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（６月１日）　交響曲第１番「大地、水、太陽、風」。

http://85358.diarynote.jp/201606010848396111/

札幌０．０６２μ／札幌市豊平川のムラサキツメクサでも花頭の

分裂、融合する個体が時にありと報告されている。…（－－；）
…★

2016年6月1日 環境は、生命圏で、生存権。

　

https://www.youtube.com/watch?v=hvyglyZszVY
【爆笑】アルパカに英語のリスニングCD使って踊らせてみた 

おはようございます。

０８：５０です。

早くも６月１日。

札幌は１４℃。（－－；）

先日の３０℃超は何だったんでしょう…。

寒いです。（＾＾；）…

無風。曇天。でもギンギラギンの、強すぎる紫外線…

https://www.youtube.com/watch?v=8BkYKwHLXiU
Ricky Martin - La Copa de la Vida 

３連休の１日め。

本日の予定は終日ひきこもり。

ＰＣと家事と原稿…。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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24:00 0.040 0.038 0.039 6 

01:00 0.039 0.039 0.039 6 
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…あまり嬉しくはないですが、まぁ「今すぐ命に別状は」ありませんね…

https://www.youtube.com/watch?v=ozA0BMwJv3U
Viva la Vida - Coldplay (Instrumental Cover) presented by A Few Good Men 
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地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 日本 
【M3.2】浦河南方沖 深さ55.6km 2016/06/01 05:52:36
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.186,142.626&ll=42.186,142.626&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160601055236a.gif …

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06月01日 04:56】
北海道地方は、引き続き１日夕方にかけて、落雷や突風、ひょう、急な強い雨に注意

してください。また、太平洋側東部では、竜巻などの激しい突風のおそれがあります

。

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【上川・留萌地方 警報情報（解除） 2016年05月31日 21:20】
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。

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M5.5】KURIL ISLANDS 10.0km 2016/05/31 19:03:59JST, 2016/05/31 10:03:59UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=47.5494,154.3638%28+%5BM5.5%5D+KURIL+ISLANDS+10.0km+2016%2F05%2F31+19%3A03%3A59JST%2C+2016%2F05%2F31+10%3A03%3A59UTC+%29&ll=47.5494,154.3638&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20005zc8 …

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年05月31日 16:28】
北海道地方は、３１日夜遅くにかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨の降るお

それがあります。大雨による低い土地の浸水に警戒してください。また、竜巻などの

激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M4.5】青森県西方沖 深さ284.2km 2016/05/31 14:27:43
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.155,139.351&ll=41.155,139.351&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160531142743a.gif …
地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.7】津軽海峡 深さ124.2km 2016/05/31 17:15:02

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【上川・留萌地方 竜巻注意情報】
上川・留萌地方は、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31日16:00まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【宗谷地方 竜巻注意情報】
宗谷地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲

が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてくだ

さい。

この情報は31日15:40まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】
石狩・空知・後志地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になってい

ます。積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に

努めてください。

この情報は31日15:20まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【網走・北見・紋別地方 竜巻注意情報】
網走・北見・紋別地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になってい

ます。積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に

努めてください。

この情報は31日15:10まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【上川・留萌地方 竜巻注意情報】
上川・留萌地方は、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31日15:00まで有効です。

地震マップ @eq_map · 5月30日 � 北海道 中札内村 
【M3.2】日高山脈 深さ71.5km 2016/05/31 08:06:39
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.570,142.933&ll=42.570,142.933&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=42.570&lon=142.933&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map … (アニメ
)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160531080639a.gif …
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https://www.youtube.com/watch?v=lUjWJSnGVB0
Adele - Rolling in the Deep (Piano/Cello Cover) - ThePianoGuys 

cmk2wlさんがリツイート 
美澄博雅 @hiroma_misumi · 5月21日 
写真は山口県萩市の個体：札幌市豊平川のムラサキツメクサでも、花頭の分裂、融合

する個体が時にあり、環境からの影響も考えられると報告されている（２０１４）

。http://hopposansokai.web.fc2.com/kaishi/no31/31-18.pdf …
https://pbs.twimg.com/media/Ci9mXzMVEAAiXfw.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=WCAV6gXEplo
交響曲第１番「大地、水、太陽、風」第４楽章「風」
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（６月１日）　「きのうアルパカ成分補給済み」なので、

http://85358.diarynote.jp/201606011602237486/

北海道０．０６超え再び★（－－＃）★

2016年6月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

４連勤の疲れ取りに昼寝してたら変なふうに全身が火照って熟睡できず、

起きだしてみたら線量、アガッテルなぁ…（－－＃）…★

とりあえずナンチャッテ水式クン稼働。

机のまわりを片してます…
（１６：０８）。

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1464763800/1011-0010-101000-201606011550.gif?
t=1464764444
（１５：４０〜１５：５０）。

https://www.youtube.com/watch?v=rxqo5bgf_rA
坂本 龍一作曲　映画「オネアミスの翼」よりオープニングテーマ

…朔日なので、恒例〜…☆
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https://www.youtube.com/watch?v=pWgt1v4cfVg
オネアミスの翼〜ハリボテRemix 

…あっはっはっはっは…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201006020112582895/
断層による地震で事故が

2010年6月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! 

https://www.youtube.com/watch?v=B2HsdgVQ-cc
amazarashi『穴を掘っている』“Digging Holes” 

ん（＾＾；）☆

でも今日は、もう、

「きのうアルパカ成分補給済み」なので、もう、「こういう気分」では、ありません…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=bWyV7eZwXf8
君の名は希望 / ロマンスのスタート

机の上かたしたら、原稿やりまーす…っ♪
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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6月1日17:28
　

異様睡魔。眩暈。（－－；）

天気が崩れてきたので、気圧性のものかとも思いますが…
伊方原発直近でＭ４？

中国でまたもや化学爆発。

cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 
　

シリコンの燃焼によって濃塩酸を生成する可能性が。

上気道、目、皮膚、粘膜への刺激。

窓を閉め、換気扇を止め、水式を回して、除湿と加湿をして、しばらくは外出しないのが吉。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月1日17:31
　

すけろくちゃん 2012@wat · 3時間3時間前 

昨日、有名な芸人さんが福島第一原子力発電所の視察に行かれて、建屋付近の線量が0.01だとツイ
ートされたそうだけど。沖縄でもこれでたまに測るけど、だいたい0.02μSv/hくらいなのね。ん？
と思ったらなるほど、単位が違ったみたいだね。 

横川圭希 @keiki22 · 4時間4時間前
 
建屋付近で線量0.01？それってマイクロシーベルト？って言うか、きっとドーズの事言ってるんだ

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


ろうけど、本当にこの適当な発信は害悪だな。

5,977件のリツイート 
カンニング竹山� 認証済みアカウント � @takeyama0330 · 18時間18時間前 

本日、プライベートで東京電力福島第一原子力発電所に視察に入りました。

防御服はもう必要ありませんでした。建屋付近まで行きましたが線量は0.01。3時間で歯のレント
ゲンぐらい。労働環境が良すぎて驚いた。女性も沢山います！知らな過ぎた！



（６月１日）　…でもこれはきっと間違いなく、エルさんだと思う…ｗｗｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201606011945423112/

本日は電波の日／犯獣は霧樹りすではありませんよ。

2016年6月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

おばんです。

１９：１９。

札幌の外気温、１０℃まで下がりました…
…（＠■＠；）…

５月初旬に雪が降って、

５月下旬に３０℃超えて、

６月１日に１０℃って…

https://www.youtube.com/watch?v=Jrv95rcDR5Q
Titanic Complete Soundtrack OST by James Horner 

先週、太陽に巨大コロナホールをぶち開けた（＾＾；）「大？掃除」のついでに、冬物はぜんぶ

洗濯カゴに突っ込んでしまい、まだ洗っていない、という状態なので…
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薄物の重ね着をして、ぷるぷる震えている現状…★
…（－－；）…★

何だかもう何が原因だか複合汚染なんだか、「内臓が気持ちが悪くて眠れない」かったので…

起きだして「迎え酒」的に缶核麻酔剤として？缶ビール開けちゃいました…

（逆効果になりませんように…★）

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

06:00 0.040 0.039 0.039 6 
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09:00 0.043 0.040 0.041 6 
10:00 0.041 0.039 0.040 6 
11:00 0.039 0.039 0.039 6 
12:00 0.040 0.039 0.039 6 
13:00 0.043 0.039 0.041 6 
14:00 0.044 0.041 0.042 6 
15:00 0.045 0.041 0.043 6 
16:00 0.043 0.040 0.041 6 
17:00 0.046 0.043 0.044 6 
18:00

地震マップ @eq_map · 33 分33 分前 � 青森 階上町 
【M2.9】青森県東部 深さ83.8km 2016/06/01 19:02:33
(G)http://j.mp/1RMcHWb (Y)http://j.mp/1TJqkb9

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M3.2】北海道南東はるか沖 深さ69.8km 2016/06/01 16:12:56
(G)http://j.mp/1PixwhO (アニメ)http://j.mp/1WwbwlM

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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【北海道地方 気象情報 2016年06月01日 16:02】
北海道地方では、引き続き１日夕方まで、落雷や突風、ひょう、急な強い雨に注意し

てください。

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.5】北海道東方沖 深さ19.3km 2016/06/01 13:49:54
(G)http://j.mp/1TWM32M (アニメ)http://j.mp/1TWMVV2

音無彩名 這い寄り無貌の月へ吠えゆ物語 @_n__ya · 11 時間11 時間前 
#電波の日 
本日は、この素晴らしき電波の日だということです。電波とは通常、人間へ神や仏な

どのお告げや暗示を授け、それに従った支離滅裂な言動をさせます。そのお告げが電

波を介してなされたとする場合があることから、いわゆる電波系なる言葉も生まれま

した。ですが、皆さんよく考えて下さい↓

音無彩名 這い寄り無貌の月へ吠えゆ物語
@_n__ya 
電波の大半は、『音』として脳髄に響きます。日常で聞き慣れた雑音から、ただの肉

声のノイズ、そして得もしれぬ音。それは、他天体の音、月の満ち欠けの音、地軸

の音、他宇宙の音すら感知できます。他にも明白な人の声もありますが言語や年代も

バラバラ。そんな声に助けを求められても応じられません↓

音無彩名 這い寄り無貌の月へ吠えゆ物語 @_n__ya · 10 時間10 時間前 
そして、訴える声。自殺を促す。犯罪行為を促す。被害妄想を促す。感情や感覚を促

す声。そして、啓示とし現れる神々の声。はっきり言ってその様なものは全て無視だ

馬鹿野郎！教義だか狂義だか知りませんが顔も知らない奴の言うことを間に受けて人

生を左右されてどうしますか？↓

カラパイア @karapaia · 5月30日 
【RT400UP】 洗脳も思いのまま？脳をコントロールする無線のデバイスが開発され
る（米研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52127319.html …
https://pbs.twimg.com/media/CjtV5Q8VAAEkwvo.jpg

http://j.mp/1TWM32M
http://j.mp/1TWMVV2
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52127319.html
https://pbs.twimg.com/media/CjtV5Q8VAAEkwvo.jpg


固定されたツイート 
音無彩名 這い寄り無貌の月へ吠えゆ物語 @_n__ya · 7時間7時間前 

多くのことを中途半端に知るよりは何も知らないほうがいい。他人の見解に便乗して

賢者になるくらいなら、むしろ自力だけに頼る愚者であるほうがましだ。

名言スね☆（＾＾；）

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 
【RT200UP】 鳥箱の餌を盗み食いしていたシマリス。それがばれて暴挙に出た！
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52218755.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cj1Wk8RVEAAw7TU.jpg

ちがいます！

犯獣は霧樹りすではありませんよ…ッ!?

カラパイア @karapaia · 5月30日 
【RT200UP】 洗濯物を総チェックし仕分け作業を行う品質管理官としてのウォンバ
ット http://karapaia.livedoor.biz/archives/52218591.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cjs0sWTVAAAPM0E.jpg

…でもこれはきっと間違いなく、エルさんだと思う…ｗｗｗｗｗ

 
    
 

コメント

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52218755.html
https://pbs.twimg.com/media/Cj1Wk8RVEAAw7TU.jpg
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52218591.html
https://pbs.twimg.com/media/Cjs0sWTVAAAPM0E.jpg
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月1日22:22
　

こーらいおん(ω)きくらげ @neriame0411 · 5月31日 

【もいわ山の日】

札幌市のほぼ中央に位置する藻岩山。標高531ｍにちなんで、5月31日は「もいわ山の日」。山頂
からは札幌の街並みや日本海石狩湾、増毛暑寒別岳までの大パノラマを望める。

http://moiwa.sapporo-dc.co.jp

ほほぅ…（＠＠）…☆

（明日６月２日、攻略予定〜☆）

 

http://85358.diarynote.jp/


（６月１日）　とりあえず彼女とはこれからキャベツの価格の話しかしない。

http://85358.diarynote.jp/201606012222403615

…番組の途中（？）ですが…
2016年6月1日 家族・子育て コメント (14)

　

こーらいおん(ω)きくらげ @neriame0411 · 5月30日 

お母さん！痛いよぉおおおお〜！！！

https://pbs.twimg.com/media/CjrwmGoVEAA-AsP.jpg

　

…貼らずには、いられませんでした…ｗｗｗｗ

参照：http://85358.diarynote.jp/201605310754242241/

http://85358.diarynote.jp/201606012222403615/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=232
http://85358.diarynote.jp/201606012222403615/
https://pbs.twimg.com/media/CjrwmGoVEAA-AsP.jpg
http://85358.diarynote.jp/201605310754242241/


…ｗ（ーー；）ｗ…☆
    
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日9:08
　

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

子供にワクチンを受けさせたら、そこから親子関係が破綻する。

なぜって？

うったえることはできないのに、子供は強烈な苦しみの中にいる可能性が高い。死者が出るほど

なんだから。

 
そして子供は泣きじゃくる。絶叫する。健康状態はいつも悪い。知能や学習能力は低くなり、会

話は成立しない。

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月22日7:34
　

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
返信先: @cmk2wlさん 

これがどれほど恐ろしいことか…。

ワクチンで苦しんでいるとは想像もできない親は、コントロールできない子にぞんざいな対応を

して憎む。

子供はそれを察知してさらなる悪循環に陥っていく。

症状を訴えることができない赤ちゃんに、ワクチンなど打っていいわけがない。

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）

2017年8月7日7:36

cmk2wlさんがリツイート 
ponrinmogutan @ponrinmogutan · 21時間21時間前 
ponrinmogutanさんがcmk2wlをリツイートしました
　

あなたのためよ、と言いながら、自分のため（笑）

https://twitter.com/cmk2wl/status/893723737647849472
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年2月4日11:39
　

uyaman25/アズールレーン @uyaman25 · 2月3日 
　

行動しなきゃと思わせるのが駄目だと言っているのですよ。

鬱の人に「こっちはこんだけ頑張ってんだから貴方も早く治して仕事しなさい」

なんていうプレッシャーをかけたらどうなるかわかりませんかね？

心遣いを分かるも何も、日頃からそう言う気持ちが感じ取れる環境ならそもそも不登校になって

無いはず

https://twitter.com/mhlworz/status/959400061527506945
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年3月24日10:38
　

…「宣言」済みですが…なにか…？
　　↓

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/mhlworz/status/959400061527506945
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OTL49さんがリツイート 
桜井  @sakurai7715 · 3月22日 

これから親になる人達へ

https://twitter.com/sakurai7715/status/976625345519497216
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年3月24日10:40
　　↑

Gaika @GaikaF · 3月22日 
返信先: @sakurai7715さん 
　

はい、仰る通りです。

何もかも不自由な頃にボカスカやられ、誰にも庇われず...(殴る蹴る罵倒する、で済んだので、と
ても運が良いですが)

お前らタダで済むと思うなよ。

そう思って子供時代を乗りきって参りました♪

何をされたか、次回以降発表のマンガのネタにしてやります♪♪

　　↑

でも「読み書き＋お絵描き」を教えてくれて、

「贅沢といえば、まず本！」という価値観を育ててくれたことには、

感謝している…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年3月24日11:00
　

https://twitter.com/sakurai7715/status/976625345519497216
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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OTL49さんがリツイート 
かいしんのつぶやき @kaisinnot · 3月23日 
　

「どうしてあんたはいつもそうなの!?」

と子供を叩いてる人を見た娘がボソッとひとこと 

「原因が結果を殴りつけとる」

https://twitter.com/kaisinnot/status/976981650570539008
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年4月1日22:43
　

そうそう。我が母が、まさにその通り！（－－；）！

　　↓

OTL49さんがリツイート 
きなこ3  @ h4m1 · 3月28日 

何を話しても「私の方がこんなに大変」にを集約する親類に

娘についてしつこく聞かれ

「術後2日目ICUで人工呼吸器に繋がれ、いつ覚醒できるか未だ不明」

正直に話したところ

「私なんか頭痛がしんどくて」

という切り返しを見せてきたので

とりあえず彼女とはこれからキャベツの価格の話しかしない。

https://twitter.com/3h4m1/status/978792939131252736
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://twitter.com/kaisinnot/status/976981650570539008
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/3h4m1/status/978792939131252736
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2018年4月1日22:45
　

つれづれぱんだ @beaver445 · 3月28日 
返信先: @3h4m1さん 

何か相談した時に「それならまだいいじゃん〜私なんてね〜」と切り出す奴とは疎遠になると決

めてます。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年4月4日8:07
　

OTL49さんがリツイート 
アリス毒親育ち闇(病)人@ARISUtasulkete · 18時間18時間前 
アリス毒親育ち闇(病)人さんが今一生＠固定ツィ見たらRTをリツイートしました
　

少なくとも私の父母は私を人間とは思って無かった。命がある物でも無かった。

奴隷以下。人形でありロボット扱いだから意思を持てない！反発すれば処分して良いとさえ思っ

てる。

そんな扱いしておいて自分が年寄りになると「あんなに大事に！〜親だから心配！〜」ってどい

つがどの口で言っているんだ…

https://twitter.com/ARISUtasulkete/status/981034375004413957
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年5月3日10:12
　

OTL49さんがリツイート 
ケメ子 うつ病寛解目前 @kemeko0722 · 4月30日 
　

よく、うつ病の人に言ってはいけない言葉として「頑張れ」が取り上げられるんだけど、わたし

はそれより「これからどうするの？」みたいなことを

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/ARISUtasulkete/status/981034375004413957
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


言われるのが一番嫌だったなぁ

お先真っ暗で何も見えず、考えることも出来なくなってる人間にそれ言うか、ってね

https://twitter.com/kemeko0722/status/990751329902456832
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年7月20日12:56
　

のん @nokorin528 · 7月18日 

子供は嘘もつくし仮病も使うこともあるけど命を失うほど 具合が悪いのに気づいてもらえないの
はかわいそうすぎるし そもそも危険な暑さと散々報道されてるのに校外学習っていう判断ミス。
予定を変えられない融通のきかなさ。1人の男の子の命をキッカケに大人は反省すべきですね。

めじろツグミ @greendakara_ch · 20 時間20 時間前 

横から失礼します。ホントそうですよね。子どもの言葉って語彙力のなさも手伝って、軽くみら

れやすい。仮病だって、SOSの場合もあると思ってます。どうしてその発言になったか、大人が
状況を推察して寄り添ってあげなければといつも思います。

【スタ民】 @sutaminsama · 7月18日 
返信先: @Lileikitaさん 

子供の頃、そのような体調になって親に「疲れた」って言ったら「子供が疲れたって言うな」っ

て怒鳴られてた

https://twitter.com/Lileikita/status/1019381814668824576
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年7月20日12:58
　　↑

 よっしー @entotugumo · 7月18日(ت)
返信先: @Lileikitaさん 

https://twitter.com/kemeko0722/status/990751329902456832
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/Lileikita/status/1019381814668824576
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しんどい事を言ったら

『嘘ばかりついてたら本当に辛い時に信用してもらえないよ』

って怒られた事があります。

嘘じゃなかったのに

もうすでに最初から信用してもらえてないんですよね。

　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年7月20日19:34
　

…おや…（＾＾；）…★

今朝、追記を足した当日に…またこれを読むハメに…ｗ（＾＾；）ｗ…。

…「偶然の一致」…？
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（６月１日）　【ヤリキレナイ川（北海道夕張郡由仁町）】

http://85358.diarynote.jp/201606012237298128/

福島から札幌に避難移住したママ達が江別にカフェをオープンし

ます。お立ち寄りください！

2016年6月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)

　

https://www.youtube.com/watch?v=YoMRp3P8d_g
名曲探訪 ・「新日本紀行」 富田勲 / Isao Tomita 

１％のひらめき @hirameki1p · 15時間15時間前 

ゼリヤとか衝撃的なんですけど

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

「ドチキン」にも驚いたけどな…。

amaちゃんださんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201606012237298128/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201606012237298128/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160601/85358_201606012237298128_1.jpg
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neko-aii @neko_aii · 23時間23時間前 
＜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する

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 23時間23時間前 
ノーベル賞をもっとも多く出してる

ヨーロッパ最高の研究機関マックス・プランク研究所は

東北・関東は放射能退去エリアとしている！！

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9c3d5746b1bef5e0ece963bef20b183c …
東北・関東のほぼ全域、中部地方の農林水産物は

『放射性廃棄物』と国際的には見做される日本の悲しい現実

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 23時間23時間前 
bodhisattva227 2013年10月
昨日の飲み会で

国際線パイロットに

「東京はもう危険なので

　熊本に引越する準備中」と言った所

自分も成田に住んでるが

放射能汚染が酷いので

引越する事に賛成と。

きちんとした立場の人達は

あたりまえの事がよくわかっている。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 23時間23時間前 
mummyofj 2013年11月
上海に１ヶ月ほど滞在。

放射能の影響を心配して

東京から引越し数家族出会いました。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/9c3d5746b1bef5e0ece963bef20b183c


他にも沢山いるそうです。

皆さん、表立って理由をいわず、

夫に海外に転勤してもらい移動、

の方ばかりで

私がオープンに話すまで

その話題にはならず

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 23時間23時間前 
rijena 2014年3月
☆関東圏からの荷物体感情報☆

荷物の移動中に段ボール箱に

付着するようで汚染が酷い。

引越したら

荷物の片付けは短期間で終わらせ

段ボール箱を早めに捨てること。

やはり荷物は

最小限が良いかと思います。

荷物と一緒に放射能も

お引っ越し。

カラパイア @karapaia · 5月30日 
【RT1000UP】 たった1日で建つのに100年持つ。どんな天候にも耐えられるダンボー
ルでできた家 http://karapaia.livedoor.biz/archives/52218527.html …
https://pbs.twimg.com/media/CjrNunuUkAA_qZS.jpg

こーらいおん(ω)きくらげ @neriame0411 · 11 分11 分前 
今日もおつかれさまでした。

https://pbs.twimg.com/media/Cj3f73pUkAAszl9.jpg

こーらいおん(ω)きくらげ @neriame0411 · 5月30日 

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52218527.html
https://pbs.twimg.com/media/CjrNunuUkAA_qZS.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cj3f73pUkAAszl9.jpg


【ヤリキレナイ川（北海道夕張郡由仁町）】

北海道の川だからと期待して行くと、がっかりすること間違いなしの川。民家の立ち

並ぶ中を流れていることと見つけやすいことゆえに、誰でも「やりきれない」気持ち

を味わうことができる河川です。

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

obatyan @obatyan1 · 5月30日 
福島から札幌周辺に避難移住した

若いママ達が、江別にカフェをオープンします。

地元産、農薬、化学物質、にこだわった食材を使い、ママが安心して我が子に食べさ

せられるそんなごはんが提供できます。

ぜひ！お立ち寄りください！

https://m.facebook.com/cafe.morinosumika/ …

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月1日22:46
　

jMatsuzaki@6/10 Live @jmatsuzaki · 5月30日 

環境の力はすごい。業界を知りたかったら情報を調べるより、その業界で働いてしまったほうが

速いし効果的だ。本当に英語を身につけたかったら英語圏に移住したほうが手っ取り早いし、肉

体改造したかったら肉体労働をはじめればいい。つまり、飛び込む力がある人はすごい。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月1日23:05
　

江別は「民度が高い！」と感じていたけど、

https://pbs.twimg.com/media/CjvImi_VEAAAGXe.jpg
https://m.facebook.com/cafe.morinosumika/
http://85358.diarynote.jp/
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やっぱり「棲みやすい」らしい…♪
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月1日23:07
　

洗濯して寝ま〜す…！
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月2日3:31
　

あれ？(・_・;)
眠れないよ…？

…(・ω・;)(;・ω・)…(-"-;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月2日8:13
　

０

５６

３３

７７…びょぉ〜しっ♪

（＾ｗ＾）ｇ
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（６月２日）　もちろんワタクシ「霧樹りす」だけに？

http://85358.diarynote.jp/201606020833185675/

ニイタカ山ノボレ。（違う）

2016年6月2日 環境は、生命圏で、生存権。

　

https://www.youtube.com/watch?v=ZBtdB2gt6YY
新日本紀行テーマ曲 

おはようございます。

０８：１５。

３連休の２日目。

今日の予定は、そもそも４月下旬の予定のはずだった、

藻岩山、登山…☆
http://www.moiwayama.net/course/
登ってみよう。藻岩山。 

もちろんワタクシ「霧樹りす」だけに？

札幌に漂着して最初の年から、何度か登ろうとして周辺をウロウロしてはみたんですが。

http://85358.diarynote.jp/201606020833185675/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160602/85358_201606020833185675_1.jpg
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「猛りす」君のナワバリだからか何なのか、今まで、いつも、何だかんだで、

登り損ねていたんですよね…★
？（－－；）？

今度こそ！

山頂に立てますよぉに…！

https://www.youtube.com/watch?v=p0KQLJwMDzc
Loch Lomond - Peter Hollens 

http://moiwa.sapporo-dc.co.jp/mountain/
もいわ山の自然・登山

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

01:00 0.041 0.039 0.040 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 0.038 0.039 6 
06:00

空気は良好。　♪（＾＾）♪

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1464822600/1011-0010-101000-201606020810.gif?
t=1464823239
（０８：００〜０８：１０）

お天気よ〜し！♪（＾＾）♪

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.8】国後島近海 深さ72.4km 2016/06/02 04:20:15

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=p0KQLJwMDzc
http://moiwa.sapporo-dc.co.jp/mountain/
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1464822600/1011-0010-101000-201606020810.gif?t=1464823239


【M3.0】根室半島沖 深さ37.1km 2016/06/02 04:04:05
(G)http://j.mp/22yiTsR (アニメ)http://j.mp/1Ufbvg5

…地震も今日は、おとなしくしててね…☆

https://www.youtube.com/watch?v=ELjgFKACcdQ
Angels We Have Heard on High
- The Piano Guys, Peter Hollens and David Archuleta 

ん？（＾＾；）

「High」の意味が違う…？

https://www.youtube.com/watch?v=vcVkCKjG00g
Gladiator Theme Song - Now We Are Free
- Peter Hollens (Lisa Gerrard & Hans Zimmer) 

  

http://j.mp/22yiTsR
http://j.mp/1Ufbvg5
https://www.youtube.com/watch?v=ELjgFKACcdQ
https://www.youtube.com/watch?v=vcVkCKjG00g


（６月２日）　なんとかなるかな？

http://85358.diarynote.jp/201606021101307482/

雲行き不安…(・_・;)
2016年6月2日 旅行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606021139265369/

なんとかなるかな？

2016年6月2日 旅行

http://85358.diarynote.jp/201606021101307482/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=216
http://85358.diarynote.jp/201606021139265369/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=216


一昨日の雷雨で水量豊富。

（＾＾）

旱魃や断水の心配はしないですみますね…♪
 
 
 



（６月２日）　「登れるハズです。」

http://85358.diarynote.jp/201606021201321090/

サウンドスケープも録れるといいのに…(^_^;)…

2016年6月2日 旅行
とにかく昨日は各種の「水音」に恵まれましたね…♪
 
 
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606021219445527/

ハイ頑張ります！

2016年6月2日 スポーツ

http://85358.diarynote.jp/201606021201321090/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=216
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160602/85358_201606021201321090_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/201606021219445527/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=228


 



（６月２日）　物語はここにある。

http://85358.diarynote.jp/201606021239565413/

物語はここにある。

2016年6月2日 リステラス星圏史略　（創作）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606021400548309/

雲より高い、霧樹りす…
2016年6月2日 旅行

http://85358.diarynote.jp/201606021239565413/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606021400548309/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=216


雲平線が、眼下に視える…♪
 
 
 
 
 



（６月２日）　お娯しみはこれからだ…(‾ー+‾)ニヤリ

http://85358.diarynote.jp/201606021449037198/

超〜絶景…☆
2016年6月2日 旅行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606021538324382/

お娯しみはこれからだ…(‾ー+‾)ニヤリ
2016年6月2日 旅行
 

http://85358.diarynote.jp/201606021449037198/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=216
http://85358.diarynote.jp/201606021538324382/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=216


 
 



（６月２日）　さっきまであのてっぺんに居たんだぜ♪

http://85358.diarynote.jp/201606021739298391/

さっきまであのてっぺんに居たんだぜ♪

2016年6月2日 日常 コメント (2)

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月2日19:02
　

先ほど無事帰投。o(^-^)o

とりあえず寝ますぅ…☆(^。^;)
　

http://85358.diarynote.jp/201606021739298391/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=201
http://85358.diarynote.jp/201606021739298391/
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6月3日3:55
　

…仮眠のつもりだったんですけど。(^_^;)

いま起きました…(^。^;)
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（６月３日）　…藻岩山…「樹霊気」（神気）は皆無でした…（＾＾；）…ので、

http://85358.diarynote.jp/201606030544465291/

北海道では日平均気温が４月下旬並となり霜のおりる所がある見

込み。

2016年6月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

おはようございます。

０５：３４になりました。

６月も早や３日。

第一３連休の最終日…。

気温１４℃。

室温１７℃。（無暖房）

この時期に２０℃を下回るって…肌寒いんですケド…☆

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年06月02日 15:42】
北海道地方では、これから５日頃にかけて日本海側北部とオホーツク海側を中心に気

http://85358.diarynote.jp/201606030544465291/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201606030544465291/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160603/85358_201606030544465291_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160603/85358_201606030544465291_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160603/85358_201606030544465291_3.jpg


温の低い状態が続き、日平均気温が４月下旬並となり霜のおりる所がある見込みです

。農作物の管理などに注意してください。

何故かこんな音楽を拾ってしまいました…
https://www.youtube.com/watch?v=lTw8O-OXPBs
P. Sparke - The Sun Will Rise Again 陽はまた昇る 

藻岩山はなかなか手頃なすてきな山でした。♪

ただ、都市ん…（なんで「都心」が一発で変換できないんだばかＩＭＥ…（－－＃）…に隣接し
過ぎていて、さらにおそらく戦中戦後に一度乱伐されて丸裸になっているのでしょう。

山頂は乱？開発されていて登山者にとってはアリガタミのカケラもなく、ハイヒール登頂組に踏

み荒らされて見る影もない、という状態ですし…（－－；）

標高でいえばもっと低い八剣山や、さらに言うなら標高８０ｍ？のほぼまっ平らな野幌の森林公

園でさえ満ち満ちている

「樹霊気」（神気）は皆無でした…（＾＾；）…ので、

…やっぱり、ちょっと、古巣の高尾山が恋しかったです…（ＴＴ；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=1E1Og9UIg_o
アルメニアン・ダンス　パート1 

でも「楽しんで登る手近な山」としては、十二分に魅力的でしたね。はい。

（ほぼ「自然植生」でしたし…♪

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 0.039 0.039 6 

https://www.youtube.com/watch?v=lTw8O-OXPBs
https://www.youtube.com/watch?v=1E1Og9UIg_o
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00

とにかく西風が強くて（＾＾；）

寒かったですが、

空気はとても美味しかった…♪

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1464899400/1011-0010-101000-201606030530.gif?
t=1464900043
（０５：２０〜０５：３０）

今日も札幌の天気は良さそうです…♪

予定はオトナシク家事と「原稿」…

（…の、はずですが、発作的に「銭湯出撃」してしまう可能性もあり…☆？）

地震マップ @eq_map · 38 分38 分前 
【M3.3】北海道東方沖 深さ25.0km 2016/06/03 05:09:07
(G)http://j.mp/1r4eZu7 (アニメ)http://j.mp/1TM208w

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � Южно-Курильский район, Россия 
【M2.6】国後島近海 深さ103.6km 2016/06/03 03:36:01

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ47.9km 2016/06/03 02:03:23

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 北海道 幕別町 
【M2.9】十勝地方 深さ121.4km 2016/06/02 09:45:30
(G)http://j.mp/1t2w4qa (Y)http://j.mp/22yRAPg

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 北海道 安平町 
【M2.8】石狩平野 深さ135.0km 2016/06/02 09:31:04
(G)http://j.mp/284kyKQ (Y)http://j.mp/1WZry7G

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1464899400/1011-0010-101000-201606030530.gif?t=1464900043
http://j.mp/1r4eZu7
http://j.mp/1TM208w
http://j.mp/1t2w4qa
http://j.mp/22yRAPg
http://j.mp/284kyKQ
http://j.mp/1WZry7G


…それにつけても…＜（〜〜；）＞…★

自覚していた以上に！（－－；）！

自慢の脚力が落ちまくっていて、ちょっくらガクゼンとしましたよ…★
★（－－；）★

アプローチからの標高差は高尾山とほぼ同じなんだから、以前の私なら、

軽く小一時間で駆けあがっていたはずの距離に…２時間半。かかりました…★

今夏じゅうに１３００ｍの白岩岳を目指すつもり？なら、そうとう、がんばって、鍛え直さな

いと…？？

https://www.youtube.com/watch?v=WO5yjzeCv5c
響け！ユーフォニアム「Dream Solister」題名のない音楽会
外囿祥一朗ソロ(Sound! Euphonium)

渋谷 和也 @kazu_big · 12時間12時間前 
渋谷 和也さんが北海道反原発連合をリツイートしました
原子力規制委の泊原発の審査がこれまで以上に早くなりそうです。NEWSにもある「
最重要項目の１つ最大規模の地震の揺れ」について、泊原発廃炉訴訟でも最大のポイ

ントとなっているところ。

https://twitter.com/HCANjp/status/738322647746895872

Pompin Niocki @PompinNiocki · 12時間12時間前 
よく考えたら北海道に唯一ある泊原発は2012年5月5日に停止して以来1ワットも発電
していないわけで、すでに「原発の（動いて）ない北海道」は実現しているし、4年以
上も維持されてるのであった

もりんが @moringa9834 · 22時間22時間前 
また来るんだろう。日本にいる限りフクイチも地震も津波も。危機を感じながらも日

常を楽しんで、さあ、できることを積み重よう。

リサーチ&備蓄。少しずつでも進むしかないね、と自分に言い聞かせる

 

https://www.youtube.com/watch?v=WO5yjzeCv5c
https://twitter.com/HCANjp/status/738322647746895872


    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月3日7:22
　

…降水確率１０％なのに、

…雨が降ってますなう…。
 

http://85358.diarynote.jp/
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（６月３日）　命と魂、連れて行け。

http://85358.diarynote.jp/201606030905466677/

やはり、疎開して移住するのが　いいのかも。

2016年6月3日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=pAn7_h6bkHI
Touch the Sky from Disney’s BRAVE - Cover by Evynne Hollens 

伸ちゃん @nanakenkumamoto · 12時間12時間前 � Kumamoto-shi, Kumamoto 
熊本は何故か住めないところかも

いつまでたっても、余震が

あと10日くらいで
2ヶ月余震で揺れ続けている
正直憩いの場である我が家も

食事はびくびくして

お風呂に入っても

やはり、疎開して移住するのが

いいのかも

吉田直樹 naoki yoshida @tensinkai · 5月26日 

http://85358.diarynote.jp/201606030905466677/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://www.youtube.com/watch?v=pAn7_h6bkHI


「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。

https://www.youtube.com/watch?v=aP4olLN9RhU
Kodo - Live at the Acropolis 

命と魂、連れて行け。

土地は捨てても、文化は生きる。

九条ねぎ @negitan518 · 6時間6時間前 
引っ越し準備がおわらない！

明日の夕方までに完璧に終わらせないと母の怒りが爆発するやばい すでに噴火しかけ
てる

とりあえず眠る( ˘ω˘ )ｽﾔｧ…

シャるん @Scharn_bis · 10時間10時間前 
今日はカレーを食べる。

たとえ今この時に太陽フレアが起きようがポールシフトが起きようがジャイアントイ

ンパクトが起きようが、私はカレーを食べる！！

佐藤 晴香（はるにゃん） @clear_scent_s · 10時間10時間前 
明後日から国外逃亡するので海外用のwifiをレンタルしようと思ってたんだけど、あ
れネットに表示されてる値段よりも実際は倍近く高いのね。

ホテルやカフェのフリーwifiでがんばります(｀・ω・´)ｷﾘｯ

cmk2wlさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 22時間22時間前 
【拡散】cmk2wl マリア・シャラポア　「私の人生に選択肢はありませんでした。でも
両親がさまざまなリスクを冒してくれました。私が強い心を持っていられるのは、そ

んな両親に育ててもらったから。感謝で一杯です。」

るしあん @Lucian_Italiano · 5月26日 

https://www.youtube.com/watch?v=aP4olLN9RhU


社畜国家ジャップランドが社畜国家でなくなるためには、若者が大学卒業後全員海外

に逃亡すればええんや

福岡忠久 @TdhsFukuoka · 5月24日 
南海トラフ地震はもうすぐ！？…四国や東海の沖合で強いひずみが確認された -
NAVER まとめ http://matome.naver.jp/odai/2146403850581316901 …
確実に死ぬな。俺。金持ちはしばらく海外逃亡するのかな？

https://t.co/Vo1YFe43fD

つくねさんへの返信 
色数 @shikisu00001 · 5月24日 
@tsuku209 海外逃亡できるようにがんばろうね。わたし来年の一月にビザとるのが目
標やわ…。

https://www.youtube.com/watch?v=42Pgxu4M6io
YAMATO - YAMATO Promotion Movie 2012.9.5 CD RELEASE 
『YAMATO BEAT vol. 1』 

AFPBB News @afpbbcom · 41分41分前 
仏ルーブル美術館、セーヌ川氾濫で休館へ 収蔵品を避難 
https://t.co/aQMhKd09sz

Gnews @Gnews__ · 57分57分前 
[国際]洪水備えルーブル休館＝所蔵品の避難急ぐ－パリ - 時事通信
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016060300100&g=int … 【パリＡＦＰ＝
時事】パリのルーブル美術館は、連日の大雨でセーヌ川が氾濫する危険性

が高まったのを受け、３日は臨時休館にすると発表した。セーヌ川対岸に

あるオルセー美術…

https://www.youtube.com/watch?v=9O4SMw_8Om0
木村弓 　 「いつも何度でも」
 

http://matome.naver.jp/odai/2146403850581316901
https://t.co/Vo1YFe43fD
https://www.youtube.com/watch?v=42Pgxu4M6io
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https://www.youtube.com/watch?v=9O4SMw_8Om0


（６月３日）　とりあえずコレはネタ帳で…／しかもそれ、マーライシャ（有澄 真
里砂）の来歴じゃないか…？？

http://85358.diarynote.jp/201606031213095397/

（一曲追加☆）　…「私と同姓同名？で…」（＠＠；）…

【十輝 いりす（とき いりす）】…。

2016年6月3日 リステラス星圏史略　（創作）

　

https://www.youtube.com/watch?v=4k40hfjjcbY
アトランティス 樽屋雅徳 

はい再びＰＣ前に戻って参りました。

１２：０１。

朝ごはん食べて朝寝？してました…

降水確率０％だったわりには、本降り？の雨。

そのわりにギンギラギンの透過光で、

紫外線はバッチリ降りそそいでいます…★

（雨なのにカーテン半閉めしないと、眼が痛い…★）

そのくせ気温は１３℃。

室温（無暖房）１７℃…。
（－－；）

直射日光はまったく無いので暖まらないし、

階下が留守で、床暖房も期待できない見込み…。
…（－－；）…

仕舞うつもりで洗濯した冬物を、またハンガーにかける気分のヤサグレ具合、ご理解いただけま

すよね…？？

（それにしても、昨日のうちに山に登っておいて、本っ当〜に良かった…！）

https://www.youtube.com/watch?v=FqauNqFwt5I
Naked Science - Atlantis 

これはあまり「参考資料」にならないな…（＾＾；）…

むしろ、「リアル心配事」のほうが増えるだけだった…ｗｗｗ

とりあえずコレはネタ帳で…ｗ
http://85358.diarynote.jp/201606030609037190/

みぞあき @akira_0805 · 8時間8時間前 
生命誕生における月が与える潮の干潮が与える影響はとても大きかったと推測されて

いて、その月ははるか昔地球に隕石が衝突した時に飛び散った破片が集まって出来て

いてその衝撃で地軸が傾いているんだよってのを本で読んだ時の感動な

みぞあき @akira_0805 · 8時間8時間前 
恒星からつかず離れずの距離にあり

途中隕石の衝突で地軸を傾けて

なんやかんやあって14億年後に生命誕生
何言ってるの？

ギズモード・ジャパン @gizmodojapan · 5月25日 
太陽フレアで人類滅亡…ならぬ、生命の起源だった？ NASAの研究
http://bit.ly/1WRJBNQ
https://pbs.twimg.com/media/CjRaND8WkAAO73O.jpg

ken @ken04095288 · 5月24日 
@ken04095288 太陽フレアによって地球大気中の窒素分子が分解され亜酸化窒素、笑
気ガスとシアン化水素が生成されたと考えられ,
亜酸化窒素は、地球の温度を上昇させる温室効果ガスとなりシアン化水素からはタン

パク質の構成単位のアミノ酸がつくられる。窒素はすべての生命に必須の元素

ken @ken04095288 · 5月24日 
地球上の生命は、若年期の太陽で次々と起きた強力な爆発現象（フレア）の放射が絶

えず降り注いだことによって発生した。23日に発表の研究論文がこのような可能性を
示唆。太陽フレアのエネルギーは、原子爆弾1000兆個分の爆発力に匹敵するという 
https://pbs.twimg.com/media/CjM2K71UYAAY4ZM.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=hyF6aNFeaLQ
吹奏楽　樽屋雅徳：エストレア 

…「私と同姓同名？で…」（＠＠；）…

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E8%BC%9D%E3%81%84%E3%82%8A%E3%81%99
（十輝 いりす（とき いりす））
＞血液型AB型。愛称は本名から「まぁ」、「まさこ」。

…アンタダレ…？？（＠□＠；）？？

（ワタクシ、

「土岐真扉」（とき・まさと）で、

「霧樹りす」（きりぎ・りす）で、

「通称」は本名から「まぁさん」で…
血液型ＡＢ型ですが…、なにか…？？）

＞父は外交官の多賀敏行[1]。2歳から3歳までをマレーシア、3歳から6歳までをニューヨークで過
ごし、小学校時代に帰国。

しかもそれ、マーライシャ（有澄 真里砂）の来歴じゃないか…？？

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

＞身長178cm、
＞小さい頃から習い事を沢山習っており、3歳からクラシックバレエ、小学2年から新体操、翌
年（小3）から日本舞踊を習っており、踊るのが好きだった。

…え〜と…「サキ・ラン」の設定とおんなじ…☆

＞芸名の由来は、美しく貴重な鳥のトキから「十輝」の字をあて、ギリシャ神話の虹の女神の名

前とアイリスの花から「いりす」を考えた。

＞「ホテル・ステラマリス」新人公演

…ははははは…ｗ（＾＾；）ｗ…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=JXAqoXNSSLc
想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 

あれあれあれ…（＠＠；）…★
https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F76519.diarynote.jp%2F%20%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%B9&lr=lang_ja&gws_rd=ssl#lr=lang_ja&newwindow=1&c2coff=1&hl=ja&tbs=lr:lang_1ja&q=site:http:%2F%2F76519.diarynote.jp%2F+%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%B9
site:http://76519.diarynote.jp/ マリス

『 大地世界（ダレムアス）の変遷 』 （＠中学授業中？） - メイン - DiaryNote

http://85358.diarynote.jp/201606031213095397/
http://85358.diarynote.jp/201606031213095397/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160603/85358_201606031213095397_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160603/85358_201606031213095397_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160603/85358_201606031213095397_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4k40hfjjcbY
https://www.youtube.com/watch?v=FqauNqFwt5I
http://85358.diarynote.jp/201606030609037190/
http://bit.ly/1WRJBNQ
https://pbs.twimg.com/media/CjRaND8WkAAO73O.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CjM2K71UYAAY4ZM.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=hyF6aNFeaLQ
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E8%BC%9D%E3%81%84%E3%82%8A%E3%81%99
https://www.youtube.com/watch?v=JXAqoXNSSLc
https://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F76519.diarynote.jp%2F %E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%B9&lr=lang_ja&gws_rd=ssl#lr=lang_ja&newwindow=1&c2coff=1&hl=ja&tbs=lr:lang_1ja&q=site:http:%2F%2F76519.diarynote.jp%2F+%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%B9
http://76519.diarynote.jp/


76519.diarynote.jp/200607062351170000/
2006/07/06 - 対ボルドム決戦初期に若くして即位せる女皇マリス・スビア、 天球界の
女神リーシェンソルト探求の旅に出で、遂に還らず。 これをもってダレムアスの皇位
継承権絶ゆ。 暗洞界滅亡。大地世界の収縮はじまる。 
○ 人の子の時代 末期皇朝、正確 ...

2006年07月09日の日記りす・てらす・星圏史略 - Diary Note
76519.diarynote.jp/?day=20060709
2006/07/09 - マリスは、マリアンドリームの娘で、（むろん半神半人の） 実の 勇壮
な事 兄にも劣らぬ戦乙女だったユラマリアスの略。 イアは不確かな推量もしくは希望
的観測ていどの意味で、 マリスシア全体では、 「かのユラマリアス程の戦乙女にでも
なる ...

やばい。なにこれ…？？（＠◇＠；）？？…★

（まったく記憶にナイッ！部分が…っ）

…あ、「マリス・シアラルル・セイウィラ・ノリウィラワマ」の「語解」か…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=0RYiJyvYWZ4
斐伊川に流るるクシナダ姫の涙

いやいやいや…（＾＾；）…

「今日の予定」は、とりあえずそっちじゃなくてね…★

https://www.youtube.com/watch?v=xt5I55C6qf0
Symphony No.0　 (交響曲０番）

…これもちょっと気分と違うかな…

そうそう。この曲あったわ〜☆

https://www.youtube.com/watch?v=QfDw29r6uZE
Stellamara - Maris 

https://www.youtube.com/watch?v=0RYiJyvYWZ4
https://www.youtube.com/watch?v=xt5I55C6qf0
https://www.youtube.com/watch?v=QfDw29r6uZE


（６月３日）　前世記憶？を総ざらえして、「文化と民族はつながってるけど、地域と
時代が違う」エピソード、は分冊。

http://85358.diarynote.jp/201606031357527191/

「イエラクシャバ・ランパッカッパブ」（※謎）。

（たぶん専門学校時代？）

2016年6月3日 リステラス星圏史略　（創作）

　

…こぇぇ…ｗ
https://www.youtube.com/watch?v=xGMRmoR7GPk
Kathakali Dance "Kathakali Eye Exercise" 

…さてと…。（＾＾；）

前世記憶？を総ざらえして、

「文化と民族はつながってるけど、地域と時代が違う」エピソードは、

http://85358.diarynote.jp/201606031357527191/
http://85358.diarynote.jp/201606031357527191/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=xGMRmoR7GPk


分冊〜☆

http://p.booklog.jp/book/107475/read
リステラス星圏史略

古資料ファイル　３－２

〜放浪者たち〜（仮題）

https://www.youtube.com/watch?v=4wXJWaqFbQc
Kathak Dance by mehfil 

分冊元はこっちね。

http://p.booklog.jp/book/107225/read
リステラス星圏史略

古資料ファイル　３－１

《水の大陸》年代記

画像は下のメモを書いてたページの裏側〜☆

空がまっさおにカラカラで

深くて深くて

まるで　はりついてしまった胃袋のように

空がまっさおでカラカラで

もう　いくつもの雨季と乾季とを

数えることも出来なくなってしまった

たくさんの星のめぐりのなかで

ぼくはまだ

大人たちの語る

「雨」というものを

見たことすら、ない…

　前のオーナーが店を手放したあと、ろくに改装もせずに今の…が始まったので、壁

file:///tmp/puboo/123094/440257/book/107475/read
https://www.youtube.com/watch?v=4wXJWaqFbQc
file:///tmp/puboo/123094/440257/book/107225/read


のひとすみに忘れられたまま

「アーシュラ・Ｋ・ルグインの…という話を、読んだことがあるかね…」

（※たぶん『オメラスから歩み去る人々』に、ぶん殴られた直後のメモと思われ。）

芽吹き見て

まだ雪の降る

春三月

https://www.youtube.com/watch?v=SgiLOzFQh14
Savitha Sastry Bharatanatyam Performance 

https://www.youtube.com/watch?v=UTZD06_HSe0
Dhithiki Dhithiki Thai | Manju Warrier | Classical Dance | Ennum Eppozhum 

そう。ちょうどアノ頃（２２〜２３歳ごろ？）も、インド舞踊にハマってた…ｗ

（習いに行って、ザセツした…★）

https://www.youtube.com/watch?v=SgiLOzFQh14
https://www.youtube.com/watch?v=UTZD06_HSe0


（６月３日）　「産業スパイ」疑惑をかけられたことが何度かあるんですが…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201606031415554778/

「最後の船ですよ巫女職」。（たぶん派遣先の仕事用紙を盗用。

）

（＾＾；）

2016年6月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　

「最後の船ですよ巫女職。」

「……」

「お乗りにならないのですか？」

「……」

「この世界は神々を否定した。

　あなたがたは、もはや必要とされていないのです。」

「……」

「残るのですか、それでも」

「……」

「この、貧しき地上に。」

http://85358.diarynote.jp/201606031415554778/
http://85358.diarynote.jp/201606031415554778/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606031415554778/


https://www.youtube.com/watch?v=k9lNc4fu8Zc
Balinese Legong Dance - Ubud, Bali 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月3日16:41
　

＞（たぶん派遣先の仕事用紙を盗用。）（＾＾；）

業務中にヒマしてるとそのへんの裏紙に勝手に落書きを始め…

こそこそ切り取って隠して持って帰る（＾＾；）ので、

「産業スパイ」疑惑をかけられたことが何度かあるんですが…ｗ

メモの中身、こんなんですから…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=k9lNc4fu8Zc
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月３日）　「筆名標記」をマイナーチェンジ…。

http://85358.diarynote.jp/201606031439516169/

アトル・アン古伝説写本　１　（派遣〜過労ウツ引き篭も

り中…？）

2016年6月3日 リステラス星圏史略　（創作）
　

ところで「筆名標記」をマイナーチェンジ…。
（＾＾；）

《 霧樹里守 ＆ 土岐真扉 》
　　　　　　↓

《 霧樹里守 is 土岐真扉 》

に、しました…☆

んで。（－－；）

また色々と、重複（下書き）原稿が出て来る…★

https://www.youtube.com/watch?v=hVafWnY1sOs
Oleg Ttambulilingan 

アトル・アン古伝説写本

　１．

　それ故に昔語りを始めよう。アトル・アンは神々の嘉（よみ）し給わぬ土地であ

った。

　彼の地に住まう者らが父神なるティアスラァルの正なる嗣子ではなきが故に、彼の

地のヒト族の母が、神族の端（はした）にすら加え得ぬ、位低き哀れな水乙女に過ぎ

なかった故に…

http://85358.diarynote.jp/201606031439516169/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=hVafWnY1sOs


　妃神女ネフェルクァイの眷属衆たる上つ時代の力有る者達は誰も、、アトル・アン

のさ迷える神の子に導きを与えるものではなく、父神ティアスラァルにした所でが、

一時の気粉れによって産み出されたひ弱く力無き者達に、一顧をだに。

　アトル・アンはそれ故に冷たく、固く、ヒト族の為に貧しき土地であった。

　ヒト族の母なる水乙女の名をアテュイ・イイラ、《嘆きの主》（アテュイラスカ）

と呼ぶ。アテュイラはティアスラァルの統べる球の地の、聖なる水を司どる御霊の三

千六百九十一番目の最後の娘であったが、そもそもは末の娘こそが母なる全ての水の

聖霊の跡目を継ぐべきであるとする、 "水" 族の掟は、上つ時代の気楽な神々の預かり
知らぬ処ではあった。

　さてこのアテュイラが水乙女たるの資格である純潔を奪われて主神との間に子を

生（な）した時、産み出された子供はティアスラァルの重き赤き血筋を濃く受けて、

地上に住む者となった。

　ティアスラァルによってその子らに投げ与えられた土地がアトル・アンである。

　アトル・アンの地を護る神はこの汚れた子らを厭うて間もなく去り、幼いヒト族達

は守る者とてなく、冷たく固い大地に捨て置かれる事となった。

　ここに水乙女は自らの産みし子らの命運を哀れみて地に寄り沿い、嘆きの声は海の

波となりて地を取り囲んだ。これが彼の地をアトル・アンと呼び習わし、母なる者

を《嘆きの主（あるじ）》と名付けし、そもそもの初めであった。

　



（６月３日）　半分ボツ設定…☆　アト（地）＋ラン（人）＋ティス（国・土地・
世界）⇒「地人（ちびと）の国」。

http://85358.diarynote.jp/201606031450416151/

用語定義　…もしくは、アトラン国語辞典…　（中学）。

2016年6月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

用語定義　…もしくは、アトラン国語辞典…

レムリア　：　エルシャムリアの変形。

ムー　：　エルシャムリア人（エルシャマーリャ）の地球宮殿。及びその所在した

大陸・島。

アトラン国（ティス）　：　地球人最古の文明が栄えた土地。初期には "ムーの天使
たち" と、帰化ダレムアス人（ダレムアト）によって文化が伝えられた。
おそらくは第三間氷期間が最盛期で、大アトランの時代には現代のロシア〜北欧並に

気候が冷化し始めている。

アト（地）＋ラン（人）＋ティス（国・土地・世界）⇒「地人（ちびと）の国」。

https://www.youtube.com/watch?v=Tndcn6Opg4M
Tari Oleg Tamulilingan 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月3日15:00

http://85358.diarynote.jp/201606031450416151/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606031450416151/
https://www.youtube.com/watch?v=Tndcn6Opg4M
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


　

…う〜ん…（＾＾；）…★

半分ボツ設定…☆



（６月３日）　リィってば「アマラーサの産みの母」だったんじゃん…☆彡

http://85358.diarynote.jp/201606031523484548/

炎銀（みすりる）の瞳　炎銀の髪。　（たぶん高校の時だと

思う…）

2016年6月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

 
「アトランの放浪者・女剣士リィ」に関して

彼女の見つけたかったもの… "自分が属する場所" 。
それが知りたくて漠然と旅に出、一人の男と闘い合うようになる。

ある時その男に犯され、子供を妊った。

数か月後、その事を知らずに男はこれを最後とばかりに切りかかる。

深手を負った彼女が無限空間を通り抜け、死の間際に、生まれる子供の為に救けを求めた家は…
自分が生まれた家だった。

そうして彼女は、自分が自分自身に属する者であった事を知り、微笑みを浮かべて忘却の淵に着

こうとする。

http://85358.diarynote.jp/201606031523484548/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606031523484548/


その家のあるじたちが気づいた時、床の上に遺されたのは黒い胸飾り…男がそれと同じものを身
に着けていたが由に彼女は男を追い始めるのだ…と、一輪の白い椿（カメリア）の花だった。
白い椿は至福の国に咲くという。

彼方。ある日、白い鳥を胸に抱いて駆ける黒い馬に乗った男を…　見た者がいた。

（ただし、これだと最初の設定からかなり喰い違う。）

https://www.youtube.com/watch?v=a5HLmn4Sb0U&list=PL2DDE61A6A33638AA
FORTALEZA.wmv 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月3日16:18
　

やっと判った。（＾＾；）

リィってば

「アマラーサの産みの母」だったんじゃん…☆彡
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a5HLmn4Sb0U&list=PL2DDE61A6A33638AA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月３日）　（「エルム書房　本郷台駅前店」のブックカバーに黒のボールペンで殴
り書き〜ｗ）

http://85358.diarynote.jp/201606031606326878/

水の十字架。　（中学生）

2016年6月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

水の十字架

水の守護符。

共通点：　銀に水晶を象嵌した珍しいものである事。

https://www.youtube.com/watch?v=5aUQhZ6EKjM
Stellamara - Del Mar Rojo
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月3日16:17
　

（「エルム書房　本郷台駅前店」のブックカバーに黒のボールペンで殴り書き〜ｗ）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606031613134174/

http://85358.diarynote.jp/201606031606326878/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606031606326878/
https://www.youtube.com/watch?v=5aUQhZ6EKjM
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


「エルフの血を引く女騎士　リリィ・カタナ」　（中学１年？）

2016年6月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 
https://www.youtube.com/watch?v=4wk_2MUNGH8
Persephone - Stellamara

アトランティス大陸

エルフの血を引く

女騎士（ルワ・ヘルマ）

リリィ・カタナ

女剣士（ルワ・ブラダ）

女騎士（ルワ・ヘルマ）

あれ！？

http://85358.diarynote.jp/201606031613134174/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606031613134174/
https://www.youtube.com/watch?v=4wk_2MUNGH8


銀髪じゃなかったっけ？

 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月3日16:54
　

この頃は「ファファード＆グレイマウザー」とか、

ハヤカワの古い「剣と魔法」ものにハマっていて…

「まだ『指輪物語』を読んでいなかった」のは、カクジツ…。

（＾＾；）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月3日17:06
　

…あれ？いや違う…

グレイマウザーは高校で？

カバさんに借りて読んだ？

気がする…
 
 

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


（６月３日）　（まだ漫画家になろう！と思っていた中学１年のラフ。）

http://85358.diarynote.jp/201606031659505618/

「丸腰？　さぁそれはどうかな？」　（まだ漫画家になろう！

と思っていた中学１年のラフ。）

2016年6月3日 リステラス星圏史略　（創作）

https://www.youtube.com/watch?v=9y1eX6uQwE0
Stellamara - Zablejalo mi agance
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606031709315889/

「ひきょうもの!!」　（中学１年）
2016年6月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

http://85358.diarynote.jp/201606031659505618/
http://85358.diarynote.jp/201606031659505618/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=9y1eX6uQwE0
http://85358.diarynote.jp/201606031709315889/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606031709315889/


https://www.youtube.com/watch?v=LchkyGq9a6M
Irfan - The Eternal Return 

う〜ん（＾＾；）

トータルで、イメージぴったり…♪

 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月3日17:21
　

この絵は演劇部の部室で（部活中に出番待ちで）描いてた気がするぞ…
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LchkyGq9a6M
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


 



（６月３日）　おっと「ダレムアス」が混ざってた…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201606031718253135/

「天使ィ?!　冗談でしょ！」（小６か？　中学１年？）

2016年6月3日 リステラス星圏史略　（創作）

おっと「ダレムアス」が混ざってた…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=4PSiUMC0aDE
Irfan - return to outremer

http://85358.diarynote.jp/201606031718253135/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=4PSiUMC0aDE


（６月３日）　タイトルで、苦戦しております…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201606031730237898/

場所は…古代地球、だったと…思う。　（１９８６．５．１５．
）

2016年6月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=S8we8i7DC4M
Irfan - Otkrovenie 

１９８６．５．１５．

場所は…古代地球、だったと…思う。
たしかにあの夢は。

古アトル・アンと呼ばれ、

アタラン（聖なる地）とも崇えられていた、

彼の地。

そしてまた、あの夢のなかでは、

http://85358.diarynote.jp/201606031730237898/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606031730237898/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160603/85358_201606031730237898_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160603/85358_201606031730237898_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160603/85358_201606031730237898_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=S8we8i7DC4M


あたしはたしかにもう一人の、

あたし自身でも、あったのだ…

ちなみに、

ずっと私が「幻視」していた地図（鳥瞰図）（図２）は…

かなり後日になって、

「凍る（火山と洪水と氷雪に沈む）前の南極大陸」だった。

というオチ（図２）が、発覚しましたよ…☆

１９８６．５．１５．

アタランと呼ばれる古アトル・アン。

南方の地は熱樹の緑気したたる。

ハユンのアマラーサ。（マラー、マラーサ）

アグニ（アグネ、アグニス）のトウード。（トゥー）

ナーラジャ（ナラージャ）姫。（＝水霊／水妖）

アグマ。（＝地霊）。

『水月記』

『水月』



（水の大陸）

『探水記』

『捜水記』

『月神女』物語

『月の神女の物語』

『月神水精』

『月神女・水精姫』

『月水記』

『ハユンのアマラーサ

タイトルで、苦戦しております…ｗ

「月水」とか

「水月」とか、辞書で引いては、

「違う意味がある！」と知って、ボツ。

というような作業をしばらくやっていた、中学生？でした…ｗｗ

アトル・アンのシリーズは、むしろ「烈女伝」とも言うべきで。

https://www.youtube.com/watch?v=TVh3AOHDtso
Irfan - Mari Maro (live, Paris 2006) 

う〜ん（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=TVh3AOHDtso


びっくりするくらい、ピッタリだ…☆

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月3日18:17
　

あ、うそだ。（＾＾；）

１９８６年なんだから、

１９６４年産の私の年齢は…

…成人。してますね…ｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月3日18:27
　

おっとしまった★

しかも、だぶってるわ…★
http://76519.diarynote.jp/200606072359480000/

まぁ、画像が貼りたかった。ということで…☆彡
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月3日18:34
　

注意力散漫になりましたので、

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


本日作業はここまで…！（＾＾；）☆



（６月３日）　…ニョゼさん？を発見…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201606031905068062/

北海道地方は、４日朝から夜のはじめ頃にかけて、大気の状態が

非常に不安定となる見込みです。竜巻などの激しい突風や落雷、

ひょう、大雨による低い土地の浸水に注意してください。

2016年6月3日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=oTXcFQi8V_o
Day After Day - Millennium 

