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（７月１日）　（定番ですいません。）

http://85358.diarynote.jp/201607010848294887/

【M4.6】KURIL 【M3.6】積丹半島北西沖 【M3.3】北海道南西沖
。

2016年7月1日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=HAjN89MYqPQ
Feenixpawl & Jason Forte ft. Mary Jane Smith
- Blue Sky (Michael Brun Remix) 

おはようございます♪

（＾＾）／

０８：３３です！

札幌の外気温は２５℃。

窓全開で室温は２４℃。

予想降水確率…０％…☆彡

…暑くなりそうです…☆（＾□＾；）★

３連休の最終日。

朝６時に起きて洗濯して

朝風呂して（二度寝して起きて）

洗濯もの窓辺に干して、

軽く朝ごパン食べて…

この時間。（＾＾）

快調♪ 快調♪　心身ともに壮健です…♪

（下半身が昨日の後遺症で筋肉痛…というか「重怠い」ですが…★）

ｗ（＾へ＾；）ｗ　それはさておき…ｗ

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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微量ながら汚染粉塵混じりの、乾いた熱い南風。

まぁ目くじら立てるほどの線量ではありませんが★

（でも喉が痛くなるので喉飴必須…）

ホワイトフード @whitefood1 · 46分46分前 
7月1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/CmO_Y_0UsAAxwAe.jpg

しかしながら、先週の雨と飲食水道水ベクレでか、

体調や機嫌が悪くてグズるお子さんが増えているもよう…★

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M3.3】北海道南西沖 深さ267.2km 2016/07/01 08:24:54
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.463,139.584&ll=41.463,139.584&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160701082454a.gif …

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 斜里町 
【M2.5】知床半島付近 深さ139.2km 2016/07/01 05:47:34
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【M2.5】知床半島付近 深さ139.2km 2016/07/01 05:47:34
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.958,144.833&ll=43.958,144.833&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=43.958&lon=144.833&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 浦河町 
【M2.5】日高山脈 深さ59.5km 2016/07/01 04:34:12
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.262,142.963&ll=42.262,142.963&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=42.262&lon=142.963&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.6】積丹半島北西沖 深さ218.5km 2016/07/01 04:26:25
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.642,139.947&ll=43.642,139.947&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160701042625a.gif …

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 初山別村 
【M3.3】北海道北西沖 深さ244.7km 2016/07/01 02:09:26
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=44.554,141.758&ll=44.554,141.758&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160701020926a.gif …

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M4.6】NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS 269.2km 2016/07/01 00:20:23
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=52.7463,155.7973%28+%5BM4.6%5D+NORTHWEST+OF+THE+KURIL+ISLANDS+269.2km+2016%2F07%2F01+00%3A20%3A23JST%2C+2016%2F06%2F30+15%3A20%3A23UTC+%29&ll=52.7463,155.7973&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10005yrg …

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.2】青森県東方沖 深さ53.5km 2016/06/30 20:40:16
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.734,142.656&ll=41.734,142.656&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160630204016a.gif …

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 � 北海道 大樹町 
【M2.9】日高山脈 深さ32.9km 2016/06/30 17:39:35
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.469,143.057&ll=42.469,143.057&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=42.469&lon=143.057&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 青森 田子町 
【M2.5】青森県東部 深さ138.6km 2016/06/30 15:33:32
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=40.343,140.967&ll=40.343,140.967&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=40.343&lon=140.967&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ78.9km 2016/06/30 13:22:40

…やぃしゃまね〜な〜…★

（定番ですいません。）

https://www.youtube.com/watch?v=Un05KNjlUaQ
６０のゆりかご　アイヌ音声　日本語字幕

おっとそう言えば、あっという間に６月（と２０１６年前半）が終わって、

狂から…もとい今日から、７月１日でしたね…☆
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https://www.youtube.com/watch?v=v1sJ9Pfm9qk
THE BLUE HEARTS - 青空 (Aozora)
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（７月１日）　…だから、どっからがネタで、どこまでがリアルなんですか…ッ？！

http://85358.diarynote.jp/201607010910339187/

「どこに地震が来るんだよ！どこの山が噴火するんだよ！日本に

は竜巻なんて来ねえよ！」

2016年7月1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=NbeOrmOu_Dk
Blue sky gemitaiz testo

sakiinagaki @saki11120 · 2時間2時間前 
黒点がない

https://t.co/qLu3OCGn8I
太陽表面の模様がなくなる現象「ブランク」が1か月で2度も出現、ミニ氷河期に向か
いつつある兆候とも #SmartNews

JR5EPQ”SHO” @JR5EPQ · 2時間2時間前 
今日(7/01)06:58頃の可視光太陽面
EOS Kiss D+f500mm×1.4+日食フィルム
NICT黒点情報 http://swc.nict.go.jp/sunspot/ 
半夏生の日の無黒点が続く太陽。・・・
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#mysky
https://pbs.twimg.com/media/CmO3mCXVEAAeyPM.jpg

Yasuhiko Miura @y9806m · 2時間2時間前 
野田係留地で撮影した神秘的な夕景をご覧下さい

肉眼でもはっきり観られた太陽黒点と時間とともに真っ赤に染まり行く夕陽に感極ま

った瞬間です

#SNOOPY_J #MetLifeBlimp #飛行船 #写真で伝えたい私の世界
https://twitter.com/y9806m/status/748644826782920705

TELSTAR宇宙情報 @telstar_news · 9時間9時間前 
今日の #宇宙天気
宇宙天気情報センター　6月30日
http://swc.nict.go.jp/contents/ 
"コロナホールの影響が、７月２日から３日にかけて到来し、地磁気がやや乱れる可
能性"
今日の太陽→ Image:NASA 
TELSTAR宇宙情報 @telstar_news · 9時間9時間前 

Semimaru @iSemimaru · 10時間10時間前 
Semimaruさんが昭和おやじ 【打倒安倍政権】をリツイートしました
黒点がなくなっても、太陽で起きる核融合は変わらず、放射される熱量はかわらない

。太陽風が減るので、地球に来る宇宙放射線が増えて雲の発生が増えるから、地上に

は光が届かなくなくなるけど、温室効果ガスがあるから、温暖化は続行らしいです。

https://twitter.com/syouwaoyaji/status/748501992557813760

〜テスト勉強〜 @GOK2study · 11時間11時間前 
【太陽風】

コロナを作るガス(電子や陽子など)の一部は常に惑星間空間に流れていて、その流れの
こと

平均風速400〜500km/s
地球の磁場により地球上の生物は

太陽風から守られている

〜テスト勉強〜 @GOK2study · 11時間11時間前 
【白斑】

光球面上の白く輝く部分

https://pbs.twimg.com/media/CmO3mCXVEAAeyPM.jpg
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黒点の周りや太陽の縁にある

周囲より温度が高い

【彩層】

太陽の下層大気

上空ほど温度が高い

希薄

皆既日食の時観測可能

【コロナ】

太陽の上層大気

彩層のさらに外側

非常に希薄だが温度は100万K越え

〜テスト勉強〜 @GOK2study · 11時間11時間前 
【黒点(活動)極大期】
黒点が最も多く現れる時期

太陽活動が最も活発な時期

地球へ届くエネルギー量が増加

太陽の磁極が反転する

【黒点(活動)極小期】
黒点が最も少ない時期

極大期→極小期→極大期が約11年周期=黒点周期

小林哲� 認証済みアカウント � @kbts_sci · 11時間11時間前 
イノシシにも「体内磁石」があり、地磁気の南北から２０度ほど傾いた方角を向く傾

向がある…らしいです。
（ユリイカ）「猪突猛進」支える本能：朝日新聞デジタル 
https://t.co/VxhqvdKsp0

遼 @halcakaukana · 13時間13時間前 
フィンランド・アールト大学の研究グループ。逆転層の暖かい上層の空気が蓋のよう

になり、負電荷を帯びた大気を下の層に閉じ込める。磁気嵐が来ると蓋が壊れて放電

、音が鳴る。 / “オーロラから聞こえる謎の音の正体を解明 | ナショナルジ…” 
https://t.co/MLyle1rTSk

スペース人 @spacezin · 17時間17時間前 
太陽がなくちゃ生きていけないのに、太陽そのものは人類を絶滅させるパワーを常時

地球に放射し続けている。

https://t.co/VxhqvdKsp0
https://t.co/MLyle1rTSk


じゃあ太陽は悪者なのかといえば、実は太陽風によって太陽系外からやってくる宇宙

放射線をカットしてくれてるので、地球へのダメージを抑えてくれている。

きれいな空・不思議な雲と、活断層の動き。 @gnss_xyz · 17時間17時間前 
【 06/30 16:00 】地殻内部で起きた岩盤の動きが、地磁気・ガス・地表温度・水蒸気・
イオンなどに変化をもたらし、雲の形に特徴を与えている仮説が本当なら、地震雲は

、あってもおかしくないでしょう。スマホ写真が手軽な今、地震と雲の関係を証明で

きるかもしれません。

宇宙天気ニュース @swnews · 22 時間22 時間前 
[記事] 太陽はとても穏やかです。太陽風は低速になっています。 http://swnews.jp
#swnews

今日の #宇宙天気
宇宙天気情報センター　6月30日
http://swc.nict.go.jp/contents/ 
"コロナホールの影響が、７月２日から３日にかけて到来し、地磁気がやや乱れる可
能性"
今日の太陽→ Image:NASA 
https://pbs.twimg.com/media/CmNMZsTUgAIFtXo.jpg

あなろぐしゃしん @umaguma49 · 6月29日 
太陽面南半球の子午線付近に位置しているコロナホールの影響が、７月２日から３日

にかけて到来し、地磁気がやや乱れる可能性があります。 
https://pbs.twimg.com/media/CmH35rcVAAEmAQ8.jpg

科学に佇む一行読書心 @endBooks · 6月29日 
【2016年　ナショナルジオグラフィック】
オーロラから聞こえる謎の音の正体を解明

http://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/062900240/ …
寒い夜に形成される帯電した大気塊が太陽風プラズマによって放電を起こす

https://t.co/P4rEtSaJzY

天体ルシフェル @ten_luci · 6月27日 
現在の北極星はポラリスだが、今から5千年前はりゅう座のトゥバン。1万2千年後には
こと座のベガになる。…驚いたか？理由は、北極星自体が移動しているからなんだ。
他は地軸の影響なんだが…いや、やめておこう。ここで君に寝られてしまっても困る

http://swnews.jp/
http://swc.nict.go.jp/contents/
https://pbs.twimg.com/media/CmNMZsTUgAIFtXo.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CmH35rcVAAEmAQ8.jpg
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からな…

loukoumi(ルクミ低め柔らかめ） @loukoumi · 6月25日 
loukoumi(ルクミ低め柔らかめ）さんがnoriをリツイートしました
ほんとにヘソ曲げて地軸も北極点も移動しつつありますねぇ。気持ち、わかります

！（笑） 
https://twitter.com/n0ri_tiki/status/746509426224332800

テルラ @terra333_bot · 6月24日 
「ポールシフト」は地軸の移動！もしも起こったら、その星の環境は一変して絶滅の

危機もありえるわ

本さんのセンター地理 @sakamoto_geo · 6月23日 
【太陽回帰】地球は地軸を約23度傾けて太陽の周りを公転している。夏は北半球側に
太陽熱が多く放射されるため赤道低圧帯他全ての気圧帯は北へ移動する。冬は南半球

側が温まるので気圧帯は南寄り。これが各気候に乾季や雨季をもたらすんだ。

夏φ←●→φ冬(φ:地球、斜め線は地軸 ●:太陽)

世詩 @yosy_stardust · 6月19日 
夏の40度越えがあたりまえ、アラスカにヤシの木が。気候に関する最新の研究がもた
らした激暑の未来の姿（カナダ研究） : カラパイア
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52218524.html …
個人的には地軸移動説も気になるんですよね。

もともと暑い地域が涼しくなってるって情報は無いんかな？

迦楼羅 @metatron_ac · 6月17日 
#一番恐ろしい四文字熟語考えたやつが優勝

地軸移動

まりこっち @MsTarepanda · 5月21日 
（゜¬゜）「地軸移動が来たらどうなるの？電気系統ダメになるってネットに書い

てあったんだけど？」夫「電気、通信ダメだろうね〜。」私「ネットもスマホもダメ

？ラジオは？」夫「基地局がやられたらダメだろうね〜」私「それ緊急情報も入らな

いよね？」夫「あとは運だね〜。」う〜ん＞＜

https://twitter.com/n0ri_tiki/status/746509426224332800
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52218524.html


KwaraC@ @gochi_rare_888 · 5月19日 
KwaraC@さんがほっかいろをリツイートしました
メチャクチャな天気だなぁ( ノД`)…
地軸が移動してるせいなのかな？ 
https://twitter.com/hirahirakairo/status/733305439769657344

https://www.youtube.com/watch?v=j40anOaaYYk
Briga - Baciami 

たいがまこと @t5igerX · 6月21日 

《秘密のたからばこ》

が出版された2010年間直後、
すぐに現れた精神異常者集団は

秘密のたからばこをインチキ扱いした

どこに地震が来るんだよ！

どこの山が噴火するんだよ！

日本には竜巻なんて来ねえよ！

日本がどこと戦争すんだよ！

いつ地軸の移動すんだよ！

わらってバカにしてた

おがしゃさんへの返信 
おがしゃ @ogasha · 6月21日 
@ogasha すでに起きている小さな出来事を見逃さないことという教えを受けた。地球
温暖化や地軸移動による鳥類・海洋生物の不可思議な死滅。人類の宗教による紛争

拡大。貧富の差は特権階級による資本の略奪。精神的生き方の選択と苦痛。つまり人

類は根絶の時代へ進んでいる。

Seven @aegis369 · 5月18日 
@aegis369 二つ目は地磁気消失の結果として
太陽エネルギー・宇宙放射線増強による致死的被曝。

（磁極移動や地軸移動も）

三つ目は気候大変動による飢饉。

https://twitter.com/hirahirakairo/status/733305439769657344
https://www.youtube.com/watch?v=j40anOaaYYk


（obs:全面核戦争は地球外からの干渉により回避される）

https://www.youtube.com/watch?v=j40anOaaYYk
Briga - Baciami 

Koji Morita @KojiMorita · 6月7日 
地球規模の自然災害で天体衝突以外ではポールシフトがあるのかな。

磁極の反転は過去に何度もあったらしいが、地軸の極端な移動はどうなんだろ。大き

な地震による自転速度の変動は実際発生してるから、軸のブレも大なり小なりなんか

の拍子に起こるだろうな。。。と思う。

Seven @aegis369 · 6月5日 
@aegis369 極の移動ではなく地軸の移動が起ころうとしているのです。
かつてスト－ンヘンジは北極点に有りました。

阿蘇山－鹿島神宮ラインが東西線に対し２１度の傾斜が有るのは地軸の移動を意味し

ており

そのラインが赤道になるように地軸が戻ろうとしているのです。

かねこ@86cb 0829@_hk · 5月23日 
ムー大陸、地軸移動、南極ビラミッド…あ…

あーや命Libra1015x @kid1015 · 5月23日 
@tsuisoku いや、これが古代都市遺跡なら、突然の地軸移動で、南極になってしまった
のか。

…だから、どっからがネタで、どこまでがリアルなんですか…ッ？！

ｗ（－－；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=rc2jsjnt-HY
You are my Sunshine 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j40anOaaYYk
https://www.youtube.com/watch?v=rc2jsjnt-HY
http://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201607010910339187


編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月1日11:23
amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
北半球のジェット気流、赤道超え　史上初の異常事態　南半球のジェット気流と合流　「季節」

というものを脅かす恐れ

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/06/post-4cb2.html#more …

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月1日11:41
amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 

行徳データは大震災前兆

http://earthq.system-canvas.com/browse2.wpp?cmd=view&loc=M_KTR&dir=VERT …
 
熊本地震のときは最初の断絶から7日後
http://earthq.system-canvas.com/browse2.wpp?
cmd=view&loc=M_KTR&dir=VERT&year=2016&month=4&day=14 …
 
順調なら7月5日頃発生の疑い

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月1日11:45
amaちゃんだ @tokaiama · 24時間24時間前 

行徳データは熊本地震前とほぼ同じ

断絶を繰り返している状態　熊本地震は最初の断絶から7日後
http://earthq.system-canvas.com/browse2.wpp?cmd=view&loc=M_KTR&dir=VERT …

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


（７月１日）　現世で私をいぢめているミニサイズ大魔王エルさん、煙草を吸っている
時の横顔は杉谷好一に雰囲気そっくりだ…ｗ

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…？

2016年7月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

（作業　中毒）（＾＾；）

はい再びＰＣ前に戻って参りました、１５：３０。

これ気に入ったのでもう一回…♪

https://www.youtube.com/watch?v=uR6Nu0q-J1Y
『カントリーロード／耳をすませば』【カバー＠ツヅリ・ヅクリ】 

室温２８℃。微風。

ごはん食べて昼寝…したのはいいんですが、

やはり今週も、

暑くて五月蠅くて、あまり眠れませんでした…★（－－；）…

（そして暑いので、家事は夕刻に回しますよと…）

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集 

さて。（＾＾；）

昨日の写真にコメント忘れていたので、書いてきますね…☆

参照：http://85358.diarynote.jp/201606301550307943/
無事下山。16時00分。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E6%B2%A2%E8%89%AF
相沢良

http://85358.diarynote.jp/201607011647519647/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201607011647519647/
http://85358.diarynote.jp/items/dvd-jp/B00L8FA30S/
https://www.youtube.com/watch?v=uR6Nu0q-J1Y
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
http://85358.diarynote.jp/201606301550307943/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E6%B2%A2%E8%89%AF


何度か書いてますが、この人（高島満兎）たぶん、

「私の前世」じゃないかと思ってるんですよ…ｗ
　↓

（古資料（切り抜き）「成仏」作業〜☆）

戦前、多くの不屈の青春があった

（略）日本共産党は８２年前のきょう（７月１５日）東京・豊多摩郡渋谷町の民家で

の会合を通じ創立されました。創立から一年ほどの間に参加した党員は百人余。（略

）多くが２０代〜３０代でした。

　当時は、天皇絶対の専制政治で、党は非合法の政党として出発せざるをえませんで

した。しかし、党は当初から、天皇専制にかわる主権在民の民主政治をつくるための

民主主義革命の旗をかかげ、弾圧をうけながらも「シベリア出兵反対、朝鮮人民の独

立闘争支持」「１８歳以上のすべての男女に普通選挙権を」と、勇敢にたたかいま

した。

　中国への本格的な侵略が開始されると、治安維持法・特高警察による弾圧はいよい

よはげしく、３２年には、党中央委員・上田茂樹（３１）＝以下いずれも死亡時の年

齢＝、党中央委員磐田義道（３４）らが虐殺され、翌３３年２月には党九州地方委員

長西田信治（３０）、作家・小林多喜二（２９）が残虐な拷問をうけ絶命、同月、『

日本資本主義発達史講座』の編集でも知られる野呂栄太郎（３３）も事実上の拷問死

させられます。３３年１２月には、党中央委員として活動中の宮本顕治（現名誉役員

）が逮捕されますが、２５歳の若さでした。

　党幹部だけでなく、広島・呉港で現役水兵・兵士の反戦運動を組織した阪口喜一

郎（３１）、党中央事務局で連絡・印刷などの活動をした伊藤千代子（２４）、獄中

からちり紙で姉へ「信念をまっとうする上においてはいかなるいばらの道であろ

うと…」と手紙を書いた田中サガヨ（２４）、化粧用コンパクトに「闘争・死」の文
字を刻み獄死した飯島喜美（２４）、日本共産青年同盟中央機関紙「無産青年」配布

網を組織した高島満兎（まと）（２４）…。

　みんな人生はこれからという若さでした。

　こうした無数の人びと、青年たちの不屈のたたかいは、日本共産党の誇りであり、

いまの私たちのたたかいをも勇気づけ、励ましてくれるものです。

（喜）



「日本共産党　知りたい聞きたい」（２００４．７．１５）

「しんぶん赤旗」

…まぁ、「フクシマからの命懸けの避難を呼びかけない」時点で「原発推進組と同根」と、
見棄てまして脱党しましたが…

色々資料を読んでたおかげで、「３．１１」直後から「逃げろ！」と叫び続けるだけの基礎知識

を涵養してくれていたことには、感謝しています…。

参照：http://85358.diarynote.jp/201006291103053793/
原発は老朽化に伴って危険性が増す

2010年6月29日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! 

（うちの選挙区、とりあえず「入れるに決まってる候補」

（泊原発再稼働絶対反対！）の顔見知り候補が、

一人いるから…何も悩まなくて済んでいいわ〜☆）

…ｗ（＾ｗ＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=1LJpVZtyJZY
【100分】 疾走感のある カッコイイ曲集 【ケルト・北欧等】 

（ちなみに、現世で私をいぢめているミニサイズ大魔王エルさんの髪型は、

何故か？

　たぶん「この当時」の知り合い（活動＆逃亡仲間）だったのではないかという

漠然とした前世？記憶のなかの、

「礼子さん」にそっくりです…ｗｗｗ）

（そして煙草を吸っている時の横顔は杉谷好一に雰囲気そっくりだ…ｗ）
（ＮＡＮＡちゃんがまだ生きていたら？　観たがるに違いない…ｗｗ）
 

http://85358.diarynote.jp/201006291103053793/
https://www.youtube.com/watch?v=1LJpVZtyJZY


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月1日16:48
　

で。

誰かそろそろ、りある《イオン・ファゼカス号》を、造ってくれませんかね…？？

ｗ（ーー；）ｗ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月1日20:22
　

０５６…

７７７７…☆彡

♪ （＾◇＾） ♪
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http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（７月１日）　「夢で視た主人公（前世記憶？）視点」ばっかりで…

http://85358.diarynote.jp/201607012038387127/

（改訂資料１）　《水滴大陸》の主要５民族（＋１）について。

　【 ※ ネタばれあり注意〜☆】

　

2016年7月1日 リステラス星圏史略　（創作）
　　

はい再びＰＣ前に戻って参りました。２０：２７。

（＾＾；）

札幌の外気温２２℃まで下がりましたが、室温まだ２６℃…（－－；）…。
でっかい備え付けの灯油ストーブは標準装備ですが、

クーラー（エアコン）は無いのがお約束の札幌の安アパート。

隣家と階下の子育て家族が思いっきり窓全開で、

「子育て騒音」公害中…（〜〜；）…

昼寝もできんし、創作活動にも向かないこと甚だしい環境ですが…

グレてても進まないので、メモでも箇条書きでも、予定の分、書き留めておきます…☆★

https://www.youtube.com/watch?v=oTSCyx1Kx8U&index=127&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Vienna - Live at Kreuzenstein Castle Making Of HD & HQ Version (Ultravox) 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

さて考えてみたら《水の大陸》の年代記、

「夢で視た主人公（前世記憶？）視点」ばっかりで…

総合的に「物書き視点」から歴史をちゃんと総括したことが、まだない？

…らしいので、まず各「民族」（人種）史から…

http://85358.diarynote.jp/201607012038387127/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=oTSCyx1Kx8U&index=127&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


１．《ヤツィー族》

別名《ヤツリーダム》＝《這いまわる者》。

沼地や泥湿地に生きる一族。この世界一番の「先住民族」。

先祖は四脚に巨大な尾のある両棲類だった、と言い習わし、

『嘆きの神話』を伝える。

＞http://p.booklog.jp/book/108069/read

数十〜数百単位の「群れ」での集団行動を基本とし、群舞と合唱（口承文芸）を好む。

争いを望まず、逃げて逃げて逃げて、

最後には「大半の者が海へ還った」とされる。

（一説によると現世地球生命圏の鯨・いるか・じゅごん等（人魚類）の祖。）

《水滴大陸》滅亡の後は《岩と沙の大陸》に一部が移住し、争いを避けに避けていち早く海岸沿

いを北上。他族が棲めぬ暑熱の泥湿地を生活圏と定めそれなりに愉しく暮らして《沼の一族》と

呼ばれるが、

不幸にして「万人一人伝説」の発生により、

《剣の国》に戦奴隷（または「訓練用獲物」）として狩られる定めとなる。

＞http://76519.diarynote.jp/200606222340290000/

けして領土紛争にも政争にも加わらず、細々と生きながらえて（避妊しないので多産系）、やが

て歴史のはざまに大量の「非暴力主義者」の遺伝子だけ遺して、

神話や民族としてのアイデンティティは喪われ、…今日（現世地球）に至る。

ぬらっとした沼緑（藻）色の肌。

（虫よけの塗り薬。という説も）

黒または濃褐色の髪と瞳。

（「頭の上にお皿がある」という説も）

小柄で敏捷。

肺活量が非常に高い。

file:///tmp/puboo/124102/445476/a083abdcaaeb2b033d5d/book/108069/read
http://76519.diarynote.jp/200606222340290000/


潜水と匍匐が得意。

（…河童？　ころぽっくる…？）

https://www.youtube.com/watch?v=DLAVWAxxLOM&index=132&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Take My Breath Away (Bonus Track) 

２．《弑逆太陽神の一族》

別名「二本足」「立ちはだかって道を塞ぎ威張る者」等々。

はじめ先住民族ヤツィーに比べて劣った文化技術しか持たない自分たちを恥じ、

蛮勇と略奪のみ（しばしばヤツィー族をも祭祀的な捕食対象とした）を誇るが、

やがて「ヤツリーダムどもの言う《神》とは何ぞ？」という疑問に立ち至り、

「神」＝「力」＝「偉い」＝「誰も勝てない」＝「太陽」という神話を形成。

寒冷期に「《神》は我らを見棄てた」という自暴自棄な神話となり、

その「神不在」期の後、

「これって噂に聞く《神》なんじゃね？」という強敵

（おそらく寒冷期を冬眠して生き残った巨大恐竜？）を斃した者が、

「弑逆王」を名乗る。

その「弑逆王」の子孫が「弑逆太陽神の子孫」を名乗るようになり、

「最強神の子孫」と簡略化され、

代々の政争を繰り広げつつ、《水大陸》内に版図を広げ、最大多数民族となり、

「村」から「都邑」へ、「国」と「内領」に、そして「帝国」創建へと至る。

ヤツィー女性を強姦して産ませた子どもも一族と看做す場合が多いので、肌の色は白〜濃褐色ま

でさまざま。髪は金髪が多いが同じく混血で濃い場合もある。

長身剛力。女性は豊満。自信家が多く、自己顕示欲と闘争心が強い。

https://www.youtube.com/watch?v=DLAVWAxxLOM&index=132&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


（思索や反省は苦手…。）

https://www.youtube.com/watch?v=Px1dKogwChI&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=134
Gregorian - Physical Motion,ave Maria / Sadisfaction (1991) Video: Into The Mind (2013)

３．《谷の一族》（※ ネタばらしてます〜注意ッ☆）

ぶっちゃけ《善野》水没時の「緊急脱出」生き残り組。

（＾＾；）

政府による「二重爆破」で水没するまさにその時、

「地下に潜って」生き延びた…人々。

「トンネルを抜けたら、そこは異世界だった…」に大いに戸惑うが、
数万人？単位で楽々とサバイバルを愉しみ、ちゃっかり子孫繁栄。

先住民族たるヤツィーの「徹底非戦（不殺）原則」に大いに賛同と敬意を覚えつつも、太陽神の

子孫と威張る一族（物量と蛮勇では勝てない）に、個人的武芸術で勝ち、ちゃっかり文化文明＆

礼儀人道を教導し…

「教師族」の異名をとる。

（※ディカールもこの民族出身で、後の指導者候補である。）

　＞http://p.booklog.jp/book/107611/read
　『還るべき者』

（＊いったん「帝国」に恭順した後、政争に巻き込まれるを好まず独立した

「純粋武術追求」の土地《ザグの村》。

　に、弟子志願者を送り込む「センド・レーサ」の伝統を持つが…
＞http://p.booklog.jp/book/107591/read
《ハユンのアマラーサ》

…これが後に《沼地の一族》と混同されて、
「万人一人伝説」の基となった…らしいのは、皮肉としか言い様がない…）。

https://www.youtube.com/watch?v=Px1dKogwChI&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=134
file:///tmp/puboo/124102/445476/a083abdcaaeb2b033d5d/book/107611/read
file:///tmp/puboo/124102/445476/a083abdcaaeb2b033d5d/book/107591/read


「悪鬼襲来」時の大火災（実は計画的な放火）によって、

棲息圏であった《谷》と広大な森林を奪われ、

以後、帝国内を無版図族《白の一族》〜《色の七支族》として放浪することになる。

以後の歴史⇒参照：http://76519.diarynote.jp/200606300034590000/
『　《白の一族》 縁起　』（なんつって未詳である）。
（1990.12.12.嵐★）　

（…やれやれ…「続き」（初め？）を書くのに「２６年も！」かかってるよ…ｗ）

「黄楊か白楊の樹身色の肌」と評され、黒〜濃褐色の髪と瞳の者が多いが、一部には太陽神の一

族かと見まごう白い肌に金髪碧眼の者や、「沼地の民とは異なる目鼻立ちの黒褐色」の民もいる

。言語・神話なども一族内で複数あり、いささか整合性を欠く場合でも、平然と共存している。

（「ミトラの神話」はここから出たが、そもそも話が錯綜しており、神族の間ではもっと混乱し

て換骨奪胎尾ひれ腹ひれがついて拡散した…）

https://www.youtube.com/watch?v=QZvG8iTYkyk&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=135
Gregorian - Both Sides Now 
（…なんでこう「ぴったりな曲」が、（自動推薦で）かかるかね…？）
　☆（＾◇＾；）☆

４．《碧葉国》の一族

別名「身の軽い人々」「美女美男国」その他。（＾＾；）

《谷》の連中と「どっちが先に」この星へ来たのかは現時点で定かでない。

《水の大陸》中のほぼ東西真反対に棲みついていたので、文化交流が始まるまでしばらくかか

った。

並はずれて高い身体機能と芸術性、繊細にして瀟洒な生活美学系の技術文化を誇り、政略結婚に

よる平和外交を能くした。

http://76519.diarynote.jp/200606300034590000/
https://www.youtube.com/watch?v=QZvG8iTYkyk&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=135
file:///tmp/puboo/124102/445476/a083abdcaaeb2b033d5d/book/107606/read


＞http://p.booklog.jp/book/107606/read
「碧葉国の七恋歌」

やはり「大侵略」の際に大打撃をこうむるが、案外ちゃっかり復興。

《谷》の皆さんの一大移住先にもなったため混血化が進み、

後世では《色の七支族》中に昇華吸収されたもよう。

（性的規範が《水滴大陸》中もっとも緩い。惑星に適応しきれていないらしく、比較的早逝で「

子ができにくい」ため、とにかく相手が誰であろうと「生殖の機会」があれば逃さず、誰とでも

積極的に「まず交わってみる」という文化…）

（おそらく後に《美麗天地》界で「両性」族となる種族の祖…？）

「真珠光沢の肌」「絹のような金褐色の巻き毛」「青か緑の眼」が一番多い…たぶん。

https://www.youtube.com/watch?v=_VNfpFxO0LI&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=142
Gregorian - Morning Dew 

https://www.youtube.com/watch?v=7vlugz6w4m4&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=144
Sinners and Saints: Song by Gregorian 

５．《異界からの侵入者》ゼクート

（別名が色々あった気がする…）

「鱗がある」とか「虹色に鈍く光る」とか

「二足歩行だが強力な尾があり好戦的」等の説あり。（不詳）

狡猾で交渉上手。商売を通じて初期の王国群に深く関わるが、やがて牙を剥き、「大侵略」を開

始する。

森を焼き国々を滅ぼし人びとを殲滅し、大陸を占有せんとするが、人間族共同戦線による組織的

https://www.youtube.com/watch?v=_VNfpFxO0LI&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=142
https://www.youtube.com/watch?v=7vlugz6w4m4&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=144


反撃と、彼等にだけ発症する疫病の流行により、ほぼ滅亡。

　＞http://p.booklog.jp/book/107611/read
　『還るべき者』

https://www.youtube.com/watch?v=PqmgzAGhhxk&index=140&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian...In The Shadows 

６．《空から来たる者》

単純に「来襲者」とも呼ばれるが、本人たちは「この惑星の本来の所有者一族様の御帰還」だと

名乗る。

先住５族のどの民族とも混血可能（人工交配？）で、侵略開始直後から強姦と出産強要を繰り返

し爆発的に増え拡がった。

《天蓋船》失墜による大陸破壊で権力機構は散り散りとなり、以後、母系血族側に吸収合併され

つつ、《岩と沙の大陸》での覇権争いに移行。

外見は種々雑多。とにかく「偉そう」「居丈高」が特徴…。（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=sm9j8CIbHvE&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=138
A Weakened Soul by Gregorian 

…とりあえず、基礎的な設定資料としては、こんなものかな…？

２２：３３．本日ここまでッ☆

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 

file:///tmp/puboo/124102/445476/a083abdcaaeb2b033d5d/book/107611/read
https://www.youtube.com/watch?v=PqmgzAGhhxk&index=140&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
https://www.youtube.com/watch?v=sm9j8CIbHvE&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=138
file:///tmp/puboo/124102/445476/a083abdcaaeb2b033d5d/book/107225/read




（７月１日）　純粋に「異世界？（超古代）架空歴史ファンタジー＋故国防衛戦争もの
」になりますね…。

http://85358.diarynote.jp/201607012226201222/

（書きかけ改訂（現時点）資料　２）　『還るべきもの』　商業

用プロット…（練り直しッ☆）。

2016年7月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

（２０１６．０７．０１．）

（本日時間切れ〜★）ｗ（＾＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=m-_wnIVfpVI&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=124
Gregorian - Bravado 

１．

「商業用」と考えた場合、（予定）掲載媒体によって、書き方はまったく変わって来る話。

いっそ開き直って「ＢＬ誌」に売り込むのであれば、エロ…は無理でも恋愛？…的要素を全面に
押し出して、歴史的背景はざっとぼかして、カキワリ説明程度に流して書くくらい。「スト

ーリー」より「キャラ優先」。（＾＾；）

（※むしろそれなら「漫画の原作」的に書きたい…）

２．最初っから「ディカール・ディア」を「女性騎士」として書く手法。

https://www.youtube.com/watch?v=_k9vkcc9NoI&index=125&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian & Amelia Brightman - Peace On Earth (Little Drummer Boy) LYRICS 
　↑

まさにこんな外見の、律儀で頑固でマジメで博識で度胸も力量もコネもあって、

かなりイロコイザタには鈍い？女剣士…。

ｗ（＾＾；）ｗ

http://85358.diarynote.jp/201607012226201222/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201607012226201222/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160701/85358_201607012226201222_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=m-_wnIVfpVI&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P&index=124
https://www.youtube.com/watch?v=_k9vkcc9NoI&index=125&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


これにしちゃうと純粋に「異世界？（超古代）架空歴史ファンタジー＋故国防衛戦争もの」にな

りますね…。

（書ければ、どっちでもいいや…。）

希望と絶望の神アゾルディアド

https://www.youtube.com/watch?v=axeQjbclLLQ&index=141&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian - Crazy, Crazy Nights [Previously Unreleased] 

https://www.youtube.com/watch?v=pkyigrYvbSw&index=151&list=PLVBxO3o-
avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
Gregorian Glória Excelsis 

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月1日22:54
　

…ぅっひゃひゃひゃひゃひゃひゃ…ッ★

（画像参照）

情報見ませんッ！

見ませんったら、えぇっ！

https://www.youtube.com/watch?v=axeQjbclLLQ&index=141&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
https://www.youtube.com/watch?v=pkyigrYvbSw&index=151&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
http://85358.diarynote.jp/
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漫画読んで、寝ちゃいますッ★

（入浴と洗濯放棄〜ｗ）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月1日23:07
　

０…
５６７

８０８…☆（＾◇＾；）☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月6日23:45
　

本日磁気嵐？につき？？

アタマがざわざわして、原稿まで、辿り着けませんでした…

…（－－；）…

（そして洗濯もしなかった…★）

…おやすみなさい…。（－－；）★
 

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


（７月２日）　「…早く、物書きに、なりた〜い…★」

http://85358.diarynote.jp/201607020709442106/

…バイト逝くのヤダ…(T_T)

2016年7月2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。（＾＾；）

０７：３０でした。

のっけからグチですいません。

（－－；）

実に有意義な３連休でした…が。
（－－；）

だからこそ、無意味でヤリガイ皆無で、不快なだけのバイト４連勤に、

逝かなくちゃならないのが、大変苦痛です…（ＴへＴ；）…★

「…早く、物書きに、なりた〜い…★」

https://www.youtube.com/watch?v=o9EMYcb3HJQ&index=154&list=PLVBxO3o-

http://85358.diarynote.jp/201607020709442106/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201607020709442106/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160702/85358_201607020709442106_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160702/85358_201607020709442106_2.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=o9EMYcb3HJQ&index=154&list=PLVBxO3o-avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P


avAcDIhDc2GVVdLkDh_BaoK2P
MAGNA CHARTA - HYMN - 3 TRACKS #06 

…音楽と本文に、あまり関係はありませんね…（＾＾；）…☆

札幌の外気温２０℃。

室温は直射日光と私の体温で？２４℃。

（－－；）蒸し暑い…★

台所の輪ゴムの急な劣化具合から逆算すると、ここ２〜３日のうちに空間線量０．０６を超え

たか、中性子線被曝があったようなのですが…

雨も粉塵も来てなかったし…はて？

一昨日、私が山影に守られていた間に、フクイチ爆発光でもキテたのか…？？

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

とりあえず今キテいるのは太平洋側の海霧です。

南南東からの強風に乗って、妖しいトリチウム入り水蒸気が、カッ飛んでキテいます…（－－；
）…★

https://www.youtube.com/watch?v=f67E4H-jNDg
妖怪人間ベム OP 【FULL】 

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.2】浦河南方沖 深さ85.2km 2016/07/02 02:57:55
(G)http://j.mp/29eLl02 (アニメ)http://j.mp/29buxbl

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=f67E4H-jNDg
http://j.mp/29eLl02
http://j.mp/29buxbl


地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 名寄市 
【M3.2】上川・空知地方 深さ225.4km 2016/07/02 00:27:40
(G)http://j.mp/29el55Z (Y)http://j.mp/29el0iL (アニメ)http://j.mp/29el8Pa

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.3】択捉島南東沖 深さ67.1km 2016/07/01 17:00:05
(G)http://j.mp/29ddLHV (アニメ)http://j.mp/29ddPHu

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ48.5km 2016/07/01 12:45:37

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � 北海道 厚岸町 
【M2.9】釧路地方 深さ81.1km 2016/07/01 10:16:33
(G)http://j.mp/29csnaG (Y)http://j.mp/29cssLx

地震マップ @eq_map · 1日1日前 
【M3.3】北海道南西沖 深さ267.2km 2016/07/01 08:24:54
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.463,139.584&ll=41.463,139.584&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160701082454a.gif …

…全身の神経がチリギリしていて、珍しく「眠れなかった」のは…
地震の予兆というより、電磁波（太陽磁気嵐）のせいか…？？

 
       
 

　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月2日8:58
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http://j.mp/29csnaG
http://j.mp/29cssLx
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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07月02日 05:05】
北海道地方では、２日昼過ぎから雷を伴った激しい雨が降り、３日にかけて大雨となる見込み

です。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や突風、ひょうに注意してください。

 



（７月２日）　アルパカおか〜さん狼さん居たし♪

http://85358.diarynote.jp/201607021642439304/

何でもナイ日ばんざい＼(^-^)／

2016年7月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

望外に穏やかで良い日。

(^o^)／

今日は居ないかと思ってたアルパカおか〜さん狼さん居たし♪

o(^-^)o

「白熊さん似」のビクーニャさんがプチ受難日だったけど(^_^;)
「エルさんと共同作業」で、絵づら的にたいへん楽しかったし♪

(‾ー+‾)ニヤリ

あとのことはど〜でもい〜わ〜…☆

♪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7月2日21:45
　

無事帰投。o(^-^)o
悪くない一日でした。(^-^)g

http://85358.diarynote.jp/201607021642439304/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201607021642439304/
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アルパカおか〜さん狼さんの

機嫌がなんだか悪かったのは、

(^_^;)
 
自分だけ（位置的に）仲間外れになった気がして、拗ねてたんだな…┐(’〜`；)┌…☆

（時々コドモ〜…☆ｗ）

例によって私が玄関しめて着替えたとたん、再び天気が荒れ始めました…(^。^;)

やたら眠い。(ρ.-)ネムイ。

ごはん食べて漫画読んで

さっさと寝ますぅ…☆

(^o^)／
 



（７月３日）　過保護大魔神様発動中？(^_^;)

http://85358.diarynote.jp/201607030806078429/

【M4.7】釧路地方／…稚内０．０７μ…！（＞＜ｐ）！

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

　

https://www.youtube.com/watch?v=1LJpVZtyJZY
【100分】 疾走感のある カッコイイ曲集 【ケルト・北欧等】

おはようございます。

０７：５９になっちゃいました。

札幌はさっきまで２０℃ぐらいで小雨降ってたんですが、

雲が切れてぐんぐん陽射しが強くなってきました…

…（＾＾；）…★
暑くなりそうです…★

（窓辺に布団を干しましたよ…☆彡）

バイト４連勤の２日目。

昨日が良いだったから、

http://85358.diarynote.jp/201607030806078429/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201607030806078429/
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https://www.youtube.com/watch?v=1LJpVZtyJZY


