz8
なまりうた1 

１％のひらめき @hirameki1p · 11時間11時間前 
ハサミがないからハサミを買ったのに、ハサミを使うにはハサミが必要という

https://pbs.twimg.com/media/CNYW3JQUYAAryfs.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=X815fvPU-cw
Cocco - やわらかな傷跡 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tjZkLZYyjz8
https://pbs.twimg.com/media/CNYW3JQUYAAryfs.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=X815fvPU-cw


（４月28日）　月の神話は本当なのか？

http://85358.diarynote.jp/201604282236525009/

【震度６弱程度に注意】【長崎と福岡】／気象庁が「熊本地震は

震度１以上が1000回を超えました」と発表してる事の「意味」。

2016年4月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 47分47分前 
「震度6弱程度に注意」＝地震活発に続く—気象庁・熊本地震（時事通信） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160428-00000133-jij-soci …
#Yahooニュース
https://t.co/USp71CHjbc

モモちん @r2o2k · 10時間10時間前 
夜中の地震で停電になって、取り敢えず暗闇の中を学校まで避難しようとしてた時に

頭の中にあったイメージは「絶体絶命都市」でした。

あのゲームの経験がなかったら、自転車用のライト外して胸元に下げて照明を固定し

たり、妻のバッグに後方用の赤点滅を括りつけたりはしなかった。

…ほほぅ…（＠＠）…☆
http://zettai-zetsumei.jp/

https://www.youtube.com/watch?v=IE2akWrkyW4
絶体絶命都市3 主題歌「キミの隣で...」full【高音質】

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15 分15 分前 
T.HIRANOさんがT.HIRANOをリツイートしました
直下型地震の備え

阪神大震災も熊本地震も、3.11と違い、直下型地震なので、前日に「予兆」もなく、熊
本地震も、まったくない状態。破壊力があり「突然、突き上げる地震」なので、家具

の固定など直下型地震の備えは必要。日本は断層だらけです。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
今日28日、気象庁が「熊本地震は震度1以上が1000回を超えました」と発表
この回数は観測史上初のことであり、なおかつ『震源が移動』してる事も、気象庁

は『かなり異常な地震』と判断してる。そして一昨日から「震度3以下」も、公表して
る事の「意味」を察して、全国的に地震の備えは必要。

amaちゃんださんがリツイート 
山口隆之 @FujizoushiBot · 4時間4時間前 
富士山ラドン濃度は25に上昇中。動きがあったようです。
https://pbs.twimg.com/media/ChIASAAUkAA1h9-.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
熊本地震は時間差で連鎖する事が多い

昨日は大分県の30秒後に千葉県沖。この前は熊本の20秒後に宮城沖が発震。
今日は、さっきの有明海の地震の約1分後（ひうち灘：岡山と香川の間）マグニチュー
ド3.7　中央構造線断層沿い。
https://pbs.twimg.com/media/ChHgMFLVEAAU634.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChHgMJbU8AAUXKe.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
4月28日 15時30分：有明海（M4.7　震度4）
有明海が震源で震度4という大きな地震は見た事がないので、気象庁のデータを検索す
ると、過去86年間、震度3までならあるけど震度4はない。震源が移動中。長崎と福岡
は注意した方が良い

https://pbs.twimg.com/media/ChHWvmQUcAAT4uR.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=1mlqoVOKVaI
サクラ-ケツメイシ　歌詞付 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4時間4時間前 
28日15時46分
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フランス南西部の沿岸で、やや強い地震。　フランスで地震は珍しい。めったに起ら

ないから、震度3程度でもパニックになる人がいるよね。3.11の時も六本木にいた観光
客が、恐怖のあまり号泣してたから。（現地の人のTW）
https://pbs.twimg.com/media/ChHwwVWUoAAxXAk.jpg

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M4.5】HOKKAIDO, JAPAN REGION 49.2km 2016/04/28 16:12:20JST, 2016/04/28
07:12:20UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=41.1177,142.644%28+%5BM4.5%5D+HOKKAIDO%2C+JAPAN+REGION+49.2km+2016%2F04%2F28+16%3A12%3A20JST%2C+2016%2F04%2F28+07%3A12%3A20UTC+%29&ll=41.1177,142.644&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005c41 …

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.4】KURIL ISLANDS 149.5km 2016/04/28 16:34:57JST, 2016/04/28 07:34:57UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=48.4279,153.159%28+%5BM4.4%5D+KURIL+ISLANDS+149.5km+2016%2F04%2F28+16%3A34%3A57JST%2C+2016%2F04%2F28+07%3A34%3A57UTC+%29&ll=48.4279,153.159&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005c4e …

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.4】青森県東方沖 深さ17.4km 2016/04/28 16:12:16
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.045,142.820&ll=41.045,142.820&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160428161216a.gif …

floccus @floccus_ · 5 時間5 時間前 
太陽面低緯度と北半球中緯度の西１５度付近に位置しているコロナホールの影響が、

２９日から３０日にかけて到来し、地磁気がやや乱れる可能性があります。

http://swc.nict.go.jp/mobile/index.php/news/detail/2016119 … #地震雲 #地震

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M4.3】FRANCE 10.0km 2016/04/28 15:46:50JST, 2016/04/28 06:46:50UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=46.0753,-
1.2014%28+%5BM4.3%5D+FRANCE+10.0km+2016%2F04%2F28+15%3A46%3A50JST%2C+2016%2F04%2F28+06%3A46%3A50UTC+%29&ll=46.0753,-
1.2014&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005c3r …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前 
2016年04月28日 15時30分54秒
震源地：有明海（マグニチュード4.7　震度4）
長崎県島原市、福岡県久留米市（地震波形画像　©NIED 防災科学技術研究所）
特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【各地の震度 2016年4月28日】
震度4：
［熊本県］熊本西区春日

https://t.co/NjhgFdmomS

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
Suwanosejima is one of the Tokara Islands:Kagoshima. 4/19 13:49 (Japan
Meteorological
Agency:
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160419140125_511.html
…
https://pbs.twimg.com/media/ChG0x2JU4AAPSNs.jpg

宇宙天気ニュース @swnews · 10 時間10 時間前 
[記事] 太陽風はやや高速で、磁気圏の活動も少し活発になっています。
http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ41.9km 2016/04/28 11:49:32

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � Papua New Guinea 
【M5.6】BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA 128.1km 2016/04/28
10:17:13 JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
6.076,154.9688%28+%5BM5.6%5D+BOUGAINVILLE+REGION%2C+PAPUA+NEW+GUINEA+128.1km+2016%2F04%2F28+10%3A17%3A13JST%2C+2016%2F04%2F28+01%3A17%3A13UTC+%29&ll=-
6.076,154.9688&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005c29 …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 13時間13時間前 
名無し：04/28 10:35
カラスが窓に激突…地震の予兆？
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160427-00010000-mjikenbo-l44 …
通常は年に1、2回しかないという。ところが、4月になってから頻発
午前8時から同9時の間に集中し、多い日は7、8回もあった。地震発生後の15日からは
ピタリとやんだと…
https://t.co/xDIVwmX3dV

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
The Daisetsuzan Volcanic Group: Japan Meteorological Agency
https://pbs.twimg.com/media/ChF0n21UUAAfU8x.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChF0n3IUUAAofiD.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 
#クライシスカレンダー 04/27【1953年 阿蘇山噴火で死傷者多数】11:31頃発生 死者
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6人 負傷者約90人 中岳第一火口から噴火、人身大〜人頭大の噴石が火口周辺に飛散し
、修学旅行中の高校生など多数の観光客が死傷。現在、中岳第一火口周辺には退避壕

が複数設けられている。

amaちゃんださんがリツイート 
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4月26日 
25日に気象庁も、阿蘇山の「噴火警報・予報」で発表してるんだよね
噴火の兆候となる（火山性微動）の大きな変化はないとしながらも、火山ガスが、約2
倍の2400トンになってること（詳細
：http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20160425160144.html …）
https://pbs.twimg.com/media/Cg9x9GCWwAAbBHF.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=JerohJ-prk8
純恋歌　歌詞付き 

カラパイア @karapaia · 53分53分前 
カラパイア : 月の神話は本当なのか？満月が人に与える影響を科学的に検証する
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216537.html …
https://pbs.twimg.com/media/ChIGZMhU0AE6Z1B.jpg

http://www.jma.go.jp/jp/volcano/info_05_20160425160144.html
https://pbs.twimg.com/media/Cg9x9GCWwAAbBHF.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JerohJ-prk8
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216537.html
https://pbs.twimg.com/media/ChIGZMhU0AE6Z1B.jpg


（４月28日）　対策はまだない…

http://85358.diarynote.jp/201604282306464057/

東電も認めたフクイチ地下から猛毒トリチウム殺人水蒸気／名古

屋市で南海トラフ巨大地震の避難所「防災アプリ」を公開。

2016年4月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 23分23分前 
九州新幹線、全線再開。脱線対策はまだない…
いいじゃないか、大地震対策のない川内原発も稼働してるんだから（涙）

https://t.co/OnnDvPlMlw

httP://www.youtube.com/watch?v=9o7DVxMEixM
ケツメイシ　涙　歌詞付き 

特務機関NERV @UN_NERV · 53分53分前 
【西武有楽町線 運転再開】
西武有楽町線は、池袋線で起きた踏切での事故の影響で全線で運転を見合わせていま

したが、午後9時45分ごろ運転を再開しました。
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http://nerv.link/HorARO

T.M. @AnanasTokyo · 1 時間1 時間前 
福一の凍土壁うまく機能してないってよ。当たり前だが。

http://bigstory.ap.org/urn:publicid:ap.org:09dc895400c847d3a7a6ce865826a615#

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
#熊本地震「食べて応援」　
スーパーで購入したトマト。

報道によると「出荷できないなど、今回の地震による熊本の農地の被害総額は、約78
億円、林業と合わせた被害額は235億円。まだ調査できてない地域もあり、更に被害は
拡大」

https://pbs.twimg.com/media/ChIRx9HVEAAxNPN.jpg

NHKニュース @nhk_news · 2時間2時間前 
【今夜のＮＷ９】最初の震度７の地震からきょうで２週間。熊本県内では依然３万３

０００人余が避難所で不自由な生活を続けています。この中には余震におびえ十分な

睡眠をとれていない子どもたちも多くいます。車中泊を続ける親子を取材し、子ども

たちに今何が必要か考えます。#nhk_news

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
世界的に異常気象に。

ヨーロッパでは寒波。インドでは熱波等々、世界中の気象がおかしくなってきている

。

フジサンケイビジネスアイ @FBi_JP · 3時間3時間前 
熊本県警は、地震で住民が避難中のアパートに侵入して物色したとして建造物侵入と

窃盗未遂の疑いで福岡県大牟田市、会社員、吉田忠史容疑者（２１）、同市、会社員

、横山悟容疑者（３０）の２人を逮捕した。共に容疑を認め「地震後は無施錠の家が

多いので盗みやすいと思った」と供述 #news

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【西武池袋線と豊島線は運転再開】

西武池袋線は、人身事故のため池袋駅と飯能駅の区間で運転を見合わせていましたが

、午後8時ごろ上下線ともに運転を再開しました。また、この事故の影響で全線で運転
を見合わせていた豊島線も運転を再開しました。

http://nerv.link/tCGcIu

http://nerv.link/HorARO
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名古屋市防災 @nagoya_bousai · 4時間4時間前 
名古屋市では、南海トラフ巨大地震の被害想定や避難所・津波避難ビルなどが確認で

きる、「名古屋市地震防災アプリ」を公開しています。無料でダウンロードすること

ができますので、災害への事前の備えとして是非ご活用ください。詳しくはこち

らhttp://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/20-2-5-15-0-0-0-0-0-0.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
〔季節はずれの雪〕群馬・長野で積雪のおそれ　峠道の凍結に注意

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160428-00000007-rescuenow-soci …
かなり育ったジャガイモの芽が真っ黒になるだろうな

https://t.co/ECFqn5qRWv

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 5時間5時間前 
【南阿蘇 避難所の天井ボードが落下 けが人なし】 けさ、熊本県南阿蘇村の避難所で、
天井の石こうボード1枚が床に落ちました。避難していた人たちにけがはありませんで
したが、避難所は閉鎖され、全員が別の場所に移りました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160428/k10010502401000.html …

500円 500 @_ yen · 5時間5時間前 
河野防災担当大臣Tw
・民間賃貸住宅1250戸提供開始。一部みなし仮設扱い
・福岡佐賀長崎などホテル旅館に二次避難986名移動
・電力仮鉄塔建設終了で電源車から切り替え開始

・熊本市東部のゴミ片付けに自衛隊参加

・都市ガス8割弱復旧。計画前倒しで4月末完了予定
＼迅速対応GJ／

ホワイトフード @whitefood1 · 6時間6時間前 
4月28日17時24分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が270箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【北朝鮮 再び「ムスダン」１発発射も失敗か 韓国国防省】（続き）
韓国国防省が詳しい情報の収集を急いでいるということです。

（2016年4月28日 16:19 NHK）
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」大黒党ミロ @daikokudo · 7 時間7 時間前 
東電も認めた！フクイチの地下から・・・

http://sharetube.jp/article/2373/ 
→熊本の地震を過小評価しようとする政治に疑問持たない人がまだまだたくさんいる

https://t.co/Okgg6BSZFl

United Flowさんがリツイート 
hide @minatohide · 8時間8時間前 
ドイツ最大の原発がウイルスに感染

ドイツ最大の原子力発電所グンドレミンゲン原発のコンピュータネットワークがウイ

ルスに感染していることが分かった。２７日、ロイター通信が報じた。

http://jp.sputniknews.com/incidents/20160427/2037718.html … @sputnik_jp
2016年4月27日(水)
https://t.co/YvbpRhz1KE

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【停電情報 2016年4月28日 15:12】
東京電力停電情報によりますと、群馬県 安中市、高崎市の約100軒で停電が発生してい
るということです。

http://nerv.link/L9pLXr

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 9時間9時間前 
【みなし仮設入居申し込み 熊本市で手続き開始】 多くの人が避難所での生活を余儀な
くされていて、熊本市で賃貸住宅の賃料を行政が負担するいわゆる「みなし仮設」に

入居する手続きが始まりました

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160428/k10010501901000.html …

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 10時間10時間前 
【地震 熊本と大分の被害は ２８日】
熊本地震では、これまでに４９人が亡くなり、今も１人の行方が分かっていません。

避難している人は約３万７０００人に上り、避難生活による体への負担や持病の悪化

などで亡くなったと思われる人は１６人に上っています。

杉浦登志彦 @tsugiura1 · 11時間11時間前 
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://sharetube.jp/article/2373/

http://sharetube.jp/article/2373/
https://t.co/Okgg6BSZFl
http://jp.sputniknews.com/incidents/20160427/2037718.html
https://t.co/YvbpRhz1KE
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http://sharetube.jp/article/2373/


ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 11時間11時間前 
【熊本県のエコノミークラス症候群42人に】 避難生活が長引くなか、熊本県内でエコ
ノミークラス症候群で入院が必要とされた患者は、昨日午後4時現在、2人増えて42人
うち1人が死亡しています
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160428/k10010501751000.html …
https://pbs.twimg.com/media/ChGEsdbU0AAYTiK.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【山陽新幹線 九州新幹線との直通運転再開】
九州新幹線が27日、全線で運転を再開したのに続いて、28日、山陽新幹線が地震のあ
と2週間ぶりに九州新幹線との直通運転を再開し、新大阪駅では被災地に向かう人の姿
も見られました。

http://nerv.link/fBaVvM

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【埼京川越線[大崎〜川越] 運転再開 2016年4月28日 11:13】
大宮〜日進駅間で発生した沿線火災の影響で、大宮〜川越駅間の運転を見合わせてい

ましたが、11:02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
。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【高崎線 運転再開 2016年4月28日 11:13】
埼京川越線内で発生した沿線火災の影響で、運転を見合わせていましたが、11:02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 運転再開 2016年4月28日 9:50】
東神奈川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、09:45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。

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
ホワイトフード @whitefood1 · 13時間13時間前 
4月28日11時23分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が172箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/ChGIJ_qUkAIDi3e.jpg

アグネス・チャン @agneschan · 14時間14時間前 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160428/k10010501751000.html
https://pbs.twimg.com/media/ChGEsdbU0AAYTiK.jpg
http://nerv.link/fBaVvM
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/ChGIJ_qUkAIDi3e.jpg


熊本地震 なお3万7000人避難 | 2016年4月27日(水) - Yahoo!ニュース
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6199295 #Yahooニュース
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6199295

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
東電福島原発からの風は反時計回りで本州の広い範囲に。

28日の夜あたりまでは風下になる予報です。
https://pbs.twimg.com/media/ChFeyWNVEAA-eYN.jpg

くりえいと @kurieight · 4月27日 
九州の線量が下がらないんだけど、これは川内を意味しているのでしょうか。

https://pbs.twimg.com/media/ChCbnD5U0AE56sz.jpg

United Flowさんがリツイート 
木下黄太 @KinositaKouta · 4月26日 
【復習】東京23区の土壌汚染平均はセシウム合算で1000Bq/kg超え(2011年時点)、キ
エフより高濃度汚染

。http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/s/%C5%EC%B5%FE23%B6%E8 …　き
ちんと読んで勉強してね。⇒　@LSangyoo
https://t.co/Y89TUgXK9l

https://www.youtube.com/watch?v=9n3h2DAgeno
ゆず「雨のち晴レルヤ」 

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 
#クライシスカレンダー 04/26【1986年 ソ連・チェルノブイリ原子力発電所爆発
事故】1:23頃発生 死者31人 被災者600万人以上 史上最悪の原発事故。実験中に急激な
出力上昇が発生、制御不能となり原子炉が爆発・炎上。放出された放射性物質は欧州

の広範囲に被害をもたらした。

https://www.youtube.com/watch?v=d4lyAIGSq90
「恋時雨」MV 

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6199295
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6199295
https://pbs.twimg.com/media/ChFeyWNVEAA-eYN.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChCbnD5U0AE56sz.jpg
http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/s/%C5%EC%B5%FE23%B6%E8
https://t.co/Y89TUgXK9l
https://www.youtube.com/watch?v=9n3h2DAgeno
https://www.youtube.com/watch?v=d4lyAIGSq90


Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics · 9時間9時間前 
【休止中のくまモンに心配の声】熊本地震後、活動休止している「くまモン」に、心

配や励ましの声が寄せられている。いずれ避難所の慰問などで活動再開する考え。 
https://t.co/bCJpxhEp8K

https://www.youtube.com/watch?v=4rn1adrUu-E
『炎天夏』MV（FULL ver.）

  

https://t.co/bCJpxhEp8K
https://www.youtube.com/watch?v=4rn1adrUu-E


（４月28日）　なあんか、楽しい妄想してたら間違えちゃった(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201604290036041196/

東京の平均３万７千ベクレル／『もしあなたの子だったら１Ｆで

作業をさせますか』 『絶対にさせない』／NHKは川内原発
をニュース画面からカット／効かない抗がん剤を続けろという。

2016年4月28日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

https://www.youtube.com/watch?v=nT-ofmzeYG8
『覇王樹』MV 

United Flowさんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 17時間17時間前 
熊本大地震「消された鹿児島県」

http://amba.to/1XPZf96 
震度4の地震が発生していた。
だけどNHKは川内原発をニュース画面からカットしていた。
なんと、

NHKはニュース画面からカットしてたのだ。
https://pbs.twimg.com/media/ChFPNlaUkAAYiMK.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 2014年1月25日 
ふ、ふざけるな！

@tomomut 
な、な、なんだこいつは

NHK籾井
「いい番組を作るには誰かにお金を払ってもらわなければいけない。国民全員に払っ

てもらいたい」受信料義務化を検討 
http://blogs.yahoo.co.jp/novice14sight/10955070.html …
https://pbs.twimg.com/media/Be1Pyz1CQAE0gsd.jpg

http://85358.diarynote.jp/201604290036041196/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://www.youtube.com/watch?v=nT-ofmzeYG8
http://amba.to/1XPZf96
https://pbs.twimg.com/media/ChFPNlaUkAAYiMK.jpg
http://blogs.yahoo.co.jp/novice14sight/10955070.html
https://pbs.twimg.com/media/Be1Pyz1CQAE0gsd.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=2rxyhYCj-KE
湘南乃風『ガチ桜』Full Ver. 