…ニョゼさん？を発見…ｗｗｗ
http://p.booklog.jp/book/107225/read

　（なまえなんだっけ？）：

　碧照国の王太子。独自の星船神話を持つ。

　自称「おかざりの遊び人」だが、実権はきっちり把握している。あなどれない辣腕

の行政官。月巫女に、それと知って求愛できる根性と知識の持ち主。陽気な皮肉屋で

、芸技・学問等はほとんど万能である。

　王家の先祖と月女神族とは特別のつながりがあるらしい。

http://85358.diarynote.jp/201606031905068062/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160603/85358_201606031905068062_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160603/85358_201606031905068062_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160603/85358_201606031905068062_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=oTXcFQi8V_o
file:///tmp/puboo/123094/440257/book/107225/read


とりあえず先に掃除と皿洗いしてきます…☆
（１９：１３）

てことで戻って参りました。

（２０：５０）

「ナンチャッテ家事」的に、ざくざくと床掃除と皿洗いと料理をやっつけてきました…ｗ

この３連休は、なかなか時間を有意義に使えましたね…♪

https://www.youtube.com/watch?v=KIJyU1IF-hg
Millennium - Time (Official Video) 

あと１時間だけ情報チェックしたら、洗濯と洗髪して、さっさと寝ちゃいますぅ…（予定。）

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 0.039 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00 0.040 0.039 0.039 6 
07:00 0.040 0.039 0.039 6 
08:00 0.041 0.040 0.041 6 
09:00 0.041 0.040 0.040 6 
10:00 0.040 0.039 0.039 6 
11:00 0.041 0.039 0.040 6 
12:00 0.044 0.041 0.042 6 
13:00 0.044 0.042 0.043 6 
14:00 0.043 0.041 0.042 6 
15:00 0.040 0.039 0.039 6 
16:00 0.039 0.039 0.039 6 
17:00 0.039 0.038 0.039 6 
18:00

https://www.youtube.com/watch?v=KIJyU1IF-hg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


…やっぱりちょっくら上がってたか…（－－＃）…★

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ58.1km 2016/06/03 19:03:32

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ43.3km 2016/06/03 17:40:44

特務機関NERV @UN_NERV · 6 時間6 時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年06月03日 16:18】
北海道地方は、４日朝から夜のはじめ頃にかけて、大気の状態が非常に不安定となる

見込みです。竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、大雨による低い土地の浸水に注

意してください。

https://www.youtube.com/watch?v=14RepxChezc
ダンス・ムーブメント(Dance Movements

北海道反原発連合 @HCANjp · 1 時間1 時間前 
本日、北海道庁に要請行動をしました。その様子が、同日、泊原発で行われた「泊原

発で事故が起こった際の安全対策訓練」と合わせて報道されました。

http://news.hbc.co.jp/06031900.html

さなる @senor_sp · 2時間2時間前 

泊原発、再稼動反対！

https://pbs.twimg.com/media/CkBafWnUgAA6mQ0.jpg

２００回目の道庁前抗議。

https://www.youtube.com/watch?v=lp30qy_qOus
爆弾の作り方（ライブバージョン）

https://www.youtube.com/watch?v=14RepxChezc
http://news.hbc.co.jp/06031900.html
https://pbs.twimg.com/media/CkBafWnUgAA6mQ0.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lp30qy_qOus


カラパイア @karapaia · 7時間7時間前 
【RT200UP】 うつや不安症、強迫性障害やADHDなどの精神疾患と仕事中毒は関連性
あり（ノルウェー研究） http://karapaia.livedoor.biz/archives/52218907.html …

…寝ます寝ます寝まうす…寝ましまりすッ☆

（違う。）

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52218907.html


（６月３日）　なかなかUFO来ないね・・・

http://85358.diarynote.jp/201606032149431585/

さあ！ダイエット1日目だ！／しらたきと小松菜のペペロンチー
ノ／北海道でサバイバル／カブとチンゲンサイ山盛り「キムチゲ

煮込み」／水式空気清浄機を再開。

2016年6月3日 ダイエット コメント (1)

　

はるかっちょ★！ @haruuukaxxx · 3分3分前 

さあ！！ダイエット1日目だ！！ 
https://pbs.twimg.com/media/CkB-2OtUYAAHUK8.jpg

k.t.a @ktacoocojp · 3時間3時間前 
こんばんは

今日も沢山の　有難うございます

しらたきと小松菜のペペロンチーノ

https://pbs.twimg.com/media/CkBdAroVEAAqbFv.jpg
簡単 ダイエットにいかがですか？しらたきと小松菜をつかったペペロンチーノです
宜しければご覧ください⇒ http://kta.c.ooco.jp/wwp/archives/9755 …

こーらいおん(ω)きくらげ @neriame0411 · 17時間17時間前 

おはようございまーす

今日も元気にがんばりましょー!!
https://twitter.com/neriame0411/status/738475418693423104

えぇもちろん♪　o（＾◇＾）o

私は今夜も、ガッツリ食べますよ…？

美味しい道産カブとチンゲンサイ山盛り

（道産鶏肉ちょっぴり入り）「キムチゲ煮込み」で〜す…♪

https://www.youtube.com/watch?v=kMDBI2S28OI
Groove Coverage - Let it be 

こらっぴ @colappy · 6時間6時間前 
北海道でサバイバル生活を生き抜いて発見されたやまと君（７歳）のニュース、米大

統領選やパリの大洪水のニュースをさしおいて、BBCやCNNのトップニュースになっ
てるのすごい。 
https://pbs.twimg.com/media/CkAWaIEUUAA5Kpl.jpg

http://85358.diarynote.jp/201606032149431585/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201606032149431585/
https://pbs.twimg.com/media/CkB-2OtUYAAHUK8.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CkBdAroVEAAqbFv.jpg
http://kta.c.ooco.jp/wwp/archives/9755
https://twitter.com/neriame0411/status/738475418693423104
https://www.youtube.com/watch?v=kMDBI2S28OI
https://pbs.twimg.com/media/CkAWaIEUUAA5Kpl.jpg


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
「北海道で行方不明だった少年、今朝、発見」

無事で良かった。行方不明になってから、ずっと世界中で報道されてたので、欧米の

主要メディアでも、今日のトップニュース。http://www.bbc.com/news/world-asia-
36441612 …

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【保護男児“田野岡大和”名乗る】
警察によりますと、けさ、北海道鹿部町で幼い男の子が見つかり、男の子は警察に対

して北斗市の小学２年生、田野岡大和くん（７）と名乗っているということです。

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160603/5843982.html …

御多分に漏れず、

てっきり「殺されて埋められた」と思っていたことを、自白しておきます…★

https://www.youtube.com/watch?v=nevDworPXaQ
Groove Coverage 7 Years & 50 Days 

カラパイア @karapaia · 3時間3時間前 
【RT600UP】 山火事で甲羅を失った亀の為、4人の獣医と1人の歯科医、そして3Dデ
ザイナーがタックを組んだ。3Dプリンターで見事な甲羅が出来上がった。
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52218568.html …
https://pbs.twimg.com/media/CkBLB6MUkAA65KB.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
大量死する動物たち。

このGoogle MAPのポイントのほとんどは 2011年以降のもの。
https://fusiontables.googleusercontent.com/fusiontables/embedviz?
q=select+col3+from+1MRc-
0PL5GNW5Cp8ioECfZzpBOeYgMddpNpb5_LMQ&viz=MAP&h=false&lat=22.958077829444363&lng=98.611093&t=1&z=2&l=col3
…

cmk2wlさんがリツイート 
ちきんの自称・姉（ばばあん） @vivian5163 · 5月21日 
@m_igeta　私もよ。かすみ目が最近ひどくて。それで水式空気清浄機を再開。しばら
くサボってたので、再開したらば、目の調子がいいのです、ちょっとすごいでしょ。

https://www.youtube.com/watch?v=64ozQca8its
Groove Coverage - Guardian Angel 

こーらいおん(ω)きくらげ @neriame0411 · 13時間13時間前 

なかなかUFO来ないね・・・
https://pbs.twimg.com/media/Cj_OzIPUgAYw79I.jpg

http://www.bbc.com/news/world-asia-36441612
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160603/5843982.html
https://www.youtube.com/watch?v=nevDworPXaQ
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52218568.html
https://pbs.twimg.com/media/CkBLB6MUkAA65KB.jpg
https://fusiontables.googleusercontent.com/fusiontables/embedviz?q=select+col3+from+1MRc-0PL5GNW5Cp8ioECfZzpBOeYgMddpNpb5_LMQ&viz=MAP&h=false&lat=22.958077829444363&lng=98.611093&t=1&z=2&l=col3
https://www.youtube.com/watch?v=64ozQca8its
https://pbs.twimg.com/media/Cj_OzIPUgAYw79I.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=i7DDtrzvrAA


https://www.youtube.com/watch?v=i7DDtrzvrAA
You-Groove Coverage 

https://www.youtube.com/watch?v=CTv9xLPu7Q8
amazarashi 『無題』 

…でもね…（－－；）…

放射【脳】のほうがキチガイ。

で、終わってくれてたほうが…

たぶん、嬉しかったけどね…。

こーらいおん(ω)きくらげ @neriame0411 · 6月2日 

今日もおつかれさまでした。

https://twitter.com/neriame0411/status/738354524595752960

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月4日2:03
　

ところでドイツやフランスの、

内陸型（大河沿い）の原発は、

無事なのか…？？

あんど、オランダに被害はないのか…？
 

https://www.youtube.com/watch?v=CTv9xLPu7Q8
https://twitter.com/neriame0411/status/738354524595752960
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月４日）　星占いで双子座の運勢は１１位。

http://85358.diarynote.jp/201606040820272983/

竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、大雨による低い土地の浸

水に注意してください。

2016年6月4日 環境は、生命圏で、生存権。

　

https://www.youtube.com/watch?v=Ac39tlEamUE
Wes - Awa Awa 

おはようございます。

０８：０３。

札幌の気温は１２℃。

無暖房で室温１７℃。

超〜強風。（＠＠；）

日中降水確率８０％ですが、

雨はもうやんで、晴れてきました…

（昨日は降水確率０％で終日降ってたしね…★）

http://85358.diarynote.jp/201606040820272983/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160604/85358_201606040820272983_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160604/85358_201606040820272983_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160604/85358_201606040820272983_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ac39tlEamUE


嫌〜なバイト４連勤の初日。

星占いで双子座の運勢は１１位。

（－－；）

さて…★

https://www.youtube.com/watch?v=u8fA8OrnzMw
Wes Madiko - Mizobiya

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

01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.042 0.039 0.040 6 
03:00 0.043 0.041 0.042 6 
04:00 0.044 0.043 0.044 6 
05:00 0.043 0.041 0.042 6 
06:00

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1464994200/1011-0010-101000-201606040750.gif?
t=1464994835
（０７：４０〜０７：５０）

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 日本 
【M2.7】苫小牧南方沖 深さ137.8km 2016/06/04 05:34:15

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.5】北海道南西沖 深さ22.0km 2016/06/04 00:08:46
(G)http://j.mp/1Y6uTl9 (アニメ)http://j.mp/1XW8OVZ

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ84.8km 2016/06/03 22:38:54

https://www.youtube.com/watch?v=-Bog1A_tx2g
WES MADIKO . ’’ IN YOUPENDI ’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=u8fA8OrnzMw
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1464994200/1011-0010-101000-201606040750.gif?t=1464994835
http://j.mp/1Y6uTl9
http://j.mp/1XW8OVZ
https://www.youtube.com/watch?v=-Bog1A_tx2g


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06月04日 04:42】
北海道地方は、４日朝から夜のはじめ頃にかけて、大気の状態が非常に不安定となる

見込みです。竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、大雨による低い土地の浸水に注

意してください。



（６月４日）　「恐れるな、未来は変えられる」。／う〜ん「ネタ帳」な音楽…♪

http://85358.diarynote.jp/201606040857365601/

もうダメだ／無意識に「大丈夫」と錯覚する／１時間0.５８μSv
で年間外部被曝５.1mSv。世界基準の約５倍／「5万ベクレルが
検出されましたが問題ありません」。

2016年6月4日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=lPYv6wM0Hlo
Wes - Africa free Dance 

たまご　※遺伝子組み換えでない @TMKGz · 8時間8時間前 
太陽フレアの引き起こす磁気嵐に備えて頭にアルミホイル巻くのは社会人の常識であ

るが。

…寡聞にして存じませんでした…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201606040857365601/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201606040857365601/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160604/85358_201606040857365601_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160604/85358_201606040857365601_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160604/85358_201606040857365601_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lPYv6wM0Hlo


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前 
今でも鮮明に覚えてる

3.11の時に福島原発が爆発した数日後、民主党の枝野さんの会見で「北関東のほうれん
草から、5万ベクレルのセシウムが検出されましたが問題ありません」
スーパーに行ったら、丁度、鍋の季節で報道を見ていないと思われる人々が鍋用の野

菜を買ってた。もうダメだと思った

Lightworker @Lightworker19 · 9 時間9 時間前 
【驚愕】元東電社員の内部告発【低線量障害, 東京電力, 福島原発】 #genpatsu #tepco
https://t.co/XdFHmRwBCe

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
福島原発事故直後

食品は（500ベクレル）以下なら流通させた。理由は「原発事故で野菜、肉、魚は、あ
る程度は汚染されてるから、この基準でないと食べるものがなくなる」という値

その後、改訂され（100ベクレル以下）なら全国に流通してる。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
（ベクレル：Bq）という単位
これも実態を知ると、バカにできない。危険なんですよね

1ベクレルというのは1秒間に「原子核が1個崩壊する＝放射線が出る」という事なので
、昨日、茨城の原発で漏れた数値は、37万ベクレルなので「1秒間に37万回の放射線が
出てる液体」という事ですね

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
マイクロやミリという単位

これに騙されちゃう。学校では『マイクロ、ミリは、小さい単位』と習うから、無意

識に「大丈夫」と錯覚する

例えば1時間あたり0.58μSvの地で生活すると、1年間の外部被曝だけで5.1mSv。世界
基準の約5倍
https://pbs.twimg.com/media/CkCEE7_UkAELaFc.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
放射能の単位は、ある意味で詐欺

わざとわかりにくくしてる。これは世界的に有名。ネットで「〜あたり、という単位

に騙されるな！」と欧米で警告してる。それと0.58μSvとか、小数点とマイクロで「
あら？平気？」と人間は錯覚する。それが狙い。

https://t.co/XdFHmRwBCe
https://pbs.twimg.com/media/CkCEE7_UkAELaFc.jpg


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
「〜あたり」という単位に勘違いする

https://pbs.twimg.com/media/CkBtbpRVAAANcqk.jpg
東京、読売、日経新聞は、わかりやすい単位（1リットルあたり37万ベクレル。これ
が750リットル漏れた）　でもNHKと毎日新聞だと（1平方センチあたり1700ベクレル
。これが0.75トン漏れた）

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
国もマスコミも一緒になって洗脳し、国民の命を奪っている！

https://t.co/K7FpHN6886

https://www.youtube.com/watch?v=Co4lXmALj_0
wes alane

…ほぉ〜ら★

cmk2wl @cmk2wl · 11 時間11 時間前 

「恐れるな、未来は変えられる」ターミネーター ３

「おんなのけつ」を観ただけで、

「なんだか大丈夫な気分」になるばかは、

…どいつだ…？？　ｗ（－－；）ｗ…★

yoshitomo nara @michinara3 · 2時間2時間前 
うちは農家ではないですが、趣味みたいにイチゴやブルーベリー、ビルベリーにジュ

ーンベリー、コシアブラや行者ニンニク、ミョウガ等々が育っている。自分家では食

べるけれど、人にはあげない。やっぱ、ここらへんは線量が高いから。

https://pbs.twimg.com/media/CkBtbpRVAAANcqk.jpg
https://t.co/K7FpHN6886
https://www.youtube.com/watch?v=Co4lXmALj_0
https://www.youtube.com/watch?v=mOYZaiDZ7BM


https://www.youtube.com/watch?v=mOYZaiDZ7BM
Rednex - Cotton Eye Joe (Official Music Video) [HD] - RednexMusic com 

躍る阿呆に観る阿呆…

同じアホなら、逃げなきゃ死ぬ死ぬ！

https://www.youtube.com/watch?v=Yau8nHOXhug
Rednex - Spirit Of The Hawk (Official Music Video) [HD] - RednexMusic com 

う〜ん「ネタ帳」な音楽…♪

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月4日16:22
厄日。

厄日としか言いようがない厄日。(-”-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月4日16:35
　

ちなみに新人さんが早くも

４人くらい辞めた？らしいｗ

そりゃ、あれだけアカラサマに「誰さんをみんなで虐めましょ♪」てやってるアホがいりゃ…

(-_-#)

まともな神経のやつは、虐めに参加するよりゃ、辞めるよなぁ…

┐(’〜`；)┌

https://www.youtube.com/watch?v=Yau8nHOXhug
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


 
 
 
 



（６月４日）　相変わらず霊性？と精神衛生に悪いバイトで、

http://85358.diarynote.jp/201606042122133093/

6月4日の日記

2016年6月4日 就職・転職 コメント (1)
　

（前項）

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月4日16:35

ちなみに新人さんが早くも

４人くらい辞めた？らしいｗ

そりゃ、あれだけアカラサマに「誰さんをみんなで虐めましょ♪」てやってるアホが

いりゃ…

(-_-#)

まともな神経のやつは、虐めに参加するよりゃ、辞めるよなぁ…

┐(’〜`；)┌

無事故で無事帰投。

相変わらず霊性？と精神衛生に悪いバイトで、

無駄に疲れました。

(∋_∈)

情報チェック無理。(∋_∈)
寝ますぅ…
　

 

http://85358.diarynote.jp/201606042122133093/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201606042122133093/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160604/85358_201606042122133093_1.jpg


    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月4日21:36
　

うちの台所の輪ゴムの劣化具合から逆算すると、今日の札幌は０.０６μを超えていたもよう…？

ヽ（・＿・；）ノ

 

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


（６月５日）　大切な秘密。

http://85358.diarynote.jp/201606050736588871/

『10月はたそがれの国』…？？

2016年6月5日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=BZvQMgNi9C8
Rednex - The Way I Mate (Official Music Video) [HD] - RednexMusic com

おはようございます。

０７：３０ジャスト。

札幌の外気温は１０℃！まで下がりました。

（＠＠；）

無暖房で室温は１６℃。

階下は土日で留守なので、

主な熱源は私の体温と湯沸かしポットの熱かな…
ｗ（－－；）ｗ

せっかく先週しまったばかりの冬服を、また全部ひっくり返して掘り出して着ている気分のヤサ

グレ具合はご理解いただけますでしょうか…

５月初旬に雪が降るお茶目は札幌だからまぁ許容範囲内として。

（－－；）

５月中旬に３０℃超えといて、

６月初旬に１０℃って…

私の気分が滅入っているのは、どうもカラダが

「今は秋！鬱病再発の１１月！」と、

理解してしまっているようです…★

もぉヤケ☆彡

http://85358.diarynote.jp/201606050736588871/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201606050736588871/
http://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4488612024/
https://www.youtube.com/watch?v=BZvQMgNi9C8


https://www.youtube.com/watch?v=qbfDe7p5cnU
Rednex - Wild And Free (Official Music Video) [HD] - RednexMusic com 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=_8yGGtVKrD8
Jumpin Jive - Cab Calloway and the Nicholas Brothers 

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 音更町 
【M2.8】十勝地方 深さ134.2km 2016/06/05 04:54:30
(G)http://j.mp/1Y8mf5m (Y)http://j.mp/1XZlnQ8

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.9】北海道東方沖 深さ63.9km 2016/06/04 18:34:44

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【最大震度3】(気象庁発表) 十勝沖 深さ約10km M4.4 4日12時15分頃発生 
(G)http://j.mp/25CRQ1j (気象庁)http://j.mp/1Unpr7x

https://www.youtube.com/watch?v=JLvyZJZMYpw
John The Revelator
 
    
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=qbfDe7p5cnU
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=_8yGGtVKrD8
http://j.mp/1Y8mf5m
http://j.mp/1XZlnQ8
http://j.mp/25CRQ1j
http://j.mp/1Unpr7x
https://www.youtube.com/watch?v=JLvyZJZMYpw


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月5日8:55
　

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 18時間18時間前 

この歌をつくった友人は、風の噂では今も元気。フクイチ爆発時は長野にいて、間髪おかずに素

早く四国まで下がったと聞いた。

 
もう還暦は過ぎてるはずだけど、いつも彼は軽快だ…
 
「好きなことをやりな。そしたら、お天道様と米粒は必ずついてまわるよ」と、大切な秘密を教

えてくれた恩人。

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606050849149624/
 
…モチベ皆無ですが。
糊口をしのぐため、バイトに逝ってきます…★
…（－－；）…★
 

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


（６月５日）　（※この場合アルパカ狼さんは必需品でなく贅沢品の扱い。）

http://85358.diarynote.jp/201606052122327721/

6月5日の日記

2016年6月5日 就職・転職 コメント (1)
　

無事帰投。21:30。

今日はとても良い一日でした。

o(^-^)o

生存に必要な条件が

すべて満たされてた感じ。

(*^_^*)

（※この場合アルパカ狼さんは必需品でなく贅沢品の扱い。）

せっかくなので無駄にストレスフルな情報チェックなんぞせずに洗濯して入浴して漫画読んで

寝ちゃいますぅ…♪

　(^O^)/~~ see you !

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月5日23:40
　

１４時から１０時間近く国内の有感地震が止まってる？

http://85358.diarynote.jp/201606052122327721/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201606052122327721/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160605/85358_201606052122327721_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


(・_・;)
 



（６月６日）　今日は確率論的に言うとアルパカ狼さん遭遇確率１００％？のはずな
ので…

http://85358.diarynote.jp/201606060751578162/

態度 いず ハイ。（違う）

2016年6月6日 環境は、生命圏で、生存権。

　

https://www.youtube.com/watch?v=ppYgrdJ0pWk
Blondie - The Tide Is High 

おはようございます。

６月６日の７時４７分でした。

現在気温は北東向きの玄関前に吊るした百均の温度計に直射日光が当たってしまう時季に突入し

たため正確なところが分りません。（＾＾；）

…西向きの窓に移したほうがいいかな、でも風が当たるとガタガタうるさそうなんだよな…

４連勤の３日目ですが、昨日は割と仲のいい人と、ふつうに私と会話してくれる（まだ何も気づ

いていない）新人さんが両隣の席で終日「ふつうの会話」に恵まれてとても楽しい一日でしたし

、今日は確率論的に言うとアルパカ狼さん遭遇確率１００％？のはずなので…

http://85358.diarynote.jp/201606060751578162/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160606/85358_201606060751578162_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160606/85358_201606060751578162_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160606/85358_201606060751578162_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ppYgrdJ0pWk


機嫌はよろしいですよ♪

o（＾ｗ＾）o

天気は晴天！　ほぼ無風♪

これ以上、望むべくもなし！

！（＾◇＾）！

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

01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.038 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

…ん〜線量がこれ以上上がりませんように…★

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465166400/1011-0010-101000-201606060740.gif?
t=1465167032
（０７：３０〜０７：４０）

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 幕別町 
【M2.6】十勝地方 深さ103.9km 2016/06/06 04:45:02
(G)http://j.mp/25HEgxj (Y)http://j.mp/25FSATl

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M3.0】北海道東方沖 深さ161.7km 2016/06/05 22:28:45
(G)http://j.mp/1TQ87bK (アニメ)http://j.mp/1TQ7cZ0

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ77.6km 2016/06/05 18:18:29

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465166400/1011-0010-101000-201606060740.gif?t=1465167032
http://j.mp/25HEgxj
http://j.mp/25FSATl
http://j.mp/1TQ87bK
http://j.mp/1TQ7cZ0


https://www.youtube.com/watch?v=fGzISmJzyi8
Hallelujah on Panflute | Aleluya by Edgar Muenala | (Official Music Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fu-j--lYqlI
本日のスープ／大泉洋　with　STARDUST REVUE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fGzISmJzyi8
https://www.youtube.com/watch?v=Fu-j--lYqlI


（６月６日）　アルパカ狼さんと（ちょっとだけど）話せたから、

http://85358.diarynote.jp/201606062155539038/

人生万事寨翁が或るバカ狼さんが出たぞ〜！ （…イミフ…

2016年6月6日 就職・転職 コメント (1)
　

１時間に１回くらいしか電話が鳴らず、死ぬほど暇だったのに

何故か残業３０分に捕まって、

 
しかし買物はしっかり確保して

先ほど無事帰投。

典型的な？

【吉凶縞模様】だった一日。

(-"-;)

しかし隔離監視拷問座敷牢隣にベクレミイラ

推定４５歳だが７０歳の末期癌患者にしか見えない食べて【負う怨】

機知外のナレノハテ付き…(-_-#)…に座らせられてたおかげで？

アルパカ狼さんと（ちょっとだけど）話せたから、

まぁ、あとのことにはお釣りを払ってやるわよ…┐(’〜`；)┌…☆

（詳細は覚えてたら明日〜）

洗濯して入浴して

マンガ読んで寝ますぅ…♪

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。

http://85358.diarynote.jp/201606062155539038/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201606062155539038/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160606/85358_201606062155539038_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dIJlfrJ2YYs


 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月7日7:57
　

もう「嫌な事」の「記憶は抹消済み」になってしまったので、

省略。（＾＾；）
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（６月７日）

http://85358.diarynote.jp/201606070813351126/

空気は埃臭くて、あまり良くありません。

2016年6月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

おはようございます。

０７：５７でした。

気温は２０℃を超えているのは確かです。

空気は埃臭くて、あまり良くありません。

（－－；）

４連勤の最終日。

さて。ロクでも無さそうな情報チェックをば…。

https://www.youtube.com/watch?v=eM8Ss28zjcE
Queen - I Want To Break Free (High Quality) 

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

12:00 0.040 0.039 0.039 6 
13:00 0.040 0.039 0.040 6 

http://85358.diarynote.jp/201606070813351126/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201606070813351126/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160607/85358_201606070813351126_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160607/85358_201606070813351126_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160607/85358_201606070813351126_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=eM8Ss28zjcE
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


14:00 0.040 0.039 0.039 6 
15:00 0.039 0.039 0.039 6 
16:00 0.040 0.039 0.039 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 0.039 0.039 0.039 6 
21:00 0.040 0.039 0.039 6 
22:00 0.040 0.039 0.040 6 
23:00 0.040 0.039 0.040 6 
24:00 0.039 0.039 0.039 6 

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

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.5】日本海東部 深さ47.9km 2016/06/06 23:56:57

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 日本 
【M4.1】根室半島沖 深さ79.7km 2016/06/06 19:16:02
(G)http://j.mp/1UCA5Km (アニメ)http://j.mp/1VHlLTq

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.7】青森県西方沖 深さ12.0km 2016/06/06 18:09:20

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 � 北海道 新ひだか町 
【M3.0】日高地方 深さ25.9km 2016/06/06 08:25:23
(G)http://j.mp/1XvfSKI (Y)http://j.mp/1r920Y2 (アニメ)http://j.mp/1WBcw8p

 
    

http://j.mp/1UCA5Km
http://j.mp/1VHlLTq
http://j.mp/1XvfSKI
http://j.mp/1r920Y2
http://j.mp/1WBcw8p


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月7日9:03
　

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 23時間23時間前 

#クライシスカレンダー 06/06【1941年 幌内ダム決壊事故】09:30頃発生 死者60人 オホーツク海側
の雄武町にあるダムが上流の集中豪雨により決壊、越流部のうち50mが流失、残り30mが崩壊した
。戦後に発電用ダムとして再整備されたが現在は役割を終えて砂防ダムに。
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（６月７日）　アルパカ狼さん病欠決定という時点で私には厄日。(∋_∈)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606070857182311/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月7日10:28
　

札幌でも、

被曝症状の出ている人、

はっきり死相が見えている人、急激に増えて来ました…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606071410551118/

【大宮駅】【三菱マテリアル】【放射性廃棄物】貯留施設【漏洩

疑惑】／…個人的に厄日…。(T_T)

2016年6月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/201606071410551118/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201606071410551118/


アルパカ狼さん病欠決定という時点で私には厄日。(∋_∈)

他はまぁどうでもいいけど、

ミニサイズ大魔王エルさんまで元気（覇気？）がないな…
(・ω・;)(;・ω・)

前項訂正つうか補正。

大宮はいつでも線量高いです。

(-_-#)

安全データ偽装常習犯【三菱】マテリアルの放射性廃棄物貯留施設が大宮駅に隣接している…

（そして連日の地震。フクイチメルトフロ〜地下核爆発水流が、大宮地下にも潜りこんでる…

。。。(〃_ _)σ‖
 
    
 



コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月7日23:02
　

吉凶ジェットコースターだった

４連勤がなんとか終了。(^_^;)

いつもの「夜遊び」回遊ルートをさくさくまわって無事帰投。

(^_^;)

明日は私のお誕生日！ですよ…

(^。^;)

ごはん食べて

漫画読んで

寝ますぅ…☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月8日7:38
０

５６

４２

００☆
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（６月８日）　祝！５２歳…♪

http://85358.diarynote.jp/201606080745141943/

　☆　♪　誕 生 日　♪　☆彡

2016年6月8日 家族・子育て コメント (14)

　

　おはようございます。

　　誕 生 日　です ♪

　　o（＾◇＾）o

　おめでとう、私！

　祝！５２歳…♪

https://www.youtube.com/watch?v=OObAwIEjRE8
楯　直己 - The Voice of the Earth

お♪ （＾＾）良い曲を拾った…♪

http://85358.diarynote.jp/201606080745141943/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=232
http://85358.diarynote.jp/201606080745141943/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160608/85358_201606080745141943_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160608/85358_201606080745141943_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160608/85358_201606080745141943_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=OObAwIEjRE8


０７時３７分でしたが、ＰＣが何かやってて１分停止？

現在すでに０７時４５分。

札幌の気温は２２℃ほど。もやもや湿度。

かび臭くい細かい埃が充満していて、空気は良くありません…

…（－－＃）（てか、悪い★）

https://www.youtube.com/watch?v=iCuy8LtRT_g
楯　直己 - The Voice of the Forest 

毎年のことですが、「誕生日」ってのは、前日までの「何して祝おうかな♪」てなワクワク気分

のほうが楽しくて…

当日は、必ずガッカリな事態になるという…

（懲りたので、前祝い、後祝い、分散してゆる〜く祝うことにしております…）

なにしろ、生まれてきて性別が判明した瞬間に、

「なんだ、要らない。」

「産むんじゃなかった！」と、

「ガッカリされてしまった」赤ン坊でしたから。ねぇ…

よくまぁ殺されずに、今日まで５２年も！

しぶとく生き延びてきたものです…★

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…☆

その「こんなの産むんじゃなかった！」と全身で表現しながら私をいやいやいやいや〜に育てた

我が母は、今年はカッコウの口実を見つけ、ついに！

https://www.youtube.com/watch?v=iCuy8LtRT_g


形だけですら、「実の娘の誕生記念日を祝う気が全く無い。」という、本性をあらわにしまし

たよ…★

（今年は「プレゼント無し！」という宣告は受けておりましたが…

…カードすら、送って来ねえよ…ｗｗｗｗ）

まぁ、うん。

「要らないコ」ですから…

なにに遠慮があるものか？

私だって、オマエらなんか、

　要 ら な い よ … ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=0QrjTjitGHU
楯　直己 - Sail with the Tide 

http://85358.diarynote.jp/?day=20160608
http://85358.diarynote.jp/?day=20150608
http://85358.diarynote.jp/?day=20140608
http://85358.diarynote.jp/?day=20130608
http://85358.diarynote.jp/?day=20120608

https://www.youtube.com/watch?v=0QrjTjitGHU
http://85358.diarynote.jp/?day=20160608
http://85358.diarynote.jp/?day=20150608
http://85358.diarynote.jp/?day=20140608
http://85358.diarynote.jp/?day=20130608
http://85358.diarynote.jp/?day=20120608
http://85358.diarynote.jp/?day=20110608


http://85358.diarynote.jp/?day=20110608

http://85358.diarynote.jp/?day=20100608
http://85358.diarynote.jp/?day=20090608
http://85358.diarynote.jp/?day=20080608
http://85358.diarynote.jp/?day=20070608

http://76519.diarynote.jp/?day=20070608
http://76519.diarynote.jp/?day=20060608

…とにかく、誕生日に嬉しいことが、あったためしが無いからなぁ…★

…＜（－－；）＞…

（今日は終日、おとなしくヒキコモリして、いつも通りに家事と惰眠と原稿〜☆）

https://www.youtube.com/watch?v=VrkM00Zz-Io
楯　直己 - At the Break of Dawn

https://www.youtube.com/watch?v=mOO5qRjVFLw
This is Your Fight Song (Rachel Platten Scottish Cover) 

https://www.youtube.com/watch?v=caF6nJxTejc
君の知らない物語 - supercell
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月9日14:03
　

あ、鬼母ですが、一日遅れで、なんかとてもブナンでカンタンなものを送ってきました…☆

http://85358.diarynote.jp/?day=20100608
http://85358.diarynote.jp/?day=20090608
http://85358.diarynote.jp/?day=20080608
http://85358.diarynote.jp/?day=20070608
http://76519.diarynote.jp/?day=20070608
http://76519.diarynote.jp/?day=20060608
https://www.youtube.com/watch?v=VrkM00Zz-Io
https://www.youtube.com/watch?v=mOO5qRjVFLw
https://www.youtube.com/watch?v=caF6nJxTejc
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（昨夏にわざわざ「私の気持ちです」つってフクシマの毒りんごを贈ってよこしやがった時には

さすがにひさびさに殺意が再燃しましたが、最近オトナシイのは、おそらく被曝症状が出て、私

の言ってたことのほうが正しいと、ようやく理解したんでしょうね…★）
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月9日7:35
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年11月23日 

　

オレはお前の期待に応えるために、この世界にいるんじゃない。

お前もオレの期待に応えるために、生きているわけじゃない。

　

ブルース・リー

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月17日8:54
　

cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 

あなたが、私に対して、 なって欲しいという者に、私はなる義務がない。 

モハメド・アリ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月29日9:16
　

うちの鬼ババもそう。（－－＃）

　　↓
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JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
うたさん @joker_budou · 7月27日 

子供の気持ち。

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

　　↑

ちなみに、この「うたさん」は、

「歌いながら大地を歩く」さんでは、ナイ。

（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日12:07
　

OTL49さんがリツイート 
まつりか @R_reddot · 8月26日 

バイト中に小学生くらいの女の子が「商品落として壊しちゃいました…」ってわざわざ持ってき
てくれたんだけど

後から来たその子の母親が「何で店の人に言うの！？」って怒鳴るし私には「それ買う気ないか

らお金払わないよ」って言って女の子引っ張ってお店出てったの、もう、唖然

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月13日7:46
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 5月24日 

自分に対する否定的な心を捨てるのよ。

https://pbs.twimg.com/media/DFviaHjVYAEBaJD.jpg
http://85358.diarynote.jp/
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自分自身ではなく、自分を怖気づかせる原因を作った人たちを否定するの。

レディー・ガガ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月20日8:23
　

OTL49さんがリツイート 
音楽と猫 @Lintu_311 · 9月18日 
　

北欧人はじめ、なんで外国の人ってこんなに話しやすいんだろーと思っていたけれど、

彼らは「自分の機嫌は自分で取っている」からだった。

いつ話しかけられても、相手には機嫌の良い自分を見せるのがマナー。

日本だと「力が上」の人間が「下の者に機嫌を取ってもらおうとする」。その正体は「甘え」だ

。

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月21日9:53
　

OTL49さんがリツイート 
今一生＠固定ツィ見たらRT @conisshow · 10時間10時間前 

　

20年ぶりに『親への手紙』を作る動機の一つには、

虐待されて大人になった友人が20代で次々に亡くなった

ことがある。ある人は自殺し、ある人はいつものように処方薬をオーバードーズした後で銭湯

で「変死」した。若者の葬式に行くのは、もういやだ。

 
生きづらい人でなく、生きづらい社会を変えたい。

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

2017年9月29日7:31
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2012年12月29日 

　

サイコパスは社会の捕食者であり生涯を通じて他人を魅了し、操り、情け容赦なく我が道だけを

行き、心を引き裂かれた人や期待を打ち砕かれた人を後に残していく。良心や他人に対する思い

やりに全く欠けており、罪悪感も後悔の念もなく、自分勝手に欲しいものを取り、好きなように

振る舞う。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月29日7:42
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年2月11日 

サイコパス

【想像力が異常に旺盛で、空想を現実よりも優先する】

【弁舌が淀みなく、当意即妙の応答がうまい】

【人の心を操り、人気を集め、注目を浴びることに長けている】

 
自己中心の空想に陶酔して、他人の批判を許さない。

自ら嘘をついて、いつのまにかその嘘を自分でも信じ込んでしまうのである。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年9月4日 

”良心をもたない人たち”
・治らないものを、治そうとしないこと。（相手は変わらない）

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

http://85358.diarynote.jp/
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いこと。

・自分の心を守ること。

・しあわせに生きること

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年9月4日 

”良心をもたない人たち”

・人に同情しやすい自分の性格に、疑問をもつこと。

（人をたえず傷つけておきながら同情を買おうと大げさに働きかけてくる相手に、

　ついほろりとすることが多い場合、

　あなたはサイコパスとかかわっている可能性が高い。）

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年9月4日 

”良心をもたない人たち”

・必要なときは、尊敬の意味を自分に問いなおすこと。

・ゲームに加わらないこと。（人の心をあおるのは、サイコの手口）

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

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年9月4日 

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

いて、

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



・ 調子のいい言葉を疑うこと。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年9月3日 

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

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

るものとのあいだで判断が分かれたら、自分の直感にしたがうこと。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月29日8:21
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 1月8日 

「自分は弱いから」という理由をもってくることは、哲学の死だ。

あなたは強いからアレもコレも許されないが、自分は弱いから何でも許される、というずるく汚

い態度につながる。

いったんこの論理を振り回しはじめたら、もう思考は堕落の坂をころがってゆくだけだ。

中島義道

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月25日1:10
　

OTL49さんがリツイート 
今一生＠固定ツィ見たらRT @conisshow · 11月18日 

「家出は親から虐待される家からの避難」という社会的認知が広まっていれば、座間事件が単な

る殺人事件ではないことに多くの人が気づくはずだが、

 
家出したという事実を軽視し、「遺族がかわいそう」で思考停止してる人が少なからずいるのは

、新聞やTVがこれまで家出をきちんと取材してこなかったツケ。

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）

2017年12月2日13:50
　

…うちの愚母は２歳児並みか…（－－；）…。
　　↓

OTL49さんがリツイート 
きなこ3  @ h4m1 · 11月29日 

年長の娘が幼稚園でシスターに「お友達に意地悪された時、謝ってもらっても自分の心が整うま

では許せなくてもいいのよ」という旨の話を聞きとても胸に落ちたらしいので、いい歳をして人

様に心無い振る舞いをした上に

「謝ったんだから許せ大人気ない」

など主張する方は2歳児クラスさんへどうぞ。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月3日9:55
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ソウル・フラワー・ユニオン @soulflowerunion · 12月1日 

大声の叱責で5歳児がPTSDに　「しつけだから当たり前」という大人の「常識」が覆る最新脳科
学

https://www.bengo4.com/internet/n_7040/ …

　

「大声で叱責する…等は、殴る蹴るなどの身体的な虐待ではありませんが、
 
分別のついていない子どもに対して、諭すのではなく、怒鳴りつける行為は

『マルトリートメント』にあたる」

https://twitter.com/soulflowerunion/status/936622744757714944

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
https://www.bengo4.com/internet/n_7040/
https://twitter.com/soulflowerunion/status/936622744757714944


 



（６月８日）　「何てことない平凡で平穏な日常」。

http://85358.diarynote.jp/201606080838561347/

札幌市白石区の北東玄関の朝の直射日光が当たる温度計は２２℃

／「去年と同じ」／「何てことない平凡で平穏な日常」。

2016年6月8日 環境は、生命圏で、生存権。

　

https://www.youtube.com/watch?v=xcggrJJIcBI
楯　直己 - Hey People, Come on！

（前項参照）

あらためまして、０８：０４です。

札幌市白石区の北東玄関の朝の直射日光が当たる温度計は２２℃。

蒸し暑く感じるチョ〜明るい曇天。

【死害線】たっぷり。

空気に２．５？充満。

予報はちょっくら嵐。

http://85358.diarynote.jp/201606080838561347/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160608/85358_201606080838561347_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160608/85358_201606080838561347_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160608/85358_201606080838561347_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xcggrJJIcBI


…ナンチャッテ水式クン稼働…★

…いや、このまま関東にいたりしなくて、本当に良かった…★
＞2011年6月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! 

http://85358.diarynote.jp/201106080210114766/
夜間緊急!!!!（※三沢台小学校、注意!!!!）

http://85358.diarynote.jp/201106081459081614/
現況。（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=1uyg0HHepj8
楯　直己 - Celebration "One Breath” 

…何はともあれ…（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201506081709049597/
た…誕生日なのに、ケーキがない…っ(ToT)
2015年6月8日 グルメ コメント (1)

「去年と同じ」、

「何てことない平凡で平穏な日常」が、

「まだ」繰り返せてる…☆

この惨状の地球で。

それに勝る贅沢が、ありますでしょうか…？？

…「やってること」ぜんぜん「変わってない」し…ッｗｗｗ

http://76519.diarynote.jp/?day=20070608
『　Da Lem Earth　−大地の国−　』　（＠中学1年か2年）　
2007年6月8日 連載（2周目・大地世界物語） コメント (1)

http://85358.diarynote.jp/201106080210114766/
http://85358.diarynote.jp/201106081459081614/
https://www.youtube.com/watch?v=1uyg0HHepj8
http://85358.diarynote.jp/201506081709049597/
http://76519.diarynote.jp/?day=20070608


http://76519.diarynote.jp/?day=20060608
『（水の大陸）』　（1986.08.23.の、創作メモ帳より。）　
2006年6月8日 連載（2周目!・上古神代〜水の大陸） コメント (6)

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

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

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

土肥寿郎 @jyu6 · 6月6日 
７月刊行予定の第２弾は斉藤武一著『泊原発とがん』（税込756円＝ブックレット）
です。道民にとってはかなり衝撃のリポート。現在鋭意編集中。 
https://pbs.twimg.com/media/CkQ5lXLUoAAmkou.jpg

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465342200/1011-0010-101000-201606080830.gif?
t=1465342836
（０８：２０〜０８：３０）

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.2】北海道南西沖 深さ212.5km 2016/06/08 01:24:19
(G)http://j.mp/1Ux2Hlq (アニメ)http://j.mp/1rbGsKh

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M3.1】北海道東方沖 深さ120.5km 2016/06/07 21:37:43
(G)http://j.mp/1UDqO4W (アニメ)http://j.mp/1t515t1

http://76519.diarynote.jp/?day=20060608
https://www.youtube.com/watch?v=yET4p-r2TI8
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://pbs.twimg.com/media/CkQ5lXLUoAAmkou.jpg
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465342200/1011-0010-101000-201606080830.gif?t=1465342836
http://j.mp/1Ux2Hlq
http://j.mp/1rbGsKh
http://j.mp/1UDqO4W
http://j.mp/1t515t1


地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.7】北海道北西沖 深さ291.4km 2016/06/07 18:13:11
(G)http://j.mp/1rb6FIY (アニメ)http://j.mp/1te2mOV

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 北海道東方沖 深さごく浅い M4.6 7日14時17分頃発生 
(G)http://j.mp/1WCMt0z (気象庁)http://j.mp/25JPGjX

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) 

 
 

http://j.mp/1rb6FIY
http://j.mp/1te2mOV
http://j.mp/1WCMt0z
http://j.mp/25JPGjX
https://www.youtube.com/watch?v=foUTKhEhp2A


（６月８日）　今の生活を1ミリも変えないでなんとか痩せたいのが人間なんだろ
うなぁ。

http://85358.diarynote.jp/201606081243424168/

我慢ゼロ／ダイエットで調べてるのに肉じゃが広告出してくるク

ックパッドなかなか鬼畜／関東で子供の骨折増えている／魚介類

の骨は絶対に食べてはいけない！

2016年6月8日 ダイエット コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=D8S1D2OYm2w
Minoru Muraoka - Japanese koto funk - Victor Kiswell Archives 
　

ダイエットの名言 @_diet_meigen_ · 7分7分前 
好きな人できてからダイエットでは遅すぎる。

痩せようと頑張ってるうちに好機を逃す！

今から始めなきゃ間に合わん！

管理栄養士 梅原祥太 @k9kkkkk9k · 15分15分前 
一緒に外食に行った万年ダイエッターの友人が「ダイエット中だから一番カロリー低

いやつにする」と言っていましたが、これでは痩せるのは難しくなります。

こういった場合は、痩せる痩せないをカロリーで考えてしまっているところと、「ダ

イエット”中”」という認識などを改めていくと良いです。

袴田/19日家宝一般 @_hkmar · 17分17分前 
｢オートミールダイエット｣で調べてるのに肉じゃがの広告出してくるクックパッドく

んはなかなか鬼畜

めしだ @kanaboonmeshida · 39分39分前 
我慢はダイエットに悪いって言うし食べちゃおーo(｀ω´ )o

植田知成@マッチョ29公式 @CLOVER_GYM · 53分53分前 
一般女性誌のダイエット特集とか見て思うのが、運動を極端に嫌っていると感じる

こと。「血糖値を上げないために！」とかの食事の一工夫とか、身体を動かすとかで

もストレッチを薦めるくらい。

http://85358.diarynote.jp/201606081243424168/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201606081243424168/
https://www.youtube.com/watch?v=D8S1D2OYm2w


今の生活を1ミリも変えないでなんとか痩せたいのが人間なんだろうなぁ。

モデルプレス @modelpress · 3時間3時間前 
我慢ゼロで2週間後に－7kg？夏までに健康美痩せでダイエット成功する方法

進藤学 @ShindoGaku · 4時間4時間前 
６月のオチョ日

ダイエット＝食事制限は定番ですが、単に摂取カロリーを減らすのは逆効果。生きる

為にカロリーを温存し、取ったカロリーは全て溜めこむ＝省エネ体質になってしまい

ます。この状態で暴飲暴食したら…。食べても太らない燃費の悪いカラダを目指しま
せんか？

オチョまつ様でした…

殺せんせーの授業 @korsensei · 5時間5時間前 
男なら5回、女なら3回ラジオ体操をするだけで一日に必要な最低運動量を満たせるん
です。

ダイエット中、運動不足が気になる、だけど運動が嫌いな人はラジオ体操だけでも始

めてみたらどうでしょうか？

管理栄養士 梅原祥太 @k9kkkkk9k · 5時間5時間前 
「体重を落とすのが目標」か「理想の状態を無理せずキープできるようになるのが

目標」かは全く違うことで、後者を目標とするなら食事制限や○○ダイエット、痩せ

たいために無理して行う運動などは良くない。

これらは前者のようなリバウンド覚悟のもの。後者なら食事の量も内容も充実させた

いですね。

…たぶん、
「被曝を認めたくない」のも、

「面倒だから、努力なんかしたくない」の心理…

…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=U3yUuE2x1fs
haruomi hosono - close to you 

https://www.youtube.com/watch?v=U3yUuE2x1fs


悪女時代 会員Ｎｏ.24 うにたん @U_nitan · 3分3分前 
体重が増えると出る…(^^;;
あのーダイエットしてるはずなんですけど…
求めてるのは標準体重ではありませぬ。 
https://twitter.com/U_nitan/status/740380765318316032

成瀬心美 @coco3n · 2時間2時間前 
美味しいご飯食べたいし

ダイエット頑張りたいし

可愛い服着たいし

靴やカバンも欲しいし

色んなとこ旅行したいし

生きるにはお金がかかるなぁ。

欲にもお金がかかるなぁ。

https://www.youtube.com/watch?v=S8we8i7DC4M
Irfan - Otkrovenie 

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
何度も書くが、放射能汚染の主役はセシウムからストロンチウムに移行しているが、

政府は意図的に測定せず公表もしない

いずれも事故直後の８８％残っている

セシウムは茶葉や茸類、山菜に集中、ストロンチウムは水棲生物すべてを汚染し濃縮

している

魚介類の骨は絶対に食べてはいけない！

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
茨城・千葉のお母さん９人の母乳のうち４人から放射性ヨウ素を検出　（２０１１年

の３・１１後）　/　最高は千葉県柏市のお母さんの母乳で、リットル３６．３ベクレ
ル

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/06/post-9ac8.html#more …

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
福島の果実はストロンチウム９０入り

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1830.html …

https://twitter.com/U_nitan/status/740380765318316032
https://www.youtube.com/watch?v=S8we8i7DC4M
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/06/post-9ac8.html#more
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/blog-entry-1830.html


ストロンチウムはカルシウムと同じ性質、地下水に溶け込む

果実栽培地の地下水は、すでにストロンチウム９０で汚染されている

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
医者が私を説得しました「中絶しなさい。ご主人はチェルノブイリにいらしたんです

から」。夫は運転手で最初の数日にあそこにつれていかれ、砂を運んでいたのです。

（略）死産でした。指も二本たりなかった。女の子。泣きました。指ぐらいあれば

よかったのに、女の子なんですもの。チェルノブイリの祈り

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
「生徒には服が支給され（略）通達にしたがって母親たちは毎日この服を洗濯しなけ

れば（略）着替えがなかった（略）なぜ服を毎日洗う必要があるのか、わかってい

なかった（略）母親にしてみれば、汚れというのはインクや泥、油のしみであって、

短寿命のアイソトープとか（略）」チェルノブイリの祈り

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
チェルノブイリの住民「毛布に〈しみ〉が見つかりました。ママは洗ったり掃除機を

かけたりしましたが、だめでした。ドライクリーニングに出しました。この〈しみ

〉は、はさみでくり抜いてしまうまで〈光って〉いました。」

チェルノブイリの祈り。

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 11時間11時間前 
@cmk2wl 
＊牛白血病 発症頭数（日本）　
2009　1369
2010　1774

2011　欠測

2012　2090
2013　2310
2014　2415
2015　2023

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 14時間14時間前 
名無し：06/07 20:05



michikoko817
夫の上司の子供は3兄妹だが、全員骨折したらしい。未就学児。ひとりは神経が戻るか
わからないらしい。一応夫には、関東で子供の骨折増えている、食べるもの気をつけ

た方がいいと伝えてって言ったけど…神奈川県藤沢市

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 

◎１９７９年以降の小児マヒは、全て『小児マヒワクチン』自体が

　引き起こしたものである（ワシントンポスト誌）

◎小児マヒの強制予防接種が行われた地域では、

　小児マヒ発生率が、行われなかった地域に比較して７倍増加

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 15時間15時間前 
lovepeacemama 2012年07月

「管理区域の中では、

防護服の腕まくりをしたって

東電の人に怒られるんです。

18歳未満は入れません。

それと同じような

線量になった福島を、

半袖の子供が

マスクもしないで

歩いているんですよ」

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 24時間24時間前 
詳細（http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160606-00000128-jij-soci …）
https://pbs.twimg.com/media/CkT5ilAUUAAlzes.jpg

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160606-00000128-jij-soci
https://pbs.twimg.com/media/CkT5ilAUUAAlzes.jpg


本物黒酒 @honest_kuroki · 6月5日 
日本人は早急に歴史を損害賠償の根拠として見極める必要がある。福一から放出され

る31種類の放射性核種を日々体内に蓄積させられている若者は遺伝子を破壊され、生
涯高額の医療費を支払うことになるから。原爆技術＝原発特許@sugino331
@AmboTakashi @wantonblog

ロイター.co.jp @Reuters_co_jp · 5月31日 
ビデオ：#携帯 の #電磁波 と腫瘍発症に因果関係か、米政府が報告書（字幕・27日）
https://t.co/ddFBYirO5B

https://www.youtube.com/watch?v=3elEnSAZhLg
Irfan - Fei 

アルファルファモザイク @alfalfafafa · 3時間3時間前 

【128RT!】デブから普通体型になったやつ、ダイエットの方法を書いていけ
http://alfalfalfa.com/articles/155051.html … 半数が肥満気味の高血圧患者　1kg減で1.7
〜2mmHg血圧低下昨年夏、英医学誌に掲載された米ワシント…
https://twitter.com/alfalfafafa/status/740334293939982336

今日からコレやる！

♪（＾＾）♪

https://www.youtube.com/watch?v=_-s6UgMz2gE
Minoru Muraoka - Soul Bamboo 

YAIBA @seigiyaiba · 6月5日 
大川総裁「お笑いは心の免疫力をすごい上げると思ってるんで。うちらもカビ芸人み

たいなもんですよ。でも中にはほら、カビがペニシリンになるわけじゃないですか？

心が病んでる人を笑わせたりとか…」 #fujitv

https://t.co/ddFBYirO5B
https://www.youtube.com/watch?v=3elEnSAZhLg
http://alfalfalfa.com/articles/155051.html
https://twitter.com/alfalfafafa/status/740334293939982336
https://www.youtube.com/watch?v=_-s6UgMz2gE


萬田緑平 @ryokuhei · 6月3日 
同じ癌でも

外科医「手術出来ます。完治なら手術です」

腫瘍内科「抗癌剤治療で上手に延命しましょう」

放射線科「放射線治療の方が副作用少なく、かえって長生き出来ます」

緩和ケア科「治療しない方がより良く生きられます」

免疫療法 「副作用なく腫瘍が消えた人がいます」
どれも正解かも。

https://www.youtube.com/watch?v=6w4movtQqGI
"Bamboo Rock" by Minoru Muraoka (Japan, 1970) 

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 6月3日 
放射能は、もともと持ってる能力を削いでいくよね…日に日に削いでいく。
単に生体の免疫力というだけでなく、思考能力や想像能力、現実解析能力…いろんな
ものを奪っていくんだろうな…

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月8日12:54
　

高 史明(TAKA, Fumiaki) @Fumiaki_Taka · 6月4日 

「水素水」とか「何たらイオン」とかの流行りの健康法が気になったら「消費者庁」という単語

と一緒にググればだいたい必要な情報が手に入るって、亡くなったお婆ちゃんが…。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=6w4movtQqGI
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2016年6月8日13:00
　

非一般ニュースはアカウント凍結 @kininaru2014111 · 5月31日 

いわき市は本来なら強制移住しなければならない高汚染地帯です。そういった場所で、汚染しな

いよう衛生製品を生産するのは極めて難しいでしょう。

http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/743.html …



（６月８日）　私の人生にしては、贅沢三昧すぎる、幸運なサッポロ毎日…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201606082003206095/

６月８日（５２歳の誕生日）の、日記…

2016年6月8日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=Uvt5TZy0aAc
AsaChan ’Minkara’ 

おばんです。

２０：０６。

外は雨が降って、空気は良いんだか悪いんだか…
（試しに窓を開けてみて、すぐにぴしゃりと閉めるという状態）

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

06:00 0.040 0.039 0.040 6 
07:00 0.040 0.039 0.039 6 
08:00 0.041 0.039 0.040 6 
09:00 0.041 0.040 0.041 6 
10:00 0.041 0.040 0.040 6 
11:00 0.041 0.040 0.040 6 

http://85358.diarynote.jp/201606082003206095/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201606082003206095/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160608/85358_201606082003206095_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160608/85358_201606082003206095_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160608/85358_201606082003206095_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Uvt5TZy0aAc
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


12:00 0.041 0.039 0.040 6 
13:00 0.045 0.041 0.043 6 
14:00 0.043 0.042 0.042 6 
15:00 0.043 0.042 0.043 6 
16:00 0.043 0.042 0.043 6 
17:00 0.042 0.040 0.041 6 
18:00

いつもと同じに、誰とも一言も話さず、昼寝して悪夢にうなされ、起きたら隣家の騒音に悩まさ

れながら何をする気力もなく、寝床で漫画を（３冊も！）読んでいたらいつの間にか日が暮れて

しまっていた…という「誕生日」ですが…

少なくともこの借室に籠っている限りは、

誰も私を虐めないし罵らないし、

誰もいないから無視もされないし、

緊張も警戒もしないし、

気も使わないし、

暴力も振るわれないですむし、

穏やかに、すごしていられます…

☆（＾＿＾；）★

…雨漏りしないし、フクイチ遠いし、地震も来ないしね…♪

（そして、食べるものは、

…いつものどんぐりのパンと半額食材のリメイク雑炊だけど、…

ベクレは低くて、じゅうぶん美味しい ♪ ）

…てことで…。（＾＾；）

精神状態は地面に穴掘りながら…



机の上の雑資料を片付けて、「原稿ごっこ」に進むぞ〜っ☆

https://www.youtube.com/watch?v=EVIol6Nf9xw
ZEN Handpan "Celtic Minor" 

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465383600/1011-0010-101000-201606082000.gif?
t=1465384237
（１９：５０〜２０：００）

https://www.youtube.com/watch?v=lSByaa-kJmQ&index=27&list=RDOPigZLdHGvA
Dance of the Hippolollipops - Earl Hatch
　

…カミサマ、お願いです。

一生にいっぺんくらい、私を無視しない、人たちと。

ふつうに、人間関係が、やってみたい。

です…

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月8日20:50
　　

他のパン屋より価格帯が高めの「どんぐり」パンが、

（しかも他の店の惣菜とかは半額シールが貼ってなければ絶対に買わないのに）

「定価で」（！）「いつもの」（毎週）食材になってるあたりが…

https://www.youtube.com/watch?v=EVIol6Nf9xw
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465383600/1011-0010-101000-201606082000.gif?t=1465384237
https://www.youtube.com/watch?v=lSByaa-kJmQ&index=27&list=RDOPigZLdHGvA
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


すでにして、「由緒正しい？貧乏人」な、

私の人生にしては、贅沢三昧すぎる、幸運なサッポロ毎日…ｗ



（６月８日）　原稿を書きたまえ。

http://85358.diarynote.jp/201606082241437793/

《ハユンのアマラーサ》　〜彼らの旅には理由と目的がある。〜

2016年6月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

http://85358.diarynote.jp/201606082241437793/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606082241437793/


…おや、悠宙舞さん自動推奨でカミサマがプレゼントをくださいました…

https://www.youtube.com/watch?v=OPigZLdHGvA&list=RDOPigZLdHGvA&index=2
Ghanaia 

この曲、好き♪　（＾＾）

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 33 秒33 秒前 

いつも君のことを心配している。さあ、原稿を書きたまえ。

https://www.youtube.com/watch?v=X5_3Wor_52A
Lament of the Highborne ~ fan-arranged by Erutan ( katethegreat19 ) 

https://www.youtube.com/watch?v=amait8jrUqA
Day of Destiny ~ Erutan ( Dragon Nest SEA ) 

https://www.youtube.com/watch?v=OPigZLdHGvA&list=RDOPigZLdHGvA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=X5_3Wor_52A
https://www.youtube.com/watch?v=amait8jrUqA


…さてと…（＾＾；）…★

あまり前向きな作業ができる精神状態でもないので、とりあえず分冊作業…。

http://p.booklog.jp/book/107591/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－1－６
《ハユンのアマラーサ》 

分冊元はこっちね。

http://p.booklog.jp/book/107225/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－１

《水の大陸》年代記

https://www.youtube.com/watch?v=CHrqu_bsjtw
Across the Sunlands - Erutan 

https://www.youtube.com/watch?v=0XWLewoIebc
ATL - Sola 

https://www.youtube.com/watch?v=pSufScz_fjI
Gently As She Goes ~ performed by Erutan (katethegreat19) 

https://www.youtube.com/watch?v=qmbgCBZ86z4
You’re Not Alone ~ performed by Erutan ( katethegreat19 ) 

（これは没になってた（書き直しで消された）部分）

　旅立ちの朝を、完徹、包帯だらけの姿でむかえるはめになったわけだ。

　が、大男の機嫌はいがいに悪くない。

　見送りのなかにはもっと悲惨なていたらくの者がいるのである。

　さらに二人ばかりは、起きられもしなかったらしい。

「長老、それでは」

「うむ…気をつけてな」

file:///tmp/puboo/123094/440257/book/107591/read
file:///tmp/puboo/123094/440257/book/107225/read
https://www.youtube.com/watch?v=CHrqu_bsjtw
https://www.youtube.com/watch?v=0XWLewoIebc
https://www.youtube.com/watch?v=pSufScz_fjI
https://www.youtube.com/watch?v=qmbgCBZ86z4


　たいした挨拶がかわされるわけでもなく、通いなれた崖の道をぬけて村落をあとに

する。

　二人とも、旅ははじめてではない。ザグの戦士には武者修行の習慣がついている。

　地平から射しそめる金色の矢をめざして道をとる。左手下方、はるかにひろがって

いるのはソル湾から外洋へとつながる熱帯の海である。

　この時間、まだ暑くはない。

「木舟が使えるとよかったのにな」

　よく漁にいく、白い砂浜へとつづく分岐路を眼下にとらえたときに彼は言った。

「しかたあるまい。この季節では冬の潮流が強すぎる」

　"冬"というのはあくまでも、寒い南方の文化が使いならわした呼称である。
　山脈と海とにはさまれたこの地帯に、四季の温度差などはほとんど感じられない。

　刻々とその色彩を変える濃いエメラルドの湾を見おろしながら、一路東へ。

　三日ほどして、村の狩猟域をくぎる峠を越えた。

https://www.youtube.com/watch?v=YvaQneQOQSQ
Bonds of Sea and Fire - arranged by Erutan ( katethegreat19 ) 