順当に行くと？今日は、

あんらっきーでー予想…（－－；）…。

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

2016年07月02日（土）【前日】
09:00 0.041 0.039 0.040 6 
10:00 0.040 0.039 0.040 6 
11:00 0.042 0.040 0.041 6 
12:00 0.043 0.042 0.043 6 
13:00 0.042 0.040 0.041 6 
14:00 0.041 0.040 0.040 6 
15:00 0.048 0.041 0.045 6 
16:00 0.055 0.051 0.052 6 
17:00 0.055 0.053 0.054 6 
18:00 0.052 0.050 0.051 6 
19:00 0.053 0.049 0.052 6 
20:00 0.048 0.042 0.045 6 

2016年07月03日（日）【当日】
21:00 0.042 0.040 0.041 6 
22:00 0.039 0.039 0.039 6 
23:00 0.039 0.038 0.039 6 
24:00 0.039 0.038 0.038 6

モチベは皆無ですが、まぁ、線量低いし、がんばってチャリ通しましょう…★

（紫外線がむちゃくちゃ強すぎて、ウッカリ失明しそうなくらいに視力が下がってますが…★）

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 青森 青森市 
【M2.6】青森県東部 深さ109.2km 2016/07/03 00:50:11
(G)http://j.mp/29aRF6k (Y)http://j.mp/29gVHMY

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.0】北海道東方沖 深さ148.0km 2016/07/02 20:56:25
(G)http://j.mp/299Dtdf (アニメ)http://j.mp/299DIop

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://j.mp/29aRF6k
http://j.mp/29gVHMY
http://j.mp/299Dtdf
http://j.mp/299DIop


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 M1.9 2日18時44分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/29o370e

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 北海道 函館市 
【M3.4】津軽海峡 深さ103.9km 2016/07/02 14:41:41
(G)http://j.mp/29g1a6C (アニメ)http://j.mp/29g0aj0

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � 北海道 釧路市 
【M4.7】釧路地方 深さ15.5km 2016/07/02 10:48:18
(G)http://j.mp/29fGgVx (Y)http://j.mp/298YHaP (アニメ)http://j.mp/29fGjAp

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月3日8:07
　

…０５６…
７９７９…★

…泣く泣く…？？

…ｗ（＾■＾；）ｗ…。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月3日15:35
　

http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/29o370e
http://j.mp/29g1a6C
http://j.mp/29g0aj0
http://j.mp/29fGgVx
http://j.mp/298YHaP
http://j.mp/29fGjAp
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


過保護大魔神様発動中？(^_^;)

今のところ危惧したほどは悪くはない。(^_^;)

キャバね〜ズが珍しくひとりもいないからフロア内の服装風紀が保たれてるし、

ビクーニャさんが今日も出稼ぎ？に来てるから、イシメも発生しない♪

(^-^)g
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月3日22:07
　

先ほど無事帰投。(^_^;)
特筆するほどの良いことも悪いことも「何も起こらなかった」ので、無事これ鳴りす。（違う

四捨五入して「今日は良い日」でした…(^。^;)…

山登りの後遺症か全身ダルいので洗濯ムリ。(∋_∈)

漫画読んで寝ますぅ…☆
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201607030838495996/

F. IKGM @geoign · 15時間15時間前 
Petroglyphs-Destroyed - http://WhiteMountainsNV.com
http://www.whitemountainsnv.com/petroglyphs-destroyed.html …

ネバダ州で、どこかの古地磁気屋が古代彫刻の遺跡に穴を開けて当局がお怒りという

心温まるニュースが。

…ｗ（＾□＾；）ｗ…☆

 

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://whitemountainsnv.com/
http://www.whitemountainsnv.com/petroglyphs-destroyed.html


 
 



（７月４日）　今日は…アルパカおか〜さん狼さんに、遇えるかな…？

http://85358.diarynote.jp/201607040805385873/

どうも【火難の相】？が出ている…？

2016年7月4日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=aOl9QiIhYA0
Toto - Child’s Anthem 

おはようございます。

０７：４３です。

４連勤の３日め。（＾＾；）

もちべ…今日は…アルパカおか〜さん狼さんに、遇えるかな…？

（ちなみに冒頭の曲は、けさ起きぬけに何故か？頭のなかで鳴り響いていました…☆？？）

札幌は１６℃まで気温が下がり、しかも昨日０．０７μをマークした稚内方面から湿気たっぷりの

冷気が流れこんで来ていて、空気の状態は良くありません…
…（－－；）…★

個人的には、どうも火難の相？が出ている…？

http://85358.diarynote.jp/201607040805385873/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160704/85358_201607040805385873_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160704/85358_201607040805385873_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160704/85358_201607040805385873_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=aOl9QiIhYA0


（ゆうべ自転車のライトが壊れ、今朝はガスコンロが火を噴いた…ｗ）

さて。どうなりますやら…

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 0.040 6 
03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.042 0.039 0.040 6 
06:00

…あ、ついでに水難の相も出ているようですね。
　（－－；）

…降水確率１０％だったのに、ベクレ雨が降り出しました…★★

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 3日23時57分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/29qOObm

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ40.5km 2016/07/03 20:30:28

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M3.7】苫小牧南方沖 深さ135.7km 2016/07/03 16:41:15
(G)http://j.mp/29bcfml (アニメ)http://j.mp/29qcUCZ

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ7.1km 2016/07/03 10:21:34

…あ、（＾＾）雨、やんだ…♪

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/29qOObm
http://j.mp/29bcfml
http://j.mp/29qcUCZ


 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201607040903287525/
 
…これはおそらく単なる「人類の淘汰」である…

「ばかは死ぬ。不注意な者は死ぬ。」

「生存不適格者は絶滅して、優良遺伝子のみ生き残る。」

それだけ…。（－－；）…
 
https://www.youtube.com/watch?v=j_EyYtSBAwc
[PV] 卍LINE - IKIRO 

https://www.youtube.com/watch?v=IxuThNgl3YA
Bruce Springsteen - Born to Run 

https://www.youtube.com/watch?v=TtSicB7oNdc
Paul Anka　Mｙ Way ポールアンカ マイ・ウェイ
 

https://www.youtube.com/watch?v=j_EyYtSBAwc
https://www.youtube.com/watch?v=IxuThNgl3YA
https://www.youtube.com/watch?v=TtSicB7oNdc


（７月４日）　アルパカおか〜さん狼さん居るけど、シフトと座席が最悪で、

http://85358.diarynote.jp/201607041416116226/

禍福オタフク物もらい…ヽ（・＿・；）ノ

2016年7月4日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

きのう「悪いことが無かった」一日だったので、(^_^;)

今日は「良いことが無い」一日になる。(T_T)らしい…

アルパカおか〜さん狼さん居るけど、シフトと座席が最悪で、

ツチノコとかイエティ並の遭遇率かな…(;_;)…★

札幌でも若年突然死が増えつつあります。

すでに「予見していた」勢力が、有料葬儀所を大増設して、

手ぐすね引いて、ジェノサイドを待ち構えています…

…(-_-#)…

推定年齢３３歳くらいの人が、７０歳代の人のように縮んで、

「よぼよぼ」としか表現しようのない外見に…(ToT)

２５歳くらいの人が、６０過ぎの人生に疲れた老婆のように崩れたボディラインで、背を丸め、

足を引き摺って、溜め息つきながら歩いています…

…(∋_∈)…

生きたい人は、逃げなさい！

食べ物を改め、

水道水を飲むのを止めなさい…！

http://85358.diarynote.jp/201607041416116226/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201607041416116226/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160704/85358_201607041416116226_1.jpg


 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月4日14:34
　

食物はとりあえず道内陸産物。

o(^-^)o

海産物はオホーツクまたは道内日本海側産。(^_^)v

水道水は避けて道内の地下水。

(・ω・;)(;・ω・)

なるべくたくさん源泉掛け流しに浸かる〜…♪

o(^-^)o

私は元気ですよ〜…♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月4日14:40
　

で。ヽ（・＿・；）ノ

トカラ列島、何これ…

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


(・ω・;)(;・ω・)
 



（７月４日）　ちょ〜っとだけだけど、アルパカおか〜さん狼さんに構ってもらえた？

http://85358.diarynote.jp/201607042237038960/

札幌の気温１７℃。線量０．０３９μ。

2016年7月4日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

おばんです。２２：２５。

残業１５分。

イレギュラーの買い回りで３０分。

いつもより４５分遅れ？で、先ほど無事故で帰投。

今日は特にモンクを言うほど悪いことは何も起こらなかったし、

このご時世に「悪いことが何もない」ほど贅沢なことはないし、

バイトはムダに忙しかったけど嫌な客はいなかったし、

久しぶりに「仕事したぜ★」的な充実感？はあったし、

　ｗ（＾□＾；）ｗ

ちょ〜っとだけだけど、アルパカおか〜さん狼さんに構ってもらえた？

o（＾ｗ＾）o
気がするので…四捨五入すると、十二分に良い日でした…♪

https://www.youtube.com/watch?
v=b2GJcYBoVyg&ebc=ANyPxKqE8XEufTUI0gP7GHBtSxaemhROzl_QV8V_Ln8gdDT1b7wyOGXDPmX3LkHb9V9F0lArMGNpPhY5MWsk1ZtO2Kufa08Rfg
At God’s Mercy - rerulili feat.Vocaloids / 
神のまにまに - れるりりfeat.ミク&リン&GUMI 

全国的に暑熱だったらしいですが、

札幌は現在１７℃。

むしろ寒いです…（＾＾；）

（そして、空気は清涼♪）

トカラの地震が気になりすぎるので、ちょっとだけ情報チェック〜…☆

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 0.040 6 

http://85358.diarynote.jp/201607042237038960/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201607042237038960/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160704/85358_201607042237038960_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160704/85358_201607042237038960_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160704/85358_201607042237038960_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
https://www.youtube.com/watch?v=b2GJcYBoVyg&ebc=ANyPxKqE8XEufTUI0gP7GHBtSxaemhROzl_QV8V_Ln8gdDT1b7wyOGXDPmX3LkHb9V9F0lArMGNpPhY5MWsk1ZtO2Kufa08Rfg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.042 0.039 0.040 6 
＜b＞06:00 0.045 0.042 0.044 6 
07:00 0.041 0.039 0.040 6 
08:00 0.039 0.039 0.039 6 
09:00 0.041 0.038 0.039 6 
10:00 0.041 0.039 0.040 6 
11:00 0.039 0.038 0.039 6 
12:00 0.039 0.038 0.039 6 
13:00 0.040 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 0.039 6 
17:00 0.039 0.038 0.038 6 
18:00 0.039 0.038 0.039 6 
19:00 0.039 0.038 0.038 6 
20:00 0.039 0.038 0.038 6 
21:00 0.039 0.038 0.039 6 
22:00

地震マップ @eq_map · 15分15分前 � 北海道 七飯町 
【M2.8】渡島半島 深さ120.9km 2016/07/04 22:40:40
(G)http://j.mp/29t1PkN (Y)http://j.mp/29dp2on

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 苫小牧市 
【M2.5】石狩平野 深さ142.7km 2016/07/04 15:24:23
(G)http://j.mp/29keU0k (Y)http://j.mp/29h8OPj

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M4.6】KURIL ISLANDS 50.9km 2016/07/04 13:43:36JST, 2016/07/04 04:43:36UTC
(G)http://j.mp/29k3VnI (USGS)http://j.mp/29gLwsT

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 深さごく浅い M2.0 4日13時52分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/29k3UAc

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.2】根室半島沖 深さ45.9km 2016/07/04 11:55:06
(G)http://j.mp/29cCWa8 (アニメ)http://j.mp/29cCKI2

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【最大震度3】(気象庁発表) 釧路沖 深さ約50km M4.3 4日09時55分頃発生 
(G)http://j.mp/29jKJWW (気象庁)http://j.mp/29guCul

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 青森 むつ市 
【M2.6】下北半島付近 深さ86.5km 2016/07/04 08:32:58
(G)http://j.mp/29rHxrG (Y)http://j.mp/29rHuvV

https://www.youtube.com/watch?v=pICAha0nsb0
Two Steps From Hell - Star Sky 

hikka_g#0710私は選ぶ @hikka_g · 2 時間2 時間前 
東日本大震災以降泊原発止まったままだけど北海道の電力全然足りてる事みんな知っ

http://j.mp/29t1PkN
http://j.mp/29dp2on
http://j.mp/29keU0k
http://j.mp/29h8OPj
http://j.mp/29k3VnI
http://j.mp/29gLwsT
http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/29k3UAc
http://j.mp/29cCWa8
http://j.mp/29cCKI2
http://j.mp/29jKJWW
http://j.mp/29guCul
http://j.mp/29rHxrG
http://j.mp/29rHuvV
https://www.youtube.com/watch?v=pICAha0nsb0


てる？絶対いらないじゃん。何かあった時に取り返しつかない&ゴミ捨てるにも超リス
クある。普通に考えよう。いらないよね。

#森つねと
#0710私は選ぶ
https://pbs.twimg.com/media/CmhiQ7TUMAAtKWG.jpg

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月5日0:38
　

全部あてはまりますが…
「頭のいい」というより、

「世間の馬鹿さに適応できない」から不利なんじゃ…？？
　↓

amaちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 
見た目でも分かる頭のいい人の三大特徴 
「近視・左利き・アレルギー体質」が見た目にもわかりやすい3つの特長
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月5日7:46
amaちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 

頭の回転が速い子供の育て方

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=316926 …
 
子供の知能指数を上げる簡単な方法教えます

幼児のうちにアトピーアレルギー体質にし、過敏症にすることです

 
何事にも敏感になり知能が向上します

 
人生は地獄になるが

 
 

https://pbs.twimg.com/media/CmhiQ7TUMAAtKWG.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（７月５日）　 I Can See Clearly Now

http://85358.diarynote.jp/201607050812037911/

【M4.2】上川・空知地方 【M3.2】網走地方／札幌 ０．０３９ μ
／泊原発止まったままだけど北海道の電力全然足りてる事みん

な知ってる？

2016年7月5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 

おはようございます。（＾＾）／

袈裟も元気…もとい…（＾＾；）☆

今朝も元気ですよ！（＾＾）！

４連勤の最終日です…☆彡

札幌は快晴♪（＾＾）♪

予想降水確率「終日０％」♪

http://85358.diarynote.jp/201607050812037911/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160705/85358_201607050812037911_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160705/85358_201607050812037911_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160705/85358_201607050812037911_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c


そして線量「低め」…♪♪

（参照）

http://85358.diarynote.jp/201607042237038960
札幌の気温１７℃。線量０．０３９μ。

2016年7月4日

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1467672600/1011-0010-101000-201607050750.gif?
t=1467673238
（０７：４０〜０７：５０）

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 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00

地震マップ @eq_map · 55分55分前 
【M2.6】十勝地方南東沖 深さ44.8km 2016/07/05 07:13:55

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 置戸町 
【M3.2】網走地方 深さ177.4km 2016/07/05 03:02:51
(G)http://j.mp/29lxbuk (Y)http://j.mp/29iyV8a (アニメ)http://j.mp/29lxN2O

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 芽室町 
【M2.9】十勝地方 深さ120.6km 2016/07/05 01:55:38
(G)http://j.mp/29tsHAX (Y)http://j.mp/29eCkSr

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 士別市 
【M4.2】上川・空知地方 深さ215.4km 2016/07/05 00:45:52
(G)http://j.mp/29dBGUj (Y)http://j.mp/29euDf7 (アニメ)http://j.mp/29tj31q

http://85358.diarynote.jp/201607042237038960
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1467672600/1011-0010-101000-201607050750.gif?t=1467673238
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://j.mp/29lxbuk
http://j.mp/29iyV8a
http://j.mp/29lxN2O
http://j.mp/29tsHAX
http://j.mp/29eCkSr
http://j.mp/29dBGUj
http://j.mp/29euDf7
http://j.mp/29tj31q


hikka_g#0710私は選ぶ @hikka_g · 10 時間10 時間前 

東日本大震災以降泊原発止まったままだけど北海道の電力全然足りてる事みんな知っ

てる？絶対いらないじゃん。何かあった時に取り返しつかない&ゴミ捨てるにも超リス
クある。普通に考えよう。いらないよね。

#森つねと
#0710私は選ぶ
https://pbs.twimg.com/media/CmhiQ7TUMAAtKWG.jpg

https://pbs.twimg.com/media/CmhiQ7TUMAAtKWG.jpg


（７月５日）　そんなこと、ど〜でもい〜わ〜…♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

http://85358.diarynote.jp/201607051526449081/

【追記蟻ギりす】⇒或る蛇〜ノンに、花束を…(-.-;)…

2016年7月5日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

本日前半、今のところ超個人的には文句のつけようがないほど完璧に近い、

良い日♪　o(^-^)o

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

以下めも。

★スネイピ〜の凋落。(・_・;)

（こちらへ書きました☆＠2016.07.06.）
　⇒　http://85358.diarynote.jp/201607062226044634/

☆　祝！「鯨さん」御復活…♪　☆彡

( ^ _ ^)∠☆PAN！

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月4日14:34

食物はとりあえず道内陸産物。

o(^-^)o

海産物はオホーツクまたは道内日本海側産。(^_^)v

http://85358.diarynote.jp/201607051526449081/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201607051526449081/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160705/85358_201607051526449081_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9O4SMw_8Om0
http://85358.diarynote.jp/201607062226044634/


水道水は避けて道内の地下水。

(・ω・;)(;・ω・)

なるべくたくさん源泉掛け流しに浸かる〜…♪

o(^-^)o

私は元気ですよ〜…♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

明日もし覚えて鱈ね〜☆

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月5日22:57
　

札幌１３℃…ヽ（・＿・；）ノ

５月に３０℃だったよね？

今はもう秋？(・_・;)

秋なの…？(・ω・;)(;・ω・)
　

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7月5日23:01
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

結論から言えば、今日は滅多に無いくらい素晴らしい良い一日でした♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

もちろん好事魔多しで細かい嫌なことは沢山ありましたが…★
┐(’〜`；)┌

そんなこと、ど〜でもい〜わ〜…♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月6日7:03
　

１４℃。ヽ（・＿・；）ノ

降水確率１０％なのに雨。

焦げ臭い、冷たい雨…(・_・;)

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


（７月６日）　銀河鉄道の夜 ファイナルテーマ。

http://85358.diarynote.jp/201607060949203976/

札幌１３℃！（＠＠；）！／０．０３９ μ。

2016年7月6日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=6-b38gob9A8
鉄子の旅OP 

遅めようございます。

０９：３９になっちゃいました。

（＾＾；）

３連休の初日。

朝７時に起きて手洗濯と朝風呂して、

二度寝して起きて、定番の「どんぐりのチョコがけドーナツ」食べて、

この時間…

（前項）

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月5日22:57

http://85358.diarynote.jp/201607060949203976/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160706/85358_201607060949203976_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160706/85358_201607060949203976_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160706/85358_201607060949203976_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6-b38gob9A8


札幌１３℃…ヽ（・＿・；）ノ

５月に３０℃だったよね？

今はもう秋？(・_・;)

秋なの…？(・ω・;)(;・ω・)

今朝の札幌は１６℃。（＾＾；）

室温無暖房で１８℃…（＾＾；）…

先週の休みは２８℃で暑い暑いと文句を言ってたはずですが…？？

２つチェックしている携帯の天気予報が、１つは降水確率０％で、もう一つは

「カラッとした上天気♪」みたいなこと書いてたんですけど…

（いま見たら、慌てて書き直してました…ｗ）

つい先程まで小雨がパラついて、焦げ臭い、古タイヤの野積み火災か、ゴム工場の爆発炎上か…
という異臭に満ちていたし…

現在は雨は一応やみましたが冷たい湿気が高く、しかし全天を覆う…眩しくて目が開けてられな
いくらいの乱反射の…灰白色の雲海。（－－；）

強い強い南南道の風（内浦湾方向から？）が吹きつけていますが…

途中で雨のカーテンが汚染を叩き落としてくれているらしく…
湿気ていますが汚染は少ない風です…☆

明らかに何らかの、前夜の予測を完全に裏切るような、

「気象変動要素」が発生しているわけですが…

ｗ（－－；）ｗ



http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1467765600/1011-0010-101000-201607060940.gif?
t=1467766237
（０９：３０〜０９：４０）

なんだこれ…韓国の震度３で、いよいよ老朽原発が崩落したのかな…？？

（それとも、浜通りの震度２で、大地が裂けて、汚染水蒸気が噴出…？？）

https://www.youtube.com/watch?v=Lt-U_t2pUHI
Marvel’s Doctor Strange Teaser Trailer

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 0.039 0.038 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.040 0.038 0.039 6 
09:00 0.040 0.038 0.039 6 
10:00

…とりあえず線量は低めですね…泊や六ヶ所の事故ではなさそうです…☆

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
7月6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/CmovVcNUEAAGnyE.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 3時間3時間前 
7月6日7時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が15箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1467765600/1011-0010-101000-201607060940.gif?t=1467766237
https://www.youtube.com/watch?v=Lt-U_t2pUHI
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CmovVcNUEAAGnyE.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CmokdELUMAEevzo.jpg


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

…いや…（＠＠；）…なんか、怪しいのか…？？

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.9】浦河南方沖 深さ64.6km 2016/07/06 07:39:05

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 帯広市 
【M2.9】日高山脈 深さ98.4km 2016/07/06 07:13:49
(G)http://j.mp/29oGIRq (Y)http://j.mp/29oHq0G

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 白糠町 
【M3.7】釧路地方 深さ133.1km 2016/07/06 06:29:27
(G)http://j.mp/29giPrW (Y)http://j.mp/29hph2z (アニメ)http://j.mp/29wL5Jq

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ44.6km 2016/07/06 02:30:24

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.5】浦河南方沖 深さ15.0km 2016/07/05 12:47:39

地震マップ @eq_map · 7月5日 
【M4.4】KURIL ISLANDS 35.0km 2016/07/05 08:35:51JST, 2016/07/04 23:35:51UTC
(G)http://j.mp/29m8KNb (USGS)http://j.mp/29fgI8n

地震マップ @eq_map · 7月4日 
【M2.6】十勝地方南東沖 深さ44.8km 2016/07/05 07:13:55

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
 
 

http://j.mp/29oGIRq
http://j.mp/29oHq0G
http://j.mp/29giPrW
http://j.mp/29hph2z
http://j.mp/29wL5Jq
http://j.mp/29m8KNb
http://j.mp/29fgI8n
https://www.youtube.com/watch?v=4bY7i8lMXIk


（７月６日）　ここ数日の前世記憶？自動再生が「アルパカおかーさん狼さんの子
ども？」（２歳児）⇒「どこかの飼われ猫」⇒「縦に平たい熱帯魚」（＾＾；）…と、
戻って（退行？）たんですが…

http://85358.diarynote.jp/201607061856134195/

赤んぼ⇒飼い猫⇒熱帯魚⇒長毛犬。…（＾＾；）…☆

2016年7月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=pj2WS_vZJoY
【PS3】 El Shaddai -エルシャダイ-　(ルシフェルver) 高画質版 

おばんです？　１８：１３。

外はまだ明るいです…東の青空が綺麗です…☆

外気温１８℃。（＠＠：）

室温は２１℃。（－－；）

日中「寒かった」ので、どんぐりの総菜パンの予定だった昼飯メニューを変更して、ついカッ

プラーメンなんか啜って「暖をとって」しまったというね…
…ｗ（〜〜；）ｗ…☆

先週２８℃だったんだよ？

予報より１０℃も低い気温…って…

やめてほしいんですけど…☆（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=xgSCZL2SyP0
大丈夫だ問題ない（笑い＆感動） 
　　　　　↑

（…「エルさん」が…ッｗｗｗ）

んで。

その後の昼寝のあいだに、例によって？幽体離脱（…というか仮死状態？）…だったらしくて…
後遺症でしばらく貧血起こしてましたが…（－－；）…★

先週の稲荷山で「夢で視た場所」を１つクリアしてたわけで、どうも霊的に？次のステップに進

んだ？らしいんですけどね…

（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201607061856134195/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201607061856134195/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160706/85358_201607061856134195_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160706/85358_201607061856134195_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160706/85358_201607061856134195_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pj2WS_vZJoY
https://www.youtube.com/watch?v=xgSCZL2SyP0


ここ数日の前世記憶？自動再生が「アルパカおかーさん狼さんの子ども？」（２歳児）⇒「どこ

かの飼われ猫」⇒「縦に平たい熱帯魚」（＾＾；）…と、戻って（退行？）たんですが…

さっきの夢ではどうも、「もふもふのお嬢さん犬」だったような気がします…

広大な山脈のはずれの山腹の斜面で、ツレ（人間）と一緒に「新しい移住先」を探しに来たので

すが、案内してくれる人が「佐川がクール便を届けに来るまで出かけられない…遅いな…」とい
うシチュエーションで。

…ｗ（＾へ＾；）ｗ（なにそれ☆）

退屈したので一匹でうろうろ近所をお散歩しながら待っている、という状況でした…☆

https://www.youtube.com/watch?v=715mQbm2qmc
【ルシフェルさん】そんなガード形態で大丈夫か？【MMD】 
　　↑

（なんだコレｗばかすぎるｗｗｗ）

…あれ？「エンブ鯛」の画像が欲しかったんですけど…？？

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%BB%E6%B5%AE%E6%8F%90
仏教における閻浮提

…何故そんな壮大な誤変換を拾うんだワタシ…ｗｗｗ

…「人間の住む世界が４つ」…？（＾◇＾；）？…☆

https://www.youtube.com/watch?v=9UWX8YIe9qc
話を聞かないイーノック 

う〜ん、リアル「北海共和国に定住」路線かな…？

http://www.town.urausu.hokkaido.jp/gaido_map/gaido.html
浦臼町観光ガイド

　↑

（地図で観て「理想的な町♪」と思ってるんだけど、まだ実際に行ったことはない…）

（人口２０００人！ｗ）

（ただ、岩見沢方面は、へたすると札幌より「線量高い」んだよね…？）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E8%87%BC%E7%94%BA

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Urausu_Jinnja.JPG/280px-
Urausu_Jinnja.JPG

地理

北海道空知総合振興局管内のほぼ中央に位置し、西部は隈根尻山などの樺戸連山が南

北に走る。市街地は石狩川右岸にあり、周辺部は水田がひろがる。

山 : 隈根尻山、樺戸山、浦臼山、鳥越山、天狗鼻

河川 : 石狩川、樺戸境川、浦臼内川、黄臼内川、滝田川、於札内川、札的内川、晩生内
川

https://www.youtube.com/watch?v=715mQbm2qmc
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%BB%E6%B5%AE%E6%8F%90
https://www.youtube.com/watch?v=9UWX8YIe9qc
http://www.town.urausu.hokkaido.jp/gaido_map/gaido.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E8%87%BC%E7%94%BA


湖沼 : ピラ沼、トイ沼、浦臼沼、鶴沼、新沼、月沼、東沼、西沼、ウツギ沼

渡船

美浦渡船（石狩川、浦臼 - 美唄間）

産業

農業：米、花卉、メロン、ばれいしょ、アスパラガス、ぼたんそば、ブドウ（ワイ

ン用）

東洋一の鶴沼ワイナリー（ワイン用葡萄畑の作付け面積・収穫量が日本一）

立地企業

有限会社神内ファーム21
有限会社鶴沼ワイナリー

北海道ワイン株式会社加工用果樹試験研究センター

　↑

…もうこれだけで棲みたくなるワタシ…ｗｗｗ

http://www.bing.com/images/search?
q=%e6%b5%a6%e8%87%bc&qpvt=%e6%b5%a6%e8%87%bc&qpvt=%e6%b5%a6%e8%87%bc&qpvt=%e6%b5%a6%e8%87%bc&FORM=IGRE
…ていうか、すでに？棲んでる…ｗｗｗ

（定住するなら、札幌市南区か清田区。でなければ、浦臼がステキそう…♪）

https://www.youtube.com/watch?v=ap2sg77LekI
amazarashi　『もう一度』

…とりあえず机の上かたづけて、原稿まで進めるか、がんばってみます…☆

https://www.youtube.com/watch?v=f2SWilieKiI
Asura - Lost Eden (Full Album) 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月6日19:01
いや（＾＾；）もふもふの大型犬が、人間ほっぽって（鎖もつけずに）自由に出歩いてたから、

あれは「日本じゃない」かな〜…？？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月6日20:37
ちなみに、私がよく「うにゃ！」とか「う〜にゃん！」とか、独り言で叫んでいるのは、「猫だ

った時（前世）の口癖」なんだと思う…ｗ

それからたぶんヨウムだった？こともあって…鳥類にはやたら好かれる…ｗ
 

http://www.bing.com/images/search?q=%e6%b5%a6%e8%87%bc&qpvt=%e6%b5%a6%e8%87%bc&qpvt=%e6%b5%a6%e8%87%bc&qpvt=%e6%b5%a6%e8%87%bc&FORM=IGRE
https://www.youtube.com/watch?v=ap2sg77LekI
https://www.youtube.com/watch?v=f2SWilieKiI
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（７月６日）　…エルさんの意地悪イケズ、陰険タムシ〜ッ！★

http://85358.diarynote.jp/201607062226044634/

【続・スネイピ〜★】／スマホ電磁波／被曝が続くと精神病に／

脳細胞が死んじゃって／知能低下・無気力。問題は「自分自身が

気がつかない」こと／苦しんで死ぬらしい。

2016年7月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
Believing in Justice - Maho Shoujo Madoka☆Magica [Extended] 

これね。（－－；）

http://85358.diarynote.jp/201607051526449081/
或る蛇〜ノンに、花束を…(-.-;)…

そしてこのへん参照。

http://85358.diarynote.jp/201312292153577418/
人生いたるところに生産あり。ｗ

（2013年12月29日）

http://85358.diarynote.jp/201401181329038042/
りでぃきゅらす！σ(^◇^;)。。。
（2014年1月18日）

http://85358.diarynote.jp/201402121654148990/
「わたくしのお声が聴こえておりますか？」

（2014年2月12日）

http://85358.diarynote.jp/201402191653465113/
雑感。

（2014年2月19日）

http://85358.diarynote.jp/201512091621565222/
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「好きでもないことをやり続けていると段々腐ってきます。自分の人生の主人公は自分自身なん

です。 」
（2015年12月9日）

http://85358.diarynote.jp/201605241508156190/
続「わたくしのお声が聞こえておりますか？」…(‾○‾;)…
（2016年5月24日）

https://www.youtube.com/watch?v=4YMxUQ15JY8
春日八郎 - お富さん (1954)　on 78rpm 

…しかしながら…ｗ（－－；）ｗ…

もはやすでに完全に、

「社会的弱者」に凋落した、

「脳か精神の治療」を受けて、

「社会復帰努力中」の、スネイピ〜★

…に、後ろから石を投げるまねは…「弱い者いぢめ」に、なってしまうので…

…ｗ（－－＃）ｗ…

このへんを貼りつけて、個人的なコメントは控えます…。
　（－－＃）

https://www.youtube.com/watch?v=xVX0sN56J7Q
Disco お富さん　・ DISCO 　OTOMISAN　/　EBONEE WEBB 

24k.wakahana 24@kwakahana · 50分50分前 
日本では「食べて応援！」とか抜かしてるがこれが現実＞2013年9月以降、韓国が輸入
を禁止していることなどで生産が過剰に〜宮城・ホヤ大量廃棄へ。原発事故が影響

2016/6/29 http://goo.gl/AQV80Q 画像→
https://pbs.twimg.com/media/CmrjNfnUEAAhtry.jpg

Lightworker @Lightworker19 · 19時間19時間前 

http://85358.diarynote.jp/201605241508156190/
https://www.youtube.com/watch?v=4YMxUQ15JY8
https://www.youtube.com/watch?v=xVX0sN56J7Q
http://goo.gl/AQV80Q
https://pbs.twimg.com/media/CmrjNfnUEAAhtry.jpg


関東南東北で最近良く聞く言葉。「長く生きる気ないんだ」脳が被曝していると､こう

言う言葉が出るようだ。

核心を突くツイ&RT心がけます @kenshimada · 20時間20時間前 
チェルノブイリ事故の被曝者をずっと診察してきた医師が指摘するのは、被曝者のほ

ぼ全員が「中枢神経障害に罹る」という事実。脳の機能低下・知能の低下・無気力症

状という形で表れ、自殺も増加した。問題なのは、これを「自分自身が気がつかない

」ということ。

天知地知（てんしるちしる／旧：なんで屋） @NewStream_2012 · 7月5日 
農林水産省が「食べて応援しよう！」をさらに拡大！学校・病院の給食に被災地産食

品を使えと各団体・事業者に依頼開始！！ - 日々雑感 http://hibi-
zakkan.net/archives/15184719.html … 農水省は、農産物の徹底検査ではなく、拡散す
る事のみに重点を置いています。

https://t.co/xZtuMjgwDa

United Flow @soul2soullove · 7月5日 
身近なひとが

変わってしまうのは怖い。

被曝による脳障害や

精神疾患は深刻だと思う。

疲れやストレスと

すんなり置き換えられるし

何しろ本人は自覚できない。

恐ろしいことだと思う。

惻隠之心 @jikoukitai · 7月5日 
食べ物を放射能で汚染させ、食べて応援させて,
食べて拡散？〜日本人大量殺戮計画は米国研究所が考案！？

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=311024&g=131208 … …：そして「食べ
て応援」FOOD ACTION JAPANサイトは電通につながる 

4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 7月4日 
魚介類をほぼ毎日食べる群の体内セシウム検出率が高く、食べない群の検出率はゼロ

　http://goo.gl/aAMQNq 　◆食べて応援、危険と判明◆　生活習慣と体内被曝の関係
を「ふくしま３０年プロジェクト」が明らかに 
https://pbs.twimg.com/media/CATqM75UIAAMfbd.png

http://hibi-zakkan.net/archives/15184719.html
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Lulu__19 @Lulu__19 · 7月4日 
脳の破壊が、様々な精神症状や身体の病気の原因だったのです。 大量に吸い込んだ放
射性物質が、脳にまで入り込み、 まるでミクロの爆弾のように神経細胞を破壊してい
ったと考えられます。

https://t.co/DgKupG5UpE

ウクライナ政府報告書bot @ukurainahoukoku · 7月3日 
胎児期に被曝した子供においては、より多くの神経疾患と精神障害が知られている。

被曝した子供では、そうでない子供にくらべて、知的発達が不均等で、また特に言語

に関する知能が低くなる傾向があるため、知能指数が全般的に低く出ることが多い

あこっち(ふなっしー命名：バカ付け薬) @akopunpun · 7月3日 � Funabashi-shi, Chiba
あこっち(ふなっしー命名：バカ付け薬)さんが＊ peace ＊をリツイートしました
今、日本中が放射能汚染。日々、空気・雨・飲食物・建材等から放射能を浴びて被曝

している。癌・心筋梗塞・脳内出血など判り易い病気だけでは無い、精神不安定や通

常は老化と言われる症状、気絶のような睡魔。明日も生きていられる保証は無い。

リョウ・アルジャーノン @ryoFC · 7月2日 
100mSv時点のリスクが分かっているのに、1Bqの追加被曝に発狂してる人の脳内で何
が起きてるのか。

Lulu__19 @Lulu__19 · 7月2日 
甲状腺の障害は、「目のクマに」あらわれる。

放浪野郎 @hourouyarou · 7月1日 � Fujisawa-shi, Kanagawa 
放浪野郎さんがをリツイートしました

岩瀨と同病かね

@matsuikei 宮地は40年くらい第一線のラジオパーソナリティで東海地区では第一級の
有名人

それが40年間の蓄積を一瞬で失う粗暴行動をするとは、とても思えない
ピック病か認知症、放射線被曝精神異常ではないのか？

https://twitter.com/tokaiama/status/748720302985588736 …

おかあつボット @ats4u_BOT · 6月30日 
【原発ラブラブ病】被曝で頭がおかしくなり、放射能の危険性を忘れ、放射能をもっ

と浴びようとしたり、他人に放射能をもっと浴びさせようとしたりする病気。症状

https://t.co/DgKupG5UpE
https://twitter.com/tokaiama/status/748720302985588736


に「原発は必要だ！」「お前は放射脳だ！」「また似非科学か！」「俺を置いてく

気か？」と連呼し止まらなくなる発作が挙げられる。【自分

HIRO 89@Geigers · 6月30日 
被曝による脳への影響、ヤバいと思います。

Lightworker @Lightworker19 · 6月30日 
チェルノブイリにおける脳内被曝を読んで！　http://bit.ly/Nc96Xz

Lulu__19 @Lulu__19 · 6月28日 
【拡散】tokaiama 岐阜に住んでると被曝とは無関係と思うだろうが、友人知人にひた
ひたと被曝死が訪れてきている 測定器販売S氏の親戚死亡、心筋梗塞 千葉の友人の21
歳娘が脳梗塞を疑う症状　頭痛痺れ　松戸の学校に通学してた

はなまま @hanamama58 · 6月28日 
事故後、被曝線量の許容範囲が高くなった。そのせいか心筋梗塞や脳梗塞が多くなり

ばたばた死んでいます。病院の先生の話では、うつ病も血管の通りが悪くなるとなり

やすいと言っていました。うつ病になった人の中には原発で働いていた人が多いのも

特徴です。（私・昔はぶらぶら病と呼ばれていた）。

不正選挙監視団 @rigged_election · 6月26日 
【拡散】micchan09 最終的に脳がやられるんじゃなくて一番最初に脳がやられるん
です。もう東京にいる人もみんな脳細胞が死んじゃって残った部分で違う回路をつく

って生きていくしかない状況になっている。脳の細胞死は被曝下にある限り進行して

いく。免疫力の低下も脳が引き金。内部被曝。

不正選挙監視団 @rigged_election · 6月26日 
【拡散】tokaiama 最も酷い障害は中枢神経障害です。ほぼ全員です。調べていて、あ
るときから医師のカルテが用成さなくなっていくという私の恐怖、わかりますでしょ

うか　http://ameblo.jp/maimaikaimei/ey-11080073452.html …………　被曝で最も多い
のは知能障害です　全員に起きます

king_kyoung @yamadance2010 · 6月25日 
慢性的にスマホ、Wi-Fiの強い電磁波被曝が続くと、精神的に不安定になり自殺願望が
現れたり精神病になるリスクがかなり増える事はデータで証明されています。

電磁波被曝で精神科に行っても医師は電磁波の知識は皆無で、保険点数の高い薬出さ

れて終わりです。

http://bit.ly/Nc96Xz
http://ameblo.jp/maimaikaimei/ey-11080073452.html


放射能と全く同じパターンです。

motty @novtnerico · 6月21日 
放射線障害を癌と白血病と心筋梗塞だけと思っている方…被曝障害で最も多いのは『
知能障害』…恐ろしいことですが脳の異常はその脳が気付けない
http://cocologsatoko.cocolog-nifty.com/blog/2016/06/post-bea6.html … #ひるおび #ワイ
ドスクランブル #バイキング #芸能 #akb #欅坂 #三代目 #smap

neko-aii @neko_aii · 6月21日 
lionjapan
被曝は突然死だったら良いが、

ほとんどは苦しんで死ぬらしい。

まずは、

精神が異常になり、

喉が変、下痢、頭痛、失明、

癌、白血球と血小板の減少

まったくやる気無し、

顔が腫れたりむくんだり、

茶色いアザ、血豆、鼻血、

いろんなとこから出血。

https://www.youtube.com/watch?v=_HudC71bmlg
Most Emotional Music Of All Times - Sand Dream 

おまけ☆

http://85358.diarynote.jp/201404160922483077/

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年4月16日17:06

でもゼッタイ文芸部出身だろうという本好きオーラの新人さんが来たのでお友達にな

りたい。

(^-^)

http://cocologsatoko.cocolog-nifty.com/blog/2016/06/post-bea6.html
https://www.youtube.com/watch?v=_HudC71bmlg
http://85358.diarynote.jp/201404160922483077/


…エルさんの意地悪イケズ、陰険タムシ〜ッ！★
　o（＞＜＃）o

田島博之　護憲は争点だ、国民投票はダメ！ @NAMAENAKI · 6月29日 
医療行為以外の被曝は緩やかな殺人　国ぐるみでこの無差別大量殺りくをやってるニ

ッポンの脳は狂ってる　3.11はとてつもない悲劇を生みだしてそれはなお続いている
けど、こんな悲劇が起きたいまこそ、“政治を改革する絶好の機会” 

『 諦めたら負け。諦めなければ負け以外の可能性がある。 』

charley @charleycharley7 · 6月29日 
放射脳の私たちが間違っていた場合、

　「放射脳」が非難されれば済む話。

放射能「安全」主張派が間違っていた場合、

　被曝した人たちがみな、生涯、苦しむことになる。

真実が前者であることを、心から、心から願う。

でも､逃げて欲しい。間に合う人もきっといる。

大切なのはこれから！

https://www.youtube.com/watch?v=rT0hDTsNais
Ice - Theme of Puella Magi 

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月6日22:32
やまもとReduce exposure! @Yamamoto0509 · 24時間24時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=rT0hDTsNais
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