けんめるる @kenichi1853 · 2 時間2 時間前 
けんめるるさんが昭和おやじ 【打倒安倍政権】をリツイートしました
ありえない。

放射線量高すぎなのに。

その線量の廃棄物は国会の、敷地にでも穴掘って処理したれ。 
https://twitter.com/syouwaoyaji/status/725555652051894272

みえないばくだん @hopi_domingo · 3時間3時間前 
2016年になって、雨が降ると極端に放射線量が上がる!?
via @whitefood1
4月28日17時24分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が270箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/725601463557218304 …

cmk2wlさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 3 時間3 時間前 
"cmk2wl 
小出裕章：

私が働いている

放射線管理区域の内部であっても、

１平方メートルあたり

１万ベクレルを超えている

なんていう場所はほとんどありません。

もうビックリして私だったら

その場には入らないという汚染です。

（東京の平均は３万７千ベクレル）"

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
ストロンチウム汚染により太平洋の魚が食べられなくなる運命を前に、真実の理由を

隠蔽する工作が始まった！

「魚が食べられなくなる」は、本当か？

https://t.co/CIqAmcoCpQ

TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724 · 6時間6時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=2rxyhYCj-KE
https://twitter.com/syouwaoyaji/status/725555652051894272
https://twitter.com/whitefood1/status/725601463557218304
https://t.co/CIqAmcoCpQ


福島第一原発作業員が実名告発！「私は高線量部隊にされるところだった」 #ldnews
http://news.livedoor.com/article/detail/7176152/ …
「…『もしあなたの子だったら１Ｆで作業をさせますか』と返したら、『絶対にさせ
ない』と言われて。」

https://t.co/rrfZ5vAJIP

レイダート @Radert · 6 時間6 時間前 
「北電は利益出ても値下げなし－（真弓明彦社長）「3期連続の無配当が続いている
ので、株主への還元が大事」「泊原発の再稼働で値下げさせてもらう」－電力小売り

自由化に伴って、大口の顧客5170件が先月までに解約したことを明らかに」
http://owl.li/4nbzen

Hideyuki Hirakawa @hirakawah · 10時間10時間前 
「放射能は８日たてば消える」なんてウソで被爆労働を強要しているのか。

福島第一原発作業員が実名告発！「私は高線量部隊にされるところだった」 #ldnews
http://news.livedoor.com/article/detail/7176152/ …

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 13 時間13 時間前 
名無し：04/28 10:45
指定廃棄物で新ルール、環境省 濃度下回れば一般ごみに
http://www.kahoku.co.jp/naigainews/201604/2016042801000952.html …
環境省…放射性セシウム濃度が１キログラム当たり８千ベクレル超の基準を下回った
場合は指定を解除し、一般ごみと同様の処分を認める新ルールを正式決定

amaちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
志賀原発敷地内断層　原子力規制委が評価書を受理／富山

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160428-00010000-tuliptv-l16 …
朝ニュースを丹念に見たが志賀原発関連情報が隠されていた

https://t.co/7ShxdWuFfA

卍 LINE @AMATORECORDZ · 4月26日 
てか、

鹿児島、熊本周辺、

線量上がり過ぎじゃね？

http://netc.com

http://news.livedoor.com/article/detail/7176152/
https://t.co/rrfZ5vAJIP
http://owl.li/4nbzen
http://news.livedoor.com/article/detail/7176152/
http://www.kahoku.co.jp/naigainews/201604/2016042801000952.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160428-00010000-tuliptv-l16
https://t.co/7ShxdWuFfA
http://netc.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PjGbnPYwt1g


https://www.youtube.com/watch?v=PjGbnPYwt1g
「睡蓮花」MV 

渡部篤 @watanabeatushi · 15分15分前 
中国軍専門家、平可夫氏が香港から日本移住へ　当局の拘束危惧 - 産経ニュース
http://www.sankei.com/world/news/160428/wor1604280047-n1.html … @Sankei_news
さんから 中国軍専門家が日本に移住ということであるが、香港には言論の自由はない
。

城田 優愛 @yushirotalove · 3時間3時間前 
支援物資貰いに行っても、６人家族だろうが2人だろうが配られる缶詰は１個T^T
ありえないでしょう？

どう思います？

益城町なんて炊き出しバリバリしてるのに

避難所、益城町から2キロ位しか離れてないのに
この差は何？

どう思いますか？

#熊本桜木の避難所

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
電磁波攻撃の代行屋

http://black.ap.teacup.com/yamisiougn01/6.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
見えないテクノロジー犯罪の被害報告が激増しているが、誰も信じてくれません

http://nozokizono.blog96.fc2.com/blog-entry-794.html …
実際には、見えない攻撃に使う機器がたくさん市販されている

http://yaplog.jp/gmuracomf/archive/2 …

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 6 分6 分前 
がん患者について、医療用大麻の効果は報じられてる。効かない抗がん剤を続けろと

いうのか。

治療用「大麻」所持禁止は「人権に反する」末期がん患者が「無罪」主張|弁護士ドッ
トコム https://www.bengo4.com/c_1009/c_1296/n_4594/ … #bengo4topics
@bengo4topics
https://t.co/2uTSoT836M

http://www.sankei.com/world/news/160428/wor1604280047-n1.html
http://black.ap.teacup.com/yamisiougn01/6.html
http://nozokizono.blog96.fc2.com/blog-entry-794.html
http://yaplog.jp/gmuracomf/archive/2
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1296/n_4594/
https://t.co/2uTSoT836M


今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 39分39分前 
あのころ、ファミレスの食べ物が元で、赤痢も出たという報道。

東北で赤痢？

ありえん。

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
中性子照射用　ベリリウムシステムが市販されていました

http://www.pascal-co-ltd.co.jp/product/mscbe_target.html …
他人に障害を与えるほどの中性子量を確保しようと思うと1000万円程度は必要でしょ
う

さらに取扱には中性子を遮蔽可能な大きな水槽が必要になります

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
警察署を壊滅させる新たなテロ作戦

http://www.asahi.com/articles/ASJ4X45WZJ4XUTIL010.html …
結核患者に万引きさせて警察に逮捕させれば、その警察署は壊滅することが分かった

https://t.co/rb0xMn08H1

amaちゃんださんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 12時間12時間前 
働く20代・30代女性の貧困が深刻化！月収10万円の最貧困女子が急増 - NAVER まと
め

https://t.co/LYVt4d2YRM

amaちゃんださんがリツイート 
ジョージ @GeorgeBowWow · 12時間12時間前 
【日本政府は昔「琉球住民」と「日本人」を明確に区別していたくせに今さら何を言

い出すのか！！】外務副大臣、国連勧告に「先住民族」撤回要求へ

琉球新報 2016.4.28
https://pbs.twimg.com/media/ChGULFNUoAAdnh9.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
本州のアイヌ語地名

Read: http://tl.gd/n_1sok9m5

amaちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
安倍晋三の実父、安倍晋太郎が最大株主で、米ゴールドマンサックストップが支配権

http://www.pascal-co-ltd.co.jp/product/mscbe_target.html
http://www.asahi.com/articles/ASJ4X45WZJ4XUTIL010.html
https://t.co/rb0xMn08H1
https://t.co/LYVt4d2YRM
https://pbs.twimg.com/media/ChGULFNUoAAdnh9.jpg
http://tl.gd/n_1sok9m5


を握るムサシは、20年前から日本の選挙に介入し、いつでも自在に選挙結果を操作し
てきたと断じてよい

北海道補選もムサシが介入し結果を変えてしまったプロセスが鮮明に出ている

amaちゃんださんがリツイート 
STOPtheFOOL闘う亀ガメラJPN @kamezuki · 4月25日 
開票27％「池田真紀がリードしてるにも拘わらず和田義明に『当確』」”北海道５区、
自民勝利 北広島市 石狩市は負けて千歳市だけ大差で勝つ怪選挙
#不正選挙 何とも不思議な選挙結果”
http://blog.goo.ne.jp/zabuyamato/e/f3ce020029db4c5787c19dba984fb938 … …

https://www.youtube.com/watch?v=Rci6Q2Q-5YE
"湘南乃風"　「爆音男 〜BOMBERMAN〜」プロモーションビデオ（フル） 

１％のひらめき @hirameki1p · 51分51分前 
女「しりとりしようよ!」
男「いいよ」

女「しりとり!!」
男「りす」

女「スイカ!!」
男「カシス」

女「スルメ!!」
男「メス」

女「どうして"す"ばっかりなの!?」
男「仕方ないだろ…お前に"好き"って言わせたいんだから」
女「え!?じゃあ…えっと…す、好き]
男「きんたま」

１％のひらめき @hirameki1p · 3時間3時間前 
( ’ω’)例えば
( ’ω’)君が
( ’ω’)傷付いて
( ’ω’)くじけそうに
( ’ω’)なったときは
( ’ω’)必ず僕が 

http://blog.goo.ne.jp/zabuyamato/e/f3ce020029db4c5787c19dba984fb938
https://www.youtube.com/watch?v=Rci6Q2Q-5YE


( ’ω’)そばにいた 　 　 

＿人人人＿ 
＞ 原因 ＜ 
‾Y^Y^Y^‾

朱鷺（shuro） 1009@alice · 12時間12時間前 
朱鷺が政府関係機関をフォローすることが多いのは、政府やマスコミがバカなことを

言いださないかの監視のため。

危ないことを言いだしたら、それこそ日本は終わり。

見逃さないようにしたい。

https://www.youtube.com/watch?v=3vHysTKa2JY
ケツメイシ / 友よ 〜 この先もずっと··· MOVIE EDIT 振り付けビデオ YouTube ver 

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
くろみや @kuromiya9638 · 4月25日 
私の親戚にマイナス思考の煮こごりみたいな人いるんだけど、「電車の中で気分悪

くなったけど、前に座ってた優しい人が席をゆずってくれた」っつったら「まあ！何

で他の人は譲ってくれなかったんだろうね！」と憤りはじめたので、こいつ一生こん

ななんだろうなぁ...と思った。

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
修正ちゃん @rosamuschi17 · 3月28日 
イクメンて言葉嫌いです。ちょっとベビーカー押したくらいで、子ども抱っこしたく

らいでイクメンとかなんなんでしょ。

イクメンでもなんでもなく、ちゃんと育児する男の人を父親って呼ぶんでしょう。

https://www.youtube.com/watch?v=Hx045zhgiqI
ゆず「OLA!!」

United Flow @soul2soullove · 4時間4時間前 
なあんか、

https://www.youtube.com/watch?v=3vHysTKa2JY
https://www.youtube.com/watch?v=Hx045zhgiqI


楽しい妄想してたら

間違えちゃった(^_^;)

カラパイア @karapaia · 5時間5時間前 
カラパイア : 言ってもおまえら聞かないし。歩きスマホ対策に信号を道路に埋め込む試
みが開始される（ドイツ） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216613.html …
https://pbs.twimg.com/media/ChHPdmXUUAI87OD.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=q7S3J-WgiuQ
湘南乃風「雪月花」MV 

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216613.html
https://pbs.twimg.com/media/ChHPdmXUUAI87OD.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=q7S3J-WgiuQ


（４月28日）　欲ボケのバカにはそれなりの末路が待っている・・・・・・。

http://85358.diarynote.jp/201604290038047202/

福島は中絶が多い／切ればいいし手術も簡単だって／国産タバコ

を吸うのは震災がれきを燃やしてるのと同じ。

2016年4月28日 ダイエット コメント (1)
　

激安メンズエステ紹介 @jkfollow123 · 4分4分前 
ダイエットで大切なことを話しますね^ ^ダイエットって身体の脂肪を落とすものって
思うじゃないですか、実は違うんです^ ^ダイエットは、持続力をつけるため、生活習
慣を改善するための健康法なんです^ ^そう思うとまた、違った捉え方になりませ
んか？^ ^

とやまくん @toyamap · 1時間1時間前 
［とやまくんメモ］千人の食を支える大釜　富山の社長、避難所に持ち込む

http://www.asahi.com/articles/ASJ4R5GNQJ4ROIPE01D.html …
https://pbs.twimg.com/media/ChIFf-zU8AAxond.jpg

りょんりょん @ryon2sensei · 2時間2時間前 
常に動いてて、寝過ぎもせず、早寝早起きで、体温高く、血行やリンパの流れも良く

、代謝が良く免疫力高く、クヨクヨしない、筋肉ある気味の人や、運動している方は

、比較的、天候にやられない方だと思いますが…いかに？（笑）

enemagra_aniki @teru_hisa · 2 時間2 時間前 
# 一日一食健康法！おすすめです。 - 3 NAVER まとめ
https://t.co/0aMDeBMXIw

朱鷺（shuro） 1009@alice · 3 時間3 時間前 
アメブロを更新しました。 『人体実験No2』
⇒https://t.co/aMrp2aS9Ll

United Flow @soul2soullove · 4 時間4 時間前 
お味噌汁うまし(^_-)-☆

http://85358.diarynote.jp/201604290038047202/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201604290038047202/
http://www.asahi.com/articles/ASJ4R5GNQJ4ROIPE01D.html
https://pbs.twimg.com/media/ChIFf-zU8AAxond.jpg
https://t.co/0aMDeBMXIw
https://t.co/aMrp2aS9Ll


小迎ちゃんパパ 18歳 @nakamukae · 5時間5時間前 
避難所生活14日目の朝食は http://togetter.com/li/968200 　これを読んで2週間の食事を
追体験してみてもらいたい。それがこれから先、いつなんどきあるかわからない災

害の、被災者の気持ちにたった支援を考えるよすがになるんじゃないかな、と。

https://t.co/Yjf57KzuQv

厚生労働省 @MHLWitter · 6時間6時間前 
【#熊本地震 関連】避難生活の際に、インフルエンザ、ノロウイルスにかからないよ
うに、大切なことをまとめました。体調が悪くなった場合には早めに医師・保健師な

どにご相談ください。

→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122095.html …

United Flow @soul2soullove · 10時間10時間前 
今日は鶏つくね弁当〜♪

オクラの胡麻和え

もやしのナムル

ご飯は

赤米と黒米を混ぜ混ぜしました。

明日からGWですね。
熊本や大分に

穏やかな時間が流れますように。

https://pbs.twimg.com/media/ChGmLpgUoAAE8fN.jpg

１％のひらめき @hirameki1p · 10時間10時間前 
コーラってこんな使い方があったのか…！
https://pbs.twimg.com/media/CRjEtdVU8AAnGwy.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=p2D5yeU4Xso
湘南乃風「晴ル矢」MV 

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 15 分15 分前 
【車中泊の避難者 半数以上が「体調に変化」】熊本市や益城町で車で避難生活をして
いる人に行ったアンケート調査で、半数以上が体調の変化が「あった」と答え「腰痛

」や「肩こり」「眠れない」などの症状を訴える声が複数ありました

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160428/k10010502481000.html …

http://togetter.com/li/968200
https://t.co/Yjf57KzuQv
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122095.html
https://pbs.twimg.com/media/ChGmLpgUoAAE8fN.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CRjEtdVU8AAnGwy.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=p2D5yeU4Xso
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160428/k10010502481000.html


今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 35分35分前 
最近、2つの法定感染症に同時にかかって入院した若い知人。
免疫力低下なのか。

白血病とか糖尿病じゃないといいけど。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 41分41分前 
3.11前には大丈夫だったユッケで、大勢の人が犠牲に。
ぽっちゃり型だった知人も、これで、別人のようにげっそり痩せた。

ユッケ食中毒５年、癒えぬ傷　「人生の道なくなった」（朝日新聞デジタル）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160427-00000045-asahi-soci … #Yahooニュース
https://t.co/P2q1C1vTJd

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
私の娘が2013年の秋に妊娠。ところが三回目の診察の時に稽留流産で育っておらず
中絶。娘が友達に電話したら、仲のよかった 4人のうち 3人が妊娠初期に中絶。
疑問を持って知り合いの看護師に聞いたら「実は福島は中絶が多い」と…。

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
あれから五年　福島からの避難者は今　（英語字幕つき）

https://www.youtube.com/watch?v=DAc8K_to1Vc&feature=youtu.be … …
福島県内の健康被害。

「私の知り合いの人の中に「俺もガン」「私もガン」という人が、かなりいるような

気がします。埼玉にいてもそうですよ。福島県内の仮設の知り合いは犬がガン。」

United Flow @soul2soullove · 7時間7時間前 
ダメ。

立ちながら寝ちゃいそう！

amaちゃんださんがリツイート 
emi kiyomizu @kiyomizu5 · 8時間8時間前 � Mitte, Bremen 
チェルノブイリ事故後、８０００キロ離れた日本で関係者がドギモを抜いた放射能汚