　たいした挨拶がかわされるわけでもなく、通いなれた崖の道をぬけて村落をあとに

する。

　二人とも、旅ははじめてではない。ザグの戦士には武者修行の習慣がついている。

　岬のつけねからは地平に射しそめた金色の矢をめざして道をとった。高原の最端

をぬってゆくかすかな獣道である。

　断崖をつらねて樹木のおいしげる岸辺へと落ちこむ台地の、相対する側には数週間

の道程をはさんでカリンシカ連邦の優美な姿が浮かびあがっている。

　左手下方、はるかにひろがっているのはソル湾から外洋へとつながる熱帯の海。

　すっかり明けきった、この季節に特有な好天のもと、刻々とその色彩をかえる濃い

エメラルドの湾を見おろしながら、一路東へ。

　三日ほどして、村の狩猟域をくぎる小さな峠をこえた。

　下れば、さいしょの樹海である。

　彼らの旅には理由と目的がある。

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


　ウードが、夢を見たのだ。

　はじめはかすかに、しだいに明瞭になったその伝言（メッセージ）は、彼らの故郷

の守り神である水霊・アウルアから放たれたものだった。

　…拐われた、

　というのである。

　水霊をうばわれては豊かな中部地方に雨は降らない。

　河と森林の相棒の氏族はともかく、小麦地帯であるウードの村のあたりは大打撃で

あろう。

　児童戦士（センドレーサ）の伝統にもとづいて十歳のときにザグの村へと差し出さ

れた

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月9日0:20
　

リアル熊本の地震が凄すぎない？ヽ（・＿・；）ノ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月9日7:37
　

０

５６４

３３９☆
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（６月８日）　しばらく「水の国」で遊びます…☆

http://85358.diarynote.jp/201606090724492688/

（キャラ設定）　（１９９６．１０．１２．）　（一冊完了 ♪
）

2016年6月9日 リステラス星圏史略　（創作）
 
https://www.youtube.com/watch?v=8P9hAN-teOU
Waterfall (Jon Schmidt Original) - ThePianoGuys 

はい再びこんにちは。

（※次項以降４つ目までと、作業順序が前後しております。）

ごはん食べて昼寝して、けっきょく家事はしないでＰＣ前に戻ってきましたよ。

１４：００ジャストでした…

しばらく「水の国」で遊びます…☆

https://www.youtube.com/watch?v=fyMhvkC3A84
Coldplay - Every Teardrop Is a Waterfall 

う〜ん。いい曲だけど、ＢＧＭにはならないな…

http://85358.diarynote.jp/201606090724492688/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=8P9hAN-teOU
https://www.youtube.com/watch?v=fyMhvkC3A84




…とりあえずこれの作業は一旦完了〜☆

http://p.booklog.jp/book/107591/read
リステラス星圏史略　

古資料ファイル　３－1－６　
《ハユンのアマラーサ》 

file:///tmp/puboo/123094/440257/d5c7f786a7dd44aa8c36/book/107591/read


（６月９日）　「トラブルに出会うたび、手近にある物を組み合わせて危機を乗り越
える。こいつはある種の快感でもある。」／か弱い女ってのは架空の生物で実態は鋼の
精神力だ。

http://85358.diarynote.jp/201606090804134110/

【誕生日の自殺】／程度で自殺するんだったらさっさとくたば

れ／…笑い死んだ…ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

2016年6月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

あらためまして、おはようございます。

０７：３９になりました。

https://www.youtube.com/watch?v=05kutNCA2jc
禁じられた遊び　Romance de Amor 

前項は昨夜ログアウトもせずに寝落ちして（＾＾；）

出来てなかった作業予定分…原稿整理は後にします。

札幌は２２℃。

埃臭くカビ臭くセシウム臭く

（－－＃）、２.5も混じっていて、
大変不快なザラザラした空気。

http://85358.diarynote.jp/201606090804134110/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201606090804134110/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160609/85358_201606090804134110_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=05kutNCA2jc


★（－－＃）★

換気が出来ないので窓は閉め切ったまま換気扇まわしつつ（－－＃）

ナンチャッテ水式クン稼働…★

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

01:00 0.040 0.040 0.040 6 
02:00 0.041 0.040 0.040 6 
03:00 0.041 0.040 0.041 6 
04:00 0.041 0.040 0.041 6 
05:00 0.041 0.040 0.041 6 
06:00

https://www.youtube.com/watch?v=Xw4CJDknHSY
愛のロマンス　村冶佳織　UPC‐００７６ 

いや、ロマンスもへったくれも無い、《非リア凹》なんですけどね…。

朝一のａｕニュースで、こんなの見つけるし…★
…（〜〜；）…★
（参照：http://85358.diarynote.jp/201606080745141943/
　http://85358.diarynote.jp/201606082003206095/

☆ 4976@LuckyStar · 5分5分前 
「誕生日ブルー」調査で裏付け　自殺、５割多かった：朝日新聞デジタル

kous37(Kosuke Hotta) @kous37 · 6月4日 
誕生日の自殺、普段の1.5倍　孤独感などのストレス増か
：日本経済新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H8G_U6A600C1CR8000/
… 
うーん。自殺だけでなく交通事故や溺死、転落死などの事故死も誕生日には増えるら

しい。

https://t.co/oONBkPOPp4

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=Xw4CJDknHSY
http://85358.diarynote.jp/201606080745141943/
http://85358.diarynote.jp/201606082003206095/
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H8G_U6A600C1CR8000/
https://t.co/oONBkPOPp4


隈本健一 @kumamotokenichi · 6月3日 
自殺：誕生日は１．５倍「サポート必要」　阪大准教授ら　：@niftyニュース
http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/mainichi-0602e040239/1.htm …
占いでは古来より誕生日近辺は危険だと言われています。

誕生日に祝うのは、厄払いの意味もあると思います。

オレ的ゲーム速報 @Jin115 · 6月2日 
100RT : 誕生日の自殺率は他の日の1.5倍であることが判明　ぼっちは誕生日が逆に
辛い・・・ http://jin115.com/archives/52133650.html …

はちま起稿 @htmk73 · 6月2日 
誕生日は自殺する人が1.5倍に増えることが判明　一年で一番死にたくなる日 
http://blog.esuteru.com/archives/8597889.html …

47NEWS 47@news · 6月1日 
誕生日の自殺、他の日の1・5倍　期待通りに過ごせずブルーに？ http://bit.ly/25AoXGu

celsius220 @celsius220 · 6月1日 
誕生日の自殺、他の日の1.5倍　期待通りに過ごせずブルーに？（共同通信）
http://this.kiji.is/110670245102044662 … ”欧米では記念日を期待通りに過ごせず孤独感
など心的ストレスが増え、自殺が増加するとする「誕生日ブルー」という仮説がある

。文化が違う日本でも同じ傾向が示された”

楓乃 隼(かえでの はやぶさ) @h_ya58 · 6月1日 
誕生日が思い通りにならなくて自殺って、ちょっと短絡的すぎやしませんかね

…ん？…（＾＾；）…★

これ、ちょっと前に発表された情報なんじゃん…？？

なぜ、【今朝】、ニュースに出すかな、ａｕ…★

シュトロ上海ガニ @SHCshanghaigani · 6月1日 

誕生日程度で自殺するんだったらさっさとくたばれ

http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/mainichi-0602e040239/1.htm
http://jin115.com/archives/52133650.html
http://blog.esuteru.com/archives/8597889.html
http://bit.ly/25AoXGu
http://this.kiji.is/110670245102044662


https://twitter.com/CEEKJPheadline

…目標達成？の【１５１歳の誕生日】だったら…

考えても、いいよ…ｗｗｗ

（ビルボ・バギンズみたいに、ね…☆）

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 22時間22時間前 
#クライシスカレンダー 06/08【2008年 秋葉原連続通り魔事件】12:30過ぎ発生 死者7
人負傷者10人 日曜日の歩行者天国に男がトラックで突っ込んだ上、刃物で通行人を次
々に刺す。2015年死刑判決確定。防犯カメラ増設などの安全対策実施により歩行者天
国は2011年1月復活。

Some might say @noellernandayo · 6月4日 
女の人より男の人の方が多いのね。

か弱い女ってのは架空の生物で実態は鋼の精神力だって美輪明宏さんが言っていたの

を思い出した。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1606/03/news154.html
誕生日の自殺者、他の日の1.5倍　孤独感高まりストレスに——阪大が分析

https://www.youtube.com/watch?v=OxPywkk6Qb4
日本人素人ギターリスト！　この二人は神すぎる・・・ 

…なにゆえダースベイダー…ｗｗｗ

精神科医 ぷしこノート @Psycho_Note · 5月31日 
コタール症候群は「私の体はもう存在しない」「内臓が無い」等の身体的な否定妄想

と「私は既に死んでて永遠に死ねない」等の不死妄想に、メランコリー性不安・劫罰

妄想あるいは憑依観念・自殺/自傷傾向・無痛感覚を伴ったもの。そんな精神科医コタ
ールの誕生日が６月１日。

https://twitter.com/CEEKJPheadline
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1606/03/news154.html
https://www.youtube.com/watch?v=OxPywkk6Qb4


…さて。通常の情報チェックに戻り鰹…（じゃなくて鱒！）

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465426800/1011-0010-101000-201606090800.gif?
t=1465427442
（０７：５０〜０８：００）

地震マップ @eq_map · 53 分53 分前 � 北海道 音更町 
【M2.6】十勝地方 深さ137.3km 2016/06/09 07:18:29
(G)http://j.mp/24ANTYz (Y)http://j.mp/1Zz8L14

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M3.6】浦河南方沖 深さ60.6km 2016/06/09 04:31:52
(G)http://j.mp/1U7LTV3 (アニメ
)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160609043152a.gif …

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.7】苫小牧南方沖 深さ104.8km 2016/06/08 20:55:36

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M4.2】サハリン南部 深さ309.2km 2016/06/08 20:15:20 [AQUA-REAL]
(G)http://j.mp/1svQhUB (Y)http://j.mp/1PhbOFE

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M3.0】十勝地方南東沖 深さ97.6km 2016/06/08 12:01:12
(G)http://j.mp/1U6MypN (アニメ)http://j.mp/1UE4xUp

…あ〜、雨が降り出した…。

（＠０８：２５）。

https://www.youtube.com/watch?v=LuAsizjvf-E
新世紀エヴァンゲリヲン　魂のソフラン 

…魂の【ソ】腐乱…ｗｗｗｗ　↑

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465426800/1011-0010-101000-201606090800.gif?t=1465427442
http://j.mp/24ANTYz
http://j.mp/1Zz8L14
http://j.mp/1U7LTV3
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160609043152a.gif
http://j.mp/1svQhUB
http://j.mp/1PhbOFE
http://j.mp/1U6MypN
http://j.mp/1UE4xUp
https://www.youtube.com/watch?v=LuAsizjvf-E


（…笑い死んだ…ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ）

cmk2wlさんがリツイート 
yuki (米国戦争下請け法案反対) @yukiyanagi3333 · 22時間22時間前 
@cmk2wl @55gogo　洗濯しないウールの制服はどんなにか汚染がたまっているか、
気になります。

https://www.youtube.com/watch?v=TkMzC5wL9PQ
H264-05　童話作家 (1976.4.5 長崎市民会館 グレープ解散ライブ収録) 

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
北海道のオホーツク海側　避難候補地としていかがでしょう

http://inventsolitude.sblo.jp/article/175524316.html …

興部（おこっぺ）町は、可愛い図書館のある、住みやすい、良い所だよ〜♪

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月9日8:59
　

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 

「トラブルに出会うたび、手近にある物を組み合わせて危機を乗り越える。こいつはある種の快

https://www.youtube.com/watch?v=TkMzC5wL9PQ
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175524316.html
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


感でもある。その昔、学校で学んだ物理や化学が生きた知識として生かされている。もう一つ。

言うまでもないが、必要は発明の母。この格言は絶対的に正しい。」

 
マクガイバー

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月9日9:48
　

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 2時間2時間前  
名無し：06/09 03:01
 
「チェルノブイリ自殺増加」で検索してみて下さい

世界自殺率トップ20位の半分はこれらチェルノブイリ周辺国である。これも経済混乱・困窮が原
因だとデタラメの説明がなされることが多いが、経済的に困窮している国は他にいくらでもあり

、自殺は増えていない。…

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


（６月９日）　ひたすら書き続けていた頃の、汚原稿…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201606091419156312/

『 闇 の 左 手 』　（違っ…

2016年6月9日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

…恐怖の「左手書き」原稿…

…ｗ（－－；）ｗ…★

http://85358.diarynote.jp/201606091419156312/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606091419156312/


派遣の仕事で連日１０時間ぐらい旧式「ワープロ専用機」の前の硬ったい椅子に座って、眼に悪

い「黒文字緑画面」をガン視しながら重くてデカクて「アメリカ人の男性向け」規格サイズだっ



たキーボードを打ち続け、家に帰ったら手書きで延々何十枚何百枚の「手書き原稿」を書き写し

書き直し清書しなおし…ていたら、

右腕が腱鞘炎で完全に使い物にならなくなり。

…＜（＞＜ｐ）＞…★

ついに！　仕事は「長期休業」をとり、

痛む右手は三角巾で固定してしまって、左手で！

シャーペンを持って…

（それでも！）

ひたすら書き続けていた頃の、汚原稿…ｗｗｗ

（もう読めねぇ…★）

…さらにその汚文字でこんなことが書いてある…ｗｗｗ

◎　隔月刊ＣＯＢＵＬＴ　百〜二百枚・一単位。要購入チェック。

『フェンテル王家の七恋歌』

・舞台は特に固定しない。

・つなぎとして正体不明の２人連れ。

・一の王子妃　〜星華蘭の雅歌〜

・五の王女　〜詩人出奔〜

・七の王子　〜学舎の恋歌〜

もちろん。（－－；）

未完成・未投稿…★



 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月9日14:43
０５６

４４４０☆

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


（６月９日）　「職場の裏紙無断借用・再利用」…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201606091509369442/

（神姫将軍・星華蘭）　（３曲追加）

2016年6月9日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=2nTvl8EIS0I
Chinese Music - Crooked River/曲水 - 小爱的妈&思茶

お♪　合うなコレｗ

 

http://85358.diarynote.jp/201606091509369442/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606091509369442/
https://www.youtube.com/watch?v=2nTvl8EIS0I


http://p.booklog.jp/book/107225/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－１　《水の大陸》年代記 

これ作業、今日はとりあえず終わり〜☆

https://www.youtube.com/watch?v=qofvz9j_afU
傾盡天下-河圖 (插畫版) 

https://www.youtube.com/watch?v=tGm1e6m-cug
醉客他鄉 BY妖言君 

https://www.youtube.com/watch?v=14FE4WotMUg
琴師 BY妖言君 

https://www.youtube.com/watch?v=W26UIIDdmIg
琴師 BY紀川久 

file:///tmp/puboo/123094/440257/book/107225/read
https://www.youtube.com/watch?v=qofvz9j_afU
https://www.youtube.com/watch?v=tGm1e6m-cug
https://www.youtube.com/watch?v=14FE4WotMUg
https://www.youtube.com/watch?v=W26UIIDdmIg


画象３は、禁断のｗ

「職場の裏紙無断借用・再利用」…ｗｗｗ

平成元年の作業だったらしいですね…ｗｗｗ

（時効ｗ時効ｗ）

「…イハウルの樹の葉は広くて厚く、まだ朝露の乾かぬうちに拾いあつめて湿らせた
布でくるみ、日影のひつに入れて保存する。

　その日の間に石筆で描いた文字は、堅く乾かした枯葉の上に黒く

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月9日16:16

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


　

…こら待て。

「宇宙エレベーター実現」とか

リアルニュースで流すな…☆

…！(‾○‾;)！…

それはネタだネタ！

 



（６月９日）　宇宙エレベーター、静岡に建造、ケーブルは僅か0.4ミリ。

http://85358.diarynote.jp/201606092154276602/

まっすぐ点目…（＠＠；）…☆　＋（おし！来週ここの続きから
〜☆）　（本日終了〜）

2016年6月9日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 
https://www.youtube.com/watch?v=wCIrPJ6SBl4
Tonight Is What It Means to be Young - Streets of Fire 

amaちゃんださんがリツイート 
麒麟地震研究所 @kirinjisinken · 23時間23時間前 
観測機2のデータです。赤の強い反応が長時間出現しています。熊本地震後に反応が余
り出なくなった観測機3にいつもと違う反応が出ていますのでM５クラスに注意が必要
です。熊本地震の余震か別の地震かはまだ判断できません 
#地震 #地震予知

おばんです。２１：２７。

リアルのほうがネタじみている昨今（－－；）

もっかい原稿で遊びマース…☆

https://www.youtube.com/watch?v=dNHZe9s75e4
Diane Lane - Nowhere Fast 

とりあえずさくさく分冊完了。

http://p.booklog.jp/book/107606/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－１－４　『碧葉国の七恋歌』 

https://www.youtube.com/watch?
v=gpJMcL9tVrs&index=4&list=PLayb7gvbkZJwxS4KkmwIISxKW3TfSlHEG

http://85358.diarynote.jp/201606092154276602/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606092154276602/
http://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4063520625/
https://www.youtube.com/watch?v=wCIrPJ6SBl4
https://www.youtube.com/watch?v=dNHZe9s75e4
file:///tmp/puboo/123094/440257/book/107606/read
https://www.youtube.com/watch?v=gpJMcL9tVrs&index=4&list=PLayb7gvbkZJwxS4KkmwIISxKW3TfSlHEG


tamana parviz meshkatian santoor 

ちょっと文化圏は違うけど、いい感じ♪

http://p.booklog.jp/book/107609/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－１－５　『銀の谷の物語』

https://www.youtube.com/watch?v=f9LwbN-
JJH0&list=PLayb7gvbkZJwxS4KkmwIISxKW3TfSlHEG&index=5
Sahba Motallebi Improvisation in AVAZ DASHTI 

おし！来週ここの続きから〜☆彡

http://p.booklog.jp/book/107611/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－１－７　『逆願樹の森』（仮題） 

https://www.youtube.com/watch?v=dkyio8NJWJw
ケルト民謡による組曲

雰囲気？　ぴったりだ〜♪

日本の研究.comニュース @rjp_news · 2時間2時間前 
【注目プレスリリース】静岡県で初の超小型衛星STARS-Cを公開　〜将来の宇宙エ
レベーター等にとって重要なテザー展開技術を宇宙で実証〜（工学部 山極 芳樹教授・
能見 公博教授研究室） / 静岡大学 
https://t.co/NFK5O5YAly

大アルカナXIX.太陽 @hangyo777 · 2時間2時間前 
宇宙エレベーター、静岡に建造、ケーブルは僅か0.4ミリ 静岡大学工学部（浜松市）は
８日、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）から放出予定の超小型衛星「ＳＴＡＲＳ—Ｃ

http://fxya.blog129.fc2.com/blog-entry-28195.html …

usitarouthecat @usitarouthecat1 · 8時間8時間前 
新しい記事を追加しました でかねこニュース : 静岡大　宇宙エレベーターの実験機　
超小型衛星「ＳＴＡＲＳ—Ｃ」を公開 
https://t.co/r4pgn99kYz

file:///tmp/puboo/123094/440257/book/107609/read
https://www.youtube.com/watch?v=f9LwbN-JJH0&list=PLayb7gvbkZJwxS4KkmwIISxKW3TfSlHEG&index=5
file:///tmp/puboo/123094/440257/book/107611/read
https://www.youtube.com/watch?v=dkyio8NJWJw
https://t.co/NFK5O5YAly
http://fxya.blog129.fc2.com/blog-entry-28195.html
https://t.co/r4pgn99kYz


小林哲 @kbts_sci · 15時間15時間前 
地元企業などの支援もあり、１千万円以上かかる制作費が３５０万円で済んだそう

です。

宇宙エレベーター実験向け超小型衛星放出へ　静大が公開：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASJ683HKTJ68UTPB006.html …

https://www.youtube.com/watch?v=rELqYXLfhOk
バビロン川のほとりで／By the Rivers of Babylon

https://www.youtube.com/watch?v=UgV-KyFtUVY
Tower of Babel (バベルの塔) 

https://www.youtube.com/watch?v=BpQqUDgi3iY
2台ピアノ「残酷な天使のテーゼ」 H ZETT M × まらしぃ
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月9日22:04
　

あっ★

貼っつけた本の画像が出ない〜ッ★

⇒ http://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4063520625/
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月10日7:43
　

カラパイア @karapaia · 9時間9時間前 

カラパイア : この世にいる全ての人は君である。火星の人、アンディ・ウィアーの短編小説「卵」

http://www.asahi.com/articles/ASJ683HKTJ68UTPB006.html
https://www.youtube.com/watch?v=rELqYXLfhOk
https://www.youtube.com/watch?v=UgV-KyFtUVY
https://www.youtube.com/watch?v=BpQqUDgi3iY
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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のユニークな生死観で心ふわっと軽くなる

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52219136.html …
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月11日7:48
　 
知らなくても良い雑学bot @SiranaiGood_bot · 6月7日 

地球の全歴史の大部分の間、南極と北極には氷が無かった。

　

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


（６月10日）　予定は炊事と掃除と洗濯もの干して銭湯出撃！

http://85358.diarynote.jp/201606100746533151/

全天を乱反射する強烈な紫外線が、襲いかかってきつつあります

…★

2016年6月10日 環境は、生命圏で、生存権。

　

https://www.youtube.com/watch?v=ZfBkDYf5X9U
ケルト民謡による組曲 

おはようございます。

ＰＣつけてから１０分くらい経ちまして、現在０７：４７です。

札幌の気温１６℃。曇り。

予報降水確率１０→０％ですが、高い雲は分厚いです…が…

全天を乱反射する強烈な紫外線が、襲いかかってきつつあります…★

…目が…（＝＝；）痛くなるのよ…★

３連休の最終日。

http://85358.diarynote.jp/201606100746533151/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160610/85358_201606100746533151_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160610/85358_201606100746533151_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160610/85358_201606100746533151_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZfBkDYf5X9U


精神停滞。

体調良好。

予定は炊事と掃除と洗濯もの干して銭湯出撃！

…忙しいですね…。

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

07:00 0.040 0.039 0.040 6 
08:00 0.040 0.039 0.040 6 
09:00 0.043 0.040 0.042 6 
10:00 0.045 0.043 0.044 6 
11:00 0.043 0.041 0.042 6 
12:00 0.042 0.042 0.042 6 
13:00 0.044 0.042 0.043 6 
14:00 0.045 0.043 0.044 6 
15:00 0.046 0.044 0.045 6 
16:00 0.048 0.043 0.045 6 
17:00 0.053 0.048 0.050 6 
18:00 0.053 0.046 0.050 6 
19:00 0.044 0.041 0.042 6 
20:00 0.040 0.039 0.040 6 
21:00 0.039 0.038 0.039 6 
22:00 0.039 0.038 0.039 6 
23:00 0.039 0.038 0.039 6 
24:00 0.039 0.038 0.039 6 

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

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465512000/1011-0010-101000-201606100740.gif?t=1465512634


http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465512000/1011-0010-101000-201606100740.gif?
t=1465512634
（０７：３０〜０７：４０）

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M3.5】北海道東方沖 深さ13.9km 2016/06/09 19:23:52
(G)http://j.mp/1YfRTy7 (アニメ)http://j.mp/1UhSrBX

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.5】国後島近海 深さ131.8km 2016/06/09 17:07:37

http://j.mp/1YfRTy7
http://j.mp/1UhSrBX


（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１６年６月）

（中旬）
 
 
 
 



（６月11日）　【６６６】…（－－；）…★

http://85358.diarynote.jp/201606110640588538/

【 天 中 殺 】！（－－；）！

2016年6月11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=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

おはようございます。

朝５：５５です。

朝っぱらから酒呑みソングですいません。

いえ、昨夜、銭湯出撃から無事１９時前には戻りまして。

小一時間ほど仮眠したらＰＣ作業。するはずだったのに…

（＾＾；）

目が覚めたら、０２：５７だったんですよ…ｗｗｗ

…ｗ（＾□＾；）ｗ…★

…てことでまだ時差ボケ？というか寝ぼけてまして。

まずは「昨夜の予定モード」でいきま〜す…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201606110640588538/
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https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0
Billy Joel - Piano Man 

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 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00

…ソコハカとなく「埃臭い」んですけどね〜…☆
（まぁ、このくらいなら、いいか…）

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465591800/1011-0010-101000-201606110550.gif?
t=1465592443
（０５：４０〜０５：５０）

地震マップ @eq_map · 12 分12 分前 
【M2.5】十勝地方南東沖 深さ37.0km 2016/06/11 05:54:33

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 北海道 新ひだか町 
【M2.9】日高地方 深さ28.3km 2016/06/11 04:12:18
(G)http://j.mp/1Pkwn3R (Y)http://j.mp/1PkxksY

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M4.6】EAST OF THE KURIL ISLANDS 49.7km 2016/06/11 03:11:51 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/25SaG4Q (USGS)http://j.mp/1PkuPHf

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ68.2km 2016/06/10 20:18:17

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.5】十勝地方南東沖 深さ54.6km 2016/06/10 17:54:41

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.6】北海道東方沖 深さ70.3km 2016/06/10 15:43:27
(G)http://j.mp/1ZD7uGx (アニメ)http://j.mp/1Uqhq1Z

https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465591800/1011-0010-101000-201606110550.gif?t=1465592443
http://j.mp/1Pkwn3R
http://j.mp/1PkxksY
http://j.mp/25SaG4Q
http://j.mp/1PkuPHf
http://j.mp/1ZD7uGx
http://j.mp/1Uqhq1Z


地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ92.3km 2016/06/10 15:36:43

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M3.7】浦河南方沖 深さ64.7km 2016/06/10 11:10:56
(G)http://j.mp/1WHp665 (アニメ)http://j.mp/24EhQqO

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 日本 
【M2.6】津軽半島付近 深さ13.4km 2016/06/10 09:40:26
(G)http://j.mp/28oHUej (Y)http://j.mp/1U4kcQ0

…まぁ、かわいいもんですね〜（＾＾；）こんくらいなら…ｗｗｗ

（→次項以降参照）。

ちなみに個人的には、誕生日も過ぎて、

例年恒例（－－；）【天中殺】シーズンに入りました…

今は亡き？ハルマゲドン明美くん占いによると、

毎年６月１０日〜８月１０日頃、私の運勢は【天中殺】中で…

「ムダに体力と気力とヤル気だけはあるが」

「やった努力がすべてムダになり、むしろ逆効果で泣かされる」な磁気。

いや、時期だそうで…（－－；）…★

今季の「無駄な気力体力」の傾注というか発散目標は、

１．３ヶ月で５kgのダイエット。

（※美味しい道産野菜をたくさん食べて痩せる！）

２．白岩岳に登る！

（※歩いて痩せる！筋肉回復！）

http://j.mp/1WHp665
http://j.mp/24EhQqO
http://j.mp/28oHUej
http://j.mp/1U4kcQ0


３．西の部屋に充満している不要品の山を処分する。

（※昨年自転車が壊れて予定崩壊して作業できなかった分）。

の、３点です…☆彡

そしてもちろん、原稿書き（の為の準備アタマの体操？）は、

シーズン関係なく継続…。

https://www.youtube.com/watch?
v=3gVO3TI6NB8&ebc=ANyPxKoDbPCWbrcbzQEHvR9pV8V6ohcd7idvrdf_a15wJz4DpTcu4ZL5xJeQM4xQ3-
Fi_aACbUclNhvBQtQIJwsYp6bvFJrSug
ヒルクライム - ルーズリーフ

（聴けば聴くほどよく効く歌詞だなこの歌は…♪）

…まぁ、結論から言えば「誕生日の３連休」は、

画竜点睛は欠きましたが、悪いことは特に怒らず、作業予定はほぼ遂行できて…

良い休日。（＾＾）でしたね♪

（…今日からまた魔のバイト４連勤ですわ…★）

https://www.youtube.com/watch?v=e_TvimlwVbc
SPARK - Johannes Motschmann: Folk Tune Rhapsody I 

頭のなかはもやもにゃして、いろいろ書き留めたいこともあるんですが、

何分、地球情勢がこの状況（次項以降）なので…

（＾＾；）

とりあえず、「あしたも物語の苗を育てる。」で…！

 
    
 

https://www.youtube.com/watch?v=3gVO3TI6NB8&ebc=ANyPxKoDbPCWbrcbzQEHvR9pV8V6ohcd7idvrdf_a15wJz4DpTcu4ZL5xJeQM4xQ3-Fi_aACbUclNhvBQtQIJwsYp6bvFJrSug
https://www.youtube.com/watch?v=e_TvimlwVbc


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月11日7:18
０５６４

【６６６】…（－－；）…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月11日7:19
　

７時の札幌の気温１４℃。曇天。

…先月は３０℃超えたのになぁ…★

…ｗ（－－；）ｗ…★
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月11日7:26
　

…どうも鼻風邪を引いたもよう…（－－；）…★

（歯も磨かず、布団も蹴飛ばして、「仮眠」モードのまま６時間もノンストップ爆睡してたのが

敗因…ｗ）
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（６月11日）　現在ワタクシ「中の人」がウェイファン（某前世？）モードに自動で
切り替わりました…

http://85358.diarynote.jp/201606110858291298/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月11日10:30
 
現在ワタクシ「中の人」がウェイファン（某前世？）モードに自動で切り替わりました…
何だ？何かあるのか？

札幌は気持ちの良い曇天。

よさこい祭り本番〜♪ o(^-^)o
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月11日15:23
　

「生長の家」が政権離反とか？

「日本懐疑」の名前が公然と？

ａｕニュースに出るとか？

ヽ（・＿・；）ノ

面白いっちゃ面白いんだけど。

すべてもはや、ほとんど手遅れだけどね…

(ノ-o-)ノ　┫
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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2016年6月11日15:30
　

一見健康そうだが猫エイズの猫のような体臭や口臭

（カラダの中から生き腐れていて生臭い）ひと複数。

(-.-;)

ゾンビ色の顔にファンデ厚塗りして若作り？したお化けのような２０代。(-”-;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月11日15:35
　

あるばか狼さんは免疫力低下に加えて鉄欠乏貧血発症の模様。

(-_-#)

そりゃあこのご時世に、タバコ吸って発泡酒かっくらって

酒のツマミしか喰わんような食生活の挙げ句に

ペットボトルの緑茶飲んでたら…

死ぬわ。ｗ(-_-#)ｗ

自己管理が甘過ぎるッ！(`ヘ´)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月11日15:40
　

まぁ私は今生このカラダで

「１５０歳まで長生き！」に

チャレンジ中なので…

(^_^;)

今回早死にする人は、大急ぎで

もいちど転生して、再合流しにおいで…☆

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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┐(’〜`；)┌
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月12日8:35
　

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 

宗教法人「生長の家」が参院選で与党を支持しないことを表明！

菅野完氏の「日本会議の研究」が影響か？

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


（６月11日）　けっこう穴場ｗ

http://85358.diarynote.jp/201606112033061328/

裏口入学ｗ

2016年6月11日 旅行 コメント (1)
　

これね。（＾ｗ＾）

http://www.yosakoi-soran.jp/
よさこいソーラン

いや、８時にバイト終わってから１０時まで。

バイト先から徒歩１０分の海上…いや会場で。

雰囲気だけですが、じゅうぶん楽しみましたわ〜♪

 
　    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月12日6:56
　

「ステージ裏」（無料）スペースが、けっこう穴場なんですｗ
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（６月11日）　漫画読んで寝ますぅ…☆

http://85358.diarynote.jp/201606112129282295/

斜に構えるｗ

2016年6月11日 旅行
　

これはステージ脇で一緒に踊りながらｗ

（通路だから立ち止ると注意されるけど、踊りながら往ったり来たりしてるぶ

んには、警備員さんも苦笑してスル〜ｗ）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606112131246618/

躍るアホウに喰うアホウ♪

2016年6月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !! コメント (1)
　

３．１１以来、

海産物（大好物♪）は基本、

自粛してるわけですが…（ＴへＴ：）★

まぁ、ほんのひとくちですし…☆彡

（でもイクラが偽物（まがいもの）だった…★）

 

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6月11日23:05
　

無事帰投。(^_^;)

漫画読んで寝ますぅ…☆
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（６月12日）　「ええじゃないか」。＝地震や噴火を予言する踊狂（ようきょう）
現象。

http://85358.diarynote.jp/201606120705279489/

「日本人は地震や噴火を予言するように踊狂現象を起こす。「え

えじゃないか」の終点が日本最大の活断層に建てられた伊勢神宮

とは出来過ぎた話だ。」

2016年6月12日 環境は、生命圏で、生存権。

　

https://www.youtube.com/watch?
v=MRMGMVwamkE&index=6&list=PL4ElySzsJwuISOqZjS6NDoVDAvzCopS5n
氣志團 - 夢見る頃を過ぎても 

おはようございます。

０７：００の目覚ましが鳴ってます。

（＾ｗ＾）

昨夜はヨサコイ観て食べたあと低ベクレ水だけ仕入れてまっすぐチャリ漕いで２３時ジャスト頃

に帰宅。着替えて会場で買って来た肉まん食べて歯ぁ磨いてすぐ寝床に入って漫画読んで途中で

http://85358.diarynote.jp/201606120705279489/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160612/85358_201606120705279489_1.jpg
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寝落ち…

寝入ったという自覚もないままに熟睡爆睡して、自然に目が覚めて時計を見たら０４：５９で

した。

コーヒー飲んで二度寝して６時に本起床して小家事をやりました。

今日はバイト４連勤の２日目。

「お天気がもてば」、今日も帰りに【騒乱】予定…？

https://www.youtube.com/watch?v=G9ZdDVF0Mzw
いやさか！マッスル音頭 白鳥雪乃丞 

…この女装にーちゃん、なかなかイイ読経だ…ｗ

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 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

夜明けの気温は１３℃。（＾＾；）

関東の春一番級の爆風。（－－；）

埃っぽくて、窓は開けられません…★

https://www.youtube.com/watch?v=dNez-P8Kq1s
ザ・わらべ　〜 いやさか音頭 〜 

地震マップ @eq_map · 59 分59 分前 
【M3.2】浦河南方沖 深さ44.1km 2016/06/12 06:11:50
(G)http://j.mp/1ZHbgi3 (アニメ)http://j.mp/1PSSkwo

https://www.youtube.com/watch?v=G9ZdDVF0Mzw
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=dNez-P8Kq1s
http://j.mp/1ZHbgi3
http://j.mp/1PSSkwo


地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 青森 八戸市 
【M2.9】青森県東部 深さ121.1km 2016/06/12 04:47:12
(G)http://j.mp/1UbWE90 (Y)http://j.mp/231btyw

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 根室市 
【M3.1】根室半島沖 深さ11.1km 2016/06/12 01:18:10
(G)http://j.mp/1rionu5 (アニメ)http://j.mp/1U1hfdU

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M4.6】KURIL ISLANDS 90.9km 2016/06/11 19:46:06JST, 2016/06/11 10:46:06UTC
(G)http://j.mp/1UIm0Lw (USGS)http://j.mp/1tj16cK

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.5】根室地方 深さ82.0km 2016/06/11 19:59:38
(G)http://j.mp/1UIl7CE (Y)http://j.mp/1UJ8BzX

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 十勝沖 深さ約50km M3.5 11日14時46分頃発生 
(G)http://j.mp/1YiVhZ4 (気象庁)http://j.mp/1rhFpsm

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � 北海道 帯広市 
【M3.4】十勝地方 深さ121.4km 2016/06/11 08:56:07
(G)http://j.mp/1szlsOX (Y)http://j.mp/1szlwhH (アニメ)http://j.mp/1szms5E

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 � 北海道 美瑛町 
【M2.7】大雪山系 深さ156.1km 2016/06/11 08:27:44
(G)http://j.mp/1szlcPW (Y)http://j.mp/1szl3vU

https://www.youtube.com/watch?v=UbOl1bBzmJc
新総踊り「ONDO de ソーラン」 

科学に佇む一行読書心 @endBooks · 12時間12時間前 
”日本人は地震や富士山噴火など大地変を予言するように踊狂（ようきょう）現象を起
こす。「ええじゃないか」の終点が日本最大の活断層・中央構造線の東端に建てられ

た伊勢神宮とは偶然にしては出来過ぎた話だ。”

http://j.mp/1UbWE90
http://j.mp/231btyw
http://j.mp/1rionu5
http://j.mp/1U1hfdU
http://j.mp/1UIm0Lw
http://j.mp/1tj16cK
http://j.mp/1UIl7CE
http://j.mp/1UJ8BzX
http://j.mp/1YiVhZ4
http://j.mp/1rhFpsm
http://j.mp/1szlsOX
http://j.mp/1szlwhH
http://j.mp/1szms5E
http://j.mp/1szlcPW
http://j.mp/1szl3vU
https://www.youtube.com/watch?v=UbOl1bBzmJc


http://sciencebook.blog110.fc2.com/blog-entry-1461.html …
『死都日本』石黒耀

#ブラタモリ

https://www.youtube.com/watch?v=GJDHROoLt08
Rin’ - Jikuu 

き★ゃ★す @kyasuming · 6月10日 
泊原発の再稼働に反対します。安心して生活できる未来が欲しいです。 
https://pbs.twimg.com/media/CklOTmBUgAAX-u-.jpg

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 6月10日 
ちなみにうちの農場の土は、2012年に八進さんに依頼した測定で、Cs137が約
５Bq/kg、Cs134がND。
自前のAT1320Aでも、Cs137が約５Bq/kgでした。
フクイチからの降下物がゼロとは全く思っていないけど、農を継続してやれると確認

できたことは大きいです。

ぴょこぴん☆さんへの返信 
どるぴん @carapowa1 · 6月10日 
@pyokopin @snoopymaygon @kazu8hokkaido 夏休みに保養出来るなら私なら絶対北
海道の中部内陸に行きたいです。ワンコが長時間の飛行で弱ってしまう可能性が有る

から残念だけどウチは無理。国内では汚染が少なくて福一からの風が届きにくい数少

ない場所。。

ぃや、意外に中部内陸（南側）は（雨の影響で）線量が高いよ…？
…（－－；）…★

「夏に脱被曝の保養」に行くなら、網走〜増毛ラインより以北がお勧め！

（※「冬服」もってってね…！）

https://www.youtube.com/watch?v=McSxJ2nqMdg
Rin’ - Will 

http://sciencebook.blog110.fc2.com/blog-entry-1461.html
https://www.youtube.com/watch?v=GJDHROoLt08
https://pbs.twimg.com/media/CklOTmBUgAAX-u-.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=McSxJ2nqMdg




（６月12日）　あるばか狼さんが居ない時点で、私には厄日。

http://85358.diarynote.jp/201606121522094659/

「バカを言え。俺はもともと、けっこう喋る。」

2016年6月12日 就職・転職 コメント (2)
　

吉凶しまジロウな半日。（違

いまさら馬鹿馬鹿しくて、勝利宣言を出す気にもなるないので無視。┐(’〜`；)┌

まぁとにかく、あるばか狼さんが居ない時点で、私には厄日。

(-"-;)

それにつけてもスタッフも客も病人だらけ。(-"-;)

ふつう脳梗塞なんて半日で３人も４人も聞くような病名ではないはずなんだが…(ノ-o-)ノ　┫
　

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月12日15:34
　

じわじわと社会が崩壊してる。

元気なはずのよさこいの踊り手が、半病人で動きも鈍く、痛々しい茨城勢とかね…(・_・;)…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201606121522094659/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201606121522094659/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


2016年6月12日15:51
　

厄日決定。(`ヘ´)
 



（６月12日）　そしてそしてワイン！

http://85358.diarynote.jp/201606122303512105/

終わり良ければすべて良し♪

2016年6月12日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

 
じゃがいも！

アスパラ！

バター！

肉！

お米…！

o（＾◇＾）o
　

そしてそしてワイン！

すべて、道産！♪

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月13日7:47
　　

「おたる」の白ワイン（辛口）は、じつにじつに！

http://85358.diarynote.jp/201606122303512105/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201606122303512105/
file:///tmp/puboo/123094/440257/d5c7f786a7dd44aa8c36/7282/epub/OEBPS/image/85358_201606122303512105_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


「私の好み」です〜♪♪



（６月12日）…例によって私が、完っ全に！　忘れていた瞬間に…(・ω・;)(;・ω・)…

http://85358.diarynote.jp/201606122305302572/

おっと順番が前後しました☆

2016年6月12日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

先にステージ裏口近の臨場感を

最後まで楽しんでo(^-^)oから、

売り切り半額タイムのご飯…♪

(‾ー+‾)ニヤリ

 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201606122305302572/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201606122305302572/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月12日23:18
　

無事帰投。o(^-^)o
ワイン一杯入ってますが、

明日もバイト。(^_^;)

ごはん食べて

漫画読んで

寝ますぅ☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月12日23:21
　

…例によって私が、完っ全に！
(-.-;)

地震の心配を忘れていた瞬間に…(・ω・;)(;・ω・)…

…熊本、震度５弱…

…(ToT)…
 

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


（６月13日）　厄日（特に水難）満載の予感…

http://85358.diarynote.jp/201606130813037800/

札幌は昨日の時点の天気予報を完全に無視して雨。

2016年6月13日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=w9da1fTPIm4
ケツメイシ　カーニバル 

（前項コメント）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月12日23:21

…例によって私が、完っ全に！
(-.-;)

地震の心配を忘れていた瞬間に…(・ω・;)(;・ω・)…

…熊本、震度５弱…

…(ToT)…

http://85358.diarynote.jp/201606130813037800/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160613/85358_201606130813037800_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160613/85358_201606130813037800_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160613/85358_201606130813037800_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=w9da1fTPIm4


おはようございます。

０７：３７…にＰＣ開いたはずが、すでに０８：０１…。

札幌は昨日の時点の天気予報を完全に無視して雨。

★（－－；）★

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465771800/1011-0010-101000-201606130750.gif?
t=1465772439
（０７：４０〜０７：５０）

すでにして厄日（特に水難）満載の予感な一日の始まりですね…

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

01:00 0.039 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 0.040 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

…しかも情報更新が停まってる？じゃないですか…？

地震マップ @eq_map · 7分7分前 � 青森 五戸町 
【M2.8】青森県東部 深さ90.7km 2016/06/13 07:56:27
(G)http://j.mp/1sB0Be0 (Y)http://j.mp/1ZJe7Hg

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M5.3】KURIL ISLANDS 33.7km 2016/06/13 02:11:38JST, 2016/06/12 17:11:38UTC
(G)http://j.mp/1OjKxYb (USGS)http://j.mp/1UoBF48

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M4.7】EAST OF THE KURIL ISLANDS 58.2km 2016/06/12 20:22:26 JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/21fUbfv (USGS)http://j.mp/21fUU09

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465771800/1011-0010-101000-201606130750.gif?t=1465772439
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://j.mp/1sB0Be0
http://j.mp/1ZJe7Hg
http://j.mp/1OjKxYb
http://j.mp/1UoBF48
http://j.mp/21fUbfv
http://j.mp/21fUU09


地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.2】国後島近海 深さ130.4km 2016/06/12 20:41:29
(G)http://j.mp/25V5nBI (アニメ)http://j.mp/1XgPuDD

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.1】十勝地方南東沖 深さ82.2km 2016/06/12 19:32:30
(G)http://j.mp/1UcwkLR (アニメ)http://j.mp/1UJFkba

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.6】十勝地方南東沖 深さ53.3km 2016/06/12 16:36:06

http://j.mp/25V5nBI
http://j.mp/1XgPuDD
http://j.mp/1UcwkLR
http://j.mp/1UJFkba


（６月13日）　あるばか狼さんの風邪が、とりあえず治った？(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201606131503157765/

【大越冬】！(-.-;)！
2016年6月13日 ダイエット コメント (3)
　

…(^。^;)…！

 
バイト中に椅子に座ったまま、

こっそり腹筋スクワットをしてたら、

腹圧？で(-.-;)

ぴたぴたサイズだった夏ズボンの

ウェストのボタンが弾け跳ぶ。

(‾○‾;)

（そして行方不明。）(∋_∈)

という悲喜劇事案が発生…

…(ToT)…

しょうがないので、昼ごパンは半分にしますぅ…(ToT)…

 
    
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201606131503157765/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
http://85358.diarynote.jp/201606131503157765/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160613/85358_201606131503157765_1.jpg


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月13日15:26
　

０.０５３μ。(-_-#)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月13日21:49
　

絶賛プチ厄日(-”-;)でしたが、
あるばか狼さんの風邪が

とりあえず治った？(^_^;)
ようなので、

あとのことは、まぁ、どぉでもい〜でしょ〜…┐(’〜`；)┌
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月13日22:37
　

先ほど無事故で帰投。(^_^;)

ごはん食べて

漫画読んで

さっさと寝ますぅ…☆
 
 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（６月⒕日）　I will survive ．

http://85358.diarynote.jp/201606140756131748/

（ところでまだ台風が発生してませんよ…？）

2016年6月14日 環境は、生命圏で、生存権。

　

おはようございます。

ＰＣ起こしたのが０７：３７でした。

まずはこの曲をもう一回☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=Tth-8wA3PdY
I will survive - Gloria Gaynor 

札幌は１６℃。曇天。強風。てか暴風？

（－－；）

インドネシアの火山５連発？の火山灰なのか、

はたまたクマモト震度５弱の振動粉塵なのか、

埃っぽく変に化学的な異臭の混じる湿気った風が、

「南から」吹き付けてきています…★

http://85358.diarynote.jp/201606140756131748/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160614/85358_201606140756131748_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160614/85358_201606140756131748_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160614/85358_201606140756131748_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Tth-8wA3PdY


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 0.039 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

…線量は低いから、フクイチ由来じゃないな…？

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465856400/1011-0010-101000-201606140720.gif?
t=1465857035
（０７：１０〜０７：２０）

４連勤の最終日。今のところチャリ通の予定なんですが…危険かな…？？

（ところでまだ台風が発生してませんよ…？）
（去年の逆記録？をつくるつもりなのか…？）

地震マップ @eq_map · 5 分5 分前 
【M3.6】青森県東方沖 深さ63.0km 2016/06/14 07:38:28
(G)http://j.mp/1U4KP26 (アニメ)http://j.mp/25YGSDG

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 青森 十和田市 
【M2.5】青森県東部 深さ138.6km 2016/06/14 01:49:39
(G)http://j.mp/235b9yO (Y)http://j.mp/235bm58

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 別海町 
【M2.5】根室地方 深さ131.0km 2016/06/13 23:40:49
(G)http://j.mp/1Xjn63K (Y)http://j.mp/24LSzei

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.9】浦河南方沖 深さ49.0km 2016/06/13 22:33:45

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465856400/1011-0010-101000-201606140720.gif?t=1465857035
http://j.mp/1U4KP26
http://j.mp/25YGSDG
http://j.mp/235b9yO
http://j.mp/235bm58
http://j.mp/1Xjn63K
http://j.mp/24LSzei


【M2.7】青森県西方沖 深さ1.5km 2016/06/13 13:58:30

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � 北海道 旭川市 
【M3.9】上川・空知地方 深さ209.7km 2016/06/13 12:54:47
(G)http://j.mp/1rkFXhb (Y)http://j.mp/28vTWm6 (アニメ)http://j.mp/1rkFkEf

地震マップ @eq_map · 6月12日 � 青森 五戸町 
【M2.8】青森県東部 深さ90.7km 2016/06/13 07:56:27
(G)http://j.mp/1sB0Be0 (Y)http://j.mp/1ZJe7Hg

https://www.youtube.com/watch?v=Fu-j--lYqlI
本日のスープ／大泉洋　with　STARDUST REVUE 

http://j.mp/1rkFXhb
http://j.mp/28vTWm6
http://j.mp/1rkFkEf
http://j.mp/1sB0Be0
http://j.mp/1ZJe7Hg
https://www.youtube.com/watch?v=Fu-j--lYqlI


（６月14日）　…悪夢…（＞＜。）。。

http://85358.diarynote.jp/201606141503028230/

【退職強要】再発。…激痛胃ケイレン食欲絶無ダイエット
…(ToT)…

2016年6月14日 就職・転職 コメント (3)
　

書くと長い。後でね。

（覚えてラレタラ。）

　

おそらくベルクカッツェの教唆による

フィル痴の嫌がらせ。

胃が痛い。痛い。痛い。

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月14日15:29
　

がんばって食べたので

吐くときにはフィル痴の

頭の真上からブチまけてやる…ｗ
　 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月14日15:32

http://85358.diarynote.jp/201606141503028230/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201606141503028230/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160614/85358_201606141503028230_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
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http://85358.diarynote.jp/


　

新しく来た２人以外は

管理者とリーダー全員イジメの参加者か首謀者なので。

(-_-#)
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月14日15:35
　

さらになんと！(ToT)

最悪の！あのスネイピが！

出戻って来たんだよ最近。

…悪夢…（＞＜。）。。
 
 

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


（６月⒕日）　残業のおかげで、めったに見れないアルパカ狼さんの超かっこいい「防
御指揮官」モードが鑑賞できました…

http://85358.diarynote.jp/201606142134138560/

馬飼った…o(^-^)o

2016年6月14日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (1)
　

笑っちゃうくらいに大凶悪厄日でしたが、

 
むしろもはや「逆境萌え」(^_^;)な
「ドＭ」モードが発動…σ(^◇^;)。。。

残業のおかげで、めったに見れないアルパカ狼さんの

超かっこいい「防御指揮官」モードが鑑賞できましたし…

キーマカレーが旨かったから、

あとはどうでもよし！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

（だって野菜のほうが汁より多いような豪華豚汁と葉の厚い柔らかい菜の花たっぷりのお浸し

とシャキシャキ歯ごたえのピリ辛ウマイきんぴらとキーマカレーでお盆の上からはみ出すぐらい

なのに…たったの！

【合計５３４円。】なんだよ…？）

♪　o（＾◇＾）o　！

　びば！　札幌！！

http://85358.diarynote.jp/201606142134138560/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
http://85358.diarynote.jp/201606142134138560/
file:///tmp/puboo/123094/440257/d5c7f786a7dd44aa8c36/7282/epub/OEBPS/image/85358_201606142134138560_1.jpg


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月14日23:12
　

買い物がっつり。

無事帰投。

札幌１４℃。

無暖房で室温１７℃。(・_・;)

…漫画読んで寝ますぅ…☆
 

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


（６月15日）　「夜間の阿寒湖で悪寒がする予感」。

http://85358.diarynote.jp/201606150932049624/

唐突に【日本語漢字】テスト。（…挑戦者求ム…ｗ）

2016年6月15日 学校・勉強
　

https://www.youtube.com/watch?v=g85kYl5m7wg
【Luo Tianyi 洛天依】 Lush 【芊芊】

★以下のカタカナ部分を適正な漢字に変換しなさい。

ヤカンの

アカン湖で

オカンがしたので

キカンして

リョカンの

オカンに

ヤカンで

アツカンをつけてもらい

サカンに

ハッカンしたのち

ベッカンの

ランカンから

カンコウ業者の

ホウカン芸を

サンカンしたところ

ワカンない

カンゴがあったので

カンワ辞書を探しに

トショカンへ行き

http://85358.diarynote.jp/201606150932049624/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=206
https://www.youtube.com/watch?v=g85kYl5m7wg


カンコ鳥なく

カンサンとした

カンナイで

カンキョウ深い

ショカン集を見つけ

ゾッカンを借りて読み

ヘンカンしたのちに

ドクゴカンを語りに

チャカンへ行くだろうという

ヨカンがした話。

…いえ…（＾＾；）…

二度寝してたら唐突に、冒頭の部分が頭に浮かんだんですよ…

「夜間の阿寒湖で悪寒がする予感」ていう、

預言？夢。だった？んですけどね…☆

https://www.youtube.com/watch?v=daFVZtokIoc
【洛天依Luo Tianyi·言和Yanhe原創曲】雙向幸福【PV付/周黑亚】

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


（６月15日）　桐木りすさんを簡単に「天才」と表現できればいいのですが、

http://85358.diarynote.jp/201606151009122143/

【M2.8】浦河南方沖〜【M2.5】根室地方〜【M2.8】十勝地方南
東沖〜【M2.5】十勝地方〜【M2.8】十勝地方南東沖〜【M2.8】
日高山脈〜【M3.2】十勝地方〜…

2016年6月15日 環境は、生命圏で、生存権。

　

あらためまして、遅めようございます。

０９：５５になっちゃいました。

３連休の初日。

７時には起きて小家事をやってたんですが、そのあと休日限定の特権。

二度寝…ｗ（＾＾；）ｗ

で、前項の冒頭部分の「預言」？を視て還ってきました…

…何が起こるんだ？阿寒湖…？（道東内陸部…？）

ついでにコレ発掘して笑ってきましたｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201606151009122143/
http://85358.diarynote.jp/201606151009122143/
http://85358.diarynote.jp/201606151009122143/
http://85358.diarynote.jp/201606151009122143/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160615/85358_201606151009122143_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160615/85358_201606151009122143_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160615/85358_201606151009122143_3.jpg


　

http://85358.diarynote.jp/201002210110214579/
桐木りすさんを簡単に「天才」と表現できればいいのですが、

2010年2月21日 ゲーム

…こんなのも発掘したので、後でやってみましょう…ｗ

ひみつ日記 
　あとでこれもやってみよう……ｗ
　http://hirakuna.jp/

https://www.youtube.com/watch?v=fV_DqBIj7EU
Luo Tianyi - Flower of War 洛天依 战场之花（PV Music video lyrics）

札幌は薄い水色？の晴天。２１℃。

トンデモ爆風。

保育園の庭から園児たちの悲鳴と喚声が響いてきます。

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

01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00 0.039 0.038 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.038 6 
08:00 0.038 0.038 0.038 6 
09:00 0.039 0.038 0.038 6 
10:00

線量は低くて素晴らしいのですが、

窓は開けられないし、洗濯物を干したら飛んで逝っちゃいますね…★

http://85358.diarynote.jp/201002210110214579/
http://hirakuna.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=fV_DqBIj7EU
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465952400/1011-0010-101000-201606151000.gif?
t=1465953037
（０９：５０〜１０：００）

…惜しい…遊びに出かける予定の日だったら（＋風がなかったら）良かったのに…★

https://www.youtube.com/watch?v=AEumwlozXzw
【洛天依 Luo Tianyi】一半一半 Half and Half 【オリジナル曲 PV付】 

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.8】浦河南方沖 深さ75.8km 2016/06/15 06:09:39

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 池田町 
【M2.8】十勝地方 深さ96.8km 2016/06/15 05:04:59
(G)http://j.mp/1XVgABl (Y)http://j.mp/24P560w

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 北海道 別海町 
【M2.5】根室地方 深さ135.4km 2016/06/14 23:44:56
(G)http://j.mp/1Yos2Us (Y)http://j.mp/1Yos1j7

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.8】十勝地方南東沖 深さ66.7km 2016/06/14 21:22:59

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 北海道 中札内村 
【M2.5】十勝地方 深さ97.6km 2016/06/14 20:29:52
(G)http://j.mp/1sE2FC7 (Y)http://j.mp/1OnbMRG

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.8】十勝地方南東沖 深さ65.9km 2016/06/14 15:32:16

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 � 北海道 大樹町 
【M2.8】日高山脈 深さ34.4km 2016/06/14 11:40:25
(G)http://j.mp/1ttoGEq (Y)http://j.mp/1ZMLKbg

地震マップ @eq_map · 6月14日 � 北海道 池田町 
【M3.2】十勝地方 深さ120.4km 2016/06/14 10:32:53

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1465952400/1011-0010-101000-201606151000.gif?t=1465953037
https://www.youtube.com/watch?v=AEumwlozXzw
http://j.mp/1XVgABl
http://j.mp/24P560w
http://j.mp/1Yos2Us
http://j.mp/1Yos1j7
http://j.mp/1sE2FC7
http://j.mp/1OnbMRG
http://j.mp/1ttoGEq
http://j.mp/1ZMLKbg
http://j.mp/25YY7Vk
http://j.mp/1ttkhBq
http://j.mp/25YYzms


(G)http://j.mp/25YY7Vk (Y)http://j.mp/1ttkhBq (アニメ)http://j.mp/25YYzms

地震マップ @eq_map · 6月13日 
【M3.6】青森県東方沖 深さ63.0km 2016/06/14 07:38:28
(G)http://j.mp/1U4KP26 (アニメ)http://j.mp/25YGSDG

http://j.mp/1U4KP26
http://j.mp/25YGSDG


（６月15日）　脳貧血、はんぶん金縛り。

http://85358.diarynote.jp/201606151713019684/

ぼくを探しに…（行く途中。）

2016年6月15日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=DUqDKza4q5U
Taiko Drums - Yamato Drummers Of Japan

さてと。（＾＾；）

ダルくて、どうにもテンションが上がりません。

室温２２℃。線量低し。強風で外出する気も起きず。

家事も放置…

午前の遅めの情報チェックの後、どんぐりパンのお昼を食べて、

昼寝をしながらツボ押しと筋肉緩めをしたところ…

がっくん！☆（＠＠；）☆

と、大きく動いて…

おそらく５歳で父に危うく殴り殺されかけた時にズレて以来、

ずーーーーーーっと！そのままズレていたのだろう頸椎の大きなズレが、

正しく嵌まった？

らしい？

感触がありまして…（＾＾；）…

その後、全身の、特に腹腔内の？

毛細血管が開きまくり〜の、

体温も上がりまくり〜の…で…、

http://85358.diarynote.jp/201606151713019684/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/items/books-jp/406112983X/
https://www.youtube.com/watch?v=DUqDKza4q5U


血液の、緊急在庫総量が足りなくなったらしく…||||（＾＾；）||||…

脳貧血おこして、はんぶん金縛り状態で、しばらく魚河岸のマグロ状態になっておりました…ｗ
ｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=7x3HAZS1ZiI
LOVE TRAIN

ようやく起きだして、さっきまで和太鼓のＹＡＭＡＴＯ（冒頭トリガー）を聴いてたんですが…
、

…今日の作業予定とちょっと雰囲気が違う（＾＾；）…違わないかな…？

ってことで、「しっくり来るＢＧＭ」を探しつつ、

２５年前の！ｗ（＾＾；）ｗ

恥ずかしいエロ原稿（男性同性恋愛もの）を虫干し？して、

悶絶大絶叫してきますわ…ｗｗｗ

http://p.booklog.jp/book/107611/read
リステラス星圏史略

古資料ファイル　３－１－７

『逆願樹の森』（仮題）

https://www.youtube.com/watch?v=hOKO51xM4oA
TAKE ME HIGHER / DAVE RODGERS 

…いや…（＾＾；）

これは全然、合わない…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=3Mu_wUJg3BE
GET WILD / DAVE RODGERS 

https://www.youtube.com/watch?v=c_J1ZeXv_kY
YA-HA! - Frei 

https://www.youtube.com/watch?v=7x3HAZS1ZiI
file:///tmp/puboo/123094/440257/book/107611/read
https://www.youtube.com/watch?v=hOKO51xM4oA
https://www.youtube.com/watch?v=3Mu_wUJg3BE
https://www.youtube.com/watch?v=c_J1ZeXv_kY


いやいや…

https://www.youtube.com/watch?v=8RsYOKPeylk&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=1
Gregorian-Moment of Peace vs antarktika 

…ちょっと、近づいたかな…

https://www.youtube.com/watch?v=8JFGdH5wgCs&index=2&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Losing My Religion 

あ〜これなんか、ぴったりな感じ…？
https://www.youtube.com/watch?v=XNA0DmHhe6w&index=4&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Amazing landscape photography-Gregorians 

うん。（＾＾）もう「映画化エンディングタイトル」れべる…♪

＞●後にひろまるサムサラ教の初まりですかね…ディカールは。

ぅわｗ（＾□＾；）ｗ

こんな設定、すっかり忘れていたぞ…ｗｗｗ

＞ルマルウンに誓いをたてない。

…ぅわーーーー！
忘れてたーーーーーーッ！☆

ｗ（＾◆＾；）ｗ…★

…サムサーラって後の《白の谷》とイコールか…。

https://www.youtube.com/watch?v=8RsYOKPeylk&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=8JFGdH5wgCs&index=2&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
https://www.youtube.com/watch?v=XNA0DmHhe6w&index=4&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


（６月15日）　そのかみ《水の大陸》にトゥリアンギアなる富裕な王領ありき。

http://85358.diarynote.jp/201606151910289633/

「それゆえに昔語りを始めよう」。

2016年6月15日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=AnjHdtWA4n0&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=8
Gregorian - Voyage Voyage (French Video Version) (Desiereless) 

お♪　「技術文化レベル同じくらい」な時代…♪

それゆえに昔語りを始めよう。

そのかみ《水の大陸》に

トゥリアンギアなる富裕な王領ありき。

　アトル・アン古伝承より

　　ミトラ＝タ・ヴィアタ

　　－　双　生　神　謡　－

　豪士のむすめアリシアが宮女として城へ上がったのは十六歳の春。適齢期をひかえ

ての箔づけだと誰もが笑って冷やかした。

http://85358.diarynote.jp/201606151910289633/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=AnjHdtWA4n0&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=8


　トゥリアンギアの公領は皇国第二の広さを誇り、京（みやこ）よりも気候の穏やか

な北方への要（かなめ）となっている。

　石造り、古風な城は小高い丘の上に建ち、その主人たるのはまだ幼いともいえる薄

幸の貴公子だった。

　この地には "双神" （ミトラアイア）という伝承があり、 "完全（まったき）二者は神
にも等しい" と謡われている。
　律典にもそれが反映され、ひとは婚姻 － 多くは "家流" 制度や利害に左右されやすく
、異性同士と定められている － の相手とは別に、生涯ただひとりの "半身" と呼ばれる
配偶者 － 性別に関わりなく、親友とも義兄弟とも訳され、誓約の掟のもとに不壊不反
、恋人よりも重いとされる － を持つことが通例となっていた。
　責罪に関しても、夫婦・子・兄弟は離縁を申し立てれば免れる場合も多いのに反し

、唯一他者（ミトラ・タ）の誓いをたてたものは本人と全く等しく、その係累にまで

禍が及ぶところまで同じに行われる。

　ために、不義の公子、将来の災厄の予想されている存在には、 "他者" （対者）のな
り手がいなかった。

　秋、アリシアはミアルド公子の侍女となる。

　生来慈母神の守護を受ける少女は、幼ない公子に対して母親にも似た愛をもつよう

になるが、周囲に危惧され、かつ公子自身の決意によって、郷（さと）に帰されるこ

ととなる。

　箱馬車の中で泣いて少女はひとり唯一の誓いを立てた。

https://www.youtube.com/watch?v=se6akxRN74k&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=9
Gregorian - Forever young 

https://www.youtube.com/watch?v=se6akxRN74k&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=9