脱被曝がいつの間にか脱原発にすり替えられていたリ、東京は全く安全かのように選挙運動が繰

り広げられているけど、本当に大丈夫なのかな。

「あなたは慎重過ぎでしたね」と、後世で笑われたいものだ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月6日22:37
つばき＠三宅洋平を国会へ！ @tsubaki131 · 5月21日 

なして美容に気を遣って紫外線だの避げでんのに、被曝には気をつけねーのがわがんね。人のご

どはいいげんと。被曝は美容の大敵ですよ。
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（７月７日）　どうにも馴染めないよ…★

http://85358.diarynote.jp/201607070736111886/

「 森林浴 ＆ 源泉入浴 ♪ 」

2016年7月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=g2qrEQ8jTMY&nohtml5=False
El puente sobre el rio Kwai - Luis Cobos

おはようございます。

７月７日の、

７時１１分でした。

…しまった…☆

「７時７分」を観ておくべきでした…ッ★

　ｗ（＾へ＾；）ｗ

太陽電磁波の影響なのか、今朝は日の出とともに全身ビリビリ感？が始まり…
ｗ（－－；）ｗ

あまり熟睡できた感じがせず、寝不足ぎみです…★

http://85358.diarynote.jp/201607070736111886/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201607070736111886/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160707/85358_201607070736111886_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160707/85358_201607070736111886_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160707/85358_201607070736111886_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=g2qrEQ8jTMY&nohtml5=False


しかしながら、

３連休の２日目♪

終日降水確率０％。

予定は「森林浴＆源泉入浴♪」…♪（＾ｗ＾）♪

札幌の気温１６℃。

昨日からどうも「空気が焦げ臭い」と思っていたら、

周辺の家が一斉に「灯油ストーブを点けている」せいのようでした…★

…＜（〜〜；）＞…

そりゃたしかに体感温度「寒い」けどさ…

長袖出す前に「半袖着たままストーブ点ける」

横着な生活習慣の「北海道感覚」には、

東北系関東人の私は、どうにも馴染めないよ…★

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

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

空気が乾燥して汚染粉塵が舞い上がり、南風で色々「ご新規さん」も襲い掛かってくるので…だ
んだん悪化してますね…★

（しかも今日は、自衛隊の実弾演習まで「やらかす」らしい…ッ★）

地震マップ @eq_map · 10 分10 分前 
【M3.3】国後島近海 深さ168.9km 2016/07/07 07:31:45

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


(G)http://j.mp/29oGYR0 (アニメ)http://j.mp/29rrU4n

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M3.1】十勝地方南東沖 深さ82.1km 2016/07/07 06:03:05
(G)http://j.mp/29ri02w (アニメ)http://j.mp/29jEf8j

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M3.6】北海道東方沖 深さ51.2km 2016/07/07 03:17:31
(G)http://j.mp/29ySB6A (アニメ)http://j.mp/29ySCXU

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ30.6km 2016/07/06 22:00:53

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M3.1】根室地方 深さ81.4km 2016/07/06 13:53:47
(G)http://j.mp/29piQgk (Y)http://j.mp/29piaI1 (アニメ)http://j.mp/29mrNbe

地震マップ @eq_map · 7月5日 
【M2.9】浦河南方沖 深さ64.6km 2016/07/06 07:39:05

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月7日8:39
北海道反原発連合 @HCANjp · 15 時間15 時間前 

4年、ただただ通過点です。原子力規制委による泊原発の審査が進むなか、ここから私たち一人ひ
とりが問われます。それは、高橋はるみ知事も同じくです。まずは、参院選で勝利し、なし崩し

的な原発再稼働をすすめる安倍政権に打撃を与えましょう！

森つねと� 認証済みアカウント � @tsunetomori · 7月5日 

http://j.mp/29oGYR0
http://j.mp/29rrU4n
http://j.mp/29ri02w
http://j.mp/29jEf8j
http://j.mp/29ySB6A
http://j.mp/29ySCXU
http://j.mp/29piQgk
http://j.mp/29piaI1
http://j.mp/29mrNbe
http://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201607070736111886
http://85358.diarynote.jp/
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事故の原因も不明なまま、いまだに汚染水は増え続けています。原発被災者への救済も打ち切り

も許せません。再生可能エネルギーの規模を大きくして、泊原発は廃炉にしましょう。

#7月10日参議院選挙 #森つねと #比例は共産党へ
 



（７月７日）　（覚えてる範囲内で記憶スケッチ復元☆）

http://85358.diarynote.jp/201607071202357093/

まい別荘なう。(*^_^*)

2016年7月7日 環境は、生命圏で、生存権。
…本文消えた…(^。^#)

後でね…

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

（覚えてる範囲内で記憶スケッチ復元☆）

涼しくて最高♪

痛いほどの直射日光が当たるところの気温は２５℃ほどですが、強い風。

おそらく北極圏の冷たい空気が巨大台風に向けて引っ張られながら北海道表面の直射

日光熱を奪い取りつつ通り過ぎていて、その結果、列島南部の気温は上昇している（

風が北海道の分の熱まで持ってってる）と思われます…

でもね。空気が「痛い」んだよ…

さっきまで北極で凍っていたから？

…何らかの異常を感じる空気です…

http://85358.diarynote.jp/201607071202357093/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
file:///tmp/puboo/124102/445476/a083abdcaaeb2b033d5d/8635/epub/OEBPS/image/85358_201607071202357093_1.jpg


（７月７日）　星が沼…には、似ていない…☆

http://85358.diarynote.jp/201607071356465871/

星が沼…には、似ていない…☆

2016年7月7日 旅行
　

 
ここへ来るのは３年ぶりの２度目？

前回は天気が悪く水量も底をついていてあまり楽しい場所とも思わなかったの

ですが、晴れて水量豊富な時だと、なかなか風光明媚です…♪

（一周コースが欲しいっ）

写真（露光）失敗…（＾＾；）☆

水も空も、もっと青かったのよ…☆

（ちゃんとしたカメラが欲しいッ）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201607071400238365/

しかしなかなか良い風情。(^-^)g

2016年7月7日 旅行
（コメントは前項に同じ。）

ｗ（＾へ＾；）ｗ

周遊ルートが欲しいな〜っ☆
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（７月７日）　「 野の星 」

http://85358.diarynote.jp/201607071401179450/

振り向けばスターロード☆

2016年7月7日 旅行
　

前項写真を撮って、後ろを振り向いたら、

いちめんの…「野の星」♪

（☆なまえを知らないのでそう呼んでいる「野の花」。）

 
 
 

http://85358.diarynote.jp/201607071401179450/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=216
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（７月７日）　ちょうどジャストタイムの絶景ポイントで…♪

http://85358.diarynote.jp/201607071911036952/

日の入り19時10分。o(^-^)o

2016年7月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

前項写真を撮った後で、方向感覚（帰巣本能）抜群？の私には

滅多にないことですが、選ぶ山道と折り返す方角を間違えて迷走し、

来た方向に戻ってしまってムダに往復することロスタイム３０分。

（＾＾；）

なんだかんだで予定１時間半オーバーして、

無事に源泉かけ流しにも浸かれましたが…

予定していた「いつものソバ屋」は断念して、買い物（スーパー閉店時刻）優先で土手を走って

いたら、

ちょうどジャストタイムの絶景ポイントで、日の入りが拝観できました…♪

（それにつけても、たかだか標高差５０ｍほどの平滑なお散歩道を都合４時間ほど歩いただけで

、太ももの筋肉へろへろになる体力の落ちっぷりがナサケナイ…ッ★）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日3:39
　

既に空が明るいです。(^_^;)
　

http://85358.diarynote.jp/201607071911036952/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201607071911036952/
file:///tmp/puboo/124102/445476/a083abdcaaeb2b033d5d/8635/epub/OEBPS/image/85358_201607071911036952_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日4:35
　

日の出04時34分頃。(^。^;)
０４３４綿沙汰ワタサタ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日4:37
　

太陽の位置がすごい北寄り。

(‾○‾;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日4:40
　

ちなみに元旦の日の出は和魔川ワマカワ07時20分頃。
６０度ぐらい？

南側…(・ω・;)(;・ω・)？
　

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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（７月７日）　ほどよく画竜点睛は欠きつつ、

http://85358.diarynote.jp/201607071948202664/

出来すぎの一日♪ ♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

2016年7月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

予定通りスーパーで格安道産野菜をガッチリ買い込んで♪

えっちら帰宅中の最寄りの橋の上で、なんと！

どんぴしゃり。目の前で、（しかも２会場同時鑑賞席の）

予想外の！（＠＠）！

遠花火…♪（＾◇＾）♪

（日野の多摩川土手から立川や府中の花火を観るぐらいの距離感。）

平日だけど、「七夕」合わせだったのかな〜♪

（…う〜ん？（＠＠；）？
　今、検索してみたけど、該当する方角の花火大会の情報、無いなぁ…

　けっこう何発も打ち上げてたし、モエレ沼かな？と、思って観てたんだけど…？？）

（海岸沿いの、音楽イベントのおまけとかだったのかな…？？）

 
       
 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201607071948202664/
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http://85358.diarynote.jp/201607071948202664/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月7日20:52
　

先ほど無事帰投。o(^-^)o
ごはん食べて買い込み荷物片して着替えました。

ほぼ１０時ジャストに家を出て

ほぼ２０時ジャストに家に着き

(^。^;)

ほどよく画竜点睛は欠きつつ、

(^_^;)

実に盛り沢山で、素敵な一日でした…♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

…漫画読んで寝ま〜す♪(^o^)／
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日19:54
　

…今日もドンパン花火が上がっています…☆

定山渓の音じゃないし…

「連日連打イベント」なのかな…？？

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


（７月８日）　体と脳がざわざわして眠ってられない。／異様睡魔中。ちょっと一旦寝
落ちします…★

http://85358.diarynote.jp/201607080603299748/

早起き過ぎ、りす！

2016年7月8日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)

https://www.youtube.com/watch?v=bpxtuUQ28UM
Thomas Bergersen - Children of the Sun (feat. Merethe Soltvedt) 

おはようございます。（＾＾）

０５：５２です…☆彡

（参照⇒コメント欄）

http://85358.diarynote.jp/201607071911036952/

ぎんぎらぎんの太陽が東北東（より北？）から、

がんがらがんと昇ってきつつありまして…
（＾＾；）

東向きの巨大窓から、部屋全体が陽射しに直撃される。

http://85358.diarynote.jp/201607080603299748/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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という状況なので…（－－；）…★

私の眼球と、本類の背表紙保護のため、

カーテンは３分の１しか開けられません…ｗ（＾へ＾；）ｗ…★

…マジで眼が痛い…★（＞＜；）★

てなことで太陽とともに電磁波直撃？もキテいるらしく、体と脳がざわざわして眠ってられない

ので５時ジャストで起きだしましたが…

（－－；）

起きると今度は、眠くて？目が開けていられないという状態でね。

（－－；）

ふ〜らふ〜らしながら、とりあえず昨日乾いてた洗濯ものを畳んでとりこんで、ＰＣ前に座りま

したよと…

情報チェックと、あと、昨日の写真にコメント入れるとか、とりあえずやってきたいと思います

…☆

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 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

強い北風ですが、線量は「やや高め」です…。
北風なんですが、鋭い異臭がこもっているので、換気はやめて、窓全閉にして、閉じこもって

ます…★

（北極圏の水と空気に、異常が起きてると思われます…★

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


…そんなわけで（コメント欄参照）

ここから上と下と、

次項と次々項以下で、

時差が２時間ほど、あります…☆

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ27.3km 2016/07/08 01:51:32

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.5】十勝地方南東沖 深さ50.5km 2016/07/07 22:56:13

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 根室半島南東沖 深さ約60km M3.6 7日22時14分頃発生 
(G)http://j.mp/29APryZ (気象庁)http://j.mp/29t0DhY

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 北海道 釧路市 
【M2.5】釧路地方 深さ98.7km 2016/07/07 14:32:35
(G)http://j.mp/29s5ShZ (Y)http://j.mp/29Ag6fu

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M3.1】浦河南方沖 深さ55.6km 2016/07/07 13:45:04
(G)http://j.mp/29kiGob (アニメ)http://j.mp/29kixB7

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M2.6】根室地方 深さ119.6km 2016/07/07 11:47:49
(G)http://j.mp/29p5wtc (Y)http://j.mp/29rRhms

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � 北海道 陸別町 
【M3.4】十勝地方 深さ186.1km 2016/07/07 10:59:23
(G)http://j.mp/29jcBHu (Y)http://j.mp/29zYUH4 (アニメ)http://j.mp/29zZc0i

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 � 北海道 むかわ町 
【M3.5】石狩平野 深さ102.1km 2016/07/07 09:58:18

http://j.mp/29APryZ
http://j.mp/29t0DhY
http://j.mp/29s5ShZ
http://j.mp/29Ag6fu
http://j.mp/29kiGob
http://j.mp/29kixB7
http://j.mp/29p5wtc
http://j.mp/29rRhms
http://j.mp/29jcBHu
http://j.mp/29zYUH4
http://j.mp/29zZc0i
http://j.mp/29oVWGU
http://j.mp/29k0gUm
http://j.mp/29rGSHx


(G)http://j.mp/29oVWGU (Y)http://j.mp/29k0gUm (アニメ)http://j.mp/29rGSHx

地震マップ @eq_map · 7月6日 
【M3.3】国後島近海 深さ168.9km 2016/07/07 07:31:45
(G)http://j.mp/29oGYR0 (アニメ)http://j.mp/29rrU4n

…眩暈だけじゃなくて、「ホントに揺れてる」場合も…★★

…||||ｗ（〜〜；）ｗ||||…
　

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日7:10
　

朝カップ麺すすりまして「暖をとり」ました…☆
（気温＝室温１９℃！）

異様睡魔中。ちょっと一旦寝落ちします…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日8:32
　

起きました…というか、やはり
「横になると苛苛して眠れません」…（－－＃）★
で、「起きると三半規管がぐるぐるふらふらして眠い…」
…（－－；）…★

そういえば、昨日、私にしては珍しく、２回も道を間違えました…★

http://j.mp/29oGYR0
http://j.mp/29rrU4n
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
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方向感覚、磁性と太陽の位置から、割り出してますからねぇ…？？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日8:53
　

０５６

８８

０８

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日9:58
　

obatyan @obatyan1 · 6 時間6 時間前 

フクイチ事故の避難区域が30kmなのは、それ以上広くすると、国道4号や東北本線、新幹線、東
北自動車道等々があり、流通がストップするからなんだ。

泊原発から札幌までたった60km。

泊原発再稼働に賛成の議員はいらない！

♯0710私は選ぶ
♯再稼働反対

♯野党に投票
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（７月８日）　逃げろ！現実だ！

http://85358.diarynote.jp/201607081404278309/

「被曝してる顔」。…、「みんなで楽しく一億玉砕♪」…、（
－－；）…。

2016年7月8日 音楽
　

てなことでブランチ？食べて昼寝？してみましたけど、

やはりうまく眠れませんでしたので、起きても頭ボーッッとしてますよと…

１３：２９です。

とりあえず「昨日の写真」の分、コメントだらだらつけてきました…

（写真撮った時に考えてたのはもっと簡潔で名文なコメントだったと思うんですが…
　アタマ働いてなくて、思い出せない…★）

今日の私（の脳ミソ）は、使いものになりません…★（－－；）★

…元気をもらおうと思って選曲中なんですが…

https://www.youtube.com/watch?v=nB3jZu5ZDLQ
題名のない音楽会 オールスター吹奏楽団 

…東京勢、「被曝してる顔」だなぁ…（ＴＴ；）…★

（アウシュビッツのガス室前の、ユダヤ人音楽団を上回る、悲劇だ…）

…ということで、５分目まで観て離脱…★

https://www.youtube.com/watch?v=tMtNDx0e0kY
宝島

…これもみんな「被曝してる顔」だわ…

http://85358.diarynote.jp/201607081404278309/
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http://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4063145883/
https://www.youtube.com/watch?v=nB3jZu5ZDLQ
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いつの録画だろ…（；；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=LtS8aJW9GIE
ぱんだウインドオーケストラ「あまちゃん オープニングテーマ」

ははは…★

悠宙舞さん自動推奨、「やけのやんぱち」音楽…ｗｗｗ

あははははｗ

https://www.youtube.com/watch?v=tQxXjjZ6EIg
藝大生がフルートで「サザエさん一家」を演奏してみた【ぱんだWO】 

…咲いた花なら散るのが定め、

同じ散るなら…

https://www.youtube.com/watch?v=qSZ353oOJV4
オーボエ3分クッキング【ぱんだWO】

これはもう、「みんなで楽しく一億玉砕♪」

…レミング民族的一大ページェントなんだな…

…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=H2EVKsj7tKA
1人ボレロ bolero ravel ’one-man band’ ラヴェル
(MINAMI オーボエ・マルチプレーヤー ) 
一人ボレロ ひとりボレロ 

https://www.youtube.com/watch?v=7maoFIW9dKg
【ガルナ オワタP】逃げろ！現実だ【弱音ハク・亞北ネル】
 

https://www.youtube.com/watch?v=LtS8aJW9GIE
https://www.youtube.com/watch?v=tQxXjjZ6EIg
https://www.youtube.com/watch?v=qSZ353oOJV4
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https://www.youtube.com/watch?v=7maoFIW9dKg


（７月８日）　（　神？　神なの…？？）

http://85358.diarynote.jp/201607081443227945/

（仮神）（…けしん…）

2016年7月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=MULFx71eonY
[official]進捗どうですか！ feat.オワタP(弱音ハク、亞北ネル) 

…イタい…＜（〜〜；）＞…★

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 1 分1 分前 
一人部屋にこもり、読書やネットに耽りたい気持ちはよくわかる。しかし、それがで

きるのはやるべきことをやった者だけだ。原稿を進めなさい。

へい。（＾＾；）o

（なぜに悠宙舞さんは、こうジャストインパクトな音楽を呉れるんだろう…ｗ
　神？　神なの…？？）
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https://www.youtube.com/watch?v=qkbKxE7dZik
[official]シオカラ節-Yagura mix- feat.ガルナ(オワタP) 

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 3 時間3 時間前 
言葉が厳しい？　この程度で音を上げるのであれば、とても原稿など仕上げられない

だろう。後悔したいのであれば、放り出してしまうのも一つの手だ。諦めたくないな

らば、原稿をやりなさい。

さて。では、次の一曲は「お気に入り」データの中から…

https://www.youtube.com/watch?v=7aa2kpj5OKw&nohtml5=False
WSL-08-008 ボレロっ！？（吹奏楽セレクション）

１５時までに机の雑資料を片付けて、原稿ファイルを開きますッ！

https://www.youtube.com/watch?v=t1-2rVHHEiQ&nohtml5=False
WSL-07-008 故郷の空 in Swing（吹奏楽セレクション） 

…所要時間オーバーしました…（＾＾；）…★

が！　他人さまの掘り出し物を、無断転載…☆彡

　彫ってみろや

　だらだら書くな

　くだくだと書くな

　パソコンで書くな

　鉛筆なんかで書くな

https://www.youtube.com/watch?v=7aa2kpj5OKw&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=t1-2rVHHEiQ&nohtml5=False


　ノミで書け

　目鼻を付けて

　削っていくなか

　掘り下げていくなか

　簡潔なことばを

　彫ってみろや

　木材で家屋を造るよう

　石材に碑文を彫るよう

　ノミ一本で

　ノミ一本の覚悟で

　思いの丈を

　彫ってみろや

（神奈川県　児丸　久）

（日付不詳「しんぶん赤旗」）　

…ぅしッ！



 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日15:25
　

たぶん２００４年の切り抜きです…

（裏面に「どぼん＆うず・めめす」の広告ｗ）

 

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


（７月８日）　…おっと、未入力？草稿を発見…☆

http://85358.diarynote.jp/201607081626286482/

『　優等生　－サイラス－』　（たぶん高校２年。）

2016年7月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

…おっと、未入力？草稿を発見…☆

https://www.youtube.com/watch?v=mLXQltR7vUQ
For A Few Dollars More (Theme by Ennio Morricone) 

－優等生（サイラス）－

最期の荷物にひもをかけ終わったところでちょうど扉が開いた。

「トルカ、見てきたよ、新しい部屋割り。」

「おう。ごくろう、ジュノー。おれ何室だった？」

「３０８．」

「げっ！　あそこまでこの荷物運べってのかよ〜〜」

「うふふ」

「あ、おまえは？」

「４０７」

「じゃ、近いな。中階段はさんで上下じゃないか」

「うん…べつべつ…」

http://85358.diarynote.jp/201607081626286482/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201607081626286482/
https://www.youtube.com/watch?v=mLXQltR7vUQ


　呟くように言った小さな声をトルカが聞きとるよりも早く、騒々しく扉を蹴あけて

一団がなだれこんできた。

「よーお、トルカ。まだいたのかよ。さっさとこの部屋あけてくれよなっ！」

「悪い。いま出るところだ２人とも」

「なんならお引越し荷物は我らトンネル団にお申し付けを。おひとり様２０リードで

引き受けまーす」

「ばかやろー、おまえらに任せた日にゃ秘蔵のポスターヌード画が途中で全部消え失

せらぁ」

「ちぇーっ、しっかりばれてやがる」

「あたりまえだ。…じゃな、ジュノー。またそのうちな。」

「トルカ！それでね、きみの同室…、あ…。」

　大荷物を腕いっぱい抱えたトルカは足で扉を閉める。

　　　　　〇

　エオランジュの国のリノの街（まち）の、少し昔の寄宿学校の話だ。秋のはじまり

が新学期にあたるここでは、紅葉にはまだ少し早い今がちょうど部屋替えのシーズ

ンだった。

「トルカ、トールッカ、トールンカ！」（トルカ騒ぎ屋、お調子もん！）

「トルカ、トールッカ、トールンカ！」（トルカ騒ぎ屋、お調子もん！）

「てめーらーっ!!」

　度胸のいい下級生がふたりばかり、すれちがいざまにはやしたてながら駆け降りて

ゆく。腕がふさがれて身動きのとれないトルカも、さすがに階段なので足をひっかけ



てやるのは遠慮した。

「カロン！　トイラ！　覚えてるからなっ!!」

　がたがたと本当に騒がしい季節だ。

「……よっ。」

　そういう事態を予測してなのか、わざわざ半ば開け放されてあった扉を足でこじあ

けて、

「おぅ一年間よろしくなっ！」

　一歩、部屋に踏み入れるなり、ずるぅ〜…

　トルカは、おもわず、よろめいて戸口の柱にもたれかかった。

「……サ、…」

　そこにいて、窓辺の机で片づけものをしていた彼、淡い逆光のなかで、ゆっくりと

ふりむいてみせた少年は…

「サ、サイラス・ドライブ　デュ・ヨカナン？　優等生（おきにいられ）の?!」

　確かに。さして高くも低くもない背たけにぴっちりと制服を着こみ、やわらかな物

腰でトルカに向きなおったその姿は、心持ちながめにそろえられた黒い髪をのぞ

けば、 "完璧な優等生" を絵にでも描いたようだと言えた。

　冷たくさえ見える落ち着いた表情だ。

「一年間よろしく。きみがトイラーカ・サルマスベイン？」

「…聞かなくてもどーせ知ってんだろ。 "不良" のトルカだよ、おれァ」

　すねたように答える彼をいぶかしげに見つめて、サイラスと呼ばれた少年は机の整

理へと意識を戻した。



　トン、と教科書類をそろえて棚に入れる動作が、不思議なほど穏やかだ。

「君が、来るのが遅いから、勝手に右の机に決めさせて貰ったけれど、もし不満があ

れば…」

「んで？　誰のさし金だよ？　リガーオか、それともルクナス？　…ま、先公なんて
どれも同じよーなもんだけどな」

「…なんの話だい？」

「ばっくれないで欲しいんだよね、おれとしちゃあ。何の意図もなしにこうゆう部屋

割りが成立すると思うか？」

「確かに、門限を守らなすぎる生徒がいて困っているという風には聞かされていた

けど」

「… "門限を守らなすぎる" 。はっ！」

　あきれたように叫んでトルカは荷物の山を寝台の上にぶちまけた。

「ずいっぶんと手ぬるい表現だよな。優等生どの！」

「何処へ？　トルカ　トイラーカ。 もうすぐ部屋替え点検だよ。それまでに整頓して
おかないと…」

「知ったことか！　おれァこんな部屋はゴメンだ！」

「トイラー…」

「おれァトルカ不良のトルカだよ！」

　くるりとふりむいて捨てゼリフにそう怒鳴ると、不思議な…西陽色の逆光のなか、
はかなげに、さびしげにさえ見える、気弱い微笑を、優等生は浮かべた。

「ここに、居てくれるね？　トルカ。」



　何故彼は、部屋を賭け出して、行ってしまわなかったのだろうか。

　　　　　〇

「トルカ。」

　おずおずと、彼の隣の空席に指を置いたのは、気弱なジュノーだった。

「よお。どうだ？　新しい部屋は。まぁ座れよ。」

「…いいの？」

　ぱっと顔を輝やかせて、遠慮がちに腰をおろすのを、トルカはいつものようにけげ

んな顔で見つめていた。ジュノの態度は、いつでも少し、彼の理解をこえたものだっ

たから。

「うん。あのね。タオロと同室（いっしょ）だよ。」

「あの鼻とんがりかよ？　げえ。…そういや、奴らに今朝泣かされてなかったか？　
おまえ。」

「見てたの？　やだな。」

　コトンとかゆをすくうさじを置いて、ジュノは目を伏せる。

「また、やっちゃったんだ、…ぼく…」

「……ばか。」

「え。」

　ぎくりとして小柄な体を、ジュノはますます逃げるようにちぢこめた。

「まだ、恐かったのか？　夜中に便所に行くの。ならなんでおれんとこに来ねェ

んだ。」



「え…　だって…　でも…」

「階段ひとつ降りるだけだぞ。それくらいならひとりでも歩けるだろう？　松明だっ

てあるんだ。」

「だって、トルカ。だって…」

　小さな声でぱくぱくと口をあけて、いきなりジュノは泣きだしていた。

（描写、もっとちゃんとやる。）

https://www.youtube.com/watch?v=LeqTdl-zFoA
Western Musik 

…将来的には歴史的政治的大転回点…身分差別の撤廃…の立役者になる？はず？

の…人物の…単なる学生時代の…（ＢＬもの）…？？

https://www.youtube.com/watch?v=3BE0D9geu2o
Zack Hemsey - Vengeance (The Equalizer - Official Soundtrack) 

https://www.youtube.com/watch?v=jvFOf1qSR5w
WESTERN EPIC MUSIC MEDLEY 2 

とりあえず分冊しました…☆

http://p.booklog.jp/book/108257/read

https://www.youtube.com/watch?v=LeqTdl-zFoA
https://www.youtube.com/watch?v=3BE0D9geu2o
https://www.youtube.com/watch?v=jvFOf1qSR5w
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/108257/read


リステラス星圏史略

古資料ファイル　３－１－９

『優等生－サイラス－』 

例によって「書きかけ原稿」が２１ｐ分も！

あるので、今日はこれの転記作業で終わりかな…ｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Lim9QmGsBAM
Western Epic Music Medley 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日16:38
　

バレバレだと思いますが、

ようするに、どっぷり、

『トーマの心臓』です…ｗｗｗ

（『風と木の歌』も入ってるかな…？）ｗｗｗ
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lim9QmGsBAM
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


（７月８日）　「伊藤有壱」氏に、『粗菜獲茶』という黒歴史を覚えているか？」と質
問してみましょう…ｗｗｗ）

http://85358.diarynote.jp/201607081628464861/

『サクラガ—キャの学術堂』

2016年7月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

　恒沙 真谷人 （こうしゃ・まやと）
　コーシャ・マヤ＝トー

　ナンナ・シマオミ

　クァバ・キヨーエ

　カチラ・ヒ＝ツータ

　カワサキア

　ヨクフ・マーの国

　ツ・ルーミ

　サクラガーキャの学術堂。

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日17:08
　

…あ、「カチラ・ヒ＝ツータ」が居るから、すでに専門学校在学中だわね…ｗ

（知りたい人は、

「伊藤有壱」氏に、

『粗菜獲茶』という黒歴史を覚えているか？」と質問してみましょう…ｗｗｗ）
　　

http://85358.diarynote.jp/201607081628464861/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201607081628464861/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160708/85358_201607081628464861_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日17:09
　

ちなみに「猫の舌」氏とうちの鬼姉は、

「ピラヌ・マーの国」に居たのよ…ｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日19:14
　

０５６

８８８

７…☆

（たいがい８並びは見損なう…パターン…★）
 

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


（７月８日）　（あたしのパターンは、いっつもこれだ。けっけっけ。）

http://85358.diarynote.jp/201607081922447052/

『優等生…窓辺にて。』　１．部屋替え騒動。　（専門学校）

2016年7月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

おばんです。１９：１４。

中食（？）たべて仮眠して、起きたら風がやんでたんで窓全開にして、大急ぎでハタキかけとナ

ンチャッテ床掃除まで片づけてきましたよ…☆彡

寝る前に靴下を洗濯しないとなので、今から２２：００までに、

古原稿２１ｐ！（４００字詰め手書き☆）

一気にアップして、「成仏」させますよ〜っ☆

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=di-_n05tppo
Big Country - In A Big Country 

https://www.youtube.com/watch?v=GeeUSDW3tcA
恋のマイアヒ　Full 

　　　優等生（サイラス）　〜窓辺にて。

１．部屋替え騒動。

　鼻唄をうたったり悪態をついたり、ぶつぶつひとり言をまき散らしながら、ひょろ

っとした長い指で彼はけっこう器用に引っ越し荷物をまとめているところだった。

　ときおり、手の動きをとめては物欲しそうに（なかばうらめしげに）陽光のふりそ

http://85358.diarynote.jp/201607081922447052/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201607081922447052/
https://www.youtube.com/watch?v=di-_n05tppo
https://www.youtube.com/watch?v=GeeUSDW3tcA


そぐ窓のそとの、新緑の季節をながめやり…それからまたやれやれという風で、腰に
両手をあてて雑然混沌とした自分の荷物の山をにらみつけ、えいやと仕事にとりかか

るのだ。

　ごわごわした栗色の前髪が額（ひたい）におちかかる度にうるさそうに払いのけて

いたが、やがてあきらめたように腰の紐帯（キープ）をほどくと、それでくるくると

撒いて邪魔な髪をおさえつけた。

　彼がよくやるもので近頃流行（はや）ってきた例の型だ。

　制服の、縛ってあったウエスト胴のあたりが自由になったもので重い冬服の布地が

ゆらりと揺れて、いかにも教授たちの怒りを呼びそうなラフなスタイルいい加減な恰

好になった。

　軽い足音がして、ちょうど最後の荷に紐をかけ終わったところで背後の扉がひらく

。

「トルカ、見て来たよ、新しい部屋割り。」

　入って来たのは白と見えるほどにうすけた茶の髪の小柄な少年で、どことはなしに

全身の雰囲気が、よわよわしくて、痩せていた。

「おう、ごくろう、ジュノー。おれ何室だった？」

「３０８。」

「げっ！　あすこまでこの大荷物を運べてェのかよ〜〜」

「うふふ、僕の倍はあるね」

　ジュノと呼ばれた少年は小さな顔で静かに微笑んだ。

「あ、おまえは？」

「４０７」

「ああ、じゃ、良かったな。結構近いじゃないか。中階段はさんで上下だ」



「そう？　うん…　ね…」

　呟くように言った小さな声をトルカが聞きとるよりも早く、けれど騒々しく扉を蹴

りあけて一団がなだれこんできてしまった。

「よーおトルカ、まだいたのかよ。さっさとこの部屋あけてくれよなっ！」

「悪い。いま出るところだ２人とも。ジュノー、ちょい、これ持たしてくれよ。」

　全部をいちどきに運んでしまおうとあがいている彼に、ひとりがニヤリニチャッ

と笑ってつけくわえた。

「なんでしたらお引っ越しは我らトンネル団にお申しつけを。おひとりさま２０リー

ドで引き受けま〜す」

「ばかやろー、おまえらに任せた日にゃ、秘蔵のあぶな絵（ポスター）が途中で全部

消え失せらあ」

「ちぇ〜っ。しっかりバレてやがる」

「あったりまえだ。…じゃな、ジュノー、またそのうちな。」

「……トルカ！　それでね！　きみの同室…　あ…」

　大荷物を腕いっぱいかかえたトルカの姿を隠して重い木の扉はしまる。

「おら〜。邪魔なんだよ。さっさと行けよ。」

「あ、ご、ごめんなさい。僕…」

　威勢のいい少年たちに囲まれて、ジュノーは頼りなく自分の物をひろいあつめた。

　エオランジュの国のリノの街の、すこしばかりむかしの寄宿学校での話だ。

　オイゲンクローク学院はリノの街でも古くて有名で、だから国中から若い男の子た



ちが集まっていた。名門なだけに躾けも厳しく、特に寄宿舎ではうるさく言われる。

　その、オイゲンクロークで、今は一年中でも最も騒々しい季節…新学期と部屋替え
の時期なのだった。

　のそのそとトルカは本の山に視界をさえぎられながら階段を昇って行く。

「トルカ、騒ぎや（トールッカ）、お調子もん（トールンカ）！」

「トルカ、騒ぎや（トールッカ）、お調子もん（トールンカ）！」

　わあっ！と、度胸のいい下級生がふたりばかり、すれちがいざまにはやしたてなが

ら駆け降りて行ったりする。

　両手がふさがって身動きのとれないトルカも、さすがに階段なので足をひっかけて

やるのは遠慮した。

「カロン！　トイラ！　覚えてるからな！」

「トルカ！　トールッカ！（騒ぎや！）」

「このやろ〜〜っっ」

　右にぶつかり、左にぶちあたり。がたがたと本当に騒がしい季節だ。

「……よっ。」

　そういう事態を予測してなのか、わざわざなかば開け放たれてあった扉をつま先で

こじあけて、

「おう、一年間よろしくなっ！」

　一歩、部屋に踏み入れるなり、ずるう〜〜…

　トルカは、思わずぐらついて戸柱にもたれかかった。



　そこにいたのはトルカと同じほどの年恰好の少年である。背はすこしばかり小さ

く低く、筋肉もトルカほどはついてはいない。どちらかといえばすらりとした痩せが

たで、おちついた青色の下衣に、制服の貫頭衣（トーガ）をきちりと身につけていた

。

　トルカのように締紐（しめひも）をほどいてしまったり、よくやるようにゆるめて

結ぶことすらせず、ましてその帯で伸ばし放題の頭をまとめておくなどということも

ない。

　そこにいるのは…すこし長めに切りそろえられた髪が漆黒の射干玉（ぬばたま）色
である、ということをのぞけば……どこからどこまで、一分のすきもない、教授連が
絵に描いて皆に見せたがるだろうほどの完璧な模範生図、だった。

「やあ。」

　生きてあるく模範生図が口をきく。窓辺に立つその少年はちょうど机の周囲をかた

づけていたところらしく、初夏の日差しを背に受けて、トルカには、それがほとんど

後光に見えた。

　…

「サ、サイラス・デュ＝ヨカナイン？　優等生（おきにいられ）の！？」

　荷物をふたつみっつ取り落としながらトルカは唖然として呟く。

「……ぼくはそんな風に呼ばれているの？　知らなかったな。」

　ひとを見下したような落ちつき払った無機質な微笑、だとトルカには思える様子で

ばけもの（サイラス）はわらった。

「一年間よろしく。きみがトイラーカ・サルマスベイン？」

「…聞かなくてもどっせ判ってんだろ。『不良』のトルカだよ、おれァ」

　すねたちょうに答える彼をいぶかしげに見つめて、優等生（おきにいられ）と呼ば

れた少年は机の整理へと意識を戻した。



　トン、と教科書類をそろえて棚に入れる動作が、不思議なほど穏やかだ。

「君が、来るのが遅いから、勝手に右の机に決めさせて貰ったけれど、もし不満があ

れば…」

「んで？　誰の指し金だよ？　リガーオか、それともルクナス？　…ま、先公なんて
どれも同じよーなもんだけどな」

「……なんの話だい？」

　ばさっとトルカは寝台の上に荷物をぶちまけた。

「ばっくれないで欲しいんだよね、おれとしちゃあ。何の意図もなしにこうゆう部屋

割りが成立すると思うか？」

「確かに、門限を守らなすぎる生徒がいて、困っているという風には聞かされていた

けれど…」

「 "門限を守らなすぎる" 。はっ！」

　あきれたように叫んでトルカは寝台の上に荷物をぶちまけた。

「模範生どのは修辞学までも御優秀でいらせられる！　ずいっぶんと手ぬるい表現を

してくれるじゃないか、ええ？！」

「きみが、なにを怒っているのか、わからないんだけれど、」

　真面目に困惑しているらしい表情の、相手の顔をトルカは睨みつけた。

　トルカにだって解らない。ただ、 "学院一の優等生（おきにいられ）" と呼ばれるほ
どの人間を目の前にすると自分の不良めいた格好がなぜだか後ろめたく、その反動で

むしょうに腹がたってくるのだった。

　個人的に模範生（いいこ）なんていう人種は大嫌いだったし、 "門限をまもらない"
からと監視役をつけられた、罠にはめられたという感覚は、あたりまえ以上にトルカ

の癇（かん）にさわった。



「………………。」

「、何処へ？　トイラーカ。」

　黙。

「もうすぐ点検の時刻だよ。それまでに整頓しておかないと…」

「おれァ "不良の" トルカだよっ！」

　くるりとふりむいて捨てゼリフにそう怒鳴る。

　今夜はもう帰らないつもりだ。と、…

　不思議な……傾きはじめた淡い黄金（こがね）色の陽光のなか……サイラスが、は
かなげな、さびしげとさえ思える気弱な微笑を浮かべて立ちつくしているのを、トル

カは見てしまったのだ。

「え……？」

　それは、いつも生徒代表として壇の上に立つ、無機質な優等生（おきにいられ）の

顔を相手にするのとは、ずいぶん勝手が違っていた。

　その一瞬、トルカはなにかを……おそらくは以前にジュノが言っていたなにかを…
…思いかえすともなく思い出していたのだ。トルカ自身は意識さえすることなく。

「ここに、いてくれるね？　トイラーカ。」

　頼むような口調にそれは近かった。トルカは鼻を鳴らし、途惑い、…それから急に
、卑怯な教師どもに腹を立てていたことを思い出して、叫んだ。

「知るか！」

　扉の音たかく閉まった後の部屋で、ただひとり優等生は、立ったままでいる。

　…



（根は純粋な不良と、屈折した根暗な優等生）

（あたしのパターンは、いっつもこれだ。けっけっけ。）

https://www.youtube.com/watch?v=O7qCT8sg1bs
The　Bee　Gees　映画「小さな恋のメロディ」　Melody　Fair 

https://www.youtube.com/watch?v=ufsH8dOH0Zo
若葉のころ 　/ 　ビージーズ 　歌詞

https://www.youtube.com/watch?v=ybyAgZtWLh8
Buffy　Sainte-Marie　映画「いちご白書」　The　circle　game 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8mHRuaU13E
Joan　Baez　映画「死刑台のメロディ」　Here’s　to　you 

https://www.youtube.com/watch?v=qGEubdH8m0s
Dolly Parton - Jolene (High Quality) sound 

https://www.youtube.com/watch?v=1vrEljMfXYo
John Denver - Take Me Home, Country Roads 

https://www.youtube.com/watch?v=eOB4VdlkzO4
John Denver - Rocky Mountain High

…お♪　（＾ｗ＾）ｇ

さっきから何か「ぴったり」を探してウロウロしてたんだけど…

ジョン・デンバーでしたか…ッ☆

https://www.youtube.com/watch?v=diwuu_r6GJE

https://www.youtube.com/watch?v=O7qCT8sg1bs
https://www.youtube.com/watch?v=ufsH8dOH0Zo
https://www.youtube.com/watch?v=ybyAgZtWLh8
https://www.youtube.com/watch?v=Z8mHRuaU13E
https://www.youtube.com/watch?v=qGEubdH8m0s
https://www.youtube.com/watch?v=1vrEljMfXYo
https://www.youtube.com/watch?v=eOB4VdlkzO4
https://www.youtube.com/watch?v=diwuu_r6GJE


John Denver - Sunshine On My Shoulders 

…ところでこの２人、エルと白熊さん（サキとレイ）だったり…

…ｗ（＾■＾；）ｗ…

するような、しないような…ッｗｗｗｗ☆

https://www.youtube.com/watch?v=NshQKDfFPlw
Alabama - Mountain Music 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日21:56
　

ところで以前にもどこかで書いたと思いますが、これ、「夢で視た」のは

「トルカ、トールッカ、トールンカ！」の悪口？部分だけが鮮明で…

「夢のなか」の私は、

「片思いで叶う見込みも全くなくて卒業しちゃうしもう会えなくなるので悲しい」しか覚えてい

ない、

ほとんど地縛霊のよーな夢（－－；）だったんですが…★

その後の検証作業？で、こいつら実は「帝国における絶対身分差別制度」（成文法）を「廃棄

する」という、歴史的大転回点の立役者？

だったんじゃん…？というような後付設定が出来上がりましたが…ｗ

このハナシ自体は完全に「ＢＬ的色彩」しかないですしｗ

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


後の世の全国議会ひっくり返しての根回し＆弁論合戦なんて、小説に描けるものでもないし…★

ｗ（＾□＾；）ｗ

「没！」

…「商業用」に、将来完成させる、という見込みは…おそらく、無いでしょう…☆

（なので、これにて「成仏」して下さい、没原稿の紙サマ…★）
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月8日22:07
　