染の実態 http://blog.goo.ne.jp/jpnx02/e/46e9149aa9edc5f8ce3b4e135615f564 …
https://pbs.twimg.com/media/ChHMqz-WIAA1Mbg.jpg

United Flow @soul2soullove · 9時間9時間前 
ぶっちゃけ、

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160427-00000045-asahi-soci
https://t.co/P2q1C1vTJd
https://www.youtube.com/watch?v=DAc8K_to1Vc&feature=youtu.be
http://blog.goo.ne.jp/jpnx02/e/46e9149aa9edc5f8ce3b4e135615f564
https://pbs.twimg.com/media/ChHMqz-WIAA1Mbg.jpg


明暗がはっきりしても

いいんじゃないかって。

被曝を甘く考え社会に誘導され

失っているものの本質に

全く気がつかないひとと

同じだなんて本当に嫌だ。

United Flow @soul2soullove · 9時間9時間前 
寧ろ、

なんで遅効性なんだ、みたいなね。

United Flow @soul2soullove · 9時間9時間前 
こんなこと考えたら

いけないのかなとも思うんだけど。

原発事故が及ぼす人体への影響を

安易に捉え無防備になっている

もしくは

まるっきり抜け落ちてしまっている方々と

差はあれど

被曝を懸念して警戒してきた人々では

それなりの差がついてほしいなと。

ロビン @oldblue2012 · 11時間11時間前 
国産タバコを吸うのは震災がれきを燃やしてるのと同じ放射能拡散行為。フクイチ由

来の放射性核種を含む東日本の葉たばこは基準値以下でも高濃度。灰皿の灰・吸殻も

危険物。それを燃えるゴミで一般ゴミ焼却場で燃やすということは清掃工場の煙突か

ら微量であっても放射性物質は拡散するということ。

United Flowさんがリツイート 
masako @hoppeko · 4月27日 
日本に帰国した友人から久しぶりに連絡が来た。近所のママ友の会話に驚いてた。親

戚や友人が出産したら、指が多かった。とか、口蓋裂だったという話。でも珍しいこ

とじゃないと医師の話にみんな納得してて。そこにも驚いたそう、指も切ればいいら

しいし手術も簡単だって。ってけろり。怖い感覚

United Flowさんがリツイート 
星原コーイチ @Albert_kokinji · 4月27日 



さっきRTした「不摂生快楽主義で好きなものを食べて飲んで人生を楽しんで太く短く
生きる」みたいな考え方も、自分の近くに死を感じていないから言える言葉なんじゃ

ないかな。自分は死ぬと思っていない。ある日突然死ぬなんて、これっぽっちも思っ

ていないから言える言葉なのかもね。

https://www.youtube.com/watch?v=nrJqzmMWUCU
『カラス』MV 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月29日11:51
United Flowさんがリツイート 
Taeko @midorinosougen · 3時間3時間前 
@soul2soullove
 
欲ボケのバカにはそれなりの末路が待っている・・・・・・。

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


（４月29日）　どこに向かって生きているんだろうね？

http://85358.diarynote.jp/201604291115552362/

川内原発を止めるより1000万人をどうやって逃がすか具体策を検
討するほうが急務／連休だからと気を抜いてると被曝させられる

。

2016年4月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

早川由紀夫 @HayakawaYukio · 2 時間2 時間前 
川内原発を止めるよりも1000万人をどうやって逃がすか具体策を検討するほうが急務
。

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
固定金具の断裂など劣化が進み、倒壊の危険性が指摘されている、フクイチ核惨事現

場の１・２号機間「排気塔」（高さ１２０ｍ）、東電「１９年度までに解体」　それ

も「上半分」だけ！　★　３年も先だ

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-349a.html#more …

https://www.youtube.com/watch?v=VxPq6DZ4XhE

http://85358.diarynote.jp/201604291115552362/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604291115552362_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604291115552362_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604291115552362_3.jpg
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-349a.html#more
https://www.youtube.com/watch?v=VxPq6DZ4XhE


ケツメイシ_君にBUMP 

United Flow @soul2soullove · 3時間3時間前 
あれから

「窓を開ける」という行為が

怖くなったんだ。

ほんの些細な日常さえ奪われてしまった。

いったい、

どこに向かって生きているんだろうね？

わたしたち。

連休初日ですよ。

おはようございます！

yoko @sakura_19630215 · 3時間3時間前 
おはようございます

熊本の親戚が避難所生活をしています。

不自由な生活を思うと胸が痛みます。

復興が１日も早く進むことを祈ります

体調にお気をつけ下さい。

今日もよろしくお願いします

#九州に花束を
https://pbs.twimg.com/media/ChKY0hqUgAAiJtp.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=cZ_lbDOw2yM
ケツメイシ　 さくら 

Koh / VaNiLLa @Hara_Dai_Koh · 2時間2時間前 
先日からアンバさんのライブに出演させていただいたりと、普段通り音楽活動を続け

ておりますが、

それは僕の生活環境がなんとかもとに戻っただけで、熊本はまだ復興とは程遠い状態

です。

余震の回数は1000回を超え、家や職場を失い避難所で暮らす方々が沢山いらっしゃい
ます。

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 

https://pbs.twimg.com/media/ChKY0hqUgAAiJtp.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=cZ_lbDOw2yM


【九州自動車道１５日ぶりに全線で通行可能に】（続き）

これで、九州自動車道は15日ぶりに全線で通行できるようになりました。
（2016年4月29日 9:05 NHK）

日刊ゲンダイ @nikkan_gendai · 2時間2時間前 
【暮らし】熊本でも被害多発…避難所での“性犯罪”からどう身を守る
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/180429 … #日刊ゲンダイDIGITAL
https://t.co/qoUXFtL4rG

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
東電福島原発からの風は概ね太平洋に。

ただし、NOAAの予報では 5月1日には関東内陸部に吹きそうです。
太平洋を時計回りの風は 5月1日頃から南西諸島、徐々に九州へ。
連休だからと気を抜いてると被曝させられる。

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
東日本のみなさん、日本政府は東電の放出した8000ベクレルという高濃度汚染放射能
を一般焼却場で焼却処理すると表明しています

http://www.minpo.jp/news/detail/2016020528606 …
これは、まさにナチスドイツがユダヤ人をチクロンBガスで殺戮したのと同じ殺戮ガス
を環境に撒き散らすということ

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【中央総武線(各停) 運転再開 2016年4月29日 8:45】
中野〜東中野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、

08:35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 · 2時間2時間前 
【中央線(快速)[東京〜高尾] 運転再開 2016年4月29日 8:45】
中央総武線(各停)内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、
08:35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。

NHKニュース @nhk_news · 3時間3時間前 
熊本 避難指示・勧告続く
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160429/k10010503291000.html … #nhk_news

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/180429
https://t.co/qoUXFtL4rG
http://www.minpo.jp/news/detail/2016020528606
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160429/k10010503291000.html


海上濃霧警報は相変わらず続いていますが、陸上では乾燥の傾向に。

https://pbs.twimg.com/media/ChKulcLU4AEgige.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChKulrSU4AEe03Q.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 3時間3時間前 
4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/ChKjNufU0AA4Igd.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【熊本・大分 活発な地震活動続く 気温低下にも注意を】（続き）
また、被災地は29日朝、気温が下がっていて、体調の管理にも注意が必要です。
（2016年4月29日 6:45 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【熊本・大分 活発な地震活動続く 気温低下にも注意を】
熊本県と大分県では震度1以上の地震の回数がこれまでに1000回を超え、活発な地震活
動が続いていて、気象庁は、当分の間激しい揺れを伴う地震に警戒するよう呼びかけ

ています。

http://nerv.link/PukAvP

United Flowさんがリツイート 
空 昌 @kuu_syou · 4時間4時間前 
イタリアは賢明です。

日本はあれだけに事故を起こしながらなぜ再開する？

なぜ廃止できない？

イタリア、原発再開を断念　国民投票で９割超が反対：日本経済新聞

https://t.co/HGdILggaiK

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【停電情報 2016年4月29日 6:12】
千葉県、静岡県で停電が発生しています。

停電軒数：約200軒
http://nerv.link/h6vu2f

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 

https://pbs.twimg.com/media/ChKulcLU4AEgige.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChKulrSU4AEe03Q.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/ChKjNufU0AA4Igd.jpg
http://nerv.link/PukAvP
https://t.co/HGdILggaiK
http://nerv.link/h6vu2f


【南阿蘇鉄道 再開に１年以上かかる見通し】
熊本県南阿蘇村と高森町を結ぶ南阿蘇鉄道は、地震による土砂崩れで線路が押し流さ

れるなど、深刻な被害を受けていることが分かり、運行する第三セクターは全線で復

旧するには1年以上かかるという見通しを明らかにしました。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【大型連休の混雑 きょうから始まる見通し】
大型連休を利用して、ふるさとや行楽地に向かう人たちの混雑が29日から始まる見通
しです。

http://nerv.link/elxRyz

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【大型連休中の熊本空港発着便 去年上回る予約率】
29日からの大型連休で、熊本空港を発着する空の便は、地震の影響でツアー客が減る
一方、被災地に向かう個人の利用が増え、期間中の予約率は8割近くと去年を上回って
います。

http://nerv.link/I7YjpP

ホワイトフード @whitefood1 · 6時間6時間前 
4月29日5時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が51箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG

United Flowさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
子ども達と妊婦を東日本から逃がせ！

殺されるぞ！

環境省は本日28日、放射性廃棄物汚染対処特別措置法を改正 
いよいよ一般ゴミとして焼却 
セシウム濃度が8000bq/kg超の基準を下回った場合は指定を解除し、『一般ごみと同様
の処分を認める』新ルールを正式決定

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【地震情報（海外） 2016年04月29日 04:59】
日本時間の29日4時33分頃、南太平洋でM7.3の地震がありました。気象庁では２９日
４時５４分に北西太平洋津波情報を発表しています。この地震による津波の心配はあ

りません。

震源の近傍で津波発生の可能性があります。

http://nerv.link/elxRyz
http://nerv.link/I7YjpP
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG


岩上安身 @iwakamiyasumi · 9 時間9 時間前 
アウターライズ地震。ボロボロの福一を再び地震と津波が襲うという悪夢。RT
@mm049951: 東日本大震災後同じ場所に、８〜30年で、もう一度、大地震 大津波が
起こる！

福島原発はどうなる！？

http://iwj.co.jp/wj/member/archives/48537 …

amaちゃんださんがリツイート 
Nob @Nob_hsj · 13時間13時間前 
RT
1本の電車乗ってる(待ってる)だけで3回も急病人救護発生するとか何なんだ今日は
22:37 - 2016年4月28日

https://www.youtube.com/watch?v=s91EKazNSYU
ちあきなおみ　『五番街のマリーへ』　歌詞字幕 

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
福島第一原発の氷壁は汚染地下水を止められないだろう

http://inventsolitude.sblo.jp/article/175084166.html …
当たり前！

数百トンの臨界核燃料の凄まじい崩壊熱に見合う凍結熱量など作れるわけがない　お

まけに莫大な地下水が温度補給する

amaちゃんださんがリツイート 
しんちゃん @shinchann2008 · 19時間19時間前 
今日の雨は当たらない方がよい。雨なのに、ガンマ線もベータ線も高い。０．１６マ

イクロシーベルト／時Radex１５０３+、８cpm MKS－０５。さいたま市緑区松木３
丁目バス停にて。１７：０４pm　４／２８。

United Flowさんがリツイート 
エリック ・C @x__ok · 24時間24時間前 
伊方原発が危ない。。本当に危ない。伊方も免震機能がない。同じく免震機能を省い

て再稼動してしまった川内原発もすぐに止めろ。

http://iwj.co.jp/wj/member/archives/48537
https://www.youtube.com/watch?v=s91EKazNSYU
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175084166.html


https://www.youtube.com/watch?v=v2SlpjCz7uE
地上の星 / 中島みゆき [公式] 

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 40分40分前 
男女LGBT、誰でも利用できるよう、完全個室で先着順に入れるトイレが、トイレ混雑
の解消に役立つ。試験会場の学校とか、劇場の中休みのトイレとか、女子だけ並ばせ

るのは本当にやめてくれ。

子連れ、バリアフリートイレは、介護者の性別問わずアクセス容易な場所に設置する

のが大切。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 43分43分前 
今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがαをリツイートしました

公共施設で、女子トイレだけ並んでる場所がとても多い。

利用者数と利用時間を見越したトイレ数を。

女子トイレに、給湯室や子連れトイレを併設するのは、女子にお茶くみや子連れを強

要する差別トイレ。

https://twitter.com/snjiru7/status/725893672907100161

https://www.youtube.com/watch?v=yJjazvJiGwM
ケツメイシ / さらば涙 MV

https://www.youtube.com/watch?v=v2SlpjCz7uE
https://twitter.com/snjiru7/status/725893672907100161
https://www.youtube.com/watch?v=yJjazvJiGwM


（４月29日）　『彼女と寝たら疲れが吹き飛んだ』。

http://85358.diarynote.jp/201604291251329082/

激しい放射線 【老化現象】／４０歳なのに６０歳くらいに見える
／若い女性が逃げて行く福島／ダウン症が８倍！染色体異常の増

加／寝不足はマッサージで解消できない。

2016年4月29日 ダイエット

　

https://www.youtube.com/watch?v=XZlr800Q22Y
渡辺 真知子・迷い道 

１％のひらめき @hirameki1p · 44分44分前 
他人に嫌われるTwitterアピールベスト3は、
『彼氏彼女いない』『疲れた』『寝てない』

らしいので、その逆のアピールをすれば他人に好かれるはずだ。

『彼女と寝たら疲れが吹き飛んだ』

http://85358.diarynote.jp/201604291251329082/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604291251329082_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604291251329082_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604291251329082_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=XZlr800Q22Y


…書いてみたいですね…ｗｗｗ

神戸もとまち整骨院 @kobe_seikotu · 4分4分前 

【健康法】【アーユルベーダー】白湯(さゆ)で体を温活！

神戸もとまち整骨院　神戸　元町　三宮 
https://t.co/eBNv0PXuPB

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 9 分9 分前 
なんか怒涛のような4月を過ごして疲れて爆発したので、スパかなんか行こうと思って
検索してたが、眠くなったので、寝る。

寝不足は、アロママッサージでは解消できない…

wKTbot @w_KT_bot · 1時間1時間前 
僕はかなり自己流な健康法があって、まずは太陽を浴びること。食生活ももちろんで

すが、気持ちの部分で陰に入らないように、太陽を浴びて気持ちを活性化させること

を意識的にしています。［2014/11］

United Flow @soul2soullove · 2 時間2 時間前 
さて、

わたしの

連休初日の午前中は

ぐふふ♪でスタートです(*^^*)

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 時間2 時間前 
Sleepy-duckling
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/725827747499536389

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 5時間5時間前 
アボカドが固いって？ 10分で熟す方法、教えます
http://www.huffingtonpost.jp/purewow/ripen-an-avocado-in-10-minutes_b_9792078.html
… @HuffPostJapanさんから

飴ジスト@相互系アニメファン @AmethystOpal21 · 7時間7時間前 
(=^q^=)体育の先生は「免疫力と肥満防止のために運動は大切」とか言うけどあまり外

https://t.co/eBNv0PXuPB
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/725827747499536389
http://www.huffingtonpost.jp/purewow/ripen-an-avocado-in-10-minutes_b_9792078.html


に出ないから免疫力いらないし、油でコントローラーが大変な事になるのが嫌だから

油系の物を食べないっていう((引きこもりは健康に良い説

amaちゃんださんがリツイート 
文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 6時間6時間前 
“公用車で別荘”　舛添氏「体調整えることが目的」 http://5.tvasahi.jp/000073750?
a=news&b=nss …
うるせーわ！はげ！

高い給料もらってんだから、そこから全部自腹で払え！税金、人のカネで贅沢放題し

てんじゃねえわ！かす！

体調なら都内でも整えられんだろうが！いい加減にしろ！どあほ！

VOGUE JAPAN @voguejp · 4月27日 
声を出して泣いたり歌ったりすると免疫力がアップします。運気を上げる10のTIPS。
http://bit.ly/1WRYUo3

https://www.youtube.com/watch?v=1oWe-Zl_DfI
ケツメイシ 東京 

cmk2wlさんがリツイート 
シェフ @sendagiwalker · 1時間1時間前 
陸から集まり河川から流れてきた放射性物質は河口に集積され、また大平洋に垂れ流

されたモノと混ざって海岸から沿岸海底に堆積する。

特に浅瀬の貝類と小魚には放射性物質が移行しやすいのは基本的常識です。

太平洋岸の貝類は要注意です。#危ない潮干狩り　#GWの注意スポット

不正選挙監視団 @rigged_election · 2 時間2 時間前 
ご存知でしたか？原爆ぶらぶら病・驚く事に低線量放射能が原因・内部被曝で原爆症

にも認定されません。

https://t.co/pFD3jzfszm

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 3時間3時間前 
名無し：2016/04/28(木) 16:25 ID:XXXXXXXX
大阪市音楽団、民営化に尽力 前田恭二さん死去
前田恭二氏（大阪市音楽団事務局長）２７日、肺炎のため死去、４１歳。堺市

http://5.tvasahi.jp/000073750?a=news&b=nss
http://bit.ly/1WRYUo3
https://www.youtube.com/watch?v=1oWe-Zl_DfI
https://t.co/pFD3jzfszm


https://t.co/VbRDbCaSoE

amaちゃんださんがリツイート 
大沼安史 @BOOgandhi · 4時間4時間前 
大沼安史さんがしんちゃんをリツイートしました

山形市もきのう雨だった。女子高生が傘も差さずに……。ハザードランプをつけ、人
待ちの車の運転席。通り過ぎた彼女を追いかけ、車内の傘を手渡さなかった自分を恥

じた。

https://twitter.com/shinchann2008/status/725598279589724160

amaちゃんださんがリツイート 
日刊ゲンダイ @nikkan_gendai · 4時間4時間前 
【健康】食べ過ぎの脂肪肝に有効 「エビ&カニ」エキスの威力 http://www.nikkan-
gendai.com/articles/view/life/180443 … #日刊ゲンダイDIGITAL

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
イノシシ肉　認知症リスク減らす　（日本農業新聞）

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/580.html …
愛知県より北の本州猪・鹿肉は完全に放射能汚染されてます

決して食べてはいけない！

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
米国の写真家、ポール・ファスコさん　「チェルノブイリ・レガシー」（マグナム写