（６月15日）　ディカールと呼ばれるその少年がトゥリアンギア公領を旅して行った
のは冬も近づこう枯雨月（かれうづき）。

http://85358.diarynote.jp/201606151931503535/

（ディカールと呼ばれるその少年が）　（※１９８３年原稿）

2016年6月15日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=DJz8b95Rw8o&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=10
Gregorian - Hymn 

　ディカールと呼ばれるその少年が父に連れられてトゥリアンギア公領を旅して行っ

たのは冬も始まろうという枯雨月（かれうづき）。森の育ちにはただでさえ平原の秋

は興趣深く覚えるものを、金に銀に華やぐ長草の舞うなかで、ひときわ鮮やかなに彼

らを追い越して遠野を駆せる白馬の姿が目を魅いた。

「父上、父上」

　生来おちついた温和しい息子の歓声に驚いた養父が顔をあげる。

「父上〜！」

　身についた温和しさも忘れて養父のもとへと走り寄る。火の仕度をする父親は珍し

い歓声にひどく驚いた顔をした。

「あれあの御方はどなたです？　平野の貴人は馬が巧い！　父上なら御存知であり

ましょう」

　問われて見遥かせば、折しも陽の傾こうとする金炎の平原に、白銀燃えたつ白馬を

乗りこなし少年と同じほどの背の高い童児が行く。

「…はてトゥリアンギアの、黄金の髪をした貴公子といえば」

https://www.youtube.com/watch?v=wRV3XEyHrDw&list=PLVBxO3o-

http://85358.diarynote.jp/201606151931503535/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=DJz8b95Rw8o&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=wRV3XEyHrDw&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=11


avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=11
Gregorian - Hallelujah

　ディカールと呼ばれるその少年がトゥリアンギア公領を旅して行ったのは冬も近づ

こう枯雨月（かれうづき）。森の育ちにはただでさえ平原の秋の風情はおもしろく思

えるものを、金に銀に、華やぐながし草の舞うなかを、ひときわ鮮やかに遠野を駆せ

る白馬の姿が目を魅いた。

「父上、父上！」

　物静かな性（さが）も忘れたように養父のもとへと走り寄る。火の仕度をする老騎

士は珍しい歓声にひどく驚いた顔をした。

「あれを行かれる御方はどなたでしょう。名のある家中に違いない」



（６月15日） 2人は火の傍に坐っていた。

http://85358.diarynote.jp/201606151942001570/ 

「ミトラとは、何なのだろう？」　（１９８３年）

2016年6月15日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=hDdeNwlJ44U&index=12&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Brothers In Arms - Vaya Con Dios Scenes (Dire Straits) 

「ディカール？」

　貴公子は遠慮がちに問いかけた。

「なんですかミアルドさま？」

　２人は火の傍に坐っていた。

「ミトラとは、何なのだろう？」

「ミトラ…ですか」

　ディカールは困ったように少し微笑んで居ずまいを正した。

「今日はまた、ずい分とむつかしい質問をなさるのですね」

「前から尋いてみたかったのだ。ただ…今までは誰に尋ねても、満足に応えてもらえなかった
から」

「私も、よく知っているわけではございませんよ。」

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606151946058109/

http://85358.diarynote.jp/201606151942001570/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=hDdeNwlJ44U&index=12&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


「ミアルド様、ご存知ないのですか？」　（１９８３年）

2016年6月15日 リステラス星圏史略　（創作）
 
う〜ん実にぴったりな曲だ…！
　

https://www.youtube.com/watch?v=M2hhqWzIwU8&index=13&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Bring me to Life

「ミアルド様、ご存知ないのですか？

　そう考えていけば、わたしたちは皆ひとつのミトラです。

　私があなたを愛するように、あなたも、別のどなたかを愛して御覧なさい。

　そうすれば、お解りの筈です。

　ミトラを持つこと…ミトラの想い、感情を、自らのもとに呼べること…

　ただそれだけが、どんなにか幸福なものか。

　いつか、否応なしに我々は、離ればなれになる日が来ることでしょう。

　私には判ってしまうのです…

　ですが、例え私のことをお忘れになってしまっても、

　私の申し上げた言葉だけは、覚えておいて下さいませ…

　それだけで、

　私たちは、永遠に１つのもので存ることが、できるのですよ…」 
 

http://85358.diarynote.jp/201606151946058109/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=M2hhqWzIwU8&index=13&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


 （なぜ

か同じ用紙内に鋭くんが描いてある…）



（６月15日）　主神この地を遠去りまししより、神血王７代の後、

http://85358.diarynote.jp/201606152009358689/

『 第一部 ・ 森のふところ 』　（１９８３年）

2016年6月15日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=5hWILgE0ADs&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=15
Gregorian - Sweet Child Of Mine - Guns & Roses 

　第一部・森のふところ

　ほの暗い天幕の内部に、垂れ布を派手にはねあげて、まだ幼さの残る少女が走り込んできた。

「おばば、おばば。物語、しておくれ。」

　豊かな白髪がそれに応えてそよぐ。奥まった祭壇のある一画で、既に年齢すら定かではない村

一の老女が、厳かに居ずまいを正していた。

　古い旋律が流れる。その最初の一音から、時の逆光はすでに始まっているのだ。

「それ故に昔語（むかしがたり）を始めよう。古時（いにしえ）、主神この地を遠去りましし

より、神血王７代の後、禁忌破り給いて妹なる王女に子を成させし王、有り。」

http://85358.diarynote.jp/201606152009358689/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=5hWILgE0ADs&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=15


（６月15日）　古アトル・アンの地、当時はアトランと呼ばれていた世界。

http://85358.diarynote.jp/201606152045527265/

（古アトル・アンの地）　（１９８３年）

2016年6月15日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=Q25z3uPg-OY&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=18
Sadeness - Gregorian 

　古アトル・アンの地、当時はアトランと呼ばれていた世界に、幾百度目かの春が訪

うた。

　花々は咲きそめ、森は、暖かい北方の地から順々に、生き生きとした緑の色をとり

かえす。そんな、営々とした精霊達の穏やかな繰り返しのなか、時を共にしながら

なお、

　死すべき人族の短やかな生には、騒憂の種が尽きない。

「三親の法については御存知の筈。」

「このあいだ導師に習ったよ。曰く、『三親の法により、第４代青（セイ）の王、罪

を犯せし者その処分、三親に及ぶべき事を定む。』　この場合の "三親" の定義とは、
親・子・孫もしくは祖父母の直系三代、兄弟と伴侶、その直系と兄弟。そして "最も親
しき友" （ミトラ）。

　三親の法はもともとは罪を犯そうとする者への心の歯止めとして立法されたものだ

というけれども、わたしの見るところ、第１０代青王ランザン君（ぎみ）の御代（

みよ）以来、貴族同士の政争の陰謀の道具としてや、民草の間でも貧しい者をさらに

貧しく虐げる目的で、誤用されることが多くなってしまったおうだね」

「結構な御学識ですな、閣下」

http://85358.diarynote.jp/201606152045527265/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=Q25z3uPg-OY&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=18


　ありがとうと答える "閣下" の高く柔らかな少年声が、城のテラスに朗らかに響いた
。

　ところはアトラン最古の血統を誇る青王国…青は母なる海霊に通じ、また父なるテ
ィアスラァル神の血の色でもある…の、随一の公領トゥリアンギアの城。
　晩春の恵み豊かな日差しに誘われて、幼い公子と、後見にして実質的な宰領である

老ク・スールア伯とは、公子の部屋に続くテラスの一角で昼食を共にしていた。

　日課である。

　宰伯ク・スールアは煩瑣（はんさ）な執務の多忙をおして、なにをおいてもこの習

慣を曲げる事がなかった。

「今日は…義兄弟 真の友（ミトラ）のことについて、お知りになりたいとの、仰せで
したな」

「ええ、伯」

　ク・スールアは翳りのあるくらい瞳を伏せて思案にくれていた。

((どのように…話したらよいものか))

　彼がこの不幸な公子の後見を王より言いつかってから早や１２大祭（※）にもなる

。幼なき頃より御仕え申した現王のたっての頼みゆえに引き受けたというものの、彼

にとって、いや王国の他のどの貴族だったとしたところで、この立場は決して有り難

いものではなかった。

　その上に公子は類稀な程に美しく、成長につれ、驚くばかりの知性を、聰明さを、

表すようになっていったのである。

　不安はいや増した。

　２重、３重に神の裔（すえ）なる王族の血を継いでいるとあれば、それも道理。仕

方のない事ではあったが…

　王の庶子、それも王と王妹との不義によってなされた公子などの存在は、優秀であ

ればあるほどに "神孫の青王国" のためにはならない。



　他国生まれの魔女王妃・皇太子母は、今や王国の実権の半ばを握り、絶えず公子の

身辺に目を光らせているという噂だった。

　公子の命はどちらにせよ長くはあるまい。

　その時、どれだけの変動がこの国に起こり得るか。

　ク・スールアは茶を飲みほし、背筋正しく待っている公子へ、儀礼どおり目を伏せ

たまま話しはじめた。

「先人、聖賢デュアザンの残せし言葉のひとつにこう御在ますな。

　ミトラなるもの、言葉にて教えることあたわず、語ることあたわず。ただ掟の相

手（ミトラ・タ）と呼ぶべき友を実際に得る事によりてのみ、自ら体得すべしと。そ

れ以来、あらゆる賢者・学者も、ミトラについて一切触れも述べもしませぬそうな。

それ故にミトラの掟に関わる正確な定義も、刑罰の取り決めも、この青王国には存在

しませぬのじゃ…　ふむ。公式には、ですがな」

（※「１２大祭」：１大祭 ＝ １年。年越しの祭のこと。）

https://www.youtube.com/watch?v=B7F71KXq-1M&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=20
Gregorian - My Heart Will Go On 

https://www.youtube.com/watch?v=fi6TC0rlers&index=21&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Once In A Lifetime (Lyrics)
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B7F71KXq-1M&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=fi6TC0rlers&index=21&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


（６月15日）　「ミトラ … の誓い、で御在ますか…」

http://85358.diarynote.jp/201606152140384731/

「今日はわたしの方から尋ねたい事があるのだが」　（１９８

３年）

2016年6月15日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=rx04PmOltYw&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=22
Gregorian - My Immortal 

「今日はわたしの方から尋ねたい事があるのだが、構わないかしら、伯？」

「何なりと、閣下」

「よかった。」

　稚い主人（あるじ）からそう切り出された時、ク・スーリア伯爵はその内容につい

て深く予測する事もなく応諾の返事をしてしまっていた。

　それがどれだけ重い言葉であるかの分別くらい、ついていても良さそうなものだ

のに、である。

　だがそれでも閣下と呼ばれた子供は遠慮がちに尋ねた。他者（ひと）の弱味を握ろ

うとするのは卑怯な行いであると教えられて育ったからである。

「何人かに既に尋いてみたのだが、誰も話をそらしたがってしまうようで、満足のい

く答えを与えてくれないのだ… "ミトラ" についてなのだが」

　ひとつの単語に触れられて、老練な伯の表情がさっと揺らいだ。質問者である公

子は、やはり教えては貰えぬ事柄の一つだったのだろうかと、顔を曇らせて、懸念す

るように第一の家令の反応を待っていた。

http://85358.diarynote.jp/201606152140384731/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=rx04PmOltYw&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=22


　…そこは、王国随一の公領トゥリアンギアの、管領である公子の居間に続く、中庭
風に高い石垣によって囲われた南面のテラスの一画だった。

　暖かい夏の午前の日差しが豊かに差し込み、石の床の上に緑の蔦の陰を踊らせて

いる。

　そのテラスに据え付けの大きな一枚岩のテーブルに場所を選んで、まだ幼ささえ残

る公子と、彼の後見であり現在のところ実質的なトゥリアンギアの采配を預かってい

るク・スーリア伯とは、日課の学問を始める所だった。

　学問と言っても伯爵の管轄は天文（うらない）や神話学、地理学や器楽・武術とい

った方面のものではない。それらには無論一流の学者や指南役達がついて、公子の優

れた才能を可能な限り伸ばそうと、日々努めていた。

　そうではなく、多忙な身の伯が毎日必ず執務の時間を割いて、年若い主人に教えこ

もうとしていたもの … それは、他者を愛すること、民草を思い遣らねばならないこと
、王家の一員たるもの常に身を孤高に持し、全て物事を公平に多面的に見降ろして判

断を下すべき事 … 等々、今日で言う帝王学の前身にも当たるものであった。

　老いた伯爵自身はこれを『人道』という言葉で端的に表していた。

　彼はしばしばこのように公子に教えたものである。

「良ろしいですかな閣下 … このように行うのが人として生きるべき道というもので御
在ますぞ。まして閣下には人々の上に立つ貴い血族の御生まれなのですからな」

　しかしク・スールアはこの不遇な王の庶子の背負うだろう未来を正しく予見してい

たのである。彼はその守り役をも務めた現王のたっての願いによってトゥリアンギア

の名目上の公子を預かってはいたが、その御子が王位を得る事は決してないだろう

こと、どころか、成人する以前には公太母である現王妃によってその美しい命を奪わ

れてしまうだろうという想定された事実を、王国の他の全ての民と同じようによくわ

きまえていた。

　にも関わらず、いや、だからこそ、伯は王道を、王者としての生き様を、公子に教

えようとしたのである。

　悲運な公子が自らの命運をいたずらに嘆くことなく、恨むことなく、真直に生き



て逝く為には、それが … 王家の一員としての自覚が … 必要不可欠のものである事を
、彼は言葉に出来るでもなく漠然と了解していた。

　公子は死ななければならない、実父である現王のありとあらゆる願いと努力にも関

わらず。

　王の庶子というもの、その資質が優れたものである程に、その存在は王国の存続に

危機をもたらすのである。

「… 伯 … ？」

　黙りこんでしまった後見者の表情を不安げに、しかし辛抱強く公子はのぞき込ん

で待っていた。

「ミトラ … の誓い、で御在ますか…」

　老伯は重々しく呟くと、一体どのように説明するべきか、いつの昔からかこの国

の人々の、神々の物語や多くの古伝説への信奉にも伍して重要なバックボーンつたえ

がたりとなった思想について、考えをめぐらせ始めた。

　…とても端的に言葉で教えられるものではあり得ない。

　彼自身もまた、一般に識られている程度にしか、漠然と了解しているに過ぎない

のだ。

　そもそも『ミトラ』というその語が何処から、誰によってもたらされたのかさえ、

彼は知らないのではないのか？

「 "ミトラ" について、これまで文字によって示されたものは、かつての聖賢、ディー
ドラスの、ごくごく消極的な定義しか存在しない事は、御存知ですな」

「知っている。彼によればミトラの誓いとは、 "主従でなく、伴侶でなく、友恋の情で
なく。それら全てを含みそれら全てを超ゆ。ミトラの誓いを樹つる者はその相手に対

し全ての誠実を尽すべし。自らの掟を破る時、世界と共に滅びるねし。" …判るような
気もしてよく考えてみたのだが…結局さっぱり解らない。」

「その通りで御在ましょう。本来言葉を介して了解すべきものでは無く、実感を通し



て体得する感覚なのだ、と」

https://www.youtube.com/watch?v=_o6H118SgN4&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=26
Gregorian - Sacrifice 

…う〜ん…、ぴったりすぎる…☆

…（＾◇＾；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=_o6H118SgN4&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=26


生物は意思（意識）された方向に進化する。〜【万物に意識がある】。

http://85358.diarynote.jp/201606152151235298/

「ご期待に添えず申し訳ございません。」…（ｗ

2016年6月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

予告に反して（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201606151713019684/

全然まったく！「エロ気」のカケラもありませんでしたね、現在までのところ…
ｗ

http://p.booklog.jp/book/107611/read
リステラス星圏史略

古資料ファイル　３－１－７

『逆願樹の森』（仮題）

…お詫びに（＾＾；）

何だか設定が似ていて読み始めた時に腰を抜かしたオススメ漫画を貼っておきますぅ…

https://www.youtube.com/watch?v=mGv97-9N5rc&index=27&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Stairway To Heaven Live in Prague feat. Violet (Led Zepellin) 

おやすみなさい〜☆

（２２：００じゃすと。洗濯して漫画読んで寝ます☆）

 
 
    
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201606152151235298/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606152151235298/
http://85358.diarynote.jp/201606152151235298/
http://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4887419775/
http://85358.diarynote.jp/201606151713019684/
file:///tmp/puboo/123094/440257/book/107611/read
https://www.youtube.com/watch?v=mGv97-9N5rc&index=27&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月16日10:06
　

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 

生物は意思（意識）された方向に進化する。〜【万物に意識がある】

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=316384 …
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=316383 …
 
この理論は私も支持する　今西進化論でも明らか

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


（６月16日）　雨が降ってたら原稿と家事。

http://85358.diarynote.jp/201606160835412011/

北海道１６日昼過ぎから雷を伴った激しい大雨。浸水 増水 落雷
突風 ひょう注意／【M2.5】青森県西方沖【深さ ０．１ km
】…？？

（＠＠；）？？

2016年6月16日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=J7P65i6T5mk
Urban Cookie Collective - Spend The Day [ HQ Music Video ] 

おはようございます。

０８：１８になっちゃいました。

７時には起きて、

最近の習慣のナンチャッテ腹筋ダイエット体操のあと（＾＾；）、

小家事をやってました…

札幌は気温１６℃。

http://85358.diarynote.jp/201606160835412011/
http://85358.diarynote.jp/201606160835412011/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201606160835412011/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160616/85358_201606160835412011_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160616/85358_201606160835412011_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160616/85358_201606160835412011_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=J7P65i6T5mk


無暖房室温１８℃。

電線がびゅうと鳴る暴風。

予報は雨。

…銭湯出撃、断念…？

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06月16日 05:01】
北海道地方では、１６日昼過ぎから１７日にかけて、雷を伴った激しい雨が降り、大

雨となるでしょう。低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水、落雷や突風、ひょうに

注意してください。

（でも今のところ、空はもんのすごっっく！（＠＠；）！

「明るい」んですけど。ね…？？）

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 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.039 6 
04:00 0.039 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00

線量は低く、塵芥も粉塵も全部かっ飛ばされてしまった後で、空気は清涼。

窓は開けられない（ぜんぶ飛んでしまう！）けど、呼吸は快適です…♪

地震マップ @eq_map · 43 分43 分前 
【M4.4】KURIL ISLANDS 35.0km 2016/06/16 07:21:15JST, 2016/06/15 22:21:15UTC
(G)http://j.mp/1UPG0fg (USGS)http://j.mp/1rqN2wK

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.8】北海道北西沖 深さ7.9km 2016/06/15 23:27:44

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://j.mp/1UPG0fg
http://j.mp/1rqN2wK


地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 北海道 上川町 
【M3.3】上川・空知地方 深さ222.2km 2016/06/15 21:36:47
(G)http://j.mp/25XpTou (Y)http://j.mp/1tqrMs7 (アニメ)http://j.mp/25XpVN8

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.9】北海道東方沖 深さ77.4km 2016/06/15 19:29:46

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ13.6km 2016/06/15 14:19:54

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.5】青森県西方沖 深さ0.1km 2016/06/15 13:19:14

https://www.youtube.com/watch?v=t5WKyA9yT68
Urban Cookie Collective - Feels like heaven
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月16日10:11
　

どんぐりブランチ食べて昼寝して（＾＾；）

起きて雨が降ってたら原稿と家事。

降ってなかったら、…考える…。
 

http://j.mp/25XpTou
http://j.mp/1tqrMs7
http://j.mp/25XpVN8
https://www.youtube.com/watch?v=t5WKyA9yT68
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月16日）　…震度、６弱ゥ…！？（＠＠；）？！

http://85358.diarynote.jp/201606161430219962/

１４：２１緊急地震メール鳴動／１４：２５職場安否確認メール

着信／【最大震度 ６弱 】／（※サッポロ無傷）。

2016年6月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !!
　

　

…震度、６弱ゥ…！？（＠＠；）？！

（これから情報チェックします。札幌はまったく無傷です。）

（１４：４０）。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

https://www.youtube.com/watch?v=Y5mSShCcwMY
LOS ANGELES JUMPSTYLE COMPETITION 2014 !!! 

地震マップ @eq_map · 24分24分前 
【最大震度6弱】(気象庁速報)16日14時21分頃発生 震度6弱 渡島地方東部 震度4 青森県

http://85358.diarynote.jp/201606161430219962/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160616/85358_201606161430219962_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160616/85358_201606161430219962_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160616/85358_201606161430219962_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Y5mSShCcwMY


下北 震度3 檜山地方 胆振地方中東部 http://j.mp/28Gmcm6

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1466055000/1011-0010-101000-201606161430.gif?
t=1466055637
（１４：２０〜１４：３０）

雨の日って、フツウ？地震は来ないもんかと思ってたんだが…（＾＾；）…
震源のほうは、降ってないのかな…？

（札幌はちょうど１〜２時間前から降り出していて、適度に地盤が緩くなっているので、それで

かなり揺れエネルギーが減殺されたもよう…）

参照＞　http://85358.diarynote.jp/201606160835412011/
北海道１６日昼過ぎから雷を伴った激しい大雨。浸水 増水 落雷 突風 ひょう注意／【M2.5】青森
県西方沖【深さ ０．１ km】…？？（＠＠；）？？

地震マップ @eq_map · 19 秒19 秒前 � 北海道 函館市 
【最大震度2】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.6 16日14時42分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/1Pv49n0

地震マップ @eq_map · 5分5分前 � 日本 
【M5.2】HOKKAIDO, JAPAN REGION 16.6km 2016/06/16 14:21:29JST, 2016/06/16
05:21:29UTC
(G)http://j.mp/1YtdnaO (USGS)http://j.mp/28GnBsY

…【Ｍ５で震度６弱】かよ…？！

地震マップ @eq_map · 32分32分前 
◆◆緊急地震速報【警報】(最終第12報)◆◆【M5.2】内浦湾 深さ10km 2016/06/16
14:21:28発生 最大予測震度4

http://j.mp/28Gmcm6
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1466055000/1011-0010-101000-201606161430.gif?t=1466055637
http://85358.diarynote.jp/201606160835412011/
http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/1Pv49n0
http://j.mp/1YtdnaO
http://j.mp/28GnBsY


…||||ｗ（＠◆＠；）ｗ||||…★

…予測は「震度４」どまりなのに…

…これ、「地震兵器」説が飛び交うこととと、

…とりあえず【大魔チガイ原発】の作業が停まる？ことと、

…もしかして、ずっと言ってた【三重津波】が…？？

…＜（－－；）＞…★

震マップ @eq_map · 34分34分前 � 北海道 函館市 
◆◆緊急地震速報【警報】(第6報)◆◆【M5.2】内浦湾 深さ10km 2016/06/16 14:21:28
発生 最大予測震度5弱

地震マップ @eq_map · 36分36分前 
◆◆緊急地震速報【警報】(第10報)◆◆【M5.2】内浦湾 深さ10km 2016/06/16
14:21:28発生 最大予測震度4

地震マップ @eq_map · 37分37分前 � 北海道 函館市 
◆◆緊急地震速報【警報】(第8報)◆◆【M5.0】内浦湾 深さ10km 2016/06/16 14:21:28
発生 最大予測震度5弱

地震マップ @eq_map · 37分37分前 
◆◆緊急地震速報【警報】(第5報)◆◆【M6.1】内浦湾 深さ10km 2016/06/16 14:21:27
発生 最大予測震度5強

地震マップ @eq_map · 40分40分前 
◆◆緊急地震速報(第1報)◆◆【M6.4】苫小牧沖 深さ10km 2016/06/16 14:21:26発生 最
大予測震度6弱

…混乱してる…（＾＾；）…

第６と９報のほうが１０報より後に来てるし、



予測震度も上がったり下がったりしている…★

（そして結局、震度予測的には、第１報が一番正鵠を射ていたという…ｗ）

地震マップ @eq_map · 39分39分前 
【M4.3】内浦湾 深さ4.4km 2016/06/16 14:21:28 [AQUA-REAL]

…深度、浅すぎる。よね…？

https://www.youtube.com/watch?v=xA0x0D6O1sU
LOS ANGELES JUMPSTYLE COMPETITION 2015 !!! 

…トータルで眺めてみましょう…

地震マップ @eq_map · 19 秒19 秒前 � 北海道 函館市 
【最大震度2】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.6 16日14時42分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/1Pv49n0

地震マップ @eq_map · 5分5分前 � 日本 
【M5.2】HOKKAIDO, JAPAN REGION 16.6km 2016/06/16 14:21:29JST, 2016/06/16
05:21:29UTC
(G)http://j.mp/1YtdnaO (USGS)http://j.mp/28GnBsY

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.5 16日09時13分頃発生 
(G)http://j.mp/1WO6gtQ (気象庁)http://j.mp/1Or2sfD

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.3 16日09時05分頃発生 
(G)http://j.mp/1WO6gtQ (気象庁)http://j.mp/1Or1HTV

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M4.4】KURIL ISLANDS 35.0km 2016/06/16 07:21:15JST, 2016/06/15 22:21:15UTC
(G)http://j.mp/1UPG0fg (USGS)http://j.mp/1rqN2wK

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=xA0x0D6O1sU
http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/1Pv49n0
http://j.mp/1YtdnaO
http://j.mp/28GnBsY
http://j.mp/1WO6gtQ
http://j.mp/1Or2sfD
http://j.mp/1WO6gtQ
http://j.mp/1Or1HTV
http://j.mp/1UPG0fg
http://j.mp/1rqN2wK


【M4.4】UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA 16.4km 2016/06/16 06:26:48
JST[UTC+9]
(G)http://j.mp/1sGWAVJ (USGS)http://j.mp/1sGWXPP

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.8】北海道北西沖 深さ7.9km 2016/06/15 23:27:44

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 北海道 上川町 
【M3.3】上川・空知地方 深さ222.2km 2016/06/15 21:36:47
(G)http://j.mp/25XpTou (Y)http://j.mp/1tqrMs7 (アニメ)http://j.mp/25XpVN8

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.9】北海道東方沖 深さ77.4km 2016/06/15 19:29:46

地震マップ @eq_map · 6月15日 
【M2.6】青森県東方沖 深さ13.6km 2016/06/15 14:19:54

地震マップ @eq_map · 6月15日 
【M2.5】青森県西方沖 深さ0.1km 2016/06/15 13:19:14

…やっぱりこの【深さ０．１km】との関連性が気になる…

…||||（＠＠；）||||…★

てか、むしろ、青函トンネルの掘削のせい？？

5,438件のリツイート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 48分48分前 
午後2時21分頃、函館で震度6弱を観測する地震がありました。津波の心配はありま
せん。

…で、さて…

被害は、どうなったかな…？

http://j.mp/1sGWAVJ
http://j.mp/1sGWXPP
http://j.mp/25XpTou
http://j.mp/1tqrMs7
http://j.mp/25XpVN8


（けっこう、人口密度が高め？の地域だぞ…？）



（６月16日）　【 函 館 直 撃 】 地震じゃねぇか…！？

http://85358.diarynote.jp/201606161524406768/

【 函 館 直 撃 】 地震じゃねぇか…！
2016年6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=aI3yNckfSvU
Oxygene - The Ocean 

…待て待て。これ（＠＠；）…

【震源：内浦湾】ていうより、

【 函 館 直 撃 】 地震じゃねぇか…！？

AbemaTV @AbemaTV · 39分39分前 
【緊急生中継】14時21分ごろ、内浦湾で最大震度6弱の地震がありました。この地震に
よる津波の心配はありません。@AbemaTV News Chでは15時まで地震関係の情報を
放送予定です。https://abema.tv/now-on-air/abema-news …
https://pbs.twimg.com/media/ClDK52MVYAAMxGW.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 56分56分前 
【各地の震度 2016年6月16日】
震度6弱：
［北海道］函館市川汲町

https://t.co/5xjMDN0meQ

函館災害情報 @hakodate119 · 59分59分前 
16日14時21分頃、北海道地方で強い揺れを感じました。
念のため津波に注意してください。

【最大震度】6弱
【震度6弱】
渡島地方東部

http://85358.diarynote.jp/201606161524406768/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201606161524406768/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160616/85358_201606161524406768_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=aI3yNckfSvU
https://abema.tv/now-on-air/abema-news
https://pbs.twimg.com/media/ClDK52MVYAAMxGW.jpg
https://t.co/5xjMDN0meQ


Happy Smile @HappyLindberg · 30分30分前 
こないだまで熊本、大分で怖い思いしたのに次は北に行った。ボクは別府に住んでい

て４月１６日夜中１時３０分くらいに震度６弱を経験して体の震えが止まりませんで

した。

xSUMIx @x080x080x · 37分37分前 
熊本地震の本震が4月16日・北海道の震度6弱の地震が今日の6月16日。
16って数字に何かあるの？？

サイレント@7/30〜8/1東京 @silent_2048 · 49分49分前 
4月16日 震度7
5月16日 震度5弱
6月16日 震度6弱
16日って強い地震が発生しやすい日なのか？

新潟市危機管理防災局 @niigatacity_kib · 2時間2時間前 
【訓練】本日は、新潟地震が発生した日です。訓練配信です。

訓練。新潟県沿岸部に大津波警報が発表されました。高い所に避難してください。

また、秋葉区・西蒲区では土砂災害の危険が高まっていますので、避難指示を発表し

ます。斜面などの危険な場所から離れ、避難してください。以上【訓練】

NHKニュース @nhk_news · 6月12日 
【特設：熊本地震】

１２日午後１０時８分頃、八代市で震度５弱の地震を観測しました。津波の心配はあ

りません。熊本県で震度５弱以上を観測したのは４月１９日以来です

。http://www3.nhk.or.jp/news/liveblog/kumamoto/index.html#detail1901 … #nhk_news

家電とカメラとパソコンやスマホやアプリ… @KadenCameraPC · 4時間4時間前 
復興の歩みをカメラに 西原村の教員 http://tinyurl.com/zbvru3b ４月１６日の熊本地震の
本震で震度７の揺れに襲われ、約８割の家屋が全半壊した熊本県西原村古閑地区（…
★ http://day.sakura.tv/x/kaden #家電 #カメラ #パソコン

Nekota @Mr65692 · 6月14日 
この時は、緊急地震速報がしょっちゅうなってたんだよなあ・・・・

http://www3.nhk.or.jp/news/liveblog/kumamoto/index.html#detail1901
http://tinyurl.com/zbvru3b
http://day.sakura.tv/x/kaden


[本震] 震度6強・5弱・6弱 3連緊急地震速報 熊本県熊本 4月16日 午前1時25分
https://youtu.be/2eRKFtKobKA @YouTubeさんから

ひみつたんていもみちゃん @rafcocc · 6月11日 
そして一番運の良いことに、４月16日未明の震度７が本震で済んだ。地震の回数や規
模によっては、御船町に入ろうとして移動中の勝又代表自身が犠牲者になっていた可

能性もあるということを、ご本人たちが一番甘く見てるよね。

井桁幹隆（イゲッチ〜〜） @m_igeta · 6月11日 
熊本地震　（2016年４月１４日（震度７）４月１６日（震度7.3）　: 益城町の震源地
に近づくほど被害が目立っていました。

http://kumamotoearthquak.blogspot.com/2016/05/blog-post_28.html?spref=tw …

manaroom @mana_exiga15 · 6月10日 
#菊池市 広報誌。
『4月16日午前1時25分 本震発生。旭志地区で震度6強。関係機関と連携して対応に当
たる。

午前1時30分、市内全域に避難勧告を発令。避難所を27箇所に増やし避難を呼びか
けた。停電、信号の停止。電話は通じにくくなり、断水も発生。』

#熊本地震 #菊池市広報誌

Atsushi Hoshino @hosriki · 6月10日 
【引用】熊本県南阿蘇村にある九州電力の水力発電所「黒川第一発電所」では、最大

で震度６強の揺れを観測した４月１６日未明の地震で山の上にあった貯水槽などが

壊れ、２５メートルプール２０個分に相当する、１万立方メートルの水が流れ出たと

みられています。

はまのすけ @hamanosuke · 6月10日 
【布田川断層帯】研究チームによりますと、見つかった亀裂は長さがおよそ１００メ

ートル、最大で２メートル４０センチ程度横にずれていて、４月１６日に２回目の震

度７を観測したマグニチュード７．３の大地震でできたとみられるということです。

https://www.youtube.com/watch?v=U475MNNjLN0
Silence... - Vargo

https://youtu.be/2eRKFtKobKA
http://kumamotoearthquak.blogspot.com/2016/05/blog-post_28.html?spref=tw
https://www.youtube.com/watch?v=U475MNNjLN0


時 々 @imaten118 · 3時間3時間前 
心臓が左右揃ったので、地震と それに付随する津波、噴火、土砂崩れなどが おこる可
能性があります。数日、念のため注意したいです。

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月16日15:43
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 06/16【1662年 寛文近江・若狭地震】旧暦寛文2年5月1日 10:00頃発生 推
定M7.5 死者800人以上 近江・若狭を中心に激震、京でも被害多数。活断層が連動、2つの大きな地
震が発生したと推定される。

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 06/16【1964年 新潟地震】13:02頃発生 M7.5 死者26人 負傷者447人 家屋
損壊7万棟以上 特に新潟市内で大きな被害。液状化現象による鉄筋コンクリート造のアパート倒壊
、石油タンク火災、信濃川にかかる昭和大橋落橋で都市機能に大きな影響が。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 6月15日 
#クライシスカレンダー 06/15【1896年 明治三陸地震津波】19:32頃発生 M8.2 死者約2万2000人
流出・損壊家屋1万棟以上 発生から約30分後に三陸沿岸に大津波来襲。高さは綾里(岩手県大船
渡市)で38m超に達し、ハワイやアメリカ本土でも観測された。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 6月14日 
#クライシスカレンダー 06/15【1911年 喜界島地震】23:26頃発生 M8.0 死者12人 全壊家屋422棟
この地域では観測史上最大の地震、東日本まで有感。最近の調査で、喜界島では津波の高さが5
〜10m程度に達していたことが明らかになった。

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


（６月16日）　（地球上の、全生態系が滅ぶよ…？）

http://85358.diarynote.jp/201606161530368516/

東北電力によりますと青森県東通村にある東通原子力発電所では

現在のところ異常が発生したという情報は入っていないというこ

とです。

2016年6月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !! コメント (3)

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 1 分1 分前 
内浦湾でM5.3・北海道函館市で最大震度6弱の地震(6/16)
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/emergency/detail/00000004645423.html …
16日14:21頃、内浦湾を震源とするM5.3の地震が発生し、北海道函館市で最大震度6弱
を観測しました。なお、この地震による津波の心配はありません。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12 分12 分前 
6月16日14時21分
内浦湾（モーメントマグニチュード Mw5.1：マグニチュードは5.3・震度6弱）深さ
：4km（南西に押された逆断層）　ここで、この深さの地震は珍しい
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/743330136028647425
余震（14時42分：M2.6）（15時13分：M2.1）

http://85358.diarynote.jp/201606161530368516/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201606161530368516/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160616/85358_201606161530368516_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160616/85358_201606161530368516_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160616/85358_201606161530368516_3.jpg
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/emergency/detail/00000004645423.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/743330136028647425


特務機関NERV @UN_NERV · 39分39分前 
【震度６弱 函館の路面電車 運転再開】（続き）
けが人などの被害の情報はこれまでのところ、入っていないということです。

（2016年6月16日 14:57 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 39分39分前 
【震度６弱 函館の路面電車 運転再開】
函館市によりますと、市内を走る路面電車は安全確認のため地震発生直後から、運転

を見合わせていましたが、点検の結果、安全が確認されたとして16日午後2時40分に、
運転を再開しました。

http://nerv.link/vTL2mo

特務機関NERV @UN_NERV · 45分45分前 
【震度６弱 函館山ロープウェイは運転見合わせ】
函館市の「函館山ロープウェイ」は地震の影響で運転を見合わせているということ

です。地震が起きたのはゴンドラが到着したあとで、途中で止まっているゴンドラは

ないということです。

http://nerv.link/J7e50J

特務機関NERVさんがリツイート 
NHK@首都圏 @nhk_shutoken · 48分48分前 
【函館空港 運航を再開】国土交通省によりますと、函館空港では、滑走路の点検を行
った結果、地震による異常は確認されず、午後２時４０分ごろから運航が再開されま

した。

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160616/3208371.html … #nhk

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【交通情報】

JR北海道によりますと、北海道新幹線は今のところ平常通り運転しているということ
です。

JR東日本によりますと、東北新幹線は平常通り運転しているということです。
NEXCO東日本によりますと、この地震による高速道路の速度規制などは行っていない
ということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【原発関連 2016年6月16日 14:30】
東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所では現在のところ異常

http://nerv.link/vTL2mo
http://nerv.link/J7e50J
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160616/3208371.html


が発生したという情報は入っていないということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【地震情報 2016年6月16日】
14時21分頃、内浦湾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M5.3、最大震度6弱を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はあり
ません。

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

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【各地の震度 2016年6月16日】
震度6弱：
［北海道］函館市川汲町

https://t.co/5xjMDN0meQ

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
緊急地震速報

震源地（内浦湾：震度6弱）
https://pbs.twimg.com/media/ClDHqwVUsAE6cuE.jpg

人口集中している市街地は、震度４で済んだのね…

…（＾ｏ＾；）…☆

https://www.youtube.com/watch?v=k4hKnKOfXsI
Love Secret - Buddha Bar 

でも直撃を受けた人は、人生設計崩壊級だろう…

（とりあえず私にいま出来ることは何も無さそうなので、予定業務に戻り鱒…）
 
    
 

コメント

https://pbs.twimg.com/media/ClDHtWIUkAApjVp.jpg
https://t.co/5xjMDN0meQ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月16日16:35
　

だめだ落ち着かない。

何も手につかない。

先視がまったく効かない。

　

…てことはまだまだ
「何かが起こる」…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月16日16:37
　

昼寝の金縛りな夢がね。

「間もなく【魂送りの祭り舟】が出るけど、その送り行列から外された」

…って内容だったんだよね…

ヽ（・＿・；）ノ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月16日16:48
　

余震が続いてる。(・_・;)

函館と熊本の共通点。

微妙な大きさの地方都市。

最近になって新幹線が開通。

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


明治維新関連の歴史的観光名所。

内湾沿い。

活火山帯（阿蘇山／昭和新山）が近い。

複数の原発を直撃しうる。

…地震テロだとしたら、間接的にアメリカを叩きたい勢力。でしょうけどね…(-”-;)…

（六ヶ所コケたら、現存地球上の、全生態系が滅ぶよ…？）
 



（６月16日）　「あんちジェンダー（性別役割分担強制反対）ＳＦ」の佳品。

http://85358.diarynote.jp/201606161727071039/

…そんで結局、漫画が大収穫という…ｗ
2016年6月16日 チベット有問題 ！ コメント (1)
　

これね。（＾＾）

http://ebookstore.sony.jp/item/LT000046698000508548/
サード　坂井恵理 (著) 

例のごとくブクオフで１０８円で落手したものでしたが…

思わぬ掘り出し物 ♪（＾＾）

よしながふみ『大奥』にならぶ

「あんちジェンダー（性別役割分担強制反対）ＳＦ」の佳品。

絵も巧いしキャラも良い。

いいもん読んだ〜♪♪

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月16日19:59
　

現在、

http://85358.diarynote.jp/201606161727071039/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=2
http://85358.diarynote.jp/201606161727071039/
http://85358.diarynote.jp/201606161727071039/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160616/85358_201606161727071039_1.jpg
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０５６

５５５１☆

 



（６月16日）　アルマンディン兄にそっくり…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201606162014131540/

（作業宙）

2016年6月16日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=pvhMBf9wKf8&index=32&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Wake Me Up When September Ends 
　

あらためまして、おばんです。

２０：００になっちゃいました。

半年間放置していた「メインの」メールアドレスを

（それ以外はすでに数年？以上？放置…）、

さすがにまずいだろうと思って、久〜しぶりにチェックしてきたのですが…
見事に！（－－；）！

例によって全て！ＤＭだけで、知人や家族からの私用メールは一通も来ていない。という…ｗｗ
ｗ

ここまで非リア凹で愛別離苦？な人生で生きていられる人間はそうそう居ない？と思うんですが

…

よく、生きて呼吸できてんなぁ、私…ｗ（－－；）ｗ…★

ってことで、震度６弱ニュースのＰＴＳＤと、

雨で線量も湿度も上がっているおかげで、精神状態は大変よろしくありません。

すでに麻酔薬として缶ビール開けております。

美味い☆（＾＾；）美味い☆

…貼ってある漫画は、期待したほど薬草学のウンチクがメインではありませんでしたが…なかな

http://85358.diarynote.jp/201606162014131540/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606162014131540/
http://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091355773/
https://www.youtube.com/watch?v=pvhMBf9wKf8&index=32&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


か笑えたｗ

だって主人公がｗ

接触テレパスなのに、

超のつく世渡りベタ？で、

 
いささか常識に欠けてるという自覚がなくて、

むだに推理力？と行動力だけはあって、

 
正義感とサバイバル根性だけはあるんだけど、

本人ガンバッテるつもりがすべて裏目で、

…（＾■＾；）…

ストレート黒長髪まんなか分けで、

成長不良的な痩せっぽちの小柄で、

 
よく観りゃ、そこそこ美形？…

というねぇ…ｗｗｗｗ

参照：http://76519.diarynote.jp/200605250006050000/ ）
＞なに不自由ないスペシャルA級特注オーダー遺伝子持ちで
＞ありながら、D〜F級の犯罪者集団に紛れて育った天才の、

参照：http://85358.diarynote.jp/201312092153102544/
＞超Ａ級ハイクラス遺伝子保持者のルー・ウェイファン博士が辺境無法宙域放浪中にさんざん苦

労し孤独をかこち、

…さて…。（＾＾；）

笑って仮眠して美味しいSAPPORO CLASSIC をかっくらって…

横目で地震の続報をにらみつつ。（－－；）

http://76519.diarynote.jp/200605250006050000/
http://85358.diarynote.jp/201312092153102544/


原稿発掘！いきま〜す…っ！

http://p.booklog.jp/book/107611/read
リステラス星圏史略

古資料ファイル　３－１－７

　『逆願樹の森』（仮題） 

https://www.youtube.com/watch?v=_m15OA2N9CQ&index=33&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Wonderwall 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月16日20:27
０

５６

５

５６

０☆

…惜しいっ５５５５は見損ねた…ッｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月16日20:44
　

あ、ちなみに、この漫画の宇佐美って、

アルマンディン兄にそっくり…ｗｗｗ
 
http://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091355773/

file:///tmp/puboo/123094/440257/book/107611/read
https://www.youtube.com/watch?v=_m15OA2N9CQ&index=33&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（６月16日）　従順な罪人は困ったように口をつぐんでしまい、答えようとしなか
った。

http://85358.diarynote.jp/201606162119474038/

（モチーフ　I－II ）　（１９８３年）

2016年6月16日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=IJ6KqbL1he0&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=40
Gregorian - Meadows of Heaven (Nightwish cover) 

（モチーフ　I－II ）

「どうしたのだ」

　公子が馬を寄せて行ってみると、人垣が割れて騒ぎの中心が見えた。

「これは閣下！　見苦しい騒ぎをお見せいたしまして…」
「かしこまらなくてもよいよ、隊長。何の騒ぎなのだ？」

「いえ、閣下、小官はただの士卒長でございますが…

何のと申しませばこの男、この、ここに捕えてござります罪人がでございますが、ア

セドの魔薬に関わっているのを昨夜おそくにつきとめましてございます」

「アセドの魔薬に？」

「はい。で、御在ますので第８代タンプゲイルト故王の定めましたる三身の法に従い

てこの者の妻・親族をも引ったてようとここにこうして参りますれば、この者、大罪

人の分際をして、女とは離縁した、既に離縁した者をまで累につかせようとするのは

非法であろう、などとぬかしおりまして … まったく縛めを受ける分際で見の程知らず
もはなはだしいへ理屈…」

「なるほど。」

　公子は官吏の言葉をさえぎって、純白の若馬を民草の遠巻きに見まもる中、更に数

http://85358.diarynote.jp/201606162119474038/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=IJ6KqbL1he0&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=40


歩すすめ、馬上から罪人にかがみこんだ。

「男。名はなんと？」

「タンデでごぜえますだ領主さま」

　縛められた姿で、出来る限りの礼を尽くそうと努力しながら罪人は大人しく名乗

った。

「タンデ、何故アセドの魔薬になど手を出した？」

「金が欲しかったからでごぜえます領主さま」

「…おまえは貧乏をしているのか」
「へえ。いえ。」

「どちらだ」

「急に…　たくさんの金が要りようになったんで、領主さま」
「なぜ？」

　従順な罪人は困ったように口をつぐんでしまい、答えようとしなかった。公子は体

を起こして村人達に、誰か理由を知る者はいないのか、と、豊かな落ちついた声で呼

ばわった。

「あたしが…」
「てめえはすっこんでろこの女（アマ）！」

　唐突にわざとらしいあざとげな声で男は叫んだ。

　公子は首をめぐらせて、怒声にも怯えずに役人達のかげから歩み出て来ようとする

、痩せて蒼白な顔の女を見つめた。

「おまえは？」

「これがこの者の女房でございまさ」

　士卒長が説明した。

「タンデ・タ。おまえは夫が金を必要とした訳を、知っているのか？」

「へえ。領主さま」

　なまりの強い農婦ことばのかげで、にも関わらず、城づとめのどんな貴婦人や官女

達にも負けずしゃきりと女が首すじを持たげている様を、公子は注意深く観察し、尋

ねた。

「おまえのためなのか？」



「へえ。よくおわかりで…」

「違えますだ領主さま！　おらァ遊ぶ金欲しさにやったんで！　そんな女とは何の関

わりもねぇんで！」

「おまえは黙ってるんだっ！」

「士卒長、乱暴はするな」

https://www.youtube.com/watch?v=KYRNw-wOULM&index=41&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gloria ~ Gregorian

https://www.youtube.com/watch?v=KYRNw-wOULM&index=41&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


（６月16日）　「おかわいそうだわ。おかわいそうだわ。まだまだあんなに子供こど
もしていらっしゃるのに、あんな…　」

http://85358.diarynote.jp/201606162144254848/

（ｓｅｃｔ．１　モチーフＩ．）　（１９８３年）

2016年6月16日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=yvthat7poF8&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=45
Gregorian - With Or Without You Live in Prague (U2) 

ｓｅｃｔ．１　モチーフＩ．

　そこでまだ幼さの面影の残る利発な公子は尋ねた。

「それでは、おまえもわたしの "血縁以外の身内" （ミトラ・タ）とはみなされない
のか、タイン伯？」

　トゥリアンギアの実質的な宰領・タインジェント伯爵は、多忙な職務の合間に、し

ばしば直々に教育官の役を買って出ている程に、主人でもある少年の優秀さを愛でて

いたにも関ず、深い悲しみのような、痛ましさと自責のような、みじめな表情をかす

かに浮かべて上体をひいた。

「お許しを、閣下。今までの所わたくしは閣下を守（も）り育てよとの王陛下の御命

令（おいいつけ）以上の事は為しておりませぬし、また、今後も為すわけには決して

いきませなんだ。この限りではわたくしは閣下（あなたさま）と心を結んだ事には成

り得ませぬで。如何にわたくしが閣下のお身上に御同情申し上げたとしても、ミトラ

・タの誓いをたてるわけには…　わたくしには妻も子も親兄弟も御在ます。家長は一
族の者を守らねばいかんのです。」

「そうか…」
　王の血筋、生まれた時からのトゥリアンギア公主という肩書を持つ少年は、判って

http://85358.diarynote.jp/201606162144254848/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=yvthat7poF8&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=45


いた、というように少し弱々しく微笑した。

「そんなに自分を責めるような顔をしないでくれないか。昔から、わたしはいつも

、伯のその顔の理由（わけ）を不思議に思っていたものだけれど…　わたしももう１
２の大祭を過ぎた。自分の立場も血筋の意味も理解できるようになったよ。」

「ミトラにはなれないにしても、やはりわたしを教え育ててくれた伯の存在は…　え
えと…　その…　わたしには、貴重、いや、重要なんだ。…なにかわたしが伯のため
にできることはないのかしら？　たとえば…　わたしの身に、なにかが起こった時、
決して伯に累が及ばずにすませられる方法のような？」

　タインジェント伯は打たれたように痛々しい声で言った。

「閣下…おわかりでしょう。そのように個人的に気を使っていただいたりしない事が
、最善の策だということは？　わたくしは王妃陛下のお庭番を恐れているのです。」

　茶菓の給仕の当番にあたっていた少女のような若い低位の官女は、そこまでを同僚

の台所女たちに語り終えてしまうと、おろおろと泣き始めた。

「おかわいそうだわ。おかわいそうだわ。まだまだあんなに子供こどもしていらっし

ゃるのに、あんな…　あんな風に無理にお気を使いになって、心の中ではどんなにか
お寂しく感じていらっしゃる事でしょうに…」

「幼なくいらっしても王家のお方だからね。」

　年の寄った炉火番の女が肯いた。

「いつでも先にわたしら臣下の者達の事を気遣って下さる。あの御気性は今の陛下よ

りも先代様に似ておいでだよ…　ま、血筋の濃さを考えてみれば当然のことかも知れ
ないがねェ」

　老婆がひとり首をふっているのへ、「しっ！　めったな事をお云いでないよ」と、

いま１人の女が口を出した。

「あんたはあたいの "友人" （ミトラ）って事に一応なってるんだからねぇ。ぼけて来
たからといって不用心な事をくっちゃべるのはよしとくれ。

　さあさあ、あんたもだよ新米采女さん。あんたも親ご兄弟が大事なら…　公子様に



親身になってさしあげようなんざ、考えないこった。」



（６月16日）　「不義のとは云い条、それでもわたしは正しく神王の血を継ぐ者な
のだ。違うか？」

http://85358.diarynote.jp/201606162201045219/

「閣下、お許しを乞いに参りました。」　（１９８３年）

2016年6月16日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=XZH5YipyRn4&index=48&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - The unforgiven 

「閣下、お許しを乞いに参りました。」

「候？どうしたのだ」

「閣下お気に入りのあの娘、ヤタル家の、アルシアと申しましたか。些細な不始末を

理由に、本日、宿下がりを申し付けました。既に城を出させて御在ます。」

「アルシアを！」

　年若い公子は椅子を蹴り、走り出すかのように見え…

　やがて、遠くを視ようとする目つきで、静かに腰を下ろした。

「有り難う。候。」

「閣下。」

「わたしからそれをしようと思っていた。言い出せずにいた。ズルズルと日のべをす

るというのは、潔くない真似だな。わたしは恥じるべきだ。」

「閣下。」

http://85358.diarynote.jp/201606162201045219/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=XZH5YipyRn4&index=48&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


「不義のとは云い条、それでもわたしは正しく神王の血を継ぐ者なのだ。違うか？」

　一瞬、公子の背筋はひどく誇りやかに伸ばされ、白い額には自負と信念とが満ちた

。だがしかし、雲間からのぞく太陽が直ぐに復た姿を隠してしまうように、輝きは表

情から去り、ひどく青冷めて公子は震え始めた。

「閣下。」

「１人にしておくれ。候。」

　静かな絶望の涙をなおも隠そうとしながら、

「ここはひどく寒いのだ。どうせ、誰もわたしに触れる事が出来ないのなら。

　…孤独（ひとり）に、しておいてくれ。」

　南に下って色の白い娘は、肌に慣染んだ重い衣服をつけた。悲嘆にくれる愛娘の様

子に、父も母も、一族の他の者も、誰もその送り帰されて来た罪条を尋ねようとはし

なかった。

どのみちそれ以上のお咎めは無く、むしろ何事かに『巻き込まれた』だけ、望むなら

ば一族から誰か他の者を、宮女または近衛士として受け入れようとまでの、同情と

犒（ねぎら）いの伝奏をク・スールア候直々から届けられていたのだ。

　涙の涸れるまで泣き果てて、痩せて小柄な未だ少女とさえ呼べる若い貴女は、決然

として面をあげた。

「公子様はまだ１４祭礼よ。」（※）

　整えられた部屋の中で南国の涼やかな風がさやさや鳴った。　

「行ってくれるわね？　リージア。

　行ってくれるわね。お願いよ…」



「ええ。義姉者（あねじゃ）。あなたが望むのなら。」

https://www.youtube.com/watch?v=CAGxQIG-IPM&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=49
Gregorian-Hell’s Bells 

https://www.youtube.com/watch?v=CAGxQIG-IPM&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=49


（６月16日）　わ〜い♪（＾＾）♪　ディカールが出てきた〜♪♪　

http://85358.diarynote.jp/201606162238332661/

（サムサラ地方出身のその若い騎士）　（１９８３年）

2016年6月16日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=e2qluTHhOSc&index=51&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Arrival - Abba 

　サムサラ地方出身のその若い騎士（デュアレスト・ダム＝サムサーラ）が、これか

ら自分の主となるべき貴人の名を聞かされた時、彼の胸には望外な喜びと光栄を感じ

る心とが一杯に満たされた。それ故に彼が…式に向かうあいだじゅう、その頬が幸福
に生き生きと輝きっぱなしだったというのは、彼・ディカールにしてみれば当然至極

のことであったのだ。

　しかしそれが彼をしていかに周囲の他の勲爵士（デュアレスト）から際立たせて見

せた事か。それは、彼の新しい主人の視線が式典が初められて直ぐに式場のある一点

、彼の占めている座席に注がれたまま動かなくなってしまった事実からも明らかだ

った。

　サムサラの若き騎士ディカール（ディカール・デュアレスト・ダム＝サムサーラ

）の、主人となり、彼の全てを握る権利を得た者の名を、トゥリアンギア領主ミアル

ドという。

　この未だ年若い公子の尊称は本来もっと長く、より輝かしくなるべきであるか、さ

もなくば、名の持ち主と共に初めからこの世に存在してはならぬかの、どちらかであ

った。

　つまりこうである。

　彼の母は現王の異母妹であり、その公（おおやけ）の夫は王の従兄であった。しか

し彼の実父は現王その人なのだという事は、３歳の童児でも知らぬはないという "

http://85358.diarynote.jp/201606162238332661/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606162238332661/
http://85358.diarynote.jp/201606162238332661/
https://www.youtube.com/watch?v=e2qluTHhOSc&index=51&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


秘密" である。

　そして現王の正妃には彼と幾らも齢の違わぬ、体の弱い弟がいるという事も。

　現王は既にして高齢であった。そしてこの公子の麾下に毎年配属されて来る若騎士

の殆どが、トゥリアンギア…王国随一の公領の守りにつける事を誇りにしながらも、
王位継承第一位にしていつ何時、反逆者として現王妃から追われるやも知れぬ主を持

ってしまった事への不安で、複雑な面持ちをして…式に臨むのが常の事となっていた
。

　そのような事情があったからこそ若いディカールの姿、その、喜びと忠誠のみに満

ち溢れた態度は式典の主催者の眼をかくみ魅きつけたのである。公子は、自分の微妙

な立場というものを、平静な表情に隠された下で常に十二分に自覚させられ続けてい

たのだから。

　役人が、その年トゥリアンギアに配された数百名の若騎士たちの部署決定を読みあ

げている間に、ディカールはその視線に気がついて顔を上げたのだった。それまでは

興奮していて解らなかったのだ。

　忠実に、見習い騎士の時代に受けた修行のままに跪（ひざまず）いていた市政から

彼が顔を上げると、はるか遠く離れた壇上から今日より自分の主となった人が、敬愛

すべき唯一無二の御方が、他ならぬ自分自身を注視しておられるのに気づいたのだ

った。

　ディカールは田舎士族の出で謙虚な若騎士らしい教育が良く身に染み通っている青

年であったから、自分の何が他の者より秀でていて、それで主人の目にとまったので

はないか、などという奢った考えは数瞬の間とて保たなかった。

　次いで彼は単に輝かしき公子は漠然とこちらの方を向いているだけなのか、さもな

くば周囲にいる自分より優れた騎士たちの誰か…沢山いた、彼の考えでは…を見分し
ているのだろうと考え、その素晴らしい光栄に浴し得た者は誰なのかが知りたくて再

び公子の尊顔を盗み見た。

　けれど主人の端正な眼差しは依然として彼に向けられ続けているようにしか思えず

…

　彼はそのゆるやかに波打つ淡い黄金の髪を、秀麗な白い額を、以前にも見た事があ



った。

　士族の息子として騎士道修行所へと父と旅をしていた折に、ディカールは、野を駆

ける、さながら精霊族のごとき美しさを持つ年若い貴公子を、遠目ながら拝した事

があったのだ。

　見事な白亜の駿馬であり、それ以上に見事な美しい乗り手であった！

　共にそれを讃えあった同行の父も今は亡いが、その日以来、馬を駆るなら彼の御方

のように、人に仕えるなら彼の御方のような貴人に、というのが、苦しい修業時代を

やり抜かせた彼の情熱の、ひそかな支えでさえあったものえある。

　今日この日にその憧憬の貴公子のもとに主従の関係を結ぶ事が出来て、これ以上の

僥倖というものは彼には無いのだった。

　幸福に酔うあまり、自分が下級の若騎士の分際でありながら主人の目を真っ直ぐに

見返す、などというとんでもない無作法を犯しているのにディカールが気がついた

のは、公子が穏やかに彼に笑いかけたその後の事だった。

　彼は耳もとまで恥の感情で真紅に染め、果たして主人が自分を見つめていたのは初

めて着る騎士の装束に何かおかしな所があったためではなかろうかと、身動きのまま

ならぬ式典の最中に見える限りの自分の姿に目を走らせながら真剣に悩んだ。

　あまつさえ自分は主の目を見返すような馬鹿な真似をしてしまった！

　さあ、これが為に晴れの式のその日のうちに主従を解かれるような事になってしま

うのではないか。

　彼はその日一日中を追われた野兎のようにビクビクして過ごし、事実、歓迎の宴の

席での無礼を理由にその日のうちに城を出されてしまう不運な兵士も、毎年１人や２

人は必ずいるものなのだが…　少なくとも今年は彼は無事だった。

　翌日には彼は他の数人と共に任地イズルンの森へと出立し、新しい生活に慣れる為

の忙しさに紛れて、主命による解雇の危惧も、そして崇敬する主人と直接に目を見交

わした幸福な数瞬の事をも、徐々に記憶の隅へと押しやり、忘れてしまった。

　そうでなくとも見習いから登位したばかりの若騎士の生活になぞ、勤めを解かれて



しまう機会が気を抜けば度々あったのである。

　けれど孤独に守られた公子には春の陽差しのような明るさの青年は深い印象を与

えた。

　彼は生まれて初めて彼の目を見返した者の顔を、決して忘れたりはしなかったので

ある。

https://www.youtube.com/watch?v=FsUSk08sMUM&index=55&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Mercy Street 

https://www.youtube.com/watch?v=_y9B7s4roxs&index=56&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian Sky and Sand 

https://www.youtube.com/watch?v=ADKeAlKpLmI&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=58
Gregorian - Fix You 
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（ところまでで、本日終了ｗ）

 



（６月17日）　いきなり震度６弱！　おとなしく原稿で遊びますぅ…

http://85358.diarynote.jp/201606170742476177/

【震源地：噴火湾】／06/17【1929年 北海道駒ヶ岳大噴火】
／1640年の巨大噴火で内浦湾に巨大津波。震度6弱の震源近い／
震度６弱「とうぶん同程度の地震に注意」。

2016年6月17日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)

　

https://www.youtube.com/watch?v=B2vZLh_aYxw
KEMURI「サラバ アタエラレン」MUSIC VIDEO 

おはようございます。

０７：３７です。

３連休の最終日。

札幌の気温１４℃。

無暖房室温１９℃。

肌寒いです…（＾＾；）…

http://85358.diarynote.jp/201606170742476177/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201606170742476177/
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http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1466116200/1011-0010-101000-201606170730.gif?
t=1466116834
（０７：２０〜０７：３０）

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【釧路・根室地方 警報情報 2016年06月17日 07:51】
釧路地方では、１７日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。

［釧路南西部］大雨

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06月17日 05:00】
太平洋側西部では、引き続き１７日夕方にかけて土砂災害に警戒してください。また

、北海道地方では１８日明け方にかけて、大雨による低地の浸水や土砂災害、河川の

増水、落雷や突風、ひょうに注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【胆振・日高地方 警報情報 2016年06月16日 21:54】
日高地方では、１７日夕方まで土砂災害に警戒してください。

［日高東部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年06月16日 16:24】
北海道地方では、引き続き１７日にかけて、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる

でしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷や突風、ひょうに注意して

ください。

銭湯出撃断念。（－－；）

おとなしく原稿で遊びますぅ…

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 0.040 0.038 0.039 6 

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1466116200/1011-0010-101000-201606170730.gif?t=1466116834
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


15:00 0.043 0.040 0.041 6 
16:00 0.043 0.041 0.042 6 
17:00 0.043 0.041 0.042 6 
18:00 0.045 0.044 0.045 6 
19:00 0.045 0.044 0.045 6 
20:00 0.049 0.046 0.048 6 
21:00 0.049 0.048 0.048 6 
22:00 0.049 0.045 0.047 6 
23:00 0.047 0.046 0.047 6 
24:00 0.047 0.044 0.046 6 

01:00 0.043 0.042 0.043 6 
02:00 0.042 0.040 0.041 6 
03:00 0.040 0.039 0.039 6 

04:00 0.039 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

…雨が降ると上がって、やむと下がる…

（解り易いね…☆）

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.2 16日20時52分頃発生 
(G)http://j.mp/1WO6gtQ (気象庁)http://j.mp/1sHG7R5

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 日本 
【M2.6】根室地方 深さ31.3km 2016/06/16 20:01:29
(G)http://j.mp/1UAz4QE (Y)http://j.mp/1UAzxCe