洗濯して（漫画読んで）

寝まーす☆

 

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


（７月８日）　古資料ファイル　３－１－９

http://85358.diarynote.jp/201607082136443264/

『優等生…窓辺にて。』　２．「緑光」（仮）。　（専門学校）

2016年7月8日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=NshQKDfFPlw
Alabama - Mountain Music 

https://www.youtube.com/watch?v=mvCgSqPZ4EM
Garth Brooks- Friends In Low Places 

２．緑光（仮）

　芽吹きはじめた條々をわずかに見降ろす窓だった。薄皮張りの戸をたてきり、燈明

の煙があわくたれこめていた、長い冬を過ぎて、からりと開け放された図書館の中は

うそのように明るい。

　緑の輝きが目の前の柱に映じ踊るのを、見るともなしに眺めやってサイラスは休憩

をとっていた。

　今日の自主課題はもう終わった。ので、あとは、前々から興味のあった神学書に手

をつけてみようか、それとも史学の予習をもう少し進めておこうかと、考えながら。

　柱と書架に他の場所からさえぎられたそこは…優等生のいつもの席は…吹く風以外
は訪れるものもなく、静かだった。

　時折そｎ風にのって斜め下の食堂からかすかなざわめきが聞こえてくる。

　 "不良のトルカ" 、トイラーカ・サルマスベインはこの１０日間というもの、ろくに
サイラスと口をきいてはいなかった。ほとんど部屋に戻って来もしない。

　教室の片すみでいつも誰かしらが聞こえよがしにささやいている噂では、 "街の女
たち" のところを泊まり歩いているという話だったが…

http://85358.diarynote.jp/201607082136443264/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=NshQKDfFPlw
https://www.youtube.com/watch?v=mvCgSqPZ4EM


　そう言われても優等生には、いまひとつ実感としては意味を把握できかねていた。

　彼の留守を見はからって、授業中、一日部屋で寝ていくことなどもあるようだ。

　彼（サイラス）に解っているのはトルカは部屋に帰りたくないのだろうということ

。時折り着替えや荷物を取りに現れては、寝台に放り出したままだった筈の荷物がき

ちんと片づけられているのを見て（サイラスの穏やかな謝罪には耳も貸さずに）腹立

たしげに鼻をならし、また御丁寧にすべてをひっくり返して去って行く、その態度だ

けだった。

　何年も続いた静かな舎監生室での一人暮らしから彼を俗世にひき戻した、若い教

授は、、しきりに迷惑をかけるねと気に病んでいたが…

　サイラスはまだそれほど苦にしてはいなかった。どうしていいのか解らないだけで

。ただ、誰かトイラーカからそれほどまでに嫌われるということに、胸の痛みにも似

たかすかな途惑い感じているのだった。

　ふと、そのトイラーカが幅広い斜面をはさんで反対側の、食堂室の窓辺に席をしめ

ているのに、サイラスは気づいた。一緒にいるのは去年同室だったという温和しいジ

ュノ・ペッデゼンだろうか？　目立たない弱々しいジュノーと、すでに "不良" と呼ば
れるにふさわしいだけの振る舞いをしはじめていたトイラーカとの部屋割りが発表さ

れた当時も、学年中がいろいろな取り沙汰をしていたことをサイラスは思い出して

いた。

　トイラーカたちは席を立ち、やがて５分ほどしてジュノ・ペッデゼンが、校庭とと

図書館のあいだに広がる緑濃い土手にぶらぶらと姿を現した。

「……トルカ。」

　おずおずと彼の隣りの席に指を置いたのは気の弱いジュノの方だったのだ。

「お、よお。どうだ？　新しい部屋割り。まあ座れよ。」

「いいの？！」



　ぱっと頬を輝やかせて、遠慮がちに腰を降ろすのを、トルカはいつものようにすこ

しけげんそうな顔で見つめていた。ジュノの態度は、いつでも少し彼の理解を越える

ものだったから。

　その沈黙を、話を求められているのかと解釈してジュノーが呟く。

「……うん。あのね。タオ＝カイと同室だよ。」

「あの鼻とんがりかよ？　げぇ。…そういや、奴らに今朝、泣かされてたんだって？
　おまえ。」

「…聞いちゃったの？　やだな。」

　コトンと、かゆをすくうさじを置いて、ジュノーは目を伏せる。

「また、やっちゃったんだ…　ぼく…」

「……ばか。」

「え。」

　ぎくりとして、小柄な体を、ジュノはますます逃げるようにちぢこめた。

　この一年、トルカはジュノをそんな風に言ったことはなかった。

　だけど、とうとう…。

　泣いたりしちゃだめだ。魔法の時間は、いつかは終わるのだから。

　同室ではなくなった瞬間から……

「まだ、恐かったのか？　夜中にひとりで便所行くの。ならなんでおれン所に来ねぇ

んだよ。」

「え……」

　予想していたのと、それは逆のセリフだ。



「でも…　トルカ、でも…」

「階段ひとつ降りるだけだぞ。それくらいなら、ひとりでも歩けるだろう？　松明だ

ってあるんだぜ。」

「だって…」

　小さな声でぱくぱくと口をあけて、いきなりジュノーは涙をこぼしていた。

　そんな筈があるだろうか？

「お、おい！」

　トルカはうろたえた。

「悪かったよ。来ようにも、ここんとこおれが部屋にいなかったんだもんな。悪かっ

たよ。悪かったってば。おい！　泣くなよ！」

「……違うよ。トルカ、ごめん…。」

　ごしごしと袖で目をこすった。

「だけどきみ、また忘れてるんだ。ぼくもう同室じゃないんだよ。ｄから、きみが門

限やぶっても、教授にごまかしておくのも出来ないし、窓の鍵あけておくのもできな

いんだ。だから……」

　臆病者が優しくしてもらえる権利も、もうないのだ。

「……………………。」

　トルカが唖然として口を開けるのを、ジュノーは見なかった。

「……おまえ。……しまいにゃ本気で怒るぞ。……」

　そう言いつつ既に本気で怒っているらしい声に、ぎょっとして目をあける。



「それじゃなにか？　このトルカ様は利用価値がなくなりゃ友達（ダチ）と縁を切る

ような、安っぽい男だったのかよ？　どうりでこのところひとりでうだうだメソメ

ソやってやがると思や……　え〜い、おれもう知らね！　勝手にしろってんだ…　
たくぅ…。」

　どーせおれえは見かけは軽薄だよ、とかなんとか。

「トルカ！　ごめん！　ぼくそんな意味じゃなくて、ぼくが……。ぼくは…　」

「だから泣くなっつーんだよ。おまえときたらまぁ、いちっち死ぬの生きるのって感

じの大騒ぎにしやがって、まぁ。」

((…だもん。ぼくには…。))

　胸のなかのささやきを、トルカには知る由もなかったが。

　二階にいるサイラスには気づかず、登ってきたジュノーは土手の頂上に腰を降ろ

して、見るともなし空を見上げたり、草をもて遊んだり、していた。

　その華奢な後ろ姿がなぜか至福の光とでも言うべきものに包まれているようにと感

じたのは、あながちサイラスの気のせいとばかりは云えまい。突然に澄んだ細い歌声

が流れだすのを耳にしても彼は驚かなかった。

　古い古い友情の詩（うた）に聞き覚えのない節をつけて、ジュノーはひとり静かに

口ずさんでいた。

　　　　　〇

　教授（おとな）たちへのイラだちの、やつあたりなのだという自覚は持っていた

から、部屋や廊下で出会うたびにトルカに見せる、困ったようなすこし悲しいような

優等生の表情はぐさぐさと良心につきたたっていた。

　ジュノーの問題もあるし、毎日あちこちを泊り歩くというのもさすがに大変だっ



たし。

　と、いうわけでトルカは今日、早い時間にいつもの飲み屋で二、三杯、景気をつけ

ると門限通りに寄宿舎まで帰って来たのだ。

　扉を開けると案の定、かすかに驚いた顔でサイラスが振り向いた。

「トイラーカ。」

「……え〜とっ。…今日、ジュノーが助けてもらったそうで、…一応礼を言っ
とく…。」

「……ああ。」

　困ったようにあいまいに優等生は微笑を浮かべた。

　それは朝食時のできことだった。ジュノーと同室のタオ＝カイが、嘲いながら彼を

食堂までひきづってきたのは。

「諸君っ！　見てくれたまえ。」

　得々としてタオ=カイはそれを抱えさせられて泣いているジュノーを皆の前につきと
ばしたものだ。

「おれたちはもう１４だぜ。１４にして……お・ね・しょ。…寝小便だ。誇りあるオ
イゲンクロークの学生としての自覚があるのかどうか、を、おれァこのふぬけにおう

かがいしたいねっ！」

「……臭えぞ、このチビっ！」

「退学だ！」

「放り出しちまえっ！」

　そこは少年ばかりの学校ということで、気の荒いものも多い。タオ＝カイの仲間た

ちの間でたちまち飛びかいはじめたヤジや、怒号のなか、もともとが弱弱しい少年は

哀れなほどに小さく見えた。



　救けに行こうとは思ったのだ、とトルカの友人たちは云った。もとから秀才ぶった

タオ=カイの一派とは折り合いが悪かったし、ジュノーは一応、トルカの保護下にある
ということになっていたから。

　が、それよりも速く、誰かがひそやかに席を立った。

「……やめたまえ。」

　静かな、けれど食堂中に響いた、とおる声だった。

　それもその筈、毎朝全校生徒の前で教書を朗読する声なのだ。

「イロンド・タオ＝カイ。人の生理的条件を誹謗のたねにする態度はどうかと思

うな。」

　あくまでも穏やかに。けれどこういった学生間のいざこざに…口の悪い連中に言わ
せれば "俗世間の" できごとに…学院一の優等生（おきにいられ）が関心を示すなど、
かつてない出来事だったのだ。

　一瞬、食堂は静まり返った。

　なりゆきに関心のあったものもの、無視していた者も。

「デュ＝ヨカナイン…？」

　タオ=カイは自分では怪物（サイラス）に次ぐ優等生だと信じている秀才だった。で
、しばしば「デュ＝ヨカナインとぼく以外は」みんな馬鹿だ、という風にカッコで

くくった言い方をしていた。

（そういった彼の考えは、サイラスには知るところではなかったが。）

　それだけにショックも大きかったのだろう。くるりと振りむくと、取り巻きたちに

声をかけるのも忘れてき然と食堂室から去って行った。ごう然と、紅く燃えた頬をも

たげて。

　皆が見守るなか、サイラスは静かに、自分の慎ましい食事に注意を戻していた。



　　　　　〇

「さし出たマネはしない方が良かったかも知れないね。きみの友人達も、なにか手を

打とうとしていたようだったし。」

「連中がタオ=カイの奴とやりあうと騒ぎが大きくなるからな。ジュノーのためにゃ、
良くないだろ。」

　かすかにほっとしたような、表情を読みにくい優等生を前にして、２、３杯ぽっち

の酒じゃ、

https://www.youtube.com/watch?v=WkYIrj03fso
Alabama - Dixieland Delight 

https://www.youtube.com/watch?v=8u7-Ht05v2M
Fishin’ In The Dark- Nitty Gritty Dirt Band with lyrics 

https://www.youtube.com/watch?v=gKjZQ7kJdZY
Papa Loved Mama; Garth Brooks 

https://www.youtube.com/watch?v=asxrMSVrJ08
Blake Shelton - Ol’ Red (Official Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=OGoiiwxTWeE
Blake Shelton - Hillbilly Bone [feat. Trace Adkins] (Official Video) 

…本日ここまで〜☆

https://www.youtube.com/watch?v=WkYIrj03fso
https://www.youtube.com/watch?v=8u7-Ht05v2M
https://www.youtube.com/watch?v=gKjZQ7kJdZY
https://www.youtube.com/watch?v=asxrMSVrJ08
https://www.youtube.com/watch?v=OGoiiwxTWeE
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/108257/read


http://p.booklog.jp/book/108257/read
リステラス星圏史略

古資料ファイル　３－１－９

『優等生－サイラス－』 

https://www.youtube.com/watch?v=1mzpuUzLKx4
Blake Shelton - Footloose (Official Video) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1mzpuUzLKx4


（７月９日）

http://85358.diarynote.jp/201607090805366707/

【泊原発で事故が起きた】際に甲状腺被ばくを防ぐため／安定ヨ

ウ素剤を配布する／根室沖連発地震…。

2016年7月9日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=xvaEJzoaYZk
Steve Earle - Copperhead Road 

おはようございます。

０７：５３です。

七五三…（＾＾）ｇ…☆

札幌の気温２２℃を超えてぐんぐん上昇中☆

でも今日は冷房の効いた（？）バイト４連勤の初日です〜☆彡

（もちべを「エアコン」の存在に見い出すことにした…ｗ）

目が痛くなるほどに眩しい晴天。

ほどよい風。

http://85358.diarynote.jp/201607090805366707/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160709/85358_201607090805366707_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160709/85358_201607090805366707_2.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160709/85358_201607090805366707_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xvaEJzoaYZk


線量、低め ♪

よろしいですよ〜♪♪

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

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

…いや…（〜〜；）…線量、けっこう上がってキテるのか…★

（紫外線が強すぎて、皮膚感覚が鈍ってる…？）

（「埃っぽい！」とは、思うんだけど、ね…？）

…まぁ今、最大の懸念事項は、明日の朝、私が、
「投票日だということを忘れてる」んじゃないか？

という、アリガチな恐怖感です…ｗｗｗ

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/science/science/1-0290831.html

ゼリーヨウ素剤３歳未満に配布

甲状腺被ばく防止　泊村、共和町が方針

07/08 07:00

　【泊、共和】後志管内泊村と同管内共和町は、北海道電力泊原発（泊村）で事故が

起きた際に甲状腺被ばくを防ぐため、３歳未満の乳幼児の住民に対し、新たに開発さ

れたゼリー状の安定ヨウ素剤を配布する方針を決めた。１２日に共和町、１３日に泊

村で説明会を開く。

　安定ヨウ素剤はあらかじめ服用して甲状腺を満たすことで、放射性ヨウ素による被

ばくを防ぐ。泊村は対象住民にヨウ素剤の錠剤を事前配布することを決めており、共

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/science/science/1-0290831.html


和町も原発事故時に緊急配布する方針だ。

「どうしん」（北海道新聞）2016年07月09日 土曜日（大安）

…なぜ、
「子どもの命に危険がある」と判っているものを、

わざわざ動かす必要があるの…？？
…（＝＝＃）…★

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ55.9km 2016/07/08 22:56:03

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M4.4】KURIL ISLANDS 77.9km 2016/07/08 19:51:57JST, 2016/07/08 10:51:57UTC
(G)http://j.mp/29tY3sP (USGS)http://j.mp/29vVsOb

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ39.8km 2016/07/08 18:25:10

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ62.5km 2016/07/08 18:02:18

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 北海道 中標津町 
【M2.6】根室地方 深さ147.7km 2016/07/08 17:00:31
(G)http://j.mp/29vbQyE (Y)http://j.mp/29vbbwW

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 北海道 上川町 
【M3.0】大雪山系 深さ199.1km 2016/07/08 14:02:48
(G)http://j.mp/29mDWJK (Y)http://j.mp/29sNKp7 (アニメ)http://j.mp/29uUbHm

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ64.5km 2016/07/08 09:03:58

http://j.mp/29tY3sP
http://j.mp/29vVsOb
http://j.mp/29vbQyE
http://j.mp/29vbbwW
http://j.mp/29mDWJK
http://j.mp/29sNKp7
http://j.mp/29uUbHm


（７月９日）　（ご飯は道産づくし野菜４種と半額ザンギのナンチャッテ自炊カレー雑
炊さっ♪）

http://85358.diarynote.jp/201607091521355401/

異様睡魔。(∋_∈)

2016年7月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

やたらと眠い。(∋_∈)
気絶昏倒寸前。(∋_∈)
地震体感というより

気圧の急降下？(∋_∈)

寒冷前線が急迫中かな…
(・ω・;)(;・ω・)

（個人的にはそんなに「悪くはない」前半戦でした…。）
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月9日21:53
　

先ほど無事帰投。(^_^;)
危機回避力が落ちているらしく０.０４４μのベクレ雨に濡れ栗ねずみになってしまいましたので、

除染？ついでに洗濯と入浴して、漫画読んで寝ますぅ…☆

（ご飯は道産づくし野菜４種と半額ザンギのナンチャッテ自炊カレー雑炊さっ♪）

o(^-^)o

http://85358.diarynote.jp/201607091521355401/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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（チンゲン菜がマジ旨いっ！）

 



（７月10日）　（…げ、言論統制…？？）

http://85358.diarynote.jp/201607100739289556/

【 出勤前に 投票に行く。 】

2016年7月10日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=pWgt1v4cfVg&list=PL9E7A4B9D32E07D7C&index=8
オネアミスの翼〜ハリボテRemix 

おはようございます。

０７：３１になっちゃいました。

（＾＾＃）

バイト４連勤の２日目。

出勤前に投票に行くべく、普段より３０分前倒しで動いていたはず…なんですが…
（－－；）

なぜか？ＰＣが再起動しなくなる…||||（〜〜；）||||…という恐怖事案発生。
なんとか御復旧あそばして下さいましたが、何だったんだ…。

（…げ、言論統制…？？）

とにかく時間がなくなっちゃったので、さくさくいきます…★

http://85358.diarynote.jp/201607100739289556/
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

2016年07月09日（土）【前日】
12:00 0.040 0.039 0.040 6 
13:00 0.041 0.040 0.040 6 
14:00 0.040 0.040 0.040 6 
15:00 0.040 0.039 0.040 6 
16:00 0.040 0.039 0.040 6 
17:00 0.040 0.039 0.040 6 
18:00 0.040 0.039 0.040 6 
19:00 0.040 0.039 0.040 6 
20:00 0.040 0.040 0.040 6 
21:00 0.044 0.040 0.041 6 
22:00 0.047 0.044 0.045 6 
23:00 0.047 0.042 0.045 6 
24:00 0.042 0.041 0.042 6 

2016年07月10日（日）【当日】
01:00 0.040 0.040 0.040 6 
02:00 0.040 0.040 0.040 6 
03:00 0.040 0.040 0.040 6 
04:00 0.040 0.039 0.040 6 
05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00

線量やや高めですが、まぁ生存に支障なし。

心身共に堅調。

気温１９℃。

湿度…濃密…（〜〜；）★
（蒸し暑い★）

ホワイトフード @whitefood1 · 7時間7時間前 
7月10日0時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が15箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cm7zwMRVMAEAL5Q.jpg


https://pbs.twimg.com/media/Cm7zwMRVMAEAL5Q.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
7月9日15時23分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が15箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cm5xp7gUkAAKcHN.jpg

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ48.1km 2016/07/09 13:03:19

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.7】北海道南西沖 深さ11.5km 2016/07/09 11:40:42

 
    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月10日8:32
　

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07月10日 04:54】
北海道地方では、引き続き１０日夜遅くにかけて、大雨による低い土地の浸水、土砂災害、竜巻

などの激しい突風、落雷、ひょうに注意してください。

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cm5xp7gUkAAKcHN.jpg
http://85358.diarynote.jp/
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（７月10日）　アルパカおか〜さん狼さん居ないしね…(;_;)…

http://85358.diarynote.jp/201607101527392968/

札幌０.０７４μ…(-_-#)
2016年7月10日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

色々プチ厄日。(-_-#)

私が濡れた朝の時間帯はまだ０.０４６とかで
済んでたからまだ良かった。

||||(^。^;)||||

座席配置最悪。(-_-#)
左隣が「今回の無視いぢめ」の発信源の片割れ。(-_-#)

（個人的な不行状を注意したら逆恨みの逆ギレ。）

もちろんこちらも報復外交路線で完全シカト返しをしているので不自然に会話ナッシング★

┐(’〜`；)┌

アルパカおか〜さん狼さん居ないしね…(;_;)…

まぁ、大禍はないからいいかぁ…
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月10日15:40
　

で、なにゆえ脳内で延々と

「ラベルのボレロ」

http://85358.diarynote.jp/201607101527392968/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201607101527392968/
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（銀英画像付き）が無限ループ自動再生しているのかが謎…

(^。^;)
 
 



（７月10日）　アルパカおか〜さん狼さんに、「貢ぐ用」のお気に入りの喉飴が売り
切れてしまいました…

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201607102056384457/

札幌０.０３８μ♪ o(^-^)o

2016年7月10日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

気温１７℃。

ジャズ祭りのせいなのか、

いつもより外国人観光客が多い気がします。(^_^;)
　

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月10日22:09
　

先ほど無事故で帰投。(^_^;)

へろへろですが線量が下がったので機嫌は悪くありません。

(^。^;)

何故か？危機感に駆られて食糧飲料の買い込みに走ってます。

ヽ（・＿・；）ノ

そうそう。(ToT)
アルパカおか〜さん狼さんに、「貢ぐ用」のお気に入りの喉飴が売り切れてしまいました…
(ToT)

悲しい。(ノ_＜。)…

http://85358.diarynote.jp/201607102056384457/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
http://85358.diarynote.jp/201607102056384457/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20160710/85358_201607102056384457_1.jpg
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茶番劇選挙の結果に付き合う気力は全く無いので、除染のため？シャワーだけ浴びて、

カップ麺かっくらって、漫画読んで寝ちやいますぅ…

(ノ-o-)ノ　┫
 
 
 



（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１６年７月）

（中旬）
 
 
 
 
 



（７月11日）　やばい雨に濡れちゃった人は、てきめんに体調を崩す（特にお肌が荒
れる？髪が抜ける？）

https://85358.diarynote.jp/201607110816349123/

札幌は気温１９℃。「梅雨時の蒸し暑さ」です…★

2016年7月11日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=Xsm-l10gjIc
MOROHA - 革命 

さて。０８：００になっちゃいました。

前項ご参照ください。（＾ｗ＾）

（ゆうべ寝る前に読んでたのよ。熟睡できましたわ〜♪）

札幌は気温１９℃。「梅雨時の蒸し暑さ」です…★

４連勤の３日目。

選挙の結果…見たくないなぁ…★

ｗ（＝＝＃）ｗ

https://85358.diarynote.jp/201607110816349123/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160711/85358_201607110816349123_3.jpg
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

2016年07月10日（日）【前日】
06:00 0.040 0.039 0.040 6 
07:00 0.040 0.039 0.040 6 
08:00 0.041 0.039 0.040 6 
09:00 0.040 0.039 0.040 6 
10:00 0.046 0.040 0.041 6 
11:00 0.061 0.052 0.057 6 
12:00 0.074 0.062 0.069 6 
13:00 0.072 0.055 0.064 6 
14:00 0.053 0.046 0.048 6 
15:00 0.046 0.042 0.044 6 
16:00 0.042 0.040 0.041 6 
17:00 0.041 0.039 0.040 6 
18:00 0.040 0.039 0.039 6 
19:00 0.039 0.038 0.039 6 
20:00 0.040 0.039 0.039 6 
21:00 0.040 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 0.039 0.039 6 

2016年07月11日（月）【当日】
01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.042 0.041 0.042 6 
05:00 0.041 0.039 0.040 6 
06:00

どるぴん @carapowa1 · 1時間1時間前 
空間線量グラフでもホワイトフードさんでもhttps://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
上がってないけどな。。北海道の黄色はなんでこんなところが。。。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/


　↑

（雨です。ナニゲに泊原発が「すかしっ屁」している疑いもアリ。）

（－－＃）★）

昨日やばい時間に雨に濡れちゃった人は、てきめんに体調を崩す（特にお肌が荒れる？髪が抜

ける？）と思います…

現在、空間線量は下がってますが、湿気に毒性含有で、喉が痛いです…★

ホワイトフード @whitefood1 · 12分12分前 
7月11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/CnCfRSqUMAA_9br.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 15時間15時間前 
7月10日16時53分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が17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/Cm_P28eUMAARikf.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 24時間24時間前 
7月10日8時33分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が15箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cm9dSzRVUAIno1j.jpg

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 津別町 
【M3.1】弟子屈付近 深さ185.1km 2016/07/11 00:10:04
(G)http://j.mp/29AGBCl (Y)http://j.mp/29Hw47s (アニメ)http://j.mp/29qTuvu

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 滝上町 
【M3.4】上川・空知地方 深さ234.5km 2016/07/10 20:21:15
(G)http://j.mp/29Hgysl (Y)http://j.mp/29Akyf2 (アニメ)http://j.mp/29Akc86

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CnCfRSqUMAA_9br.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cm_P28eUMAARikf.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cm9dSzRVUAIno1j.jpg
http://j.mp/29AGBCl
http://j.mp/29Hw47s
http://j.mp/29qTuvu
http://j.mp/29Hgysl
http://j.mp/29Akyf2
http://j.mp/29Akc86


 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月11日9:03
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07月10日 16:01】
太平洋側東部とオホーツク海側では、１０日夜のはじめ頃まで大雨による低い土地の浸水に警戒

してください。北海道地方では、低い土地の浸水、土砂災害、竜巻などの激しい突風、落雷、ひ

ょうに注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 

【釧路地方 記録的短時間大雨情報 2016年07月10日 14:19】
１４時北海道で記録的短時間大雨

白糠町北部付近で約８０ミリ

▼この情報は、災害の発生につながるような稀にしか観測しない雨量であることをお知らせする

ものです。ご自分の身を守ることを第一に行動してください。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月11日9:04
特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 

【釧路・根室地方 竜巻注意情報】
釧路・根室地方は、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10日14:40まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 

https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201607110816349123
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


【北海道地方 気象情報 2016年07月10日 13:16】
太平洋側東部とオホーツク海側では、１０日夜のはじめ頃まで大雨による低地の浸水に警戒して

ください。また、北海道地方は大雨による低地の浸水、土砂災害、竜巻などの激しい突風、落雷

、ひょうに注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 

【胆振・日高地方 竜巻注意情報】
胆振・日高地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が近

づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

この情報は10日14:20まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 

【網走・北見・紋別地方 警報情報 2016年07月10日 13:11】
網走、北見、紋別地方では、１０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。

［網走西部］大雨

［網走東部］大雨

［網走南部］大雨

［北見地方］大雨

［紋別南部］大雨

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月12日7:45
特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 

【十勝地方 竜巻注意情報】
十勝地方は、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10日14:00まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


【釧路・根室地方 警報情報 2016年07月10日 12:48】
根室、釧路地方では、１０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。

［根室北部］大雨

［根室中部］大雨

［釧路北部］大雨

［釧路中部］大雨

［釧路南東部］大雨

［釧路南西部］大雨

 



（７月12日）　今日はアルパカ成分、補給できるかなぁ…？？

https://85358.diarynote.jp/201607120838502930/

ちなみに関係ないけど、最近の「主食」は、超美味しい道産チン

ゲンサイとゴボウです♪　（脱被曝＆ダイエットなう！）

2016年7月12日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=pIgZ7gMze7A
Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go 

おはようございます。

０７：４７です。

札幌は外気温２４℃。

室温「まだ」２３℃。

…ｗ（－－；）ｗ…暑い。です…★

眩（まぶ）しいばかりの薄青い空に白い雲。

紫外線がんがんの

太陽ぎんぎらぎん。

https://85358.diarynote.jp/201607120838502930/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160712/85358_201607120838502930_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160712/85358_201607120838502930_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160712/85358_201607120838502930_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pIgZ7gMze7A


眼も眩（くら）むばかりですね…★

４連勤の最終日。今日はアルパカ成分、補給できるかなぁ…？？

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

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

強すぎる太陽光線で乾燥しすぎて埃がたっているので、空間線量はやや高め。

（－－；）

地震マップ @eq_map · 8分8分前 
【M2.5】根室半島沖 深さ40.7km 2016/07/12 07:50:11

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.6】青森県西方沖 深さ6.4km 2016/07/12 04:46:51

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.5】国後島近海 深さ113.8km 2016/07/12 03:52:29

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.7】北海道東方沖 深さ57.1km 2016/07/12 03:15:23

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 標茶町 
【M2.5】釧路地方 深さ129.8km 2016/07/12 02:45:32
(G)http://j.mp/29K3diM (Y)http://j.mp/29K37aX

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � 北海道 足寄町 
【M2.8】十勝地方 深さ147.1km 2016/07/11 21:51:30
(G)http://j.mp/29JjmoU (Y)http://j.mp/29sthgO

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://j.mp/29K3diM
http://j.mp/29K37aX
http://j.mp/29JjmoU
http://j.mp/29sthgO


地震マップ @eq_map · 13時間13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 M2.0 11日18時52分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/29CqiEU

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 日本 
【M2.7】内浦湾 深さ7.8km 2016/07/11 17:53:00

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � 北海道 幕別町 
【M3.3】十勝地方 深さ106.2km 2016/07/11 10:05:15
(G)http://j.mp/29IokST (Y)http://j.mp/29InXHQ (アニメ)http://j.mp/29BBwd2

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【最大震度3】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.9 11日09時46分頃発生 
(G)http://j.mp/29ImiSv (気象庁)http://j.mp/29rAcH0

…いやいや…（＾＾；）…☆彡

ぜんっぜん、可愛いもんですなぁ…♪ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=MaUahEvaMSo
NIELS VAN GOGH ft. Princess Superstar - Miami (Official Video) 

I can’t stop livin’ !!
 

http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/29CqiEU
http://j.mp/29IokST
http://j.mp/29InXHQ
http://j.mp/29BBwd2
http://j.mp/29ImiSv
http://j.mp/29rAcH0
https://www.youtube.com/watch?v=MaUahEvaMSo


（７月12日）　鬱病再発危険水域。(〃_ _)

https://85358.diarynote.jp/201607121419055492/

7月12日の日記
2016年7月12日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
吉凶あいなかば…というより、トータル大凶で終わりそうな、
危険な精神状態。(-_-#)

ぃやうん。(-_-#)
たった今、大凶要素が真後ろに１つ増えた死ね…(-_-#)

左隣が無視いぢめの発信源。

一体何の怨みが？(-_-#)と思うがおそらく私が健康で、自分は被曝発症で明らかに老け込み老いさ
らばえて見る影もなく精神状態も被曝鬱…という、自分自身の惨めさに対する逆恨み…

というか、なぜ、安全ですとか自分を騙して被曝させて殺そうとしている連中を攻撃せずに、鬱

憤が私に叩きつけられるのか？

┐(-_-#)┌

…愚かすぎて、私には永遠の謎である…

(ノ-o-)ノ　┫

（聞いてくれれば、私はかなり進行してしまった被曝症状でも、食い止め延命するノウハウをた

くさん知っているのに…っ！）

https://85358.diarynote.jp/201607121419055492/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201607121419055492/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160712/85358_201607121419055492_1.jpg


愚者は死ぬ。

自らの責任によって死ぬ。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月12日14:40
　

この一週間で外見年齢が１０歳以上老け込んだ人、ハゲが激しく進行した人、多数。(∋_∈)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月12日22:50
　

先ほど何とか無事故で帰投。

(-.-;)

無事とは言い難く。(∋_∈)

鬱病再発危険水域。(〃_ _)

酒かっくらって、

さっさと寝ますぅ…
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月13日）　脳ベクレは進行しているらしく、フツウ忘れないだろ！って情報をど
うしても思い出せない瞬間が最近（何度も）あったりしますが…

https://85358.diarynote.jp/201607130756157212/

（北海道）【M4.5】【M4.4】【M2.9】【M2.8】【M2.7】【M2.7
】【M2.5】【M2.5】【M2.0】...

2016年7月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=FWyKxMQ-cjY
MAHARAJA DISCO MIX ~ request time ~ 

おはようございます。

０７：４４です。

３連休の１日目。札幌は２０℃。

予想降水確率０％ですが、全天を眩しすぎる明るい銀灰色の雲が分厚く覆ってくれています…（
たぶん多少は紫外線が軽減される…？？）

（…でも湿度が高くて「セシウム埃」臭くて、洗濯ものは乾きにくそうだなぁ…★）

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

https://85358.diarynote.jp/201607130756157212/
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05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

しかしながら、ばっくり熟睡できた（＾＾）ので、

昨晩よりは精神状態はかなりマシです。

不機嫌で、荒れてはいますが、「生き残ってやる！」気は満々…。

（＾＾；）

しかしながら脳ベクレは進行しているらしく、フツウ忘れないだろ！って情報をどうしても思い

出せない瞬間が最近（何度も）あったりしますが…

＜（〜〜；）＞

そして、留守宅に侵入されて、ＰＣを勝手にいじられてる？

んじゃないかという、怪しい痕跡があったり…（－－；）…★

（時々ヤラレていて、ウチの玄関はアノ不動産屋の嫌な受付ねーちゃんや、歴代職場の葬科学怪

人なら誰でも簡単に「合いカギ盗れる」状況にあるので…（－－＃）★…もうイチイチ相手をす
るのもウザい…★）

まぁとにかく、さくさく情報チェックして、それから朝風呂はいって、洗濯もしたいと思います

…☆

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.5】国後島近海 深さ91.8km 2016/07/13 05:59:08

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.5】津軽海峡 深さ121.6km 2016/07/13 05:54:41



地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M4.5】HOKKAIDO, JAPAN REGION 15.5km 2016/07/13 03:53:33JST, 2016/07/12
18:53:33UTC
(G)http://j.mp/29vxU9Q (USGS)http://j.mp/29vyrbZ

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 富良野市 
【M4.4】上川・空知地方 深さ170.1km 2016/07/13 01:43:55
(G)http://j.mp/29F1TiK (Y)http://j.mp/29F1AEE (アニメ)http://j.mp/29GrA1F

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.8】北海道東方沖 深さ11.4km 2016/07/12 19:43:05

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 � Южно-Курильский район, Россия 
【M2.7】根室半島沖 深さ99.3km 2016/07/12 16:20:00

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.7】十勝地方南東沖 深さ101.9km 2016/07/12 15:43:54

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.0 12日11時08分頃発生 
(G)http://j.mp/1WO6gtQ (気象庁)http://j.mp/29EzGbc

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 � 青森 東通村 
【M2.9】下北半島付近 深さ124.0km 2016/07/12 09:01:46
(G)http://j.mp/29u5Umj (Y)http://j.mp/29u5MmK

…＜（〜〜；）＞…★

…まぁ、「私が苛苛している」のは、間違いなく、

「空気が苛電している」せいですね…★

（⇒次項参照★）

http://j.mp/29vxU9Q
http://j.mp/29vyrbZ
http://j.mp/29F1TiK
http://j.mp/29F1AEE
http://j.mp/29GrA1F
http://j.mp/1WO6gtQ
http://j.mp/29EzGbc
http://j.mp/29u5Umj
http://j.mp/29u5MmK


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7 時間7 時間前 
女性は気を付けた方が良い

ノートパソコンとか液晶部の上にカメラが付いてるから、PC自体を乗っ取られてる状
態だと、部屋の中を盗撮されちゃうから。ほんと気を付けた方が良い。PCの事がわか
らなく、PCに付いてるWEBカメラを使わないなら、黒のビニールテープを貼っておい
た方が良いですよ

まぁ、うちはノーパソなんで、蓋は閉じてるから…

…って…★ｗ（－－＃）ｗ★

「留守宅に侵入されてる」時点で、そういうレベルじゃないか…★

（そろそろ警察に通報。したほうがいい…？）

（モノ盗られてるわけじゃ（たぶん）ないんだよな…★）

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月13日9:22
特務機関NERV @UN_NERV · 7月11日 

（中の人）

きょうは、北海道にあるデータセンターに来ています。このデータセンターでは、NERVの地震や
防災気象情報の処理を支えるMAGIシステムが稼働しています。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月13日）　原稿遊びに生きまッす♪（＾＾）♪

https://85358.diarynote.jp/201607131250595637/

諦めずに願い続けていれば、望みはいつか、（すっかり忘れた

頃に）

叶ったり、するものだ…☆

2016年7月13日 音楽
 
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 

これね。（＾＾）

とにかく当時は貧窮のどん底だったんで、「今は無理！」とあきらめざるを得なかった（…ＣＤ
ぐらいは食費をさらに切り詰めれば買えたかもしれないが、ＣＤデッキを買う余裕は、絶対に

無かった…ｗ）「サントラ」が…ネトオフで５９８円だったんで、普段は１０８円より高い本や
ＣＤは滅多に買わないんですが、思わず買ってしまいましたよ…♪

これでＰＣつけてない時でも、部屋のなかでオネアミスが聴き放題だ〜っ♪♪

！（＾◇＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=pWgt1v4cfVg&list=PL9E7A4B9D32E07D7C&index=8
オネアミスの翼〜ハリボテRemix

https://85358.diarynote.jp/201607131250595637/
https://85358.diarynote.jp/201607131250595637/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
https://www.youtube.com/watch?v=rxqo5bgf_rA
https://www.youtube.com/watch?v=pWgt1v4cfVg&list=PL9E7A4B9D32E07D7C&index=8


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607131547177387/

（りす＠わくわく♪）

2016年7月13日 リステラス星圏史略　（創作）
 
https://www.youtube.com/watch?v=kNOjoIlaT5w
Gregorian: The Forest 

（前項参照）

画餅…ならぬモチベが（＾＾；）
アガッったところで、

原稿遊びに生きまッす♪（＾＾）♪

 

https://85358.diarynote.jp/201607131547177387/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=kNOjoIlaT5w


 



（７月13日）　『地よ大洋（わだつみ）よ空よ』

https://85358.diarynote.jp/201607131559023306/

『地よ大洋（わだつみ）よ空よ』

2016年7月13日 リステラス星圏史略　（創作）
　

著作権無視？で、すいません。(^人^;)

掲載紙が「朝日新聞」だということだけは

（たぶん）間違いありませんが、

掲載日時、写真家ともに不明。

（＾＾；）

おそらく私がまだ小学生高学年か、中学生の頃。

おそらくカンボジア難民の記事ではないかな…

と、思いますが、定かではありません…（＾＾；）…

とにかく「この写真」を視た瞬間、

私の頭の中に「この物語」が、

がーっと展開しました…

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=8kXOVJzdT60
GREGORIAN-THE END OF DAYS
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607131607378640/

「生き抜いて見せる、なにがあっても！」　（中学１年？）

2016年7月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
https://www.youtube.com/watch?v=xmTeUT8C09I

https://85358.diarynote.jp/201607131559023306/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160713/85358_201607131559023306_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8kXOVJzdT60
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https://www.youtube.com/watch?v=xmTeUT8C09I


https://www.youtube.com/watch?v=xmTeUT8C09I
†Gregorian - Angels† 

「…足、はずれない!!…」

「生き抜いて見せる、なにがあっても!!」

「わたし、このこにちっともかまってやらなかったわ。

　生きるのがせいいっぱいで

　姉としての思いやりも何ももたなかったわ」

この絵柄だとたぶん中一の後半かな…？

（まだ「漫画家になろう」と思っていた…「プレ指輪物語アニメ映画」時代ｗ）

往時からムダにサバイバる気合だけは十分だったようです…ｗ

（一方で毎晩自殺未遂してたような時期でもあったんですが…★）

 
       

コメント



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月13日16:36
…やばい…ｗｗｗ

今、「もっと資料があったはず…」と、うっかり旧設定ファイル群の最古層を掘り返してしまい
まして…ｗｗｗ

小学校！とか中！とか…（＾◆＾；）…☆

もっとすげぇやつが、いっぱい出てきちゃったわぁ〜ｗｗｗｗ★彡

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月13日17:00
　

「麦の谷」と「青陵夢」の、書いた資料はまだ無かったらしい…

頭ン中だけだったか…★

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月13日）　「小学校５年の夏休みの宿題」（マンガ日記）！

https://85358.diarynote.jp/201607131607378640/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月13日16:36
　

…やばい…ｗｗｗ

今、「もっと資料があったはず…」と、うっかり旧設定ファイル群の最古層を掘り返してしまい
まして…ｗｗｗ

小学校！とか中！とか…（＾◆＾；）…☆

もっとすげぇやつが、いっぱい出てきちゃったわぁ〜ｗｗｗｗ★彡

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月13日17:00
　

「麦の谷」と「青陵夢」の、書いた資料はまだ無かったらしい…

頭ン中だけだったか…★
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607131704034044/

「マンガ日記」！σ(^◇^;)。。。

2016年7月13日 リステラス星圏史略　（創作）
 
しまった！

https://85358.diarynote.jp/
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ｗ（＾◆＾；）ｗ

「小学校５年の夏休みの宿題」（マンガ日記）！

とか…発掘してしまいました…ッｗｗｗ

（…絵の才能は無かったな、私…ｗｗｗ）



「私の知能は、低かった」ようです…ｗ（－－；）ｗ…★

https://85358.diarynote.jp/201607131710462427/

中１ （１０／４）

2016年7月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

「魔法の国の戦い」（マーシャ・ダレムアス）

書き始めたけど　いっこうにすすまない

https://www.youtube.com/watch?v=XCjtHKxKCRA
耳をすませば 聖地巡礼 カントリーロード 英語 (Take Me Home, Country Roads) 

１９６４年生まれですから…

中１って…１９７７〜７８年？

（＾＾；）

後に『耳をすませば』なんてアニメ映画が世に出ることも、

その「りある舞台」に自分が２２年も棲みついていたことも、

そして、

原発事故がリアルに起きることも

、

２０１６年になっても、いまだに物語が書けていないことも…

…ｗ（ーー；）ｗ…

https://85358.diarynote.jp/201607131710462427/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607131710462427/
file:///tmp/puboo/124102/445476/a083abdcaaeb2b033d5d/8635/epub/OEBPS/image/85358_201607131710462427_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=XCjtHKxKCRA


想像の、外でしたねぇ…★

（うっかり日記を読み返してみると、

当時じぶんが思い上がっていたよりはるかに、

「私の知能は、低かった」ようです…ｗ（－－；）ｗ…★）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月13日17:28
１０／２７

日記を毎日つけようと思うなれど…
ただいま１１時１０分、おふろ上がりのひととき

雑記と目もがわりでもいいから毎日書こう

「まほうの国の戦い」書いては消し、消しては書きで進まない。

クリスマス用のししゅうはまだできない。

合唱わずかながら上達。

わたしのなりたいもの

ｘ農場主

ｘ牧場主

ｘデザイナー

ｘ女ゆう

ｘバレリーナ

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


〇作家

〇漫画家

〇画家

〇ほうろう者、等

なんになるにしても文章はだいじ、国語もだいじ、

まじめにやりましょー！

話書くのはやはりむずかしい。手ごろな話から始めたほうがいいのかな？

「まほうの国の戦い」むずかしすぎる。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月13日17:29
　

ｗ（＾◆＾；）ｗ

まったく進歩が無い…ッｗｗｗ
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（７月13日）　【リステラス星圏ループ史入門】

https://85358.diarynote.jp/201607131752556994/

『リステラス星圏史略』　（２００９．０３．２７）

2016年7月13日 リステラス星圏史略　（創作）
 
https://www.youtube.com/watch?v=RPqx4qJjufw
Gregorian ~ Now We Are Free 

…あったあった…ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

まだありましたよ、書いたやつ…ｗｗｗ

2009.03.27.