真集）★　３３枚目　「アリューシャの臨終」　チェルノ４号機が爆発したとき、３

歳だった彼女は「黒い雨」の中で遊んでいた！

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-270e.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
危険な島根原発「ここがやられると首都圏壊滅もありうる」（週刊女性PRIME）
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/572.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
小選挙区別人口動態　2016/3　　千葉県北西部、群馬北西部急悪化
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174802016.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
宮城県　この1年間で全般的に死亡者が増えています

https://t.co/VbRDbCaSoE
https://twitter.com/shinchann2008/status/725598279589724160
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/180443
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/580.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-270e.html#more
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/572.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/174802016.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175083547.html


http://inventsolitude.sblo.jp/article/175083547.html …
東海アマは宮城県や茨城県も20年以内に消えると予告してきた

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
若い女性が逃げて行く２０１５年度の福島

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1788.html …
私がX線ガンマ線透過試験の現場で働いていたとき
みんな白内障

40歳なのに60歳くらいに見える人たち
50歳を超えるとヨボヨボ
激しい放射線老化現象

福島でも必ず同じことになると予告してきた

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 12時間12時間前 
【車中泊の避難者 半数以上が「体調に変化」】熊本市や益城町で車で避難生活をして
いる人に行ったアンケート調査で、半数以上が体調の変化が「あった」と答え「腰痛

」や「肩こり」「眠れない」などの症状を訴える声が複数ありました

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160428/k10010502481000.html …

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 12時間12時間前 
今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんが文鳥さん　ぶんちょうさんをリツイート
しました

あれ、ネコサヨ @neko_sayoku さんのツイートじゃないの？
https://twitter.com/komatsunotsuma/status/725707071270739968

amaちゃんださんがリツイート 
Nob @Nob_hsj · 13時間13時間前 
RT
1本の電車乗ってる(待ってる)だけで3回も急病人救護発生するとか何なんだ今日は
22:37 - 2016年4月28日

amaちゃんださんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 15時間15時間前 
ダウン症が８倍！染色体異常の増加＞2003年度で、１万出生数あたり11人。2013年１
万出生数あたり、104人。 http://goo.gl/1wDDJd 　ちなみに第一子出産年齢の上昇は2
歳未満　http://goo.gl/HHMsLU
https://t.co/7NJwTjgJIi

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1788.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160428/k10010502481000.html
https://twitter.com/komatsunotsuma/status/725707071270739968
http://goo.gl/1wDDJd
http://goo.gl/HHMsLU
https://t.co/7NJwTjgJIi


amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 15時間15時間前 
2011-08-15
8月3日にイギリスから
30メートルトンの核廃棄物を載せた貨物船が
むつ小川原港へ向け出航したとの記事（ブルームバーグ）

六ヶ所の貯蔵可能量は3千トン
既に9割以上いっぱい
日本の原発からは毎年1千トンの核廃棄物
貯蔵するスペースがあと12年でいっぱいに

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 16時間16時間前 
2012年02月22日
福島原発沖で千倍のセシウム ／米研究所調査
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b7c1111f6886b50814e7fe0cbc9d014f …
チームは原発から東方に

約３０〜６００キロ離れた太平洋で

海水や魚、微生物を調査。

採取した海水には事故前に比べ

１０〜千倍高いレベルのセシウムが含まれていた。

https://www.youtube.com/watch?v=ZuCFjiAwo00
ケツメイシ　花鳥風月 

 
 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/b7c1111f6886b50814e7fe0cbc9d014f
https://www.youtube.com/watch?v=ZuCFjiAwo00


（４月29日）　殺す気かっ？！

http://85358.diarynote.jp/201604292054167336/

【地震に改めて警戒を】／ふくしま東幼稚園29日15時20分【１
９６.65 μSv/h】誤報の可能性も／震源が近寄ってる伊方原発で
は着々と再稼働の手続きが進められています。

2016年4月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

ボランティア団体Team-K @vteamk · 7時間7時間前 

【地震に改めて警戒を】

地震発生時の対応

津波への心得

避難経路確保

土砂災害警戒

避難持ち出し品

睡眠中の地震対策

地震酔いの対策

スマホ充電長持ち方法

避難所での配慮

http://85358.diarynote.jp/201604292054167336/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604292054167336_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604292054167336_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604292054167336_3.jpg


エコノミー症候群対策

ノロウイルス対策

狭心症、脱水症対策

（前項【末尾】参照）

セナ（思うは招く〜どーせ無理を無くそう） @senna1994may1 · 1時間1時間前 
熊本と大分で起きている地震が中央構造線沿いに東に海を渡れば、そこは伊方原発。

大地震が起きれば建屋プール内の核燃料棒が危険な状態に陥るのは福島第一原発4号機
でわかったはず。早急に核燃料棒を別の場所へ移動を。@iwakamiyasumi
https://pbs.twimg.com/media/ChM-It_UUAAORcs.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChM-JDfUkAEIjhy.jpg

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 6時間6時間前 
【放射線量の情報】

福島県福島市立ふくしま東幼稚園で29日15時20分頃、196.65μSv/hを観測との情報（
通常0.111μSv）。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。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
ひろみ @hiromi19610226 · 7時間7時間前 
横ずれ断層の場合、破壊が進行していった方向で

地震活動が活発化しやすい

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

保坂展人@hosakanobuto · 13時間13時間前 
報道を萎縮させる「原発タブー」を一人歩きさせない 
http://www.huffingtonpost.jp/nobuto-hosaka/taboo_b_9776410.html …
熊本地震を発端として、今後さらに広範囲に地震が広がるかどうかは専門家の意見も

わかれていますが、中央構造線に近い愛媛県の伊方原発では着々と再稼働の手続きが

進められています。

https://t.co/Y2RD1kv6ZC

https://www.youtube.com/watch?v=KOQociBA8XE

https://pbs.twimg.com/media/ChM-It_UUAAORcs.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChM-JDfUkAEIjhy.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChMIddXUUAEquUM.jpg
http://www.huffingtonpost.jp/nobuto-hosaka/taboo_b_9776410.html
https://t.co/Y2RD1kv6ZC
https://www.youtube.com/watch?v=KOQociBA8XE


子供の英語の歌　ハンプティーダンプティー　

マザーグース　Humpty Dumpty 

エリック ・C @x__ok · 1時間1時間前 
伊方原発に震源が近寄って来ている。巨大断層近くの危険な活断層上にあると専門家

に指摘されている伊方原発。危険度が日に日に増している。 

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 2時間2時間前 
【熊本・宇土の避難指示 一部で解除】熊本県宇土市は、地震による土砂崩れのおそれ
があるとして、神馬町の９世帯１９人に避難指示を出していましたが、安全が確認で

きたとして午後５時半にこのうちの５世帯６人について避難指示を解除しました。宇

土市神馬町には、引き続き、４世帯１３人に避難指示。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【2016年4月29日 17:56 NHK】
大分道の通行止め一部解除 東九州道は全線解除
http://nerv.link/vKRuiU

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【武蔵野線 運転再開 2016年4月29日 17:27】
越谷レイクタウン〜吉川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、17:18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 
【トンネル事故あった新東名 通行止め解除】
新東名高速道路は静岡県掛川市の平島トンネルで複数の車が関係する事故が起きた影

響で、午前10時15分から森掛川インターチェンジと島田金谷インターチェンジの間の
上り線で通行止めとなっていましたが、午後4時50分に通行止めは解除されました。

Hiroko Uehara @uesimobileme · 3時間3時間前 
@iwakamiyasumi TBS：大分・由布市で震度５強
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2761741.html …きましたね。どう考えて
も伊方原発は揺れているはず。東へ移動しているのなら川内原発方向の南西への移動

も当然有り。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【五日市線 運転再開 2016年4月29日 16:42】

http://nerv.link/vKRuiU
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2761741.html


秋川〜武蔵引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、

16:32頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

寮美千子 @ryomichico · 4時間4時間前 
いやだなあ。伊方原発に近い。瀬戸内海が汚染されたら、日本はひどいことになる。

中央構造線の直上に原発を作ったこと自体が、狂気の沙汰だった。 

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【ゆりかもめ線 運転再開 2016年4月29日 16:05】
芝浦ふ頭〜お台場海浜公園駅間で発生した停電の影響で、運転を見合わせていまし

たが、15:52頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

kaz hagiwara（萩原 一彦） @reservologic · 4時間4時間前 
kaz hagiwara（萩原 一彦）さんが地震REPORTをリツイートしました
中央構造線の真上。伊方原発もその上にある。伊方は揺れなかったの？ 
https://twitter.com/EQK_REPORT/status/725930821513674753

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年04月29日 16:01】
北海道地方では、３０日にかけて北のち北西の風がともに非常に強く、３０日は海は

大しけとなるでしょう。高波に警戒してください。また、ふぶきによる交通障害にも

注意してください。

ひろみ @hiromi19610226 · 5時間5時間前 
伊方原発は 360度に、人々の営みがあります。
こんなもん、誰が考えてもさっさと廃炉しかないでしょ？

殺す気かっ？！

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 6 時間6 時間前 
【由布院駅の駅舎のガラス割れる】

震度５強の揺れを観測した大分県由布市のＪＲ由布院駅によりますと、駅舎の天井の

ガラスの一枚が割れる被害が出たということです。けが人はいないということです。

利用者を駅舎の外に避難させているということです。

! ? @Takaoyohey · 5時間5時間前 � Kibichuo-cho, Okayama 
大分震度５強…伊方原発近いけど大丈夫！？ 
https://pbs.twimg.com/media/ChMGanoU4AAVkz-.jpg

https://twitter.com/EQK_REPORT/status/725930821513674753
https://pbs.twimg.com/media/ChMGanoU4AAVkz-.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【大分県中部で震度５強】

4月29日午後3時9分ごろ地震がありました。現在、震度4以上が観測されている地域は
以下のとおりです。▽震度5強が大分県中部。今後の情報に注意してください。
http://nerv.link/Fj7hKJ

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【西武有楽町線 運転再開】
西武有楽町線は、池袋線で起きた人身事故の影響で全線で運転を見合わせていまし

たが、午後1時41分に運転を再開しました。
http://nerv.link/A7yrf8

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【停電情報 2016年4月29日 14:04】
東京電力停電情報によりますと、東京都 世田谷区の約800軒で停電が発生しているとい
うことです。

http://nerv.link/Currds

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【停電情報 2016年4月29日 13:08】
茨城県、東京都で停電が発生しています。

停電軒数：約1,300軒
http://nerv.link/mSLGCE

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【西武池袋線と豊島線は運転再開】

西武鉄道によりますと、池袋線は人身事故のため、池袋と所沢の間の上下線で、運転

を見合わせていましたが、午前11時39分に全線で運転を再開しました。
http://nerv.link/PFH0rK

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【熊本など活溌な地震活動続く 警戒を】（続き）
気象庁は、当分の間は激しい揺れを伴う地震に警戒するとともに寒暖の差が大きくな

るため、体調管理にも注意するよう呼びかけています。

（2016年4月29日 11:56 NHK）

http://nerv.link/Fj7hKJ
http://nerv.link/A7yrf8
http://nerv.link/Currds
http://nerv.link/mSLGCE
http://nerv.link/PFH0rK


特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【熊本など活溌な地震活動続く 警戒を】
一連の熊本地震では29日も熊本県で震度3の地震が2回発生するなど、活発な地震活動
が続いていて、震度1以上の地震の回数は1000回を超えています。
http://nerv.link/1gSl8L

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【熊本県内 災害関連死疑い１７人に】（続き）
一連の地震で、避難生活による体への負担や持病の悪化などによって亡くなったと思

われる人は、これで7つの市町村で17人になりました。
（2016年4月29日 11:45 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【停電情報 2016年4月29日 11:42】
東京電力停電情報によりますと、茨城県 の約600軒で停電が発生しているということ
です。

http://nerv.link/Sy5tOb

Ryusuke IMURA @tigers_1964 · 13時間13時間前 
（時時刻刻）地震、原発止めず大丈夫？　川内停止要望、約５０００件：朝日新聞デ

ジタル

http://www.asahi.com/articles/DA3S12334057.html

 
  

http://nerv.link/1gSl8L
http://nerv.link/Sy5tOb
http://www.asahi.com/articles/DA3S12334057.html


（４月29日）　あの－－　

http://85358.diarynote.jp/201604292113399110/

【一言も言わない犬HK】／大分の震源は伊方原発を。中央構造
線の活断層上、近すぎる／「世田谷の自宅は風呂が狭い」。

2016年4月29日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

https://www.youtube.com/watch?v=b-ijZRfUgG4
ヒルクライム　ライブ２０１１　no one〜臆病な狼 

原発・放射性物質情報 @radioactive_inf · 15分15分前 
川内原発は異常なく運転 大分の震度５強、揺れ観測せず
https://t.co/MIH2ehPl9U

エリック ・C @x__ok · 56分56分前 
今までの地震の震度地図では川内原発や玄海原発はできるだけ地図に入れない枠組み

で発表してきたが大分の震源では伊方原発を地図に載せない切り方は無理。世界有数

の断層、中央構造線の活断層上で地震で最も危ないと言われている原発、近すぎる。

https://pbs.twimg.com/media/ChNBoD0W4AAFxgA.jpg 

しろくま @hontounokotoga_ · 3時間3時間前 

http://85358.diarynote.jp/201604292113399110/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604292113399110_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604292113399110_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160429/85358_201604292113399110_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=b-ijZRfUgG4
https://t.co/MIH2ehPl9U
https://pbs.twimg.com/media/ChNBoD0W4AAFxgA.jpg


しろくまさんが朝日新聞(asahi shimbun）をリツイートしました
あの－－　川内原発は鹿児島西側

　別府なら伊方原発の方が近いですよ！

(-_-;)
https://twitter.com/asahi/status/725945737175928832 

千風（戦争法案&原発再稼働NO!） @Remember311919 · 3時間3時間前 
震度5強 
大分県 由布市　 
震度3 
大分県 別府市　 
安倍首相が「リベンジアピール視察」に行ったら、大地震が起こると思っていたら、

やっぱり大地が怒った。ところで伊方原発の震度は？ 
https://pbs.twimg.com/media/ChMkAQcU0AAwIbH.jpg

桑ちゃん @namiekuwabara · 5時間5時間前 
NHK九州電力の玄海や川内原発しか言わないね。四国電力の伊方原発が近いんだけど
震源地。一言も言わない犬HK.

琉希2 @ruki2keystrk · 5時間5時間前 
@ruki2keystrk 
NHK報道
原発

九州地方の

川内原発 確認中
玄海原発 確認中
震度５強に近い

伊方原発は？……言わない… 
https://pbs.twimg.com/media/ChMIj4TU8AA-I8L.jpg

ひろみ @hiromi19610226 · 5時間5時間前 
川内原発と伊方原発と玄海原発、異常がないか点検中

政府広報しか流さないNHKより

https://www.youtube.com/watch?v=0JRUCoJY89w
Kalafina 『ring your bell』TV ver. 

https://twitter.com/asahi/status/725945737175928832
https://pbs.twimg.com/media/ChMkAQcU0AAwIbH.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChMIj4TU8AA-I8L.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0JRUCoJY89w


保坂展人 @hosakanobuto · 5分5分前 
報道を萎縮させる「原発タブー」を一人歩きさせない

http://www.huffingtonpost.jp/nobuto-hosaka/taboo_b_9776410.html … 
原発をめぐる「NHK会長指示」(毎日新聞)の記事を読んで、ざらついた砂を飲みこんだ
ような違和感は、こうした「報道内容の縛り」に起因するものだったのかと戦慄が走

りました。

きっこ @kikko_no_blog · 58分58分前 
青森県六ケ所村の使用済み核燃料再処理施設も、耐震偽装が発覚し、そして今回、床

下ケーブル351本の不適切な敷設が発覚した。日本中の使用済み核燃料が集められてい
る危険な場所なのに、このデタラメ具合。その上、今度はフルMOXの大間原発の建設
を強行しようとしてる。正気の沙汰じゃない。

きっこ @kikko_no_blog · 1時間1時間前 
世界最大の柏崎刈羽原発は、2007年の新潟県中越沖地震では敷地内のアスファルトが
隆起して大事故を起こし、耐震偽装も発覚し、床下ケーブルが2500本も不適切に敷設
されていたことまで発覚したのに、それでも東電と安倍政権は再稼動を目指している

。この国は完全に狂っている。

onodekita @onodekita · 2時間2時間前 
地震が起きると、原発の運転状況は逐一報道されるが、火力発電所に関しては一切

ない。このことこそが、事実をすべて語っている

カミカゼ @mynamekamikaze · 2時間2時間前 
カミカゼさんが正論で日本を取り戻せをリツイートしました

同感だ

お前が引退しろよ、革マル派関連組織から金貰ってた枝野は

あと、福島原発の事故のSPEEDI隠ぺいの件と、（放射能は）直ちに影響はないとか言
って、自分だけ防護服着こんでたこととか、俺たちは忘れてねえからな 
https://twitter.com/kikuseiron/status/725988730822004736

ジョージ @GeorgeBowWow · 2時間2時間前 
ジョージさんがKT境界層をリツイートしました
私は知り合いの元大学教授から「核兵器を作っている本人から「作っているのは原発

内だ」と明かされた」と聞きました。 
https://twitter.com/situryoutteiika/status/725657390377357312

http://www.huffingtonpost.jp/nobuto-hosaka/taboo_b_9776410.html
https://twitter.com/kikuseiron/status/725988730822004736
https://twitter.com/situryoutteiika/status/725657390377357312


yuuki @yuukim · 3時間3時間前 
東日本大震災以降、最終エネルギー需要は減り続けている。それは無理して節電して

いる訳でもなく、人口減に転じて省エネ技術は進むのだから当然。真夏だろうが原発

なしで停電など妄想であることは明白なのよ。

https://pbs.twimg.com/media/ChMoxxZUYAA65VH.jpg

りりほわいと @XylitolCoolmint · 3時間3時間前 
RT 泊原発が動かせないからという手前勝手な理由で2回も値上げして黒字になった
北電。「値下げは泊原発を稼働してから」

こんなふざけた電力会社は1日も早く解約して別の会社と契約しましょう！

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 4時間4時間前 
名無し：2016/04/29(金) 12:49 ID:XXXXXXXX
少なくとも昨今海外で受注してる原発は放射性廃棄物を日本で引き取るのも込みの契