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度3】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M3.2 16日19時58分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/1Pvog4D

http://j.mp/1WO6gtQ
http://j.mp/1sHG7R5
http://j.mp/1UAz4QE
http://j.mp/1UAzxCe
http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/1Pvog4D


地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.6】浦河南方沖 深さ46.2km 2016/06/16 17:52:18

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M1.8 16日17時36分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/1UkTAr3

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.6】根室地方 深さ102.0km 2016/06/16 17:21:28
(G)http://j.mp/1XqWkXh (Y)http://j.mp/24ShwF5

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度2】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.2 16日17時07分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/24Sghpa

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.0 16日15時34分頃発生 
(G)http://j.mp/1WO6gtQ (気象庁)http://j.mp/1UecLWw

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.1 16日15時13分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/1Q6Vn4f

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度2】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.6 16日14時42分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/1Pv49n0

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【最大震度6弱】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M5.3 16日14時21分頃発生 
(G)http://j.mp/1WO6gtQ (気象庁)http://j.mp/28GlUeZ
地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【最大震度6弱】(気象庁速報)16日14時21分頃発生 震度6弱 渡島地方東部 震度4 青森県
下北 震度3 檜山地方 胆振地方中東部 http://j.mp/28Gmcm6

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.5 16日09時13分頃発生 
(G)http://j.mp/1WO6gtQ (気象庁)http://j.mp/1Or2sfD

http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/1UkTAr3
http://j.mp/1XqWkXh
http://j.mp/24ShwF5
http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/24Sghpa
http://j.mp/1WO6gtQ
http://j.mp/1UecLWw
http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/1Q6Vn4f
http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/1Pv49n0
http://j.mp/1WO6gtQ
http://j.mp/28GlUeZ
http://j.mp/28Gmcm6
http://j.mp/1WO6gtQ
http://j.mp/1Or2sfD


地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.3 16日09時05分頃発生 
(G)http://j.mp/1WO6gtQ (気象庁)http://j.mp/1Or1HTV

地震マップ @eq_map · 6月15日 
【M4.4】KURIL ISLANDS 35.0km 2016/06/16 07:21:15JST, 2016/06/15 22:21:15UTC
(G)http://j.mp/1UPG0fg (USGS)http://j.mp/1rqN2wK

…確かに予兆はあったけど…？

いきなり震度６弱！とは、予想外だよねぇ…？？

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10 時間10 時間前 
北海道 駒ケ岳
変わった形で有名だけど、元は富士山みたい山だったのが、1640年の巨大噴火で、上
部が吹き飛ばされ、内浦湾に巨大津波。今日の震度6弱の震源から近いし揺れも「ドン
」という衝撃の地震だったみたいなので、火山活動も心配ですね

https://pbs.twimg.com/media/ClE6T6SUYAEM0ga.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
内浦湾の過去の被害

ネットで調べてみると『1640年7月31日「北海道 駒ヶ岳（16日：震度6弱の震源から
約15kmの火山）」が、噴火し、山体の一部が崩壊して内浦湾（噴火湾）に流れ込み、
大津波が発生。700名が犠牲になった』ようです
https://pbs.twimg.com/media/ClEvRACUYAAb037.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
内浦湾の地震

21時現在、今日10回の地震。気象庁の震源は「内浦湾」と表記だけど、震源は湾の外
。

ここ内浦湾の周りに火山が多いので「噴火湾」とも言われる湾

地元紙は「震源地：噴火湾：http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-
0282843.html …」
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/743413319600504832

http://j.mp/1WO6gtQ
http://j.mp/1Or1HTV
http://j.mp/1UPG0fg
http://j.mp/1rqN2wK
https://pbs.twimg.com/media/ClE6T6SUYAEM0ga.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ClEvRACUYAAb037.jpg
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0282843.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/743413319600504832


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
震源地：内浦湾

今日7回の地震。午前中に2回の地震後、午後に（震度6弱）の大きな地震。その後の余
震が4回、震度6弱の震源よりも、かなり陸地側。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/743363289950748673
ここで震度1以上の地震は、この10年間で、たったの17回しか起こってなかったみたい
。

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【2016年6月16日 15:53 NHK】
震度６弱 気象庁「当分の間 同程度の強さの地震に注意」
http://nerv.link/TxZFsv

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 17時間17時間前 
6月16日14時21分
内浦湾（モーメントマグニチュード Mw5.1：マグニチュードは5.3・震度6弱）深さ
：4km（南西に押された逆断層）　ここで、この深さの地震は珍しい
https://pbs.twimg.com/media/ClDW0cQUsAAjquN.jpg
余震（14時42分：M2.6）（15時13分：M2.1）

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 18時間18時間前 
緊急地震速報

震源地（内浦湾：震度6弱）
https://pbs.twimg.com/media/ClDHqwVUsAE6cuE.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=BSrHbKMpsPw&list=PLtPDuF-6fBpyA8J52TPxkul08YdpMA2_-
&index=2
キミトベ 

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 7分7分前 
#クライシスカレンダー 06/17【1929年 北海道駒ヶ岳大噴火】死者2人負傷者4人 損壊
・焼失家屋約2000棟 未明から噴火開始、10:00頃から鳴動を伴い大噴火、噴煙が高さ
約1万4000mに達する。火砕流や噴石、火山ガスによる被害大。

 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/743363289950748673
http://nerv.link/TxZFsv
https://pbs.twimg.com/media/ClDW0cQUsAAjquN.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ClDHqwVUsAE6cuE.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BSrHbKMpsPw&list=PLtPDuF-6fBpyA8J52TPxkul08YdpMA2_-&index=2


    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月17日8:42
０

５６

５６

３６☆（＾＾；）☆

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月17日9:50
　

朝日新聞(asahi shimbun） @asahi · 19 時間19 時間前
 
北海道電力、泊原発「異常なし」

 
みんなで決めよう『原発』国民投票 @genpatsuvote · 13時間13時間前
 
北海道函館市で震度６弱　Ｍ５・３、津波なし｜福井新聞ONLINE
http://www.fukuishimbun.co.jp/sp/nationalnews/CO/main/1116953.html …
 
”北海道や北海道警などによると、大きな被害の情報はない。
北海道の泊原発や青森県の東通原発に異常はなかった”

 
読売新聞社会部 @YOL_national · 17時間17時間前
 
函館の地震、８２歳女性軽傷…泊原発は異常なし
　

りゅう⊿北のPerfume居酒屋 @no_ama_2010 · 19時間19時間前 

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


　

北海道の広さが分からない人は

北海道で地震→泊原発で異常無しの報道→原発の近くで地震あったのか？！

となるだろう。

函館市と泊原発は

東京駅から静岡駅と同じくらいの距離があります

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月17日9:52
　

北出みか @MikaKitade · 19時間19時間前 

震度６弱を観測した函館市の対岸（青森）には、東通原子力発電所、大間原発発電所、六ケ所村

使用済み核燃料再処理工場。また北海道には泊原発もあります！今すぐ、誰もが安全に暮らせる

社会にしなければなりません！（余震にお気を付けくださいませ(´；д；`)）
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月17日10:25
　

4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 12時間12時間前 

大間原発、完成してたらヤバかったね。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月17日10:26
　

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 

何度も恐縮だが、大地震が迫ってるようだ

ネットの更新に普段の五倍以上の時間がかかる

東日本太平洋側に昨日の比ではない大きな地震が来そうだ

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（６月17日）　ポールシフト 今〜３ヶ月の間にポールシフトは起こると専門家 NASA
が発表しているが？

http://85358.diarynote.jp/201606170833454815/

【 M１０ 巨大地震】／北海道でM9クラス大型地震が迫っている
？／【地軸の傾きが大きくなって】／７７万年ぶり地磁気逆転／

ここ数日間は地震の勃発に注意して下さい。

2016年6月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !! コメント (4)

　

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
地震予知連絡会の松澤教授

東日本大震災を引き起こしたM9.0の30倍以上のエネルギーを持つ「M10巨大地震」発
生の可能性

歴史上知られる世界最大の地震は、1960年にチリ沖で起きたM9.5の地震だが、これを
超える規模の可能性がある。

https://t.co/6S2nZOoE8J

amaちゃんださんがリツイート 

http://85358.diarynote.jp/201606170833454815/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201606170833454815/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160617/85358_201606170833454815_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160617/85358_201606170833454815_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160617/85358_201606170833454815_3.jpg
https://t.co/6S2nZOoE8J


はなゆー @hanayuu · 3時間3時間前

【困ったなあ】

　複数の研究者が危険視!!　北海道でM9クラスの大型地震が迫っている？ 
http://tocana.jp/2014/07/post_4491.html … @tocanailandさんから
https://t.co/dhCSn4q3mq

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前

大きな黒点が地球真正面を向いている　大陽風活動が活発化

http://swc.nict.go.jp/sunspot/

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前

道東地方、釧路〜根室に異常が出ていると報告があった

今朝も震災級体感

https://www.youtube.com/watch?v=lkNqFOpEUoQ&list=PLtPDuF-6fBpyA8J52TPxkul08YdpMA2_-
&index=5
マウンテン・ア・ゴーゴー・ツー 

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 19時間19時間前

磁気嵐に呼応してフィジーで超深層地震が発生しました。

ここ数日間は地震の勃発に注意して下さい。

たぶん磁気嵐は小規模ですし超深層地震も小規模なので勃発する地震も小規模だと思

いますが、はずれるかもしれませんのでその時はご容赦。 
https://pbs.twimg.com/media/ClC9-OJVAAE7v8y.jpg

…やぁ何？この地震回数、２１回…？
一週間分の数かと思っちゃったよ…？ｗｗｗ

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 

http://tocana.jp/2014/07/post_4491.html
https://t.co/dhCSn4q3mq
http://swc.nict.go.jp/sunspot/
https://www.youtube.com/watch?v=lkNqFOpEUoQ&list=PLtPDuF-6fBpyA8J52TPxkul08YdpMA2_-&index=5
https://pbs.twimg.com/media/ClC9-OJVAAE7v8y.jpg


地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M5.0】奄美大島近海 深さ74.0km 2016/06/17 06:42:02
(G)http://j.mp/1UbOawg (アニメ)http://j.mp/1UfdPtc

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � Cabanilla, Peru 
【M4.5】SOUTHERN PERU 223.3km 2016/06/17 03:32:24JST, 2016/06/16
18:32:24UTC
(G)http://j.mp/24Uj5Cd (USGS)http://j.mp/1UbrsEv

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.1】LOYALTY ISLANDS 10.0km 2016/06/16 22:46:27JST, 2016/06/16
13:46:27UTC
(G)http://j.mp/1tsWcdg (USGS)http://j.mp/23dYnOq

TELSTAR宇宙情報 @telstar_news · 10時間10時間前 
今日の #宇宙天気
宇宙天気情報センター　6月16日
http://swc.nict.go.jp/contents/ 
"太陽風速度は高速な７００ｋｍ／ｓ前後から５５０ｋｍ／ｓ前後へ緩やかに下降"
今日の太陽→ Image:NASA 
https://pbs.twimg.com/media/ClEzgXNUsAEGueO.jpg

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第5報)◆◆【M4.1】奄美大島近海 深さ10km 2016/06/16
22:11:19発生 最大予測震度1

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M5.2】LOYALTY ISLANDS 18.1km 2016/06/16 19:31:19JST, 2016/06/16
10:31:19UTC
(G)http://j.mp/1PvmkJn (USGS)http://j.mp/1Ul1EYZ

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M4.5】BANDA SEA 190.8km 2016/06/16 16:26:18JST, 2016/06/16 07:26:18UTC
(G)http://j.mp/1UkQCmp (USGS)http://j.mp/28GAxPB

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 日本 
【M5.2】HOKKAIDO, JAPAN REGION 16.6km 2016/06/16 14:21:29JST, 2016/06/16
05:21:29UTC

http://j.mp/1UbOawg
http://j.mp/1UfdPtc
http://j.mp/24Uj5Cd
http://j.mp/1UbrsEv
http://j.mp/1tsWcdg
http://j.mp/23dYnOq
http://swc.nict.go.jp/contents/
https://pbs.twimg.com/media/ClEzgXNUsAEGueO.jpg
http://j.mp/1PvmkJn
http://j.mp/1Ul1EYZ
http://j.mp/1UkQCmp
http://j.mp/28GAxPB


(G)http://j.mp/1YtdnaO (USGS)http://j.mp/28GnBsY

宇宙天気ニュース @swnews · 19 時間19 時間前 
[記事] 太陽風は、500km/秒台後半の高速状態が続いています。 http://swnews.jp
#swnews

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � Ovalle, Chile 
【M4.8】COQUIMBO, CHILE 37.0km 2016/06/16 10:14:46JST, 2016/06/16
01:14:46UTC
(G)http://j.mp/1UVTWS7 (USGS)http://j.mp/23czFy4

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M5.1】FIJI REGION 566.0km 2016/06/16 09:48:03JST, 2016/06/16 00:48:03UTC
(G)http://j.mp/23cwHJT (USGS)http://j.mp/1UVTcMT

地震マップ @eq_map · 6月15日 
【M4.4】KURIL ISLANDS 35.0km 2016/06/16 07:21:15JST, 2016/06/15 22:21:15UTC
(G)http://j.mp/1UPG0fg (USGS)http://j.mp/1rqN2wK

https://www.youtube.com/watch?v=6vJ9mOVD_S8&list=PLtPDuF-6fBpyA8J52TPxkul08YdpMA2_-
&index=8
恋するフレミング 

moyu @airplane_SDJ · 55分55分前 
ポールシフト起きてってるみたい

地軸の傾きが大きくなっています。 : 日本や世界や宇宙の動向 
https://t.co/RLRqzrkCbV

大山忠雄 @fact_sgi · 9時間9時間前 
S極が これだけ移動している！ポールシフト 今〜３ヶ月の間にポールシフトは起こる
と専門家 NASAが発表しているが？ 
https://pbs.twimg.com/media/ClFGhaYUkAQfgU_.jpg

まゆ 084@mayu · 18時間18時間前 
【地軸の傾きが大きくなっています。】現在の地軸の傾きは２５度くらいだそうで

http://j.mp/1YtdnaO
http://j.mp/28GnBsY
http://swnews.jp/
http://j.mp/1UVTWS7
http://j.mp/23czFy4
http://j.mp/23cwHJT
http://j.mp/1UVTcMT
http://j.mp/1UPG0fg
http://j.mp/1rqN2wK
https://www.youtube.com/watch?v=6vJ9mOVD_S8&list=PLtPDuF-6fBpyA8J52TPxkul08YdpMA2_-&index=8
https://t.co/RLRqzrkCbV
https://pbs.twimg.com/media/ClFGhaYUkAQfgU_.jpg


すが。。。ほんの2度傾いただけでも何等かの影響はあるでしょう。 : 日本や世界や宇
宙の動向 http://blog.livedoor.jp/wisdomkeeper/archives/51987956.html …

momomamju @momomamju · 18時間18時間前 
77万年ぶりに地磁気逆転が起き始めている可能性が。何が起きるのか？　　2016年6
月〜8月の間に急激なポールシフト（地磁気逆転）が発生する？①
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=311554&g=131207 …
https://pbs.twimg.com/media/CZPTRK5WQAAY0z_.png

さらどぅ/saradox @virusyana · 19時間19時間前 
「地軸の傾きが増加。二ビルがポールシフトを加速？」

http://blog.livedoor.jp/wisdomkeeper/archives/51987956.html …
「オーストラリアで地震が多発　震源の深さがゼロや数メートル」

https://pbs.twimg.com/media/ClC-BgfUYAI3Ezn.png

…何故この画象なんだ…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=CIszOj4RHMA
BURNING LOVE / D. ESSEX 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月17日8:47
　

ツイッターさんがセルフ凍結？なう…★

＞技術的な問題が発生しています。

https://twitter.com/cmk2wl
　

http://blog.livedoor.jp/wisdomkeeper/archives/51987956.html
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=311554&g=131207
https://pbs.twimg.com/media/CZPTRK5WQAAY0z_.png
http://blog.livedoor.jp/wisdomkeeper/archives/51987956.html
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月17日8:48
　

あ、出た。…５分くらい？見れなかった…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月17日9:25
　

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
 
2011年3月12日05:42頃、長野県北部でのM5.3(栄村北信で6弱)も、日付を見てお分かりの通り、東
日本大震災からの誘発である長野県北部地震(12日03:59頃、Ｍ6.7：栄村北信で6強)の余震にあ
たる。

 
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
 
気象庁震度データベース検索では、1923年以来、最大震度6弱以上観測の地震は計63回、うちマグ
ニチュード最小規模は2000年8月18日12:49頃、新島・神津島近海で発生したM5.1(新島村式根島で
6弱)の地震、なお同年7月以降続いていた余震で、単独では今回の地震が最小規模に。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月18日8:53
　

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 24時間24時間前 

#クライシスカレンダー 06/17【1929年 北海道駒ヶ岳大噴火】死者2人負傷者4人 損壊・焼失家屋
約2000棟 未明から噴火開始、10:00頃から鳴動を伴い大噴火、噴煙が高さ約1万4000mに達する。
火砕流や噴石、火山ガスによる被害大。

http://85358.diarynote.jp/
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（６月17日）　原稿の、続き。かな〜？？

http://85358.diarynote.jp/201606171358472657/

（宙）

2016年6月17日 環境は、生命圏で、生存権。
　

https://www.youtube.com/watch?v=hJCxsc0bMtI&index=20&list=PLtPDuF-
6fBpyA8J52TPxkul08YdpMA2_-
リズム＆スパイダー〜男と女の関係〜 

…ん〜（＾＾；）…★と、
晴れましたね、サッポロ…？？

「銭湯」出撃！と叫びなおすにはやや遅い１４：００ジャスト。

（－－；）

晴れるんだったら、昼寝しないで家事をかたして、さくさく出撃したのに…★

…と、嘆きつつ、逡巡しつつ…

原稿の、続き。かな〜？？

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

06:00 0.039 0.038 0.038 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.043 0.040 0.041 6 
09:00 0.048 0.043 0.045 6 
10:00 0.054 0.050 0.052 6 
11:00 0.056 0.051 0.054 6 
12:00 0.050 0.043 0.046 6 
13:00 0.042 0.041 0.041 6 
14:00

http://85358.diarynote.jp/201606171358472657/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://www.youtube.com/watch?v=hJCxsc0bMtI&index=20&list=PLtPDuF-6fBpyA8J52TPxkul08YdpMA2_-
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


…まんいちまた降り出したらスゴイ嫌だしね。うん…（－－；）…★

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1466139000/1011-0010-101000-201606171350.gif?
t=1466139635
（１３：４０〜１３：５０）

https://www.youtube.com/watch?v=dKpX-o-AMaY&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=73
Gregorian - Find My Way Home 

…え〜と。（＾＾；）

これはもう勝手に！「映画化主題歌」扱い。

と、いうことで〜…ｗｗｗ

（次項に続く…♪）

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1466139000/1011-0010-101000-201606171350.gif?t=1466139635
https://www.youtube.com/watch?v=dKpX-o-AMaY&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=73


（６月17日）　公子の言葉にはわずかに悲しげな翳がおちていた。

http://85358.diarynote.jp/201606171508364167/

「　第一章・森の砦　」　１　（１９８３年）

2016年6月17日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=fOW_w_E7Luc&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=68
Gregorian - Gift 

　

　　第一章・森の砦

　トゥリアンギア公領のイズルン出城は、広大なイズルンの森の南境を少し入った所

にあった。この、穏やかな緑と豊かな水量の幾つかの流れに囲まれた領境警備の一拠

点は、静か過ぎるが故に街育ちで配属されてきた若者たちを多いに嘆かせ、辺境の田

舎のと言わせしめたが、深い森の心部を迂回する道をたどらずに、直截に突っ切って

２０日も歩けば、暖かい北方のサムサラ家領である。森の国育ちのディカールだけは

この任地を心から喜んでいるのだった。

　今年の若騎士達が配任されて短い初夏があわただしく過ぎ、平地では農作業が、森

林では通常の狩猟と、禁制の王獣タイワモの密猟者狩とが、忙しくなる頃。

　イズルンの森の砦では何か奇妙な噂がそれとなくささやかれていた。

　森の中を１人で出歩く者は若い貴公子の幻を見るのだという。その幻の姿は、今は

もう存（い）ない古（いにしえ）の精霊族のようだとも、かつてこの森で命を落とし

た伝説の一英雄そのものだとも言い、常に仮面をつけたままで遠くから、１人歩きの

若い騎士の事を、じっと探るように見るのだと伝えられた。

　そうして、その幻に誰かしらが出喰す時には、必ずや砦の直ぐ外で、真昼のフクロ

ウの鳴く声が聞かれるのだ…。

　ある日、ディカールが職務の合い間の短い休憩を安らっていると、砦の壁のすぐ外

側で、その声が聞かれた。

http://85358.diarynote.jp/201606171508364167/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=fOW_w_E7Luc&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=68


　好奇心にかられて若騎士は砦を抜け出したのだった。足の向くままに木々の間をさ

迷い、小鳥達の声を聞き、もう大分遠くにまで来てしまった、そろそろ戻らなければ

次の張り番に遅れてしまうだろうと彼が考え初めた折…

　小道からそれた彼方の樹下の薄暗がりから、問題の幻が、姿を現した。

　下枝の間から透かし見ようとするその灰緑色の瞳を、たとえ厚い布の仮面で表情

を覆ってしまっているからといって、ディカールにどうして見違えるなどという事が

出来ただろうか。

　白い服装の貴公子は彼を認めると、ついて来いというような仕草をしたが、そうさ

れる前から若騎士は無意識のうちに足を踏み出していた。

　小道から外れた森の空き地に白い、またとはないだろう見事な馬が、つながれもせ

ずに大人しく主人を待って草をはんでいた。

「よく来た。」

　それ故にディカールは、幻の貴公子が無造作に仮面を外し、後ろに束ねた白金の髪

を解くのを見ても、一切驚く事がなかった。

　ただ、何故かしらそのような時の訪れるのをずっと以前から待ちわびていたかのよ

うな、不思議な感覚に襲われて、静かに膝をつき、頭（こうべ）を垂れたのだった。

https://www.youtube.com/watch?v=L6L7_2eDUE4&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=70
Gregorian ~ Stay 

「恐れながら閣下にはこのような辺境へ、供の者もお連れになりませず、御自身の危

険にお気づきではいらせられないのでありましょうか」

　若い貴公子は他ならぬディカールの主人、トゥリアンギアの公子ミアルドであった

https://www.youtube.com/watch?v=L6L7_2eDUE4&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=70


のだが、家臣の敬々しい口調ではあるが唐突でぶしつけでさえある言葉を聞くと、満

足したかのように笑みを浮かべた。

「ではおまえはわたしの立場に関して、まるで無知というわけでもないらしいな！」

「閣下、閣下が何故（なにゆえ）にこのような辺境の森を散策されるのかは私（わた

くし）ごとき者の存じ上げる所では御在ませんが、閣下がしばしば奈辺のものとも知

れぬ刺客に襲われておいでなのは誰もが耳にする事ではございませんか。その度に閣

下の御立場を案じる者達は心を痛めております。

　どうか、閣下、今だけなりとも私を護衛としてお召し下さいませ」

「わたしの立場を案じる者 … か！　案じているのは家臣としての己れの行く末だろ
うよ。

　だが、若騎士（ディアレスト）よ、おまえがわたしの散策の故（ゆえ）を知らない

などという訳があろうか。わたしはこの二月（ふたつき）というもの、他ならぬおま

えを探しあぐねてイズルンの地をさ迷っていたというのに？」

「…私を？」

　理解ししかねる言葉にディカールは戸惑い、思わず頭（こうべ）を上げて貴人の

面（おもて）を直ぐに見返すという非礼を犯した挙句、儀式の際の出来事を思い起こ

して大いにうろたえた。

「…あ、あの折は御無礼仕りました!!」

　ただただ恥じ入るのみである。若騎士としての修業の出来を疑われても仕方のない

、その場で騎士位を取り上げられてしかるべき無作法であったのだから。

「ばかな。」

　貴公子は朗らかに笑い飛ばして臣下の畏れを中断させた。

「そのような事、罰する為に領主たるわたしが時間を費やすと思うのか？デュアレ

スト。それにわたしの目を見返す事の出来た者などおまえが初めてだ…謝ることは
ない。わたしは、喜んでいるのだから」

「　？　閣下、私には…」



「解らなかろうな」

「はい。」

　ディカールは混乱した頭を抱えたい気持ちで素直に肯いた。

https://www.youtube.com/watch?v=L6L7_2eDUE4&index=70&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian A Face In The Crowd 

「おまえは、若騎士（デュアレスト）よ、サムサラ家人（ダム＝サムサーラ）だね。

それとも、その隣領（ダム・クアラルンラ）の者か？」

「サムサラの末子でございます、閣下。私はディカール・デュアレスト・ダム＝サ

ムサーラと申し上げます」

「そうか。」

　年若い貴公子は満足と照れ臭さの入り混じった笑顔を浮かべたが、再び臣下として

忠実に面を伏せているディカールには、その、不思議に淋しがり屋の幼な児のような

純心さの残る微笑を、目にする機会があろう筈もなかった。

「わたしに当て推量も満更ではないのだな。おまえの人相と任地を聞くときの表情の

動きから、北の森の国出身の、イズルンに配された者とまでは判ったのだが、さて調

べてみると、これに当てはまる者が７人もいたのには困った。」

　上機嫌で続けようとする公子は、不意に口を切って途惑ったように、足下に跪づく

者を見下ろした。

「ディカール・デュアレスト。顔を上げてくれないか。話しづらい。」

https://www.youtube.com/watch?v=L6L7_2eDUE4&index=70&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


「は？　ですが閣下…」

　成りたて２ヶ月のたかが若騎士に過ぎない彼は、先程からの彼の輝かしい主人の言

動を、完全に理解しかねているのだった。

　そもそも、領主たる御方が、身分低い家臣にこのように親しげに口を開くものだろ

うか。否。

　直接に会話する事さえ許さない、トゥリアンギア公などよりはるかに位のおとる尊

大な貴族達をディカールは修業時代の頃から見慣れていたのだし、それが当たり前で

もあった。

　加えて主人は２ヶ月かけて彼を探したと言い、百数十のオーダーにのぼる着任リス

トをわざわざ手ずから調べたのだと言う。

　御自らが。調べさせたのではなく。

　自身の謙虚さの故に困惑しながらも、ディカールは、未だ言葉にはならぬものの、

その答は既に得ている筈だというようにも、何処かで確信せざるを得ないのだった。

　それが何であるかも自分では判らないのだったが。

https://www.youtube.com/watch?v=s9QKqIajHuw&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=72
Gregorian - Bonny Portmore (HD) In Ireland 

「恐れながら、閣下」

　彼はおずおずと切りだした。

「私を御探しになられたというその理由をお尋ねする事をお許し戴けますでしょうか

」

https://www.youtube.com/watch?v=s9QKqIajHuw&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=72


「それを説明しようとしていたのだ、わたしは。…顔をお上げ、我が下級騎士（デュ
アレスト）よ。わたしの目を見てみせてくれ」

　そのような無礼を、と跪づく者はためらった。身分高き貴者への殆ど侮辱にも等し

い行為を、しかも敬愛する主人に対して故意に？

「閣下…　私には…　」

「おまえにも命令しなければならないのか？」

　その言葉の奇妙さが、それにも増してそれを口にした折の領主の微妙な苦悩にも似

た声の調子が、はっと何やら若騎士のと胸を突き、彼に勇気を震い起こさせた。

「………御無礼を、」

　畏る畏る彼は顔を上げて主人の美しく力強い、己れに注がれている瞳を覗きかえ

した。

　が、恐れと畏敬とが心を占めていられたのはほんの一瞬間のことで、直ぐに若いデ

ィカールは全てを忘れ我を失って、淡い光を放つ美しい灰緑色の中に、魅入られたよ

うに捕えられているのだった。

https://www.youtube.com/watch?v=Db-LCPBMMfU&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=74
Gregorian ~ Where the Streets Have No Name ~ U2 

「ディカールよ。」

　殆ど幸福というに近い感動のこめられた声で輝かしい公子は語った。

「わたしがおまえを探し求めたというのは、全ておまえのその眼の故なのだ。わたし

は２０もの大祭礼を王の忌み児たるトゥリアンギアの司として生きてきて、ついぞわ

https://www.youtube.com/watch?v=Db-LCPBMMfU&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=74


たしの目を真っ直ぐに見返す者になど出会った事はなかった。

　皆、わたしの立場を扱いかねて視線をそらし、心の内にあるものを隠してしまおう

とするのだ…

　血をわけた実の父君であられる筈の、王陛下でさえそうだった。

　母君は御存命のうちから、わたしの姿に遠目に触れる事さえ厭われたそうだ。

　誇り高い、信仰のあつい方であったようだから」

「閣下、それは…」

　無論ディカールはそういった残酷な噂は全て知ってはいた。だが、まさかそのよう

な下賤で悪辣な物語が公子御自らの耳にまで届けられていたなどとは、誰が考えよう

。

　それも随分な昔から、御幼少の折からの既知の事実であったらしい話ぶりに、忠実

な騎士の胸は手ひどく痛めつけられて覚えず顔を伏せた。

　それは、無責任な、おそらくは公子の側仕え達への悲憤であり、また理屈抜きの非

常な哀しみと、畏れながらも孤独な育ち方をしただろう幼なかりし頃の主人への痛ま

しさの情…

　そういった入りまじった感情であったのだが、輝かしき公子自身は彼のそんな錯綜

など気にかける様子もなく、優雅な気高い仕草でその場の草地に直に腰をおろそうと

した。

　ディカールは公子の服の貴重にして神聖なる白が草の汁に汚されるのを恐れ、慌て

て自分の肩布を外して主人の下に敷きのべた。

「ありがとう。おまえももう跪礼をおやめ。わたしも昔練習した事があるが、それは

疲れるものだ。話をするには向かない。

　ところでわたしの生い立ちについでなど、おまえがそう驚くことはないのだよ…　
話を続けよう。跪礼はお止めと言っているのに。」

　若騎士はしかたなく礼を崩し、半歩下がった位置で跪礼より少しは楽な待機の姿勢



をとった。

「律儀なデュアレストなのだな」

　公子の言葉にはわずかに悲しげな翳がおちていた。

https://www.youtube.com/watch?v=QwEA8SDarZQ&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=75
Gregorian - Stripped (Rammstein) 

https://www.youtube.com/watch?v=QwEA8SDarZQ&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=75


（６月17日）　お♪　リージアみたいな美女が…♪

http://85358.diarynote.jp/201606171700285489/

「　第一章・森の砦　」　２　（１９８３年）

2016年6月17日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=SssWr-yUgSk&index=79&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Streets Of Philadelphia 

「わたしを真向から見返すおまえの姿を視た時、だから、どんなにかわたしが驚き、

かつ狂喜し幸福に感じたことか、説明しようとしてもおまえには解るまい。わたしは

幸福だったのだよ、ディカール・デュアレスト」

「はい閣下」

「おまえはわたしに忠誠を誓えるかい？」

　若騎士は途惑った。

「閣下、閣下は私の剣が既にトゥリアンギア公子に捧げられたものである事を御存知

でおられる筈ですが」

「 … 違うのだが。まあよい。」

　微笑みの中の翳を見、感じて、ディカールは希まれた答えを返す事のできなかった

自分を内心でひどく恥じた。

「ともあれおまえはわたしの目を見返し、わたしはおまえの心を視た。邪心の無い、

一途な、情熱的な心だ。そうしておまえはわたしを見ていた、おまえの言うトゥリア

ンギア公子を、ではなく。

　おそらくおまえは若騎士としての義務任期が明けたからと言って、次なる他領への

http://85358.diarynote.jp/201606171700285489/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=SssWr-yUgSk&index=79&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


…たとえそれがおまえの故郷へだろうと、転任を急いだりはすまい。

　それとも、そう考えたいと願ってしまうのはわたしの独善（ひとりよがり）だろ

うか？」

「閣下、ですがトゥリアンギアは王国一の公領でございます。何故に他領を望んだり

せねばならぬのか、私には判りかねます…」

「だがそうなのだよ。それが武官司（ぶかんつかさ）をして毎年頭を抱えさせる最大

の原因なのだ。おまえもイズルン森などに配属されたからには気がついていよう、我

が領に、いかに若騎士と上級の武官ばかりが多くて、中間の年季の入った武者階級が

足りていない事か。

　余程の出世の望みを持てない限り、皆こぞってもっと安定した主人のいる地へと流

れて行ってしまう。

　…ディカール、おまえは海（はは）を見た事があるかい？」

「　？　はい閣下。私の居ました修行所の側に、小さいながらもなかなかの賑わいぶ

りを見せる商港（あきないみなと）が御在ましたが」

「わたしは未だ見た事が無い。船トルクは己れの船が沈むのを予感して先に全て逃げ

出してしまうものだと人に聞くが、本当か」

「はい。それは面妖な程に適確に察知しては、群をなして船綱を伝い下りて参ります

。逆にそのトルク達を見た人間の方が、乗り込み証を取り消せと船主にかけ合いに押

しかけたり致します。」

「つまりはそういうことだ。」

　途方にくれてディカールは己が主人を見つめた。

　この、常人ならぬ輝かしく美しい姿をし、あり余る天分に恵まれて生まれついたで

あろう事は傍目にも明らかな…さすがは王陛下の血を継がれる方だけの事はある！…
生粋な貴人をして、そのように言わしめるような境涯におかれるとは、彼の信奉する

偉大なる存在は何を考えておいでなのだろう？



　一瞬間、彼は彼の故郷に伝わる普遍なる他者の善心を疑い、更にひどい事には生ま

れて初めて、崇高者の存在そのものをも、否定したく感じた。

　ディカール・ダム＝サムサーラの心にとってその特別な信仰は常に篤く、耐雪なも

のであったはずなのだが、にも関わらず、今目前にいる敬愛する主人の静かな哀しみ

と孤独な微笑みの為だけに、それを与えたもうた、または救い給わなかった崇高者・

律（リツ）の存在を、彼は承認し難く思わざるを得なかったのである。

　その考えは彼の躾られた良心を鋭く刺し、彼は畏れおののいて瞬時のうちに忘れ去

ろうと試みたのだが、疑問は、その後長く彼の奥深い心と共にあり、しばしば平安を

失わせたのだった。

https://www.youtube.com/watch?v=QszmWDd2ZMU&index=80&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian ~ Everybody Hurts ~ R.E.M. 

「そのような顔をするな。」

　公子は淡い金髪に指をからませながら穏やかに笑った。

「わたしまでが自分に同情したくなるような、そんな眼をおまえはしているぞ」

「お許しを、」

「ああ、よい。それにしてもわたしは物事を楽観視し過ぎるようだな、おまえが育ち

のいい若騎士（デュアレスト）だろうという事を考えに入れていなかったとは。…そ
んなに恐れなくても良いのだと、直ぐには言っても無理なのだろう」

「閣下？」

「おまえは友人を持っているか？　ディカールよ。良い友の存在というものは何にも

増してその者の成長を助け、またその人柄を裏付けるものだと騎士道教書には言うが

https://www.youtube.com/watch?v=QszmWDd2ZMU&index=80&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


」

「は、私のような者にでも、普通にできる程度にはいるのではと、考えますが」

「良い者達なのだろうな。ディカール、友とはどんなものだ？」

　再び若騎士は下問の意図を把み損ねてうろたえ、主人を苦笑させた。

「やはり奇妙な質問か？　だが、そうなのだよ、驚いた事にわたしは友のなんたるか

を知らずに育ってしまったのだ。こえは人として非常な欠陥だとは思えないか」

「畏れながら閣下には騎士頭ディアンザ殿を始め、多勢の…」

「彼らはわたしの命令には全て従う。わたしに良かれと思う事は全て率先してやって

くれはする。が、わたしに意見はしない。決して逆らわない。」

　公子はディカールの言葉を遮ると早口に言い切った。

「幼ない頃には姿をやつして民達の間に混ざった事がある。そこでわたしは村の加治

屋や居酒屋のおかみなどと友達になれたように感じていたのだが、一度正体がばれて

しまうと皆必死になって非礼を詫び始めたよ。…友とはそうしたものか？」

「いいえ。いいえ、閣下！」

　激しく否定し、語ろうとして彼は言葉の限界にいき悩んだ。 "友" や友情といった
もの、口に出して説明しようにはあまりにも複雑微妙にすぎ、かといってそれを知ら

ぬという不幸な主人に伝えずに済ませてしまうには、悲しいほどに素晴らしすぎるも

のであるというのが、その時の彼の胸のうちだったのだ。

https://www.youtube.com/watch?v=TEi7-NwVe7Q&index=77&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
A Spaceman Came Travelling - Gregorian 

https://www.youtube.com/watch?v=TEi7-NwVe7Q&index=77&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


「おまえは、多分」

　公子は一転して考え深げに目を伏せて話し始めた。

　その口調は穏やかだったが、ディカールは、貴く美しい指先がまるで不安を圧し隠

そうとするかのように苛々と草葉の先を持てあそんでいるのを無視することが出来

なかった。

「友を持たぬ、人と交わる術を知らぬ者には、いかに書を好み学問にうちこもうとも

、所詮癒し得ぬ血管が残るものだ、というわたしの考えを理解できるだろう。ところ

がわたしは実際に友を持たず…しかも出来得る限り自分を全き存在に近づけたいとい
う強い願いを抱いてもいるのだ。」

　白い指の緊張はますます強まるように思え、「わかります。」ディカールは自分が

何を言おうとしているのかも自覚せぬままに、熱心にそう呟いていた。

「わかるか。だが…」

　公子は唇をゆがめ、その日初めて苦しげな表情を面に出して言葉を途絶えさせた。

「わたしは友人が欲しかった。全てを話しあえ、助言し忠告してくれる相手がだ。

　しかしわたしのような生まれつきの者にはそれはひどい贅沢だったのだ。

　人々はわたしを丁重に扱い、畏れ、敬いすらしてくれたが、１個の人間として愛す

る事は出来なかった…そんな事をすればわたしの立場に何かが生じた時、彼らの身に
もひどい災厄がふりかかるだろうことはあまりにも明らかなのだから。」

　…私はそのような事を恐れはしません…

　意識されない熱い想いがディカールの胸をいっぱいに満たしたが、己が身が下級の

若騎士の分際に過ぎないという自覚が、それを決して言葉にすることを許さなかった

のだ。



https://www.youtube.com/watch?v=c7sBfPjRdk4&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=86
Gregorian Blasphemous Rumours

「ディカール。」

　切望をこめて公子は騎士の名を呼んだ。

「わたしは殆ど諦めていた。民達の生活がとりあえず平和でありさえすれば、全ては

それで良しとしようと思っていたのだ。だが、それなのにわたしはおまえのその真っ

直ぐな眼に出会ってしまった。

　わたしは…　わたしはおまえならば、王の忌み子たるトゥリアンギアの領主では
ない、ただのミアルドとしてのわたしの、友人（ミトラ）に…」

　公子は耐えかねたように顔をそむけ、だがそれでも言うべきことを全て口に出して

しまうまでは決して諦めまい、という意志の力のみで言葉を続けた。

　それは彼にとってひどい苦痛を伴うものだった。２月前に初めて若騎士の姿を目に

留めて以来、心を占めていた有頂天な喚起はもはや跡形もなく姿を消してしまい、残

されているのはただ、馬鹿な振舞いをしたという後悔と、以前にも増して深い絶望と

、だけであった。

　彼は結局のところ問題の多い生まれつきのトゥリアンギア公子であり、友を求める

など無意味な行為なのだ…

　理性の全てが彼の行動を否定していたにも関わらず、彼自身は決して希みを捨てよ

うとは思わないのだった。

　そしてその不屈の情熱だけが、それまでの彼を陰惨な想いに走らせることすらなく

支えてきた全てだったのである。

「おまえならばわたしの友人になれるのではないか、ディカールよ、わたしはこの２

https://www.youtube.com/watch?v=c7sBfPjRdk4&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=86


月というもの、その希望のためだけにおまえを探していたのだ…

　おまえはそうなれるだろうか」

https://www.youtube.com/watch?v=5ADSFq2fJvg&index=85&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Unbeliever 

　再び沈黙が訪れ、ディカールは我が耳を疑いながら凝然として動けずにいた。

　時が、およそ夏場の暖かさの森の中で、２人の若人の周りでだけ凍りついてしまっ

たかのようにそれぞれに感じられた。

　若い騎士は一言を発する余裕も持たずにいはしたが、それでも主人たる公子の強く

そむけられた項（うなじ）を、緊張のために破滅を見まいとするがごとく閉ざされた

蒼い瞼と、潔癖な白い額を、見つめないわけにはいかないのだった。

　彼の心ははるかな昔より唯一つに定められてはいたが、それは彼一人の一方的な想

いに過ぎない筈のものであり、そうして…

「閣下、ですが…　私はたかが士族の出、下級の騎士に過ぎないのだという事を閣下
はお忘れでございます！」

「それがどうしたというのだ!?」

　公子も、若騎士も、同じ位の苦悩がその声には満たされていた。

　再三の静寂が落ち、だがやがて公子ミアルドは徐々に日頃の穏やかさを取り戻し、

そうして…

　唐突に、彼にとっての最悪の瞬間が、既にして過ぎ去ってしまっている事実に気が

https://www.youtube.com/watch?v=5ADSFq2fJvg&index=85&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


つかされたのだった。

https://www.youtube.com/watch?v=WgiPlVVZg44&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=91
Gregorian - Human 

　得られたものは彼が望んでいたような性急な解決ではなかったが、待つ、という行

為は彼の絶える事のない "希望を持ち続けること" と、ほぼ同義語になる位に慣れ親し
んだものでもあったのである。

　そしてまた、様々な困難、行き違いや、立場による考え方の相違など…

　そういったものを乗り越え克服せねばならぬという事さえが、彼のそもそも求めて

いたものの、紛れもない一面に含まれていたのだと、聡明な彼の思考は同時に悟って

いた。

　ディカール・デュアレストは彼が初めて、そしておそらくは唯一人、友人にしたい

と願った相手ではあったが、かと言って今現在、彼に仕え、彼が護るべき臣民の一人

である事実にも、変わりはなかったのである。

　人の上に立つべくして生まれた輝かしき者は、言葉を選んで辛抱強く語り始めた。

「確かにおまえは我が配下にある騎士の１人に過ぎず、わたしはその主人であるのか

も知れない。だがおまえは今わたしの話を聞かされて、友を持たずに育ったわたしの

幼い頃を、そう、同情くらいはしてくれたのではないか？

　それにおまえは友を欲しがるわたしの気持ちを、解ると言った。

　そしておまえは…　何より大事な事に、おまえはわたし自身を、１人の人間として
見返す事ができる。」

https://www.youtube.com/watch?v=WgiPlVVZg44&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=91


　だが公子は家臣があまりにも頑なにおし黙り、あまつさえ彼の一言に打たれでもし

たかのように顔を伏せてしまったので、再び昏い不安を抱いた。

「それとも、」

　若い騎士は主人の深く傷つけられた笑顔を怖ろしくて見上げる事が出来なかった。

「それとも、おまえがわたしを慕ってくれていると感じ、わたしを理解し得るように

思い込んでしまったのは、忠実なデュアレストよ。わたしの錯覚に過ぎなかったと

でも、言うのか」

　公子の声はあまりにも静かで、そこにはささやかな怒りの一片をも見い出す事がで

きなかった。

　それがかえって若騎士の胸に激しい痛ましさを感じさせ、主人の心に全て応えたい

と切望させたが、出来る事ではなかった。

　ディカールは長い年月の輝かしき人への敬慕と崇拝のあまり、彼我の身分の差を必

要以上に畏れ過ぎてしまっていたのである。

https://www.youtube.com/watch?v=naqbBnF5V_A&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=93
Gregorian - Precious - Depeche Mode 

「いいえ…　閣下、私は…」

　臣下の心の中では騎士として主人を敬し奉りたいという感情と、それにも増して少

しでも輝かしき彼の貴公子の側近くありたいという昔ながらの欲求とが、激しく争っ

ていた。

　そしてまた彼の常識と身に染みた躾とは、領主と親しく交わるなどあまりにも身の

https://www.youtube.com/watch?v=naqbBnF5V_A&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=93


程知らずだと主張し、にも関わらず彼の意志は、やはり、

https://www.youtube.com/watch?v=-NuSRGVI5Wk&index=84&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - The Circle (HD) 

お♪　リージアみたいな美女が…♪

https://www.youtube.com/watch?v=-NuSRGVI5Wk&index=84&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


（６月17日）　ディカールもまた公子のひどく深い孤独感を知り、

http://85358.diarynote.jp/201606171735245909/

「　第一章・森の砦　」　３　（１９８３年）

2016年6月17日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=xKdtqR4Wdo0&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=95
Gregorian - Running Up That Hill - Kate Bush 

　その日から後、身分にはるかな隔たりのある２人の若者は、１０陽ごとに必ずその

場所を訪れるようにとなった。

　日を重ね、時を経るに従って、位い低き騎士にも次第に領主と席を同じくする事に

慣れ、やがて、初めに命ぜられた通りに主人に対して友人として振る舞う事をも、自

然に出来るようになってゆくようだった。

　それは如何なる躾の良さをもってしても若騎士の敬愛にはやる情がともすれば礼儀

を忘れさせてしまうのを止める事が出来なかった、という為ばかりではない。

　公子の言葉を聞き、その態度に触れるにつれ、次第しだいにディカールもまた公子

のひどく深い孤独感を知り、理解するようになっていったのである。

　領主の朗らかな屈託の無さ、真っ直ぐな気性、無邪気ですらある人懐こさなど、そ

の身分に似合わぬ特徴を飲み込む程に、その裏に見え隠れする淋しげな子供のままの

主人の素顔を、畏れ多いとは思いながらなお、ディカールはいとおしみ慈しみたいと

自覚せぬままに想い始めていた。

　…未だ、敬愛する主人が何故に自分だけを選んでそうした素顔を見せるのかを納得
した訳でも、身分の違いの意識という高い板垣を打ち壊せたわけでもなかったが。

　にも関わらず２人の距離は次第に縮まって行くようだった。若者達は互いに親しく

なり、互いに様々な想いを打ち明けた。初めのうちは貴公子ばかりが子供時代の人に

http://85358.diarynote.jp/201606171735245909/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=xKdtqR4Wdo0&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=95


話すこともできずに積もり積もった折々の思い出を、やがて主人の心を理解するに応

じて、乞われるままに、若騎士も、己れのこと、故郷でのこと、旅の話や心に抱いて

いる考えのことなどを、少しづつだが語り始めた。

　そうしてそのうちに公子の、誰かに話しかけたいという衝動は一段落を見せたよ

うで、気がつくとディカールは１人で物語に熱中している自分を見つけ、その度に下

らないことを喋ってしまったのではと恥じ入るのだった。

　公子はそうした彼の過度のつつしみ深さを度々笑い飛ばさねばならなかったが、回

を重ねるにつれ段々にその笑い声は寛容なものでなくなり、朗らかさを喪い、いらい

らと弱々しい哀しげなものになっていった。

　若騎士はすぐにその変化に気づき、その理由をも即座に理解したが、そうかといっ

てその檻の中から自力で抜け出す事は不可能なように思えた。

　時の流れは急ぎ足で初夏から暑い盛りを駆け抜け、木の葉の彩り見事な森の秋が訪

れた。

　２人は常にそうし続けていたかのように、

https://www.youtube.com/watch?v=9-a1zWyeXq8&index=97&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Guide Me God
 

https://www.youtube.com/watch?v=9-a1zWyeXq8&index=97&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


（６月17日）　ミアルド閣下、たんなるストーカーの、セクシャル（？）ハラスメン
ト上司ですから…★

http://85358.diarynote.jp/201606171742308887/

（没原稿）　+　（蛇足）ｗｗｗ

2016年6月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=xVJcSAbu_cI&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=78
Gregorian & Amelia Brightman - Kiss From A Rose 

「ディカール。」

　切望をこめて公子は騎士の名を呼んだ。

「わたしは殆ど諦めていた。民達の生活がとりあえず平和でありさえすれば、全ては

それで良しとしようと思っていたのだ。だが、それなのにわたしはおまえのその真っ

直ぐな眼に出会ってしまった。

　わたしは…　わたしはおまえならば、王の忌み子たるトゥリアンギアの領主では
ない、ただのミアルドとしてのわたしの、友人（ミトラ）に…」

　時が凝固させられたかのようにしばしの沈黙が訪れた。若い騎士は、一言を発する

余裕も持たずに、ただ信じられぬという面持ちで主人たる公子の白く強張った顔を見

つめていたが、気高く輝く瞳が緊張に耐えかねてかそらされると、ようやくに言葉を

しぼり出した。

「私は…　たかが士族の出、下級の騎士で御座います。」

「だがおまえはわたしを視る事が出来る！　それとも、おまえがわたしを慕ってくれ

ていると感じたのは、忠実なデュアレストよ、わたしの錯覚に過ぎなかったとでも言

うのか！」

http://85358.diarynote.jp/201606171742308887/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606171742308887/
https://www.youtube.com/watch?v=xVJcSAbu_cI&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=78


　輝かしき若い貴人の声は最早悲痛と言うに近かった。

https://www.youtube.com/watch?v=1HzeTYE6VkY&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=83
Gregorian ~ Woman in Chains ~ Tears For Fears 

※　↓　移動しました　ｗ

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月17日17:53

…＜（〜〜；）＞…あぁ、こっ恥ずかしい原稿…ｗｗｗ

ディカールさんよ。この場合の模範解答は、こうだ…

⇒「イエスです！　イエスですわ、閣下！」

それ以外は受け付けん…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月17日17:57

参照ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Ukw5SCV9FGc
イエスですわ閣下 

http://homepage3.nifty.com/kayotaro~/fre.htm
「イエスですわ、閣下、ええ、喜んで・・・」

https://www.youtube.com/watch?v=1HzeTYE6VkY&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=Ukw5SCV9FGc
http://homepage3.nifty.com/kayotaro~/fre.htm


んで。転記作業して、今週３連休は終わり〜☆

http://p.booklog.jp/book/107611/read
リステラス星圏史略古資料ファイル３－１－７

『 森のふところ　還るべき者 』 

（タイトルは（仮題）から「旧題」に戻しました…）
 
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月17日18:55
　

ぱきっと言っちゃうと。（＾＾；）

現代地球文明のいわゆる欧米文明式「常識」下においては、

ミアルド閣下、たんなるストーカーの、

セクシャル（？）ハラスメント上司ですから…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月17日23:25
　

高浜原発の差し止め継続は朗報。(^o^)／

あとは止まりと疼痛と大間違いと六ヶ所だけ止めれれば、

札幌と北海道だけは

file:///tmp/puboo/123094/440257/book/107611/read
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


なんとかサバイバれルから…！
 



（６月18日）　今日は「アルパカ狼さん鑑賞」は出来そうにありません…★

http://85358.diarynote.jp/201606180818467133/

【倶知安】０．０６２μ／札幌０．０５６μ／引き続き１８日夜遅

くまで大雨による土砂災害や河川の増水に注意してください。

2016年6月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

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。

０７：５３。

…七五三…（＾＾）☆

札幌の気温は１４℃。

室温無暖房で２０℃。

トリチウム混じりの湿気と一面の雲ですが、予報は降水確率０％…？

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1466203800/1011-0010-101000-201606180750.gif?
t=1466204437

http://85358.diarynote.jp/201606180818467133/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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（０７：４０〜０７：５０）

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06月18日 04:45】
北海道地方は、引き続き１８日夜遅くまで大雨による土砂災害や河川の増水に注意し

てください。

地獄バイト４連勤の初日なので、アゲるために標題？の音楽に…

…（＾＾；）…

いつもたいがい当たらない（それでもつい見ちゃう）ａｕの星占いによると、

 
今日は「アルパカ狼さん鑑賞」は出来そうにありません…★
（－－；）

…ま、たぶん生きて（…て昼から酒呑んで…★）るから、まぁいいか…

https://www.youtube.com/watch?v=ejMxBiCeNXw
荒野より(オカリナ演奏) 

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

06:00 0.039 0.038 0.038 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.043 0.040 0.041 6 

09:00 0.048 0.043 0.045 6 
10:00 0.054 0.050 0.052 6 
11:00 0.056 0.051 0.054 6 
12:00 0.050 0.043 0.046 6 

13:00 0.042 0.041 0.041 6 
14:00 0.040 0.039 0.040 6 
15:00 0.039 0.038 0.038 6 

https://www.youtube.com/watch?v=ejMxBiCeNXw
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


16:00 0.047 0.038 0.041 6 
17:00 0.050 0.048 0.049 6 
18:00 0.054 0.050 0.052 6 
19:00 0.054 0.051 0.053 6 
20:00 0.056 0.048 0.052 6 
21:00 0.046 0.041 0.043 6 

22:00 0.040 0.038 0.039 6 
23:00 0.039 0.038 0.038 6 

24:00 0.046 0.039 0.042 6 
01:00 0.046 0.041 0.044 6 
02:00 0.048 0.041 0.045 6 
03:00 0.050 0.044 0.047 6 

04:00 0.043 0.040 0.041 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00

雨が降ると確実に上がる空間線量。

ということは舞ってる粉塵を叩き落としているせいではなく、

「雨（水）自体」がもってる線量。

なので…（－－；）…★

これ、吸ってるだけでも、かなり被曝するし…
お風呂に入れば、外部＆吸水（－－；）被曝するし…

ましてや、「水道水をそのまんま飲食してる」無防備無思慮無分別無情報、極まりない、人た

ちは…

…けっこうすごい、累積被曝量。だよなぁ…？？

https://www.youtube.com/watch?v=6vT8DmD6APg

https://www.youtube.com/watch?v=6vT8DmD6APg


あとひとつ　FUNKY MONKEY BABYS　耳コピ 

…ん〜（〜〜；）…★

しかも、なんか、紫外線が当たり始めたら…

なんらかの化学反動を起こしているらしく…

光化学スモッグ的な…

…お肌が、痛いよ…？？？？

…（Ｔ■Ｔ；）…★

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ45.2km 2016/06/18 06:11:15

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.1 18日01時33分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/28KDoGY

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.0 18日00時27分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/1tu9nea

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.0 17日19時43分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/1XZ5Guk

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M3.2】浦河南方沖 深さ120.0km 2016/06/17 11:54:48
(G)http://j.mp/21pEylZ (アニメ)http://j.mp/1XYP064

…規模は小さいけど、余震は続いてる…

http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/28KDoGY
http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/1tu9nea
http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/1XZ5Guk
http://j.mp/21pEylZ
http://j.mp/1XYP064


 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月18日8:29
　

０

５６５

７９７．

…哭くな…？
 

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


（６月18日）　今日は休みかと思っていたアルパカ狼さんがいた！　元気で可愛くて
人気者だったので、あとは赦す！

http://85358.diarynote.jp/201606181514566044/

6月18日の午後記。

2016年6月18日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

細かいところがプチプチと微妙厄日っぽいけど大禍はないし、

今日は休みかと思っていたアルパカ狼さんがいたので、

あとは全て赦す！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月18日15:38
　

肺の中から闘って死んで腐った白血球の死骸の匂いがそかするし、フロア内に体調悪いひと、被

曝症状が　

進行したひと多数なので、やはりこの２日間の雨水ベクレは相当だったと思われ。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月18日22:15
　

先ほど無事帰投。(^_^;)
着替えて晩飯の支度しました。

降水確率０％だったのに帰りにベクレ雨に降られるとかの微妙災厄びよりでしたが(-”-;)

http://85358.diarynote.jp/201606181514566044/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606181514566044/
http://85358.diarynote.jp/201606181514566044/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160618/85358_201606181514566044_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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周りを見ればむしろ間違いなく過保護大魔神サマ発動中で大難を小難にしてもらっていた模様

…(^_^;)…

何はともあれアルパカ狼さんが元気で可愛くて人気者だったので、あとは赦す！

ｗ(^。^;)ｗ

…漫画読んで寝ますぅ…☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月18日22:44
　

２０時過ぎてから、

地震が多過ぎないか？

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月18日22:56
　

何かスイッチ入った。(・_・;)
ヤバすぎる…
 

http://85358.diarynote.jp/
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（６月19日）

http://85358.diarynote.jp/201606190755167834/

北海道、地震回数ぱねぇ★

2016年6月19日 環境は、生命圏で、生存権。

　

おはようございます。

０７：５０です。

札幌の…気温チェックするの忘れた…

数字瞑りの…もとい（＾＾；）
数日ぶりの、晴天？になりそう。

もんのすごくギンギラギンの陽光が部屋に射しこんでいて、眩しい。

つうか、目が痛い…（－－；）…★

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 0.037 0.038 6 

http://85358.diarynote.jp/201606190755167834/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160619/85358_201606190755167834_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160619/85358_201606190755167834_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160619/85358_201606190755167834_3.jpg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


04:00 0.039 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00

…雨がやめば空間線量はさがる。んですが…

風が吹くとセシウム粉塵の臭いがたちこめるし、空気は埃っぽくカビ臭く…

これ、「北海道も梅雨入り宣言」とかしとかないと…

ばれるぜ？フクイチ由来の腐自然な雨霧だ。って…ｗ

★（－－＃）★

地震マップ @eq_map · 14分14分前 � 北海道 旭川市 
【M3.2】上川・空知地方 深さ182.4km 2016/06/19 07:44:54
(G)http://j.mp/1UD30Q7 (Y)http://j.mp/1UD1UDT (アニメ)http://j.mp/1UD2Yrx

地震マップ @eq_map · 55分55分前 � 北海道 函館市 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.2 19日07時07分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/1UGVmQE

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 北海道 池田町 
【M3.4】十勝地方 深さ138.9km 2016/06/19 05:48:05
(G)http://j.mp/24Yaejc (Y)http://j.mp/1tCajhh (アニメ)http://j.mp/1tCapp5

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ51.1km 2016/06/19 04:02:39

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.5】国後島近海 深さ63.7km 2016/06/19 01:15:20

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 千歳市 
【M3.8】石狩平野 深さ120.7km 2016/06/19 00:35:02
(G)http://j.mp/1ruA9lj (Y)http://j.mp/1Yz1eRP (アニメ)http://j.mp/1tBRlHm

http://j.mp/1UD30Q7
http://j.mp/1UD1UDT
http://j.mp/1UD2Yrx
http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/1UGVmQE
http://j.mp/24Yaejc
http://j.mp/1tCajhh
http://j.mp/1tCapp5
http://j.mp/1ruA9lj
http://j.mp/1Yz1eRP
http://j.mp/1tBRlHm


地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M1.7 19日00時13分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/1tBP0wl

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M1.9 18日22時47分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/1UGdOZD

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.2 18日20時20分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/28MwFwt

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 � 北海道 豊頃町 
【M3.4】十勝地方 深さ81.5km 2016/06/18 16:14:07
(G)http://j.mp/2635Epw (Y)http://j.mp/1UgZixp (アニメ)http://j.mp/1UBKho0

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 � 北海道 北見市 
【M3.0】網走地方 深さ224.2km 2016/06/18 16:02:00
(G)http://j.mp/26347jj (Y)http://j.mp/1Uh0CAl (アニメ)http://j.mp/2635xKA

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M1.7 18日11時49分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/1UgPOCh

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M1.6 18日08時12分頃発生 
(G)http://j.mp/1WO6gtQ (気象庁)http://j.mp/1UnYmUL

地震マップ @eq_map · 6月17日 
【M3.0】根室半島沖 深さ45.3km 2016/06/18 08:09:17
(G)http://j.mp/1UgCFcq (アニメ)http://j.mp/1Uen4Va

…ぱねぇ…★（＠＠；）||||…★
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http://j.mp/1Uh0CAl
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http://j.mp/1UgCFcq
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（６月19日）　アルパカ狼さんが今日は居なかった時点で機嫌は悪い。

http://85358.diarynote.jp/201606191518018641/

厄日？

2016年6月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

アルパカ狼さんが今日は居なかった時点で機嫌は悪いが、

(-"-;)

親知らずと虫歯がまたもや騒ぎ始めたり(T_T)

昼休み１分過ぎに長い電話がかかって来てしまったり(-_-#)

プチ厄日っぽいけど多分むしろ過保護大魔神サマ発動中。

丹沢の熊が平地に降りてるとか（暑いのに！）

まじ天変地異が近いわ…

ヽ（・＿・；）ノ

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月19日22:13
　

先ほど無事故で帰投。(^_^;)
食糧飲料の買い込みは３連休の予定だった分までガッツリ。

(^-^)g

http://85358.diarynote.jp/201606191518018641/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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歯痛は全身痙攣七転八倒気絶級？の痛さで（T¬T）、
オタフク風邪のよ〜に腫れ上がってしまいましたが

例によって間脳さんは

「好転反応！」と強気の主張…

(・ω・;)(;・ω・)

天然（自前）神経麻酔様物質も分泌されたよ〜なので、(^_^;)

とりあえずタクシー呼んで哭きながら夜間救急に駆け込む前に

(^_^;)

万能薬のダークラム酒とグレープフルーツジュースのお湯割り飲んで、

豚肉と玉ねぎのスープ湯豆腐を食べたら、

下顎骨増設（延伸拡張？）工事のために成長ホルモンを分泌するべく、

さっさと寝ちゃいますぅ…☆
 



（６月20日）　…今日に限ってはアルパカ狼さんはいないほうがありがたいぞ…

http://85358.diarynote.jp/201606200746059315/

【M4.6】 積丹半島 北西沖。

2016年6月20日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

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06月20日 05:07】
北海道地方では、２０日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる見

込みです。低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水、落雷や突風、ひょうに注意して

ください。

https://www.youtube.com/watch?v=rt2RPZGMSV8
【作業用BGM】疾走感がハンパじゃない！感動する壮大なシネマティックBGM 

おはようございます。

０７：３７でした。

昨夜は歯痛と全身のリンパ網の蟻走感で眠れず、

http://85358.diarynote.jp/201606200746059315/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201606200746059315/
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ようやく寝付いたのが午前２時頃だと思うんですが、