『リステラス星圏史略』

…この物語を、１から始めて、ゼロまで続けよう。…

監訳：土岐真扉（とき・まさと）

【リステラス星圏ループ史入門】

　第３７代アグラ・ラン・アグラス著。

０．中央星圏（セントラレリヤ）興亡史

　　その後。

https://85358.diarynote.jp/201607131752556994/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=RPqx4qJjufw


０－

かくてそのようにして、リールと呼ばれる青年は、おのが置かれた立場をながいなが

い歴史の果てに、悟ることとなった。

かくて伝説の環は閉じ、

そして星々の歴史は続く…

https://www.youtube.com/watch?v=Y_yaoF3-WMk
Gregorian ~ Stay

とりあえずココに入れておいたけど、違うかな？

後でまた動かすかもです…
　　↓

リステラス星圏史略　古資料ﾌｧｲﾙ　2-1
http://p.booklog.jp/book/102572

https://www.youtube.com/watch?v=Y_yaoF3-WMk
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/102572




（７月13日）　１．創界記－四界神話－　（2009.03.27.）

https://85358.diarynote.jp/201607131815486341/

１．創界記－四界神話－　（2009.03.27.）

2016年7月13日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=q4GlvOHk0Y4
Song of the Goddess: The Eternal Path ~ composed and performed by Erutan (katethegreat19) 

１．創界記－四界神話－　その１．

四界を創始したのは四柱の神々であった。

四神はまた、上神界センサリテヤに属するうちの、最もすぐれた若き神々でもあった

。

１－１．第一界（天空界）（閉球界）（鎖球界）

（空球界）⇒（閉珠界）

（虚空界）⇒（閉球界）

四柱の神々のうちの長たる神は、

長姉、また姉神とも呼ばれるリースヒェンセェン・サラルトアルテス、

後の世にはリーシェンソルトとして知られる

若く美しくそう明なる女神であった。

金糸の髪、白珠の肌、青玉の瞳、背なには翼。

調和と謙譲を愛し、智慧と学識を愛する、

姉神リースは、そのように界を創った。

長姉界エルースアマリアは叡智の国、また天空界とも呼ばれ、

金糸銀糸の長き髪、白珠の肌に翼もつ、ろうたけてかしこき神々、また聖なる人、仙

なる人々、自由なるけものたちが、あまた集いて界を育てた。

https://85358.diarynote.jp/201607131815486341/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=q4GlvOHk0Y4


その居所は白銀の光みてる閉鎖せる球形の界であった。

一切の悪しき者、またおろかしき者は、けしてその界内へ足を踏み入れること、かな

わぬのであった。

2009.03.27.



（７月13日）　１．創界記－四界神話－　（その２）

https://85358.diarynote.jp/201607131839215609/

１．創界記－四界神話－　（その２）

2016年7月13日 リステラス星圏史略　（創作） 
　

 
https://www.youtube.com/watch?v=10vtevd__IM
~ No One But You ~ original song by Erutan ~ (album preview) 

１．創界神話—四界神話—　その２．

１－２．第２界（地洞界）（闇洞界）

四界の二、地洞界なるボルダムガスダムを率いたのは長兄、また兄神とも呼ばれる男

神グアヒギルガスグァであった。

漆黒の髪、闇黒色の双瞳、黒檀の肌もつそう身長く男神は、その性、残忍にして傲ま

ん、にして武力と術策かけひき陥穽、権謀を愛した。

かの地洞界に棲む者たちもまた、それをよし是とする獣人たちが主であった。

男神グアヒギルはまた創界に際して別れ棲む以前より姉たる女神リースェンによこし

まなる恋慕をいだき、また界土をひろげんとする望みからも、かさねて姉神に婚姻を

迫ること度々であった。

姉神はこれを忌み、また地洞獣人たちらの野蛮粗暴なるを憎んで、おのが閉空界の四

囲に強固なる聖壁をきずき、彼らと男神グアヒギルとの出入りを固く禁じた。

男神はきつく怒り恨んで、軍勢をひきいて閉空界へと攻めのぼり、たちまちのうちに

これをとうじんし焼き滅ぼしてしまった。

女神リースェンはまさに手ごめにされんとし、これを拒んで自ら帰天すの道をえら

んだ。永き眠りの途についた。

https://85358.diarynote.jp/201607131839215609/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=10vtevd__IM


090328

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

 

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


（７月13日）　１．創界記－四界神話－　（その３）

https://85358.diarynote.jp/201607132053009897/

１．創界記－四界神話－　（その３）

2016年7月13日 リステラス星圏史略　（創作）

https://www.youtube.com/watch?v=ezudAvNqM1E
Spaniard. Carlos Nuñez, Galician folk, Spanish celtic music. 

１．創界記－四界神話－

１－３．第３界（無窮界）（平地界）（地閉界）

四界の第三なる界は、女神マライアヌディアドライマによりはじめ無窮界と名づけら

れた。あらかじめ型を定められることなく、住まう者、またよりくる神々や産まれ来

る界者達の望みによって、無限に広がり、また変化する成長し続けるようにとの願い

によるものであった。

妹神とも呼ばれる女神マライアヌは、豊かに波うつ腰ながの緑髪に、また碧玉の瞳、

バラ色の頬もつ、ほがらかに歌い躍り、また笑いころげる、よく食べる女神であった

。

技芸と友愛と、またいささかのわるふざけと、盛大なる酒宴を好み、かの女神の招請

にこたえてより集い、創界期に参画した神々、また仙なる獣や草木たちも、またひと

しく、舞曲や遊ぎを好み、恋や友愛に心くだく者たちであった。

女神マライアヌはまた姉神リースェンの思慮深く慈愛あまねき高潔なる教えに深く帰

依するものでもあった。

ために、一日、長姉界の長兄軍により滅せらるを聞き、長姉リースェンの無念の最期

を知りて怒りに我を忘れ、自ら単身、闇洞界におもむき、兄神をきつくなじった。

兄神はこれを不興とし、妹神を力もて追い、さらに無窮界に全軍勢をあげて攻め入

https://85358.diarynote.jp/201607132053009897/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=ezudAvNqM1E


りじゅうりんし果てた。

やがて、おのが界の滅亡にひんした妹神は、全力をあげ全界を尽くしてよく抗したが

、ついに万策つきて上神界センサリテヤよりの裁定をたのみ、上月神レリナルによっ

て両界のあいだに停戦壁が築かれた。

ために第四界はその名の由来の無限性を失い、これよりのち、その残された形状に

より、たんに大地界とのみ呼ばれることとなった。

090329

https://www.youtube.com/watch?v=grHOcHIhXr8
IRISH DANCE SET.Carlos Nuñez & The Chieftains.

https://www.youtube.com/watch?v=grHOcHIhXr8


（７月13日）　１．創界記－四界神話－　（その４）

https://85358.diarynote.jp/201607132111432730/

１．創界記－四界神話－　（その４）

2016年7月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=Z7pGnnxzQk4
Valensia - Gaia 

１．創界記－四界神話－

１－４．第四界（泥珠界）（岩同界）⇒（泥球界）

四界の第四なる界の始めを託された末弟神は、しかし無策のままこれを放置した。た

だ岩れきのかたまりを集め積み重ねていびつなる岩洞界となし、これを虚の海の中に

ただ置き、ころがしたのである。

岩の群れはころがりころがり、砕け、また集まりながら、あい互いにいさかいまた和

合し、次第に意思もつ石となりて軽重大小の別などをつけていったが、末弟神はただ

距離をおいてながめているだけで、何ひとつ彼らに対してなぞづしはしなかった。

界人たちの前にいちどたりとも姿をあらわすことのなかったこの神の姿は、ために伝

えられておらず、ただ名のみを無情神ティアスラアルと呼ばれるのみである。

さて長姉界を長兄神が犯し、ために姉神が滅し妹神がこれを責めて長兄と断絶せんと

せし時も、末弟神はただ困り果てたという顔で、これをただ傍観しているのみであ

った。

やがて長兄軍が妹界をも侵し、かの界の界下神たる水司神が戦乱のうちに落命した際

にも、末弟ティア神はただながめているのみであった。

界水の司神を失った無窮界より、界を接する界下の岩洞界へと、巨き凍てつける水の

https://85358.diarynote.jp/201607132111432730/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607132111432730/
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https://www.youtube.com/watch?v=Z7pGnnxzQk4


塊がなだれて落ちた。

水滴と氷塊のひまつとなだれを浴びた岩界は岩人もろとも粉々の岩れきとくずれ、再

びよりどりて集まった時には、泥球界と呼ばれるありさまとなっていた。

そして末弟神は、ただそれを見ていた。

見あきることも見ほれることもなく、ただただ、それを見ていた。

p4.

ここまでこれに追加しましたです。

　　↓

リステラス星圏史略　古資料ファイル １
（ 上古神代 〜 四界神話 ）
http://p.booklog.jp/book/102553

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月13日21:20
　

…まったく…★

file:///tmp/puboo/124102/445476/book/102553
https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201607132111432730
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おんなじ所を、何十回書き直してるんだ…ッ？？

ｗ（－－＃）ｗ

 



（７月13日）　２．水球儀　－水球大陸興亡記－　（２００９年）

https://85358.diarynote.jp/201607132139446833/

２．水球儀　－水球大陸興亡記－　（２００９年）

2016年7月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

https://www.youtube.com/watch?v=dueXgjTtn0Y
Tere - Valensia 

２．水球儀　－水球大陸興亡記－

２－１．

かくれたる神ティアスラアルが岩の塊をただつくねたまま放り投げたその界に、なだ

れ落ちてきたあまたの水が、岩々を沙や沙にまで粉々に下いたあとも、しかしもとよ

り界の構成者であった岩たちはこりずに軽重を問い、大小をえらぶあらそいに熱心

であった。

ためにより重くより巨きものほど界のうち芯を占め、やがてために軽き水たちはその

辺縁部にのみはじきためおかれた。

水におおわれたその岩塊に、ついで姉界兄界からくずれ落ちて来たのは、ありとあら

ゆるものであった。

ほろびた長姉界からは行き場を失い、しかし生きながらえた翼もつ慈悲深き者たちや

、また知恵深き聖なる人々や仙なる者たちが命からがら舞いおりて来た。

また長兄界と次妹界の争いに際しては、界のはざまを切り分けて壁をきずく、その上

神界による大いなる処断のために、大き亀裂のすきまから、あまたの獣や人や鳥たち

魚たちが、くだけ落ちてきてしまった。

（文章再考！）

https://85358.diarynote.jp/201607132139446833/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607132139446833/
https://85358.diarynote.jp/201607132139446833/
https://www.youtube.com/watch?v=dueXgjTtn0Y


☆大きな水がぶつかってきたこと。（岩群界（塊）⇒泥球界）

☆重きことを重んじる岩人たちによって、水精らは辺縁部に追われたこと。

☆ちつじょが定まる間もなく姉兄界断絶のはざまから各界属たちがおちてきたこと。

☆重きを重んじる胎洞界竜や亀らは岩にくいこみ、彼らの炎によって泥球の中心に熱

が生まれ、亀と竜による渦がうまれたこと。

☆重きを軽んじる翼ある者や自由を求める者たちは、水界よりも上（外）を好み、重

くも軽くもない水精らはハザマにとどまったこと。

☆姿なき神ティアスラァルはただそれを見ていたこと。

p5.

https://www.youtube.com/watch?v=0rcJCIdOI6A
Valensia - My Fairy King 

ここまでこれに入れました。

　↓

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 

本日終了☆

https://www.youtube.com/watch?v=0rcJCIdOI6A
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/107225/read


https://www.youtube.com/watch?v=WmAHGhckzzk
Gregorian ~ What Now My Love 

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月13日22:15
cmk2wl @cmk2wl · 13 時間13 時間前 

----サバイバル-----
生き残るためには、たくましく”創造的” でなければならないのである。

さいとうたかを ”サバイバル”

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月14日0:00
疲れも憑かれもとれて、o(^-^)o
「陰気」も祓って、(^_^;)
古資料で阿鼻叫喚(‾○‾;)
抱腹絶倒できて、

ヽ（・＿・；）ノ

良い一日でした…o(^-^)o

おやすみなさい☆

(’◇’)ゞ

https://www.youtube.com/watch?v=WmAHGhckzzk
https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201607132139446833
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月14日8:56
ひつくのたみ @Irl8Oi · 7月10日 

神はハイカラ申すぞよ、ポールシフトと申す事、地軸の異変と申す事、人なる肉身に起こるぞと

、この度、初めて明かすぞよ。

上から下まで一直線、人の身の内一直線、ポールシフトとあいなりて、上に行く者、落ちる者、

この時来たれば誰なりと、その目でシカリとわかるぞよ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月15日8:34
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 

科学誌：サイエンス

「7月7日：太陽が３つある惑星を発見」と発表

地球から約340光年離れ、惑星の質量は木星の約4倍で、表面温度は約580度。誕生は約1600万年
前で、非常に若い惑星。

http://www.sciencemag.org/news/2016/07/distant-planet-has-three-suns-and-year-more-500-times-
longer-ours …
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月⒕日）　３連休の２日目。お天気最高♪

https://85358.diarynote.jp/201607140828178124/

登るぞ〜っ♪♪　ｏ（＾◇＾）ｏ

2016年7月14日 環境は、生命圏で、生存権。

おはようございます。

（＾＾）

３連休の２日目。お天気最高♪

登るぞ〜っ♪♪　ｏ（＾◇＾）ｏ

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 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00
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https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160714/85358_201607140828178124_1.jpg
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


…まぁ、多少「埃臭い」空気ですけど…（－－；）…シカタナイです…★

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.6】浦河南方沖 深さ50.8km 2016/07/14 03:36:39

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.5】十勝地方南東沖 深さ48.7km 2016/07/14 01:58:20

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 北海道 新ひだか町 
【M3.7】日高地方 深さ55.9km 2016/07/13 19:19:00
(G)http://j.mp/29xMtcf (Y)http://j.mp/29GUy2v (アニメ)http://j.mp/29GUjEr

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 
【M3.0】国後島近海 深さ119.3km 2016/07/13 08:33:42
(G)http://j.mp/29FRxzv (アニメ)http://j.mp/29FSmrI

http://j.mp/29xMtcf
http://j.mp/29GUy2v
http://j.mp/29GUjEr
http://j.mp/29FRxzv
http://j.mp/29FSmrI


（７月⒕日）　気象条件、最高♪

https://85358.diarynote.jp/201607141030038565/

目標捕捉。o(^-^)o

2016年7月14日 スポーツ
気象条件、最高♪

 
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607141109051401/

電車でＧＯ！(^o^)／
2016年7月14日 旅行 コメント (1)
 
…おや？

(‾ー+‾)ニヤリ
 

https://85358.diarynote.jp/201607141030038565/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=228
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160714/85358_201607141030038565_1.jpg
https://85358.diarynote.jp/201607141109051401/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=216
https://85358.diarynote.jp/201607141109051401/


  

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年1月14日19:24
OTL49さんがリツイート 
知念実希人 小説家・医師 @MIKITO_777 · 1月10日 

そういえば、この前、編集者さんと西村京太郎先生のお話をしていたとき、その関係で時刻表

トリックの話題になり「以前は時刻表トリックを使ったよく刊行されていたが、ネットで『乗り

換え案内』ができた瞬間にジャンルごと消滅した」と聞きました。

テクノロジーの進歩、恐ろしや……
https://twitter.com/MIKITO_777/status/951022103611887616
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607141132336767/

ここはどこでしょう？ (‾ー+‾)ニヤリ

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/MIKITO_777/status/951022103611887616
https://85358.diarynote.jp/201607141132336767/


2016年7月14日 旅行

 
 

https://85358.diarynote.jp/?theme_id=216


（７月⒕日）　（…天路歴程…。）

https://85358.diarynote.jp/201607141444457528/

…無理そうな気がする…(^_^;)…☆

2016年7月14日 スポーツ
…遠いし高いし暑いし…★
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607141445467016/

お天気最良♪

2016年7月14日 旅行
 
日差しは熱いですが

空気はからりと乾いていて、

風が吹くと爽快です♪

https://85358.diarynote.jp/201607141444457528/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=228
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160714/85358_201607141444457528_1.jpg
https://85358.diarynote.jp/201607141445467016/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=216


 
 



（７月⒕日）　パラダイスまでは、あとちょっと…☆

https://85358.diarynote.jp/201607141446272447/

バビロンまでは何マイル？

2016年7月14日 スポーツ
 
パラダイスまでは、あとちょっと…☆
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607141446543589/

絶景かな♪

2016年7月14日 旅行
 
写真がうまく撮れませんでしたが、

右下に小さく見えているのは、おそらく札幌ススキノの「ノルベサ」（観覧車）です…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201607141446272447/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=228
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160714/85358_201607141446272447_1.jpg
https://85358.diarynote.jp/201607141446543589/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=216




（４月⒕日）　元気！正常！頑健！♪

https://85358.diarynote.jp/201607141447141348/

無理！(^。^;)！
2016年7月14日 スポーツ
 
そろそろ時間切れ…

なんとまだまだ梢の向こうの

「遥か彼方」に見えるのが…山頂か…！

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607141453473929/

タイムアウト！(^。^;)！

https://85358.diarynote.jp/201607141447141348/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=228
https://85358.diarynote.jp/201607141453473929/


2016年7月14日 スポーツ コメント (1)
百草園時代後半の私なら、

２時間で軽く駆け上がったはずの距離を、

３時間かけて、ようやく踏破…

…ｗ（＾＾；）ｗ…

標高５４５ｍ地点です。

高尾山頂ていどですね…

ここで力尽きているようでは、標高１０００ｍ級に日帰りできる体力を復旧するまでには、かな

りかかります…★

ｗ（＾へ＾；）ｗ

 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月15日8:08
…でも、ハタチの頃の、あの！

大山の登山道入り口から１００ｍも行けずに酸欠と貧血で呼吸困難起こして潰れてた頃のよーな

、あのナサケナイ状態よりは、はるかに元気なのさ〜♪

足りなくなってるのは「太ももの筋力」だけで、

　筋骨格系も

　循環器系も、

　自律神経系も…

https://85358.diarynote.jp/?theme_id=228
https://85358.diarynote.jp/201607141453473929/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160714/85358_201607141453473929_1.jpg
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　元気！正常！頑健！♪

ｏ（＾ｗ＾）ｏ

 
 



（７月⒕日）　「日没まで１時間半を残して下山」できたので、まぁ、…まずまず…☆

https://85358.diarynote.jp/201607141627417253/

海！

2016年7月14日 旅行
下山ルート、標高３００ｍくらい？地点から、日本海が遠望できます…♪

（踏み跡の量から推測すると、

「ふもとからこの辺」まで来て、お弁当食べて折り返す？人も多いらしい。）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607141731104591/

無事下山、17:30ジャスト。(^。^;)

2016年7月14日 スポーツ コメント (4)
予測よりだいぶ遅れました…体力落ちてる…！

が、「日没まで１時間半を残して下山」できたので、まぁ、…まずまず…☆

（そしてあの高さまで「自転車で」往復している地元の強者が多数…！）

…ｗ（＠◆＠；）ｗ…☆彡

…自転車…！！

https://www.youtube.com/watch?v=TzLTf69vQos
The Corrs - So Young [Official Video]
 
編集する

コメント

https://85358.diarynote.jp/201607141627417253/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月14日20:52
なんとか無事故で帰投。(^_^;)

足ガックガックです。(^。^;)

買い物しっかり。(^_^)v

とにかくシャワーだけ浴びて

寝ます〜っ☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月14日21:26
ちなみに札幌白石区は午後から夕立だったらしいです。

(‾○‾;)？

…手稲は終日、あんなにお天気だったのに…ッ？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月15日8:59
そうそう。（＾＾；）

往路復路、ともに、「数日前の熊の糞」がありました…☆

早朝と日の入り前後の時間帯の、単独入山は、危険ですから止めましょう…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月15日9:00
０

５

６９

６９

０
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（７月15日）　夕方涼しくなったら、原稿遊びの続き…♪

https://85358.diarynote.jp/201607150826365156/

往路復路、ともに、「数日前の熊の糞」がありました…☆

2016年7月15日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=Vtp4adNTP0Y
The corrs and the chieftains 

おはようございます。

０８：１４になっちゃいました。

前項まで、昨日の写真にコメント入れておきましたので、お暇なかたはお立ち寄りください…☆

札幌は２４℃？

微風。ド晴天。（＾＾；）

暑くなりそうです…☆

（でも乾燥していて、今は未だ気持ちいいです♪）

３連休の最終日。予定は家事と静養。（昨日の筋肉痛★）

https://85358.diarynote.jp/201607150826365156/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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夕方涼しくなったら、原稿遊びの続き…♪

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

…まぁ夏の間は、ここまでは諦めるしかないですかね…★

（雪が積もったら、また0.029まで下がるかな…ッ♪）

グラフを観るかぎり、やっぱり昨夕、「広域札幌圏」の東部だけ雨が降ったらしいですね…。（
前項コメント欄参照）

https://www.youtube.com/watch?v=KEJa_VgpIAc
The Corrs- Toss The Feathers

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 足寄町 
【M2.5】十勝地方 深さ149.7km 2016/07/15 04:34:26
(G)http://j.mp/29Mkk4F (Y)http://j.mp/29MlKMa

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ22.3km 2016/07/15 03:26:31

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 浦幌町 
【M3.4】十勝地方 深さ135.1km 2016/07/14 21:29:42
(G)http://j.mp/29LoDNB (Y)http://j.mp/29z328l (アニメ)http://j.mp/29JMSw7

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.5】国後島近海 深さ101.2km 2016/07/14 18:54:04

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=KEJa_VgpIAc
http://j.mp/29Mkk4F
http://j.mp/29MlKMa
http://j.mp/29LoDNB
http://j.mp/29z328l
http://j.mp/29JMSw7


【M2.6】北海道南西沖 深さ10.7km 2016/07/14 11:15:28



（７月15日）　今さっきビジョン観た。

https://85358.diarynote.jp/201607151415012663/

続：「ヤツリーダムの伝承歌」

2016年7月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
Believing in Justice - Maho Shoujo Madoka☆Magica [Extended] 

水の大陸が滅びる時、

泳げぬ体の弟族の子孫らが

凍え溺れて水の中に死ぬことを

見放すことが出来なかった

ヤツリーダムの子孫たち

《尾とヒレのある者》たちは

自らその背に二足たちを負えるだけ背負い、

遠く別大陸を目指して泳ぎに泳ぎ、

力尽きるまで泳ぎとおした。

背に負った二足たちが溺れてしまうため、

https://85358.diarynote.jp/201607151415012663/
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途中で採餌のため潜ることがかなわなかったので、

多くのヤツリーダム達は遠く別大陸の岸辺に泳ぎつき

ぎりぎりまで浅瀬に近づいて二足たちを降ろした時には

すでに

自らのちからで大洋に戻ること叶わず

「餌が見つかるまで私を食べて生き延びなさい」と

言い遺して息絶えていったと、

記憶を語り継ぐ少数の部族民たちは詠う。

また、泳ぎながらとうとう飢えて力尽き、

そのまま陽射しに灼かれ乾いて浮舟となり、

上から削り取られて齧り啜られながら

遺骸みずから船となり

大洋の小島に流れ寄った者らも在ると言う…

だから今でも《尾とヒレのある者》たちは

海に落ちて溺れる二足たちを見かけると

捨て置けずに…

我が身を犠牲にしてでも彼等を陸へ

送り帰さずには、いられないのだ…

https://www.youtube.com/watch?v=savCAd6RyPI
Underwater Whale Sounds - Full 60 Minute Ambient Soundscape 

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月15日14:16

https://www.youtube.com/watch?v=savCAd6RyPI
https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201607151415012663
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


今さっきビジョン観た。

（＾＾；）

往時の水の大陸の海運力からするとずいぶん多数の人間が生き残っている計算になるので、「？

」な部分の設定の謎だったんですが…

（＾＾；）

これで、謎が解けました…（ＴへＴ；）…。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月12日16:55
生物たん @seibutsutan · 22時間22時間前 

２７億年前頃に、地球に地場（地磁気）が生じたと考えられているわ。

それまでは地上に放射線などを含む太陽風が降り注いでいたので、浅い海にも生物は進出でき

なかったそうよ。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月15日）　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://85358.diarynote.jp/201607151502521436/

（りす＠湧く湧く…）　（一旦終了！）

2016年7月15日 リステラス星圏史略　（創作）
　

さて先ほどＰＣ前に出戻りました。

１４：３４です。

外気温２７℃。

内室温２８℃。（＾＾；）

乾燥しているので関東ほど蒸すわけではありませんが、

何故か風が途絶えてしまったので、暑い…（－－；）★

ヘタにハタキなんかかけたら舞い上がった埃がそのまま室内に滞留して再沈殿すること間違いな

しなので、夕方の風が出てから家事をやることにして、ＰＣ前で卓上扇風機（冬場はナンチャッ

テ水式クンだったやつ）回してたほうが、涼しいという結論に…☆

ｗ（＾□＾；）ｗ

そんなわけで（前項参照）ビジョンも降りて来ていることだし、

作業を続けます…☆彡

まずこれ項番変更。３－２⇒５－０。

http://p.booklog.jp/book/107475/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－０　〜放浪者たち〜（仮題） 

https://www.youtube.com/watch?v=X_WYLNVSE3U
Power Animals & Native Nights-Native American Indian Meditation Music-Healing soft sleep music-
Niall 

…１７：０３．

https://85358.diarynote.jp/201607151502521436/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/107475/read
https://www.youtube.com/watch?v=X_WYLNVSE3U


http://85358.diarynote.jp/201607151652422793/
２－８．身分制度と女性の地位　（２００９年）

ここまでで、一旦休憩〜☆

http://p.booklog.jp/book/107225
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

http://85358.diarynote.jp/201607151652422793/
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/107225


（７月15日）　２．水球儀　－水球大陸縁起－　２－２．　（２００９年）

https://85358.diarynote.jp/201607151516177871/

２．水球儀　－水球大陸縁起－　２－２．　（２００９年）

2016年7月15日 リステラス星圏史略　（創作）

２．水球儀　－水球大陸興亡史縁起－

２－２．カクリ神とカタリ神

神は姿をあらわさず、彼らが何をしようとも、いさめるということがなかったので、

彼らは日に夜にゴウマンにふるまうようになった。

力弱き水の霊たちは岩たちや洞たちの子を産まされた。

ありとあらゆる姿の獣たち精たち霊たちが、あまねく地と水と空とに満ちた。

あかるくつよき黄金の光まとうたけき邪神が、ある時、見のほど知らずにも太陽の神

と名乗ったが、やはり見るだけの神ティアスラァルは姿あらわすことなく、やがてこ

のお調子のりの僭称王を要として、力あり我欲もつ精たち獣仙たちが、神界上神界を

模した宮廷をつくり偽神界となした。

偽神界の偽陽神が、あるとき泡のごとくこまかくいやしき水精の娘を見そめ、むりや

りに仔をなさしめた。

一の子たちは無数の卵にて生まれ、あまりにもよわくみにくくなさけなかったので父

神はこれをふみつぶし、二の子をもうけさしめた。

このときふみつぶされのこした一の子ののこりのすえから、水球大陸のすべての四つ

足たちの祖が生まれ、二の子のすえから、すべての二つ足たちと翼鳥たちの粗が生ま

れた。

水のすえむすめなる母水が必死で泥をこねあげおしあげて、彼らが息のびられるよう

、ひからびぬよう、心をくだいた。

https://85358.diarynote.jp/201607151516177871/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


随神、卑神、

半神、半魔、

俗仙、妖仙、

妖獣、精獣、

偽（似）神界

（似非）



（７月15日）　２－３．カクリ神とカタリ神　（2009.04.03.）

https://85358.diarynote.jp/201607151527408365/

２－３．カクリ神とカタリ神　（2009.04.03.）

2016年7月15日 リステラス星圏史略　（創作）

２－３．カクリ神とカタリ神

偽陽神が水精の末娘をむりやり犯して産まさしめたこの子らは、その父神に似て、母

に対してたいそうゴウマンにふるまった。

彼らは同じ卵から生まれたオヤコキョウダイシマイで犯しあいころしあいはみあいの

のしりあらそいあいながらも、しだいにその数をどんどこどんどこと増やしていった

ので、水の島はしだいに手狭となり、コらのおしあいへしあいあいあらそうことます

ますはげしくなったので、水の母はそれを見てますます胸を痛め、ますます心をくだ

いて泥の亀をおしあげへしあげ持ちあげて、水面の上にんぞく部分をせっせ必死と増

やしてやった。

するとそれを見てコらはよろこび、しかし感謝などするどころか母をムチ打ちせめた

てて、もっともっとと、かわいた土地をねだった。

母はあるときとうとう、コらを見すてて深い海へと戻ってしまった。

偽神界の者たちがおもしろがって彼らを犯し殺し、くい、つつきまわし、またたわむ

れに知恵や技術をさずけたが、彼らもまた、いつまでたっても２本足で地をはいずる

ばかりで、空を飛べもせず水に泳ぐこともないコらにあいて、しだいに姿をあらわさ

なくなってしまった。

ｐ６　090503

https://85358.diarynote.jp/201607151527408365/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


（７月15日）　２－４．《神殺し》 の王の成立　(2009.04.05.）

https://85358.diarynote.jp/201607151545428061/

２－４．《神殺し》 の王の成立　(2009.04.05.）

2016年7月15日 リステラス星圏史略　（創作）

２－４．古王国《神殺し》の王の成立

さて、姿なき神ティアスラァルの存在すら知らず、偽神たちからさえあきられた彼

らは、数世代を経ずして神々の実在を忘れたが、しかし、神々から受けたしうち…す
なわち、きままな暴ぎゃくや、ほしいままの収奪など…は、忘れられることなく、コ
ら同士のあいだで強い者と弱い者との序列をきそい、あきることなく、くりかえし再

現されるギ画となった。

それはさながら、彼らのついぞあずかり知らぬ、岩たちと竜たちの狂宴のようでもあ

った。

ある時、彼らのあいだで「神」とは、あったのかなかったのか、言い争いが成じた。

ある者は、じじいのじじいの時代には、たしかにあった者たちだと言い、ある者は、

じじいのじじいのばばあの時代に、コらをかつぐためにつくりだされた、うそこのお

とぎ話だと言った。

「神などおらぬ。いたとしても、たいしたものでもあるはずがない」

コヘムと呼ばれる男が言った。

その時、天がふるえ地がうなった。

みなは神がコヘウを聞き、怒ったのだと言った。

コヘウはなおも言った。

「ならば、そんなものオレがたおしてやるさ」

https://85358.diarynote.jp/201607151545428061/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


その時、地のうなりにおどろいて森の奥より、いまだかつて誰も見たことのなきよう

な巨大な巨大な石竜があらわれた。

人々はおじおそれにげまどったが、コヘウはこれを叱たし、数多のコらを召し使って

たたかい、ついには石竜をたおした。

人々はコヘウを「神殺し」（オ・ウ）とたたえ、やがてその呼称は、その子カヘウに

、その子々孫々にと伝えられ、彼らを中心に大陸の東に古王国が成った。

ｐ７　090405



（７月15日）　２－４．古王国と新王国　（2009.04.06.）

https://85358.diarynote.jp/201607151558529296/

２－４．古王国と新王国　（2009.04.06.）

2016年7月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

２－４．古王国と新王国

神を殺した王の子らと親族に眷属、家臣や逆賊などは互いに相争い、新王だの副王だ

の独立だの統合だのをくりかえしながら、しだいに大陸の東にその版図を広げてい

った。

相争う彼らの暮らしを支えるために多くの者が農奴として使えきされ、その農奴を監

視するための役人階級がうまれ、その役人たちの造反をふせぐためと他国の王との殺

し合いとのために武力で争うことをなりわいとする職能集団、軍隊とが生まれた。

そんなふうにして大陸の南に古王国群がふくらみ、もぞもぞしているをくりかえして

いたある日、彼らの版図の東に、空から星の船がおちてきた。

星の船は青みを帯びた銀の色の巨大な巨大な山のような椀のような船で、天より地

に落ちて深く深く地に穴をうがった。そして二度とは空に帰れぬほどにこわれてしま

ったが、星の船の星の人々は幸いみな生きて地にとりついた。

星の人々は星の船のまわりに新王国をきずき、星の船からまいた種が新しく大樹の森

に育つと、その国はへき葉国と呼ばれるようになった。

これを見て名もなき古王国群の王たちは国の名というものをたいそううらやみ、これ

よりのち、大陸のすべての国にはそれぞれの美名を冠して呼ばれるようになった。

へき葉国の人々は相争うことを好まぬ人々であった。

彼らは高き技術と美しき文物をもって旧王国の人々との交易をこころみ、またすすん

で他国へ嫁し、また養子養女やムコ嫁をむかえた。

https://85358.diarynote.jp/201607151558529296/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607151558529296/


ゆえに古王国の人々もしだいに新しい国のやりかたになじみ、あいあらそうことをひ

かえ、交易やカケヒキによって、その版図をひろげ、またやりとりし、守った。

ｐ８　090406

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月15日16:01
この時期「ワープロ」が壊れてしまって手書きに逆行してたので、あちこち漢字はすっとばして

書きなぐっております…ｗｗｗ

そして「書く時間」が、哭くほど足りなかったので、主に、

「バイト帰りのいつもの定食屋」（※）の、ご飯が出てくるまでの待ち時間、約１０分の間に、

毎晩書きなぐっていた。というね…

ｗ（＾＾；）ｗ

（※　今はもうない。３１１の後、自衛隊「予備役」だった店主がフクイチに？出征するために

、店を畳んだ…（＞＜ｐ）★）
 

https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201607151558529296
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月15日）　２－５．帝国と 《谷の一族》　（2009.04.11.）

https://85358.diarynote.jp/201607151621487946/

２－５．帝国と 《谷の一族》　（2009.04.11.）

2016年7月15日 リステラス星圏史略　（創作）

２－５．帝国と "谷の一族" 

あまたに分かれた旧王国の数々は、へき葉国のすすめたゆう和外交と婚姻と相続の果

てに、やがて、ただ一人の王に王位が収れんされ、唯一の王のもとに統治される領域

は帝国と呼ばれるようになった。

帝国領は水母大陸の比較的冷涼乾燥した南西部を中心にひろがり、大陸の北西にひろ

がる広大な密林地帯はいまだ小国小邑が点在するばかりの未開の領土であった。

この頃、いつからともどこからとも知れず、大陸の北西部のひよくな森林地帯に、大

河の流域に沿って点在するあらたな人々が住みついた。

この人々は帝国の一般的な人々と異って、肌の色が濃く、髪の色は黒く豊かな直毛が

中心で、よく陽にやけて体格も大柄だった。

彼らは一人の王や帝王のもとに統治されることを好まず、木とつるなどのみで作られ

た大きな家々に主に血族と姻せき等からなる大家族単位で住み、なにか決めごとが必

要なときには家のものすべて、また集落のすべての者が一堂に集まり、いく夜もの話

し合いをへなければ、決めることがなかった。

帝国は彼らが臣従せぬのを許し、またその領域たる谷の森は侵さぬことを約し、代わ

りに毎年数百人の武人を帝国にさしだすよう求めた。

谷の一族はすぐれた狩人であり、帝土の政争にくみせぬ、忠実な護えいとしてよくつ

とめた。

また、流芸人を多く出し、大陸全土に季節ごとに旅して歩く、彼の姿は見られるよう

になった。

https://85358.diarynote.jp/201607151621487946/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


神を持たぬ帝国の民と異なり、谷の人々は数々の神と神話を語った。

ｐ９　090411



（７月15日）　２－７．第一次天船来襲　（2009.04.16.）

https://85358.diarynote.jp/201607151644365069/

２－７．第一次天船来襲　（2009.04.16.）

2016年7月15日 リステラス星圏史略　（創作）

２－７．第一次天船来襲

ある日突然、巨大な火球群が水母大陸全域におそいかかった。

おりあしく秋の乾季であった大陸北西の "谷" 一帯はまたたくまに燃え広がる火炎につ
つまれた。人々は泣き叫び火だるまになりながら、ある者は大河に身を投じて村ぐる

みで海へと逃れ、またある村では燃ゆるもののない岩山高く逃げ登って、炎上する大

樹の森を眺めおろし呆然とすわりこんだ。

天より降り落ちた巨大な火球の毒と熱のため、かの地には長く草木が戻らず、ために

この時まで "谷" の一族と呼ばれた人々は安住の地を失い、これより後、流浪の民とし
て支族ごとにその生業とする職能をあらわす色で呼ばれ、 "色の七支族" または "虹の
一族" と呼ばれるようになった。

火球群はまた水母大陸のすみずみ各地までをくまなく襲った。

雨季であった北東と南部は広範な被害はまぬがれたが、帝都時まさに先帝の崩御にと

もない、次帝選びのため全ての王族と帝位継承権者が参集していた帝都は火球群の大

津波をうけて一瞬にして瓦解した。

軍や官僚を統率するべき王族と帝臣らをすべて失い、火球群に追われる人々はただ右

往左往して逃げまどった。

そこへ天船群が降下し、人々は狩られるままになるかと見えた。

が、混乱の半年の後、庶出のため帝位継承争いからはずされていた一人の帝子が立ち

、軍をまとめ反げきに出た。

攻防四年。ついに帝都はだっかんされ復興を果たし、帝庶子　　により新帝家がきず

https://85358.diarynote.jp/201607151644365069/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


かれ、水母大陸は再び安定し、栄えた。

p.11　090416



（７月15日）　２－８．身分制度と女性の地位　（２００９年）

https://85358.diarynote.jp/201607151652422793/

２－８．身分制度と女性の地位　（２００９年）

2016年7月15日 リステラス星圏史略　（創作）

２－８．身分制度と女性の地位

天船より下って水母大陸に攻め入り、新帝（復興帝）　　により追いつめられ捕えら

れた人々は、すべて殺すにはあまりにも漠大にすぎ、また哀れでもあったので、ある

獄野と名づけられた数ヶ所の荘園に集められた。

彼らはひとたび敗北が決すると、ひれふして新帝の慈悲を乞い、ただ生きることと彼

らの神を拝する自由とだけを求めた。新帝はそれをいれた。

彼らはみな小柄で外見上、男女の性差にとぼしく、女も武具を持って戦うという一

方で、男の戦士でも水母大陸の女の胸ほどの高さしかなかった。肌の色は黄土色で、

髪は焦げたような黒かこげ茶、多くはくわっているかちぢれている者も多かった。

荒野の農園やくらい鉱山の奥、きびしい北海の漁などに奴隷として従事せしめられた

、そのひよわな外見に反してよく耐え、みな長命だった。

やがて、その女たち

…ここで切れています…★

（参照ｗｗｗ）

https://85358.diarynote.jp/201607151652422793/
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http://85358.diarynote.jp/?day=20090416
先住民に議席を。