約だったはず

#国民の事をなんだと思っているのだろう

愚エビの紙魚 @bookfishswim · 5時間5時間前 
そして『危機に瀕したら慰安婦も当たり前仕方ない性欲があるんだもの！避難所でも

女性を襲うよ！女性は気を付けてね！』って感じなんだけど「女子供を守ってくれる

いざというとき」はいつ来るんだ？どういう場面想定なの？

バオパオ 竜魂燃焼 11206@af14002445 · 6時間6時間前 
バオパオ 竜魂燃焼さんがひろみをリツイートしました
止められるうちに止めとけよ、福一みたいに実質制御不能に陥ったら何も出来ないん

だから☆ 
https://twitter.com/hiromi19610226/status/725932125975773184

蓮見唯香 @YUIKA322 · 7時間7時間前 
自民 磯崎が【緊急事態条項】は緊急時「避難誘導や炊き出し等のお手伝いを公務員じ
ゃない一般市民にもやっていただく為（半強制的に）」そんなの憲法改正でやる事？

…それより"疎開"なる言葉まで出てゾッとした。国民に何をさせようと企んでるのか 

飯山一郎 @iiyama16 · 9 時間9 時間前 
ニッポンの首都圏は人間が住んではいけない地域。 いま現在もフクイチのデブリは致
命的な核物質の粉を噴出しているし…。そんな首都圏におられる方々が，川内原発の

https://pbs.twimg.com/media/ChMoxxZUYAA65VH.jpg
https://twitter.com/hiromi19610226/status/725932125975773184
http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry


コトを心配してくれる。ありがたいコトです。 http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry

保坂展人 @hosakanobuto · 4月28日 
「住民の不安をいたずらにあおる」という表現は、福島第一原発事故で、放射性物質

の拡散についての危険性を警告する言説に対してネット上であふれ返った言葉です。

この時、NHKのみならずテレビ報道は「公式発表」をベースに行なわれました。
https://t.co/Y2RD1kv6ZC

https://www.youtube.com/watch?v=nQbWNea-2Os
Hilcrhyme NO.109 [イナズマロック2011] 

United Flow @soul2soullove · 3時間3時間前 
United Flowさんが産経ニュースをリツイートしました
それ、

正当な理由になります？

だとしたら

都民は怒らないといけないですね、

なめられているわけですから。

今まさに

声を上げる時じゃないでしょうか。

それとも…不服もないとか？
https://twitter.com/Sankei_news/status/725591921125527553

amaちゃんださんがリツイート 
木野龍逸 (Ryuichi KINO) @kinoryuichi · 9時間9時間前 
「燃費なんて誰も気にしていない」“三菱グループの天皇”が放言　不正問題への取材
で　 | デイリー新潮 http://ow.ly/4ndWX0 https://t.co/uGPJNjXT6s
▽アウト。こうなると試合放棄に近い。誇大広告も辞さないってことだし、燃費は排

ガス測定にもリンクしてるし。この発言は論外。

https://pbs.twimg.com/media/ChM8m6sU4AE2QHF.jpg
ヒルクライム - ルーズリーフ

https://t.co/Y2RD1kv6ZC
https://www.youtube.com/watch?v=nQbWNea-2Os
https://twitter.com/Sankei_news/status/725591921125527553
http://ow.ly/4ndWX0
https://t.co/uGPJNjXT6s
https://pbs.twimg.com/media/ChM8m6sU4AE2QHF.jpg


１％のひらめき @hirameki1p · 8時間8時間前 
じわじわくるｗｗｗｗｗ

https://pbs.twimg.com/media/CMIF-gZUEAAmje_.png

カラパイア @karapaia · 8時間8時間前 
カラパイア : 地震でいちころだけど絶妙なバランスで保たれている際どい状態を保っ
た20のモノ http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216307.html …
https://pbs.twimg.com/media/ChL9ll8UkAAe4hh.jpg

https://pbs.twimg.com/media/CMIF-gZUEAAmje_.png
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216307.html
https://pbs.twimg.com/media/ChL9ll8UkAAe4hh.jpg


（４月29日）　保護者がモンスター化し始めた。／「飲酒入浴健康法」を広めて社会
保障費削減に一役買いたい。

http://85358.diarynote.jp/201604292244591557/

◆食べて応援、危険と判明◆／【帯状疱疹】低線量被曝や放射能

汚染物の飲食によって起る。ダニや虫さされではない。

2016年4月29日 ダイエット
　

https://www.youtube.com/watch?v=tlqGvP8MwdI
Nightcore - Hikaru Nara「Goose house」 

にゃらほい @nyarahoihoi · 2時間2時間前 
お家牛丼どんっ！生玉子はカラザ（白いとこ）とる人多いと思うけどあれも食べると

免疫機能がアップするので敢えてとってません(*´`)いただきます!!
https://pbs.twimg.com/media/ChNL-hPU4AECIQU.jpg

健康オタク @kenkoh_otaku · 2 時間2 時間前 
インド5000年の究極の健康法。ただのマッサージとは大違い『アーユルヴェーダ』
https://t.co/LTL9Lc9WoN

むんば @munbaomega · 2時間2時間前 
もずくうめえ！！！もずくうますぎ！！信じられない黒酢感！！遠慮はいらねえ！！

素材本来の味！！マズいはずがない！ めっちゃ飲んでる！マジもずく！！！最高の健
康法！！グビグビ！！クソうめえ！！最高！！味付きもずく！！もずく！うめえ！！

脳・神経系プレスリリース @Brain_Neuron · 2時間2時間前 
さきがけ　神経回路が免疫機能を抑制するメカニズムを発見　脳脊髄障害で起こる感

染症の新たな治療法に光　http://www.jst.go.jp/pr/info/info1177/index.html …　Nat
Neurosci

○ゆーチョンマー○ @marumaru064 · 4時間4時間前 
蒸ししょうが続けてるんですが、

ついに今日から酢しょうがもはじめました。

影響受けすぎまるちゃん健康法です。 

http://85358.diarynote.jp/201604292244591557/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
https://www.youtube.com/watch?v=tlqGvP8MwdI
https://pbs.twimg.com/media/ChNL-hPU4AECIQU.jpg
https://t.co/LTL9Lc9WoN
http://www.jst.go.jp/pr/info/info1177/index.html


漢方のミドリ薬品【公式】 @PandaKanpo · 5時間5時間前 
甲状腺機能低下症はエネルギーである気が不足している状態です。またその根本には

免疫系が関与するため、生命力や免疫力、ホルモンと関係の深い「腎」の弱りも考え

られます。

症状や体質によって対策は様座ですが、足りていないときはエネルギーや腎の力を補

うことで良くなる方は多いです。

https://www.youtube.com/watch?v=wbaILDE7Dco
Kalafina　『「heavenly blue」MV(Short ver.)』

まい 引き締め ♪ @maiponn1347 · 6分6分前 
この2週間の避難生活で栄養が偏り‥
ほぼ栄養失調状態だったみたい‥

手のひらの皮ゎむけておばあさんみたい‥

これからきちんと栄養のあるもの食べる

筋肉好きあるあるbot @musclearuaru · 2時間2時間前 
魚介類などに多く含まれる亜鉛は成長ホルモンやインスリン様成長因子などを引き出

します。クロムはグリコーゲンを貯蔵する働きをし、活動やトレーニングのエネルギ

ー源となったり、見栄えを良くしたりします。セレンは免疫機能や回復機能を高め

ます。

結論:魚は重要。

United Flowさんがリツイート 
がんばろう九州@GW @hurryupyouguys · 2時間2時間前 
@3104rei228 オレンジの点は汚染度の上昇が激しい測定点。大阪、奈良、京都あたり
も該当するときがたまにありますよ。それに水拭きできないジュータンや壁面クロス

のところはセシウム付着しちゃってどっこも凄いことになってます。

https://pbs.twimg.com/media/ChM8m6sU4AE2QHF.jpg

古井丸 友宏 @mjjkoi2399 · 2時間2時間前 
帯状疱疹がロングランヒット。帯状疱疹は皮膚面の病ではなく神経が傷ついて発症す

る病気。低線量被曝や放射能汚染物の飲食、ナノ物質の体内侵入によって起こる。ダ

ニや虫さされではない。ストレスや免疫低下が原因でもない。神経細胞が放射線によ

https://www.youtube.com/watch?v=wbaILDE7Dco
https://pbs.twimg.com/media/ChM8m6sU4AE2QHF.jpg


って破損した時に起ると認識すべき。特に日本在住者は。

Clairvoyant @Clrvyt · 3時間3時間前 
※Telyatnikov.事故当時の軍事防災責任者。自宅から17分で到着し、先着消防隊とと
もに、防護服も酸素マスクも線量計もなしに、既に風穴の空いた4号炉の屋根に上って
消火にあたり、ソ連の英雄と称えられた。この時彼が被曝した線量は４グレイともい

われ、2004年に癌で死去。

不正選挙監視団 @rigged_election · 4 時間4 時間前 
福一からの救急患者「口から血を出しながら次々と救急で運ばれて来ている。軽く100
人超え」

https://t.co/fjQ1txe1ax

amaちゃんださんがリツイート 
青い月〜ＮＯ！ＮＯ！！ＮＯ！！！ @mugennohateni · 5 時間5 時間前 
日本はチェルノブイリよりも人口が減っている・・・！！？　人口減少で絶滅する恐

れのある民族、日本が世界トップに！２０５０年までに3000万人減少も！次点はウク
ライナ！ http://sharetube.jp/article/2362/ 
ああもう…。
https://t.co/W4IiLz1fsB

佐藤貴志 @develop559 · 6時間6時間前 
輸血は患者の免疫力を低下させ結果的に 出血が加速される
http://absolute1125.com/archives/1216

Mr.カトー @Mrkat0 · 6時間6時間前 
輸血は患者の免疫力を低下させ、添加された「抗凝固剤」により結果的に 出血が加速
される。そのため「無輸血」手術を行う医師たちが、世界中に増 えているという。
http://www.rui.jp/ruinet.html?%20i=200&c=400&m=288293&g=131205 …
⇒ 輸血は無意味だった！塩水で十分

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
カイコ　#脱原発　に一票 @tan_sue · 6時間6時間前 
東京のスーパー。久しぶりに隅々まで見て吟味。魚屋さん、品数少ない。前はもう少

しはあったよね。サケ、イワシ、カジキ、カレイ、アジくらいしかない。産地表示し

てある。やっぱりみんな気にしてるんだ(¬_¬)

https://t.co/fjQ1txe1ax
http://sharetube.jp/article/2362/
https://t.co/W4IiLz1fsB
http://absolute1125.com/archives/1216
http://www.rui.jp/ruinet.html? i=200&c=400&m=288293&g=131205


United Flow @soul2soullove · 6時間6時間前 
娘達を通わせた

附属幼稚園の先生が言っていたのは

長女が生まれた世代の

1991〜1993年前後で
子どもと親が変わったと。

女子が男勝りとなり

男子が草食化し

保護者がモンスター化し始めた。

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
永添泰子（歴史を直視し過去と対決を） @packraty · 8時間8時間前 
接種後の強い痛み、けいれん、記憶障害、歩行困難。車椅子生活、計算障害、記憶

障害、ワクチンが原因だと認めない医師のほうがはるかに多く患者の苦しみを増幅さ

せている【TPPが奪う少女の一生なぜ「子宮頸がんワクチン」は禁止されないのか？
】

https://t.co/uGPJNjXT6s

厚生労働省 @MHLWitter · 9時間9時間前 
【#熊本地震 関連：エコノミークラス症候群に注意ください】
避難生活中、車内で寝泊まりするなど、長時間足を動かさずに同じ姿勢でいると、静

脈に血の固まりができ、この固まりが肺の血管を閉塞してしまうことで命の危険を生

じる可能性があります。（続く）

国境なき医師団日本 @MSFJapan · 9時間9時間前 
避難している子どもたちには、環境の変化や寒暖の差によるぜんそくの悪化、不眠、

夜泣きなどがみられることがあります。MSFは小児科医の判断が求められる症例の紹
介や相談も受けつけています。

＜寄付はこちら 。 http://bit.ly/1nHsCJH ＞

ちぃちゃん @chika_915 · 9時間9時間前 
「飲酒入浴健康法」を年寄りの間に広めて社会保障費削減に一役買いたい

amaちゃんださんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 4月2日 
◆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　体内セシウム

検出率の比較です　http://bit.ly/22UyHu2

https://t.co/uGPJNjXT6s
http://bit.ly/1nHsCJH
http://bit.ly/22UyHu2


https://www.youtube.com/watch?v=Obl1gRE43H0
Kalafina　『「believe」MV(Short ver.)』 

カラパイア @karapaia · 11時間11時間前 
カラパイア : 横たわったその体に次々と集まってきたのは仲間たちだった。友人の死を
悼み、悲しみの声を上げるロバたち（オランダ）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216678.html …
https://pbs.twimg.com/media/ChLUY0QU8AESlPX.jpg

United Flowさんがリツイート 
武家州 @takeyasu5150 · 4月25日 
http://earthreview.net/germany-whales-dead-stomachs-full-of-plastics/ …
ドイツの海岸に打ち上げられたクジラの胃の中は「プラスチックのゴミで満杯」だっ

た

https://www.youtube.com/watch?v=29NR161Bmd4
Kalafina　『to the beginning』

https://www.youtube.com/watch?v=Obl1gRE43H0
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216678.html
https://pbs.twimg.com/media/ChLUY0QU8AESlPX.jpg
http://earthreview.net/germany-whales-dead-stomachs-full-of-plastics/
https://www.youtube.com/watch?v=29NR161Bmd4


（４月30日）　2137年、南半球が壊滅、17億もの人命が失われる。

http://85358.diarynote.jp/201604300805401874/

【M5.0】VANUATU／コロナホールの影響が本日から明日にかけ
て到来し地磁気が乱れる／環太平洋沿い以外でも地震が起き始め

てる。

2016年4月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

くちびるトト(パパ改め) @Kutibirupapa · 12 時間12 時間前 
環太平洋沿い以外でも地震が起き始めてる。桜島も久々に3500m級の爆発。明日は下
弦の月。コロナホールからの影響も6時間切った。あとはドル箱用意するだけの状態。

United Flowさんがリツイート 
狼たちは知っている @wolvesknow · 17時間17時間前 
よく、小さい地震がたくさん起きて、エネルギーを逃がせばいいと言う人がいるが、M
８のエネルギーを逃がすためにはM６を千回起こさないといけないわけで。そんなに
簡単、単純なものではない。

https://www.youtube.com/watch?v=Xq-knHXSKYY
Avicii - For A Better Day 

地震マップ @eq_map · 31 分31 分前 
【M5.0】VANUATU 35.0km 2016/04/30 07:09:02JST, 2016/04/29 22:09:02UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.2371,167.1918%28+%5BM5.0%5D+VANUATU+35.0km+2016%2F04%2F30+07%3A09%3A02JST%2C+2016%2F04%2F29+22%3A09%3A02UTC+%29&ll=-
16.2371,167.1918&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005ckw …

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.8】国後島近海 深さ97.4km 2016/04/30 02:13:46

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 長野 安曇野市 
【M3.1】長野県中部 深さ0.0km 2016/04/30 01:37:15 [AQUA-HYPO]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=36.3,137.9&ll=36.3,137.9&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=36.3&lon=137.9&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 長野 松本市 
【M3.3】飛騨山脈 深さ5.6km 2016/04/30 00:44:22
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=36.156,137.621&ll=36.156,137.621&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=36.156&lon=137.621&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map … (アニメ
)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160430004422a.gif …

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 長野 松本市 

http://85358.diarynote.jp/201604300805401874/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160430/85358_201604300805401874_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160430/85358_201604300805401874_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160430/85358_201604300805401874_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Xq-knHXSKYY
http://maps.google.co.jp/maps?q=-16.2371,167.1918%28+%5BM5.0%5D+VANUATU+35.0km+2016%2F04%2F30+07%3A09%3A02JST%2C+2016%2F04%2F29+22%3A09%3A02UTC+%29&ll=-16.2371,167.1918&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005ckw
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.3,137.9&ll=36.3,137.9&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=36.3&lon=137.9&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.156,137.621&ll=36.156,137.621&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=36.156&lon=137.621&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160430004422a.gif


【最大震度1】(気象庁発表) 長野県中部 深さ約10km M3.1 30日00時44分頃発生 
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=36.2,137.6&ll=36.2,137.6&z=9&t=m … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160430004715395-300044.html …

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10 時間10 時間前 
鹿児島県：桜島

4月29日17時17分（爆発的噴火）　噴煙：火口上3500m　瀬戸空振計：21.2Pa：弾道
を描いて飛散する大きな噴石：6合目。今年41回目　（気象庁火山観測報
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160429173045_506.html
…）
https://pbs.twimg.com/media/ChNg1sYUkAAdi2t.jpg

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 10時間10時間前 
4月22日-4月28日の地震活動(気象庁発表)
熊本県熊本地方 492回
宮城県沖 235回
福島県沖 202回
茨城県北部 195回
岩手県沖 150回
茨城県沖 127回
熊本県阿蘇地方 101回
以下省略　計3966回
http://j.mp/1oo8wnC

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.1】国後島近海 深さ133.9km 2016/04/29 21:22:58
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.642,145.917&ll=43.642,145.917&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160429212258a.gif …

TELSTAR宇宙情報 @telstar_news · 11 時間11 時間前 
今日の #宇宙天気
SWC 宇宙天気情報センター　4月29日 15時00分
http://swc.nict.go.jp/contents/ 
"太陽面低緯度と北半球中緯度の西３０度付近に位置しているコロナホールの影響が、
本日から明日にかけて到来し、地磁気がやや乱れる可能性"

スピリチュアル・コンサルタント 真善美 @trinityin · 15時間15時間前 
太陽のコロナホールの影響か日本でも各地で荒れた天気となっています。太陽の活発

な活動により熊本地震も未だに収束をみせず、先ほどバヌアツでＭ7ほどの地震が起き
てしまいました。ぜひともお気をつけてお過ごしくださいませ。

宇宙天気ニュース @swnews · 19 時間19 時間前 
[記事] 太陽風は平均的な状態ですが、コロナホールの影響が近づいています。
http://swnews.jp #swnews

United Flowさんがリツイート 
水無月神無月 @momochixoxo · 4月28日 
熊本市を流れる坪井川、白濁してる

https://pbs.twimg.com/media/ChG9Xb8UcAAdsZ6.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=V6iKSUoUN48
Avicii - Broken Arrows 