午前４時頃に鳴り響く雷鳴と豪雨の音に起こされまして…
…（－－；）…★

それでも両下顎の増設工事（たぶん５mmぐらいずつ伸びた？）は終ったらしく、工事中にできた
隙間におそらくコーヒーの乳酸菌（＾＾；）が入り込んで繁殖しちゃったらしい腫れ…（－－；
）…痛い★…がぱんぱんで顔の形が変わって見える…おまけに喋りづらい…（〜〜；）…ので、
できることならバイトはさぼりたい…ところですが…個人的にもこれ以上シゴト減らすと収入面
でキツイし、バイト現場的にも、今日は人数少ないので、休めない…

ｗ（＾＾；）ｗ

ナンチャッテ「どＭモード」に切り替えまして。

逆境萌え〜♪（＾＾；）♪

で、笑っちゃって乗り切るしかないですね…★

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

12:00 0.039 0.038 0.038 6 
13:00 0.039 0.038 0.039 6 
14:00 0.039 0.038 0.038 6 
15:00 0.040 0.038 0.039 6 
16:00 0.039 0.038 0.039 6 
17:00 0.039 0.038 0.038 6 
18:00 0.039 0.039 0.039 6 
19:00 0.039 0.038 0.038 6 
20:00 0.039 0.038 0.039 6 
21:00 0.039 0.038 0.039 6 
22:00 0.039 0.038 0.039 6 
23:00 0.039 0.038 0.039 6 
24:00 0.039 0.038 0.039 

01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 

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


05:00 0.053 0.040 0.047 6 
06:00

…今日に限ってはアルパカ狼さんはいないほうがありがたいぞ…

ｗ（－－；）ｗ

（こんなすごい顔、あんまり見られたくない…ｗ
　↑　「他の人間」は、「どーでもいい」…ｗ）

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.0 19日23時03分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/1WWjPaS

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � 北海道 浜中町 
【M2.6】根室半島沖 深さ90.6km 2016/06/19 22:08:28

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M4.6】積丹半島北西沖 深さ223.2km 2016/06/19 15:58:39
(G)http://j.mp/1YA6DIl (アニメ)http://j.mp/1YA6Lrf

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M3.1】北海道東方沖 深さ1.6km 2016/06/19 15:22:47
(G)http://j.mp/1YA48FJ (アニメ)http://j.mp/1YA3S9Z

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.7】北海道東方沖 深さ13.1km 2016/06/19 15:18:38

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 北海道 豊頃町 
【M2.6】十勝地方 深さ115.4km 2016/06/19 15:04:13
(G)http://j.mp/1YA3zvL (Y)http://j.mp/1YA2Evo

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M1.9 19日12時53分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/23j4Qrt

http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/1WWjPaS
http://j.mp/1YA6DIl
http://j.mp/1YA6Lrf
http://j.mp/1YA48FJ
http://j.mp/1YA3S9Z
http://j.mp/1YA3zvL
http://j.mp/1YA2Evo
http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/23j4Qrt


地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � 北海道 夕張市 
【M2.6】上川・空知地方 深さ144.2km 2016/06/19 09:36:49
(G)http://j.mp/1sMbMRq (Y)http://j.mp/1rv10NX

地震マップ @eq_map · 6月18日 � 北海道 旭川市 
【M3.2】上川・空知地方 深さ182.4km 2016/06/19 07:44:54
(G)http://j.mp/1UD30Q7 (Y)http://j.mp/1UD1UDT (アニメ)http://j.mp/1UD2Yrx

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月20日8:32
　

cmk2wlさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 16時間16時間前 

【拡散】cmk2wl ヤコブレフ教授「絶対的に安全な放射線レベルなど存在しない。体外被曝でも体
内被曝でも、放射線は徐々に人体組織を壊してゆき、いつ人体がだめになるのか、それは誰も知

らない」

 

http://j.mp/1sMbMRq
http://j.mp/1rv10NX
http://j.mp/1UD30Q7
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（６月20日）　アルパカ狼さん居ないし！

http://85358.diarynote.jp/201606201505043941/

厄日認定。(∋_∈)。
2016年6月20日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

アルパカ狼さん居ないし！

(ノ-o-)ノ　┫

２時間しか寝てないのに普段の

４倍近い業務量。(-"-;)

熱があるのにクーラー寒かった…。(T_T)

むちゃくちゃおなか減ってるのに噛めなくてごパンが食べられない。(ToT)

なにこの地震の回数？(-"-;)

札幌の線量０.０５９μ…

グレてやる…ッ★(-"-;)★

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月20日22:02
　

http://85358.diarynote.jp/201606201505043941/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201606201505043941/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160620/85358_201606201505043941_1.jpg
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まちがいなく厄日認定で２時間しか寝てない頭で普段の５倍？くらいの業務量をやっつけて…
普段どんだけさぼってんのか、というツッコミはおいといて…

残業３０分までやっつけて、

ヘロヘロ頭で帰宅したら、いつの間にか降りだしたベクレ雨に打たれて全身あんど全手荷物がベ

クレまくりという悲劇案件…

…(・_・;)…

それでも買い物ガッツリ確保して、無事故で先ほど帰投。

（雨はまた本降りになりました…）(-”-;)

土鍋でご飯だけ炊いたので。

(^_^;)

洗濯と入浴だけして、さっさと寝ますぅ…┐(’〜`；)┌☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月20日22:04
　

あ、ご飯炊いてレトルトカレーね。晩ごはん。(^_^;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月21日8:04
　

ＰＣ止まった？
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（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１６年６月）

（下旬）
 
 
 
 



（６月21日）　「変顔」ですが、

http://85358.diarynote.jp/201606210805062513/

察した方がいい。

2016年6月21日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
ここは危ないですね。余震が多すぎる

震源地（内浦湾）　北海道は火山が多いから群発地震が、度々起こる事もあるけど、

気象庁が公開するような有感地震が多いのは、あまりないことであり、気象庁が緊急

会見とか開いてるけど、ほんとんど地震が無かった場所だから。それを察した方がい

い出来事。

あらためまして、（－－＃）

おはようございます。

０８：０８でした。

なんで「あらためまして」かと言うと、

８時ジャストぐらいにＰＣが変なフリーズしまして、

０７：５３から打ってた文章がすべて消えました…
★（－－＃）★

時間なくなります。さくさくいきます…。

https://www.youtube.com/watch?v=q53OmhNKiUo
K　『この歌を・・・・・・・・♪』 

貼ってた曲は掘り出せないけど、

文章はこんなんだった。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

おはようございます。

０７：です。

爆睡できました〜o（＾＾）o

顔の腫れはまだひいてなくて「変顔」ですが、

体調と精神状態は良好♪

札幌は１６℃。

湿度、やたらと高し（－－＃）★

気象庁よ、さっさとすなおに「北海道も梅雨入りしました」宣言を出せ…★

04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.053 0.040 0.047 6 
06:00 0.059 0.055 0.058 6 
07:00 0.054 0.044 0.048 6 
08:00 0.042 0.040 0.041 6 
09:00 0.040 0.039 0.039 6 
10:00 0.040 0.039 0.039 6 
11:00 0.040 0.039 0.039 6 
12:00 0.050 0.040 0.044 6 
13:00 0.050 0.044 0.047 6 
14:00 0.044 0.042 0.043 6 
15:00 0.044 0.042 0.043 6 
16:00 0.042 0.041 0.041 6 
17:00 0.045 0.040 0.043 6 
18:00 0.044 0.043 0.043 6 
19:00 0.042 0.039 0.040 6 
20:00 0.039 0.038 0.039 6 
21:00 0.039 0.038 0.038 6 
22:00 0.038 0.038 0.038 6 
23:00 0.038 0.038 0.038 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 6 

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

…線量は下がったから、まぁ赦す…☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…で、このへんで地震の画像情報を見てたら凍った…★

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M4.6】HOKKAIDO, JAPAN REGION 17.6km 2016/06/21 00:10:09JST, 2016/06/20
15:10:09UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=41.9725,141.0288%28+%5BM4.6%5D+HOKKAIDO%2C+JAPAN+REGION+17.6km+2016%2F06%2F21+00%3A10%3A09JST%2C+2016%2F06%2F20+15%3A10%3A09UTC+%29&ll=41.9725,141.0288&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us200065je …

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.0 21日00時18分頃発生 
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.9,141.0&ll=41.9,141.0&z=7&t=h … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160621002155395-210018.html …

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度4】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M4.0 21日00時10分頃発生 
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.9,141.0&ll=41.9,141.0&z=7&t=h … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160621001344395-210010.html …

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 日本 
【M4.2】内浦湾 深さ9.4km 2016/06/21 00:10:08
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.927,140.996&ll=41.927,140.996&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160621001008a.gif …

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 函館市 
◆◆緊急地震速報【警報】(最終第10報)◆◆【M5.0】内浦湾 深さ10km 2016/06/21
00:10:08発生 最大予測震度5弱

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 日本 
◆◆緊急地震速報(第3報)◆◆【M5.2】内浦湾 深さ10km 2016/06/21 00:10:07発生 最大
予測震度4

震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
◆◆緊急地震速報(第1報)◆◆【M6.0】苫小牧沖 深さ10km 2016/06/21 00:10:06発生 最
大予測震度5強

？？　０８分と１０分に同一震源で発震して、情報解析が混乱した、て話？？

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 北海道 上川町 
【M3.2】大雪山系 深さ197.2km 2016/06/20 23:31:30
(G)http://j.mp/28Jkkj7 (Y)http://j.mp/28Iw8BC (アニメ)http://j.mp/28JkneL

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度2】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.2 20日21時10分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/28IJKk7

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ64.7km 2016/06/20 21:05:55

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ49.9km 2016/06/20 15:42:34

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 北海道 羽幌町 
【M2.9】北海道北西沖 深さ14.9km 2016/06/20 12:09:

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度2】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.1 20日11時18分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/1V9L0Zx

http://maps.google.co.jp/maps?q=41.9725,141.0288%28+%5BM4.6%5D+HOKKAIDO%2C+JAPAN+REGION+17.6km+2016%2F06%2F21+00%3A10%3A09JST%2C+2016%2F06%2F20+15%3A10%3A09UTC+%29&ll=41.9725,141.0288&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us200065je
http://maps.google.co.jp/maps?q=41.9,141.0&ll=41.9,141.0&z=7&t=h
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160621002155395-210018.html
http://maps.google.co.jp/maps?q=41.9,141.0&ll=41.9,141.0&z=7&t=h
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160621001344395-210010.html
http://maps.google.co.jp/maps?q=41.927,140.996&ll=41.927,140.996&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160621001008a.gif
http://j.mp/28Jkkj7
http://j.mp/28Iw8BC
http://j.mp/28JkneL
http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/28IJKk7
http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/1V9L0Zx


（６月21日）　せっかくアルパカ狼さん居るのに広大なフロアの対角線上。

http://85358.diarynote.jp/201606211504089930/

ぶち厄日…(∋_∈)…

2016年6月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

座席運最悪。(∋_∈)
せっかくアルパカ狼さん居るのに広大なフロアの対角線上。

(ToT)
さらに席が壁向きでまったく鑑賞できず。(T_T)

周りは完全に私をハブる（無視／仲間外れにする）人まみれ。

(-_-#)

地震もはやロシアンルーレットと言うよりモグラ叩き状態。

ヽ（・＿・；）ノ

…でもほんのちょっとだけ、
アルパカ狼さんと接近遭遇できたよ〜ん…♪ (^_^;)☆

（腫れはだいぶ引きました。）

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月21日15:26
　

そして何故か遇いたくない人にばかりよくぶつかる。(-”-;)

でもさっきエルさんに嫌がらせで話しかけたから、私も同罪かｗ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月21日15:33
　

まぁ札幌は平和です。(^_^;)

内部被曝で８０歳にしか見えなくなってしまったアラフォの人とか何人もいるけど、

　

豪雨も溺死もなし。(^。^;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月21日15:41
　

　

すぐ目の前で札幌市立図書館が組み上がっていきます。o(^-^)o

これが目当てなので。(^。^;)

粘るぞ〜っ！ (‾ー+‾)Ｇ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月21日20:53
　

　

をぃコラ東電社長★(`ヘ´)★

私んとこにも菓子折り提げて、土下座しに来いや★

キサマんせいで犬ＨＫにデマ屋呼ばわりされるし、

バイト馘になって、詐欺に騙されて、危うくホームレスになるとこだったんだぞ？

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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(*｀θ´*)
 



（６月21日）　バイト最終盤にちょっとだけどアルパカ成分も補給できたし、

http://85358.diarynote.jp/201606212244487147/

終わり良ければ全て良しo(^-^)o
2016年6月21日 環境は、生命圏で、生存権。
　

災厄連勤の締めくくり、残業３５分の記録更新の後、

諦めてた「どんぐり」パン屋に閉店０秒というタイミングに飛び込んで

(^_^;)

わがまま言ってちゃっかり買わせて頂きました…(^。^;)…
残業させてすいません…。

σ(^◇^;)。。。

さすがにジュンク堂までは冷やかせなかったけど、ブクオフで掘り出し物あったし。(^_^)v

バイト最終盤にちょっとだけどアルパカ成分も補給できたし、

o(^-^)o

…まぁフィル痴の新しい嫌がらせぐらい、嘲いトバシテ終わりよね…┐(’〜`#)┌…★

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606212247313876/

…夏至で満月…(・_・;)…

2016年6月21日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (1)
　

…鬼が出るか蛇が出るか…
…(・ω・;)(;・ω・)…
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ポールシフトか南海大震災か…

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
 
    

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月21日23:13
　

漫画読んで寝ますぅ…☆
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（６月22日）

http://85358.diarynote.jp/201606220901402936/

【 地震発生 ： 内浦湾２９１回 】。

2016年6月22日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=hQP7m9VNpO8
Adiemus - Songs Of Sanctuary 

おはようございなます♪

０８：５９になっちゃいました。

３連休初日の特権！（？）

８時まで寝てまして（＾＾）☆彡

なんちゃって腹筋ダイエット運動の後、

起きだして洗濯もの畳んで

空いた場所に布団干して、

どんぐりの美味しい、チョコがけドーナツ朝食♪

　♪（＾ｗ＾）ｇ
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…してたら、この時間に…☆

「バイト逝く時間だ〜★」の時報が鳴ってますが…ｗ

今日は、逝かないんだよ〜ん…♪

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 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00 
07:00 
08:00

セシウム線量は「低め安定」ですが…

有毒っぽい、細かい微粒子色々含有。

　（－－＃）★

喉が痛いので、換気は控えめです…

（暑い★ので、閉めっきりは無理…）

室温２２℃。ほぼ無風。空は晴れつつ？ありまして、ギンギラギンのプラチナ？色の殺人的太陽

光線が充満。乱反射している真っ白な雲を直視しただけで、網膜が痛くて目を開けていられない

ほどの、死害線量です…（－－；）…。

（まぁ九州の殺人豪雨よりはマシか…）

昨日なぜか震源分布図を開こうとしたらＰＣが全面フリーズしたので。

今日は用心して、それ行く前に、一旦あっぷっぷ〜…☆

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


（２分ぐらい経過）

やはり今日もフリーズしますね。（－－；）？

画象のコピペが撮れません…★

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.2】青森県東方沖 深さ3.6km 2016/06/22 03:53:01
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=40.701,142.752&ll=40.701,142.752&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160622035301a.gif …

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 日本 
【最大震度2】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.3 21日19時54分頃発生 
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.9,141.1&ll=41.9,141.1&z=7&t=h … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160621195716395-211954.html …

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度2】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.5 21日12時20分頃発生 
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.9,141.0&ll=41.9,141.0&z=7&t=h … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160621122331395-211220.html …

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 � 北海道 置戸町 
【M2.7】網走地方 深さ161.8km 2016/06/21 10:47:57
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.552,143.417&ll=43.552,143.417&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=43.552&lon=143.417&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度2】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.4 21日09時50分頃発生 
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.9,141.0&ll=41.9,141.0&z=7&t=h … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160621095313395-210950.html …

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 · 12時間12時間前 

http://maps.google.co.jp/maps?q=40.701,142.752&ll=40.701,142.752&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160622035301a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=41.9,141.1&ll=41.9,141.1&z=7&t=h
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160621195716395-211954.html
http://maps.google.co.jp/maps?q=41.9,141.0&ll=41.9,141.0&z=7&t=h
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160621122331395-211220.html
http://maps.google.co.jp/maps?q=43.552,143.417&ll=43.552,143.417&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=43.552&lon=143.417&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://maps.google.co.jp/maps?q=41.9,141.0&ll=41.9,141.0&z=7&t=h
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160621095313395-210950.html


6月14日-6月20日の地震活動(気象庁発表)
奄美大島近海 314回

内浦湾 291回

宮城県沖 208回
福島県沖 186回
茨城県沖 161回
茨城県北部 135回
岩手県沖 126回
以下省略　計4097回
http://j.mp/1oo8wnC

…（＾■＾；）…

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 21時間21時間前 
内浦湾

6月16日（マグニチュード5.3：震度6弱）以降、6月21日13時 現在まで。
https://pbs.twimg.com/media/Clck006VEAAyk6f.jpg

…こんなところで、「九州タイ記録！」？とか、目指さなくてい〜から…ッ！

  

http://j.mp/1oo8wnC
https://pbs.twimg.com/media/Clck006VEAAyk6f.jpg


（６月22日）　【 LI’ｓ TERA’ｓ …？？】

http://85358.diarynote.jp/201606221812592441/

「こら。来てはいけないと言ったではないか」　（１９８３年）

2016年6月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

※「フクシマ（避難）関連情報だけ見たい」というかたは、

　こちらをご利用ください。

http://85358.diarynote.jp/201606220944193082/
　

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
Thank You for the Music by アマンダ・サイフレッド
https://www.youtube.com/watch?v=kh-nXSBcl9Q …
ノーランズの Thank You for the Music 
https://www.youtube.com/watch?v=j8mcS4CtHmo …
どちらも素晴らしい。

２ちゃん原発情報 2@ch_NPP_info · 6月21日 
名無し：06/20 12:02
Trapelus
NHKディレクターが原発報道への圧力を明かした！経営委員会で原発推進の番組をつ
くれという指示が 同書では、さらに問題なのはこの「不正」を認定するのが政府だと
いうことだと指摘するが、その通りだろう。

LITERA

　↑　（前々項だっけ？参照）

ん？（＾＾；）

【 LI’ｓ TERA’ｓ …？？】

https://www.youtube.com/watch?v=Q_ycdqN50ZU
David Garrett - Child’s Anthem (Stockholm 2011) 

http://85358.diarynote.jp/201606221812592441/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606221812592441/
http://85358.diarynote.jp/201606220944193082/
https://www.youtube.com/watch?v=kh-nXSBcl9Q
https://www.youtube.com/watch?v=j8mcS4CtHmo
https://www.youtube.com/watch?v=Q_ycdqN50ZU


はい再びＰＣ前に戻ってまりいました。もとい、参りました…

１７：３４です。

どんぐりヘルシーロール昼食♪ たべてたっぷり昼寝して、ツボ押しして洗濯ものたたんで、隊長
良好♪

室温２６℃…（＠＠；）…★
昨日１６℃。だったので。

暑い。です…（－－；）…★

原稿、生きま〜す♪

https://www.youtube.com/watch?v=-NuSRGVI5Wk&index=84&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - The Circle (HD) 

…おぉ…（＠＠）…♪

助勢ボーカルが、「ディア」似…♪

「こら。来てはいけないと言ったではないか」

「俺らも言ったよ。ミトラの誓いを樹てさせておくれってさ。」

「タジ・タン、私は子供にミトラ・タとなど呼ばれる気はないんだ。あと１０才もし

たらまたお云い」

「てっやんでぇ、俺らもう１２大祭だぞ。ガキじゃねーや」

「じゃ、あと９大祭にまけてやろう。私は次で２１の祭礼だから」（※）

　気さくな若騎士があまり平然と笑っているもので、純粋な馬飼いの子供はむくれて

しまって怒鳴った。

https://www.youtube.com/watch?v=-NuSRGVI5Wk&index=84&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


「なんだぃにーちゃんのバカヤロー！　んじゃ、俺らの姉ちゃんのタジ・ホンはどー

すん気なんだよ。ホンは１６の祭礼（＊）過ぎちまったんだぞ。いっくら想っても振

り向いてもくれない冷たいにーちゃんに恋っこがれて、そのうちにゃ嫁（い）き遅れ

って呼ばれちまわァ!!」

「タジ・タン」

　静かに名を呼ばれてタンはびくりとすくんだ。

「ホンは判っている筈だよ、私の心が彼女に深くつながれる事は決してないだろう。

友人の一人としてあの娘を好ましくは思っても。

　その上でなお私を追うか、選ぶ道を転じて他の男に目を向けてみることが出来る

かは、全てタジ・ホンという１人の人間の魂の問題なのだ。誰も彼女に命ずる事は出

来ない。強制する事も。…恋われている、当の私にでもだよ。」

「…ゃんでぇ…にーちゃんは冷たいや…」

「そういう言葉を使いたいなら今はそうして気を安めるがいいよ、タン。おまえもい

つか真剣に人を愛することがあれば判るだろう。どんな人間にも己れを愛してくれと

他者（ひと）に強制する権利が無いのと同様、どんな人間にも、誰かがその人自身の

意志で他者（ひと）を愛するという心を、邪魔だてする事はできないんだ」

　タンはごしりと拳で両目をこすった。

「わかんねーよ。俺ら今だってにーちゃんが本気で好きだよ。」

「知っているよ。」

　ディカールは小声で泣く少年の肩に手をかけてかがみこんだ。

　樹々の葉がさわさわさわさわと静かに鳴っていた。

「だがミトラの言葉の持つ意味を、まだタンは十分に理解してはいないだろう。あれ

は不用意に誓う者にはとても危険なものなのだ。

　己れの全存在を引き換えとして懸けるのだから。



　普通に知られているよりも、はるかに深い影響力を持つ概念なんだよ」

「俺ら解んない。解んないのが悲しくなるよ。俺らただの馬飼い見習いだもん、学が

ないから、解んないから、だからにーちゃん…」

「違うよ、タン！　私もおまえが好きだよ。馬飼いだろうと、領主であろうと、身分

になど一切関わりなく…！」

　…ここで若騎士は不意に言葉を切り、考えあぐねたように、また何事かに思い当た
ったように、ちらりと背後の樹々の繁りに意識を向けようとしたが、また直ぐに眼下

の少年に視線を戻した。

「タン、お聞き、逆説的な話だからますます君を混乱させてしまうかも知らないが、

ある意味では、君がミトラの誓いを樹てたいと思った、その事だけで私をミトラ・タ

と呼ぶ権利が君にはあるんだ。」

「え？」

「本源的にはミトラとは人の心の真（まこと）にのみ根ざすものだから。

　だけれど人の心というのは移ろいやすい。今は誓いを樹てたいという感情は真実

でも、君が大祭を重ね、ミトラの重みを実感として悟れるようになればそうは思わな

くなるかも知れない。善だ悪だと言うのではなく、人の心というものの内部では十分

にそういう作用が起こり得るんだよ。

　だから。

　神々をまで引き合いに出して誓言を唱えるのは、君の心の行く末を良く見極めてか

らでも遅くはないだろう？」

「俺ら大人になったってにーちゃんが好きだぞっ！」

「絶対に変わらない自信があるわけだね？　それならばますます、今意味も解らぬま

まに慌てて誓約する必要は無くなるじゃないか。

　真に大切なのは誓いを樹てたいと思ったその感情であり、誠実を尽くそうとする意



志だよ。

　唱詞は結局のところただの形式に過ぎないんだから。」

「〜〜〜かんっぜんに、解んなくなったっ！」

　少年は大袈裟に頭を抱えこむ真似をして苦笑いを浮かべた。

「聞けば聞くほどまるっきり逆の事をいっしょくたに言われてるみたいな気がしてく

るんだ。俺ら、もう降参。」

　ははっと朗らかに若騎士は笑って子供の頭を弾（はじ）いた。

「そもそも有限の言葉で教えようとするのが無理なんだ。君の感想は正しいよ…私の
言いたいのは要するに、急ぐ事は無いというだけさ。

　ミトラの想いが人と人との間に存在し得るか否かが問題なんで、誓言がいつ為され

るかじゃない。」

「まさか、わざとねじ曲げて言って俺らが困るのを面白がってるわけじゃーないだ

ろね」

「馬鹿おいい。タジ・タン、ミトラの真の重みが理解できたと思い、それでも私を愛

してくれている気持ちに変わりがなければ、その時には喜んで誓いを受け容れよう。

　そうして私もタンをミトラ・タと呼ぶからね。」

「　！　…ほんとかいっっ？？」

「ああ。だから今日はもうお帰り。道は判るね？　２度と追いかけてなど来るんじゃ

ないよ。今日はたまたま遇えたからいいが…　この辺り、森の民でもなければアテも
なくうろつくには危険なんだ。」

　素直に帰って行く馬飼い見習いの後ろ姿を見送りながら、若騎士は自分も背後の繁

りの向こう側へと戻ろうとした。

　一本目の大樹の裏に、公子が固く口を結んで寄りかかっていた。



（※２１の祭礼：男子成人の儀式をさす。）

（＊１６の祭礼：女子成人の儀式をさす。）

…はははは…ｗ

こんなん書いてたっけ…ｗｗｗ

修羅場シュラバばば…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=w_lvecls0Ks&index=89&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Dark angel 

…どうも…現在、下顎骨の造成工事（＾＾；）と歯肉炎の腫れの病後のせいか？

左右の手指の反応速度（脳脊髄神経系からの情報伝達・反応速度）にズレがあるようで…

おかしな（笑える）ビミョウな誤入力を連発中です…★

https://www.youtube.com/watch?v=WgiPlVVZg44&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=91
Gregorian - Human 

https://www.youtube.com/watch?v=CJN18LBTZ10&index=94&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian-Christmas in Berlin-Ave María.flv 

 
    
 

https://www.youtube.com/watch?v=w_lvecls0Ks&index=89&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
https://www.youtube.com/watch?v=WgiPlVVZg44&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=91
https://www.youtube.com/watch?v=CJN18LBTZ10&index=94&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月23日8:35
　

cmk2wl @cmk2wl · 9 時間9 時間前 

ある時、趙州が南泉（禅僧）に問うた。

「道とは何ですか」

「お前の平常心（意識的でありながらしかも無意識の状態）、それが道だ。」

 

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


（６月22日）　（これ以降、「男性同性恋愛ネタが苦手なかた危険地域」です。）

http://85358.diarynote.jp/201606221917471071/

「そなた、子供相手だと随分に饒舌になるのだな。」　（１９８

３年）

2016年6月22日 リステラス星圏史略　（創作）
　

※「フクシマ（避難）関連情報だけ見たい」というかたは、

　こちらをご利用ください。

http://85358.diarynote.jp/201606220944193082/

（これ以降、「男性同性恋愛ネタが苦手なかた危険地域」です。

　ご注意ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=xKdtqR4Wdo0&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=95
Gregorian - Running Up That Hill - Kate Bush 

「…閣下。」

「そなた、子供相手だと随分に饒舌になるのだな。」

「そうでございますか？　閣下の御側でも私は相当しゃべっている気が致しますが」

「わたしが以前ミトラの説明を求めた時には…おまえは騎士道教書の引用しかしなか
ったじゃないか」

　そうでございましたかと若騎士が問い返すのへ、そうだ、と短く答えて公子はぷい

と先に立って歩き始めた。

「何を、怒っておいででございます？」

http://85358.diarynote.jp/201606221917471071/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606220944193082/
https://www.youtube.com/watch?v=xKdtqR4Wdo0&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=95


「怒る？　わたしが？」

「ええ。」

「怒ってなぞわたしはいないぞ。」

「そうですか？」

　しばしの沈黙を枯れ葉のガサガサと踏み崩される音が空（むな）しく埋めた。

「何をわたしが怒らねばならないというのだ」

　ややあって公子は一人言（ひとりご）ちるともなくいらいらと呟いた。

「怒る筈などないではないか。怒る理由など何も無かったのだから。」

　彼の目から静かに白い滴が流れおちていった。

「…閣下…」

https://www.youtube.com/watch?v=WmAHGhckzzk&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=96
Gregorian ~ What Now My Love 

「閣下などではない！　わたしは、ただのミアルドなのだ。」

　いつものように２人が話している折に、ある日突然、ついに公子は耐えかねたよう

に叫んだ。

「閣下？　ですが…？」

https://www.youtube.com/watch?v=WmAHGhckzzk&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=96


「その名で呼ばないでくれ、おまえだけは。それとも…おお、
　それとも間違いなのか？　おまえだけはわたしを見ていてくれるのだと、感じるの

はわたしの思い違いに過ぎないのか。

　そう考えるのは恐ろしい事だ…　だがもしそれが真実なのだったら、せめてそれだ
けは正直に言ってくれ。

　ディカール、おまえは主人の命令だからと、嫌々いつもここへ出向いて来るのでは

ないのか？　一体いつ反逆者として命を失うかも知れない主人の為に、ただ忠誠を誓

った騎士としての義務を果たす為だけに、危険を犯しているのではないのか？

　もしもそうなら…　わたしは、もうここへは来ない。

　何の関連もない下級騎士のおまえを、わたしの破滅につき合わせようとは思わな

いよ。」

　口を切って、公子は静かに自嘲めいた笑みを浮かべた。

　その、絶望と煩悶に疲れ切った表情を見、ディカールは恐怖にかられて思わず我を

忘れた。

「閣下！　なぜそのような怖ろしい事を言われるのです？　私（わたくし）の全ては

あなた様のものです。これは下級騎士の務めなどで申し上げているのでは御座いませ

んのに！」

「閣下などではない。わたしは…　ただのミアルドなのだ。ディカール。ミアルドと
呼んでくれ。どうか」

「閣下…　ミアルドさま。」

　ディカールは口ごもり、ここ久しくしなかった事をした。

　公子の輝く姿の下に跪（ひざまず）いたのだ。

「御無礼を。」

　彼はつぶやいて公子の飾り帯を手に受け、その裾に敬々しく唇をあてた。



「どうか、ミアルドさま、私の忠誠をお受け下さい。私は初め、確かにトゥリアンギ

ア領主に騎士として仕える事をお約束致しました。

　けれど私の命は常に、あなたさまただ御一人の為のものです。たとえ…たとえミア
ルドさま、あなたが今の地位を追われるような日が来ようとも、この誓いが破られる

事は決してないでしょう。

　それでも私の心がお信じになれぬとおっしゃるのでしたら…　どうか私をこの場で
切り捨ててしまって下さい。

　あなたさまの御心を不安にさせる位ならば死んでしまった方がましで御座います。

」

　彼が本心からささやく間だけ、、公子は悲哀に満たされた表情で臣下の瞳をのぞき

こんでいたが、やがて絶望して身をよじり、言った。

「違うのだディカール!!」

　激しい震えから体を支えるために公子の背は崩れ去った低い土塀に預けられ、ま

るで、騎士から逃れようとするかのように公子の上体はよじれて、握りしめた両の拳

が幾度も塀の上に叩きつけられていた。

「おまえの騎士としての忠誠がわたしは欲しいのではない。それを疑う位なら初めか

らここへなど来はしない。

　そうなのだ。ディカール。わたしが欲しいのは忠誠などではない。

　わたしが欲しいのは…　ディカール…　わたしは…　わたしは…　」

　公子の舌はからまり、ひどい緊張のために肩が呼吸のたびにせわしく上下した。

「ディカール」

「ミアルドさま」



https://www.youtube.com/watch?v=9-a1zWyeXq8&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=97
Gregorian - Guide Me God 

　そのような事があり得るだろうかと若騎士は思った。

　自分がこのいと高き人をこの上なく貴いと感じているのと同じように、相手からも

自分などが求められているのだとは、どうして考えられよう？

　信じられない話だった。

　だがそれにも関わらず、彼を拒絶したいかのように無理にねじられたミアルドの肩

のわずかな震えが、全てを肯定していた。

「ミアルドさま…」

　なおもディカールはためらっていた。言うべき言葉を見つけ出す事ができなかった

。

　そうして数分かが無言のうちに流れ去ったのだろうか。

　彼の唯一無二の魂の主人は、なおも後ろを向けたまま、ぐいと背筋を伸ばして静か

に押し殺した声で言ったのだった。

「行っておくれ。ディカール。お願いだ」

　その言葉が身分の低い家臣の心の中の、最も深い扉を溶かし去ってしまったようだ

ったが、年若い孤独な領主にその事が理解できようはずもなく、その状態で出せる限

りの最高にしっかりした調子で、なおも続けた。

「すまなかった。頼むから今日はもう一人にしておいておくれ。それでも…　それで
も生涯を通じて得られるだろう最高の騎士であり、唯一人の友でもあるおまえまでを

も失ってしまう事にはわたしは耐えられそうもないから、この次にはきっといつもの

顔をしてここに立っている事が出来るだろう。

https://www.youtube.com/watch?v=9-a1zWyeXq8&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=97


　ああ、この次にもわたしはここへ来るよ。

　だからおまえも忘れてしまっておくれ…　今日の事は全て。」

「ミアルドさま…」

「無理にそう呼ばなくてもいい。」

https://www.youtube.com/watch?v=wXzcXvcFKJA&index=105&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - High Hopes 

　公子は途方にくれたように振り向いた。

「頼むから。ディカール、これ以上わたしが無様な真似を始める前に行ってしまって

くれ。

　そんな姿をおまえにだけは見られたくないのだ。

　…それとも私は命令を下さなければならないのか、行けと？」

「いいえ…　ミアルドさま」

　蒼ざめた頬の上を今なお新たに流れ落ちる涙を、ディカールは見ていた。

　この人は…　ずっと昔から常に彼の心の中に輝き続けてきた美しい貴公子は、貴人
として王者としてのありとある優れた資質と血筋を持って生まれつきながら、ただの

一度も産みの母親からさえ愛し愛された記憶がなく、今、こうしてあまりにも無力に

彼の前で冷たい涙をあふれさせている。

　そうしてそれを隠そうとする余裕も術（すべ）も持たず教えられずに立ちすくみな

https://www.youtube.com/watch?v=wXzcXvcFKJA&index=105&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


がら…

　それでも彼は王の中の王、絶対にして孤高なる存在なのだった。

　その誇りの尊さと、己れの傷よりもまず民を気遣う心の深さにおいて。

https://www.youtube.com/watch?v=51z8vVHI6Uc&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=106
Gregorian - Black Wings 

「いいえ。ミアルドさま」

　膝をついたままで傷ついた王の瞳を見上げながら、断固としてディカールは言った

。

「馬鹿な事はおっしゃいますな、あなたさまが私に命令などお出来になりません。ま

たたとえ主人としての厳命を受けようとも、私は決して行きはいたしますまい。」

「ディカール。お願いだ。わたしは頼んでいるのだ。」

　色の失せた公子の唇がわなないた。

　直ぐにでも気が違ってしまいそうなのを、必死に抑えているのだ、とでも言うかの

ように。

「馬鹿な事はおっしゃいますなと申し上げた筈でございます、どうして私にこの状態

のあなたをひとり切りにさせるような哀しい真似ができましょう。

　それに私の前以外の、奈辺であなたさまがお泣きになれるというのです？　…ミア
ルドさま」

　驚いたようにぼんやりと公子は彼の騎士を見つめた。

https://www.youtube.com/watch?v=51z8vVHI6Uc&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=106


「わたしは泣いているのか、ディカール？」

「はい。私のミアルドさま。とてもひどく。」

　ぎごちなく手をあてて、はじめて彼は自分の頬の濡れていることに気づいたようだ

った。

「それならばなおさらだ！　わたしを１人にしておいてくれ！　ただの慰めでそんな

優しい呼び声をわたしに聞かせる位なら…

　いっそ、わたしを裏切ってしまってくれ、忠実な若騎士殿」

　力尽きた言葉とは裏腹に、青白く握り固められた拳が再び塀に打ちつけられていた

。

　そこに浮かぶ鮮やかな地の色に、鋭い痛みに胸を裂かれたように感じて、たまらず

、ディカールは立ち上がって２本の腕（かいな）を捕えていた。

「お止め下さいませ。なぜ、自らを傷つけようとなどなさるのです」

　深い哀しみが彼の額を覆っていた。

　公子は何かにおののくように彼の瞳から逃れようとして、背後に低い壁の存在を感

じた。

「ディカール、」

　かつてこんなにも近く２人が寄り添い合って立った事はなかった。常に騎士は一歩

下がって、彼の主人に対し臣下の礼をとっていたのだ。

　公子はわけもなく震えた。こうして立ってみると、騎士のほうがわずかに上背が

まさっているようだった。

「…ディカール！　離れてくれ。わたしは…!!」

　振りあげようとする両手をけれど彼は離さなかった。



「いいえ。ミアルドさま」

　静かに呟くと彼は辛棒強く、腕の中の白く硬直した手指を解きほぐしにかかった。

強張った指の一本一本を柔らかにひきはがすためにしばらく時間が流れ、やがて現れ

た自らの爪に傷をうけて地を流す手の平に、騎士はあたう限りの穏やかさ優しさをも

ってくちづけした。

「お許し下さい」

「ディカール、やめてくれ、それがおまえの優しさから出るものなら」

　力無く首が振られ、声はもう弱々しい悲鳴に近かった。

　若騎士は、胸の内にふくれあがってくるあまりにも大きな哀しみのために、きっと

自分は永遠に、今までとは違ったものになってしまうだろうと何処かで考えていた。

「…なぜお解りいただけません」

　いま彼の目は正面から公子を捉えて言った。

「なぜ、解っていただけないのです、ミアルドさま。」

https://www.youtube.com/watch?v=bhevKtpW1nY&index=100&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - All I Need (Within Temptation cover) 

https://www.youtube.com/watch?v=JUJpuyTBIvs&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=104
Gregorian - For No One 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bhevKtpW1nY&index=100&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
https://www.youtube.com/watch?v=JUJpuyTBIvs&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=104


（６月22日）　ミアルドは不思議そうな瞳をしてディカールを見つめた。

http://85358.diarynote.jp/201606221936452121/

（…信じられないという顔で公子は後じさった。）　（１９８
３年）

2016年6月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

※「フクシマ（避難）関連情報だけ見たい」というかたは、

　こちらをご利用ください。

http://85358.diarynote.jp/201606220944193082/

（これ以降、「男性同性恋愛ネタが苦手なかた危険地域」です。

　ご注意…ｗ）
　

https://www.youtube.com/watch?v=g0UKDvlPmmk&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=110
Gregorian - I won’t hold you back 

　…信じられないという顔で公子は後じさった。

「わたくしの、ミアルドさま。」

　ディカールが彼の震える蒼白の腕を捕えた。

「一緒に。唱えては下さらないのですか、ミトラの聖句を？」

「ディカール。わたしは…」

　ミアルドの喉は、舌は、激しくからまいもつれてその声を殆ど聴きとれない程にさ

せた。

http://85358.diarynote.jp/201606221936452121/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606221936452121/
http://85358.diarynote.jp/201606221936452121/
http://85358.diarynote.jp/201606220944193082/
https://www.youtube.com/watch?v=g0UKDvlPmmk&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=110


　だがしかし確かに２人は言い切ったのだ。神聖にして唯一の誓い、互いをミトラ・

タと呼び交わす約定を。

『　ミトラの誓い　我（われ）言う。

　　他者（ひと）知らぬとも　汝（なれ）知らぬとも

　　我ここに言うなり　我が心の真（まこと）

　　汝に在（あ）りと　永（なが）の歳月に変わること無く

　　ミトラの誓い　我　樹（た）つ

　　他者（ひと）知らぬとも　汝（なれ）知らぬとも

　　我ここに誓いて　とどめるなり

　　我が心の誠実（まこと）

　　汝に在りと　如何な異変に崩ること無く

　　ミトラの誓い　我　知る

　　他者（ひと）そしるとも　汝（なれ）忘るとも

　　我ここに我が魂（こころ）の居所定めるなり

　　ミトラ・タの聖なる誓詞（ちかいことば）を

　　樹（た）てしことを我は知る　　　　　』

　続けてディカールは単身（ひとり）唱えた。



『　我ここにひとつの誓言を樹てし

　　我ここに誓言を樹てし我の真（まこと）を知る

　　我知る　我に帰する誓いを

　　我なる神知る　神々なる我知る

　　よしや我が魂の真（まこと）崩れし時

　　全ての我らを護る神々をも

　　滅びよ　　』

　ミアルドは不思議そうな瞳をしてディカールを見つめた。

「故郷に伝わる最後の誓いです。ミトラに関する。…他の地方には、知られていない
聖句のようですが」

「教えておくれ。わたしも誓うから。」

「はい。ミアルドさま」

　ミアルドは唱え、ディカールはその響きを深い感動をもって聞いた。

https://www.youtube.com/watch?v=GLuNK3YXFFg&index=113&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian ~ Ready To Go Home 

https://www.youtube.com/watch?v=GLuNK3YXFFg&index=113&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


…ほぼ、「同じパターン」の痴話喧嘩？を、
リエン＆ウェイファン（別転生）の時にも、

やらかしましたけど。ね〜…（赤恥…っ★）

https://www.youtube.com/watch?v=Rdb0UG-UeqE&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=114
AGAINST ALL ODDS 

区切りがいいので、本日作業はこれまで〜☆彡

http://p.booklog.jp/book/107611/read
リステラス星圏史略

古資料ファイル　３－１－７

『 森のふところ　還るべき者 』 
霧樹里守 is 土岐真扉 

https://www.youtube.com/watch?v=y6bfl7hJbMI
David Garrett plays Paganini 

ツェレンツ・エテ

トイ・テル

テレンテサ・ネ

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月22日20:21

https://www.youtube.com/watch?v=Rdb0UG-UeqE&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=114
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『グイン』（グイン・サーガ）にハマっていた頃なので、

文体がめっきり【栗本薫】です…☆

…商業発表用に書きなおすとしたら、

やっぱりかなり、設定とエピソードを詰め直さないといけないな…ｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月22日20:51
　

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前
「人間は四六時中、考える癖がついている。「考えなければ生きていけない」と教えられ教育

され、強迫観念に頭と心が追い立てられている。もっとカネを、もっと知識を、もっと善人に見

せかける技術を、、、などと生きている。この思考空間が悪と不幸の発生源である。」竹原信一

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 
「子どもが好きなおもちゃを手にしたとき、おもちゃ自体を喜びと思い込む。しかし実は、特定

のものに反応した自分の感情を体験しているだけなのだ。思考と感情の癖を繰り返しているだ

けだ。（略）この仕組みを咀嚼し、本当に理解すれば対象に対する執着が消える。」竹原信一

う〜ん…喜びを捨てて解脱する？くらいなら、
苦しみ付きでも遇える落第転生のほうがいい…
 
 

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


（６月23日）　「銭湯」出撃！

http://85358.diarynote.jp/201606230748436509/

６月１５〜２１日の地震【 内浦湾 ３１３ 回 】／札幌 ０．０ ３
９μ。

2016年6月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c
Jimmy Cliff - I Can See Clearly Now 

おはようございます♪ （＾＾）
０７：４５になりました。

７時には起きて小家事を片付けてました♪

札幌は１８℃。強風。（＾＾；）

トンデモ紫外線で３０秒も直射日光に当たると頬がヒリヒリし始める（＞＜；）という状況で

すが、天気は良さそうです…♪

予定は（今週こそ）「銭湯」出撃！

その前に銀行と郵便局と古本売却して森林公園も歩きたい…とか、予定を天狐森にしてますので

http://85358.diarynote.jp/201606230748436509/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201606230748436509/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160623/85358_201606230748436509_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160623/85358_201606230748436509_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160623/85358_201606230748436509_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c


、さくさく行きます…

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

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

風が強いので色々混入粉塵がカッ飛んではいますが…
まずまず空気はよし…

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 
6月15日-6月21日の地震活動(気象庁発表)

内浦湾 313回

奄美大島近海 261回
宮城県沖 214回
福島県沖 195回
茨城県沖 175回
茨城県北部 153回
岩手県沖 122回
以下省略　計4133回
http://j.mp/1oo8wnC

…でもこの１２時間？は停まっているようだ、内浦湾…
   
 

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6月23日9:21
　

悠宙舞ふりーず再び。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月24日11:18
　

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 21 時間21 時間前 
#クライシスカレンダー 06/23【1944年 昭和新山噴火開始】08:15頃噴火 有珠山山麓の畑が2月以
降次第に隆起し、この日遂に噴火。翌年にかけて標高400m超の溶岩ドーム昭和新山が生成。戦時
下で極秘にされるも、地元の郵便局長三松正夫によって生成過程が詳細に記録された。

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 21時間21時間前 
#クライシスカレンダー 06/23【2011年 岩手県沖でM6.9】06:50頃発生 東北地方太平洋沖地震の余
震活動、岩手県盛岡市や青森県階上町で震度5弱、北海道から中部地方にかけて有感。岩手県沿岸
に一時津波注意報も津波は観測されず。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606230918538043/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月23日9:35
０

５６６

５２２☆

銭湯、出撃〜っ♪
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（６月23日）　超絶おすすめ録音スポットですよ〜♪♪

http://85358.diarynote.jp/201606231251012127/

せせらぎ。蝉時雨。鳥。カエル。

2016年6月23日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　…サウンドスケープもお届けできないのがたいへん残念です…☆彡

（録音が趣味！というかた…いらっしゃいましたら♪）

（森林公園北沿い（ヤマダ電機の横から入る脇道ルート）は、

　超絶おすすめ録音スポットですよ〜♪♪）

（日中、けっこうな蝉しぐれでございます…♪）
 

http://85358.diarynote.jp/201606231251012127/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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（６月23日）　「どぉでもいいよ〜♪」

http://85358.diarynote.jp/201606231328293486/

カッコウ、山鳩、ホウホケキョウ。遠くのカエルと蝉時雨。そし

て梢を揺らす風。

2016年6月23日 環境は、生命圏で、生存権。
　

…ホウホケキョウと鳴く鳥の名前をど忘れして、

樹の下に寄って本鳥さんに聴いてみたら、

「どぉでもいいよ〜♪」と、返されました…

（いや、まじで！）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606231333233032/

物語はここにある。

2016年6月23日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　

…写真だとちょっと色味が暗かったな…★

（もっと金銀色の明るい光景だったんですけど☆）

https://www.youtube.com/watch?v=gm6X9sQawc0
David Garrett - Chelsea Girl

http://85358.diarynote.jp/201606231328293486/
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（６月23日）　ますます、「りある」世界は「どっち」なのか、分らなくなってきま
した…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201606231547039232/

ちょっくらダークファンタジーだったなう。(・_・;)

2016年6月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

追い剥ぎに襲われかけたのね。

(^_^#)

事前に威嚇して撃退。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=Q15yi6CqZ2U
David Garrett The Flight of the Bumble Bee 
（２０１６．０６．２４．朝追記。）

高尾山はじめ関東近郊低山にも色々出没していて、

山岳会のボランティア警備員さんパトロールほか色々対策もとられていたようですが。

「近郊低山に気軽に一人歩きに出てくる年金暮らしの非力な御老体」を狙って。

「山賊」（追いはぎ・ひったくり）出没が定番です…★

　ｄ（－－＃）★

私の場合、さらに「夜目遠目樹林の下」では、

「若い女性の一人歩き」に見える（らしい）ので…（いまだに！）

別口の被害の心配まで発生しまして…

昨日１５時過ぎに森林公園「大沢」近辺（※けっこう奥のほう）を

のんびり歩いていましたら、

変な自転車野郎に「コンニチハ」とか声をかけられまして…

http://85358.diarynote.jp/201606231547039232/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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見るからにアヤシイ。（〜〜＃）

どう見ても野外歩き好きには見えない、たるんだ隠花植物的肌色のニート体型。

どう見ても盗難車であろう、おんぼろママチャリ。

どう見ても犯罪目的であろう「全面黒覆面」★（－－＃）★

どう見てもカネはないが不満と自己顕示欲だけは強そうな、

安ものの蛍光オレンジの長袖ジャンパー（暑かったのに！）

そして！

自転車の前カゴに、むき出しで！ｗ

通販で買ったとおぼしい「スタンガン」？

通販で買ったとおぼしい「水没自動車からの緊急脱出ツール」

（※「殴って窓ガラス割る」道具）…。

そして！ｗ

背後から音もなく近づいてきておいて、

うっかり至近距離から「コンニチハ」とか声かけて…

自分で「あ、しまった！違う。」とか独り言いってるあたり…ｗｗｗ

振り向いたら、山道？にママチャリ黒覆面の男。なんですよ…

★（＠◆＠；）★

まぁ、高尾山でも狙われたことあるんで、すぐに勘づきまして…

ガン視して、「重装備ですねぇｗ」と笑ってやって出鼻をくじき、

見るからに動きは鈍そう（そして「完全犯罪」犯行計画だけ妄想して、まだ未遂ｗ）と判った

ので…



相手が私を獲物と狙って追ってきた？方向に振り向いて、すりぬけて逆走し…

「いなくなったかな？」と思って頃にまた進行方向に戻ったら…

うっかり、まだいて、向こうも私に気がついてしまって…

また逆走。枝道に方向転換。

追ってくる！ので、また逆走。枝道に方向転換…

接近遭遇。すること３回。（－－＃）。

さすがに面倒になったので、最後は近寄って来るまでガン見して待ちかまえ、

拾ったでかい石（近寄ってみろ、殴り返してやるっ！）という無言の気迫を込めて睨みつけてや

ったら、

…すごすごと、通り過ぎていきました…

ｗ（－－；）ｗ

まぁそれで無駄時間と逆走ルートで、予定のコースは辿れなかったのですが。

ちょうど今、「森の中のアヤシイ人影」原稿をチェック中でしたし…ｗ

（http://85358.diarynote.jp/201606171508364167/
　「　第一章・森の砦　」　１　（１９８３年）

　2016年6月17日 リステラス星圏史略　（創作） ）

ちょうど同じくらいの樹量の森なので。（＾＾；）

「どのくらい距離があったら、派手な色の人影が見えるか見えないか」の実測の役に立ちました

…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201606171508364167/


（そしてますます、「りある」世界は「どっち」なのか、分らなくなってきました…ｗｗｗ）

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月23日22:50
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

実に有意義で盛り沢山な半日でございました。(^。^;)

漫画読んで寝ますぅ〜☆

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月24日9:36
　

（あ、もちろん、高尾山でも奥多摩でも、（何度か遭遇してますが）

　私の被害は皆無です。ちゃんと自力で撃退できてます☆）
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（６月24日）　夕方から原稿遊びの続き〜♪

http://85358.diarynote.jp/201606240750384473/

★野幌【森林公園】【追いはぎ】出没中★／土日に札幌アウト

ドア、オススメは森林公園、真駒内公園、北大植物園♪／【内浦

湾３３２回】

2016年6月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)

　

【★WORNING★】（書くの忘れてた☆）

【野幌森林公園】【追いはぎ】出没中なう！

参照：http://85358.diarynote.jp/201606231547039232/
ちょっくらダークファンタジーだったなう。(・_・;)
2016年6月23日

https://www.youtube.com/watch?v=y_NPHk-Bjsg
David Garrett - Toccata (Johann Sebastian Bach) 

地震マップさんがリツイート 
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気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 11時間11時間前 
6月16日-6月22日の地震活動(気象庁発表)

内浦湾 332回

奄美大島近海 225回
宮城県沖 221回
福島県沖 201回
茨城県沖 171回
茨城県北部 157回
岩手県沖 128回
以下省略　計4149回
http://j.mp/1oo8wnC

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

おはようございます♪

０７：４０になりました。

　o（＾ｗ＾）o

札幌の外気温１９℃。

室温無暖房で２１℃。

強風、曇天。（＾＾；）

でもチョ〜明るいギンギラギンの紫外線が散乱していて、カーテン半閉。

それでも網膜が痛くて、目も半閉にしながら（－－；）ＰＣ打ってます…★

明日あさっての土日に札幌近郊でアウトドアが楽しみたいというかたは…

河原と海岸と芝生の公園とかは絶対に避けましょう！

（あ、そもそも雨の予報ですが…）

http://j.mp/1oo8wnC
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


この時期ゼッタイ鉄板のオススメは、森林公園、真駒内公園などの樹下空間。

都心部デートなら、北大植物園！♪

（まだ蚊は少なく、緑陰はすでに本格的です…♪）

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

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

空気は清涼なんですが、いかんせん南西の風が冷たく湿気をはらみつつ、

怪しい微細な汚染物質？まで運んできているという…（－－＃）★

たぶん、東北の梅雨が大豪雨なんでしょうね…★

個人的には、体調も精神状態も、たいへん良好♪

３連休の最終日。（＾＾）

今日の予定は午前中たっぷりＰＣで遊ん（？）で、昼寝して、午後は家事。

夕方から原稿遊びの続き〜♪

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 日本 
【M2.5】北海道北西沖 深さ9.4km 2016/06/24 05:58:46

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M3.5】青森県東方沖 深さ57.4km 2016/06/23 22:29:16
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=40.490,142.049&ll=40.490,142.049&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160623222916a.gif …

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 日本 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://maps.google.co.jp/maps?q=40.490,142.049&ll=40.490,142.049&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160623222916a.gif


【M2.6】根室地方 深さ84.5km 2016/06/23 21:27:19
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.367,145.324&ll=43.367,145.324&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=43.367&lon=145.324&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.9】浦河南方沖 深さ27.2km 2016/06/23 12:49:46

○ 2@t0w1i0t0t1e2r1 · 10 時間10 時間前 
人様の命を何だと思ってる。自身で対処出来ない事に手を出すな。

＞北電、元自衛隊員10人採用　泊原発3号機の重大事故対策チームに：日本経済新聞 
https://t.co/hd4Fzf1lZJ

https://www.youtube.com/watch?v=8KDTzXoBsks
Child’s Anthem DAVID GARRETT 

　楽しんで。

　生きろよ〜…☆

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月24日9:33
　

基本、「登山中の危険」は（追いはぎも含めて）「自己責任」ですが…

あそこ、山じゃなくて「森林」公園だから。なぁ…

http://maps.google.co.jp/maps?q=43.367,145.324&ll=43.367,145.324&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=43.367&lon=145.324&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
https://t.co/hd4Fzf1lZJ
https://www.youtube.com/watch?v=8KDTzXoBsks
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（ほんとママチャリでも走れちゃうルートなので。

【奥地に山賊？出没】となると、ちょっくら対処が厄介かもね…★）

（でもあまり儲からんと思うので、自分も犯ってみようとか思った人は、やめとけｗ）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月24日9:34
　

０５

６６６６

３☆

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月24日9:48
　

０５

６６６６

５☆

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月24日9:57
０５

６６６６

…７…ッ☆…（ＴへＴ；）★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月24日11:31
　

Degucci53 @deguken53 · 21時間21時間前 

http://85358.diarynote.jp/
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泊原発の再稼働がしたたかに狙われているいま、

原発の再稼働に反対し、中止させる政党・候補者を選ぼう。

　　6月24日(金) 18:00-20:00
　　道庁北門前反原発抗議行動

#0710私は選ぶ #野党に投票

ジュラ @epri00 · 6月22日  
森つねとvision２

原発のない北海道を

■泊原発再稼働・大間原発建設ストップ

■自然エネルギーを４０％に高める。地域をおこす力に。

森つ.NETより



（６月24日）　明日、あなたの命が終わるとしたら、

http://85358.diarynote.jp/201606241711513064/

【　問　う　。　】

2016年6月24日 詩とか詞とか句とか歌とか、写真とか☆ コメント (6)
　

　

　問う。

　今きみは、何をしているのか。

　後悔しないか。

　今日の２４時で世界が、あるいは自分の命が、

　終わるとしたら、

　笑って死ねるだけの生きかたを、

　今

　きみは　してるのか。

　後悔、しないか？

　明日、あなたの命が終わるとしたら、

　今、自分のしている、ことに。

　

http://85358.diarynote.jp/201606241711513064/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=12
http://85358.diarynote.jp/201606241711513064/


…う〜し（＾◇＾）合格 ♪
⇒ http://85358.diarynote.jp/201505180705232289/
 
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月24日17:23
　

あと今夜、予定の洗濯をしてから後なら、

「え？しまった☆…ｗ（＠＠；）ｗ…」

くらいの後悔ていどで死ねる。

という、自信はあるな…ｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月24日18:23
　

０

５６６

７５３☆

七五三 ♪
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月25日7:38
　

http://85358.diarynote.jp/201505180705232289/
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０５６

７９７．

…哭くな…？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月2日20:39
　

あんまし悩まん。

でも、

死ぬ前に、大将の肉ラーメンとギョーザは、ガッツリ喰いたいなぁ…☆彡

（あと、お風呂ね！死ぬ前には必ず！源泉かけ流し〜♪♪）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日7:37
　

あんまりしない。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年6月15日7:03
　

ごめん。後悔しない。（＾＾；）

（でも銭湯出撃した後にして〜☆）
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（６月24日）　※これ以降、「男性同性恋愛ネタが苦手なかた危険地域」です。

http://85358.diarynote.jp/201606241857441095/

「私はあなた個人に誓約を捧げた者ではありますけれど」　（１

９８３年）

2016年6月24日 リステラス星圏史略　（創作）
　

※「フクシマ（避難）関連情報だけ見たい」というかたは、

　こちらをご利用ください。

http://85358.diarynote.jp/201606240947554522/
【北大西洋でＭ５地震！】／【M5.9】RYUKYU 【M5.2】KERMADEC 【M5.4】HINDU KUSH
【M5.1】KERMADEC 【M5.5】SCOTIA SEA

※これ以降、「男性同性恋愛ネタが苦手なかた危険地域」です。

（…う〜んぴったりすぎる…☆）
https://www.youtube.com/watch?v=nu6RE0FJmPA&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=88
Gregorian - Four Horsemen 

「私はあなた個人に誓約を捧げた者ではありますけれど」

　ディカールは言った。

「トゥリアンギアの公主にも、また神王家そのものにもまた、忠誠を誓ってもいるの

ですよ」

　ミアルドが何事か反論しようと口を開きかけたあ、さえ切って彼はつづけた。

http://85358.diarynote.jp/201606241857441095/
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「無論、ミトラの制約が、何にもまして優先されるでしょう。私がそれを破る筈のな

い事は、ミアルドさま…。」

（ミアルドは彼の腕の中で小さく肯いた。）

　ですが、ミアルドさま、私は価う限り最大限の誠実をと、誓ったのですよ。そし

てその人間の魂の真に求める所というものは…必ずしもその本人が最も良く自覚し得
ているとは、限らないものです。」

「それではおまえとだけ生きていきたいというわたしの望みは、本気ではないと、信

じられないと、おまえは言うのだな。」

　すねて、傷つけられたように顔をそむけるミアルドを、ディカールは困ったように

見つめた。

「信じる以前に、私は識っているのですよ、あなたがどんなにかそれを欲しているも

のか。何故って私自身の、最高の、永遠に手の届かないだろう望みでもあるのです

から」

「なぜ」

「ミアルドさま。お判りの筈ですよ」

　静かに言葉を選んだ。

「あなたがいま、したいと望んでいる事を、私も、本当にかなえられたらどんなにか

と思ってはいるのですよ。ですが私には全てを、移ろいゆく心象を越えて、あなたの

心が真に理想としている答えを聴くことができるような気がするのです。

　私が今あなたの声に負けて、つまりは私自身の浅い欲求に敗けて、このままどこへ

なりとも旅出って逃げだしてしまったとします。その方がおそらくはずっと簡単で、

表面的には幸福なようにも思えることでしょう。

　しかし… "逃げ出すこと" があなたの魂に、見ることすら出きぬ深い傷を与えてしま
うのではと私は危惧思うのです。



　お判りですか、あなたは御自分で考えているより遥かに、 "王" そのものなのですよ
、ミアルド。」

「判らぬ。判りたくも無い。」

　頑固に、しかし弱々しくミアルドは呟いた。

　唇を噛みしめて彼は耐えていた。

「望む気持ちは真実なのに、それを、求めては何故いけない。

　わたしは…　ディカール、おまえだってそうしたいのだろう？」

「あなた以上にね」

　優しく額に落ちかかる髪をはらった。

「けれどあなたはしたい事としなければならないと思う事との、どちらを常に追って

来たのです？　アルシア殿の…」

　かっとしてミアルドは叫んだ。

「おまえはいつでもわたしの一番触れられたくないところを突く！」

「同じ魂の半面なのですから…ミアルドさま」

　かすかに嘆息してディカールは立ち上がった。

「さぁ、もう出発しましょう。」

「ディカール！　わたしは。」

「あなたは。先に行きますよ、真のミトラとはどういうものなのか、あなたはまだ理

解できていないのです…」



（イエソドの民）

https://www.youtube.com/watch?v=w_lvecls0Ks&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=89
Gregorian - Dark angel
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w_lvecls0Ks&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=89


（６月24日）　「おまえの言うことはしばしばひどく喰い違っている。…一体どれが
真実なのだ？」

http://85358.diarynote.jp/201606241905194340/

「あなたの道があなたのものであり続けますように！」　（１９

８３年）

2016年6月24日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

※「フクシマ（避難）関連情報だけ見たい」というかたは、

　こちらをご利用ください。

http://85358.diarynote.jp/201606240947554522/
【北大西洋でＭ５地震！】／【M5.9】RYUKYU 【M5.2】KERMADEC 【M5.4】HINDU KUSH
【M5.1】KERMADEC 【M5.5】SCOTIA SEA

https://www.youtube.com/watch?v=55XIdavZxCQ
Gregorian - Enjoy The Silence - Depeche Mode 

「ディアよ、」

　困惑した顔でミアと呼ばれた美しい若者は尋ねかけた。

「おまえの言うことはしばしばひどく喰い違っている。…一体どれが真実なのだ？」

　《誰でもない親しき者》（ディア・アッサム）と名乗る娘・女戦士（ルワ・ヘルマ

）は微笑んで答えた。

「どれも。全ての言葉が真実に通じ、そして全ては仮の姿なのです。」

http://85358.diarynote.jp/201606241905194340/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606241905194340/
http://85358.diarynote.jp/201606240947554522/
https://www.youtube.com/watch?v=55XIdavZxCQ