2009年4月16日 チベット有問題 ！ 
（090817朝入力）

http://85358.diarynote.jp/?day=20090417
治安当局による誘拐や拷問

2009年4月17日 チベット有問題 ！ 
（090817朝入力）

http://85358.diarynote.jp/?day=20090418
＞あてはまる日記はありませんでした。

…やっぱり丁度「パソコン使えなかった」時期なんだな…☆

http://85358.diarynote.jp/?day=20090416
http://85358.diarynote.jp/?day=20090417
http://85358.diarynote.jp/?day=20090418


（７月15日）　「エリ」＝「エルさん」ですね…☆（－－；）☆

https://85358.diarynote.jp/201607152005048148/

（これは、西暦二〇〇〇年の話し）　（小６）

2016年7月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=GlzPKeeA76Y
Relaxation Music: Wolf Lore & Walking with Merlyn 

…再びこんにちは、いや、すでに「今晩和」のお時間でした。
１９：３１です。（＾＾；）

気温は何度でしたっけ。見てないや☆

風が弱くてまだ蒸し暑いです。

ざっざかざ〜っっと…、
所定の「ナンチャッ手〜抜き家事」を３分の２ぐらい片づけてきました。

（＾＾；）

毎度のことですが、原稿の調子が上がると、家事が滞る。んですよね〜…★
…＜（〜〜；）＞…★

（そして「最期の手段」として「睡眠時間を削り始める」のは…
「逆効果」だと学習したので、やらないようにしますが…★）

さて。古資料がまだまだある？はずだと、発掘していたら…

「小６」「話」と書いた大学ノートが、出てきちゃいましたよ…ｗ

１９６４年生まれですから…書いてたのは、
１９７７年くらいか…ｗ

リーナは女ゆうになりたがってる女の子。

ある日ほんものの海ぞくを、ロケとまちがえついていってしまう。

https://85358.diarynote.jp/201607152005048148/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607152005048148/
https://www.youtube.com/watch?v=GlzPKeeA76Y


ところが、海ぞくの親分（ボス）アドルフと愛しあってしまったから一大事。

七つの海を　かけめぐる海ぞくたちといっしょにリーナは古里、スペインのリスボ

ンに、帰り、ぶじ、両親を　ときふせてけっこんし、しんこん旅行は海ぞく船で、世

界一週する。

そしてそのまま女海ぞくになってしまう。

（※「世界一週」…「ママ」です…ｗ）

ｗｗｗ（＾◇＾；）ｗｗｗ

これ…「週刊マーガレット」の「漫画の原作募集」（２００字以内）に、応募したやつだ…ッｗ
ｗｗ

亜利砂は、ＳＦのすきな女の子。

ある日妹の絵利砂が、交通じこでしにそうになったのを　すくい、自分が、エスパー

であることを知る。

そこで、エスパー試験を　受け、ごうかくする。

そして、アカデミーに入り、宇宙を　たんけんしたり、病気を　なおしたりしたため

、ノーベル平和賞と、ノーベルエスパー賞をもらう。

（これは、西暦二〇〇〇年の話し）

…ちょっと今、しばらくワタクシ笑い死んでおります…ッｗｗｗｗｗｗ

西暦三〇〇〇年、亜利砂は、ＳＦのすきな、少女。

ある日妹の絵利砂が交通事こでしにそうになったのを　すくい、自分が、ちょうのう

力者（エスパー）なのを　知ります。

そこで、ちょうのう力者試験アカデミア・テストを　受け、合かくし、アカデミーに

入ります。エスパー・アカデミアに入学した。

そして、他のちょうのう力者エスパーたちといっしょに、タイムマシンにのりこみ、

西暦一九七五年に来る。

が、タイムマシンがこしょうしたため、そこにえい住し、かつやくする。



…「何度も書き直す」悪癖は、この頃からか…ｗ（＾■＾；）ｗ…☆

んで、これ書いてたのは、

（たぶん小学校５年生だった？）

「西暦一九七五年」なわけね…？）

（コクヨの２０Ｘ２０原稿用紙にタテ書きしてる…）

美砂子のクラスは、バラのように、表面は美しいが実はトゲのある人のよりあつまり

。

仲間はずれにされた美砂子たち数人でグループを　作り、たんぽぽのようなあたたか

い心になることを　やくそくする。

そして、グループがだんだん広がって行き、ついにクラスの人、全員がグループに

入る。

が、美砂子がてんこうしたためまたもとにもどりそうになり、いままでひっこみじあ

んだった小川さんがグループを作りなおす。

＞美砂子のクラスは、バラのように、表面は美しいが実はトゲのある人のよりあつまり。

なんだコリャｗ

今（２０１６年）のバイト先の話か…？ｗｗ
（進歩がナイッ）

私のクラスは、バラのようにきれいなようでトゲのある人の集まり。

仲間はずれにされた人たちでグループを作りバラのようでなくたんぽぽのようなあた

たかい心を作ることをやくそくする。

そしてグループがどんどんひろがって行き、ついにクラスじゅうがグループに入り、

バラの心をもった人は一人もいなくなる。



…書きなおしてるッ…ｗｗｗ

…え〜っと…☆（＾＾；）★

…恥ずかしすぎるやつがあったので、とりあえず、ヒミツ日記にインで…ｗｗｗ

…と、思ったけど、すると永遠に日の目を見ないで（私に）忘れ去られることカクジツなので、
いいや、「成仏」さしちゃえ…ｗｗｗ

その日は雨あがりのにじのとてもきれいに見える日でした。

おさげがみの少女が、さか道をかけ登ってきます。

やがてげんかんのドアーがひらき元気な声がきこえてきました。

出むかえた母さんには、少女がいつになく喜んでいることが一目でわかります。

「いいことがあったようね？」と、母さんはやさしくたずねました。

「すばらしいことよ。かあさん」少女はわらいながらこたえます。

「ラブレターがきたの。『好きです。交際して下さい』ってネ

　私の好きな人からよ」

たった二行のラブレターでも、少女にとってはすばらしい宝物でした。

「相手の男の子はだれなの？」母さんはやさしくたずねましたが、すると少女は真っ

赤になってうつむいてしまいました。かくれていた姉さんを見つけたのです。

「今はいえないわ」少女はこういうと自分の部屋へかけこんでしまいました。

少女の愛らしい顔ほほはバラ色にそまっていました。



…今となっては誰も信じちゃくれないと思うが（＾＾；）
私の愛読書の一分野は、いわゆる「少女小説」でありました…ｗｗｗ

『赤毛のアン』は云うにおよばず、ローラ・インガルス・ワイルダー（『大草原の小さな家』

とか）シリーズは全部読んだし、『四姉妹』は大好物だったし、他にも山ほどむさぼり読んで

たな…☆

…「リオネイナ・ユリイヘルン」シリーズがかなり大量にあるので、これは後日の作業に回し
ましょう…ｗ

（いや、さらに恥ずかしい短編がある…ｗｗｗ
　恥ずかしすぎて、絶対に公表できない…ｗｗｗ）

 
ひみつ日記

「おーい、ユキーッ」

ユキはよみかけのマンガ本をとじた。「かれ」がうしろからかけてくる。

「ねえユキ、いつもきこうと思ってたんだけど、ずっと昔、まだ子供だったころ、あったこと

なかったかい？」

ユキははずんだ声で答えました。

「やっと思い出してくれたのね。ずうっと昔、小学校のころ、５、６年のころよ。美砂子という

さえない女の子を覚えていない？」

ユキは心配そうにたずねました。覚えていてほしかったのです。

「ああ覚えているよ。でもさえないなんてがらの子じゃなかったよ。とっても元気な子で…。」

ふいにかれは言葉を切りました。



「ひょっとしてきみは…。」

ユキはわらって答えました。

「そうよ。私が美砂子なのよ。５、６年前のことですもの。もうわすれたのかと思っていたわ。

」

「へええ…こいつはおどろいたな。ユキが美砂子だったなんて。しかしなんだって名前をかえた
りしたんだい。」

ユキはもっていた本を見せた。

「これのせいよ。あなたも覚えがあるはずよ。『宇宙戦艦ヤマト』

　主人公の古代クン君の恋人に森雪ユキという人がいるでしょう？　私はこの人たちが好きな

のよ。だから………ネ。」

「じゃ、おれは古代になっていいかい？」

「エッ」

ユキは書類を全部とり落としてしまいました。

紅くなってかけて行くかれをユキはただぼんやりとみつめていました。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月15日20:21
＞妹の絵利砂

…う〜ん「エリ」＝「エルさん」ですね…☆（－－；）☆

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月15日）　ノートの後半が実話（作文）になってて、当時のリアル「いじめられ
」について書いてる…★

https://85358.diarynote.jp/201607152053182598/

（アトランティスが海底深くしずむとき、）　（小６）

2016年7月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
https://www.youtube.com/watch?v=3Cf1W1rlT1A
Meditation Music Relax Mind Body: Piano music, meditation music, relaxation
music, relaxing 31307M 

（前項参照）

アトランティスが海底深くしずむとき、巨大な宇宙船が大空のかなたへと旅出って行

った。宇宙船の名は「トリトン」号…。
何千年かのち、そのころまだ未開であった他の大陸にすむ人類もようやくそのころの

アトランティス大陸と同等の力をもつようになった…。も、宇宙船をもつようにな
った。

しかし、急そくに発たつした文明のために地球の人口はふえ、いっぽうではしげん

がなくなっていった。不足してきた。

そして、第２のちきゅうをさがすため「大和（ヤマト）」という名の宇宙船が宇宙の

かなたへと出発した旅出った。

とちゅうメーザー星人たちのこうげきをうけ近くの星へ不事ちゃくする。

ところがその星にはトリトン号の子そんたちがすんでいたのだ。

…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

某「引っくり返ったＡ」ガンダムより遥か以前の設定なのは確かなんですが…

船の名前が「トリトン」と「大和」なあたりで、オリジナリティには、はなはだしく疑問が残

るなぁ…☆

ｗ（＾◇＾；）ｗ

https://85358.diarynote.jp/201607152053182598/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607152053182598/
file:///tmp/puboo/124102/445476/a083abdcaaeb2b033d5d/8635/epub/OEBPS/image/85358_201607152053182598_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3Cf1W1rlT1A


（というか、「著作権」とか「オリジナリティ」という概念自体が…まだなかった…？）

ダレムアス右ページ　→

消めつ、

ある日　高校以上の大人がとつぜんいなくなる。

…う〜わ☆「最初期の」（？）ダレムアス原稿、まだもっと古いのが実在したか…☆

ｗ（＠□＠；）ｗ

（⇒後日作業☆）

ある所に、二つの心をもった女の子がいました。

かた方の心は、ふつうの人間の心でしたが、

もうひとつの心は宇宙人の心でした。

そのために少女はなやみました。

「ああ、どうして私はこうチグハグな事を考えるのかしら」

けれども、少女が１５になった時、宇宙人の心は宇宙に還って行きました。

のこった少女は考えます。

「私、どうしてこうくだらない事ばかり考えなくちゃ　いけないんだろう？」

少女もまた、宇宙人をおって行ってしまいました。



…う〜ん…（－－；）★

ノートの後半が実話（作文）になってて、当時のリアル「いじめられ」について書いてる…★

（のは、すっとばすとして…）

馬になった　真理

あらすじ。

目の見えない真理には友だちがいなかった。

そんな時、父親、こへいが、野生馬の首りょう、里（サト）をつれてくる。

里は真理にだけ心をひらくようになるが、一月後、

副首りょうのメス馬　菊とともににげてしまう。

真理は、里からはなれず、最後におちて死んでしまう。

その後、その里のむれを追って走るめくら馬を見た人がいた。

人魚エルシャムリアと、ようせいたち

（暗いまままくを上げる）

ナレーター：「昔、南の島にエルシャムと言う、人魚たちの国がありました。」

アラスジ。

ようせいにすくわれて北国へ行った人魚の王女が、大人になってから恋人とひきはな



され、うられる。

恋人も人魚だが足がある。

恋人はさからったために、海へつきおとされた。

王女も、あらしにあってしぬ。

次の朝、にじをわたって王女は空へのぼって行く。

ぜんまくとおして、人間にはわからない

ようせいたちが出てくる。

日の出、あらしなどは、

すべてＯ·Ｈ·Ｐと

ようせいのおどり。

…う〜ん…（＾＾；）…

これ多分「エルシャム」（エルシャムリア）という単語の…初出…？

（画像はたぶん「世界最古の」（？）「アトランティスの地図」です…ｗ）
 

        
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月15日21:22
…「中１」の設定ノートが

恥ずかしすぎて悶死寸前です…ッｗｗｗ
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月15日）　皿洗いして、洗濯して洗髪して、寝ますッ

https://85358.diarynote.jp/201607152128206698/

（真実の神をさがそう）　（中１）

2016年7月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

真実（ほんとう）の神をさがそう

たとえ何万年かかっても

生きては死に

死んでまた生まれかわり

宇宙のはてまでも行こう

永遠（とわ）の真実を探すために

後悔なんかしない

「－なぜ神はこんな苦しみを与えるのか!?」

「だれ!?」

太古、あるほろびかけた惑星にて

本日終了！（＾＾；）

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://85358.diarynote.jp/201607152128206698/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607152128206698/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160715/85358_201607152128206698_1.jpg
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/107225/read


皿洗いして、洗濯して洗髪して、寝ますッ

（＠２１：４７）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月15日21:41
　

…小３の日記とか、中１の成績表とか、掘り当てちゃったんですけど…ｗｗｗ

ど、どうしましょう…ｗｗｗｗｗ
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（７月16日）　アルパカおか〜さん狼さんが居ないよ。(;_;)

https://85358.diarynote.jp/201607162126229041/

7月16日の日記
2016年7月16日 環境は、生命圏で、生存権。
先ほど無事帰投。21時27分。

アルパカおか〜さん狼さんが

居ないよ。(;_;)という以外は、

「何も悪いことが起こらない」

！(^。^;)！

相も変わらず過保護大魔神サマが発動中だったらしい、

四捨五入すれば平穏で良い一日でした。(^-^)g

３０分仮眠したら

洗濯と入浴してから寝ます…☆
 

https://85358.diarynote.jp/201607162126229041/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160716/85358_201607162126229041_1.jpg


（７月17日）　「大人がいない」その後の世界、

https://85358.diarynote.jp/201607170827335643/

札幌１８℃。（－－；）…寒いです…。

2016年7月17日 環境は、生命圏で、生存権。
　

https://www.youtube.com/watch?v=3JaR7TIY4CM
Nangoku Shounen Papuwa kun ED2 

おはようございます。

前項コレです。（追記あり。）

音楽とはほとんど（？）関係がございません…（＾＾；）…★

（似てるのは、「大人がいない」その後の世界、ってところ…）

０７：５２。札幌は１８℃。

南からの強風…なんですが、気温は低く、湿度は高く…八甲田山から青森市内に吹き下ろした
風が、そのまんま札幌まで来てるような勢いの空気です…

？（＠＠；）？

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 0.039 0.040 6 
04:00 0.041 0.040 0.040 6 
05:00 0.040 0.040 0.040 6 
06:00

…どうも、「この風」が、来ちゃっている、らしいな…★
…（－－＃）★

https://85358.diarynote.jp/201607170827335643/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091670709/
https://www.youtube.com/watch?v=3JaR7TIY4CM
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


ホワイトフード @whitefood1 · 44秒45秒前 
7月17日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CnhY0EUVIAU5ZPV.jpg

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M4.0】国後島近海 深さ94.2km 2016/07/16 12:54:23
(G)http://j.mp/29Oknxs (アニメ)http://j.mp/29EG27c

https://www.youtube.com/watch?v=H1odnyJcDaQ
続々・気分はパプワ晴れ〜完結編 

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CnhY0EUVIAU5ZPV.jpg
http://j.mp/29Oknxs
http://j.mp/29EG27c
https://www.youtube.com/watch?v=H1odnyJcDaQ


（７月18日）　今日こそはアルパカおか〜さん狼さんを「目撃できる」（－－；）
はず…

https://85358.diarynote.jp/201607180801415001/

…「健康」です♪　o（＾ｗ＾）o…／【函館】セシウム２０ベク
レル／生まれた赤ちゃん川崎病／ヨウ素１３１がなんで今見つか

るんだ！

2016年7月18日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=YewVugPHon4
Culture Club - It’s A Miracle 

おはようございます。

０７：００ジャスト。（＾＾）♪

ゆうべ疲れていつもより１時間早くさっさと寝たら、

自然に１時間早く目が覚めちゃいましたよと…（＾＾）☆

「熟睡できてる」証拠ですね…♪

「健康」です♪　o（＾ｗ＾）o

https://85358.diarynote.jp/201607180801415001/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160718/85358_201607180801415001_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160718/85358_201607180801415001_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160718/85358_201607180801415001_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YewVugPHon4


2016年07月17日（日）【前日】
18:00 0.041 0.040 0.040 6 
19:00 0.040 0.039 0.040 6 
20:00 0.041 0.040 0.040 6 
21:00 0.042 0.040 0.041 6 
22:00 0.041 0.040 0.041 6 
23:00 0.041 0.039 0.040 6 
24:00 0.041 0.039 0.040 6 

2016年07月18日（月）【当日】
01:00 0.040 0.039 0.040 6 
02:00 0.040 0.039 0.040 6 
03:00 0.041 0.039 0.040 6 
04:00 0.040 0.039 0.040 6 
05:00 0.041 0.039 0.040 6 
06:00

…被曝カナリア（過敏症）の私には 0.040 が 0.041 にアガッタだけででも十分眉毛が（〜〜＃）
になる状態なんですが、まぁフクイチの元凶を…もとい現況を、考えたら、この程度でいちいち
メクジラを立てていてもしようがないですね…★

札幌の気温２０℃。

（いいのか？７月も後半なのにこれで…？）

やたらと明るい銀白色の一面の雲。

「南から」冷たい狂風が吹いてきます…★
　★（－－＃）★

（フクイチ「凍土癖」蒸気ですね…★）

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
7月18日5時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が16箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG


https://pbs.twimg.com/media/Cnl7_tZVUAAyT4s.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
7月17日15時34分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が17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/CnjAtWDUkAAdcJi.jpg

　↑

ん？（＝＝＃）いや待て。

六ヶ所「地獄のプールの底が抜けた」とか、なのか…？？

Lightworker @Lightworker19 · 7月7日 
【拡散】tokaiama 函館の土にセシウムの他、ヨウ素１３１が２０ベクレル検出 生まれ
た赤ちゃんが川崎病と診断 http://www.asyura2.com/13/genpatu31/mg/662.html …… …
ヨウ素１３１がなんで今見つかるんだ！　フクイチ再臨界プルームが函館に押し寄せ

てるのか？

バイト４連勤の３日目。

もちべ皆無ですが、確率的に言えば、

今日こそはアルパカおか〜さん狼さんを

「目撃できる」（－－；）

はず…（せめて「鑑賞」ぐらいはしたいな〜…★）

https://www.youtube.com/watch?v=uDvEWtUy-SA
Gregorian - High Hopes 
　↑

…と思って書いてた瞬間に、幽註部さんから自動推奨でこの曲を喰らいました…★

…そうですか。「高望み」なんですか…（ＴへＴ；）…★

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 

https://pbs.twimg.com/media/Cnl7_tZVUAAyT4s.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CnjAtWDUkAAdcJi.jpg
http://www.asyura2.com/13/genpatu31/mg/662.html
https://www.youtube.com/watch?v=uDvEWtUy-SA


【M2.9】国後島近海 深さ96.5km 2016/07/18 04:50:23

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M3.3】北海道北西沖 深さ247.6km 2016/07/18 00:48:03
(G)http://j.mp/29G2ZrA (アニメ)http://j.mp/29Ho8AL

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 北海道 むかわ町 
【M3.4】石狩平野 深さ297.8km 2016/07/17 16:21:14
(G)http://j.mp/29Fn6WM (Y)http://j.mp/29ZtOIR (アニメ)http://j.mp/29ZtxWy

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 北海道 鶴居村 
【M3.0】釧路地方 深さ132.0km 2016/07/17 16:21:11
(G)http://j.mp/29GIMAW (Y)http://j.mp/29ZteuK (アニメ)http://j.mp/29FnPqK

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M3.2】知床半島付近 深さ142.4km 2016/07/17 14:01:27
(G)http://j.mp/29Gycdc (Y)http://j.mp/29ZjYGS (アニメ)http://j.mp/29Fd0oY

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M3.6】北海道東方沖 深さ82.7km 2016/07/17 13:33:37
(G)http://j.mp/29Q5D11 (アニメ)http://j.mp/29RLRBE

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 日本 
【M3.5】浦河南方沖 深さ41.6km 2016/07/17 11:51:49
(G)http://j.mp/29RE7Q4 (アニメ)http://j.mp/29REaeI

https://www.youtube.com/watch?v=2nXGPZaTKik
Culture Club - Do You Really Want To Hurt Me
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607180902025400/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://j.mp/29G2ZrA
http://j.mp/29Ho8AL
http://j.mp/29Fn6WM
http://j.mp/29ZtOIR
http://j.mp/29ZtxWy
http://j.mp/29GIMAW
http://j.mp/29ZteuK
http://j.mp/29FnPqK
http://j.mp/29Gycdc
http://j.mp/29ZjYGS
http://j.mp/29Fd0oY
http://j.mp/29Q5D11
http://j.mp/29RLRBE
http://j.mp/29RE7Q4
http://j.mp/29REaeI
https://www.youtube.com/watch?v=2nXGPZaTKik
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2016年7月18日14:17
　

異様睡魔来襲中。(∋_∈)
被曝症状でなければ

デカイ地震が…？
と思っていたら、

明日の札幌は、物凄い低気圧が来る。らしいDeath…

(・ω・;)(;・ω・)
 



（７月18日）　祝♪ 復活の黒ちきんカレ〜♪

https://85358.diarynote.jp/201607182031471313/

戦士の鉄則。（たぶんｗ）(‾ー+‾)ニヤリ

2016年7月18日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (4)

「喰える時に喰っておけ。」

(‾ー+‾)b

祝♪ 復活の黒ちきんカレ〜♪

♪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7月18日20:53
またレシピ変わった？(^-^)g

高い香辛料は潔く切り捨てて、

もしかして生（未乾燥）黒胡椒の実を、丸ごと「擂り潰して」投入してるのかな…？

♪(^。^)♪

香り高く、ガツンと爽快に脳天ブン殴られる辛さですが、

！(^。^;)！

https://85358.diarynote.jp/201607182031471313/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
https://85358.diarynote.jp/201607182031471313/
file:///tmp/puboo/124102/445476/a083abdcaaeb2b033d5d/8635/epub/OEBPS/image/85358_201607182031471313_1.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


ルウに小麦粉を使ってない？

のであと引かない。(^-^)g

たぶんだけど炒めまくった道産くず玉ネギとビートかすでコクと旨味とトロミと黒さを出して、

あと使ってるとしたら青唐辛子の類かな…？

（赤唐辛子ではないと思う。）

徹底的にコストも削減しつつ、

ここまで旨いカレーが創れるとは…

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

半田屋、あなどりがたし！

♪　(≧ω≦)b　♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月18日22:04
先ほど無事帰投。(^-^)g

今日は良い日でした〜♪o(^-^)o

漫画読んで寝ま〜すっ♪(^o^)／

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月19日3:31
大雨なう。ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月19日3:39
０.０６２μ。！(ToT)！
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月19日）　目覚まし音楽にＣＤでオネアミス聴いてたら、ＹＭＯが聴きたくなり
ました…☆

https://85358.diarynote.jp/201607190823378792/

札幌０．０７４μ！★（－－＃）★

2016年7月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=92KexdD6oJY
※高音質版【PV】ライディーン -RYDEEN- / YMO 

おはようございます。

０７：４７でした。

目覚まし音楽にＣＤでオネアミス聴いてたら、ＹＭＯが聴きたくなりました…☆

札幌は夜中に高線量（－－＃）の大雨。（前項コメント欄）

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1468881600/1011-0010-101000-201607190740.gif?
t=1468882236
（０７：３０〜０７：４０）

音がうるさかったのと空気のビリモゾした不快感で眠れず…★

https://85358.diarynote.jp/201607190823378792/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201607190823378792/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160719/85358_201607190823378792_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160719/85358_201607190823378792_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160719/85358_201607190823378792_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=92KexdD6oJY
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1468881600/1011-0010-101000-201607190740.gif?t=1468882236


寝不足（－－＃）です…★

４連勤の最終日です。（＾へ＾；）

狂、もとい今日、起きていられるでしょうか…★

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

2016年07月18日（月）【前日】
18:00 0.040 0.039 0.040 6 
19:00 0.040 0.039 0.040 6 
20:00 0.040 0.040 0.040 6 
21:00 0.040 0.040 0.040 6 
22:00 0.040 0.040 0.040 6 
23:00 0.041 0.040 0.040 6 
24:00 0.046 0.040 0.042 6 

2016年07月19日（火）【当日】
01:00 0.062 0.052 0.058 6 
02:00 0.072 0.065 0.069 6 
03:00 0.074 0.062 0.068 6 
04:00 0.062 0.060 0.061 6 
05:00 0.058 0.055 0.057 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 · 4 時間4 時間前 
7月19日4時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が53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/Cnq31XhVMAA5jWI.jpg

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.2】十勝地方南東沖 深さ65.9km 2016/07/19 02:33:29
(G)http://j.mp/29VqbEH (アニメ)http://j.mp/29Vq7VE

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M4.0】HOKKAIDO, JAPAN REGION 251.5km 2016/07/19 01:18:19JST, 2016/07/18
16:18:19UTC

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cnq31XhVMAA5jWI.jpg
http://j.mp/29VqbEH
http://j.mp/29Vq7VE
http://j.mp/29Vp5Zo
http://j.mp/29Vo9EL


(G)http://j.mp/29Vp5Zo (USGS)http://j.mp/29Vo9EL

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ43.2km 2016/07/19 00:23:18

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.9】十勝地方南東沖 深さ85.5km 2016/07/18 22:13:51

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月20日8:39
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07月19日 04:47】
北海道地方では、引き続き１９日夕方にかけて雷を伴った激しい雨が断続的に降り大雨となる

でしょう。大雨による低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水、落雷、突風、ひょうに注意して

ください。

https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201607190823378792
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月20日）　半睡半醒状態のまま、前項めもの夢（？）を視てました…らっきぃ♪

https://85358.diarynote.jp/201607200842256045/

（めも）　『過保護大魔神氏はいかにして一度も口説かずに最愛

の妻と子を得たかの話』（仮題）

2016年7月20日 リステラス星圏史略　（創作）
　

（なかみあとでね。）

https://www.youtube.com/watch?v=Y9xMzctntfk
細野晴臣 / 恋は桃色

https://www.youtube.com/watch?v=UvVcQOVwU0U
70’s Japanese Bossa nova　どこかでだれかに　木元泉・大橋巨泉とサラブレッズ
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607200905171358/

【クイズ⇒「東通原発」は、どこにあるでしょう…？】

2016年7月20日 環境は、生命圏で、生存権。

https://85358.diarynote.jp/201607200842256045/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=Y9xMzctntfk
https://www.youtube.com/watch?v=UvVcQOVwU0U
https://85358.diarynote.jp/201607200905171358/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160720/85358_201607200905171358_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160720/85358_201607200905171358_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160720/85358_201607200905171358_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PxvjXDAfPhk


https://www.youtube.com/watch?v=PxvjXDAfPhk
細野晴臣 / PLEOCENE（プリオシーヌ) 1989 

あらためまして、おはようございます。

ＰＣつけたのが０８：３８になっちゃいました。

３連休の初日。（＾＾；）☆彡

昨日の被曝超過とバイトのド残業（と言っても、たった３０分ｗ）のダブル疲労で今朝はどうし

ても起きられず、

（いったん５：４４に自然に覚醒したんで、脳の睡眠は足りてたんですが肩こりが酷くて全身

怠く）ぐずぐずセルフ整体をしながら二度寝三度寝…（＾＾；）…

と布団に潜りこんでいたら、半睡半醒状態のまま、前項めもの夢（？）を視てました…らっきぃ
♪

ネタがＯ（＾ｗ＾）Ｏ増えた♪

https://www.youtube.com/watch?v=_hPeDm6o0TY
オムニ・サイト・シーイング 

札幌は２１℃。微風。

今朝がたまでシツコク線量の高い雨が降っていて先程まで空気が酷くて気管と肺が灼けて痛かっ

たですが、陽が射し始めたら汚染湿気が飛んで、

冷涼ですが、だいぶ過ごしやすくなってきました…♪

今日はオトナシク昨日の被曝超過ストレス分の休養と、ナンチャッテ家事とたっぷり原稿遊びの

予定…♪

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

2016年07月19日（火）【前日】
01:00 0.062 0.052 0.058 6 
02:00 0.072 0.065 0.069 6 
03:00 0.074 0.062 0.068 6 

https://www.youtube.com/watch?v=_hPeDm6o0TY
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


04:00 0.062 0.060 0.061 6 
05:00 0.058 0.055 0.057 6 
06:00 0.054 0.044 0.049 6 
07:00 0.043 0.040 0.041 6 
08:00 0.041 0.038 0.039 6 
09:00 0.040 0.039 0.040 6 
10:00 0.039 0.038 0.039 6 
11:00 0.039 0.038 0.038 6 
12:00 0.042 0.039 0.041 6 
13:00 0.042 0.040 0.041 6 
14:00 0.040 0.038 0.039 6 
15:00 0.039 0.038 0.039 6 
16:00 0.045 0.040 0.043 6 
17:00 0.044 0.040 0.043 6 
18:00 0.040 0.038 0.039 6 
19:00 0.039 0.038 0.038 6 
20:00 0.039 0.038 0.038 6 
21:00 0.038 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07月20日（水）【当日】
01:00 0.040 0.039 0.040 6 
02:00 0.041 0.040 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

https://www.youtube.com/watch?v=UlhO6VJ8U5A
細野晴臣 / Esashi（エサシ）1989 

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.4】国後島近海 深さ127.2km 2016/07/20 03:39:26

https://www.youtube.com/watch?v=UlhO6VJ8U5A
http://j.mp/29LlTgI
http://j.mp/29Lm5wz


(G)http://j.mp/29LlTgI (アニメ)http://j.mp/29Lm5wz

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M4.1】北海道北西沖 深さ215.6km 2016/07/20 02:46:44
(G)http://j.mp/29LgdmF (アニメ)http://j.mp/2a6xzMM

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M3.0】北海道東方沖 深さ14.8km 2016/07/19 23:41:35
(G)http://j.mp/29LUWsq (アニメ)http://j.mp/29XHCVb

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年07月19日 15:56】
北海道地方では、１９日夕方まで、落雷、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 · 21時間21時間前 
【M4.8】青森県東方沖 深さ64.9km 2016/07/19 13:11:26
(G)http://j.mp/29WyGPE (アニメ)http://j.mp/29WxrAa
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【地震情報 2016年7月19日】
13時11分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約60km、地
震の規模はM4.4、最大震度3を青森県で観測しています。この地震による津波の心配は
ありません。

https://pbs.twimg.com/media/Cns0XzwVYAAnSxu.jpg
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【各地の震度 2016年7月19日】
震度3：
［青森県］東通村砂子又沢内

https://t.co/RDDVYqQjEq

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 � 北海道 別海町 
【M3.0】根室地方 深さ139.4km 2016/07/19 10:38:38
(G)http://j.mp/29WkypV (Y)http://j.mp/29Wk8zT (アニメ)http://j.mp/2a4Ky1v

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 

http://j.mp/29LgdmF
http://j.mp/2a6xzMM
http://j.mp/29LUWsq
http://j.mp/29XHCVb
http://j.mp/29WyGPE
http://j.mp/29WxrAa
https://pbs.twimg.com/media/Cns0XzwVYAAnSxu.jpg
https://t.co/RDDVYqQjEq
http://j.mp/29WkypV
http://j.mp/29Wk8zT
http://j.mp/2a4Ky1v


7月19日10時13分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が22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/CnsKhc_UEAEF9bw.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 7月18日 
7月19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/Cnrr_gjVMAAl8oh.jpg

Toyomi Sawada @qzv00507 · 7月18日 
泊原発とがん2016
北海道岩内町 斉藤武一さん
DVD 500円 
https://pbs.twimg.com/media/CnooSZ1VIAEOU4a.jpg

さて。東通原発は、どこにあるでせう？

そして、風向きは…？？

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

ぼくとわたしの未来行進 @miraikousin · 7月17日 
北海道新聞社の全道世論調査で、停止中の北海道電力泊原発の再稼働について、原子

力規制委員会が審査で基準を満たすと認めたとしても「再稼働すべきでない」との回

答が３９％に上った。審査で認められれば「再稼働してもよい」の３１％を上回って

おり、再稼働に慎重な道民の意識がうかがえる。

https://www.youtube.com/watch?v=9Odu9IBz3jc
M16 - YMO 

 
 

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CnsKhc_UEAEF9bw.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cnrr_gjVMAAl8oh.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CnooSZ1VIAEOU4a.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6w4movtQqGI
https://www.youtube.com/watch?v=9Odu9IBz3jc


（７月20日）　半覚醒状態で色々と前世？の高橋満兎ネタと／色々脳内ツッコミが入
ってます…☆

https://85358.diarynote.jp/201607201423232071/

「つれて行くよ。」

2016年7月20日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (3)
 
なんか知らないけど昼寝してたら暑くて寝付けず、

半覚醒状態で色々と前世？の高橋満兎ネタと

現世のご先祖の金ピカ銅像の話と、母方の祖父の件と、

りある亡父がガンで死んだ当日の実エピソードが

ガ〜ッと走馬灯でした…

ヽ（・＿・；）ノ

何なの？ お盆なの…？？

        
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月20日15:12
　

今度は「拝みのマツゴロウさん」とかいう初対面？の、初老の福助人形にコメツキバッタが取り

憑いたようなかたが出て来ました…(^。^;)

（私はどこかの前世？の偉そうバージョン。）

https://85358.diarynote.jp/201607201423232071/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201607201423232071/
file:///tmp/puboo/124102/445476/a083abdcaaeb2b033d5d/8635/epub/OEBPS/image/85358_201607201423232071_1.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


…面白いので、もうちょっと寝てます…ｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月20日17:57
　

ダメだ(^_^;)

被曝なのか電磁波なのか

死期が近いのか天中殺なのか、

脳軟化？してます…
(・ω・;)(;・ω・)

まっすぐ座ってられない。

(-.-;)

原稿無理。(∋_∈)
漫画読んで寝てます…★

。。。(〃_ _)σ‖
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月20日22:16
　

１コ前の「拝みマツゴロウさん」

http://p.booklog.jp/book/105153/read
　↑

とりあえずコレに足しといたけど、たぶん違う…。

（そして「おがみ」と入れると「男神」と正体？ばれ…？）

マツゴロウじゃなくて

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


マタゴロウ（マタダ五郎？）だか

又三郎だか、？

色々脳内ツッコミが入ってます…☆

 



（７月20日）　少しだけ暴論を言うとさ、危険や生命の危機に対して生き物は進化す
るんだ。

https://85358.diarynote.jp/201607202019093082/

磁気嵐が発生しています／ただの磁気嵐ではない？／偏頭痛やイ

ライラ眠気などの体調不良と地震にも注意かもしれません／ (
ﾟＡﾟ;)ｵﾚｼﾗﾅｲ 。

2016年7月20日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (1)

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 4月26日 
バンアレン帯放電によってプレート境界層には地殻電流が流れているのです。

九州の地下１０ｋｍには絶縁地層（誘電体地層）があって地殻コンデンサーを形成し

、地殻電流が電荷を充電しているのです。

一旦絶縁破壊が起こると破壊が連鎖するのです。 
https://twitter.com/Birkeland2nd/status/724956222928117766

https://www.youtube.com/watch?v=EU-J73Y-lqM
Yellow Magic Orchestra - Solid State Survivor (Full Album) (Remaster) 

https://85358.diarynote.jp/201607202019093082/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201607202019093082/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160720/85358_201607202019093082_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160720/85358_201607202019093082_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160720/85358_201607202019093082_3.jpg
https://twitter.com/Birkeland2nd/status/724956222928117766
https://www.youtube.com/watch?v=EU-J73Y-lqM


おばんです。（前項参照）

０７月２０日の

２０時１０分を観ました…

何としても眠れないし、

それでいて起きられないし、

（－－；）

視界が何だかぐらぐらしてますが、

今日は太陽風直撃の電磁波乱れに加えて、

満月らしい…（－－；）★

夏至から１ヶ月も経つのに

「やたらと北より」に沈んだ太陽のあと、

「やたらと南より」から満月が昇ってきました…

…（〜〜；）…★

これ、すでに、「物理的に地軸移動」が…

…起ってないか…？？？

世詩 @yosy_stardust · 6月19日 
夏の40度越えがあたりまえ、アラスカにヤシの木が。気候に関する最新の研究がもた
らした激暑の未来の姿（カナダ研究） : カラパイア
http://karapaia.livedoor.biz/archives/52218524.html …
個人的には地軸移動説も気になるんですよね。

もともと暑い地域が涼しくなってるって情報は無いんかな？

https://t.co/mwfIl7RQmk

「洪水で激冷え」の地域はいくつもあるよね…。

迦楼羅 @metatron_ac · 6月17日 
#一番恐ろしい四文字熟語考えたやつが優勝

http://karapaia.livedoor.biz/archives/52218524.html
https://t.co/mwfIl7RQmk


地軸移動

https://www.youtube.com/watch?v=Uy5XPdyhzfw
Yellow Magic Orchestra - Yellow Magic Orchestra (Full Album) 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 
NICT：7月20日15時
「太陽では17日にＣクラスフレアが多数発生、JST20日8時頃、衝撃波が地球に到来し
、太陽風速度は（秒速450km）に上昇。15時現在も太陽風速度は高速で磁場強度は、
かなり強く、地磁気活動は活発な状態」 
https://pbs.twimg.com/media/CnzDK0FVYAE4aww.jpg

エリック・セルヴィグ @selvigbot · 3時間3時間前 
ただの磁気嵐ではない？（T）

火山情報 @kazan_joho · 3時間3時間前 
【#太陽パラメータ】
太陽黒点数：５８

ＳＦ：１０１

２８００ＭＨｚ Ｆｌｕｘ：１０１（－６）
柿岡Ｋ：３（－１）

Ｋｐ値：５

太陽風速度：５６５ｋｍ（＋５７）

※弱い磁気嵐が発生中

片岡龍峰 @ryuhokataoka · 4時間4時間前 
磁気嵐が発生しています

宇宙天気ニュース @swnews · 8 時間8 時間前 
[続報] 先ほどのフレアは、 C4.2 の小規模フレアとなり、X線強度は、7月20日12:17
JST (20日03:17 UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

https://www.youtube.com/watch?v=Uy5XPdyhzfw
https://pbs.twimg.com/media/CnzDK0FVYAE4aww.jpg
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html


ネットサポート @techuzie · 5時間5時間前 
【磁気嵐速報】07月20日15時★小さな磁気嵐が発生中（Kp=5-）※太陽風速度
は535.8km/s※磁場は北向（0.5nT）です。※送電網で小さな電圧変動・高緯度地域
でオーロラの可能性 http://ow.ly/H5TBJ

アダチヒロミ (・∀・) 安静にして、と @adc_design_labo · 6時間6時間前 
「オーロラ爆発とは？」 
カーテン状の構造をもった色で言うと緑やピンク色の明るいオーロラを引き起こす太

陽風からのエネルギーの流入のこと。

https://twitter.com/adc_design_labo/status/755640195190587394

漁師@三浦半島 @nagesida · 7時間7時間前 
電離圏嵐　珍しくDSTプラスに振れ、柿岡の地磁気地電流乱れあり、稚内正相電離
圏嵐、Es、国分寺も正相電離圏嵐気味です。関東から北、注意継続。
Dstのリンク
http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/presentmonth/index-j.html …
衛星環境　も荒れてます。

http://services.swpc.noaa.gov/images/satellite-env.gif …

華。 @maohana55 · 8時間8時間前 
太陽で磁気嵐が起こっています

http://www.solarham.net/ 
偏頭痛やイライラ眠気などの体調不良と地震にも注意かもしれません

イライラしている人にも近づかないほうがいいですね

Dandy @qDandyp · 8時間8時間前 
柿岡地磁気 (ﾟＡﾟ;)ｵﾚｼﾗﾅｲ 
https://pbs.twimg.com/media/Cnx7J6BVMAAQ22J.png

Ayaya(地震警戒モード) @cole0000 · 8時間8時間前 
おまけに地磁気発生(‾_‾|||) 
https://pbs.twimg.com/media/Cnx26y9VIAAmZ6O.jpg

時 々 @imaten118 · 8時間8時間前 
地磁気の乱れのせいなのか、心臓への負担が大きいようは、左肺まで辛いような 感じ
。

http://ow.ly/H5TBJ
https://twitter.com/adc_design_labo/status/755640195190587394
http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/presentmonth/index-j.html
http://services.swpc.noaa.gov/images/satellite-env.gif
http://www.solarham.net/
https://pbs.twimg.com/media/Cnx7J6BVMAAQ22J.png
https://pbs.twimg.com/media/Cnx26y9VIAAmZ6O.jpg


宇宙天気ニュース @swnews · 8時間8時間前 
[記事] 太陽風の急な強まりが到来し、速度は500km/秒に上がっています。
http://swnews.jp #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 8時間8時間前 
[速報] C4.2 に達する小規模フレアが、12:17 JST に観測されました。X線強度は更に強
まる可能性があります。続報をお待ち下さい。 http://swnews.jp/rt/goes_xray.html …
#swnews