人気アニメ紹介 @anime_ranking · 2時間2時間前 
「無限のリヴァイアス」

2137年、大規模な太陽フレアによって出現した高密度のプラズマ雲が黄道面を境に太
陽系の南半分を覆いつくし、地球も南半球が壊滅、17億もの人命が失われる被害を受
ける。 #無限のリヴァイアス
[動画]http://urx2.nu/f140
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（４月30日）　ペットか唐揚げか　すごい二択。

http://85358.diarynote.jp/201604300858426180/

原発利権まみれの嘘つき自民党に都合がいい情報操作をするＮ

ＨＫ。こんなＮＨＫに受信料を払う価値なんてあるのか ／話す事
がタブーな空気は故意に作られています。

2016年4月30日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

　

１％のひらめき @hirameki1p · 5時間5時間前 
フランス人(ヲタク)「日本が戦争をしない国で本当によかった。あのMOEなANIMEた
ちが作られている国だと思うと攻撃出来ないし、僕らが飛行機なのに対してガンダム

やエヴァが出てくると思うと…絶対に勝てないよ。」…どこから突っ込めばいいんだ
。

United Flowさんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 4月28日 
放射能の危険性を話すと逆に変人扱いされる異常な世の中になっている事に気がつい

て下さい。

話す事がタブーな空気は支配層により故意に作られています。

https://t.co/iUdfeTdV6G

https://www.youtube.com/watch?v=bek1y2uiQGA
Avicii vs Nicky Romero - I Could Be The One (Nicktim) 

飯山一郎 @iiyama16 · 11 時間11 時間前 
♪センダイは

フクイチ隠す

目くらまし♪♪ http://grnba.jp/index.html#zz04292 …

中山幹夫 @nakayamamikio · 4月28日 
川内原発がある鹿児島県が震度４で県民が心配してる時には震度を隠して、震度２だ

http://85358.diarynote.jp/201604300858426180/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://t.co/iUdfeTdV6G
https://www.youtube.com/watch?v=bek1y2uiQGA
http://grnba.jp/index.html#zz04292


と表示する。受信料さえ取れば知ったこっちゃない。原発利権まみれの嘘つき自民党

に都合がいい情報操作をするＮＨＫ。こんなＮＨＫに受信料を払う価値なんてある

のか。 
https://pbs.twimg.com/media/ChHZlOrUkAAyASF.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChHZlSIU8AEmxg8.jpg

United Flowさんがリツイート 
みーゆ@リケニャ @miakiza20100906 · 4月28日 
改めてJCO臨界事故の資料を色々と読み返しているけど、とてもとても恐ろしい。そ
して、まだそれほど昔でもないだけに、福島後によく名を見かける人たちの多くが事

故後対応に関わっている。田中俊一、鈴木元、明石真言、遠藤章、本間俊充、吉澤道

夫など（敬称略）。

https://www.youtube.com/watch?v=e-ORhEE9VVg
Taylor Swift - Blank Space

United Flowさんがリツイート 
BASIL @basilsauce · 5 時間5 時間前 
もっともらしい表現で、平和を後回しにすると言っている。騙されないよ。→首相、

９条改正に意欲　「後回しでいいのか」ＴＶ番組で「これからもずっと後回しにして

いいのか。思考停止している政治家、政党の皆さんに真剣に考えてもらいたい」東京

新聞

https://t.co/zjsKP96VJ0

cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 
「一つね、そういうことを（奇形、中絶）言われては困るとか、証拠があるのかない

だろうとかデリケートな事をだとか、もしそれを原発に反対している側の人たちが言

うのであれば、そういうことを言わない方がいいというのなら、原発再稼働に反対す

る理由がないと思いませんか？」

１％のひらめき @hirameki1p · 10時間10時間前 
電車で女子高生が小太りのちょっと暗そうな男を人指差して「キモッあれヲタクじゃ

ない？ヲタクとかキモいから電車乗るなよ！」って大声で話してた。さらにそれを見

てた幼児が大声で「ママ、あのお姉ちゃん達ブスなのに人の事キモイって言っ

てる！」って言った。車内凍ったんだけど。

https://pbs.twimg.com/media/ChHZlOrUkAAyASF.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChHZlSIU8AEmxg8.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=e-ORhEE9VVg
https://t.co/zjsKP96VJ0


United Flowさんがリツイート 
狼たちは知っている @wolvesknow · 11時間11時間前 
学校再開のための避難者追い出しに関するトラブルは阪神の時もあったな。

炊き出しもやめたのか。それで缶詰め食。連休明けに学校再開予定だから、それに合

わせて、避難者への嫌がらせもスタート。何しろ学校再開ってのは伝家の宝刀になる

。誰も反論できない。

United Flowさんがリツイート 
わたママ・NO WAR @wtrmama · 14時間14時間前 
マイナンバーカードのCM
「初回発行手数料は無料です」て。

笑わせんな!!

United Flowさんがリツイート 
早川由紀夫 @HayakawaYukio · 16時間16時間前 
大分・由布で震度５強　大分道で新たな通行止め：朝日新聞

http://www.asahi.com/articles/ASJ4Y52KRJ4YTIPE01S.html …
「さほど長い時間ではなく、本震のときと違って棚にある書類などは落ちていない」

16日の地震は80キロ先のM7.3、いまの地震は足下のM4.4。ぜんぜん違うことに気づけ
。

United Flowさんがリツイート 
みゃあ618 @kazuki1969717 · 17時間17時間前 
今日の午前中に安倍総理は湯布院にいたんだよね。

United Flowさんがリツイート 
狼たちは知っている @wolvesknow · 18時間18時間前 
安倍は明日から海外だっけ？

これまで、奴がいない間に国内でいろいろ起きてる＆奴が中東に行くとタイミング良

く人質事件が起こるとかで、今回も嫌な予感しかしない。

まあ、もちろん偶然ですけど。偶然。（棒

United Flowさんがリツイート 
城田 優愛 @yushirotalove · 4月28日 
とうとう、うちの避難所炊き出しが終わったT^T
熊本市からのパンとおにぎりのみ

http://www.asahi.com/articles/ASJ4Y52KRJ4YTIPE01S.html


しかも朝夕のみ

またパン１個かおにぎり１個だT^T
スミレちゃんが来てくれた自宅近くの公民館での配給も今日で終わり

明日からどうやって空腹を満たして行こうT^T
益城町と沼山津、桜木この違いは何？

United Flowさんがリツイート 
perspective @prspctv · 4月26日 
「政府は26日の閣議で、毒ガスを含む化学兵器や生物兵器の一切の使用を憲法9条が禁
止するものではないとする答弁書を決定」｜4/26共同：政府、化学や生物兵器否定せず
　憲法9条で答弁書決定　

United Flowさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 4月24日 
【拡散】aozorashirakumo 世のお母さん達へ。言ったのは、舛添さんです。　
Keikolein: 「お母さんはね、こういうこと言う人には、投票しませんよ」
https://pbs.twimg.com/media/Be-1VjrCQAA5U_7.jpg

United Flowさんがリツイート 
yuko* @YouYuko · 2015年9月17日 
国民投票をしなければ、憲法を変えらなくて済むものを

わざわざしましょうという人が、護憲であるはずがないです。

https://www.youtube.com/watch?v=CfihYWRWRTQ
John Newman - Love Me Again 

１％のひらめき @hirameki1p · 2時間2時間前 
販売機でジュース買おうとしたら小学生の女の子が立ってて「どうした？」って聞い

たら、お母さんが誕生日でコーラあげたいって。 小さな手に握られた80円。 クソ感動
した。 足りないお金入れてあげた。 すっごい笑顔で『ありがと』って言ってコーラ開
けて飲んだ。 パニックが止まらない。

１％のひらめき @hirameki1p · 3時間3時間前 
人生最後の家庭科の授業で バイトの求人では 
「フリーター大歓迎」→「フリーターですらやらない仕事」

https://pbs.twimg.com/media/Be-1VjrCQAA5U_7.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CfihYWRWRTQ


「履歴書不要」→「前科者でも可」

「１日だけでも可」→そうでもしないと人が来ない

「日払い」→「１日で辞める人が殆ど」

「軽作業」→「肉体労働」 っていう意味だって聞いて驚いた

United Flowさんがリツイート 
シロくま先生 @shirokumasensei · 16時間16時間前 
金沢のスーパーにて

ペットか唐揚げか

すごい二択

https://pbs.twimg.com/media/ChMXKP1UYAAsJ-q.jpg

https://pbs.twimg.com/media/ChMXKP1UYAAsJ-q.jpg


（４月30日）　福神漬け：勉強せずに神頼みすること。

http://85358.diarynote.jp/201604300901532311/

【住んじゃってます？】本来入ってはいけない危険地域です。福

島県外の首都圏まで／死ぬよ、マジで。。

2016年4月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=JDglMK9sgIQ
Avicii - The Days (Lyric Video) 

北濱幹也 @kitahamamikiya · 11分11分前 
【住んじゃってます？】

■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る

★テレビ東京「特命Ｄが行く！」

詳細→http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/special/post_40981/ …
https://pbs.twimg.com/media/ChPujs0UkAA0u7C.jpg

cmk2wlさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
cmk2wl 2012年10月
渋谷

(ホットスポットでない任意の場所のサンプル）
◯セシウム134　5069 Bq/kg　
◯セシウム137　6179 Bq/kg 
＞MAZHAEARTH
死ぬよ、マジで。。

＞magicalmako
ウラン　プルトニウムも

あるでよ

桑ちゃん @namiekuwabara · 12時間12時間前 
2006年度版日本列島の放射線量マップ（γ線量率）ｎGy／ｈ＝0.001μGy／ｈ 
https://pbs.twimg.com/media/ChNOuCGUYAAs92g.jpg

http://85358.diarynote.jp/201604300901532311/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201604300901532311/
https://www.youtube.com/watch?v=JDglMK9sgIQ
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/special/post_40981/
https://pbs.twimg.com/media/ChPujs0UkAA0u7C.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChNOuCGUYAAs92g.jpg


１％のひらめき @hirameki1p · 8時間8時間前 
一夜漬け：試験勉強を一晩で済ませること 
あさ漬け：試験勉強を当日の朝に済ませること 
ぬか漬け：ある程度の期間を設け、こまめに手入れしながら勉強すること 
お茶漬け：お茶のカフェインを摂取して目を覚ましながら勉強すること 
福神漬け：勉強せずに神頼みすること

United Flowさんがリツイート 
ねこ ボケて @neko_bokete · 4月28日
https://pbs.twimg.com/media/CZeZA80UYAAwi-O.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=nfWlot6h_JM
Taylor Swift - Shake It Off 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年4月30日10:29
　

札幌、今度は米粒大の雹だか霰だかが降ってます…
ヽ（・＿・；）ノ

…まぁ、火山灰や放射能が降るよりゃマシか…┐(’〜`；)┌
 

https://pbs.twimg.com/media/CZeZA80UYAAwi-O.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=nfWlot6h_JM
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（４月30日）

http://85358.diarynote.jp/201604302255367074/

（作業栗鼠１）　【M5.1】VANUATU 【M4.7】VANUATU
【M6.0】VANUATU 【M5.0】VANUATU 【M5.0】VANUATU
【M5.0】VANUATU ...

2016年4月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=z34Znx2FzG0
【進撃の巨人 Attack on Titan】自由の翼 Jiyuu no Tsubasa【 ピアノ Piano 】 

地震マップ @eq_map · 2分2分前 
【M2.7】青森県西方沖 深さ12.9km 2016/04/30 22:39:35

桃源郷 earth @TougenkyoPotos · 4 時間4 時間前 
日本地震リスク予測が更新されました。

（４月３０日と５月１日の予測）

http://www.quakeprediction.com/Earthquake%20Forecast%20Japan.html …　
地球に到達すると思われるコロナホールの影響は５月１日頃の予想。

http://swnews.jp

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M5.1】VANUATU 12.1km 2016/04/30 18:26:30JST, 2016/04/30 09:26:30UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.2624,167.2051%28+%5BM5.1%5D+VANUATU+12.1km+2016%2F04%2F30+18%3A26%3A30JST%2C+2016%2F04%2F30+09%3A26%3A30UTC+%29&ll=-
16.2624,167.2051&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cpm …

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M4.7】VANUATU 7.3km 2016/04/30 17:45:57JST, 2016/04/30 08:45:57UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.2868,167.2167%28+%5BM4.7%5D+VANUATU+7.3km+2016%2F04%2F30+17%3A45%3A57JST%2C+2016%2F04%2F30+08%3A45%3A57UTC+%29&ll=-
16.2868,167.2167&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cph …

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M6.0】VANUATU 4.8km 2016/04/30 17:35:42JST, 2016/04/30 08:35:42UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.3056,167.1879%28+%5BM6.0%5D+VANUATU+4.8km+2016%2F04%2F30+17%3A35%3A42JST%2C+2016%2F04%2F30+08%3A35%3A42UTC+%29&ll=-
16.3056,167.1879&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cpd …

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.0】VANUATU 10.0km 2016/04/30 13:38:28JST, 2016/04/30 04:38:28UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.2581,167.1635%28+%5BM5.0%5D+VANUATU+10.0km+2016%2F04%2F30+13%3A38%3A28JST%2C+2016%2F04%2F30+04%3A38%3A28UTC+%29&ll=-
16.2581,167.1635&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cn8 …

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M5.1】SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km 2016/04/30 09:36:03
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-31.1717,-
13.5765%28+%5BM5.1%5D+SOUTHERN+MID-
ATLANTIC+RIDGE+10.0km+2016%2F04%2F30+09%3A36%3A03JST%2C+2016%2F04%2F30+00%3A36%3A03UTC+%29&ll=-
31.1717,-13.5765&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cm7 …

宇宙天気ニュース @swnews · 13時間13時間前 
[記事] 太陽風は低速になっています。コロナホールの影響は始まっていません。
http://swnews.jp #swnews

http://85358.diarynote.jp/201604302255367074/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=z34Znx2FzG0
http://www.quakeprediction.com/Earthquake Forecast Japan.html
http://swnews.jp/
http://maps.google.co.jp/maps?q=-16.2624,167.2051%28+%5BM5.1%5D+VANUATU+12.1km+2016%2F04%2F30+18%3A26%3A30JST%2C+2016%2F04%2F30+09%3A26%3A30UTC+%29&ll=-16.2624,167.2051&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cpm
http://maps.google.co.jp/maps?q=-16.2868,167.2167%28+%5BM4.7%5D+VANUATU+7.3km+2016%2F04%2F30+17%3A45%3A57JST%2C+2016%2F04%2F30+08%3A45%3A57UTC+%29&ll=-16.2868,167.2167&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cph
http://maps.google.co.jp/maps?q=-16.3056,167.1879%28+%5BM6.0%5D+VANUATU+4.8km+2016%2F04%2F30+17%3A35%3A42JST%2C+2016%2F04%2F30+08%3A35%3A42UTC+%29&ll=-16.3056,167.1879&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cpd
http://maps.google.co.jp/maps?q=-16.2581,167.1635%28+%5BM5.0%5D+VANUATU+10.0km+2016%2F04%2F30+13%3A38%3A28JST%2C+2016%2F04%2F30+04%3A38%3A28UTC+%29&ll=-16.2581,167.1635&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cn8
http://maps.google.co.jp/maps?q=-31.1717,-13.5765%28+%5BM5.1%5D+SOUTHERN+MID-ATLANTIC+RIDGE+10.0km+2016%2F04%2F30+09%3A36%3A03JST%2C+2016%2F04%2F30+00%3A36%3A03UTC+%29&ll=-31.1717,-13.5765&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cm7
http://swnews.jp/


地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ82.9km 2016/04/30 09:35:30

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ79.3km 2016/04/30 09:12:34

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M5.0】VANUATU 18.2km 2016/04/30 07:50:15JST, 2016/04/29 22:50:15UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.1751,167.0002%28+%5BM5.0%5D+VANUATU+18.2km+2016%2F04%2F30+07%3A50%3A15JST%2C+2016%2F04%2F29+22%3A50%3A15UTC+%29&ll=-
16.1751,167.0002&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cl9 …

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M5.0】VANUATU 35.0km 2016/04/30 07:09:02JST, 2016/04/29 22:09:02UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.2371,167.1918%28+%5BM5.0%5D+VANUATU+35.0km+2016%2F04%2F30+07%3A09%3A02JST%2C+2016%2F04%2F29+22%3A09%3A02UTC+%29&ll=-
16.2371,167.1918&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005ckw …

http://maps.google.co.jp/maps?q=-16.1751,167.0002%28+%5BM5.0%5D+VANUATU+18.2km+2016%2F04%2F30+07%3A50%3A15JST%2C+2016%2F04%2F29+22%3A50%3A15UTC+%29&ll=-16.1751,167.0002&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cl9
http://maps.google.co.jp/maps?q=-16.2371,167.1918%28+%5BM5.0%5D+VANUATU+35.0km+2016%2F04%2F30+07%3A09%3A02JST%2C+2016%2F04%2F29+22%3A09%3A02UTC+%29&ll=-16.2371,167.1918&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005ckw


（４月30日）　「海底に住んでいる方は充分注意してください。」

http://85358.diarynote.jp/201604302335595201/

「海底に住んでいる方は充分注意してください」／川内原発爆発

カウントダウン。

2016年4月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=IEyWLjFs6ao
【低画質 LQ】進撃の巨人 新OP 自由の翼
Shingeki no Kyojin New OP Wings of Freedom 

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
4月30日22時04分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が15箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/ChSt_iUUUAAw3Tp.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【熊本地震 熊本と大分の被害 避難者は２万６０００人余に】
熊本地震では、これまでに49人が亡くなり、今も1人の行方が分かっていません。避難
している人は2万6000人余りに上っています。
http://nerv.link/Ir4G4O

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【活発な地震活動続く 夏日で体調管理にも注意】（続き）
熊本県や大分県では夏日となった所もあり、気象庁は、引き続き激しい揺れを伴う地

震に警戒するとともに、体調の管理にも注意するよう呼びかけています。

（2016年4月30日 19:29 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【活発な地震活動続く 夏日で体調管理にも注意】
一連の熊本地震では、30日も体に揺れを感じる地震が発生するなど活発な地震活動が
続き、震度1以上の地震の回数は1000回を超えています。
http://nerv.link/j7Tqee

http://85358.diarynote.jp/201604302335595201/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=IEyWLjFs6ao
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/ChSt_iUUUAAw3Tp.jpg
http://nerv.link/Ir4G4O
http://nerv.link/j7Tqee


amaちゃんだ @tokaiama · 5 時間5 時間前 
ノルウェー １３人乗りのヘリ墜落 全員死亡か
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160430/k10010504941000.html …
ヘリはエンジントラブルが墜落に直結する