（ディア・ンバングロンゴ）

https://www.youtube.com/watch?v=WUQ2JI6JJz0
Gregorians - Wind Of Change 

「リージアは亡くなりました」

　静かに、しずかに、美しい微笑を齢老いた娼婦は浮かべた。辛苦を超えたその穏や

かな口調で、ディアは、それは南方の女戦士が、

https://www.youtube.com/watch?v=raRaxt_KM9Q
Sound of Silence - Gregorian 

「母上。」

　ディカール・ディアは言った。

「私はあるひとつの答えを求めているのです。長らく考えあぐねて遂に私は判りませ

なんだ。

　ですが祭司にして巫女、姉つ国神の御教えを直接に伝えられる母上にならば、こ

の答、得られましょうか」

「問うて御覧、我が息子」

　年老いた母親は居住まいを正した。

https://www.youtube.com/watch?v=WUQ2JI6JJz0
https://www.youtube.com/watch?v=raRaxt_KM9Q


「ある御方のことです。私が、唯一人、ミトラ・タとお呼び申し上げる御方です。」

　ゆるゆると、ディカール・ディアは長らく心に溜めていた思索を言葉に紡ぎ始めた

。

「その御方は母君の御心をうけられたことがなく、いかなる血縁者も、また乳母も

師も、心をつなぐということを身をもって御教えする事がかないませなんだ。彼は "大
いなる母（マリン）" の存在を教与されることなく育てられておしまいになったのです
。

　私のミアルドさまは長

https://www.youtube.com/watch?v=9-a1zWyeXq8&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=97
Gregorian - Guide Me God 

「簡単なことじゃ、ディカール。そなたがそのミアルドの《還るべき場所》、母（マ

リン）になったのじゃから。」

「…有り難う存じます、我が母なる御方。

　これで、全ての覚悟が、決まりました。」

　聞き終えてやがて、静かにしずかに穏やかな若い娘は言った。

　その姿の周囲を、薄暗い揺ぐ燈火とは全く異なる、目立たぬが純粋な光芒が、勁い

精神の輝きが、とり巻いていた。

https://www.youtube.com/watch?v=9-a1zWyeXq8&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=97


「御自身の道を行かれよ。いと尊き御方。」

　静かに返礼する、親しんできた老母おまた、自分と同じ光にとり巻かれている事を

、今初めて知り、ディカールは視ていた。

　夜は更けていた。老婆は首をねじ曲げて下男を呼び、提灯の用意を命じた。

　自ら尊しと呼称した相手を、召男（めしおとこ）に示した。

「わたしの息子を野営地まで送って行っておくれ、ディアンよ。」

「何云ってんだいバーさん、こんな美しいお嬢さんを捕まえて。こともあろうに息子

さんと間違えちまってるようじゃあ、いよいよ寄る年病（よるとしやまい）の始まろ

うというものだぜ」

「美しい？」

　お嬢さんと呼ばれた娘はけげんな顔をして、それからやおらくすくすと笑いだした

。

「有り難うございます。そうでした。そうですわね。

　…それでは。左様ならば。お母さま。また道の果てでお会いすることもございまし
ょう。」

「気を、つけて。我が子よ。」

「ええ。あなた様も。あなたの道があなたのものであり続けますよう！」

　暗く静かな難民集落の内部をくぐり抜けて、燈火を持つ下男に送られて女は１人永

遠に去って行った。

　軍村（いくさむら）の境に付いて召し男を主人のもとへと帰し、割り当てられてい

る部屋へと歩くうちに、向こうに、誇り高きディアの相棒、勇戦士トゥ隊長が、彼女

を探しあぐね、待ち受けて立ち尽くしていた。

「ミアさま。」



　ディアの澄んだ声が静かに届くなり、トゥは、即座に振り返り、大きな安堵を浮か

べた。

「ディア…　わたしの。」

「どうなさったというのです、このような時刻に？」

「探していた。急に…　不安になって」

「不安？」

https://www.youtube.com/watch?v=WmAHGhckzzk&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=96
Gregorian ~ What Now My Love 

「居たのか、ディア。良かった…　去（い）ってしまったのかと思った。」

「行く？　私が？　何処へ？　何故？」

「奈辺（どこ）へだか…」

　トゥ隊長はぷいと美しい横顔を背けてみせた。

「わたしに判るわけがあるか？　だが、いつの日か、おまえはわたしの側から居な

くなってしまう。そんな気がするのだ。」

「馬鹿なことを。」

　ディカール・ディアは微笑してトゥ隊長の顔に落ちかかる巻き毛をそぅっとはね上

https://www.youtube.com/watch?v=WmAHGhckzzk&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=96


げた。

「また馬鹿なことを仰しゃいましたよ、ミアさま。私に、あなたさまのお側以外の奈

辺に、戻る処が存ると言うのです？」

https://www.youtube.com/watch?v=bhevKtpW1nY&index=100&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - All I Need (Within Temptation cover) 

「…何度聞いても、この話は気に喰わぬ」

　熱心に聴き終えて、小首をかしげ爪を噛みながら少女は呟いた。

「この話がここで終わってしまうのは間違いだ。そうは思わぬか、そうおばば。」

「それではおのしはこの話の続き、どう付けやる。ディカール・ディアの古謡はか

のタッサール侯によって語られし物語を古代七詩聖の一人・トーミアが伝え語りの型

にしたもの。ばばらはそれより一言なりともはぶいてはおらぬのじゃぞえ。」

「…判っておるもの、そのようなことは…」

　少女は、しばらく考え込んだ後に、たどたどしい韻律を踏んで語り始めた。

「のう聞いておくれ。わたしはこのようであったならば良かりうと思うのじゃ。ミア

ルド公子はディカール・ディアを探したであろ。それはそれは懸命になって探したこ

とであろ。」

https://www.youtube.com/watch?v=bhevKtpW1nY&index=100&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


https://www.youtube.com/watch?v=13E3d0WLUDY&index=99&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Be (Neil Diamond Cover) 
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（６月24日）　脳内で大量に（＾＾；）書き散らしていたはずの、肝心の、

http://85358.diarynote.jp/201606242033149132/

（※コメント追記あり）　「主神は妾をお許し給わぬ！」　（１

９８３年）

2016年6月24日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

※「フクシマ（避難）関連情報だけ見たい」というかたは、

　こちらをご利用ください。

http://85358.diarynote.jp/201606240947554522/
【北大西洋でＭ５地震！】／【M5.9】RYUKYU 【M5.2】KERMADEC 【M5.4】HINDU KUSH
【M5.1】KERMADEC 【M5.5】SCOTIA SEA

https://www.youtube.com/watch?v=DDGh9wI00Kg&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=108
Gregorian - Child In Time 

　ガタガタと不吉な嵐がトゥリアンギアの公城全体を揺るがしていた。

「おお嫌な雲だこと。早く塔中の戸をたてておしまい。」

　宮女長が居丈高に怒鳴る。既に王がこの城にて無体をはたらいてより十月（と

つき）。その屈辱に耐えかねて、王の忠実な従兄でもあった王妹夫が自決し果ててか

らは、七月（ななつき）になる。

　今宵、不幸な王族の女性娘は、望みもせぬ罪の報いを、時の定めに従って産まされ

ようとしていた。

「…主神よ！　主神よ！」

　先程からヒステリックな叫びが風の音の合い間をついては響いてきていた。

http://85358.diarynote.jp/201606242033149132/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606242033149132/
http://85358.diarynote.jp/201606240947554522/
https://www.youtube.com/watch?v=DDGh9wI00Kg&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=108


　仮に設けられた産屋よりの、王女の救いを求める叫びである。

　陣痛の間隔はいよいよ狭まり、彼女の憎み呪う罪の子によって与えられる苦しみは

、殆ど死に価するようにも思われた。いや、いっそのこと本当に安らな逃亡を許され

たならばどんなにか幸福に感じた事だろう。

　やがて、ひたすらに長い激苦の後で、健康な生命の声が、母親に遺された全ての希

望を打ち砕くかに聞かれた。

　清められた布にくるまれた我が子を渡されようとした時、哀れな女は一目見て悲鳴

をあげて飛びすさった。赤子はあまりに美しく、そして、ひどく似通っているのは彼

女の愛した物静かな夫にではなく…　無論、禁忌破りの傍若な現王、実の兄にこそ、
生き写しだったのだから。

「主神は妾をお許し給わぬ！」

　衝撃のあまり、さし出された怪物をはねのけて高潔な王女は泣き伏した。

　侍従に典医達はオロオロし、それでも無理矢理に柔らかい生物を女主人（あるじ）

の脇にさし入れて部屋の隅の方、隅の方にと、三々五々はべっていた。…誰が、神の
直接の血を受け継ぐ貴婦人でさえ怖れるような、暗い血の生命に触れていたいと思う

ことだろう。

　《ブロン。》

　訪（おと）のうた者は名乗った。姿なき姿、音なき音は。

　《我は聖なる者。大いなる霊。ブロンと呼ばれし。天地の律を司る者の一柱。》

　側づきの者たちは皆怖じ畏れて目を伏せ、顔を見合わせた。ただ奥まった広やかな

豪奢な寝台（ねだい）の上でだけ、子を生（な）したばかりの尊大な悲劇の王女が、

その者を疾（と）くどけよと自らが世に産み出した赤児を指して、激しく泣きたてた



。

「ああ、ああ、妾は穢されてしまった！　生まれてよりこのかた、清浄に神なる姿ば

かりを抱き描いてきたのに。妾は何一つ悪なる行いなど為さなかったのに！　…お怨
み申す兄上、お怨み申す国王！　よくもよくもこの妾を愛しなど致されましたな。妾

は穢されてしまった。汚辱じゃ！　汚辱じゃ！

　…誰ぞ！　その者を疾く退（ど）けよ！　罪の子じゃ。禁忌の子じゃ！

　ああうるさい泣く声が耳に突き刺さる。

　この上に妾にその者の呪詛が乗り移らぬうちに！

　誰ぞこの悪魔を妾から遠ざけておくれっ」

　命ずる悲鳴は侍女どもの耳を打ったが、誰もブロンなる訪うた者に意識を引きつけ

られて、動かなかった。

　また、典医達も。

　だが大いなる悲劇の女は我（われ）一人のみを罪科から救おうとするに忙しく、他

者を視る目を持たなかった。

「ああ、ああ。主なる神よ！　父神よ！　この者は妾の意志ではござりませぬ、罪は

兄なる王のものでございますっ。」

　妾をは罰し給うな。高潔なる女はしわがれた声で必死に祈りふためいた。

　その、胸乳もあらわに乱れまく哀れな姿を、声なき声の主、聖なる霊（たましい）

の１柱ブロンは、ただその産室に意識を寄せるだけで、冷ややかに眺めていた。

「ええ去れ！　この悪霊の申し子！　死者の王よ禁忌の生命を疾く連れ去り給え！」

　打たれた赤児の声が響いた。途方にくれる父神の敬虔な信者たちは、幼き者の高い

寝台から転げ落ちるのを見はしたが、動く事は出来なかった。

《…ヒト族よ》



　殷々として声音にはなり得ぬ、深い心の響きが、悠久の時の彼方からのようにゆる

ゆると物語った。

《ヒト族よ。そなたらが因襲に囚われ、若き真実の生命が視えぬと云うのなら。》

　むきだしの孤独な赤児は肉眼には映らぬ光芒に包まれ、安らかにせられた。

《地の働きを司る、聖霊なるわたしがこのみどり子を祝福しよう。

　弱き者の求める声が囚われ人の誰にも届かぬのなら、誰もが人の心のシンを視るこ

とを得ぬのなら。この高貴なる無垢の魂の

https://www.youtube.com/watch?v=KkSdmBBJePQ&index=117&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Red Rain 

　没だな〜

　ミアルドが畏れられたのは

　特殊な政治事情があったからで

　"罪の子" だったからじゃない。

https://www.youtube.com/watch?v=DkdE2Ie9YSU&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=119
Gregorian ~ People Help the People ~ Birdy 

https://www.youtube.com/watch?v=37fKOxqdq-c&index=120&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P

https://www.youtube.com/watch?v=KkSdmBBJePQ&index=117&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
https://www.youtube.com/watch?v=DkdE2Ie9YSU&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=119
https://www.youtube.com/watch?v=37fKOxqdq-c&index=120&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


Gregorian Chant - O Come All Ye Faithful 

てことで、これ作業は「一旦完了」しました…

http://p.booklog.jp/book/107611/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－１－７　『還るべき者 』
 

探してみましたが、脳内で大量に（＾＾；）書き散らしていたはずの、肝心の、

「森の中の逃避行」（かけおち？）シーン…大量エロ成分含有…

書いたけど恥ずかしくなって捨てたか、実際には書いてなかったか。

どっちかだった。（＾＾；）ようです…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=DPUPvyjW4Zg&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=121
Harry Potter: Don’t give up, Harry... You’re not alone... 

https://www.youtube.com/watch?v=LYJYMrwwnYk&index=122&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
When a Child is Born 

まぁもしやエロ原稿がどこかから出てきたりしたら（＾＾；）

いずれまた…☆

https://www.youtube.com/watch?v=_k9vkcc9NoI&index=125&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian & Amelia Brightman - Peace On Earth (Little Drummer Boy) LYRICS
 
    

file:///tmp/puboo/123094/440257/book/107611/read
https://www.youtube.com/watch?v=DPUPvyjW4Zg&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=121
https://www.youtube.com/watch?v=LYJYMrwwnYk&index=122&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
https://www.youtube.com/watch?v=_k9vkcc9NoI&index=125&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月24日21:20
　

…あ”…（＾□＾；）…☆

エロ原稿とアニパロえろ原稿…

「だけ」ファイル。とか、発見しちゃった…ｗｗｗ
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（６月24日）　ちなみに、「西日本は水に沈む」から、「避難先としてお勧めしない
」てのも2011年３月末くらいにmixiで書いてる。

http://85358.diarynote.jp/201606242146579786/
2016年6月24日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

（古原稿ファイル探し（前項末尾参照）ついでに発掘しちゃった別口

「古資料」転記して成仏。）

（「廃物」稀釈〜…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=oTSCyx1Kx8U&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=127
Gregorian - Vienna - Live at Kreuzenstein Castle Making Of HD & HQ Version (Ultravox)
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月24日22:06
　

大阪が洪水ですと？

京都の原子炉は無事ですか？

ちょうど時間なので、本日投了。

平和な札幌で、明日からの「いつものリアル日常の続き」の…
「ハブり地獄なバイト４連勤」に備えて、

洗濯して漫画読んで、

（乾いたお布団でぬくぬくと♪）

　寝ますわ〜☆

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201606242146579786/
http://85358.diarynote.jp/items/dvd-jp/B003EVW5J6/
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http://85358.diarynote.jp/201606242323201893/

めも。「ＥＵは３つに分かれる」「欧州全土を地震と津波が襲う

」

「米国は４つに分かれて１つしか残らない」

2016年6月24日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

「過去に視た未来予知夢」中に

書いたのがあるから、明日？

覚えてて時間があったら、

張りませう。

検索⇒ブリングランド

アプラキエカ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

この辺ね。（＾＾；）

http://76519.diarynote.jp/200611290010080000/
『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　8　』
（※「俺と好」設定ノートの2 ＠ 1983.10.8.以降）

http://76519.diarynote.jp/200611140035130000/
『　俺 と 好（コウ） ・ ストーリィプロット
（※設定ノート（1）より、無難な(笑)部分のみ抜粋）　3　』
（＠高校2年頃〜…

ぅわ？（＠＠；）

これも、「１９８３年」だった…？？
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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6月25日0:02
　

ちなみに、

「西日本は水に沈む」から、

「避難先としてお勧めしない」

てのも2011年３月末くらいに
mixiで書いてる。
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（６月25日）　「西日本は水に沈む」から、「避難先としてお勧めしない」。

http://85358.diarynote.jp/201606242323201893/

めも。「ＥＵは３つに分かれる」「欧州全土を地震と津波が襲う

」

「米国は４つに分かれて１つしか残らない」

2016年6月24日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

 
「過去に視た未来予知夢」中に

書いたのがあるから、明日？

覚えてて時間があったら、

張りませう。

検索⇒ブリングランド

アプラキエカ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

この辺ね。（＾＾；）

http://76519.diarynote.jp/200611290010080000/
『　（MY YOUTH IN ARCADIA)　8　』
（※「俺と好」設定ノートの2 ＠ 1983.10.8.以降）

http://76519.diarynote.jp/200611140035130000/
『　俺 と 好（コウ） ・ ストーリィプロット
（※設定ノート（1）より、無難な(笑)部分のみ抜粋）　3　』
（＠高校2年頃〜…

ぅわ？（＠＠；）

これも、「１９８３年」だった…？？

http://85358.diarynote.jp/201606242323201893/
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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6月25日0:02
　 
ちなみに、

「西日本は水に沈む」から、

「避難先としてお勧めしない」

てのも2011年３月末くらいに
mixiで書いてる。
 

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


（６月25日）　希望と絶望の神アゾルディアド。

http://85358.diarynote.jp/201606250727006439/

めも。（水の大陸）

2016年6月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

帝国編にいく前に、

『還るべきもの』の現時点の粗筋と、

「神王国」の地誌文化史的背景を

ざっとまとめておくこと。

追記メモ：

＞希望と絶望の神アゾルディアド

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月25日8:34
　

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
　

人生とは面白いものです。

何かひとつを手放したら、それよりずっといいものがやってくるものです。

モーム

http://85358.diarynote.jp/201606250727006439/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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（６月25日）　（それまで、日本国と気象庁が、あるのか…？？）

http://85358.diarynote.jp/201606250805386767/

これはどう考えても、「北海道が梅雨入りした」状態。なんです

けどね

2016年6月25日 環境は、生命圏で、生存権。

 
https://www.youtube.com/watch?v=56fCraTMuxQ
Viva la vida|Coldplay|interpreta-David Garret 

あらためまして、おはようございます。

０７：４５になりました。

札幌は気温１４℃まで下がりました。

本降りの土砂降り雨。

往復バス通勤、決定…。

（運動不足による体重増加とウェストラインの崩壊が、目下喫緊の、個人的最大の要対策課題な

んですわ…★）

（札幌は、平和ですね…☆）

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1466808000/1011-0010-101000-201606250740.gif?
t=1466808641
（０７：４０〜０７：５０）

これはどう考えても、「北海道が梅雨入りした」状態。なんですけどね…

さっさと「梅雨入りしてました宣言」を出しなさいよ、気象庁…

（また、「５年後」とかの発表か…？）

（それまで、日本国と気象庁が、あるのか…？？）

あ、これはトリガを追記しておきました…☆
　↓

http://85358.diarynote.jp/201606242323201893/
めも。

「ＥＵは３つに分かれる」

「欧州全土を地震と津波が襲う」

「米国は４つに分かれて１つしか残らない」（2016年6月24日）

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 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.042 0.040 0.041 6 
06:00

…線量は、今んとこ、まだ低め…？？

地震マップ @eq_map · 7分7分前 
【M4.5】RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 163.6km 2016/06/25 07:05:44
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=52.1619,178.683%28+%5BM4.5%5D+RAT+ISLANDS%2C+ALEUTIAN+ISLANDS%2C+ALASKA+163.6km+2016%2F06%2F25+07%3A05%3A44JST%2C+2016%2F06%2F24+22%3A05%3A44UTC+%29&ll=52.1619,178.683&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us200066ne …

地震マップ @eq_map · 50分50分前 
【M4.4】浦河南方沖 深さ91.2km 2016/06/25 07:03:50
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.047,142.149&ll=42.047,142.149&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160625070350a.gif …

地震マップ @eq_map · 54分54分前 
【M2.8】根室半島沖 深さ8.8km 2016/06/25 07:01:11

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 厚真町 
【M2.8】石狩平野 深さ13.3km 2016/06/25 05:16:14
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.723,141.987&ll=42.723,141.987&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=42.723&lon=141.987&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

http://85358.diarynote.jp/201606250805386767/
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://maps.google.co.jp/maps?q=52.1619,178.683%28+%5BM4.5%5D+RAT+ISLANDS%2C+ALEUTIAN+ISLANDS%2C+ALASKA+163.6km+2016%2F06%2F25+07%3A05%3A44JST%2C+2016%2F06%2F24+22%3A05%3A44UTC+%29&ll=52.1619,178.683&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us200066ne
http://maps.google.co.jp/maps?q=42.047,142.149&ll=42.047,142.149&z=7&t=h
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http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=42.723&lon=141.987&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map


地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M4.3】浦河南方沖 深さ66.7km 2016/06/25 01:40:31
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.969,142.557&ll=41.969,142.557&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160625014031a.gif …

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.9】RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 35.0km 2016/06/24 18:23:02
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=51.1577,179.4226%28+%5BM4.9%5D+RAT+ISLANDS%2C+ALEUTIAN+ISLANDS%2C+ALASKA+35.0km+2016%2F06%2F24+18%3A23%3A02JST%2C+2016%2F06%2F24+09%3A23%3A02UTC+%29&ll=51.1577,179.4226&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us200066f8 …

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 北海道 弟子屈町 
【M2.7】弟子屈付近 深さ175.3km 2016/06/24 17:46:47
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.575,144.567&ll=43.575,144.567&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=43.575&lon=144.567&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ33.5km 2016/06/24 17:35:44

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 青森 野辺地町 
【M4.4】下北半島付近 深さ98.5km 2016/06/24 12:14:58
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=40.917,141.201&ll=40.917,141.201&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=40.917&lon=141.201&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map … (アニメ
)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160624121458a.gif …

…揺れりる揺れりる…

…寝とけ、寝とけや…

…ｗ（＾□＾；）ｗ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=Un05KNjlUaQ
６０のゆりかご　アイヌ音声　日本語字幕 

特務機関NERV @UN_NERV · 2 分2 分前 
【渡島・檜山地方 警報情報 2016年06月25日 08:33】
渡島地方では、２５日夕方まで土砂災害に、２５日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒

してください。檜山地方では、２５日昼前から２５日昼過ぎまで暴風に警戒してくだ

さい。

［渡島北部］大雨

［渡島東部］大雨

［檜山奥尻島］暴風

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【渡島・檜山地方 警報情報 2016年06月25日 07:30】
渡島地方では、２５日夕方まで土砂災害に警戒してください。檜山地方では、２５日

昼前から２５日昼過ぎまで暴風に警戒してください。

［渡島東部］大雨

［檜山奥尻島］暴風

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06月25日 05:05】
日本海側南部では、２５日昼前から昼過ぎにかけて、暴風に警戒してください。また

、北海道地方では、２５日夕方にかけて、大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河

川の増水、落雷や突風、ひょう、強風や高波に注意してください。

 

http://maps.google.co.jp/maps?q=41.969,142.557&ll=41.969,142.557&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160625014031a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=51.1577,179.4226%28+%5BM4.9%5D+RAT+ISLANDS%2C+ALEUTIAN+ISLANDS%2C+ALASKA+35.0km+2016%2F06%2F24+18%3A23%3A02JST%2C+2016%2F06%2F24+09%3A23%3A02UTC+%29&ll=51.1577,179.4226&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us200066f8
http://maps.google.co.jp/maps?q=43.575,144.567&ll=43.575,144.567&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=43.575&lon=144.567&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://maps.google.co.jp/maps?q=40.917,141.201&ll=40.917,141.201&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=40.917&lon=141.201&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160624121458a.gif
https://www.youtube.com/watch?v=Un05KNjlUaQ


（６月25日）　アルパカ狼さん居ない。(-_-#)　目の前ずらっと私が勝手にソウルチー
ムメイト？だと妄想してる人たち３人横並び。

http://85358.diarynote.jp/201606251522333331/

惑星直列？（違う ヽ（・＿・；）ノ

2016年6月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (8)
　

統合タイトルが

『還るべきもの』に決まった？

とたん、

やたらと一斉に組み上がって、

物語のエピソードと脇キャラ群が「書け書け」言ってる状態。

(・ω・;)(;・ω・)

アルパカ狼さん居ない。(-_-#)

でもビクーニャさんとヤクさんの組み合わせも、けっこう鑑賞価値はあるけどね☆(^_^;)

んで目の前ずらっと私が勝手にソウルチームメイト？だと妄想してる人たち３人横並び。

(^。^;)

…なんの防御陣形なんですか…

。。。(〃_ _)σ‖
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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6月25日15:35
　

そしてエルさんは相変わらず陰険意地悪大魔王サマ…(-_-#)…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月25日15:41
　

そして「あの人ハブらないと、

あなたも外すわよ？」攻撃で、

またも口きいてくれなくなった人が増えた…(∋_∈)…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月25日15:46
　

そしてまたもや入って数ヶ月の新人さん達が、ようやく仕事を覚えた途端に、

脱兎のごとくに「みんな辞めちゃう」とリータが嘆いてますが…┐(’〜`；)┌

まずキャバを辞めさせろよ。

イシメがなくなれば、

退職者も少しは減るぜ…？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月25日16:01
　

上越地震〜っ★
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月25日21:16
　

05時55分の札幌テレビ塔さんが見れて、

その脇の巨大な…☆虹☆

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

まで見れて、

勢い余って普段よりかなり豪華な晩ごはんまで(^。^;)

ガッツリ買ってしまったので…

アルパカ狼さん居なかった以外は、

♪_今日は良い日〜…_♪

（帰りのバスも座れたしね♪）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月25日22:33
　

先ほど無事帰投。(^_^)v

たまにしか買えない高い(^_^;)
（半額だけど高い）中華惣菜で

「ひとり飲茶」とシャレこみました♪

☆＼(^_^ )

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


エスタ地下の「桃園会」さんは具材がよくて

味付けアッサリ系の本格中華（家庭料理）ぽくて、

閉店前の叩き売りはなかなか魅力的です…o(^-^)o

（高いけど！）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月25日22:37
　

（東光ストアだったら半額弁当が２００円台で一食分だけど、

中華惣菜は２００円で小パック１個ね。d(^_^;)☆）

（でも美味い♪）(^-^)g
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月25日22:52
　

漫画読んで寝ますぅ…♪
 

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


（６月26日）　「天国のような天塩川」沿いは、「フクイチからの風と雨の通り道」
…（＞＜ｐ）…

http://85358.diarynote.jp/201606260757558471/

サッポロ昨日０．０５８μ…。（－－＃）★／いまの時間、全国
の原発の汚染が北海道方面へ送りこまれている感じ。

2016年6月26日 環境は、生命圏で、生存権。

　

おはようございます。

０７：２４です。

４連勤の２日目。外はドシャ降り。

モチベ皆無…（－－；）…★

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

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

2016年06月25日（土）【前日】
01:00 0.039 0.039 0.039 6 

http://85358.diarynote.jp/201606260757558471/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160626/85358_201606260757558471_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160626/85358_201606260757558471_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160626/85358_201606260757558471_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


02:00 0.039 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.042 0.040 0.041 6 

06:00 0.045 0.042 0.044 6 
07:00 0.052 0.045 0.048 6 
08:00 0.058 0.054 0.056 6
09:00 0.053 0.050 0.051 6 
10:00 0.050 0.048 0.049 6 
11:00 0.049 0.046 0.048 6 
12:00 0.046 0.044 0.045 6 
13:00 0.043 0.041 0.041 6 

14:00 0.041 0.039 0.040 6 
15:00 0.039 0.038 0.039 6 
16:00 0.039 0.038 0.039 6 
17:00 0.039 0.038 0.039 6 
18:00 0.039 0.038 0.038 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 0.039 0.038 0.038 6 
23:00 0.039 0.038 0.038 6 
24:00 0.041 0.040 0.040 6 

2016年06月26日（日）【当日】
01:00 0.041 0.040 0.040 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.039 6 
04:00 0.039 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

昨日けっこう線量上がっていて（－－＃）今日の水道水が酷い状態です…



（シャワー洗髪と洗顔だけで、なんかもう「被曝しました」感が充満…）

★（ーー＃）★

Out Of Our Heads @N0NUKES · 3時間3時間前 
2016年06月26日、早朝の #放射能の風。
いまの時間、全国の原発の汚染が

北海道方面へ送りこまれている感じ。

日曜日なのに迷惑な原発の国。外出に注意。

http://twitter.com/N0NUKES/status/746700283200233476 …
柏崎の周辺も全然ダメだな。 
https://twitter.com/N0NUKES/status/746807700340674560

ホワイトフード @whitefood1 · 3 時間3 時間前 
6月26日4時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が21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/Cl0iJkxUkAA3adb.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 15時間15時間前 
6月25日16時34分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が25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/Clx7hu3VAAAffT-.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 21時間21時間前 
6月25日10時33分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が58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/Clwo1c6UYAAZCHj.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 24時間24時間前 
6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/ClwF1ooVEAEmsIO.jpg

…悲しいことに、

http://twitter.com/N0NUKES/status/746700283200233476
https://twitter.com/N0NUKES/status/746807700340674560
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cl0iJkxUkAA3adb.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Clx7hu3VAAAffT-.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Clwo1c6UYAAZCHj.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/ClwF1ooVEAEmsIO.jpg


「天国のような天塩川」沿いは、

「フクイチからの風と雨の通り道」…（＞＜ｐ）…

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.5】十勝地方南東沖 深さ17.3km 2016/06/25 23:47:56

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ38.8km 2016/06/25 20:45:28

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ24.2km 2016/06/25 20:20:02

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 北海道 根室市 
【M2.5】根室地方 深さ102.8km 2016/06/25 19:17:25
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.207,145.450&ll=43.207,145.450&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=43.207&lon=145.450&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【北海道 白老町 ８００人余に避難勧告】
北海道白老町は、降り続いた雨で土砂災害の危険性が高まっているとして、午前11
時15分、町内の北部にある山沿いの地区の408世帯816人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/3ikMjR

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【胆振・日高地方 警報情報 2016年06月25日 11:12】
胆振地方では、２５日夕方まで土砂災害や河川の増水に、２５日昼過ぎまで低い土地

の浸水に警戒してください。

［胆振中部］大雨・洪水

http://maps.google.co.jp/maps?q=43.207,145.450&ll=43.207,145.450&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=43.207&lon=145.450&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://nerv.link/3ikMjR


（６月26日）　アルパカ狼さんに全然構ってもらえなかった。(;_;)

http://85358.diarynote.jp/201606261506118275/

サッポロたぶん放射性ヨウ素がキテいる…(-_-#)…。

2016年6月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

　

たぶん函館辺りでは科学的にも計測されうる濃度で。

（いわゆる被曝カナリア体質のアレルギー反応から逆算。）

かなり「フレッシュ」なところが凄い厭。(∋_∈)

フクイチかニイガタだと思う…

（泊、コケてないよね…？？）

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月26日15:51
　

激睡魔で撃墜寸前。(∋_∈)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月26日21:49
　

変な空咳や嗄れ声のひと多発。

(-.-;)

http://85358.diarynote.jp/201606261506118275/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201606261506118275/
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6月26日21:57
　

先ほど無事帰投。

買い物運はまずまず。

アルパカ狼さんに全然構ってもらえなかった上に、まさにヨウ素が一番臭かった時間帯に変な空

咳しながら帰って行ったので心配。心配。(;_;)

空気に微量ですが危ガス混入で胸焼け？するし、

向精神作用もあるのか、無駄に気力体力の尽きて落ち込む１日でした…

バイト運は特筆するほど悪いことは何も無かったんですけど。

洗濯の予定でしたが残業１５分ハイッタ時点ですでに気力無理。(-”-;)

とりあえず土鍋でパスタ茹でてレトルトカレーdeスープスパにして、(^_^;)

ごはん食べて漫画読んで

寝ますぅ…☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月27日5:06
　

「新潟〜長野北部」震源が

赤丸急上昇中。(・_・;)

とりあえず今わたしがいるのが軽井沢でなくてヨカッタ…

(・ω・;)(;・ω・)
 

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


（６月27日）　肺が遺体…

http://85358.diarynote.jp/201606270729208159/

…けっこう揺れてますねぇ…★

2016年6月27日 環境は、生命圏で、生存権。

　

おはようございます！

　o（＾ｗ＾）o

０６：５６でした…
０７：００ジャストになりました…☆彡

いつもより一時間早く寝たら、

いつもより一時間早く…自然に！

…目が覚めました…♪

…健康です…♪（＾ｗ＾）ｇ

札幌は久しぶり？の蒼空。

http://85358.diarynote.jp/201606270729208159/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160627/85358_201606270729208159_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160627/85358_201606270729208159_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160627/85358_201606270729208159_3.jpg


窓全開！にして、日影の西側の室内１７℃。

直射日光直撃の北東側の玄関の前は３２℃。

（＾＾；）

あいだのメイン生活空間２０℃…（＾ｗ＾）ｇ

ちょっくら風が涼しいので長袖２枚とフリースのチョッキ（死語？）着て、

下半身はいつものごとく寝袋に突っ込んでますけどね…☆

（※換気のため、窓全開☆）

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

2016年06月26日（日）【前日】
06:00 0.039 0.038 0.039 6 
07:00 0.043 0.038 0.039 6 
08:00 0.046 0.045 0.046 6 
09:00 0.045 0.041 0.043 6 
10:00 0.040 0.039 0.039 6 
11:00 0.040 0.039 0.040 6 
12:00 0.040 0.039 0.039 6 
13:00 0.040 0.040 0.040 6 
14:00 0.044 0.040 0.042 6 
15:00 0.043 0.039 0.041 6 
16:00 0.039 0.039 0.039 6 
17:00 0.039 0.038 0.038 6 
18:00 0.038 0.038 0.038 6 
19:00 0.038 0.037 0.038 6 
20:00 0.038 0.038 0.038 6 
21:00 0.039 0.038 0.038 6 
22:00 0.039 0.038 0.038 6 
23:00 0.039 0.038 0.038 6 
24:00 0.039 0.038 0.038 6 

2016年06月27日（月）【当日】
01:00 0.039 0.038 0.038 6 

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


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

雨のおかげで空気中の粉塵は落ちて見せかけの空間線量は低いのですが、

肝心の水蒸気中に色々危険物混入で…

さらに今日は、光化学スモッグ発生必至！という気象条件で…？

呼吸器官系には、過負荷がかかっていて、肺が遺体…
もとい。（＾＾；）★…痛いです…★

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.9】青森県東方沖 深さ64.9km 2016/06/27 05:33:58

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.5】津軽海峡 深さ146.7km 2016/06/27 02:17:32

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 北海道 占冠村 
【M2.5】日高山脈 深さ100.1km 2016/06/26 20:44:44
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.046,142.638&ll=43.046,142.638&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=43.046&lon=142.638&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M4.1】青森県東方沖 深さ50.0km 2016/06/26 12:35:15
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=40.735,142.280&ll=40.735,142.280&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160626123515a.gif …

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M4.1】青森県東方沖 深さ72.2km 2016/06/26 11:33:42
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=40.848,142.576&ll=40.848,142.576&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160626113342a.gif …

http://maps.google.co.jp/maps?q=43.046,142.638&ll=43.046,142.638&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=43.046&lon=142.638&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://maps.google.co.jp/maps?q=40.735,142.280&ll=40.735,142.280&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160626123515a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=40.848,142.576&ll=40.848,142.576&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160626113342a.gif


地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ43.0km 2016/06/26 10:40:47

…けっこう揺れてますねぇ…★
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606270756084720/
 
https://www.youtube.com/watch?v=QzIgRbD_kYY
Kitaro - Mercury (live in China - 2004) 

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1466978400/1011-0010-101000-201606270700.gif?
t=1466979041
（０６：５０〜０７：００）

…しまった。（＾＾；）
早起きし過ぎて？（ーー；）

まだ、各種情報がアガッテ来ていない…★

https://www.youtube.com/watch?v=QPD_pTqLes8
脳内日本地図〜全国のバカが考えた脳内列島MAP〜1/2 

☆　ｗ（＾へ＾；）ｗ　★

 

https://www.youtube.com/watch?v=QzIgRbD_kYY
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1466978400/1011-0010-101000-201606270700.gif?t=1466979041
https://www.youtube.com/watch?v=QPD_pTqLes8


（６月26日）　アルパカ狼さんに構ってもらった〜♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

http://85358.diarynote.jp/201606271512161693/

一病息災？ （ちょっと違う

2016年6月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

（画像と本文は直接の関連性はありません。f^_^;）

バイト前半イキナリ「隣のスネイピちゃん★」という恐怖案件発生するも

互いに完全スルーで無事クリア。(^。^;)

反対隣は圧力？にも屈せず？

わたしと話をしてくれる貴重な人材。(≧ω≦)b

アルパカ狼さんに構ってもらった〜♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

…あとのことは、もうどうでもＥノック…( ^ _ ^)∠☆PAN！

（地震、多過ぎサカエねぇ…？）
 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月27日15:45
　

どうも私はアルパカ狼さんを

「母親」だと思っているらしい。(^_^;)

（リアル今生、私のほうが１５歳くらい？歳上ですが…）

http://85358.diarynote.jp/201606271512161693/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201606271512161693/
file:///tmp/puboo/123094/440257/d5c7f786a7dd44aa8c36/7282/epub/OEBPS/image/85358_201606271512161693_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


(^。^;)

愛着障害だから、感情が未分化なんだな〜…って…

何百回？転生落第生やってて、

まだ言ってるんだ…？？

。。。(〃_ _)σ‖
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月27日21:30
　

無事帰投。

地震凄いですね。

３０分仮眠したら

今日こそ洗濯。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月27日23:15
　

洗濯と入浴と

夜ごはんの支度しました☆

(^_^)v

漫画読んで寝ますぅ♪o(^-^)o
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月28日0:03
　

結論から言うと今日（あ、もう昨日）はとても良い一日でした

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


…o(^-^)o…

おやすみなさい。(*^_^*)
 



（６月28日）　「転生課題」。

http://85358.diarynote.jp/201606280739475572/

めも：　「転生課題」

2016年6月28日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　

昨日の。

http://85358.diarynote.jp/201606271512161693/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月27日15:45

どうも私はアルパカ狼さんを

「母親」だと思っているらしい。(^_^;)

（リアル今生、私のほうが１５歳くらい？歳上ですが…）
(^。^;)

愛着障害だから、感情が未分化なんだな〜…って…

何百回？転生落第生やってて、

まだ言ってるんだ…？？

。。。(〃_ _)σ‖
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…昨日の脳内「セルフイメージ」が、

「おかーさんの職場の片隅のベビーサークルで、おとなしく一人遊びしている２歳児。おかーさ

んは向こうでみんなと忙しくパタパタ立ち働いていて、元気で楽しそうで可愛くて、時々近くを

通ると覗きこんで、自分のことも忘れずにあやしてくれるので、それで満足。」

という感じの、一日でして…（＾＾；）…☆彡

わたくし今生リアル５２歳なんですが…（－－；）…

実の産みの母からかなりきっついネグレクトを受けて育った虎馬さんが、いまだ抜けておりませ

んで…★

どうも、今さらながら、「育ちなおし」を、しているらしい…＜（－－；）＞★

https://www.youtube.com/watch?v=_k86if3Ao0A&ebc=ANyPxKrIvjKZde2CPeuDLh-
jROsf042oK7GehxPmDNUdAAtn_a9IibqflVf5P7tMbxD6HRrTOYJJrcATinwLum0w2AYMIKHQmA&nohtml5=False
ヒルクライム - 大丈夫

（以下、時間のある時に「前世記憶の両親？関連」書きます…（覚えてたら！）

https://www.youtube.com/watch?v=7AlsFOgCLPw
ヒルクライム - 想送歌（写真 teaser） 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月29日11:08
　

cmk2wl @cmk2wl · 6月27日 
　

大切なのは、普通の語で非凡なことを言うことである。

　

ショーペンハウアー

 

https://www.youtube.com/watch?v=_k86if3Ao0A&ebc=ANyPxKrIvjKZde2CPeuDLh-jROsf042oK7GehxPmDNUdAAtn_a9IibqflVf5P7tMbxD6HRrTOYJJrcATinwLum0w2AYMIKHQmA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=7AlsFOgCLPw
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（６月28日）　原稿書く時間を確保するため、

http://85358.diarynote.jp/201606280837322710/

【被曝回避】ライフに切り替えない限り、残存寿命は１０年くら

いだと。

2016年6月28日 環境は、生命圏で、生存権。

　

https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c
Jimmy Cliff - I Can See Clearly Now 

あらためまして、おはようございます。

最初０７：３７で、前項書いていたら０７：５２になっちゃいました。

心身堅調。（＾＾）

４連勤の最終日。

今日は（昨日の反動で）ろくでもない一日になる可能性高し…（－－；）…
モチベは皆無ですが、原稿書く時間を確保するための、日銭を稼がないとね…★

札幌の外気温１６℃。

無暖房で室温２１℃。
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ほぼ無風。

空気の状態はかなり悪いです。

（－－；）

見せかけの空間線量（セシウム粉塵）は低いですが、

水蒸気に希ガス色々混入…（－－＃）★

臭いし苦しいんで窓を閉めたんですが、するとガンガンの直射日光が射し込んで、室内がサウナ

状態に…（－－；）…★

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 0.039 0.039 6 
06:00

昨日エルさんも頭痛を訴えていたし。

★（－－＃）★

キングスリーＳＶにもハッキリ甲状腺異常の兆候が出ていて、腎機能障害が始まっている特徴が

顕著。

すでに病状かなり進行しているフィル痴と同じ体型になってしまいつつあります…（－－；）…

文字通り「命懸け」で、今すぐ生活態度改善（酒タバコ辞め！）、

【被曝回避】ライフに切り替えない限り…

いずれも、残存寿命は１０余年くらいだと、思います…

https://www.youtube.com/watch?v=lA3M5LMCsgw&list=PL8413742A11DD3017&index=22
Suikoden IV OST #22 - Southern Wind

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 北海道 鹿部町 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=lA3M5LMCsgw&list=PL8413742A11DD3017&index=22


【M2.7】内浦湾 深さ119.1km 2016/06/27 17:28:01

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M4.0】十勝地方南東沖 深さ62.8km 2016/06/27 11:25:17
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.514,144.229&ll=42.514,144.229&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160627112517a.gif …

http://maps.google.co.jp/maps?q=42.514,144.229&ll=42.514,144.229&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160627112517a.gif


（６月28日）　アルパカ【おか〜さん】狼さんが居ないよ…(;_;)…

http://85358.diarynote.jp/201606281406322870/

となりのSHEチキン…(-_-#)…★

2016年6月28日 就職・転職 コメント (6)
　　

案の定、昨日が好日だった反動で？今日は運気低迷。(-"-;)。

アルパカ【おか〜さん】狼さんが居ないよ…(;_;)…

と精神年齢２歳レベルでグズりつつ、(^_^;)

七里決壊…もとい結界もしくは四面楚歌で、「私と口をきいてくれる人がひとりも居ない！」
★(-"-;)★という
魔の座席シフト…(ノ-o-)ノ　┫

まぁわざわざ打ちにくい携帯で他人の悪口繰り広げるのも馬鹿なので。(-"-;)

『SHEチキン』命名由来解説はまた今度〜…（覚えて鱈★）

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月28日14:31
　

それにしても歴然と、脳や精神や内臓が、あきらかに被曝由来で崩壊しつつある客とスタッフだ

らけ…

(ToT)
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
http://85358.diarynote.jp/201606281406322870/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160628/85358_201606281406322870_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


いいオトナが今さらハブなんてガキみたいなイジメに走るのも、脳ミソ内部被曝崩壊の証左…

(-”-;)

主よ、

主よ、

彼らを赦し給え。

その為すところを、

識らざればなり…。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月28日14:34
　

ていうか、このまま逝くと、

予知予想以上に速く、

「労働可能人口が激減して社会体制が維持できなく」なりそう…。。。(〃_ _)σ‖
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月28日14:43
　

しかしながら

それにつけても、

善意？と見栄で「食べて応援」無理心中民族殲滅キャンペーンに参加しちゃって

ジェノサイドアウシュビッツガス室されつつあるマルタな人たちが…

攻撃対象にすべきは、

私でなくて東電や自民や民進なんじゃないのか…？

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6月29日10:29
　

ジョダギリ・O @pants_nugeruz · 6月28日 
　

宇宙全域で強力な磁気嵐が発生しており通信ができません的なシチュ #ひとりぼっち惑星
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月29日10:42
　

cmk2wlさんがリツイート 
竹原信一 @takeharasinichi · 5時間5時間前 

日本人は不幸だ。不幸すぎてその不幸に気づくことが出来ない。

 
ほとんどの人間は良心に従う気持ちよさを知らない。

 
日本の教育やしつけでは良心をわがままと教えられる。

 
ブログ更新　不幸の教育　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月29日12:05
　

文鳥さん　ぶんちょうさん @komatsunotsuma · 17時間17時間前  
三宅洋平》

 
新時代の政治は敵を作らない。世界中が許しあう。

福一事故後、沖縄にいたら知らないおじさん来て戦争話。
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『沖縄の人が一番強い。ずっと許してきた。許す人が一番強い』と

#山本太郎 http://cas.st/10e5f30e



（６月28日）　…ナサケナイぞエルッ★

http://85358.diarynote.jp/201606282105418735/

【退職強要】またもや…(-_-#)…

2016年6月28日 就職・転職 コメント (2)
　

「脅迫者のコントロールドラマ」。

…ナサケナイぞエルッ★

それじゃまるっきり、

昨年１２月のリータの狂乱と

おんなじ…ッ！

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 

「なんだよ、もう〜 」って感じ。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/747811572211294208

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月29日0:01
　

まぁ大体、酒かっくらって漫画を一冊読んだら、機嫌は治る…
(^。^;)

0:00ジャストになる瞬間を見ました。o(^-^)o
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おやすみなさ〜い…♪
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月1日10:33
　

cmk2wl @cmk2wl · 6月30日 

人間は、障害にむきあったときに、自らを発見するのだ。

サン＝テグジュベリ
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（６月29日）　私のカラダは既に「耐曝臨戦態勢」に、入ってますが…

http://85358.diarynote.jp/201606290915526621/

札幌の空気が【ウラン臭い】件…。／いったい何燃やしてんだ。

2016年6月29日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

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

おはようございます。

０９：１６になっちゃいました。

３連休の初日。（＾＾）ｖ

このうえもない晴天！（＾ｗ＾；）！

…青い空が眩しいです…

窓ほぼ全開で室温＝外気温？２４℃。

…先週まで１４℃とかだったので、色々調節が大変です…★

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

2016年06月28日（火）【前日】
12:00 0.039 0.038 0.039 6 
13:00 0.039 0.038 0.039 6 
14:00 0.039 0.038 0.039 6 
15:00 0.039 0.038 0.039 6 
16:00 0.039 0.038 0.038 6 
17:00 0.039 0.038 0.039 6 
18:00 0.039 0.038 0.039 6 
19:00 0.040 0.038 0.039 6 
20:00 0.039 0.038 0.039 6 
21:00 0.039 0.039 0.039 6 
22:00 0.039 0.038 0.039 6 
23:00 0.039 0.038 0.039 6 
24:00 0.039 0.038 0.039 6 

2016年06月29日（水）【当日】
01:00 0.041 0.039 0.040 6 
02:00 0.040 0.039 0.040 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 0.040 6 
06:00 0.040 0.039 0.039 6 
07:00 0.040 0.040 0.040 6 
08:00 0.040 0.040 0.040 6 
09:00 0.040 0.039 0.039 6 
10:00

やはり。雨でもないのにじわじわと線量が上っていますね。（－－＃）。

そして。ここは札幌なのに、空気中に「焼け焦げたウランの臭い」が漂っています…

（３．１１の後、千葉のウラン火災で発生した煙を、東京都日野市の多摩川土手で嗅いだのと同

じ臭いで…濃度は低いけど…空気中に均一に、かなり、混入しています…）

私のカラダは既に「耐曝臨戦態勢」に、入ってますが…

何も気がつかないまま被曝しまくって、後から体調を崩す人。

かなり、出るでしょうね…。

neko-aii @neko_aii · 11時間11時間前 
0jJNcDVsLUElPD7 2013年2月
大阪瓦礫焼却３日目

京都でも空間線量は高かった

生駒や六甲などふもとに

汚染が集中するように

東山あたりが特に酷かった

京都でも一番の観光地なのに！
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ねねの道や清水寺で

ＲＤ１５０３で０．２２越え！

いったい何燃やしてんだ

みずにおちるぶちねこ @btnk_SPLTN · 6月27日 
気圧が急降下したくらいで体調おかしくなる自分はポールシフトが完了するまでに死

ぬんじゃないかと思ってしまう

https://www.youtube.com/watch?v=9O4SMw_8Om0
木村弓 　 「いつも何度でも」 

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 � 北海道 遠軽町 
【M3.8】網走地方 深さ419.0km 2016/06/29 08:39:11
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.808,143.482&ll=43.808,143.482&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=43.808&lon=143.482&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map … (アニメ
)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160629083911a.gif …

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 函館市 
【M2.7】内浦湾 深さ9.1km 2016/06/29 01:27:55

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � Мильковский район, Россия 
【M5.3】KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA 10.0km 2016/06/28 18:32:31
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=55.2101,159.4575%28+%5BM5.3%5D+KAMCHATKA+PENINSULA%2C+RUSSIA+10.0km+2016%2F06%2F28+18%3A32%3A31JST%2C+2016%2F06%2F28+09%3A32%3A31UTC+%29&ll=55.2101,159.4575&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us200067gb …

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【十勝地方 土砂災害警戒情報 2016年06月28日 19:11】
十勝地方に発表されていた土砂災害警戒情報はすべて解除されました。

＜全警戒解除＞

大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ59.5km 2016/06/28 17:18:45

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.7】積丹半島北西沖 深さ5.8km 2016/06/28 15:11:10

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【十勝地方 土砂災害警戒情報 2016年06月28日 16:34】
［発表］鹿追町

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M3.1】積丹半島北西沖 深さ5.9km 2016/06/28 15:06:22
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.488,139.312&ll=43.488,139.312&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160628150622a.gif …

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ56.2km 2016/06/28 14:38:07

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ87.2km 2016/06/28 13:55:31

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 日本 
【M2.5】北海道北西沖 深さ7.1km 2016/06/28 13:01:17

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ27.3km 2016/06/28 12:22:27

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【十勝地方 警報情報 2016年06月28日 13:51】
十勝地方では、２８日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

［十勝北部］大雨

地震マップ @eq_map · 6月27日 
【M4.5】EAST OF THE KURIL ISLANDS 10.0km 2016/06/28 07:10:44 JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=44.4425,152.8883%28+%5BM4.5%5D+EAST+OF+THE+KURIL+ISLANDS+10.0km+2016%2F06%2F28+07%3A10%3A44JST%2C+2016%2F06%2F27+22%3A10%3A44UTC+%29&ll=44.4425,152.8883&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us200067c6 …

https://www.youtube.com/watch?v=x1ByRGNIpFA
David Garrett - AIR (Johann Sebastian Bach). 

（※ウランの件、次項と次々次項参照…）
（－－；）…

    
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=9O4SMw_8Om0
http://maps.google.co.jp/maps?q=43.808,143.482&ll=43.808,143.482&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=43.808&lon=143.482&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160629083911a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=55.2101,159.4575%28+%5BM5.3%5D+KAMCHATKA+PENINSULA%2C+RUSSIA+10.0km+2016%2F06%2F28+18%3A32%3A31JST%2C+2016%2F06%2F28+09%3A32%3A31UTC+%29&ll=55.2101,159.4575&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us200067gb
http://maps.google.co.jp/maps?q=43.488,139.312&ll=43.488,139.312&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160628150622a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=44.4425,152.8883%28+%5BM4.5%5D+EAST+OF+THE+KURIL+ISLANDS+10.0km+2016%2F06%2F28+07%3A10%3A44JST%2C+2016%2F06%2F27+22%3A10%3A44UTC+%29&ll=44.4425,152.8883&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us200067c6
https://www.youtube.com/watch?v=x1ByRGNIpFA
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月29日12:07
　

アウル @owl__claw · 6月27日 

明日28日、ほくでんの株主総会が行われる、規制委員会は泊原発と九州電力の玄海原発の審査を
最優先で行うとし、この夏にも再稼動を目指す姿勢、高浜原発4号機同様長期間停止していた原発
の再稼動は危険極まりない。大通公園に面する東京ドームホテル前で9時から再稼動反対の声が上
がる

http://85358.diarynote.jp/


（６月29日）　何をしているんだ……。原稿を書きたまえ。

http://85358.diarynote.jp/201606291623083484/

「暑くてウルサクテ昼寝が出来ないッ★」　（＠札幌２８℃！）

2016年6月29日 環境は、生命圏で、生存権。
　　

https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU&ebc=ANyPxKr7i-
f9j9JMkLFVFC93b9IWMPgvrjMi1GLq2pma1EcrfyCvG2CDEkc6WKYbL5osmlqQH6yO5F6qV-
dPyfAReYKQDoDaKg
Bobby McFerrin - Don’t Worry Be Happy 

はい再びＰＣ前に戻って参りました。

１６：０７。（＾＾；）

窓大全開にして室温＝外気温【２８℃】…

…（－－；）…暑い…★

だって先週まで、１６℃。とかだったんですよ…？

「暑くてウルサクテ（窓開けてるから）昼寝が出来ないッ★」

　★（〜〜＃）★

という悲喜劇事案が発生しまして、いささか不機嫌さんなうです…★

勢いで、先日まで「ナンチャッテ水式クン」やってた卓上扇風機が、

本来の目的のＰＣ＆「使用者のアタマ冷却」専用機に戻りました…ｗ

あ、そういえば、さっき書き損ねたけど、今朝は６時に起きて、洗濯と朝風呂。

その洗濯物が、（手洗濯で手絞りのポタポタ状態だったにも関わらず）、

昼過ぎに強い北風吹いて、ウラン臭い空気が追いやられてくれたので、

外干し♪　o（＾◇＾）o

して、午後３時には取り込んで畳める状態だった、という…♪

http://85358.diarynote.jp/201606291623083484/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU&ebc=ANyPxKr7i-f9j9JMkLFVFC93b9IWMPgvrjMi1GLq2pma1EcrfyCvG2CDEkc6WKYbL5osmlqQH6yO5F6qV-dPyfAReYKQDoDaKg


うん。（＾＾；）昼寝れなかったけど、ツボ押しはできたし。

今日は、良い日だ…☆彡（＾＾）ｇ

https://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I
OFFICIAL Somewhere over the Rainbow - Israel "IZ" Kamakawiwoʻole 

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1467183600/1011-0010-101000-201606291600.gif?
t=1467184241
（１５：５０〜１６：００）

で。（＾＾；）

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 46 分46 分前 

何をしているんだ……。原稿を書きたまえ。

そう。（＾＾；）

予定は「原稿〜…♪」　の、はずだったわけですが…

階下で餓鬼と馬鹿親父が喧嘩だか躾だかの境界線上で延々わめいてやがるし…★
ｗ（－－；）ｗ

斜め裏の家が新築工事の真っ最中だし★

月末で主要道路が混雑しているせいか？うちの前の裏道（抜け道）を、

ひっきりなしにダンプだの業務用車だのが走り抜けていくし…★

「生活騒音が五月蠅すぎて、創作アタマのスイッチ入らない！★」

…＜（〜”〜#）＞…★

https://www.youtube.com/watch?v=trvpd-HJ4pU
Harry Potter top 10 soundtracks 

https://www.youtube.com/watch?v=V1bFr2SWP1I
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1467183600/1011-0010-101000-201606291600.gif?t=1467184241
https://www.youtube.com/watch?v=trvpd-HJ4pU


…と、とりあえず、机の上の雑資料と、小家事のついでの「発掘資料」処理（成仏）作業を、
やります〜…☆

…ｗ（＾□＾；）ｗ…☆



（６月29日）　イメージモデルとか、勝手に採用させていただいております…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201606291657111814/

「米軍の掃討作戦でものすごい人が死んでいる。」　（＠２００

４年）／「イラク軍、ファルージャ避難民２万人取り調べ 拷問の
報告も」（＠２０１６年）。

2016年6月29日 ★戦争反対★
　

　

（発掘古資料（笑）アップして成仏☆）

 
（＊この本「まだ持ってる」時点で、何かアウト…ｗ）

「彼らはおそらく農民」

イラクで解放　安田さん語る

　イラクで拘束され、十七日に解放されたフリージャーナリストの安田純平さんは、

十九日に放映されたＮＨＫのインタビューに答え、武装グループについて「彼らはお

そらく農民。昼間は農民、夜は武装勢力、ムジャヒディン（イスラムの聖戦士）に変

わる」という見方を示しました。

　移動させられた場所の一つが広大な農場の広がる一軒家であったことや、転々と移

動させられるなかで会話を交わした人数が「総勢五十人近くになった」ことを紹介。

そのうえで「（米軍の）掃討作戦でものすごい人が死んでいる。（イラクの）村社

会は、自分たちを守るための仕組み。それを最大限発動せざるをえない状況にある。

決して、外国人を見たら、端から捕まえて殺してしまえとか、そういう人たちでは

ない」と話しました。

　番組のなかでインタビューを解説した早稲田大学の保坂修司客員助教授は「町や村

、部族といったネットワークをつかった地域性の強いグループ」「いってみれば自警

団のような組織ではないか」と分析しました。

　また安田さんは、解放された理由について「銃を持っているかどうか。これが決定

http://85358.diarynote.jp/201606291657111814/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
http://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4796617914/


的だと思う。銃が（私の）荷物のなかにあれば、間違いなく、まだ帰されていないか

、殺されるか」と話しました。

　拘束中に武装グループが、人質のイタリア人のうち一人が殺された理由について「

銃を持っていたから」と話していたことも明かしました。

　安田さんは、イラク国民に「日本に対するいいイメージが、まだ続いている」と

のべ、「広島・長崎の歴史、企業がここでいい仕事をした歴史、いい車をつくって、

使ってもらっている歴史…。この日本の歴史に救われたのかな、という気持ちはあ
った」と語りました。

（２００４年４月２０日「しんぶん赤旗」）

…そぉいえば…（＾＾；）…★

すっかり忘れていたけど、私、イチオウ、

「非暴力主義者」なんですけど。ね…ｗ

【野幌森林公園】【追いはぎ】出没中なう！

参照：http://85358.diarynote.jp/201606231547039232/
ちょっくらダークファンタジーだったなう。(・_・;)
2016年6月23日

…駄目じゃんｗ
「武器」持っちゃ…ｗｗｗ

ちなみに安田純平さんとかとはリアル顔見知り（反戦ウォーク仲間）なので…

なにげにイメージモデルとかに、勝手に採用させていただいております…ｗ
⇒http://76519.diarynote.jp/200611060052080000/

BBC News Japan� 認証済みアカウント � @bbcnewsjapan · 6月28日 
BBCニュース - ただよう硝煙の匂い　奪還されたイラク要衝ファルージャで
http://www.bbc.com/japanese/video-36648297?ocid=bbc-japan-twitterjapan …

http://85358.diarynote.jp/201606231547039232/
http://76519.diarynote.jp/200611060052080000/
http://www.bbc.com/japanese/video-36648297?ocid=bbc-japan-twitterjapan


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

ハフィントンポスト日本版� 認証済みアカウント � @HuffPostJapan · 6月27日 
【 #イラク 】政府軍がISから #ファルージャ を奪還（画像集）
https://t.co/RrwWbYfUjc

　↑

こういう乗り方してて地雷に遇うと危険よ。という話…。（違）

野間易通 @kdxn · 21時間21時間前 
「ファルージャの空の下 イラク支援の現場から日本を見る 05
」https://youtu.be/UUUen1h39Rw イラクに自衛隊が駐留する直前、軍のないはずの日
本から「軍隊」が来るということが現地の人に理解できなかった話。高遠菜穂子さん

の話は本当におもしろい。#norikoenet

国連UNHCR協会 @japanforunhcr · 6月26日 
イラク中部の都市、#ファルージャ 。
戦火を逃れるため今も多くの家族が、命からがら避難民キャンプや、国外に逃れてい

ます。

もうすぐ夏ということもあり、UNHCRは住居や暑さをしのぐ日用品などの支援を行っ
ています。 
https://pbs.twimg.com/media/Cl6ZJu4WAAAnY9i.jpg

AFPBB News� 認証済みアカウント � @afpbbcom · 6月26日 
イラク軍、ファルージャ避難民2万人取り調べ 拷問の報告も 
https://t.co/IArzMEd0qq

川上泰徳 y.Kawakami @kawakami_yasu · 6月23日 
ニューズウィーク日本版のコラムで＜イラク政府のファルージャ奪還「成功」で新た

な火種＞をアップしました。ファルージャ奪還作戦は「軍事的には成功でも、政治的

に失敗」という評価も。シーア派民兵の介入で、宗派抗争再燃の懸念を読み解きま

した。

https://t.co/4ZEeASBSKh

AFPBB News� 認証済みアカウント � @afpbbcom · 6月23日 
ファルージャから避難したイラク人、到着したキャンプもまた地獄 

https://pbs.twimg.com/media/CmArQqdXEAEsdgL.jpg
https://t.co/RrwWbYfUjc
https://youtu.be/UUUen1h39Rw
https://pbs.twimg.com/media/Cl6ZJu4WAAAnY9i.jpg
https://t.co/IArzMEd0qq
https://t.co/4ZEeASBSKh
https://t.co/CRfO7K2EG0


https://t.co/CRfO7K2EG0

高遠菜穂子 @NahokoTakato · 6月22日 
ファルージャの避難民の状況が本当に深刻で、支援が追いつかないとエイドワーカー

たちと話しながら、イラク第２の都市モスル（いまだ推定100万人が現在も市内に閉じ
込められてると思われ）がどうなるのかと考えている。モスルも連日空爆が続き、ISの
締め付けも日に日に厳しくなってる様子。

AFPBB News� 認証済みアカウント � @afpbbcom · 6月20日 
イラク軍奪還のファルージャ、避難民数万人 「人道危機」に警鐘 
https://t.co/xlQVtVZla8

Naoya Sano 109@Yoroshiku · 6月19日 
世界の難民問題に取り組むNGO「ノルウェー難民評議会（NRC）」は19日、イラク治
安部隊によるイスラム国（IS）からの中部ファルージャ奪還を受けて声明を出し「奪還
までの最後の3日間で、少なくとも3万人が家を失った」と発表した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160619-00000096-jij-m_est …

バル夫 @olbalba · 6月19日 
ノルウェー難民評議会（ＮＲＣ）によると『ファルージャ市内にはまだ妊婦や病人、

高齢者ら避難できなかった人々が残っている。避難民１８００人が逃げ込んだ近郊

のキャンプには女性用トイレが一つしかない。ＮＲＣは避難民に配る水さえ不足して

いる』、と。

OfficeKT @OfficeKT · 6月19日 
戦争なら当たり前なのだろうが、人々の被災状況は激甚災害となんら変わらない。違

うのは被災地が断続的に増えていくこと。どう支援すればいいのか…。
─ 3日間で3万人家失う＝ISから奪還のファルージャ—イラク（時事通信） 
https://t.co/h0SmgpB1L5

何のための、誰のための、「奪還」なのか…。

（「ＩＳの支配下」にあれば、少なくとも、住居と生活用水は、確保されていたわけだ…

「ファルージャの住民が」「奪還」を…、望んでいたとでも、言うのか？？）

https://t.co/xlQVtVZla8
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160619-00000096-jij-m_est
https://t.co/h0SmgpB1L5


https://www.youtube.com/watch?v=Xpo5Ztlywfg
My favorite Harry Potter songs (1h) 

あきら。（あきらまる）@狂獣調教中の中嶋 @akiran_plus · 6月19日 

イラクのファルージャ解放作戦でテロリスト数百名が死亡

https://t.co/BBFQ8sPhse

誰かの息子であり、父親であり、恋人であり、夫であった…

この顔が、悪者に、見えるかね…？？

聖戦士よ、あなたがたの神が、あなたがたの魂を、嘉し給うよう、祈ります…

https://www.youtube.com/watch?v=Xpo5Ztlywfg
https://t.co/BBFQ8sPhse


（６月29日）　エロ要素含有「異世界？」ファンタジーの設定詰め。

http://85358.diarynote.jp/201606291845343712/

真昼の太陽の位置が、「天頂より北」って…ありえるの…？？

2016年6月29日 リステラス星圏史略　（創作）

　

https://www.youtube.com/watch?v=DPUPvyjW4Zg&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=121
Harry Potter: Don’t give up, Harry... You’re not alone... 