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
ここまで強烈に地磁気が乱れると、カナリア体質の人だと体調が悪くなるよね。異常

な眠気、怠さとか、偏頭痛とか。3.11後は地磁気が乱れてたから、体調が悪くなった
人が多かった。GPSも狂う時があるから、iPhoneのコンパスで確認できる
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/755594083775582208

ゆず @yuzuponable · 9時間9時間前 
磁気嵐だからか今日は頭痛。しんどい。

まだ揺れるのかな。

しろくま @hontounokotoga_ · 9時間9時間前 
茨城・柿岡

　気象庁が観測している地磁気、えらい乱れているって‼

　原因が何かわからんなら、気を付けた方が良いんじゃない

　(-_-;) 
https://pbs.twimg.com/media/CnxpiI5VMAAW8lF.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
気象庁地磁気観測所（茨城県・柿岡）あと、JAXAも、すごい乱れ方。 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/755594083775582208

　↑

たぶん（－－；）。

これプラス気温がフツウに蒸し暑い（気温２５℃・室温２７℃）のと、昨日のベクレ雨汚染がま

だ残って漂っているせいで自律神経系がおかしい…（－－；）…★

http://swnews.jp/
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/755594083775582208
https://pbs.twimg.com/media/CnxpiI5VMAAW8lF.jpg
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/755594083775582208


不正選挙監視団 @rigged_election · 7月18日 
せっかく電離層やバン・アレン帯が宇宙からの有害放射線を弾いて生き物を守ってく

れているのに放射能をわざわざ持ち込んで、作り出してどうする！ 福島原発事故は地
球の意思に反する人類の営みに与えられた罰だ。 http://bit.ly/q0n8F7

ｎａｓａ @___NASA · 7月14日 
ただバンアレン帯も通過させる角度によって数分の被曝で済むと言う話も聞いたので

、アポロゎやっぱ月まで行ったのかなと

過去に日本の人工衛星が軌道制御不能で通過した時は角度が浅く長時間被曝した為機

器が異常をきたして最終的に利用不可能になったらしいです

ｎａｓａ @___NASA · 7月14日 
NASAが大昔バンアレン帯に穴開けて通り道的な空域？を作ろうとして核爆弾だったと
思うけど爆発させたら失敗して逆に拡散してしまい余計濃くなって現在もそのままと

言う話聞いた事あるんですが

信じるかゎ貴方次第ですのw

.hackパロディ（作成中） @hack_parody · 7月14日 
バンアレン帯が不安定なのだ……調和振動子のエネルギーが———崩れる！

クロネコのびーちゃん @kuronekobchan · 7月13日 
１９５０年代よりバンアレン帯において核物質の爆発を実施し、そうした高度上空で

核兵器を爆発させたときに生ずる電磁パルスが、無線通信やレーダーにどのような影

響を与えるか、その効果を調査していた。この行為によって、新たな時季帯が発生し

、地球のほぼ全体を覆っている。

村上宗寿 @munetosi65 · 7月13日 
@utadahikaru あっ、イーロンマスクの火星移住計画は、先ず、火星に核融合の人口太
陽打ち上げるんだって、でも有人じゃ生物じゃバンアレン帯越えられないから月も火

星も有人じゃ行けない霊のハイテクなら行けるけどとマシンやマシンと融合や略マシ

ンの生物なら行けるなそれか霊かでも他に

メイブ雪風㌠@俺の納言 @syroha · 7月12日 � Asahikawa-shi, Hokkaido 
少しだけ暴論を言うとさ、危険や生命の危機に対して生き物は進化するんだ。

今プリピャチ周辺は狼や野生動物の天国になりつつある。

放射能汚染が有るにも関わらず、彼等は適応した事になる。

太陽風を浴びてる以上地球は常に放射線を浴びてる。

http://bit.ly/q0n8F7


バン・アレン帯が有ろうと無かろうと。

続く

須賀原洋行天国ニョーボ２巻６月３０日発売 @tebasakitoriri · 5月4日 
須賀原洋行天国ニョーボ２巻６月３０日発売さんがqrmmakotoをリツイートしました
宇宙飛行士の被曝線量をきちんと管理するようになったのは近年で、それ以前はロシ

アの宇宙飛行士が438日間連続滞在したり（1942年生まれだがまだ元気に生きてる）ア
ポロは月へ行く際にバンアレン帯を通ったりしてますが、癌にはなってませんね

https://twitter.com/egasuasniffumc1/status/727678901288194049 

デュアルライフ通信 @duallife_ · 4月14日 
RT @EUCALYPTUS_70ml: 人類はホントにバンアレン帯を越えたんだろか？火星に行
って帰ってくるだけでトンデモナイ被曝をするらしいけど・・・火星移住計画ってホ

ントなんだろうか？エートスの究極の目的って「放射能に耐性のある遺伝子」を手に

入れるってことな気がしてるんだ。

霧樹りすわ、きけんをかんじると、「くまむしもおど」になります…。

ひもたろう @himotarou · 7月1日 
強い磁場で生じるのは放射線じゃなくて放射線帯（地球で言うバン・アレン帯）。電

子や陽子は太陽や宇宙線によるもので、それが強い磁場に捕らわれて放射線帯を形成

。毎度毎度、科学音痴な記事垂れ流す新聞だわ… / “木星に着いたよ　ＮＡＳＡ…” 
https://t.co/qi4En7ONuo

ヨイチ @itiokhrt · 6月30日 
人類は本当に宇宙に行ったのか？その物に磁場を持たないとバンアレン帯の外に出れ

ない。

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 6月28日 
火星探査車キュリオシティ、予想外の鉱物を発見

http://www.astroarts.co.jp/news/2016/06/27mars/index-j.shtml …
火星でも火山活動が有ったとするならば火星にも地磁気が有ってバンアレン帯放電が

起こって地殻コンデンサーの絶縁破壊から地震が起こりマグマが生成していたと私は

推察します。

https://twitter.com/egasuasniffumc1/status/727678901288194049
https://t.co/qi4En7ONuo
http://www.astroarts.co.jp/news/2016/06/27mars/index-j.shtml


前田多喜夫 消費税UP=リストラ地震確定 @Tucky_M · 6月24日 
@kurieight 
潰されていた期間が長く

準備を忘れ

１２年遅れで磐戸が開いた。本来２０００年

https://pbs.twimg.com/media/Clt2GOyUkAE7Ygx.jpg
天の磐戸開きの戸 は
　#地軸がぶれ　磁場が弱まり
　地球を取り巻く、オゾン層、電離層、バンアレン帯の

　三重の戸が開いた。 

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 6月21日 
つまり地球内部の地層とはコンデンサーなのです。

この地球内部のコンデンサーにバンアレン帯から電子が流れ込んで充電・破壊・放

電等々する事によって多くの自然現象が起こされているのです。 
https://pbs.twimg.com/media/Cld_c-tUsAAHIvl.jpg

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 6月18日 
地震とはバンアレン帯放電を起源としており、地殻コンデンサーが絶縁破壊する電気

現象なのです。

いつまでも地震を力学現象だとしている地球物理学者・地震学者は時代遅れなのです

。

http://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/20150612/ …
ＡＧＵなどに集う時代遅れな連中は放置すれば良いのです。

ハル_カさんへの返信
百地 泰光@yasumitu1969 · 6月16日 
各政府は察知して色々手を打ってたみたいですが。

磁極反転時はバンアレン帯が弱まります。

台風が出来ないのも、今日の地震もプロローグ。

ぜひ注意を。

@haru_ka2015 @Shinonome_Crow

Osafune @Osafune_ · 6月10日 
火星にはバンアレン帯がないから、あんだけ作業かますと結構な被曝量じゃね？っ

てツッコミもなしの方向で

https://pbs.twimg.com/media/Clt2GOyUkAE7Ygx.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cld_c-tUsAAHIvl.jpg
http://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/20150612/


ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 6月9日 
地震とはバンアレン帯放電流電流が海嶺部よりマントル境界層に流入し蓄えられた電

荷（電子）が地表に放電する現象と考えられるのです。

マントル境界層とは下記ビデオの内側のアルミホイルに相当します。

細長い電極とは海嶺部と考えられるのです。

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/740864606697099264

檀敬 @Dan_Qei · 6月7日 
やっぱし、バンアレン帯で核爆発させてたんだ。

不正選挙監視団 @rigged_election · 6月7日 
バンアレン帯の内側から放射線を出すのは、生命体にとって許されない行為です。　

https://t.co/QPPO3EeOrM

村上宗寿 @munetosi65 · 6月2日 
嗚呼、ハープ２ね？電気を飛ばせるテスラの原理なら気象に影響させれる高周波も飛

ばせる成層圏にバンアレン帯かそれも反射させて世界中どこへでも飛ばして帯電させ

られるということになるよ気象兵器なら地震だけじゃなく大雨でもなんでもね電気は

高周波にも電磁波にも変換できるし逆もできるでしょう。

魚田雅彦 @muota_here · 5月30日 
35Gyは「ロケットで打ち上げられ、バンアレン帯(放射線が強い領域)を通過し、月面
で2週間活動するときに浴びる総線量」ということだそう。へえ。ローバーって軽量化
のため積極的な放射線遮蔽は考えていないのだろうか?

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 5月30日 
地震活動（地殻コンデンサーの絶縁破壊）も広域落雷もバンアレン帯放電電流（オー

ロラジェット電流）の高まりと同期しています。

地震活動とは地球的規模の電磁気現象です。

広域落雷も地球的規模の電磁気現象なのです。 
https://pbs.twimg.com/media/Cjqgnf_UYAA51Eu.jpg

ahiruさんへの返信 
HARU 18@hana17 · 5月22日 
@ahiru1962 宇宙エレベーターも卓上では出来ると証明されてるそうだから、いつか出
来るかもしれないでしょうけどバン・アレン帯とかはどうやって避けるんだろうとか

…

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/740864606697099264
https://t.co/QPPO3EeOrM
https://pbs.twimg.com/media/Cjqgnf_UYAA51Eu.jpg


まぁその時には生きてないでしょうけど(笑)
科学の進歩が必ずしも幸せじゃないですからねぇ

神沼三平太@「恐怖箱 彼岸百物語」 3@peta · 5月22日 
神沼三平太@「恐怖箱 彼岸百物語」さんが不思議.netをリツイートしました
Wi-Fiの電波からスマホに電気を充電、ってのと同じと見た。でも、太陽から注がれる
電磁波を同様に取り出せるなら？（地球にはバンアレン帯があります 
https://twitter.com/fusigi_net/status/734194626240729089

子子子子子（ねここねこ） @kitsuchitsuchi · 5月18日 
”人間と同様の身体構造の宇宙人が地球に来るには、バンアレン帯を突破できるレベル
の放射線対策がなされた乗り物が必要…
でも「未知の高度な技術」による説明は何でもありになってしまうので多くの場合は

反則です。「未知の高度な技術」も、「超古代」と同じく「見えない世界」ですから

注意が必要…

.hackers @hack_paro · 5月16日 
バンアレン帯が不安定なのだ……。調和振動子のエネルギーが——崩れる！

マサの先生さんへの返信 
ヨイチ @itiokhrt · 5月1日 
@naophon @hiroakihatano 蛇心と蛇神で大きく変わりますね。人の魂へ対しての無心
と有心でも！4月にバンアレン帯のシールドが一時無くなったらしいです。有心と無心
のパラレルワールド（≧∇≦）楽しもうっと！

殷狼 5451@Sm070277 · 4月30日 
バンアレン帯人間って··· 
https://pbs.twimg.com/media/ChSieZ4U4AAVB4i.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=hw7oAFoddiE
さよなら人類 

さっ♪（＾＾；）

ちょっとだけでも、原稿で遊んできますか…ッ☆ｗｗｗ

https://twitter.com/fusigi_net/status/734194626240729089
https://pbs.twimg.com/media/ChSieZ4U4AAVB4i.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=hw7oAFoddiE


双樹＠余裕どこいった @sarah_souju · 5月12日 
あーそうか、27億年前の大気だと隕石も酸化ほとんどしないのか。
当時の流れ星は何色だったんだろうな、酸素なくても摩擦熱で炎色反応するかな。

当時のオーロラの色とかも見てみたい。でもそも当時バンアレン帯とかあるのかな。

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 5月11日 
下記はＮＯＡＡスパコンによる１６日の８５０ｈＰａ気流図です。

ベンガル湾に台風が発生してます。

今現在からバンアレン帯内輪帯の陽子の大量降下が起こりますので、この台風が異常

に発達してインド東部を直撃するとしたら大被害が予想されます。 
https://pbs.twimg.com/media/CiMr6mUVEAA4q5l.jpg

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 5月11日 
バンアレン帯内輪帯に蓄積した大量の陽子に釣り合うだけの電子が今度はバンアレン

帯外輪帯に引き寄せられていると私は考えます。

これから起こる事は負に帯電した地球めがけてバンアレン帯内輪帯から陽子（正電荷

）が一挙に降下する事だろうと思うのです。

つまり、これから、天変地異が起こります。

Karasu @necogoo · 4月24日 
地球の自転軸と磁極は11度ほどずれており、南大西洋にバンアレン帯の防御の弱い場
所がある。

マサの先生さんへの返信 
hiroaki hatano @hiroakihatano · 4月17日 
@naophon @itiokhrt 地球を汚染しておいて火星に逃げようとかは虫が良すぎますね。
まあ、バンアレン帯の外に出たときにひどいめにあうでしょうけど。

青島　博生 @tamaki_03 · 4月17日 � Ome-shi, Tokyo 
青島　博生さんがぐり@関賢太郎C90(月)東F-15Eをリツイートしました
www.地磁気が消えて、バンアレン帯が消えて宇宙線がドバーッと！ 
https://twitter.com/gripen_ng/status/721670679834157058

https://www.youtube.com/watch?v=BEjLp6LEqgs
Yellow Magic Orchestra - Naughty Boys (Full Album - Vinyl Rip) 

https://pbs.twimg.com/media/CiMr6mUVEAA4q5l.jpg
https://twitter.com/gripen_ng/status/721670679834157058
https://www.youtube.com/watch?v=BEjLp6LEqgs


ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 4月15日 
南北両極にはオーロラ帯と言うオーロラの良く出現する領域が有ります。

この領域こそがバンアレン帯外輪帯から電子の放電が起こる場所なのです。

オーロラ帯に放電した電子はそこから地殻電流、海洋電流として地球へ流れ込み

ます。 
https://twitter.com/Birkeland2nd/status/720826013005926401

ぴろき @piroki_wod · 4月4日 
宇宙空間での核実験って実例あるのかなと思ってググったらあった。人工的にバンア

レン帯を作ろうとはなかなか気宇壮大な……(·_·;
アメリカの高高度核実験「アルガス作戦」 http://orbitalrailway.blog.fc2.com/blog-entry-
100.html …

u-ki @u_ki666 · 4月1日 
カッツェ「私は総裁の言葉を信じて停止装置を作らなかったのだー！」って、おま、

そりゃ地球破壊されちゃうって……。
あと、俺は子供ながらにバンアレン帯が燃えるとかおかしい！とおもったけど、まぁ

、スタージョン先生が書いてるシービュー号でも燃やしてたのでSF的にはあれは燃や
すものなのだｗ

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 3月31日 
前世紀より北極海の海氷が薄化して夏季の北極海氷面積が急速に減少しています。

それと同じように、常時氷点下の南極大陸の氷河や氷床の低部が融解している（と考

えられる）のです。

何故なのでしょうか？

その答えはバンアレン帯放電の頻発です。

小林誠 ２２２０ @makomako713 · 3月28日 
@makomako713 戦勝国の傲り。バンアレン帯破壊目的の核実験とか、ヤマトの生まれ
出る世界の背景は極めてリアルな地球危機だった。

…いかん…＜（〜〜；）＞★

下手なＳＦより現実のほうが、

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/720826013005926401
http://orbitalrailway.blog.fc2.com/blog-entry-100.html


地球：太陽くらい、奇なりだ…★

https://www.youtube.com/watch?v=j-Q6VBL34GU
さよなら人類 

https://www.youtube.com/watch?v=MNpz34TxHD0
伊集院光　さよなら人類 
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＞アメリカの高高度核実験「アルガス作戦」
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（７月20日）　これが本当の「積極的平和主義」の使い方ですよね。

https://85358.diarynote.jp/201607202212557748/

（本日時間切れ★）

2016年7月20日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
https://www.youtube.com/watch?v=uGa1_713DFU
さよならポニーテール　『空も飛べるはず』 

（前項参照）（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4041646014/

どぉしましょう…「現実」のほうが怪しくて、娯楽の電動なんですけど…ｗｗｗ

話題のニュース 
善養寺ススム @zenyoji · 2時間2時間前 
南極が誰の国でもないのは、憲法9条のパワーでした。
これが本当の「積極的平和主義」の使い方ですよね。

そして、こういう官僚や政治家を育てる教育が、本当に必要な教育ではないでしょ

うか？...
https://t.co/nH3oThTMMz

す〜ちゃんのお母さん【心言言葉】 @kokoronokotoba1 · 5時間5時間前 
北極に生息する希少動物ベルーガが北海道の湖に住みつく…1人の漁師になついて遊び
に来ててワロタｗｗｗｗｗ : 【2ch】ニュー速クオリティ 
https://t.co/4yBq8jbwEI

毎日宇宙� 認証済みアカウント � @mainichi_cosmos · 6時間6時間前 
今年上半期の世界の平均気温が過去最高になったとＮＡＳＡ。北極海の氷ももっとも

少なくなったそうです→2016 Climate Trends Continue to Break Records 

土屋アソビ @wtbw · 7時間7時間前 
北極のベルーガ、北海道でひとりぼっち　遊び相手は漁師

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160716-00000084-asahi-soci …
画像は、小型カメラをみつめるベルーガだそうです。あーかわいいかわいいかわいす

https://85358.diarynote.jp/201607202212557748/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607202212557748/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4041646014/
https://www.youtube.com/watch?v=uGa1_713DFU
https://t.co/nH3oThTMMz
https://t.co/4yBq8jbwEI
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160716-00000084-asahi-soci


ぎる。むちゃかわいいけど、仲間がほしいよねー。

https://pbs.twimg.com/media/CnyYGE1XYAAPW_w.jpg

62件のいいね 
WIRED.jp� 認証済みアカウント � @wired_jp · 7月18日 
北極と南極で氷が崩壊していく。その儚くも美しい様子を宇宙からとらえた写真をギ

ャラリー形式で紹介 http://wired.jp/2010/02/08/ 宇宙から見た地球の海氷：画像ギャ
ラリー/
https://pbs.twimg.com/media/CnpHgYkXgAAkZHh.jpg

さいたま @saitamakita · 7月18日 
エストニアのプラヴィナスで神秘的で美しい『夜光雲』を観測

http://blog.nuestroclima.com/brillantes-nubes/ …
かつては北極や南極に発生する”夜に光る雲”として知られてきた謎だらけの雲。異常気
象の影響か2002年以降、北米や欧州でも発生 
https://twitter.com/saitamakita/status/754888601515601920

Yahoo!ニュース� 認証済みアカウント � @YahooNewsTopics · 7月18日 
【温暖化 アラスカ異常高温続く】13日、アラスカの北極海周辺で観測史上最高気温と
なる29.4度をマーク。アラスカは過去60年で年間平均気温が約2℃上昇。 
https://t.co/uypRAq6Fij

…アラスカは北海道より暑いのか…★
（＠＠；）

https://www.youtube.com/watch?v=wRuPbsD4n_w
さよならポニーテール　『新世界交響楽』

キツネbot* @_fox_bot · 7月15日 
北極圏、スヴァールバル諸島では可愛い野生の北極ギツネに出会えますよ♪

arctic fox by Harald Dessl http://bit.ly/1Q7gmlt Svalbard　
https://twitter.com/_fox_bot/status/753798010102947840

キツネbot* @_fox_bot · 7月12日 
｡·:* (*≧∇≦*) ｡·:* 

https://pbs.twimg.com/media/CnyYGE1XYAAPW_w.jpg
http://wired.jp/2010/02/08/
https://pbs.twimg.com/media/CnpHgYkXgAAkZHh.jpg
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https://t.co/uypRAq6Fij
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https://twitter.com/_fox_bot/status/753798010102947840


Arctic Fox ~北極ギツネ~ by TheDigitalSurgeon http://bit.ly/1TtoFKB カナダ 2009/4/28
https://twitter.com/_fox_bot/status/752982473181581312

テツヲbot @shiratetsu19 · 7月11日 
多湖輝の思い出。 『頭の体操』で「ある地点から南に10m西に10m北に10m行くと元
の場所に戻るというがそんなことがあるのだろうか？」という問題で答えが北極とな

っているのは正確には間違いなので、その旨をクラスの連名で多胡さんに送ったとこ

ろさっぱり返事は来ませんでした。

菅　順一＠エンサウンド @ensoundsp · 7月10日 
１００万年に数回ある、地球の磁極の転換、わたしの生きているうちに起こる確率は

結構高いらしいです。

大迷惑なことが起こるのかもしれませんが、... http://fb.me/1oncKletH

タイマーが鳴りました★

本日時間切れ★

洗濯して洗髪して

皿洗いしてご飯食べて、

漫画読んで寝ますぅ…★

https://www.youtube.com/watch?v=5vZqlpESIkI
さよならポニーテール　『ダンスフロアとカボチャのおばけ』 
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あともういつ何処で

誰に何が起こるか、

分からない。

あともう言えることは

これだけだ。

いつ何処で何が起きても

後悔の無いように、

毎日毎晩、

命懸けで、

真剣に、全力で、

生きとけ。

…洗濯してきま〜す…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月21日1:34
地震マップ @eq_map · 58 分58 分前 

【M6.0】VANUATU 164.1km 2016/07/21 00:13:16JST, 2016/07/20 15:13:16UTC

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


 



（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１６年７月）

（下旬）
 
 
 
 
 



（７月21日）　エートスの人類殲滅戦になんか敗けないッ☆

https://85358.diarynote.jp/201607210835109272/

【中年】は荒野をめざす。（＾ｗ＾）。

2016年7月21日 環境は、生命圏で、生存権。
　

https://www.youtube.com/watch?v=sGAieDXxGKY
銀河漂流バイファムOP Full 

おはようございます。

０７：５３です。

…七五三…（＾□＾；）…☆彡

札幌は２２℃を超え。ほぼ無風。

湿気も高いですが、線量は低い♪

…蒸し暑いです…（－－；）…★

そんなわけで（前項コメント２を参照）

後悔のないよう、気合全開で（＾＾；）トシガイもなく…

本日の予定は、「森林公園を〜８時間〜歩き倒す！」Death…ｗｗｗ

…なに、ほんの「標高差８０ｍ」の平坦地…（＾＾；）
…気温も暑いったって、たった２０℃台…（＾＾；）…☆彡

わたしゃ６年前の秋までは、気温３７℃とかの関東の夏に、

標高差１０００ｍを軽く（でもないがｗ）上がって下がって、

余裕で１３〜１４時間は歩き倒せるだけの、体力があったんだよ…☆彡

いぢでも復旧してやるｗ

エートスの人類殲滅戦になんか敗けないッ☆

https://85358.diarynote.jp/201607210835109272/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4086180219/
https://www.youtube.com/watch?v=sGAieDXxGKY


めざせ、健康長寿！

１５０歳まで生き延びてやるぜ〜っｗｗｗ

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

おし！（＾＾）！

熱中症にさえ気をつければ、有酸素（ど根性）運動には、良い空気だな…♪

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469054400/1011-0010-101000-201607210740.gif?
t=1469055034
（０７：３０〜０７：４０）

…をっと…！★（＠＠；）★
…（５３秒）…ｗ
　↓

地震マップ @eq_map · 53秒53秒前 � 北海道 帯広市 
【M2.9】日高山脈 深さ112.8km 2016/07/21 08:06:28
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.651,142.910&ll=42.651,142.910&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=42.651&lon=142.910&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 10分10分前 
【M2.9】根室半島沖 深さ50.9km 2016/07/21 08:00:45

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.5】津軽海峡 深さ156.1km 2016/07/21 03:57:41

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469054400/1011-0010-101000-201607210740.gif?t=1469055034
http://maps.google.co.jp/maps?q=42.651,142.910&ll=42.651,142.910&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=42.651&lon=142.910&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map


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 M2.2 20日18時23分頃発生 
(G)http://j.mp/1UWfoGI (気象庁)http://j.mp/2a8cG3T

…ま、どーせ地震で潰されて死ぬなら…？

無粋なコンクリ塊より、森林公園の大樹に潰されるほうが、よっぽど愉しいわよね…♪

https://www.youtube.com/watch?v=7SJ74V5ZfH4
巨神ゴーグop 輝く瞳 
　↑

（でも実は観ていない…★）

http://j.mp/1UWfoGI
http://j.mp/2a8cG3T
https://www.youtube.com/watch?v=7SJ74V5ZfH4


（７月21日）　界境転移光の残光です。

https://85358.diarynote.jp/201607211238305386/

お天気最適♪ o(^-^)o

2016年7月21日 スポーツ
　

この時季にこれ以上は望むべくもないくらいの、最良の気象的コンディション

♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607211305599644/

ダレムアスに到着♪

2016年7月21日 リステラス星圏史略　（創作）
真ん中の明るい部分が界境転移光の残光です。

いや、わざわざ説明しなくても、わかりますよね？（真顔）

 
 
 

https://85358.diarynote.jp/201607211238305386/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=228
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160721/85358_201607211238305386_1.jpg
https://85358.diarynote.jp/201607211305599644/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/124102/445476/a083abdcaaeb2b033d5d/8635/epub/OEBPS/image/85358_201607211305599644_1.jpg


（７月21日）　漫画読んで寝ま〜すっ♪

https://85358.diarynote.jp/201607211702415006/

別荘到着17:00。(^。^;)

2016年7月21日 スポーツ コメント (1)

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月21日22:31

　

先ほど無事帰投。o(^-^)o

今日は実にステキな

心身の健康に役立つ、

https://85358.diarynote.jp/201607211702415006/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=228
https://85358.diarynote.jp/201607211702415006/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


良い一日でした♪(^-^)g

漫画読んで寝ま〜すっ♪

(^o^)／
 



（７月22日）　成長できていることを、とつぜん知るからね…♪

https://85358.diarynote.jp/201607220758438777/

SAPPORO 最高！…♪♪

2016年7月22日 スポーツ 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♪

　o（＾ｗ＾）o

０７：３５になっちゃいました。

３連休の最終日。

札幌は曇天微風。気温２０℃。

室温は（直射日光で）２３℃。

肌寒い（＾＾）ので、長袖２枚着てます…☆

昨日は最高の一日で、何も考えずひたすらぼーーーーーーっとしながら、

樹林の底の、静かで、酸素とフィトンチッドたっぷりで、

放射性汚染をほとんど感じない空間を、

歩いて、歩いて、歩いて、歩いて…

https://85358.diarynote.jp/201607220758438777/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=228
https://85358.diarynote.jp/201607220758438777/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160722/85358_201607220758438777_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160722/85358_201607220758438777_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk


８時間超かかると読んでいたコースを、

のたぺたペースでも７時間で踏破できました。

（＾ｗ＾）ｇ

太ももとフクラハギの筋肉痛（＾＾；）

以外は無事故。（＾ｗ＾）ｇ

３年前？に一番体力が落ち込んでいた時には、「今の私にはトテモ無理…（－－；）…★」とア
キラメテいた最外周コースで、その後も「足が痛くなりそう」とか「これ行っちゃったら買い物

に間に合う時間までに戻ってこれないし〜★」とかとか、気後れと怠惰と言い訳だらけで、なか

なか歩けなかったコースで、

しかも先日、意を決してチャレンジしようとしたら追いはぎ（＾＾＃）★

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）
（追い剥ぎに襲われかけたのね。）

…に邪魔されて未達。（－－；）という「延々と延期」の後。

ようやく！歩けました…！（＾＾）！

やっぱり、長生きはするもんだ…♪

「今の自分ではとても無理」と思い込んで敬遠していた事が、

案外アッサリ、「クリアできる自分」に、

成長できていることを、とつぜん知るからね…♪

！（＾＾）！

んで。「登山」じゃないので、達成感！とか山頂からの眺望！とかは無い分、

物足りないといえば物足りない気もしますが…（＾＾；）…★

http://85358.diarynote.jp/201606231547039232/


終日「樹林帯の底！」という、

他ではなかなか味わえない贅沢にひたりきれますし♪

高低５０ｍほどの落差を計１０回ぐらい？登ったり下ったりしますので…

とにかく。（＾＾；）

体力と精神力の保全のためには、

なかなか有効なコースでしたわ…☆

（そしてもちろん、帰りに「源泉かけ流し」に浸ってきました…♪）
　http://onsen-kiyora.com/
（森林温泉公園「きよら」）

VIVA !! SAPPORO 最高！…♪♪

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

2016年07月21日（木）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.039 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00 0.039 0.039 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.039 0.038 0.039 6 
09:00 0.039 0.038 0.038 6 
10:00 0.039 0.038 0.039 6 
11:00 0.039 0.038 0.038 6 
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 0.038 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 0.039 6 
19:00 0.039 0.038 0.039 6 
20:00 0.039 0.038 0.039 6 

http://onsen-kiyora.com/
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


21:00 0.039 0.039 0.039 6 
22:00 0.039 0.038 0.039 6 
23:00 0.039 0.039 0.039 6 
24:00 0.039 0.038 0.039 6 

2016年07月22日（金）【当日】
01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.039 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00

https://www.youtube.com/watch?v=f7ixJR9qRx0
David Garrett - We are the Champions - Queen - Frankfurt 05.10.2014 

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 � 北海道 標茶町 
【M2.8】釧路地方 深さ138.5km 2016/07/22 07:10:37
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.287,144.381&ll=43.287,144.381&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=43.287&lon=144.381&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 日本 
【M2.7】内浦湾 深さ7.9km 2016/07/22 02:38:37

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ75.9km 2016/07/22 01:52:56

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.8】北海道南西沖 深さ10.0km 2016/07/22 01:48:57

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 大樹町 
【M2.7】日高山脈 深さ11.7km 2016/07/21 20:48:30
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.424,143.155&ll=42.424,143.155&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?

https://www.youtube.com/watch?v=f7ixJR9qRx0
http://maps.google.co.jp/maps?q=43.287,144.381&ll=43.287,144.381&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=43.287&lon=144.381&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://maps.google.co.jp/maps?q=42.424,143.155&ll=42.424,143.155&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=42.424&lon=143.155&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map


lat=42.424&lon=143.155&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ43.5km 2016/07/21 16:26:45

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ29.7km 2016/07/21 15:47:54

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 � 北海道 新ひだか町 
【M2.5】浦河南方沖 深さ63.2km 2016/07/21 08:51:19

地震マップ @eq_map · 7月20日 � 北海道 帯広市 

【M2.9】日高山脈 深さ112.8km 2016/07/21 08:06:28
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.651,142.910&ll=42.651,142.910&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=42.651&lon=142.910&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

かわいい、もんだ…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=ZTp_-rSfJmM
Georgian National Ballet Sukhishvilebi Khanjluri Gudauri (nanukas Show)
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月22日9:39

Sevenさんへの返信 
Seven @aegis369 · 14時間14時間前  
@aegis369
 

http://maps.google.co.jp/maps?q=42.651,142.910&ll=42.651,142.910&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=42.651&lon=142.910&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
https://www.youtube.com/watch?v=ZTp_-rSfJmM
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


２４日になると秋のオホーツク海高気圧が張り出してくる。北海道では雪のパターンだ。全国的

に寒くなる。 

夏が無くもう秋の気圧配置になってしまった。 

寒い夏を迎えるでしょう。 

ポールシフトのせいか、昔の季節は無くなってしまった。



（７月22日）　さてこのままリステラス発掘作業に突入しますよと…

https://85358.diarynote.jp/201607221330374113/

（めも）　『手紙』　（怖い掌編集）

2016年7月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

１．不倫相手からの恋文が夫にバレてしまった貴婦人の話。

２．都からの官吏採用通知が来て大宴会になった秀才の話。

３．毎月必ず手紙を書くと約束して出征した兵士の話。

（オチは秘密日記いん〜ｗ）

…なんか最近、昼寝の夢見が変…ｗ（－－＃）ｗ…★

https://www.youtube.com/watch?v=KVO3kfahReA
Gregorian-Lady in Red.wmv 

さてこのままリステラス発掘作業に突入しますよと…

https://www.youtube.com/watch?v=bNgU3ojwlCM
Gregorian - I’ll Find My Way Home 

https://www.youtube.com/watch?v=EBvWyu6LZMU
【作業用BGM】 絶対にテンションが上がる神洋楽メドレーBEST30 【MY TOP 30 POP】 
　↑

お♪　（＾＾）♪

１曲目の英語が何の苦も無く聴き取れてる

（かつ、実に「私好みのラブソング」♪）んで、テンション上がった♪♪

https://85358.diarynote.jp/201607221330374113/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607221330374113/
https://www.youtube.com/watch?v=KVO3kfahReA
https://www.youtube.com/watch?v=bNgU3ojwlCM
https://www.youtube.com/watch?v=EBvWyu6LZMU


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
ひみつ日記

　

１．実は入り婿が代書屋に書かせた偽恋文。貴婦人処刑のあとで代書屋が密告し、入り婿も処刑

。まわりまわって遺産は代書屋に入った話。

　

２．実は不採用通知だったと言えずに翌朝飛び降り自殺。

　

３．爆死。

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月22日15:01
　

カラスが騒いでるな…
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月22日）　「大陸末期」と「末法宇宙」かな…。

https://85358.diarynote.jp/201607221508337837/

（「中３」ネタ帳のラフスケッチ）　１

2016年7月22日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=MULFx71eonY
[official]進捗どうですか！ feat.オワタP(弱音ハク、亞北ネル)

 

https://85358.diarynote.jp/201607221508337837/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=MULFx71eonY


 

 



 
 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年
12月21日20:50
　

「大陸末期」と「末法宇宙」かな…。
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月22日）　たぶん「クラシック音楽を聴いて浮かんだイメージを絵にする」練習
。

（「中３」ネタ帳のラフスケッチ）　２

2016年7月22日 リステラス星圏史略　（創作）
 

https://85358.diarynote.jp/201607221511331377/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


 

 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年12月21日20:58
　

…どんな話であったかもはや忘却の彼方…

たぶん「クラシック音楽を聴いて浮かんだイメージを絵にする」練習。

竹宮恵子か誰かの作品ないのアドバイスの影響…ｗ
 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月22日）　クラスメイトの（今は亡き）ミウラマユミ。

https://85358.diarynote.jp/201607221519529164/

（たぶん「高１」。ネタ帳のラフスケッチ）

2016年7月22日 リステラス星圏史略　（創作）

 
 
 

https://85358.diarynote.jp/201607221519529164/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年12月21日21:04
　

「岩崎ちひろ」の影響うけてた時期。（＾＾；）

クラスメイトの（今は亡き）ミウラマユミ（だっけ？）がモデルだった（授業中作の）図１と、

ちひろ風に描くと似なくなる！と判明した、マーライシャと鋭の（つもり）図２。

 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月22日）　「１９９５年」の日付だから、「今から２０年前」のやつでした…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201607221616244617/

あ

2016年7月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)

…ぅわぁっ☆（＾□＾；）★

前項で終わり？かと思っていたら…☆

保土ヶ谷に住んでた時（２２〜２３歳？だから今からちょうど「約３０年前」頃ね…★）の、

手書きと旧（初代）「ワープロ専用機」で打ってたやつ混じりの、

「交換日記」（！）が出てきちゃったよ…ｗｗｗ

…ｗ（＾◆＾；）ｗ…★

フロッピーは多分とってあるけど、もう読みだせないから…★

「お手打ち」（違う）で、入力しなおすしかないのか…ｗｗｗ

（てことで作業用の曲トリガーも移しましたｗ）

https://85358.diarynote.jp/201607221616244617/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607221616244617/
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file:///tmp/puboo/124102/445476/a083abdcaaeb2b033d5d/8635/epub/OEBPS/image/85358_201607221616244617_3.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=X_WYLNVSE3U
Power Animals & Native Nights-Native American Indian Meditation Music-Healing soft sleep music-
Niall 

…と、思ったんだけど（＾＾；）

ざっと読んでみたら「近未来史」（「役に立たない予知夢」シリーズ）だった…

「３０年前！」

ポールシフトとか独裁政権とか…

あ、当たってる…★

★　ｗ（＾へ＾；）ｗ　★

 
編集する

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月22日16:23
…３０年前と変わったところといえば、ウェストサイズと体重だけ。

ｗ（＾◆＾；）ｗ

…って、どーよ…（〜〜；）…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月22日16:27
「きりぎ・りす」が３０年来の付き合いだったとは、ちょっと（忘れていたので）驚いたな…ｗ
ｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=X_WYLNVSE3U
https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201607221616244617
https://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月22日17:03
　

違った。（＾＾；）

内容に代わり映えがないんで勘違いしてたけど、保土ヶ谷アパート時代の連絡用交換日記じゃな

くて、

百草園に棲みついてからの分。

「１９９５年」の日付だから、「今から２０年前」のやつでした…ｗ
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（７月22日）　てことで分冊スリム化作業完了〜☆

https://85358.diarynote.jp/201607222006003469/

♪　りす＠湧く枠〜　♪　（本日終了！）　

2016年7月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=H529fng2Sfw
Zack Hemsey - "Waiting Between Worlds" 

http://p.booklog.jp/book/108560/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

３－６　『四民平等』（仮題） 
　↑

とりあえずこれ分冊完了。

…あ、まだ抜けてた。（＾＾；）
もちょっと待って〜☆

https://www.youtube.com/watch?v=2UeA9Nus9Eg
Zack Hemsey - See what I´ve become 

http://p.booklog.jp/book/108561/read

https://85358.diarynote.jp/201607222006003469/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607222006003469/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160722/85358_201607222006003469_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160722/85358_201607222006003469_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160722/85358_201607222006003469_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=H529fng2Sfw
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/108560/read
https://www.youtube.com/watch?v=2UeA9Nus9Eg
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/108561/read


リステラス星圏史略　古資料ファイル

３－８　《空から襲う者》 
　↑

これも分冊した〜。

https://www.youtube.com/watch?v=oN2Xs-MvxLw
Zack Hemsey - "The Way (Instrumental)" 

http://p.booklog.jp/book/107591/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

３－３－３　《ハユンのアマラーサ》

　↑

作業の都合上、これに一旦（ちょっと脱線してるけど）内容追加。

https://www.youtube.com/watch?v=Lhv_yFMuwxs
Zack Hemsey - "Vengeance"

http://p.booklog.jp/book/108564/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－２　『創球神話』 
　↑

分冊しました。

https://www.youtube.com/watch?v=90PRvlhOLSk
John Dreamer - End of My Journey 

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

３－０　《水の大陸》年代記 
　↑

てことでコレの分冊スリム化作業完了〜☆

https://www.youtube.com/watch?v=oUlclgxgNAo
8Dawn - This Is Why I Was Born 

来襲か、…もとい、
来週から、（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=oN2Xs-MvxLw
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/107591/read
https://www.youtube.com/watch?v=Lhv_yFMuwxs
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/108564/read
https://www.youtube.com/watch?v=90PRvlhOLSk
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/107225/read
https://www.youtube.com/watch?v=oUlclgxgNAo


『大地世界物語』（皇女戦記編）に戻るぜ〜ッ☆

https://www.youtube.com/watch?v=pp3-l9SbgNs
Sonic Symphony - Savior of Mankind 

https://www.youtube.com/watch?v=yXZ3UoGWLRI
BrunuhVille - Falls of Glory 

https://www.youtube.com/watch?v=U62YkXZNs8M
Medieval Ballad - Winterwolf 

https://www.youtube.com/watch?v=06H_6oI4EK4
Celtic Music - Wolf Blood 

https://www.youtube.com/watch?v=a2JeLe828Nw
Celtic Music - Crann Na Beatha 

https://www.youtube.com/watch?v=8dOpd30QapA
Celtic Music - A Celtic Tale 

https://www.youtube.com/watch?v=kiI4Lz-KMn4
Celtic Music - A Celtic Lore (with Celtic Poems)
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月22日22:31
　

リステラス星圏史略　古資料ファイル

３－８　《空から襲う者》

閲覧数：19

https://www.youtube.com/watch?v=pp3-l9SbgNs
https://www.youtube.com/watch?v=yXZ3UoGWLRI
https://www.youtube.com/watch?v=U62YkXZNs8M
https://www.youtube.com/watch?v=06H_6oI4EK4
https://www.youtube.com/watch?v=a2JeLe828Nw
https://www.youtube.com/watch?v=8dOpd30QapA
https://www.youtube.com/watch?v=kiI4Lz-KMn4
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


早速のお立ち寄り、ありがとうございま〜す☆

！（＾＾；）！

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月22日23:13
　

てことで時間切れ。(^。^;)
体力と根性足りないので、

所定の洗濯と洗髪と、

魔女鍋料理もパスして、

寝ま〜す！(^。^;)！
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（７月23日）　土日はアルパカ遭遇率が低いのでモチベ皆無ですが、まぁ、クーラ
ー（＾＾；）目当てでガンバッテ逝ってきますか…★

https://85358.diarynote.jp/201607230813456624/

（作業栗鼠１匹目）

2016年7月23日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=zxj6Ii27_u4
Celtic Music - Callirus 