やはり安全な航空機は飛行船式に限る

今後、飛行船による旅客運行を復活させるべきだ

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【熊本 西部ガス 復旧作業すべて終了】
熊本県内に都市ガスを供給している西部ガスは、30日午後2時前に復旧作業がすべて
終わったと発表しました。

http://nerv.link/jzuqQA

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【ガソリンスタンド 停電に備え発電機を全国融通へ】
熊本地震では停電によって地下のタンクからガソリンをくみ上げられずに営業休止を

迫られたガソリンスタンドが多かったことから、石油元売り各社などは全国で非常用

の発電機を互いに融通できる体制作りを急ぐことになりました。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【熊本・益城町 避難指示と勧告すべて解除】
熊本県益城町は、町内の120世帯に出していた避難指示と、そのほかの地域に出してい
た避難勧告を30日正午にすべて解除しました。
http://nerv.link/pgkf0j

ふくちゃん @zishinmimi · 12時間12時間前 
約１時間前。桜島噴火。鹿児島県西方沖地震と火山噴火にはさまれた川内原発爆発ま

でカウントダウンにはいってる気がする。数日後かこの後数時間後かあと数分か、そ

れくらいの範囲。

http://373news.com/_sakucap/index.php?
Ymd=20160430&id=1024&apm=15#live_cam …
https://pbs.twimg.com/media/ChQgMbyUYAAAmPv.jpg

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
棚 @tana1211 · 14時間14時間前 
昨日ショックだったのは、不動産屋に人々の列ができていたことです。あんなの見た

ことない。熊本ではパッと見大丈夫な建物でももう住めない建物が多い。生活再建に

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160430/k10010504941000.html
http://nerv.link/jzuqQA
http://nerv.link/pgkf0j
http://373news.com/_sakucap/index.php?Ymd=20160430&id=1024&apm=15#live_cam
https://pbs.twimg.com/media/ChQgMbyUYAAAmPv.jpg


関してはボランティアではどうにもならない。政治と行政がどう動くかが大事なん

です。被災地以外の方々はどうか政治を注視して下さい。

ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 18時間18時間前 
【震度５強の地震のあと避難者再び増加 大分 湯布院】２９日、震度５強の揺れを観測
した地震のあと、３０日午前０時の時点でおよそ２００人が自主的に避難してい

ます。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160430/k10010504421000.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 
神戸は“ジャッキ式”で10人死傷 橋の手抜き工事はこんなに
https://t.co/8I3GqhrpCC

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
お昼寝ラーメン @kynmw · 4月28日 
熊本阿蘇上空からの景色

一面のビニールシート…屋根だめになってる家がこんなに多いと思わんかった
機内でみんな「ひどかね、ひどかね」って言い合ってた(T . T)
https://pbs.twimg.com/media/ChHJ1SJVEAE91_s.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=uHaa1LDCZKk
【トロンボーン五重奏】やらないか変奏曲【やらないかルテット】 

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 15 時間15 時間前 
名無し：04/29 16:32
ＴＶでも放送事故が増えてるようだ。

mumurakun
NHK見てたら、「震源が海底だった場合、津波の恐れもあります。海底に住んでいる
方は充分注意してください。」って言ってた。焦ってたんだろうな。

#ベクレ脳アナ増えてる

https://www.youtube.com/watch?v=doQvGNojU6E&spfreload=1
響け！ユーフォニアム(Sound! Euphonium) OP【EUPHONIUM & PIANO＿with T 】

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160430/k10010504421000.html
https://t.co/8I3GqhrpCC
https://pbs.twimg.com/media/ChHJ1SJVEAE91_s.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=uHaa1LDCZKk
https://www.youtube.com/watch?v=doQvGNojU6E&spfreload=1


１％のひらめき @hirameki1p · 14時間14時間前 
実にその通りである

https://pbs.twimg.com/media/CRFOxNyUAAA8TmZ.jpg

https://pbs.twimg.com/media/CRFOxNyUAAA8TmZ.jpg


（４月30日）

http://85358.diarynote.jp/201604302336333572/

【要警戒】／【M5.1】 【M4.7】 【M6.0】 【M5.0】 【M5.0】
【M5.0】VANUATU ...日本列島の地殻変動は、まだ始まったば
かり。

2016年4月30日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

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

地震マップ @eq_map · 2分2分前 
【M2.7】青森県西方沖 深さ12.9km 2016/04/30 22:39:35

Tabatha @araran100 · 49分49分前 
【要警戒】NPO法人環境防災技術研究所（EE技研）、仙台観測点　トリフィールド(低
周波磁気、デジタル)観測　800mG前後の強い電磁波を頻繁に記録。大気イオンは27日
に異常濃度、すでに減衰傾向。東北地方、やや大きな揺れに要警戒。 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 52 分52 分前 
Earthquake locations for the past 24 hours. (2016/04/29 22:15 - 04/30 22:15) (435
locations) ©Kyushu University
https://pbs.twimg.com/media/ChS0h17UUAAxqjI.jpg

桃源郷 earth @TougenkyoPotos · 4 時間4 時間前 
日本地震リスク予測が更新されました。

（４月３０日と５月１日の予測）

http://www.quakeprediction.com/Earthquake%20Forecast%20Japan.html …　
地球に到達すると思われるコロナホールの影響は５月１日頃の予想。

http://swnews.jp
https://pbs.twimg.com/media/ChR9MiVU8AE1CJn.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChR9MhCVEAAzdUL.jpg

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M5.1】VANUATU 12.1km 2016/04/30 18:26:30JST, 2016/04/30 09:26:30UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.2624,167.2051%28+%5BM5.1%5D+VANUATU+12.1km+2016%2F04%2F30+18%3A26%3A30JST%2C+2016%2F04%2F30+09%3A26%3A30UTC+%29&ll=-
16.2624,167.2051&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cpm …

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M4.7】VANUATU 7.3km 2016/04/30 17:45:57JST, 2016/04/30 08:45:57UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.2868,167.2167%28+%5BM4.7%5D+VANUATU+7.3km+2016%2F04%2F30+17%3A45%3A57JST%2C+2016%2F04%2F30+08%3A45%3A57UTC+%29&ll=-
16.2868,167.2167&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cph …

http://85358.diarynote.jp/201604302336333572/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160430/85358_201604302336333572_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160430/85358_201604302336333572_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160430/85358_201604302336333572_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
https://pbs.twimg.com/media/ChS0h17UUAAxqjI.jpg
http://www.quakeprediction.com/Earthquake Forecast Japan.html
http://swnews.jp/
https://pbs.twimg.com/media/ChR9MiVU8AE1CJn.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ChR9MhCVEAAzdUL.jpg
http://maps.google.co.jp/maps?q=-16.2624,167.2051%28+%5BM5.1%5D+VANUATU+12.1km+2016%2F04%2F30+18%3A26%3A30JST%2C+2016%2F04%2F30+09%3A26%3A30UTC+%29&ll=-16.2624,167.2051&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cpm
http://maps.google.co.jp/maps?q=-16.2868,167.2167%28+%5BM4.7%5D+VANUATU+7.3km+2016%2F04%2F30+17%3A45%3A57JST%2C+2016%2F04%2F30+08%3A45%3A57UTC+%29&ll=-16.2868,167.2167&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cph


あなろぐしゃしん @umaguma49 · 5時間5時間前 
太陽面低緯度と北半球中緯度の西４５度付近を通過中のコロナホールの影響により、

今後、地磁気がやや乱れる可能性があります。

今後１日間、地磁気活動はやや活発な状態が予想されます。 
https://pbs.twimg.com/media/ChR4aRaU4AIJ1Bb.jpg

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M6.0】VANUATU 4.8km 2016/04/30 17:35:42JST, 2016/04/30 08:35:42UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.3056,167.1879%28+%5BM6.0%5D+VANUATU+4.8km+2016%2F04%2F30+17%3A35%3A42JST%2C+2016%2F04%2F30+08%3A35%3A42UTC+%29&ll=-
16.3056,167.1879&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cpd …

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.0】VANUATU 10.0km 2016/04/30 13:38:28JST, 2016/04/30 04:38:28UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.2581,167.1635%28+%5BM5.0%5D+VANUATU+10.0km+2016%2F04%2F30+13%3A38%3A28JST%2C+2016%2F04%2F30+04%3A38%3A28UTC+%29&ll=-
16.2581,167.1635&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cn8 …

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M5.1】SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 10.0km 2016/04/30 09:36:03
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-31.1717,-
13.5765%28+%5BM5.1%5D+SOUTHERN+MID-
ATLANTIC+RIDGE+10.0km+2016%2F04%2F30+09%3A36%3A03JST%2C+2016%2F04%2F30+00%3A36%3A03UTC+%29&ll=-
31.1717,-13.5765&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cm7 …

宇宙天気ニュース @swnews · 13時間13時間前 
[記事] 太陽風は低速になっています。コロナホールの影響は始まっていません。
http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ82.9km 2016/04/30 09:35:30

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ79.3km 2016/04/30 09:12:34

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
鹿児島県：桜島

4月30日09時25分（爆発的噴火）　噴煙：火口上3600m　瀬戸空振計：22.6Pa：弾道
を描いて飛散する大きな噴石：5合目。今年42回目　（気象庁
：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160430094005_506.html
…）
https://pbs.twimg.com/media/ChQGzxzU0AAl6aH.jpg

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M5.0】VANUATU 18.2km 2016/04/30 07:50:15JST, 2016/04/29 22:50:15UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.1751,167.0002%28+%5BM5.0%5D+VANUATU+18.2km+2016%2F04%2F30+07%3A50%3A15JST%2C+2016%2F04%2F29+22%3A50%3A15UTC+%29&ll=-
16.1751,167.0002&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cl9 …

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M5.0】VANUATU 35.0km 2016/04/30 07:09:02JST, 2016/04/29 22:09:02UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=-
16.2371,167.1918%28+%5BM5.0%5D+VANUATU+35.0km+2016%2F04%2F30+07%3A09%3A02JST%2C+2016%2F04%2F29+22%3A09%3A02UTC+%29&ll=-
16.2371,167.1918&z=4&t=h …
(USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005ckw …

https://www.youtube.com/watch?v=Qfls95AuArI

https://pbs.twimg.com/media/ChR4aRaU4AIJ1Bb.jpg
http://maps.google.co.jp/maps?q=-16.3056,167.1879%28+%5BM6.0%5D+VANUATU+4.8km+2016%2F04%2F30+17%3A35%3A42JST%2C+2016%2F04%2F30+08%3A35%3A42UTC+%29&ll=-16.3056,167.1879&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cpd
http://maps.google.co.jp/maps?q=-16.2581,167.1635%28+%5BM5.0%5D+VANUATU+10.0km+2016%2F04%2F30+13%3A38%3A28JST%2C+2016%2F04%2F30+04%3A38%3A28UTC+%29&ll=-16.2581,167.1635&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cn8
http://maps.google.co.jp/maps?q=-31.1717,-13.5765%28+%5BM5.1%5D+SOUTHERN+MID-ATLANTIC+RIDGE+10.0km+2016%2F04%2F30+09%3A36%3A03JST%2C+2016%2F04%2F30+00%3A36%3A03UTC+%29&ll=-31.1717,-13.5765&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cm7
http://swnews.jp/
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/VG20160430094005_506.html
https://pbs.twimg.com/media/ChQGzxzU0AAl6aH.jpg
http://maps.google.co.jp/maps?q=-16.1751,167.0002%28+%5BM5.0%5D+VANUATU+18.2km+2016%2F04%2F30+07%3A50%3A15JST%2C+2016%2F04%2F29+22%3A50%3A15UTC+%29&ll=-16.1751,167.0002&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005cl9
http://maps.google.co.jp/maps?q=-16.2371,167.1918%28+%5BM5.0%5D+VANUATU+35.0km+2016%2F04%2F30+07%3A09%3A02JST%2C+2016%2F04%2F29+22%3A09%3A02UTC+%29&ll=-16.2371,167.1918&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005ckw
https://www.youtube.com/watch?v=Qfls95AuArI


【チェロ８本で】 自由の翼 【演奏してみた】

amaちゃんださんがリツイート 
村井俊治 @sh1939murai · 19時間19時間前 
メルマガ特集で示した熊本地震の異常変動図で熊本から大分県の別府湾に向かう線は

全く正反対の方向に変動した地体の境界であるので歪みが貯まっていると判断し警戒

を呼び掛けていました。昨日午後3時9分に震度5強の大分県中部地震が起きました。単
に余震が起きるから注意とするレベルではないです。

amaちゃんだ @tokaiama · 20時間20時間前 
昨日は海外でM7が連続したが、行徳は今朝も断絶を続けている
バヌアツの法則から、日本列島の地殻変動は、まだ始まったばかりと思うべき

本番がどれほど巨大なものになるか、想像もつかない

amaちゃんだ @tokaiama · 20時間20時間前 
中央構造線の活動が愛知県豊橋市まで伸びてから、今度はフォッサマグナとの接合点

　天竜川〜松本まで活動が始まっている

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html …

https://www.youtube.com/watch?v=Tg7DuLrt5XE
進撃の巨人【紅蓮の弓矢】全部トロンボーンで演奏してみた

 

http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Tg7DuLrt5XE


（４月26日）　【秋葉原区立すいそうがく団！】／支援者が熊本の方言を理解できる
ように作られたページです。

http://85358.diarynote.jp/201605010008025281/

食べて応援キャンペーン／【NHKスペシャル 巨大災害】 川内原
発から熊本・大分を通って伊方原発まで、大地が割けてる…。

2016年4月30日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

　

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 3時間3時間前 
これ、予告動画で、川内原発から熊本・大分を通って伊方原発まで、大地が割けてる

…
NHKスペシャル | 巨大災害　MEGA DISASTER Ⅱ　日本に迫る脅威地震列島　見えて
きた新たなリスク ＮＨＫ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=20160403 …

https://www.youtube.com/watch?v=BuxZXnXvLnQ
自由の翼 & 紅蓮の弓矢 /Linked Horizon 

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 @kyougenki · 3時間3時間前 
今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがセナ（思うは招く〜どーせ無理を無く
そう）をリツイートしました

川内原発から伊方原発通って、九州、四国から和歌山の方まで、避けるという動画ス

クショ…（涙）
https://twitter.com/senna1994may1/status/725836791631081474

Nemesisネメシス @zodiac0088 · 5 時間5 時間前 
NemesisネメシスさんがRTをリツイートしました
千回を超える余震にもかかわらず川内原発を止めない日本政府に各方面から懸念の声

＝ロシアのメディアが報道

#Fukushima
https://twitter.com/RT_com/status/726340345718415361 …
「九州電力は原発を止めても夏場の電力需要に十分対応できることを認めているが、

http://85358.diarynote.jp/201605010008025281/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201605010008025281/
http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20160403
https://www.youtube.com/watch?v=BuxZXnXvLnQ
https://twitter.com/senna1994may1/status/725836791631081474
https://twitter.com/RT_com/status/726340345718415361


それでも原発停止はしたがらない」

＊ peace ＊ @cyoki · 6時間6時間前 
●川内原発

●小出裕章氏

中央構造線が動き地震が起こった

いつ大きな地震が鹿児島で

あるのかわからない

原子炉運転中と

止まっている時と

万が一の事故の時

●被害に格段の差がある

https://pbs.twimg.com/media/ChRyWJLU4AEsAOO.jpg

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 6時間6時間前 
小樽の寿司は泊原発下流の

魚沼コシヒカリは柏崎刈羽原発風下の

呼子のイカは玄海原発下流の

氷見の寒ブリは志賀原発下流の

境港は島根原発下流の

関アジ関サバは伊方原発下流の

食べて応援キャンペーンだったのだろう。

天木直人 @amakinaoto · 7時間7時間前 
被バク元米兵に面会、感謝するぐらいなら、真っ先にフクイチに派遣された日本の労

働者たちに面会、感謝すべきではないのか。　次々と疑問が湧いてくる。http://xn--
gmq27weklgmp.com/2016/04/28/post-4426/天木直人.com/2016/04/28/pos …

amaちゃんださんがリツイート 
放射線被曝の歴史 @YNakagawa_bot · 10時間10時間前 
この歴史の実態と真実は、これまで明らかにされることはほとんどなかった。なぜ

なら、「放射線防護」に関するほとんどすべての解説や説明が、ヒバクを強制する側

の人びとによってもっぱら書かれてきたからである。⑪

森森森 @morimori_naha · 13 時間13 時間前 
森森森さんがBASILをリツイートしました
そう、これが怖い。400年前に伊方原発は無かった。変な言い方だが、どうせ起きるな

https://pbs.twimg.com/media/ChRyWJLU4AEsAOO.jpg
http://xn--gmq27weklgmp.com/2016/04/28/post-4426/


ら伊方原発が稼働していない時にしてくれ。安全を保証せずに再稼働を認める田中委

員長さんよ。福一も稼働していない5号基6号基は爆発しなかったのだぞ。 
https://twitter.com/basilsauce/status/726090953866489856

Sarah Yamasaki 山崎淑子 @prisonopera · 14時間14時間前 
重要RT@AKIRA23150220 福一の地下デブリは再臨界し連日、核金属の超微粒子を空
気中に放出…九州では震源から80キロしか離れていない川内原発が停止もせず平然と
運転を続けています。もう逃げ場は無いぞと云う無言の圧力を感じます 

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
GWや正月休みは大気汚染の確認を。
交通量や工場や風向きと一致しない、「なぜここが？」という場所がある。

http://soramame.taiki.go.jp

United Flowさんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 17 時間17 時間前 
ぶっちゃけ、私が昭和51年4月東京電力に入社した当事の原子力発電所の耐用年数は25
年としていたのに、いつの間にか40年超えても大丈夫とやっている。耐用年数25年の
ものを40年の方が耐震設計強度がある？どう考えても数字いじりとしか考えられない
だろう。それだけ頭が狂ってる原発脳！

amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
放射性廃棄物 新ルール決定　濃度下がれば一般ごみ　（東京新聞) 
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/588.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 
ＡＰ通信が、東電の設計主任が「たとえ完成しても、「壁のギャップ」と「降雨」で

、「１日最大５０トンの放射能汚染水が（メルトダウン原子炉から）産出される」こ

とを認めた——と国際社会に警告報道

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-0d96.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 
川内村 ６月１４日避難全面解除　村長受け入れ前向き　政府方針
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/04/post_13685.html …
政府に騙されて川内村に帰還した人は、おそらく10年以内に全員死亡するだろう

amaちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 

https://twitter.com/basilsauce/status/726090953866489856
http://soramame.taiki.go.jp/
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/588.html
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/post-0d96.html#more
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/04/post_13685.html