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 1時間1時間前 

考えていても何も変わらない。行動したまえ。

へい。（－－；）。

軽く夕食？つまんで仮眠しなおし？て（眠れませんでしたが）

再び戻って参りました…１９：００です。

http://85358.diarynote.jp/201606291845343712/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160629/85358_201606291845343712_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160629/85358_201606291845343712_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160629/85358_201606291845343712_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=DPUPvyjW4Zg&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=121


外気温２４℃。室温まだ２６℃。

本日午後の予定作業はコレだったんですが。

http://85358.diarynote.jp/201606250727006439/

帝国編にいく前に、

『還るべきもの』の現時点の粗筋と、

「神王国」の地誌文化史的背景を

ざっとまとめておくこと。

ついさっきまで日中ずっと、長閑にして規則正しい、

眠気を誘う「新築の槌音」が響いておりまして…

エロ要素含有「異世界？」ファンタジーの設定詰めるには、

これほど不似合なＢＧＭも無いという…ｗ

…ｗ（＾□＾；）ｗ…☆

そんでけっきょく昼寝もできてなくて脳ミソが寝不足なので、今日はもう、転記作業

の続きに行っちゃいます…★

https://www.youtube.com/watch?v=LYJYMrwwnYk&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=122
When a Child is Born 

…あ…ッ☆　ｗ（＾◆＾；）ｗ

「エロ原稿」（？）が、もういっこあった…ッｗ

西天（ソディア）にて

…と思ったら、すでにアップ済みだったわ…ｗ
http://76519.diarynote.jp/?day=20060629
『　西天（ソディア）にて。　』

（1991.05.23.　by 尊貴 真扉（とき・まさと））　
2006年6月29日 連載（2周目!・上古神代〜水の大陸） コメント (3)

http://85358.diarynote.jp/201606250727006439/
https://www.youtube.com/watch?v=LYJYMrwwnYk&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=122
http://76519.diarynote.jp/?day=20060629


…お（＾＾；）。

忘れてた単語（固有名詞）拾った…ｗ

＞希望と絶望の神アゾルディアド

これだこれだ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=r2n1Juh68Rg&index=123&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - My Heart Is Burning

それにつけても、太陽のリアル軌道が北すぎる！

（＠＠；）と、思うのですが…。

いくら夏至直後ってったって、ここ、緯度の高い札幌なんだよ…？

真昼の太陽の位置が、「天頂より北」って…ありえるの…？？

磁極だけでなくて、地軸。

マジ、ずれてないですか…？？

https://www.youtube.com/watch?v=4k40hfjjcbY
アトランティス 樽屋雅徳

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=r2n1Juh68Rg&index=123&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
https://www.youtube.com/watch?v=4k40hfjjcbY


（６月29日）　守ってあげたい - 松任谷由実（フル）

http://85358.diarynote.jp/201606291919107732/

（ヘレナ　１２歳）

2016年6月29日 リステラス星圏史略　（創作）

絵がありましたよと。

（＾＾；）

では、これを貼らずにはおられますまい…♪

https://www.youtube.com/watch?v=6SNdzYHzTgU
守ってあげたい - 松任谷由実（フル）

http://85358.diarynote.jp/201606291919107732/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=6SNdzYHzTgU


（６月29日）　もし戦って勝てるものなら、

http://85358.diarynote.jp/201606291920576813/

「運命（さだめ）に抗って勝てた者はいない」　（中３）

2016年6月29日 リステラス星圏史略　（創作）

 
運命（さだめ）に抗って勝てた者はいない

もし戦って勝てるものなら

それは運命とは言わないのだ…
 

http://85358.diarynote.jp/201606291920576813/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


（６月29日）　サタナクラは奴隷文化の地である。

http://85358.diarynote.jp/201606291947373081/

（１　びょうびょうと風が吹きすさぶ）

2016年6月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　　

https://www.youtube.com/watch?v=jpSLGrj5Pc0
天満月の夜に浮かぶオイサの恋 / 樽屋雅徳 

　１．

　びょうびょうと風が吹き荒ぶ。

　サタナクラは奴隷文化の地である。

　朝、遠い地平の日の出とともに銅鑼や鐘の音（ね）が響き渡り、使役される人々の

群は幾百幾千もの列を作って移動を始める。

　　　はいよおー。

　　　ほいぃ…。
　長く尾をひく独特のかけ声が順々に園地に出て行ったあと、陽の当たらぬ北斜面

の掘っ立て小屋に残されるものといえば、鶏に荒地山羊。三歳以下の幼児とその面倒

を見るわずかばかりの老婆たち。

　斜めに光のさしそめた浅く広大な盆地はすぐに熱気の鍋となる。

　天然の川はない。

　赤く灼けた世界を渡る風が月日にさらされた帆をまわし、ゆっくり、ゆっくりと、

木組みの動輪がわずかばかりの濁水を汲みあげる。

　水運びは子供の仕事だ。

　女は固い黒紫の果実をもいで、ずっしりと身の丈ほどの籠を積み上げてどこまでも

引いて行く。

　その、後から、枝を払い、根を掘りおこし、男たちが来年のための苗木を植えて

続く。

　　　仕事は辛くはない。

　生まれてから死ぬまで。

　けっして辛くはない。

http://85358.diarynote.jp/201606291947373081/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201606291947373081/
file:///tmp/puboo/123094/440257/d5c7f786a7dd44aa8c36/7282/epub/OEBPS/image/85358_201606291947373081_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jpSLGrj5Pc0


　ひょぉお…

　今日も、ブナン樹の固い葉だけが揺れる盆地を砂と風が日差しと熱砂が吹きぬけて

ゆく。

　赤い、風吹くサタナクラ。

　人々はそう呼んだ。

　２．

「ヴァル！（くそっ！）」

　あまり上品とは言えない悪罵をつぶやいてカナヤは汗をぬぐった。

　塩気が、とうにすりむけた手のまめにしみて顔をしかめる。

　もとをただせば農奴などではない。

「歌女、昼餉だよ」

タミヤ

カナヤ

タニヤ

カムヤ

カナヤ



タンヤ

https://www.youtube.com/watch?v=9HyRB0zsF1Y
輪廻の八魂 / 樽屋雅徳 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月29日20:48
　

０５６

７４７４

…間違っても「カナヤ」（仮）は、ナヨナヨしてない…☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月29日20:50
　

…あれ？

もう少し後の時期に書いた（はず？）の、

そもそものイントロ（ラチられるところ）のエピって…

脳内だけ？　書いたの無いっけ…？？
 

https://www.youtube.com/watch?v=9HyRB0zsF1Y
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（６月29日）　弥栄＝ヤーサカ　ヘブライ語で「神よ」を意味する根源語で。ここか
ら杉原千畝が出た。

http://85358.diarynote.jp/201606292134048142/

めも。（続きはアサッテ！）

2016年6月29日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=0RYiJyvYWZ4
斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 

これ２つ「分冊追補」作業一旦完了。

http://p.booklog.jp/book/108069
リステラス星圏史略

古資料ファイル　３－１－０

《ヤツィー族》の伝承歌

http://p.booklog.jp/book/108068/read
リステラス星圏史略

古資料ファイル　３－１－８　

《苦夏》 〜サタナクラ〜 

https://www.youtube.com/watch?v=RBsWa56fR-U
白磁の月の輝宮夜　樽屋雅徳

これまだ作業宙。

http://p.booklog.jp/book/107225/read
リステラス星圏史略

古資料ファイル　３－１

《水の大陸》年代記 

https://www.youtube.com/watch?v=zWxmnk6FKeU
【吹奏楽】 絵のない絵本　樽屋雅徳　福工大附属城東 

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

http://85358.diarynote.jp/201606292134048142/
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絵のない絵本_〜第十二夜〜 

https://www.youtube.com/watch?v=OWO_8ihJgN8
ノアの方舟-樽屋雅徳 

…合うなぁ〜…♪

https://www.youtube.com/watch?v=sjRAzNqMqZI
民衆を導く自由の女神 

amaちゃんだ @tokaiama · 11時間11時間前 
東濃は本当に驚かされることが多い

可児市・八百津町・白川町・蛭川・恵那北部の神社を調べて回ったら大半が八坂神社

であった

弥栄＝ヤーサカ　ヘブライ語で「神よ」を意味する根源語で京都ではユダヤ神社と言

われる

ここから杉原千畝が出た

またユダヤ式牛飼いが多いのも不思議だった

amaちゃんだ @tokaiama · 11時間11時間前 
東濃蛭川村に移住して13年
当地は百済人の末裔で、みな痩せていて背が高く手足が長くかっこいい

デブなど余所者以外、一度も見たことがない

おまけに第一級の女優なみの、とんでもない美女がドラッグストアでレジに立ってた

りする

彼女を見るたびに高句麗末裔、北朝鮮の素晴らしい美女を思い出す

…オオノだ…ｗ
http://76519.diarynote.jp/200609070950240000/
『　ありえる・たうん　（投稿用原稿 第一話・1）　』
（＠12年も前!!　(^◇^;)　）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606292216441521/
コメント

https://www.youtube.com/watch?v=OWO_8ihJgN8
https://www.youtube.com/watch?v=sjRAzNqMqZI
http://76519.diarynote.jp/200609070950240000/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月29日23:49
 
　

地震は熊本がヤバい感じ…？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月30日6:20
　

「ヤバい感じ」と書いたまさにその瞬間にクマモト震度４。

ヽ（・＿・；）ノ

その後、日付が変わってからの有感地震が、すでに６回…

(・ω・;)(;・ω・)
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（６月30日）　『カルマ』

http://85358.diarynote.jp/201606300756485710/

「 登 山 日 和 」です…♪♪

2016年6月30日 環境は、生命圏で、生存権。

　

https://www.youtube.com/watch?v=mTdcxQZcQAE
BUMP OF CHICKEN『カルマ』 

おはようございます！（＾ｗ＾）！

０７：３９でした。

札幌の気温２０℃。

直射日光熱で室温２２℃…（＾＾；）

晴天。o（＾＾）o

降水確率終日０％…♪

いささか風が強いですが、これ以上は望むべくもない、

http://85358.diarynote.jp/201606300756485710/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160630/85358_201606300756485710_1.jpg
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「 登 山 日 和 」です…♪♪

ってことで、本日の攻略目標はこちら…♪♪
http://www.kokudo-giken.co.jp/hiking/teine-heiwafall.html
手稲山(平和の滝コース)

百草園時代の私だったら小一時間？で駆けあがる距離ですが、このところの体力の落ち込み（

－－；）と、反比例している体重の増加っぷり＜（〜〜；）＞から計算すると、一回で登頂でき

るとは限らない…★（－－；）★

と、霊性に、もとい、冷静かつ客観的に判断しまして、とにかくアプローチまでのルート確認（

自転車）と、とにかく一歩でも登山道に足をかける！というところまでが、（そして、いつもの

ごとく「無事故で」本日中に帰宅。というのが）、最低限の、本日の努力目標でございます…☆

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 0.040 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

線量「やや高め」。（－－；）

まぁ強い南風で、微細な粉塵がカッ飛んでるんで、仕方がありません…

むしろ、気温上昇による光化学スモッグのほうが懸念事項かな…

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 函館市 
【M2.6】内浦湾 深さ9.1km 2016/06/30 03:30:08

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ21.5km 2016/06/30 01:34:53

http://www.kokudo-giken.co.jp/hiking/teine-heiwafall.html
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


震マップ @eq_map · 24時間24時間前 � 北海道 遠軽町 
【M3.8】網走地方 深さ419.0km 2016/06/29 08:39:11
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.808,143.482&ll=43.808,143.482&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=43.808&lon=143.482&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map … (アニメ
)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160629083911a.gif …

https://www.youtube.com/watch?v=Ed1tv_gCOUA
Pet Shop Boys - Left To My Own Devices
 

http://maps.google.co.jp/maps?q=43.808,143.482&ll=43.808,143.482&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=43.808&lon=143.482&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160629083911a.gif
https://www.youtube.com/watch?v=Ed1tv_gCOUA


（６月30日）　（　天路歴程　）。

http://85358.diarynote.jp/201606301024542122/

目標捕捉♪ o(^-^)o
2016年6月30日 スポーツ
　

自室を出たのが予定より（なぜか）１７分遅れ。

途中の北洋銀行で（なぜか）カードの暗証番号をド忘れして（＾＾；）

冷や汗かきながら（なぜか）ロスタイム５分ほど…。

１０：３５、橋を通過。

http://85358.diarynote.jp/201606301024542122/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=228
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（６月30日）　近道のつもりで予定のルートを外れて真っ直ぐ走っていったら、

http://85358.diarynote.jp/201606301115204236/

ここは何処？(^。^;)　私は鰔…？

2016年6月30日 旅行
　

　

（真正面に山が見えるじゃん♪）

…と、近道のつもりで予定のルートを外れて真っ直ぐ走っていったら、

…道のほうがぐぐんと曲がってしまいまして…（＾へ＾；）…★

http://www.welcome.city.sapporo.jp/find/shops/sapporo_central_wholesale_market/
札幌市中央卸売市場 場外市場

…山へ行くはずだったのに、何故？？

（＾＾；）

海鮮市場の誘惑にさらされねばならんのだ…ｗｗｗ

http://www.hagiomoto.net/works/144.html
山へ行く

ｗ（＾＾；）ｗ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606301150242478/

ろすたいむ３０分。(^。^;)

2016年6月30日 旅行
（承前）

そして登山口に着いてるつもりだった時間に、

http://85358.diarynote.jp/201606301115204236/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=216
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160630/85358_201606301115204236_1.jpg
http://www.welcome.city.sapporo.jp/find/shops/sapporo_central_wholesale_market/
http://www.hagiomoto.net/works/144.html
http://85358.diarynote.jp/201606301150242478/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=216
file:///tmp/puboo/123094/440257/d5c7f786a7dd44aa8c36/7282/epub/OEBPS/image/85358_201606301150242478_1.jpg


そして登山口に着いてるつもりだった時間に、

「登山口へのアプローチ入り口」に、ようやく到着…

（なぜか？１２：００ジャスト…）
 



（６月30日）　山桑の実が、完全放置で、タダで！ｗ

http://85358.diarynote.jp/201606301211585278/

おやつタイム♪ (‾ー+‾)ニヤリ

2016年6月30日 りすらん♪ ガイド☆
　　

なんと！

多摩川土手だったらあっという間に（＾＾；）

散歩人間に喰い尽されているであろう（＾◇＾；）

山桑の実が、完全放置で、タダで！ｗ

食べ放題です…♪

（ジャムにできそうなほど、ある♪）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201606301323483903/

タイムラグ１時間半。(^_^;)

2016年6月30日 スポーツ
　　

そんなわけで（？）各種食欲の誘惑にさらされつつ…

予想に反して、アプローチルートが、私が一番ニガテとする

「日当たりのアスファルトのだらだら登り」だったので…

自転車漕ぐ根性が早々に尽きて、

ペットボトルの有機野菜ジュースがぶ飲みしながら、

押して歩くこと一時間…★

ｗ（－－；）ｗ
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１２時には着いていたいという目算だった登山口に到着したのが、

（なぜか）すでに１３時３０分過ぎ…

 



（６月30日）　ダレムアスの白い街道。(^-^)g

http://85358.diarynote.jp/201606301547507630/

ダレムアスの白い街道。(^-^)g

2016年6月30日 リステラス星圏史略　（創作）
　　

「夢で視た！」

まさにこの景色…♪

（そして水音！）
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（６月30日）　「役に立たない予知夢シリーズ」で視ていた景色…

http://85358.diarynote.jp/201606301548213274

「夢で視た」ところだ…o(^-^)o

2016年6月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　　

いつだったか忘れましたが、わりと最近？

（少なくとも「札幌に来てから」なのは確か）

例によって「役に立たない予知夢シリーズ」で視ていた景色…

そのまんま。でした♪

！（＾◇＾）！

（予想外に藪蚊がすごかった…★）

（１４：４７通過。）

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年9月1日23:51
　

…ここは…（ＴＴ；）…

http://85358.diarynote.jp/201606301548213274/
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直後の「台風直撃！」で…

あとかたもなく…（＞＜ｐ）…

ワイプアウト。されてしまいました…★★
 



（６月30日）　（　偶然の一致。）

http://85358.diarynote.jp/201606301548444462/

タイムアウト！(^。^;)！

2016年6月30日 スポーツ
　

当初の想定：

「頂上に辿り着けなくても、１５時で折り返す」

登山口で得た情報で、目標追加：

「ルート真ん中？の滝まで行って折り返すのが、体力＆時間的にジャスト」

…なぜか…？（＾◇＾；）？…☆

１４：５８に滝に到着…。

写真撮ってたら１５：００のタイム鳴りまして、そのまま折り返し…☆彡

http://85358.diarynote.jp/201606301548444462/
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（６月30日）　高島満兎（まと）。←りすの前世…？

http://85358.diarynote.jp/201606301550307943/

無事下山。16時00分。
2016年6月30日 くたばれ！カイザー（ん）！
　　

１時間半かけて登ったルートを、

ジャスト１時間でさくさく下山。

（そして何故か？？　本当に１６時ジャストでした…ｗ）

さすが私♪　（＾ｗ＾）ｇ

腐っても霧樹りす♪

毎週登ってま〜す♪ 風の、イカニモ「装備に金だけ懸けてる」見栄はり
「今ドキ山ガール」おばはんズを、さくさく追い越して歩きましたよ…♪

（でも本当に、ムダに体力落ちてる…！★（ーー；）★）

参照：http://85358.diarynote.jp/201607011647519647
民主主義革命の旗をかかげ／「独立闘争支持」／機関紙網を組織した高島満兎（まと）。←りす

の前世…？
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（６月30日）　「時間のカミサマに愛でられて」いた一日。

http://85358.diarynote.jp/201606301935002060/

「ホワイ連れてお散歩に行かなくちゃ。」＠19時45分。

2016年6月30日 スポーツ コメント (3)
　　　　

標記のタイトルは実家の母と姉と弟にだけ通じる

「夏の暗号」（？）です…ｗ

真ん中のピークの左側の崖線の下のところ

（推定標高５００ｍ）地点まで行って、

体力と時間切れで（＾＾；）

折り返して戻って参りました…

（往復自転車！）

https://www.youtube.com/watch?v=n0xvqUzilyk
Mr.Rain - Grazie a me [ OFFICIAL VIDEO ]

あとね。（＾＾；）

帰り道でフレッシュな（発生直後の）交通事故現場を目撃…☆

（これも、「夢で視て」ました…ｗ）

「病院の真ん前」。（＾＾；）

非番？の看護師さんたち総出？で見学。

へし折れた電柱と、激突してメリ込んだ銀灰色のワゴン車。

夕方の幹線道路大渋滞。

続々と（呼び過ぎたと思われる）救急車…総計５台？の事故…

http://85358.diarynote.jp/201606301935002060/
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（歩道の血痕量と雰囲気から推して、少なくとも即死者は出てなかったと思われます…）

（＾＾；）

…「ちょうど」ぴったりに？「通る時間が遅れて」なければ…

歩道に乗り上げた車とぶっとんだ別の車とバイク…？

に、「巻きこまれて」いたかもしれない…？

「タイミング」で、ありましたよと…☆彡

…ｗ（＾□＾；）ｗ…。

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月30日20:48
　

先ほど無事帰投。o(^-^)o
シャワーだけ浴びて着替えました。

とにかく汗だく。(^。^;)

実に有意義というか時間が有効に使えたというか…

頭リラックスして体はハード。

(^。^;)

とりあえずごはん食べて

漫画読んで寝ますぅ♪

　

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7月1日17:26
　

昨日は本当に、「時間のカミサマに愛でられて」いた一日の気がしましたよ…♪

ｗ（＾＾；）ｗ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月1日17:27
　

０

５６

７７

５５…☆彡

掃除してきまーすっ♪
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（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借景資料集）
 

※
 

も〜、めんどくさい！

ので…（＾＾；）…☆
 

トリガーとタイトルのみ！
 

コピペ集…☆
 
 



（６月１日）　2016年6〜8月の間にポールシフトが起きる、と緊急メッセージ。／「
東京はもう危険なので熊本に引越する準備中」（2013年10月）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（前半）

 
http://85358.diarynote.jp/201606010942398881/

日本全国で震源の深さ100km以上の深発地震が多い／地磁気また来てますよ(‾
_‾|||) ／「2016年6月〜8月の間に急激なポールシフトが発生→70％の生物死ぬ」
。

2016年6月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606011001242314/

【危険】【 新潟市 】 秋葉区の空気は「全ての人が屋外活動を中止する必要。特に
心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供。」／福島県会津若松市で０．３７

１μSv/hを観測。

2016年6月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
…ついに tenki.jp のＷＥＢ広告に、
こんなトリガーが載る（＾＾；）時代に…。
https://www.whitefood.co.jp/user_data/shop.php
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mXIQwEfpO0s
オネアミスの翼　王立宇宙軍 

…このオッサンとヤン・ウェンリーが酒を酌み交わしたらさぞ面白かろうと思う人、ＲＴ…ｗ
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606011106254971/

やっぱりメルトダウンだった／０．３μSvを超えたら軍隊も逃げ出す／放射線管理

http://85358.diarynote.jp/201606010942398881/
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区域で働く福島の農家／川内原発はトラブルで止まった。仏メディア報道／日本の

反応はおかしい。

2016年6月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（後半）

 
http://85358.diarynote.jp/201606012010285687/

最近巨大な穴が地球上にできた／すべてが吸い込まれる。

2016年6月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606012155304373/

強制避難レベルの場所が全国に広がりつつある恐怖感。

2016年6月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606012236517218/

【福一原発】ダストモニタ【高警報】発生。【報道は無い】／創価学会　地区副リ

ーダー突然死ご冥福をお祈り申し上げます／産地偽ってるから安い寿司は食うな。

2016年6月1日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606012237298128/

福島から札幌に避難移住したママ達が江別にカフェをオープンし

ます。お立ち寄りください！

2016年6月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)
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（６月２日）　それをパワースポットとか呼んでたり？

http://85358.diarynote.jp/201606020906139711/

【M6.5】 INDONESIA／【 ６／５ 磁気嵐発生の恐れあり】航空機、電話、TV、ラ
ジオで交信不具合、停電の危険がある。

2016年6月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606020929539986/

※　ホワイトフードさんの空間線量情報が、有りません…？？

2016年6月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606020936054235/

百万年の炉フクイチ。やっぱりメルトダウンだった…／芸能人可哀想。

2016年6月2日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
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（６月３日）　生命誕生における月が与える潮の干潮が与える影響はとても大きかった
と推測されていて、その月ははるか昔地球に隕石が衝突した時に飛び散った破片が集ま
って出来ていてその衝撃で地軸が傾いているんだ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（前半）

 
http://85358.diarynote.jp/201606030609037190/

コロナホールの影響が４日から／６月５日Ｇ３級の磁気嵐発生の恐れ／電波サー

ビス、航空機、電話、TV、ラジオで交信不具合、変電所で停電の危険。

2016年6月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606030735457281/

原子力緊急事態宣言中／茨城県東海村廃棄物処理棟１リットル３７万ベクレル放射

性物質／６月３日から潮位が高くなるため冠水のおそれ。

2016年6月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606030804322837/

３時間で10μSvの被曝。線量計なりっぱなしだぞ／最近突然睡魔に襲われるんだ
よねー／汚染大国日本／東電旧経営者は海外逃亡／富裕層は海外逃亡のため貯蓄。

2016年6月3日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606030840076586/

【健康食品の「定期」は解約できます】／忍者ダイエット／【 新潟 で 被曝 】／
一番最初に脳がやられる。脳の死は被曝／『進撃の巨人』アニメーター（享

年26歳）永眠。

2016年6月3日 ダイエット コメント (1)
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（後半）

 
http://85358.diarynote.jp/201606032124599955/

ちょっと元気になってきた／４日から５日にかけて地磁気が乱れる可能性があり

ます。

2016年6月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606032147086593/

「１５０年間で最大の降雨量」／【洪水危険区域】／JR川崎駅で浸水４メートル
超／川内原発 たまり続ける使用済み核燃料／福島原発からの風が九州 四国方面に
吹きます。。

2016年6月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606032148348886/

【避難させろ。】／猛毒トリチウム殺人／ひよこイチゴ vs ちょうちょ／フクシマ
では再汚染が起きている。

2016年6月3日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
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（６月４日）　太陽フレアの引き起こす磁気嵐に備えて頭にアルミホイル巻くのは社会
人の常識であるが。

http://85358.diarynote.jp/201606040841514488/

コロナホールの影響が４日から５日にかけて到来／G2〜3級の磁気嵐。磁力線も電
子もない領域からの太陽風が地球に直撃。

2016年6月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606040850352281/

災害援助＋フクイチ被曝＝【北海道自衛隊】脳に被曝後遺症／ホワイトフードさん

の空間線量情報が再びホワイト・アウト。

2016年6月4日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
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（６月５〜６日）　…やっぱオリジナルのほうが、ハチャメチャで面白いけどね…ｗ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月５日）

 
http://85358.diarynote.jp/201606050757061621/

【M5.2】VANUATU／【M5.4】MOLUCCA SEA／【M5.5】TONGA／太陽に黒
点は見られません／「巨大地震の約８割が黒点少ない時期に発生」 。

2016年6月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606050848139172/

「高線量が検出された」／関東方面に東電福島原発からの風が吹きます。

2016年6月5日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606050849149624/

「知らないのはわれわれだけだったんだ」／早く情報を伝えてくれれば被曝量が

少なくてすんだのに。

2016年6月5日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月６日）

 
http://85358.diarynote.jp/201606060811574172/

【磁気嵐発生中】／発震する可能性／【M6.3】BANDA SEA／【M5.4】TONGA
／【M5.2】VANUATU, CHILE, INDONESIA／【M5.0】CENTRAL EAST...

2016年6月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606060857568762/
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【兵庫県】【ヨウ素131検出】／「物事を深く考えられなくなる【脳機能低下】低
線量被曝症状／我が大日本科学技術帝国ではチェルノブイリ原発から僅か300m地
点より高線量な所を一般車両が走るのである。

2016年6月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
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（６月７〜８日）　災厄前最強のサイキッカーの確保に成功、予知能力を使わせてポー
ルシフトを含む大災厄が起こるのを知り、世界にそれを一切明かさず動いたうえで大混
乱期に最大利益回収、最強国家に成り上がった連

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月７日）

 
http://85358.diarynote.jp/201606070815162307/

【パナマ運河崩壊のシナリオ】がコワイな…

2016年6月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606070842477795/

【皆さん、心の準備だけでもしておいて下さい。】／４日連続で黒点数ゼロ／地球

は今コロナホールの中／北極の氷１０万年ぶりになくなる？／地磁気も相当乱れて

ます。

2016年6月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606070857182311/

【福一で何かが起きている】／大宮駅東口Radex1503+ 0.18μSv/h／徳島県
の2016年交通事故死者数、半年足らずで去年１年間に並ぶ／「もはやミニ原子
炉だ。」

2016年6月7日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月８日）

 
http://85358.diarynote.jp/201606080926503336/

「超絶ヤバイ」／【M6.6】MOLUCCA／【M6.2】MEXICO／【M5.5】FIJI
／【M5.1】KURIL／熊本地震が起こる前と似てるんだよね。
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2016年6月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606081032229558/

伊方原発： 配管から放射性物質漏洩３２年間／次々と原発は爆発するしかありま
せん／やや大きな地震がきたら普通にダメだろうね。

2016年6月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606081047403002/

【増え始めた 奇形児 】／福島の甲状腺癌／関東東北全体で何万人が発症してるの
か／道路に駐車したら被曝／福一、臨時休業となります！

2016年6月8日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (4)
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http://85358.diarynote.jp/201606081047403002/


（６月８日）　老人たちは抵抗せず、中国を怒らせないようにやり過ごそうという。／
戦うしかない、と答える若者は、金銭的に外国移住という選択肢がない階層。

http://85358.diarynote.jp/201606081256356585/

東京都葛飾区５.３１μSv/h』（2014.3.9）／暮らせる場所はわず
か1ヘクタール／急げ、もう時間がない！。

2016年6月8日 環境は、生命圏で、生存権。
　

https://www.youtube.com/watch?v=-CqDL6oWWpo
Minoru Muraoka - Take Five

しう＠ゆくラボ @siu_lab · 6月5日 

おはようございｍ…
　

…くそっ！　月曜日の野郎、ついにここまで迫って来やがった！
もうこの街は安全じゃない！

オレが時間を稼ぐ。みんなは今のうちに避難するんだ！

急げ、もう時間がない！

　

という感じに、朝からスペクタクル感を演出すると、ちょっと元気出る。

スペクタクル健康法。

https://www.youtube.com/watch?v=yrkOprvcNyE
Irfan - Peregrinatio 

cmk2wlさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 12時間12時間前 
cmk2wl 2015.01.21 
「東京は、もはや住み続ける場所ではない」 「残念なことに、東京都民は被災地を哀

http://85358.diarynote.jp/201606081256356585/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://www.youtube.com/watch?v=-CqDL6oWWpo
https://www.youtube.com/watch?v=yrkOprvcNyE


れむ立場にはありません。なぜなら、都民も同じく事故の犠牲者なのです。対処でき

る時間は、もうわずかしか残されていません」三田医師

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
「動物には意識がない、あいつらは考えないというが、うそだよ。手負いのノロジカ

が横たわっていたんだ。そいつは情けをかけてもらいたがっているんだぜ。死ぬ間際

のノロジカは、人間の目といってもいいほど悟りきった目をしている。（略）「私だ

って生きていたい、行きたい」と訴えているかなんだ。」

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 14時間14時間前 
東京都葛飾区　飯塚小学校敷地内『5.31μSv/h』（2014.3.9）
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f297f1f3664f67391e68b172438f2fa9 …
小出先生

「東京の下町、葛飾区あるいは

　江戸川区の一部というところは、

　放射線の管理区域にしなければ

　ならないほどの汚染を受けています」

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
南海トラフで地震が起こった場合

東京や神奈川、千葉の人でも、TV報道なんて観てないで、すぐに高い建物に避難しな
いと助からないよね。東京湾に大津波が押し寄せて来た場合、河川に逆流するから、

都内は、あっというま。津波は「大人のヒザの高さ」でも、一気に身体ごと流される

。なめたらあかん

はなまま @hanamama58 · 6月6日 
伊方原発、大分県側の住民７月に差し止め申請 - 産経ニュース
http://www.sankei.com/region/news/160606/rgn1606060006-n1.html … @Sankei_news
さんから

伊方原発3号機は7月下旬に再稼働する予定で、その前に申請する。

北濱幹也 @kitahamamikiya · 6月5日 
【フクシマこれで良いの？】

■基準値を原発爆発前の数千倍に引き上げといて

「食べても大丈夫」って

これってフクシマを応援するのと違うでしょ

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/f297f1f3664f67391e68b172438f2fa9
http://www.sankei.com/region/news/160606/rgn1606060006-n1.html


■真実を公表して移住させるのが本当の応援でしょ！

【フクシマ２０１６年問題の図】 
https://twitter.com/kitahamamikiya/status/739262912657661953

Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics · 6月4日 
【西之島 鳥が卵温める様子確認】噴火が確認されてから2年半の西之島で、カツオドリ
が営巣・抱卵していることが判明。鳥が暮らせる場所はわずか1ヘクタール。
https://t.co/3jfm5NYc7R

どるぴん @carapowa1 · 6月4日 
岡山の三田先生が「何故か福岡移住者だけ血液検査の改善が見られないのが不思議だ

」と仰ってた言葉がどうも頭から離れない。どうしてなんだろう。。。

福島香織 @kaori0516kaori · 6月4日 
来年、香港返還20年。雨傘の挫折、続く銅鑼湾書店事件などで、今の香港には、夢も
希望もない、と嘆く人も多い。金があれば、移住したい、老人たちは抵抗せず、中国

を怒らせないようにやり過ごそうという。問題は、エリートでもなく、海外脱出でき

る資金もない若者たちだ。

福島香織 @kaori0516kaori · 6月4日 
子供を持っていて一番不安なのは、愛国教育だと。幼稚園で、北京と香港の関係を教

えられるのだと。台湾にいけば、公正な教育を受けられるので、台湾に移住したい人

が増えているそうだ。

https://www.youtube.com/watch?v=AtoMw8Z06BI
Irfan - Stella Splendens 

崔碩栄 @Che_SYoung · 5時間5時間前 
韓国人はより良い収入、法的権利、自然環境などを求め世界各地に移住してきた。昔

は満州、ロシア、ハワイ、北南米、日本。現在はカナダ、オーストラリアなど。今も

言語と仕事さえクリアできれば海外移住は後を絶たないだろう。「差別で心を殺さ

れる」国に居座る程無気力な人達ではない。

野口健 @kennoguchi0821 · 6月6日 

https://twitter.com/kitahamamikiya/status/739262912657661953
https://t.co/3jfm5NYc7R
https://www.youtube.com/watch?v=AtoMw8Z06BI


閉鎖されたテント村を後に空港に向かう途中、益城町の住宅街にてテント村で使用さ

れていたテントとタープを発見。避難所には入りたくないと自宅前にテントを移動さ

せ生活されていた。「やっぱりテントがいい。テント有難う」のお言葉に涙が流

れた。 
https://twitter.com/kennoguchi0821/status/739844719555973121

福島香織 @kaori0516kaori · 6月6日 
もし、香港が完全に中国共産党の支配下に入ったらどうする？と聞いたら、一人は外

国に逃げる、と答え、もう一人は戦うしかないっすね、と答えた。戦うしかない、と

答える若者は、金銭的に外国移住という選択肢がない階層。そういう若者が、武力革

命を否定しないという独立派に共感していく。

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 

松へのい @henoimatsu · 2時間2時間前 

僕「今日の予定に避難訓練って書いてあるけど何かあるんですか？」

先輩「あー、来ちゃったか……」

僕「？」

先輩「オフィスビル内が総出で行う、エレベーターを使わずに一回まで降りる楽しい

イベントだよ」

現在地点、37階───。

 

https://twitter.com/kennoguchi0821/status/739844719555973121
https://www.youtube.com/watch?v=4bY7i8lMXIk


（６月９日）　警察国家の誕生だ。／…だからそりゃＳＦネタだってば…

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月９日）

 
http://85358.diarynote.jp/201606090830294686/

【業界初】「富士山噴火デリバティブ」販売開始／コロナホール全開にすれば勝

てないこともないんじゃない？www

2016年6月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606090857097517/

【山形大学】５０万ベクレル【強制移住エリア】／【福一ライブカメラ １号機】
激しく揺れています／海上濃霧／土砂災害／もうパンデミックしてます！

2016年6月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月10日）
 
 http://85358.diarynote.jp/201606100800026780/

【M6.2】 INDONESIA ／【M5.2】 PHILIPPINES／「震源地は日向灘」南海トラ
フ巨大地震／【函南、浜松】の可能性／【残りの時間を後悔しないように過ごして

下さい】。

2016年6月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606100909449510/

「日本の子供の甲状腺癌の症例数が再び増加しました」／被曝⇒鉄欠乏貧血／トリ

チウム水や水蒸気で（白血病等）死に至る。

2016年6月10日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!

http://85358.diarynote.jp/201606090830294686/
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 http://85358.diarynote.jp/201606100931507406/

【東京方面ツアーが安い】／昨日の被ばく量：2.2μSv／朝日新聞が真実を報道
／「除染」残ったのは借金だけ／ワクチン接種【 幼児死亡率 】高い。

2016年6月10日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wc2jgWJUpwM
2012年度吹奏楽コンクール課題曲Ⅲ吹奏楽のための綺想曲「じゅげむ」 

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
「秘密保護法で、警察国家の誕生だ、防衛省は警察の軍門に下ったと言った通りにな

ってきたな：赤い豚氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/20162.html#readmore …

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年6月10日10:02
　

だぁいじょうぶ。

公安も機動隊も大阪府警も自衛隊も、

み〜んな「安いフクシマ産」食材を、食堂で喰わされてるから…ｗｗｗ

（まず、暴力要員から先に死んでいくので…嗤って待ってりゃ、

　ニホン酷性腐は瓦解する…ｗ）
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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（６月10日）　このカプセルがあれば、世界中どこででも暮らしていける。発電機能
搭載型単身用移動カプセル住居。

http://85358.diarynote.jp/201606101006419169/

【 札幌市 whitefood.co.jp 】／世界中どこででも暮らしてい
ける。

／（東京はやめとけ…）

2016年6月10日 環境は、生命圏で、生存権。
　

https://www.youtube.com/watch?v=bEOWOkYcHE8
マードックからの最後の手紙 

ホワイトフード 
@whitefood1 
ホワイトフードは利益が出たとしても、将来にわたってお客さまのお子さまの健康を

脅かす危険性のある商品を販売することを断固拒否します。 放射能検査の数値だけで
…

札幌市 • whitefood.co.jp

https://www.youtube.com/watch?v=MQJhUHxnxso
Vargo - The Moment

　動け。飛べ！

　逃げるんだ…!!

bass3721 @bass3721 · 3時間3時間前 
原発避難解除に向け試運転　南相馬 のＪＲ常磐線
ＪＲ東日本は９日、東日本大震災以降、運転を見合わせている福島県 #南相馬 市の常
磐線小高－原ノ町間で電車を試運転した。

http://85358.diarynote.jp/201606101006419169/
http://85358.diarynote.jp/201606101006419169/
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http://goo.gl/CEqGMn （産経フォト）
https://pbs.twimg.com/media/Ckitpx9UoAASL4s.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
柏市当局は　これは塩梅が悪いと認識している

http://inventsolitude.sblo.jp/article/175631527.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
原子力のメッカも　ガタガタに

茨城県の人口動態が悪化を続けています。

http://inventsolitude.sblo.jp/article/175632124.html …
日立市の滅亡が見えた！

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
米国土壌調査によるストロンチウム90の濃度相対比較
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175636456.html …
神奈川・群馬・栃木・埼玉・千葉のストロンチウム汚染

neko-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
Lightworker19 2016年5月
夏風邪が

なぜなかなか治らないのか？

フクイチ由来の

放射性物質の被曝による

免疫力の低下が原因。

呼吸からの被曝が

最も影響が大きい。

西日本に移住しないと

放射能に殺される！

https://pbs.twimg.com/media/Ckg3-ReUgAEF5PG.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
nek
o-aii @neko_aii · 10時間10時間前 
【帯状疱疹の医者】水疱瘡や帯状疱疹を繰返す時

『白血病 悪性リンパ腫 癌 糖尿病 膠原病 エイズ』の可能性

https://pbs.twimg.com/media/Ckitpx9UoAASL4s.jpg
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175631527.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175632124.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/175636456.html
https://pbs.twimg.com/media/Ckg3-ReUgAEF5PG.jpg


核心を突くツイ&RT心がけます @kenshimada · 14時間14時間前 
チェルノブイリ事故をよく知るロシア政府が輸入禁止にする日本の魚。新潟・山形の

日本海側まで含まれている…川を伝って日本海側にも放射能が流れ込んでいると見て
いるわけだ。 （ホワイトフードさん調べ） 
https://pbs.twimg.com/media/B25N0hDCYAE1K4M.png

https://www.youtube.com/watch?v=U475MNNjLN0
Silence... - Vargo 

北海道反原発連合 @HCANjp · 18時間18時間前 
【0610再稼働反対！道庁前抗議】2016年6月10日(金) 18:00-20:00 ■泊原発停止から
4年。再稼働させる理由はどこにもない！脱原発を掲げる政党や候補者を応援し、原発
推進の自民の議席を減らす！

東えぞ共和国の総裁だべさ @katz_ultimatum · 6月7日 
おっと､泊を忘れていた。北電は商工会やロータリークラブなんかにじゃんじゃん金を

出して見学会をさせているようだ。車代から､宴会代まで北電持ち､「らしい」。オレ

が聞いた話だから真偽は不明。でも見に行った奴らは口を揃えて､泊原発の再稼働は北

海道に必要だ､安全だとのたまうのでおもしろい。

土肥寿郎 @jyu6 · 6月6日 
７月刊行予定の第２弾は斉藤武一著『泊原発とがん』（税込756円＝ブックレット）
です。道民にとってはかなり衝撃のリポート。現在鋭意編集中。

https://pbs.twimg.com/media/CkQ5lXLUoAAmkou.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=ZOlyyepQwi4
ＣＥＮＴＵＲＩＡ　（センチュリア）

カラパイア @karapaia · 12時間12時間前 
【RT1000UP】 このカプセルがあれば、世界中どこででも暮らしていける。発電機能
搭載型単身用移動カプセル住居

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52193032.html …

https://pbs.twimg.com/media/B25N0hDCYAE1K4M.png
https://www.youtube.com/watch?v=U475MNNjLN0
https://pbs.twimg.com/media/CkQ5lXLUoAAmkou.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZOlyyepQwi4
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52193032.html
https://pbs.twimg.com/media/CkgRLfLUgAA8lTb.jpg


https://pbs.twimg.com/media/CkgRLfLUgAA8lTb.jpg

欲しい☆

まじ欲しい…☆彡

坂取 @_nnbn_ · 14時間14時間前 

大阪出張時のわたし「たこやき美味すぎ大阪移住する」

北海道出張時のわたし「海鮮神かよ北海道移住待ったなし」

名古屋出張時のわたし「たませんって何天才じゃない名古屋住むわ」

東京帰宅時のわたし「東京サイコー」

結論:どこでもいい

東京はやめとけ…。

WIRED.jp @wired_jp · 6月7日 
火星移住計画を主催しているオランダの民間非営利団体マーズワン。20,000人の応募
者から選抜された100人の男女。今後の選考で、「最高で」24人の候補者に絞られる
。http://wired.jp/2015/02/19/mars-one-narrows-applicant/ … #アーカイヴ記事

 
 

http://wired.jp/2015/02/19/mars-one-narrows-applicant/


（６月11日）　生き残ってやる(｀·ω·´)ゞ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月１１日）

 
http://85358.diarynote.jp/201606110652112986/

【M6.4】三陸沖 【M6.2】SOLOMON 【M6.1】NICARAGUA 【M5.7】FIJI
【M5.5】ASCENSION 【M5.3】HONSHU…

2016年6月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !! コメント (3)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606110746505869/

世界でM６が８回目です(｡-_-｡)

2016年6月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606110853204606/

【浜岡原発】津波想定２１メートル／御前崎市９０%死亡。あっという間に東京終
了／大気中には「現在も１時間あたり1000万ベクレルが、大気中にタダ漏れ中。
詳しくは東電のHPで。

2016年6月11日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606110858291298/

【公明党、原発容認】／そのお前の息子が甲状腺癌なら御愁傷様だ／「今ごろ言っ

てすいません」／東電社員家族バス11日夕方逃がし、一般人はまだ避難指示さえ
出てなかった。

2016年6月11日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (6)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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（６月12日）
 
http://85358.diarynote.jp/201606120747384831/

【鹿児島県：諏訪之瀬島】6月11日22時頃からストロンボリ噴火が始まっている可
能性。

2016年6月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606120758098656/

【M５.０ 最大震度４ 茨城県】／ツイッター約3,300万人パスワード流出／公式
に【溶融炉心】コリウム（デブリ）600トン行方不明と発表／暴走スカイライン原
発ふぁんとむ…

2016年6月12日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606120836516229/

【生命を落とす危険】／【首都圏ウラン被曝】／コリウムは造語。炉心燃料コアと

他の金属材料との合金。溶融燃料や溶融デブリ／【茨城県】人口動態が悪化を続け

ています。

2016年6月12日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
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（６月13〜⒕日）　カリブの島でモンプレー火山が噴火、三万人が死んだのが1902年
。それから20数年後、グスコンブトリを賢治が書いた。／いずれ地球は、生き物の痕
跡もない火星のような「惑星」になる。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月13日）
 
http://85358.diarynote.jp/201606130813492079/

【コロナホールでかい〉／九州は２つの島に別れる／どうやら明日も要注意／イン

ドネシアで５つの火山が同時に噴火／異常値は関東かもしれないなぁ。

2016年6月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606130845486579/

稼働中の川内原発。そろそろ止めといた方が良いんじゃないの。

2016年6月13日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606130854158884/

「避難の解除」／【東京平均３万７千ベクレル】／帰りたいなら止めないけど、あ

とで文句言うな。

2016年6月13日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月⒕日）

 
http://85358.diarynote.jp/201606140757368241/

【噴火キタキター】／【トカラ列島】鹿児島の諏訪之瀬島で火山噴火…噴
煙1900メートルに達する／南海トラフ地震と関係性のある火山島。

2016年6月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !! コメント (1)
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http://85358.diarynote.jp/201606140848317592/

始まりました。湿度連続100パーセントです／津波の到達時間の早さとか（高さ：
最高で30メートル）など国が試算を出してる。

2016年6月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !! 
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606140849198399/

【やっぱりおかしいな！】／「チェルノブイリでは放射性ヨウ素５０ミリシーベル

ト以上被曝すると有意に甲状腺がんに。フクイチでは概ね３０ミリシーベルト以下

だから甲状腺がんの原因にはなるまい」。

2016年6月14日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
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（６月15〜16日）　常識を覆すカレイ。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月15日）
 
http://85358.diarynote.jp/201606151047105848/

【M6.2】VANUATU 【M5.6】INDONESIA 【M5.4】RYUKYU
【M5.2】ALEUTIAN, 奄美…コロナホールの影響が出てきたね。

2016年6月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !! コメント (3)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606151135251762/

【川崎の東芝⇒原子炉】が漏らしたか／日本各地で異様な高湿度100%が頻繁に計
測される／「トウホクが差別される３０年後のニホン」／気の毒としか言いようが

ない。

2016年6月15日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606151200076710/

「線量高いと心の除染」／住民の安全を考えない日本政府／もう十分でしょ／サル

以下にしたら生産性もなにもなくなっちゃうのに。

2016年6月15日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606151203165844/

【Ｊ１が急性白血病】／村に戻れば年間５〜１０mSv被曝／トリチウム催奇形性
の確率。

2016年6月15日 ダイエット
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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 （６月16日）
 
http://85358.diarynote.jp/201606160903494261/

【ポールシフト】今日スタート／【M5.7】GUATEMALA 【M5.2】VANUATU
【M5.0】AFGHANISTAN／コロナホールにより地磁気が乱れる／明日は彗星近日
点通過日です。

2016年6月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !! コメント (2)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606161005444506/

川内原発に近づく地震／玄海原発 Ｍ７.２ 数年内に起きる／奥【日光】秩父【軽
井沢】湿度連続100パーセント／大気の汚染はすさまじい。

2016年6月16日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606161011185237/

被曝すると何が起きる？／水虫や虫歯が急悪化／身内に異常に病人死人／IQも EQ
もおかしい／【スマホ 放射線 線量計アプリ】必需／山形市0.5μSv/h超え／段ボー
ル0.9μSv。

2016年6月16日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
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（６月17〜18日）　「地軸を変えるしかない。」／傾きすぎじゃない？？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月17日）
 
http://85358.diarynote.jp/201606171005258420/

福一放射能汚染風が四国から北海道に／豪雨、強風／汚染が攪拌されて／シベリア

熱帯化。最高気温３５℃／東京都も湿度100パーセント／（原因は自民党）。

2016年6月17日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606171030132549/

【甲状腺異常】／【心筋梗塞・白血病・癌】／次々と死んでいく医師／福島、茨城

の人は診察拒否／千葉より凄い 「熊谷」／ハーゲンダッツ 群馬県／安全を確保し
てからタイムラインをご覧ください。

2016年6月17日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月18日）
 
http://85358.diarynote.jp/201606180834529654/

太陽風速度上がり過ぎ(‾_‾|||) ／地軸の傾きが大きくなっています。 :

2016年6月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606180855244260/

６月２０日から６月２３日にかけて満潮。

2016年6月18日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606180858148458/
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測定値一喜一憂しているレベルではない。大気・水・食品の全て汚染、ロシアンル

ーレット。

2016年6月18日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
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（６月19〜20日）　地球の地磁気は過去100万年あたり1.5回程度の頻度で反転して
いる。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月19日）
 
http://85358.diarynote.jp/201606190816562241/

【M4.8】【VANUATU】／【M5.5】INDONESIA,
ARGENTINA【M5.0】MICRONESIA, ALASKA／歪み調整として地殻変動は起き
る／今日も揺れそう。

2016年6月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606190850201145/

避難勧告／オキシダント濃度上昇／海上濃霧警報／光化学スモッグ（学校情報）／

異常天候早期警戒情報／土砂災害警戒情。

2016年6月19日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606190852516189/

それでも福島県で農業が続けられている摩訶不思議／このまま経済（お金）のこと

を上手にやりさえすれば生きていけると本気で勘違いしている人が多すぎ／東京

で死ぬんだ／「茨城県民、大脱出」が始まっている。

2016年6月19日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月20日）
 
http://85358.diarynote.jp/201606200803575248/

【M6.6】LOYALTY ISLANDS 【M6.3】VANUATU 【M5.4】PHILIPPINES
【M5.3】INDIAN 【M5.2】MOLUCCA SEA
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2016年6月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606200839182969/

土砂災害／大雨・洪水／人身事故／「氾濫危険水域」／山火事／異常気象／空間線

量／【避難勧告】。

2016年6月20日 ヒロシマ＋ナガサキ＜【 フクシマ 】＝【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606200853336871/

内部被曝は起こらない／降り始めに線量が急上昇する雨に当たれば体調不良に

なる。

2016年6月20日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
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（６月21〜22日）　（…あんまり情報量が壮絶すぎる。ので、東日本と西日本に分け
てみました…★）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月21日）
 
http://85358.diarynote.jp/201606210827586437/

【M5.0】VANUATU.

2016年6月21日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606210858582665/

九州のほぼ全域で竜巻注意報／埼玉県で線量上昇。

2016年6月21日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606210901073918/

京都は全滅。

2016年6月21日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月22日）（前半）
 
 http://85358.diarynote.jp/201606221025188118/

地球磁気圏でもっとも大規模な変動現象－磁気嵐／「噂で人心を惑わすのは嫌な

んだが、

人知を超えるほどの天災には、用心に用心を重ねて、過ぎるという事は無いか

らなー。」

2016年6月22日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (1)
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http://85358.diarynote.jp/201606221026259163/

★【伊方原発】★線量【赤丸】急上昇！／デスバレー５２℃！／長崎 １３５ミリ
雨／久留米市８万人避難勧告／佐世保 ７万８０００人／

2016年6月22日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (2)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606221205302563/

「核燃料。どこにあるんだよ？」／高線量で即死するから近づけない。

2016年6月22日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606221227167968/

「mとμは単位が［ひとつ］違います」／聞きながら泣き始める看護師／事実を知

ったら避難を決断した人がたくさんいたはず。

2016年6月22日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606221252566952/

【老化 ＆ 免疫力低下】／老化が加速する／被曝の影響／２０年先に出るはずの症
状が早まってしまう／シャンプーも石鹸に変えたらアレルギー下がった／ご自分の

身を守ることを第一に行動してください。

2016年6月22日 ダイエット
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（後半）

 
http://85358.diarynote.jp/201606222023409457/

地震ぱねぇ。／6月16日の地震M5.3でやられたんだろ。#泊原発 か、六ヶ所村の核
施設か、東通の原子炉
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2016年6月22日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606222114405564/

【愛媛県】の海沿い斜面複数に亀裂／伊方原発３号機へ【核燃料搬入】を始める。

【ウラン・プルトニウム】混合酸化物 【 ＭＯＸ 】 燃料含む／伊方は終ってい
るよ。

2016年6月22日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606222206363378/

【本社移転】過去10年で最多／政府もこっそり地方移転／危険度の高い原発から
稼働／たぶん肝臓癌／東京在住「食べて応援」／道徳アンケート【愛国心】／大阪

元警官らによる集団強姦、まさかの全員不起訴！

2016年6月22日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
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（６月23〜24日）　今日は磁気嵐が発生しているようだな。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月23日）
 
http://85358.diarynote.jp/201606230818061501/

【M5.2】VANUATU 【M5.2】SANDWICH 【M5.5】PERU 【M5.2】INDONESIA
（過去１２時間）。

2016年6月23日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606230904275067/

【現在、台風は発生していません】／南海トラフ地震、断層が最大５０ｍすべる可

能性／川内原発事故が起きた有明海は１ヶ月で終わり。

2016年6月23日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606230915103244/

「昨日の被ばく量：6.9μSv」／放射能被害は首都圏にまで／住む所に非ず。

2016年6月23日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!  
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606230918538043/

【髪が抜ける・少ない・伸びない】／【水素水】本当に信じてる人居たんだ…／し
かし◆◆線は確実にお肌にダメージを与える／「食べて応援」してきたツケは自民

党保守議員や工作員達を直撃する。

2016年6月23日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月24日）（前半）
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http://85358.diarynote.jp/201606240947554522/

【北大西洋でＭ５地震！】／【M5.9】RYUKYU 【M5.2】KERMADEC
【M5.4】HINDU KUSH 【M5.1】KERMADEC 【M5.5】SCOTIA SEA

2016年6月24日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (3)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606241044225458/

【再び、黒点がゼロに。】／地磁気 太陽風で荒れ／【磁気嵐が発生】／地球全体
の地殻コンデンサー破壊（地震連鎖）が起こるかもしれません。

2016年6月24日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (2)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606241105087614/

【全国に汚染をバラまく】／道路の復旧工事に「汚染土」／熊本の生活水は『地

下水』／【伊方原発】燃料装着開始７月２６日再稼働。

2016年6月24日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606241208203186/

【 核 災 害 】／【赤坂の米大使館】線量が高すぎ子供連れ入居は危険／知らない
人は『まるた』になっています。

2016年6月24日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!  
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606241209139312/

【汚染ひどい文京区】／【核爆発を起こす可能性あり】／悪魔の政府／甲状腺検

査は なんで福島県だけなんですか？／部屋の隅「0.54μSv」／泊原発も同じ疑問
があります。

2016年6月24日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 （後半）
 
http://85358.diarynote.jp/201606242146579786/

【 京都大学 原子炉 実験所】原発から２００km以上も離れたところにも高汚染地
域が広がっている。（２００２年）／「権力が巧妙に仕組んだ嘘（うそ）ほど恐い

ものはありません。」（２００３年）

2016年6月24日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
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（６月25〜26日）　…「あんた、ばかぁ…？」…

（６月２５日）

 
http://85358.diarynote.jp/201606250822141509/

【M5.5】CHILE 【M5.0】PACIFIC-ANTARCTIC／やっと熱帯低気圧が発生／伊
方原発再稼働を止める事態が来るのかな？

2016年6月25日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (1)
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606250840023295/

【大雨で廃棄物流出】（愛媛新聞）／愛媛・伊方原発３号機 原子炉への核燃料の
装填始まる。

2016年6月25日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606250846353212/

海上濃霧警報も相変わらず発令されたまま。

2016年6月25日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606250854534269/

【フクイチの湯気】／「テレビを見てしまう」という依存症／「年金のカネは官僚

、政治家、天下り、オトモダチ土建屋で使い果たしてありませんので、受給者側を

減らす政策なんです。」

2016年6月25日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月２６日）

 
http://85358.diarynote.jp/201606260758549176/
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インド落雷／中国竜巻／米国洪水／REYKJANES【M5.1】【M4.9】【M4.9
】【M4.8】【M4.7】【M4.7】【M4.6】【M4.6】【M4.6】【M4.5】　

2016年6月26日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606260844302046/

作業栗鼠時間切れ。

2016年6月26日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606260852199446/

【原子力緊急事態宣言】発令中／やはり地震のあと新潟の放射線量が高い！

2016年6月26日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
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（６月27〜28日）　シンセサイザー音楽は、宇宙っぽいですが、逆に宇宙からの波形
やノイズを使ったのが、先日亡くなった #冨田勲 さんのドーン・コーラス。

（６月２７日）

 
http://85358.diarynote.jp/201606270735009514/

KYRGYZSTAN 【M ６．４】 【M4.4】【M4.4】【M4.4】【M4.4】【M4.3
】【M4.3】【M4.2】 AFGHANISTAN【M5.0】 TAJIKISTAN【M4.4】...

2016年6月27日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606270755143017/

地磁気発生中／太陽無黒点３日連続／新潟長野富山県境付近の昨日震度４群発状態

。

2016年6月27日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606270756084720/

フクシマ沖【Ｍ５．８】！

2016年6月27日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606270842586590/

【 創価学会必見！】／被曝回避しないのはあなたが悪い／白血病の初期症状は歯
周病／【タバコ】放射能／睾丸に放射線／精子異常／死産100%／【横浜まで人住
めない】／来てるよ、皆。頭にね。

2016年6月27日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月２８日）
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http://85358.diarynote.jp/201606280837511819/

【M5.7】MEXICO 【M5.5】JAPAN 【M5.3】TAJIKISTAN 【M5.2】宮城県沖
【M5.1】CHILE, KYRGYZSTAN／地磁気大荒れ／反転始まってる。

2016年6月28日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606280854139387/

【新潟県上中越沖】群発地震／震源が中央構造線断層と繋がってる「糸魚川〜静岡

構造線」。

2016年6月28日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
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（６月29〜30日）　『 カルマ 』／元素が循環するってわからないのかな。

（６月２９日）（前半）

 
http://85358.diarynote.jp/201606290940308451/

【東京テルル１３２検出頻繁】／フクシマ【2016年６月２４日３号機から火球】
／【伊方原発、漏れてる？】。

2016年6月29日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606291025475850/

【M5.5】VANUATU 【M5.4】KYRGYZS 【M5.3】KAMCHATKA／VANUATU
【5.5】【4.7】【4.6】／**STAN 【5.4】【4.9】【4.5】【4.4】...

2016年6月29日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (2)
 
 
 http://85358.diarynote.jp/201606291142285502/

【…苦…魔…喪…屠…】／高知県四万十市も伊方原発事故に備え原子力災害避難
計画。

2016年6月29日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606291220395784/

【３号機スパイク中】２５日~２８日／築地 正門前 ０．３ μ 越え／サイレント
パニック／痺れ、腰痛、水下痢がお約束／チェルノブイリの10倍です。

2016年6月28日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606291224514206/

低線量被曝と【小児ガン】／「被曝国アメリカ」 IQが10低い／日本が異様な知的
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劣化を来している原因／脳梗塞と心筋梗塞を前後して発症。

2016年6月29日 ダイエット
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606291657111814/

「米軍の掃討作戦でものすごい人が死んでいる。」　（＠２００４年）／「イラ

ク軍、ファルージャ避難民２万人取り調べ 拷問の報告も」（＠２０１６年）。

2016年6月29日 ★戦争反対★
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月２９日）（後半）

 
http://85358.diarynote.jp/201606292214301547/

【体調不良で原因不明】／診断され困ってる人／まず内部被ばくを避けるべし。

2016年6月29日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
 
 
http://85358.diarynote.jp/201606292216441521/

東京湾の穴子から7万ベクレル検出／大震災の前兆を示す「赤いアルプス」が半月
前から出現している。

2016年6月29日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (4)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（６月３０日）

 
http://85358.diarynote.jp/201606300821384165/

VANUATU【M5.5】 MID-ATLANTIC【M5.2】【M5.1】【M5.1】
ALASKA【M5.3】【M5.1】 【M5.0】 KYRGYZSTAN【M5.1】 JAPAN【M5.0】

2016年6月30日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
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http://85358.diarynote.jp/201606300918271387/

大雨・洪水／海面異常上昇／地震／人身事故／乗務員支障／停電／東海第二原発か

ら約2.5kmが震源／裸足で逃げ出すべき状況。

2016年6月30日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
 
 
 http://85358.diarynote.jp/201606300924411985/

【風評を煽るデマ野郎】と言われましたが／原爆症の認定求めた裁判 ６人全員を
認める判決／環境化学物質の取り込み呼吸空気は食べ物や水の摂取量の10倍。

2016年6月30日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
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（…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－２０１６－７

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2016年07月）
http://p.booklog.jp/book/124102/read

 

 



奥付

 

リステラス星圏史略

sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１６－６

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2016年06月）
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