福島県川内村６月14日避難指示解除－戻ったら３０年で１００ｍＳｖ以上の被ばく
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1789.html …
外部被曝の６００〜１０００倍といわれる内部被曝がある

川内村に住めば水・空気・農産物・畜産物、あらゆるものに恐ろしいストロンチウム

が待ちかまえているだろう

United Flowさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 4月29日 
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NHKなどがあっさりと報道して終わ
っている。

https://twitter.com/Lulu__19/status/725899655670702082

United Flowさんがリツイート 
白石草 @hamemen · 4月28日 
早っ！最終処分で５年何もできなかった責任を棚に上げて、100ベクレルのは基準を一
気に8000ベクレルまで緩和とか、無法地帯としか言いようがない。環境省問いう名称
を返上すべき。

指定廃棄物で新ルール、環境省 濃度下回れば一般ごみに

United Flowさんがリツイート 
風の子 @makeanovel · 4月27日 
わたしも地震以降熊本産の野菜をスーパーで連日たくさん見かける。直後のはむしろ

地震の前に出荷済なのかなと思えたけど、だんだんもうありえないって思うように。

やはりスーパーは基本流通の大元で大々的に偽装してると思ったほうがいいのかね。

農家などの直売に面倒でもなるべく足を運ばねば。。

https://www.youtube.com/watch?v=l3C6i9N0JJc
口だけで進撃の巨人OPテーマ/Attack on Titan OP Theme cover 

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
こたつぬこ @sangituyama · 8時間8時間前 
支持率が安定している巨大与党が、定数６の選挙区の2人目の候補者を選べない事態。
公明党の安定した集票力を期待できないとこんなもんなんだよね。

自民が参院東京候補者探し　有名人に次々アタックYahoo!ニュース

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1789.html
https://twitter.com/Lulu__19/status/725899655670702082
https://www.youtube.com/watch?v=l3C6i9N0JJc


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160428-00000005-tospoweb-ent … #Yahooニュー
ス

United Flowさんがリツイート 
Taeko @midorinosougen · 9時間9時間前 
TaekoさんがUnited Flowをリツイートしました
日本全体がこの程度の安全（責任）意識だという証明。

https://twitter.com/soul2soullove/status/726285973210812416

amaちゃんださんがリツイート 
emi kiyomizu @kiyomizu5 · 9時間9時間前 � Mitte, Bremen 
老人ホーム倒産急増 安倍政権「介護報酬カット」が大失敗
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/171503 …

amaちゃんださんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 11時間11時間前 
犬HKのニュースは、最後を必ず政府の主張で締めくくる。これは高度な洗脳技術のひ
とつである。国民は、一見公平を装いながら結論を見せられて見終わるのだ。こうい

ったメディアが日夜、国民を洗脳しまくっている国の、報道の自由度ランキングが発

表された。日本は昨年から11位下げて72位だった。

amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
【これマジ？】北海道５区補選、告示前は公明党支持者の多くが池田氏支持⇒創価学

会婦人部の電話作戦で大半が和田氏支持に

https://t.co/Y6pT208oLV

amaちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 
参院選へ２９０人超名乗り　自民、単独過半数狙う

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016042801001827.html …
自民党の圧勝は、すべて不正選挙によるものであることが鮮明になりつつあるが、小

沢一郎も共産党も、それを自覚せず抵抗しようとしていない

このまま極右自民党の思い通りになるなら日本壊滅崩壊

amaちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 
池田まきさん「落選」ミステリー

恵庭市は順調に最終結果と同じベクトルで推移しているが、一方千歳市は開票率が

６０％を超えた時点で 劇的に自民候補の得票数が伸びている。これは明らかにおかし

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160428-00000005-tospoweb-ent
https://twitter.com/soul2soullove/status/726285973210812416
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/171503
https://t.co/Y6pT208oLV
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016042801001827.html


い

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/funny-kitten-22.html#more …

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
高田　修三 @_zonish · 4月13日 
@Eriko_imai 　奇跡なんかじゃなくて、日本の先人たちが必死で築き挙げてきたもの
なのに、今の自民党が壊している真っ最中なんですが、その自民党から立候補するの

ですか？

United Flowさんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 4月13日 
年金はまさしく寿命バクチなんだけど、賭けの最中に胴元が勝手にルール変更してど

んどん勝率が下がっていくよね。カイジかよ

https://www.youtube.com/watch?v=tNUiFFdClAQ
【スーパーマリオメーカー】進撃の巨人 自由の翼 演奏してみた 
【Super Mario Maker】 

amaちゃんださんがリツイート 
えいこ @eiko123223 · 15時間15時間前 
.@tokaiama 
◆不正選挙に絡め、リンク先操作　勝手にアマちゃんのフォロー外し

アマちゃんの不正選挙情報をリンクしたのに、ネトウヨツイートをリンクされてた。

しかもアマちゃんのフォローを、勝手に外されてた

ネトウヨさん、貴方達も財産取られて餓死させられるんだよ。気づいて

amaちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 
日本の「表現の自由」「報道の自由」は危機的状況に向かっている

https://t.co/ZYYql5n8G6

https://www.youtube.com/watch?v=eAuNKJ0IwxQ
進撃の巨人 26話 【第2期】 OP オープニング Attack on Titan Season 2 Episode 26 OP 【MAD】
【Fan Made】 

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/04/funny-kitten-22.html#more
https://www.youtube.com/watch?v=tNUiFFdClAQ
https://t.co/ZYYql5n8G6
https://www.youtube.com/watch?v=eAuNKJ0IwxQ


カラパイア @karapaia · 2時間2時間前 
【RT600UP】 え？中トロ？ヒメアルマジロが思いのほか寿司そっくりだった。
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216479.html …
https://pbs.twimg.com/media/ChS1DE3UkAAzUWV.jpg

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
熊本現地情報 @asahito_kuma · 7時間7時間前 
【#支援情報 シェア】
@熊本支援方言プロジェクト
支援者が熊本の方言を理解できるように作られたページです。

http://www.fukujo.ac.jp/university/other/img/hougenpjt/khougen0428.gif …
https://pbs.twimg.com/media/ChRx_duU4AA2wen.jpg

朱鷺（shuro）さんがリツイート 
癒しネコ @iyasi_cat01 · 4月29日 
猫 vs ワニ猫強ぇ〜(´ﾟдﾟ｀)#猫 #ねこ
https://twitter.com/iyasi_cat01/status/726006141990260737

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口さんがリツイート 
Yusuf @_itsyusuf · 3月14日 
So this is what I do in my spare time
https://pbs.twimg.com/media/Cdgdf8NWoAAu-tU.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=udhyyFszS1o
「創聖のアクエリオン」トロンボーン4重奏 

１％のひらめき @hirameki1p · 15 分15 分前 
私が高校生のころのプリクラは＼肌の色を選んでね／と言ってたけどこないだ撮った

プリクラは＼目の大きさを選んでね／と言ってたから数年後には多分＼顔を選んで

ね／ってなるな

https://www.youtube.com/watch?v=feJyw6W5tP4
【響け！ユーフォニアム】「トゥッティ！」を吹奏楽で演奏してみた

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52216479.html
https://pbs.twimg.com/media/ChS1DE3UkAAzUWV.jpg
http://www.fukujo.ac.jp/university/other/img/hougenpjt/khougen0428.gif
https://pbs.twimg.com/media/ChRx_duU4AA2wen.jpg
https://twitter.com/iyasi_cat01/status/726006141990260737
https://pbs.twimg.com/media/Cdgdf8NWoAAu-tU.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=udhyyFszS1o
https://www.youtube.com/watch?v=feJyw6W5tP4


【秋葉原区立すいそうがく団！】"Hibike Euphonium"played in wind band 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年5月1日1:38
　

青山孝雄 @aoyama892856 · 4月24日  
青山孝雄さんがあれ？と思ったらRTをリツイートしました

核汚染地域の住民を避難移住させず、被曝規準だけを変えた日本政府は自分等の身分を維持する

為にそれだけ国民が死んでも仕方がないって勝手に決めたって事だ。

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


（４月30日）　全てに当てはまる相手は脈がありません。速やかに蘇生措置を行い
ましょう。

http://85358.diarynote.jp/201605010124271291/

【脈アリ確認テスト】／ソースの使い方やオニギリの食べ方で突

然死が防げるらしい。

2016年4月30日 ダイエット コメント (3)

◆ 本文
https://www.youtube.com/watch?v=z34Znx2FzG0
【進撃の巨人 Attack on Titan】自由の翼 Jiyuu no Tsubasa【 ピアノ Piano 】

140文字でわかるメンタルヘルス ?@mentalbot87 ? 3時間3時間前 
自律神経を整える方法:朝起きたらまずはコップ1杯分の白湯を飲むのがおススメ。東洋
医学的にも白湯はメンタルによいとされている。ダイエットも目的なら白湯にレモン

汁を足すとなおよい。　#自律神経　#健康法

United Flow ?@soul2soullove ? 5 時間5 時間前 
今夜は筍の天ぷらさ♪

amaちゃんだ ?@tokaiama ? 5時間5時間前 
牛乳を飲めば癌になる　ヨーグルトのように発酵させれば発ガン性が消える

http://c3plamo.blog.fc2.com/blog-entry-749.html …
長寿地域ではヨーグルトを食べるが牛乳は飲まない

柴田淳／渋谷のラジオ次回は5/16 ?@shibatajun ? 5時間5時間前 
一番最後に脂質と取るとビタミンの吸収アップするって書いてたから、ホワイト

シチューのルーを1欠片入れてみた。
味が変わっちゃった〜〜(‾◇‾;)
かぼちゃの栄養.効能効果-健康に良い免疫力を高める食べ物 http://kenkou-
tabemono.info/index.php?go=sSumRZ …

泰生堂薬局うーたん＠びっくり大道芸 ?@ookawa_taiseido ? 5時間5時間前 
へろへろになった人は、風邪で体表が開いて、必要なものがだだ漏れしています。

http://85358.diarynote.jp/201605010124271291/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201605010124271291/
https://www.youtube.com/watch?v=z34Znx2FzG0
http://c3plamo.blog.fc2.com/blog-entry-749.html
http://kenkou-tabemono.info/index.php?go=sSumRZ


代謝、血行、免疫力などを低下させる生もの、冷たいものや、発散する辛いもの、多

量の食物繊維を控えて、エネルギーを補うものをガッツリ摂りましょう(‾〜‾)

amaちゃんだ ?@tokaiama ? 5時間5時間前 
戦後民俗食事学の巨星　近藤正二博士　何を食べれば健康で長生きできるか？　

http://www.mizuho-s.com/santyan87.htm 
http://inedia.jp/kondo.html

United Flow ?@soul2soullove ? 9時間9時間前 
熊本のトマトって

本当に美味しい〜(*´∀｀)
ありがとう、熊本！

kid yamamoto ?@KID_KRAZYBEE ? 10時間10時間前 
熊本で避難生活してる方々へストレッチ

最初は幅を広くなれて来たら少しずつ狭めて

タオルでも何でも。心地よい痛みで。周りの方にもオススメ

https://www.instagram.com/p/BE0C8P1Hc0M/

United Flowさんがリツイート 
かわいい猫ちゃん画像館 ?@catpic11 ? 12時間12時間前 
気持ちよさそうな寝顔ｗ

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

kid yamamoto @KID_KRAZYBEE 13時間13時間前 
熊本で避難して車の中や避難場所で過ごしている方へ

かなり腰をヤラレてると思うのでストレッチをどうぞ

コレはお尻を伸ばす感じで。猫背にならないようおへそから行く感じで。みんなにす

すめて下さい https://www.instagram.com/p/BEzz5KPnc4n/

山口隆之 ?@FujizoushiBot ? 16時間16時間前 
おはようございます。今朝の富士山ラドン濃度は22。電磁波異常は「低」です。
秋田の朝ごはん。この季節ならではの山の幸たっぷり。買ってきたものは…鰹節と豆
腐くらい？ 
https://pbs.twimg.com/media/ChPqxt1UgAAnfZb.jpg

amaちゃんだ ?@tokaiama ? 18時間18時間前 

http://www.mizuho-s.com/santyan87.htm
http://inedia.jp/kondo.html
https://www.instagram.com/p/BE0C8P1Hc0M/
https://pbs.twimg.com/media/BOYBZvqCUAAsFra.jpg
https://www.instagram.com/p/BEzz5KPnc4n/
https://pbs.twimg.com/media/ChPqxt1UgAAnfZb.jpg


ソースの使い方やオニギリの食べ方で突然死が防げるらしい　 
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/589.html …

https://www.youtube.com/watch?v=iRx_DZ5dMzQ
ロボット掃除機ルンバで『千本桜』を演奏してみた　【コメ付き】

今日元気 緊急事態条項はナチスの手口 ?@kyougenki ? 1時間1時間前 
納豆アレルギー、患者の８割がサーファーやダイバー : yomiDr. / ヨミドクター（読売
新聞）

https://t.co/ZP03kw1A6O

ゆずんこ ?@zu_nko_ ? 2 時間2 時間前 
ヒトの免疫物質を破壊する成分が魚に見つかる

http://jp.sputniknews.com/science/20160419/1987588.html … @sputnik_jpから←これ
って、放射性物質のことなんじゃ、ないの？

http://jp.sputniknews.com/science/20160419/1987588.html

北濱幹也 ?@kitahamamikiya ? 2 時間2 時間前 
【福島県の子供の甲状腺エコー写真を米国で大量に公開】

■山下俊一がアメリカで甲状腺検査の結果を発表

■フクシマの住民は実験材料にされている事実を早く知って一日も早く避難してほし

い

詳細→http://www.asyura2.com/13/genpatu31/msg/255.html …

United Flowさんがリツイート 
るな ?@rose888runa ? 7時間7時間前 
@soul2soullove そうそう。誰かのせいにする人が増えてる？それとも元々いたのか わ
からないんだけどね。

１％のひらめき ?@hirameki1p ? 15時間15時間前 
飴「1年で23人殺したのに叩かれたことない俺最強ｗ」
米・パン「甘いな、俺らは90人ずつ2人で180人殺ったけど多くの人から愛されて
るぜ？」

餅「俺は3日で10人だ、格がちげぇ」
蒟蒻畑「なんで1年で2人の俺が叩かれるの(´・ω・｀)」

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/589.html
https://www.youtube.com/watch?v=iRx_DZ5dMzQ
https://t.co/ZP03kw1A6O
http://jp.sputniknews.com/science/20160419/1987588.html
http://jp.sputniknews.com/science/20160419/1987588.html
http://www.asyura2.com/13/genpatu31/msg/255.html


朱鷺（shuro） ?@1009alice ? 16時間16時間前 
『発泡酒・お菓子で　〜日本人絶滅〜』

⇒ http://amba.to/1TzQ6QV 
「豚の飼料として遺伝子組換えとうもろこしを食べていた豚が妊娠の時期がきたにも

かかわらず、妊娠ができないということなのです」

https://t.co/0wo7n9O7Mc

朱鷺（shuro） ?@1009alice ? 16時間16時間前 
『ワクチンを受けない方が健康的　衝撃的な研究結果』

⇒ http://amba.to/1nPBkoB 
「ワクチン接種済みの子供がぜんそくに罹る確率は、ワクチン未接種児と比較する

と14倍に上るという結果を出した他の研究もある。」

朱鷺（shuro） ?@1009alice ? 16時間16時間前 
NHKが伝えないツバメの巣の放射能濃度の数値。山階鳥類研究所9万bq/kg　日本野鳥
の会140万bq/kg
http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/35acc3c001e3c70139ee238ac51ace0b …
@oldblue2012さんから
「１３の都県で採取された１５０個の巣から原発事故に由来すると見られる放射性セ

シウムが検出」

amaちゃんだ ?@tokaiama ? 18時間18時間前 
????????：福島の「巨大化」例を多く検出・男の上半身と同じ大きさの巨大????・こ
れらの異常が多く報告(ENENe
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/592.html …

https://www.youtube.com/watch?v=7EzZbws163A
ラジオ体操を本気で弾いてみた。

１％のひらめき ?@hirameki1p ? 10時間10時間前 
そこで俺が泣いてるaikoをこう抱きしめてやったわけよ
https://pbs.twimg.com/media/CRsEXVfUEAAaHZ7.jpg

http://amba.to/1TzQ6QV
https://t.co/0wo7n9O7Mc
http://amba.to/1nPBkoB
http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/35acc3c001e3c70139ee238ac51ace0b
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/592.html
https://www.youtube.com/watch?v=7EzZbws163A
https://pbs.twimg.com/media/CRsEXVfUEAAaHZ7.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Rm78JO40to0


https://www.youtube.com/watch?v=Rm78JO40to0
【宇宙戦艦ヤマト】全部トロンボーンで演奏してみた 

１％のひらめき ?@hirameki1p ? 12時間12時間前

脈アリ確認テスト

１髪を触っても嫌がらない 
２下の名前で呼んでも嫌がらない 
３俺たち付き合ってみない？と言っても否定しない 
４耳元で名前を呼んでも反応がない 
５手首に触れてもなにも感じない

全てに当てはまる相手は脈がありません。速やかに蘇生措置を行いましょう。

https://www.youtube.com/watch?v=FDv4DyMzMzM
三日月の舞(吹奏楽版) 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年5月1日1:38
　

あれ？と思ったらRT
@jikannganai 
小出裕章氏「東京に子どもは住ませたくない。1ミリシーベルを浴びると２５００人に１人が死に
ます。２０ミリシーベルを浴びると１２５人に１人が死にます。子どもは５倍だから２５人に１

人が死にます。」

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=FDv4DyMzMzM
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2016年5月1日1:49
　

…（ＴＴ；）…

しっぽ、きれてる…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年5月1日1:55
　

復元？してみたら、

なんかアヤシイ伏字「？？？」だらけになってる…ｗ
 

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


（…続きます…）

 
 
 
 
 

…続きます…（＾＾；）…。
↓

 

リステラス星圏史略

sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１６－５

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2016年05月）

http://p.booklog.jp/book/122681
 
 



奥付

 

リステラス星圏史略

sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１６－４

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2016年04月）

http://p.booklog.jp/book/122020
 
 

☆ 著者 ☆
 霧樹里守

（きりぎ・りす）

 is
♪ 歌いながら大地を歩く ♪

 著者プロフィール：http://p.booklog.jp/users/masatotoki/profile

感想はこちらのコメントへ

http://p.booklog.jp/book/122020
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