おはようございます。

０７：４５です。

現在サッポロの空気はかなり酷い状態です。

（－－＃）

南からの狂風に乗って乾燥したセシウム入り粉塵がカッ飛びまくっていて、咳が止まらないので

喉飴必須。（－－＃）…で、「被曝性虫歯」が、またまた悪化するというね…★
ｗ（〜〜＃）ｗ

再び嫌んな４連勤の初日。

土日はアルパカ遭遇率が低いのでモチベ皆無ですが、まぁ、クーラー（＾＾；）目当てでガンバ

ッテ逝ってきますか…★

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

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

https://85358.diarynote.jp/201607230813456624/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

…まぁ、文句を言っても、この程度…ｗ（＾＾；）ｗ

一昨日の森林公園の空気が、良すぎたから、心身が贅沢になってんだな〜…？？

NAMAENAKI_BOT1 @NAMAENAKI_BOT1 · 41 秒41 秒前 
村上周三・東京大学名誉教授「人間は環境化学物質の83％が空気(肺)取り込み 食品
は７％ 飲料は８% 一日呼吸空気は約２０kg 食べ物や水の摂取量の 10倍」〔2013-10-
14　脱原発の日のブログ〕http://ameblo.jp/datsugenpatsu1208/entry-
11637093102.html …　140602

https://www.youtube.com/watch?v=wK-j2XVl_mc
Celtic Music - Land of the Free 

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.7】浦河南方沖 深さ38.8km 2016/07/23 01:35:35

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ67.5km 2016/07/22 23:03:09

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M3.1】北海道南西沖 深さ16.2km 2016/07/22 19:54:22
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.109,139.168&ll=42.109,139.168&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160722195422a.gif …

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M3.8】北海道東方沖 深さ1.9km 2016/07/22 12:53:19
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.590,147.212&ll=43.590,147.212&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160722125319a.gif …

http://ameblo.jp/datsugenpatsu1208/entry-11637093102.html
https://www.youtube.com/watch?v=wK-j2XVl_mc
http://maps.google.co.jp/maps?q=42.109,139.168&ll=42.109,139.168&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160722195422a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=43.590,147.212&ll=43.590,147.212&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160722125319a.gif


地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.9】北海道東方沖 深さ6.5km 2016/07/22 12:37:47

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M2.5】十勝地方南東沖 深さ74.2km 2016/07/22 11:02:40

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � 北海道 士幌町 
【M2.6】十勝地方 深さ115.6km 2016/07/22 09:42:13
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.141,143.259&ll=43.141,143.259&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=43.141&lon=143.259&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 � 青森 七戸町 
【M3.6】青森県東部 深さ183.0km 2016/07/22 08:22:05
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=40.800,141.016&ll=40.800,141.016&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=40.800&lon=141.016&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map … (アニメ
)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160722082205a.gif …

…う〜ん…（＾＾；）…★

なんというか…ビミョウに…「貧乏ゆすり」的に…小刻みだけど、けっこう揺れてますねぇ…★

https://www.youtube.com/watch?v=aMqOkmDoMFQ
Celtic Medieval Music - Kingdom of Bards 

http://maps.google.co.jp/maps?q=43.141,143.259&ll=43.141,143.259&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=43.141&lon=143.259&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://maps.google.co.jp/maps?q=40.800,141.016&ll=40.800,141.016&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=40.800&lon=141.016&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160722082205a.gif
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（７月23日）　どこぞのある馬鹿アルパカさんが終日りすに心配させまくっておいて
、

https://85358.diarynote.jp/201607230904107314/

テレビは生中継しなくていいの？／【罪・賠償は被曝・汚染度で

決まる】／例の黙示録の666って赤道(90°)から見ると66.6°…。

2016年7月23日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
これ、テレビは生中継しなくていいの？

「ライブ配信：沖縄・高江 ゲート前。http://twitcasting.tv/iwj_okinawa1 」
https://pbs.twimg.com/media/Cn7nYn4VUAA1jcz.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=CJ8FDqPhaIw
Celtic Music - Myth 

フクシマから国の偽装を暴く @Anti_Jigokudama · 2時間2時間前 
フクシマから国の偽装を暴くさんがフクシマから国の偽装を暴くをリツイートしまし

た
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福一事故官製放射線公害事件１

「基準」隠し

①罪・賠償は被曝・汚染度で決まる

https://twitter.com/Anti_Jigokudama/status/756208332931641344 …
我が国は「通常実効線量年ン10μSv、事故時の実効線量年１mSvと核種ごとに濃度を設
定したIAEA規制免除レベルを国内規制体系取り入れている。」

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
補足。気象庁の紫外線「予報」は、当日朝 6時に観測された天候と空気中の微粒子と地
表面の反射をもとにした計算機によるモデル計算。

オゾン層の実測値である衛星観測結果が出るのは 1ヶ月先。

エム（Behind the Days） @Behind_the_Days · 9時間9時間前 
空間線量上昇を引き起こすほどの飛散が生じた　→　【次は１号機、米だけの問題に

あらず　「がれき撤去で放射性物質飛散、コメ汚染　福島第一の２０キロ先水田」】

＋【「南相馬市における玄米の基準値超過の発生要因調査」平成２７年５月２６日】 
https://t.co/j2bbODuwOB

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
1880年から現在までの年平均気温。
緑色の点線は、19世紀の平均から 1度高い気温。
https://pbs.twimg.com/media/Cn-X1RSUMAAz5Vx.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
NASAの発表で、2016年 1月〜6月の世界平均気温は、 1880年からの観測史上最高の
暑さ。2014年、2015年に続いて記録を更新した。
北極の海氷面積は、衛星観測記録が残る 1971年以来最小を記録。

原田　英男 @hideoharada · 10時間10時間前 
【廃炉へGO④】Jヴィレッジを出て「いちえふ」へ。国道6号線を北上する途中の、バ
ス車内の空間線量(車内計測)は0.0〜0.5μSv/hと低い。夜ノ森辺りで1.3。最も高かった
のは、「いちえふ」直前のホットスポットで3.289μSv/h(車内は0.3)。場所での格差が
大きい。

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
ちょっと古いけど、こういったライブカメラの映像を思い出してください（1時間の映
像を3分に）

https://twitter.com/Anti_Jigokudama/status/756208332931641344
https://t.co/j2bbODuwOB
https://pbs.twimg.com/media/Cn-X1RSUMAAz5Vx.jpg


現在は建屋にカバーがかかっていたり、カメラアングルや照明の当て方を変えられた

りして見えにくくなっているだけです。

状態は変わっていない。

https://twitter.com/cmk2wl/status/756464328694304769

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
東電福島原発からの風は、現在も関東に吹いています。

過去放出分も含めて考えると、西日本一帯は風下になっている様相です。

（予報というのは過去分を切り捨てていることに注意）

ホワイトフード @whitefood1 · 13 時間13 時間前 
【汚染焼却灰】全国初、環境省が「指定」解除通知　千葉市保管の7・7トン（千葉日
報オンライン） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160722-
00010002-chibatopi-l12 … #Yahooニュース

永田夏来（さにはに） @sunnyfunny99 · 16時間16時間前 
新潟の場合は水俣病が「かつて」あったが、49年経った今日、病気の認定を追加で受
けた人がいる。広島長崎では60年経過した時点でMDS（白血病）がわかった。空間線
量としては現状は問題ないとしても、過去の歴史に学ぶとするならば長期的視点が

必要。 #fujirock

https://www.youtube.com/watch?v=Mzhubp0_D7I
Celtic Music - Evocation 

フジマエンジェル@1000000�� @fujimaAngel · 13時間13時間前 
数十年後、頻発するようになった太陽フレアから救うため人工バクテリアを超高層大

気レベルに混ぜてシールドするという技術を開発したはいいが、利権がゴチャゴチャ

してきて、ちょいクールバージョンのサラリーマン金太郎ぽい人が活躍しちゃう的

なヒューマンドラマ色の濃いSFアニメ
が見たい今です。

もふ@ (´·ω·`)都知事選投票済ｱﾁ @mofumf · 13時間13時間前 
例の黙示録の666って
ずっと謎だったんだけど、

地球の地軸が23.4°傾いてて

https://twitter.com/cmk2wl/status/756464328694304769
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160722-00010002-chibatopi-l12
https://www.youtube.com/watch?v=Mzhubp0_D7I


赤道(90°)から見ると66.6°と
知った時の衝撃！

やはりアレはポールシフトの事だったのか？

そして間も無く起きるとされている磁極移動は過去3回は平均10数時間で完了している
。

両者は無関係か？

https://www.youtube.com/watch?v=6KItGlJn__U
Celtic Elf Music - Secret of the Elves 

味噌 @siromiso555 · 25分25分前 
必死に原稿描いてる時に、７月２９日にポールシフトで地球滅亡するらしいと聞いて

今やってるこの作業無駄じゃんとか思ったり、でもそれで諦めて遊んで、当日地球が

滅びなかったら滅亡するのは世界じゃなくて僕じゃんと思ったり

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19時間19時間前 
「トランプ大統領の誕生」になったら、第３次世界大戦になる可能性が一段と高くな

ることは覚悟しておいた方が良いよね

というか「すでに第３次世界大戦は始まってる」とも指摘されてる。戦争の形態が

変わったから、気がつかないだけという指摘。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/733265066900918272

…なんで「当たってる」んだろう。

私の「役に立たない未来予知」…★

…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=8pJV2hiI6r0
Celtic Elf Music - Nighthawk Forest 

 
編集する
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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7月23日21:58
先ほど何とか無事故で帰投。

(^_^;)

どこぞのある馬鹿アルパカさんが終日りすに心配させまくっておいて、

間抜け過ぎる脱力もののオチをカマシテくれやがったので、

無駄に損耗して御冠様です。

(-_-#)

ど〜してそう変なとこで無駄にメンタル弱いんだ〜っ？？

Ｏ(`ヘ´)Ｏ

(ノ-o-)ノ　┫

。。。(〃_ _)σ‖

…てことで理想は洗濯でしたが無理。(^_^#)★

漫画読んで寝ます〜っ★

 

https://85358.diarynote.jp/
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（７月24日）　昨日の「或る馬鹿アルパカ狼さん」の不行状で、まだヘソを曲げてい
る本日。

https://85358.diarynote.jp/201607240802117881/

♪ 美味しい ♪ 【道産】野菜を【食べてダイエット】〜♪♪

2016年7月24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。

０７：３９です。

札幌の気温ぐんぐん城主中…
もとい、（＾＾；）上昇中です…ｗｗｗ

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469313600/1011-0010-101000-201607240740.gif?
t=1469314241
（０７：３０〜０７：４０）

台風でも来てるのか？という狂風。

セシウムカッ飛んでるんで、空気はよろしくありません…★
（－－＃）★

（…あ☆　キテるわ、台風２号さん…ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=06H_6oI4EK4
Celtic Music - Wolf Blood

昨日の「或る馬鹿アルパカ狼さん」の不行状で、まだヘソを曲げている本日。

ｗ（＾へ＾＃）ｗ

だめだもー★

あれ典型的な、Ｂ層のぐーみんだ…★ｗｗｗ

（でも愛はありますｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=59Ri26PIOLs
Celtic Music - For the King 

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

01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 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

でもすごく喉が痛い。乾燥してるせいもあるけど。

それだけじゃない。（－－；）

どんな「科学的」計測器よりも迅速正確な、私のカラダのアレルギー反応が、

「セシウム粉塵とストロンチウム水蒸気がたっぷり★」

と、告げています…★
…ｗ（－－；）ｗ…。

とはいえまだまだ、関東や軽井沢に比べれば、ぜんぜん汚染の火涙、

もとい（＾＾；）「軽い」、

別天地の楽園 ♪ なんですけどね…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=mC9kkqt6F88
Celtic Music - Breath of the Forest 

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.5】青森県西方沖 深さ1.0km 2016/07/24 05:02:18

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M3.3】青森県西方沖 深さ14.9km 2016/07/24 04:54:03
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.382,139.081&ll=41.382,139.081&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160724045403a.gif …

https://85358.diarynote.jp/201607240802117881/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201607240802117881/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160724/85358_201607240802117881_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160724/85358_201607240802117881_2.jpg
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http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469313600/1011-0010-101000-201607240740.gif?t=1469314241
https://www.youtube.com/watch?v=06H_6oI4EK4
https://www.youtube.com/watch?v=59Ri26PIOLs
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=mC9kkqt6F88
http://maps.google.co.jp/maps?q=41.382,139.081&ll=41.382,139.081&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160724045403a.gif


地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M5.7】NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS 407.4km 2016/07/23 10:00:21
JST[UTC+9]
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=47.7074,146.9522%28+%5BM5.7%5D+NORTHWEST+OF+THE+KURIL+ISLANDS+407.4km+2016%2F07%2F23+10%3A00%3A21JST%2C+2016%2F07%2F23+01%3A00%3A21UTC+%29&ll=47.7074,146.9522&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20006h0d …

…「そいつは一大事」…★

…ｗ（＾◆＾；）ｗ…★

ちなみに現在ワタクシ、

♪ 美味しい ♪ 【道産】野菜を【食べてダイエット】〜♪♪

絶賛「教化」月間中ですｗ

道産のお野菜ウマイよ〜♪

道産チンゲンサイとカブの旬は過ぎたようで、

今度は美味しい道産【ズッキーニ】！が、食べ頃になりましたよ〜♪♪

！（＾◇＾）！

ちなみにズッキーニは美白効果も高くて。

日焼けや肌荒れが気になるかたは、キュウリパックと同じ要領で、ズッキーニのすりおろしを、

お肌にパックしてみましょ〜♪

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月24日8:34
０５

７０

７７７☆

 

http://maps.google.co.jp/maps?q=47.7074,146.9522%28+%5BM5.7%5D+NORTHWEST+OF+THE+KURIL+ISLANDS+407.4km+2016%2F07%2F23+10%3A00%3A21JST%2C+2016%2F07%2F23+01%3A00%3A21UTC+%29&ll=47.7074,146.9522&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20006h0d
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（７月24日）　

https://85358.diarynote.jp/201607241542208562/

十勝 震度４。ヽ（・＿・；）ノ

2016年7月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
 
さっき一瞬だけ札幌も揺れた〜

（突き上げるような地震動の波が通過した）と思ったら、十勝で震度４。ヽ（・＿・；）ノ

バイトは吉凶どっちかというと凶だけど、面倒な案件のわりにお客さんが理性的な善人さんな

ので、気分的にはラクかな…

(^_^;)

問題は、(・_・;)
私の甲状腺まわりが硬く腫れていて声が出しづらいことと、

「肺の中から病気の臭い」が

していることですかね…

。。。(〃_ _)σ‖
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月24日20:32
 
北京が洪水とな？(・_・;)

私ゃ残業１５分。(-”-;)
さくさく帰ります〜★
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（７月24日）　台風2号「ルピート」、名前は「冷酷な」という意味です。

https://85358.diarynote.jp/201607242218071794/

（夜行りす１匹目）【M5.5】北海道 帯広市。深さ約100km／２
３日１０時０１分頃オホーツク海南部【Ｍ５．５】。

2016年7月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

おばんです。

２２：０４。

先程なんとか無事故で帰投。

札幌の気温…１６℃！（＠＠；）！

狂風吹き荒れ、寒いです…。
…||||（＠■＠；）||||…

鳥肌たてながらの帰還。

https://www.youtube.com/watch?v=FhA0gXDsgUU
Titanic Best Soundtrack

このところ就寝前の情報チェックは精神衛生のため自粛してたんですが…

https://85358.diarynote.jp/201607242218071794/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201607242218071794/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160724/85358_201607242218071794_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160724/85358_201607242218071794_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160724/85358_201607242218071794_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FhA0gXDsgUU


台風と狂風と電磁波と地軸が五感体感霊感に五月蠅すぎて眠れそうにないので、一時間だけ（？

）情報チェック〜…★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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22:00

公称線量は、いたってオトナシイんですよ…。
（－－；）

じゃあどうして、私の喉がこんなに腫れて痛くて、気管がイガイガ痛くて、

肺の中から「病気で腐った臭い」が、漂い出してくるんでしょおか…？？

ｗ（－－＃）ｗ…★

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


毎日新聞ニュース速報� 認証済みアカウント � @mainichijpnews · 10時間10時間前 
地震:北海道十勝中部で震度４
https://t.co/9apiF5dpLX

Yahoo!ニュース� 認証済みアカウント � @YahooNewsTopics · 11時間11時間前 
北海道で最大震度4の地震。 この地震による津波の心配はない。⇒
http://yahoo.jp/I2FgxT
https://pbs.twimg.com/media/CoGSgTkUsAAGMnP.jpg

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 北海道 標茶町 
【M3.3】釧路地方 深さ138.9km 2016/07/24 20:02:01
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.266,144.444&ll=43.266,144.444&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=43.266&lon=144.444&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map … (アニメ
)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160724200201a.gif …

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 占冠村 
【M2.6】日高山脈 深さ106.5km 2016/07/24 14:36:09
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.027,142.650&ll=43.027,142.650&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=43.027&lon=142.650&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 北海道 帯広市 
【M5.5】十勝地方 深さ96.5km 2016/07/24 11:51:21
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.873,143.191&ll=42.873,143.191&z=9&t=m
… (Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=42.873&lon=143.191&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map … (アニメ
)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160724115121a.gif …
　↑

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 北海道 帯広市 
【最大震度4】(気象庁発表) 十勝地方中部 深さ約100km M4.6 24日11時51分頃発生 
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.9,143.2&ll=42.9,143.2&z=9&t=m … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160724115537395-241151.html …
　↑

https://t.co/9apiF5dpLX
http://yahoo.jp/I2FgxT
https://pbs.twimg.com/media/CoGSgTkUsAAGMnP.jpg
http://maps.google.co.jp/maps?q=43.266,144.444&ll=43.266,144.444&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=43.266&lon=144.444&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160724200201a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=43.027,142.650&ll=43.027,142.650&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=43.027&lon=142.650&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://maps.google.co.jp/maps?q=42.873,143.191&ll=42.873,143.191&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=42.873&lon=143.191&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160724115121a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=42.9,143.2&ll=42.9,143.2&z=9&t=m
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160724115537395-241151.html


地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【最大震度4】(気象庁速報)24日11時51分頃発生 震度4 十勝地方中部 震度3 胆振地方中
東部 十勝地方北部 十勝地方南部 釧路地方中南部 青森県三八上北
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160724115405453-241151.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 7月23日 
だんだんやばくなる北海道東方

２３日１０時０１分頃オホーツク海南部Ｍ５．５震度２

http://www.news-kushiro.jp/news/20150426/201504263.html …

ライブドアニュース� 認証済みアカウント � @livedoornews · 10時間10時間前 
【3番目の遅さ】台風2号「ルピート」、南鳥島近海で発生
http://news.livedoor.com/article/detail/11800745/ …
名前は「冷酷な」という意味です。今後は北へ進み、千島列島付近へ向かう見込みと

のこと。

592件のリツイート 
ＮＨＫ生活・防災� 認証済みアカウント � @nhk_seikatsu · 17時間17時間前 
【台風2号が発生】きょう午前3時、南鳥島近海で、熱帯低気圧が台風2号に変わりま
した。中心の気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m、最大瞬間風速は25m。
30km/hで北東へ。 
https://pbs.twimg.com/media/CoFD3zVVMAA88-F.jpg

話題のニュース 
tenki.jp� 認証済みアカウント � @tenkijp · 18時間18時間前 
【台風2号「ルピート」発生】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/deskpart/2016/07/24/48051.html … 24日午前3時、南
鳥島近海で台風2号が発生しました。名前はフィリピンが用意したルピートで「冷酷な
」と..
https://t.co/wZNHleAbv9

ウェザーニュース� 認証済みアカウント � @wni_jp · 7月23日 
日本のはるか南東で、台風のたまご（熱帯低気圧）が発生しました。今後、台風に発

達すると過去3番目に遅い発生の台風2号になります。

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160724115405453-241151.html
http://www.news-kushiro.jp/news/20150426/201504263.html
http://news.livedoor.com/article/detail/11800745/
https://pbs.twimg.com/media/CoFD3zVVMAA88-F.jpg
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/deskpart/2016/07/24/48051.html
https://t.co/wZNHleAbv9
http://weathernews.jp/s/topics/201607/230025/


http://weathernews.jp/s/topics/201607/230025/ …
#台風　#熱帯低気圧
https://t.co/gFDFhzz5IZ

癒しアニマル @ceturovubupu · 5時間5時間前 

拝啓台風がキタにゃん、風がツヨイにゃん、怖いニャン。敬具 
https://pbs.twimg.com/media/CKEcxDyVAAAlesl.jpg

HY_ROAD� 認証済みアカウント � @hy_road · 7月21日 

夕焼け

美味しそうな空。

あまりに赤かったから

台風でもくるのかしら。 
https://pbs.twimg.com/media/Cn4k8l8UsAIZLG_.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=Sl7aAalqc4U
Titanic Enya Song
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月24日23:07
　

北海道は日本のうちに入ってないらしいぞｗｗｗ

　↓

https://t.co/gFDFhzz5IZ
https://pbs.twimg.com/media/CKEcxDyVAAAlesl.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cn4k8l8UsAIZLG_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Sl7aAalqc4U
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cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
昨日発生した熱帯低気圧a が、台風2号になりました。

しかし、進路は日本に関係なさそうです。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月24日23:37
　

amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 

病院がなくなったら市民が健康になった夕張から学ぶべきこと／森田洋之氏（内科医・南日本ヘ

ルスリサーチラボ代表）

https://t.co/cAA1VVGUcU
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（４月25日）　（オマエも同罪だエルさんっ★）

https://85358.diarynote.jp/201607250805437515/

「ポケモンGOができるのは日本国憲法によって「居住移転の自
由（身体的自由権）」保障されているから。」／根性の「天命

長寿」達成マラソン。

2016年7月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=9Ul1fGwiFd0
MOROHA「三文銭」MV 

おはようございます。

０７：３７でした。

（参照⇒http://85358.diarynote.jp/201607242218071794/ ）
（（夜行りす１匹目）【M5.5】北海道 帯広市。深さ約100km
／２３日１０時０１分頃オホーツク海南部【M5.5】。）

札幌はトンデモ強風。

（－－；）

南南東…ちょうどフクイチ方面からの、モクモク水蒸気雲塊軍団が、
北海道銃弾…もとい、縦断ツアーを観光通…もとい敢行中…らしく…（－－；）…

札幌は晴れてるんですが、東の空は、もれなく汚染暴風雨？の絨毯爆撃を受けています…★

電磁波なのか天中殺なのか、脳ミソぐちゃもちゃで、まったく動いていません。

まとまった、マトモなことは、何にも考えられません…★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

…あら？（＾＾；）アッサリ台風「２号さん」は自然消滅…？？

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.0】青森県東方沖 深さ36.7km 2016/07/25 03:05:09
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=40.540,142.287&ll=40.540,142.287&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160725030509a.gif …

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M5.4】KURIL ISLANDS 113.0km 2016/07/25 03:03:34JST, 2016/07/24
18:03:34UTC
(G)http://maps.google.co.jp/maps?
q=46.0355,150.8778%28+%5BM5.4%5D+KURIL+ISLANDS+113.0km+2016%2F07%2F25+03%3A03%3A34JST%2C+2016%2F07%2F24+18%3A03%3A34UTC+%29&ll=46.0355,150.8778&z=4&t=h
… (USGS)http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20006ha6 …

…あ”〜（－－；）

とりあえず、この倦怠感と鈍重感は、「地震がまだまだ続く」ってことかな…

そして爆睡できたので、昨日の「甲状腺まわりの腫れ」と痛みはすっきり改善…♪

（＾＾）

https://85358.diarynote.jp/201607250805437515/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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http://maps.google.co.jp/maps?q=46.0355,150.8778%28+%5BM5.4%5D+KURIL+ISLANDS+113.0km+2016%2F07%2F25+03%3A03%3A34JST%2C+2016%2F07%2F24+18%3A03%3A34UTC+%29&ll=46.0355,150.8778&z=4&t=h
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20006ha6


しかし夜を徹して汚染排出作業を担当してくれたのであろう腎臓周りが、例によってまるで殴ら

れた後のように重くズキズキ痛み、「目覚めた瞬間の倦怠感と疲労感」が、ハンパないです…（
－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=AAN-oJeqBKI
革命　MOROHA 

あと、のこり、どれだけ生きていられるのか…

私だけ仮に生きのびられたとしても、

「物語を書いて、読んでくれる」

日本語圏の人間が、いったいどれだけ、生き残っていてくれるのか…

？　ｗ（－－；）ｗ　？

悩んだり、迷ったり、している、時間的な猶予は…

もはや、まったく、無い。

https://www.youtube.com/watch?v=vE0IoZ8ZGZI
LOST IN TIME - 30 (MV) 

渋谷 和也 @kazu_big · 7月20日 
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
泊原発再稼働が争点に上がってくるのを前に、アクションを加速させている秋元札幌

市長を後押ししたいですね。このアクションをアリバイ作りにさせないためにも。

https://twitter.com/HCANjp/status/755547313729187840

https://www.youtube.com/watch?v=h7quO4ccGR0
LOST IN TIME - 歩く速度とその矛盾(MV) 

TomoHisa__official @ananchannnnn · 7月22日 
絶対、泊原発の中にサンダー居る

雪かき職人 @matsugae02 · 7月22日 
発電所に電機関連のポケモンがいるみたいな設定だと泊原発でピカチュウゲットだぜ

みたいな事になるんかねぇ。あそこは山菜取りのおっさんを生暖かい目で放置してる

ようなのどかな場所なんでアメリカほど大騒ぎにはならんだろうが

https://www.youtube.com/watch?v=ExHDPgYdjMg
LOST IN TIME - ひとりごと(PV) 

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
【ショッカー】「もうこれ完全に悪の組織の作戦にかかってるでしょ」

https://t.co/SkGQgiVYhu

…Ｂ層でぐーみんで、ポケモン「業」で徹夜しちゃうよーな、
「或る馬鹿」おおかみさんは、

今生の、根性の「天命長寿」達成マラソンの、伴走者には、無理だなぁ…★

ｗ（－－；）ｗ

ま、また、「次」にでも、遇おうよ…！★

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
「ポケモンGOができるのは日本国憲法によって「居住移転の自由（身体的自由権）」
保障されているから。」

http://sun.ap.teacup.com/souun/20434.html#readmore …

「こういうハナシ」が出来る人たちの「居る高さ」まで、

私は、早く、「戻りたい。」…

https://www.youtube.com/watch?v=7eYmkCSadHg

https://www.youtube.com/watch?v=AAN-oJeqBKI
https://www.youtube.com/watch?v=vE0IoZ8ZGZI
https://twitter.com/HCANjp/status/755547313729187840
https://www.youtube.com/watch?v=h7quO4ccGR0
https://www.youtube.com/watch?v=ExHDPgYdjMg
https://t.co/SkGQgiVYhu
http://sun.ap.teacup.com/souun/20434.html#readmore
https://www.youtube.com/watch?v=7eYmkCSadHg


LOST IN TIME - 燈る街 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月26日7:27
 
＞「こういうハナシ」が出来る人たちの「居る高さ」まで、

＞私は、早く、「戻りたい。」…

まぁ昨日の「無視イジメ」は、このへんがトリガーっぽかったですが★

ｗ（－－＃）ｗ

（ほんとに、「魂レベル低い」連中…★）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月26日7:30
＞…Ｂ層でぐーみんで、ポケモン「業」で徹夜しちゃうよーな、
＞「或る馬鹿」おおかみさんは、

＞今生の、根性の「天命長寿」達成マラソンの、伴走者には、無理だなぁ…★
＞　ｗ（－－；）ｗ

＞ま、また、「次」にでも、遇おうよ…！★

…これ書いてしばらくしたら、（私の脳内で）アルマンディン兄様がに〜んやり…ｗ　している
のは、ともかくとして…

出勤したら、エルさんが秘かにやたらと上機嫌なのは、何でなの…？

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

（オマエも同罪だエルさんっ★

　その咳、「喫煙性被曝」由来のかなり進行し始めてる肺癌。でしょうがッ！）
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（７月25日）　エルさん？

https://85358.diarynote.jp/201607250912483210/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月25日15:17
　

今いつも通りの登録アドレスでＤＮにメール投稿しようとしたのに宛先ナシで返されちゃったん

ですけどエルさん？

(-”-;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月25日15:21
　

ストレスが発散できないじゃないかッ★ (*｀θ´*) ★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月25日21:51
　

先ほど何とか無事故で帰投。

(^_^;)
色々もう無理。(∋_∈)

酒呑んで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7月26日4:19
　

空気変だと思っていたら、

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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桜島とな…
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607260713401050/

さっさと全員、死ねばいい。　（日付移動 ＆ 一曲追加 ｗ ）

2016年7月25日 就職・転職 コメント (7)
　

さっさと全員、死ねばいい。

(-_-#)

心の底から本音なんですけど、理性はまだちゃんと残っているので、詳細自粛。┐(’〜`；)┌

現行日本国刑法に反しないようここは穏便に、（？）

呪殺だけにしておきますわｗ

(ノ-o-)ノ　┫

（★7月25日の日記★）

https://www.youtube.com/watch?v=DC5XJA333No
John Robinson - Can I Kick It (Eurodance)
 
       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月26日7:16
　

昨日、携帯から書いたら（例によってＤＮさん不具合未修整で）

一昨日の日付に入っちゃったんで（前項コメント欄１・２参照）

https://85358.diarynote.jp/201607260713401050/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201607260713401050/
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袈裟…もとい、
今朝、移しましたよと。（＾＾；）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月26日7:20
　

ちなみに昨日は出勤するなり「隣のスネイピ〜★」というサイアクの座席表で。

（－－；）

既に完全に社会的弱者ちゃん（おつむヨワイ）のスネイピ〜★ちゃんです。

生命力、【ディメンター】ディメンションです★

霊気を吸いとられまくって意識も遠のくありさまでしたが、

迷惑ディメンターが早上がり（終日働く体力がないので週２回くらいの短時間「リハビリ」出勤

）で消えた瞬間から、

（＾＾；）

私の霊域レベルも無事？復旧し…ｗ

不浄…もとい、急浮上した反動で、その後の営業成績がムダに良くなりすぎてしまった。という
…ｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月26日7:24
　

…で…ｗ（－－＃）ｗ…★

そして営業成績をウッカリ無駄に上げてしまった（本来実力？）おかげで…

別の連中から「客に媚びちゃって見苦しいわよね〜！」とか、聞こえよがしに誹謗されるとい

うね…★

ｗ（－－＃）ｗ

https://85358.diarynote.jp/
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おまえら、自分の言動のほうがヒトとして見苦しいという、自覚はないのか…？？？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月26日7:25
　

まぁ「全員呪殺」は自粛しておきます。

めんどくさいし。（＾＾；）

無視いぢめの首謀者、一番鬱陶しい３〜５人くらいだけにしておくわｗ

【 呪 殺 】のターゲット…ｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月26日15:41
　

ちなみに、記録的大量殺人現場となった津久井やまゆり園？

(-.-;)
りある「知ってる場所」な上に色々情報が錯綜していて、個人的にも大変複雑に感じる事変でご

ざいます…(・_・;)…

…単純なヘイト犯罪かと思ったら、「元職場」復讐殺人事件…

（この時点ですでに他人ごとじゃないｗ）

しかも【大麻解禁】大否定問題に、世論をスリカエルつもりかマスゴミ…(-_-#)…★

皆さん、まず【大麻 ガン】で検索してから。

眉にツバして、真相を、見極めましょうね…ヽ（・＿・；）ノ
　

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

2016年7月28日10:17
　

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
　

こんなことを書く私に対して、大昔の大人達なら「やめなさい。ばかばかしいから。放っておけ

ばいい。」と諭しただろう。

書いてしまう私自身の精神が荒廃して劣化しているのかもしれない。

　

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
ただの一度も会話を交わしたことのない人間。医師という資格を持った人間までが、「相手が気

がついてないだろう」という子供じみた攻撃を仕掛ける。そんな医者にかかる患者は気の毒だし

、そんな医者を尊崇する人たちもおかしい。

あきらかに異常だと気がつかないのだろうか。

　

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
私にも粘着したりストーカーまがいのことを仕掛けてくる人間がいる。ただの Twitterの 1アカウ
ントにすぎないのに、そんな真似を仕掛けてくる。

それが客商売をする商人だったり、あまつさえ精神科医だったりするのだから荒廃は凄まじい。

キチガイ医者は比喩ではなく本当におかしい。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月4日9:30
　

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
　

期待値が「ゼロ」まで下がれば、

自分に今あるものすべてに間違いなく感謝の念が湧く。

　

スティーヴン・ホーキング

　

　

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
　

心に好悪を起こして、執着してはならない。

好むこと、嫌うことから悲しみが起こり、恐れが起こり、束縛が起こる。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

ブッダ

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
　

道を行くには、おのれに等しい人、またはまさった人と行くがよい。

愚かな人とならば、ひとりで行くほうがまさっている。

　

ブッダ

 



（７月26日）　脳内にオカシナ電波干渉が増えてるらしく、幻覚だか霊感だかイマ
ジネーションだか、やたらと無駄に映像だの…が走り回ってます…

https://85358.diarynote.jp/201607260745388423/

（いつもの作業栗鼠１匹目）

2016年7月26日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=PCvYjKFUXaQ
EVERYBODY’S LOVING-JOHN ROBINSON 

あらためまして、おはようございます。

０７：３２になっちゃいました。

（＾＾；）

参照：前項＋前々項

＋ http://85358.diarynote.jp/201607250805437515 （コメント欄）

ｗ（＾＾；）ｗ

…え〜と…

なんでしたっけ…★
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札幌は今朝も凶風。（－－；）

フクイチ方面から襲い来る風がまっしぐらに、札幌より少し東側を中心に、がしがし走り抜けて

いきます…★
（－－；）

台所の輪ゴムのストックの劣化の速さから推測すると、色々核種線種混合で、

連日０．０６μは超えてます。ね…★

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

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

…「セシウムだけ」の公称線量だと、「低め」なんですけどね…
…（－－；）…★

そうそう。（＾＾）☆彡

昨日は疲れ果ててさっさと就床してしまって、（漫画は読んだけど）

今朝はすっきり（？）午前４時過ぎには自然に目が覚めてしまいました…♪

ｏ（＾ｗ＾）ｏ

熟睡できてる？証拠に、カラダは元気なんですが…

脳内にオカシナ電波干渉が増えてるらしく、幻覚だか霊感だかイマジネーションだか、やたらと

無駄に映像だの…が走り回ってます…

「vision」と呼ぶほどクリアじゃないしメッセージ性もないので…

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


こりゃガッカイの電波攻撃でないとすれば、太陽電磁波か、地磁気（地震予兆）の干渉。という

ことでしょうか…

…＜（〜〜；）＞…★

https://www.youtube.com/watch?v=D_m2R1nAbtc
JOHN ROBINSON - CAN YOU FEEL IT 

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.4】津軽海峡 深さ100.5km 2016/07/26 02:25:15
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.553,141.262&ll=41.553,141.262&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160726022515a.gif …

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 青森 十和田市 
【M3.4】青森県東部 深さ206.7km 2016/07/26 00:15:38
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=40.469,140.980&ll=40.469,140.980&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=40.469&lon=140.980&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map … (アニメ
)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160726001538a.gif …

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ61.5km 2016/07/25 22:00:58

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.6】青森県東方沖 深さ55.8km 2016/07/25 21:16:36
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.245,142.145&ll=41.245,142.145&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160725211636a.gif …

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M3.4】浦河南方沖 深さ60.6km 2016/07/25 20:17:17
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.953,142.345&ll=41.953,142.345&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160725201717a.gif …

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 北海道 美深町 
【M3.9】上川・空知地方 深さ248.9km 2016/07/25 17:35:19
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=44.472,142.324&ll=44.472,142.324&z=9&t=m …

https://www.youtube.com/watch?v=D_m2R1nAbtc
http://maps.google.co.jp/maps?q=41.553,141.262&ll=41.553,141.262&z=7&t=h
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http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160726001538a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=41.245,142.145&ll=41.245,142.145&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160725211636a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=41.953,142.345&ll=41.953,142.345&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160725201717a.gif
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http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=44.472&lon=142.324&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map


(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=44.472&lon=142.324&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map … (アニメ
)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160725173519a.gif …

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � 北海道 浦河町 
【M2.5】日高地方 深さ44.7km 2016/07/25 13:27:47
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=42.328,142.888&ll=42.328,142.888&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=42.328&lon=142.888&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

…幌延に【放射性廃棄物】埋め立て用地とか。

…誰が、考えついたのかなぁ…★

 

http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160725173519a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=42.328,142.888&ll=42.328,142.888&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=42.328&lon=142.888&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map


（７月26日）　或る馬鹿おかさんオオカミさんの健康状態も改善してたしね☆

https://85358.diarynote.jp/201607270805338040/

…あした、世界が滅びるとしても…★（＾□＾；）☆

2016年7月26日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (2)
　

とりあえず黒チキンカレーとキンピラと茄子味噌かっ喰らったから♪

あと思い残すことは、少ないな…ｗ

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月27日8:08
　

昨夜、これ食べた直後に送信したのに、ＤＮさんの不具合？で、載らなかったのでした…★

https://85358.diarynote.jp/201607270805338040/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
https://85358.diarynote.jp/201607270805338040/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月27日8:16
　

０５７…１１１１☆

♪（＠ｗ＠）♪

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607260908214001/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月26日23:27
　

先ほど無事帰投。(^_^)／

結論から言えば、

今日はなかなか、

良い一日でした。(^-^)g

或る馬鹿おかさんオオカミさん

の健康状態も改善してたしね☆

(^_^;)

携帯写真がＤＮに投稿できない

(ToT)
という不具合継続中。(-”-;)

あした改善嘆願メールを出し魔性〜…☆
 

おやすみなさい。(^o^)／

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月27日4:35
　

降水確率が「終日０％」だったのに、雨だれの音がうるさくて目が覚めてしまうほどに本降りの

大雨。ヽ（・＿・；）ノ

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月27日）　異様なほどの激睡魔。(・_・;)

https://85358.diarynote.jp/201607270838593131/

北海道、大雨による土砂災害や土地浸水、河川増水、落雷や突風

、ひょう／

2016年7月27日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=srW1bybDaSM
Back to Titanic Soundtrack - 1. Titanic Suite 

あらためまして、遅めようございます、になりつつあります。

（＾＾；）

０８：２３…３連休の初日。

前項（前々項？）コメント欄に記載の通り、夜明け前の０４時過ぎ頃には雨音に起こされてベッ

ドでぐずぐずしてたんですが、７時には起きだして、

ＤＮさんに写真が投稿できないのは、もしかして私が連日大量投稿し過ぎて

（＾□＾；）

【受信拒否】されてんじゃないかとゆー不安を抱えつつ、

改善歎願メールを書いてきたり、

ついでに色々してたらこの時間に…

https://85358.diarynote.jp/201607270838593131/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160727/85358_201607270838593131_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160727/85358_201607270838593131_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160727/85358_201607270838593131_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=srW1bybDaSM


外は本降りのベクレ雨。

（－－；）

昨日の時点の予報では、今日の午前中はまだ降ってない見込み…だったので、
タオルの洗濯とかの作業予定をしっかり立てていたんですが…全崩壊。
（－－；）

明日の朝の「降水確率１００％」って、コレなにーッ？★

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07月27日 04:41】
北海道地方では、２７日朝から２９日にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の

浸水、河川の増水、落雷や突風、ひょうに注意してください。

台風は、消えたんじゃなかったのか…？？

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469575200/1011-0010-101000-201607270820.gif?
t=1469575841
（０８：１０〜０８：２０）

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

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

…今のところ、まだ公称線量は、高くはないんですが…。

（でも何か、嫌な刺激臭のする空気…）

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469575200/1011-0010-101000-201607270820.gif?t=1469575841
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


…もちろん「室蘭の線量」が札幌より低いわきゃないので、（画像１・２）。
公称線量は参考程度で、鵜呑みにできる情報ではないわけですが…★

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 幌加内町 
【最大震度2】(気象庁発表) 上川地方北部 深さごく浅い M1.6 27日03時56分頃発生 
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=44.3,142.2&ll=44.3,142.2&z=9&t=m … (気象庁
)http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160727035956395-270356.html …

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.0】青森県東方沖 深さ71.1km 2016/07/27 02:33:19
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=41.407,141.764&ll=41.407,141.764&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160727023319a.gif …

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ78.9km 2016/07/27 02:01:17

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.3】根室半島沖 深さ48.0km 2016/07/26 19:15:45
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.064,146.086&ll=43.064,146.086&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160726191545a.gif …

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【網走・北見・紋別地方 警報情報 2016年07月26日 20:31】
紋別地方では、２６日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。

［紋別北部］大雨

［紋別南部］大雨

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ28.6km 2016/07/26 14:49:21

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 北海道 標茶町 
【M2.9】根室地方 深さ145.8km 2016/07/26 12:20:29
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.523,144.659&ll=43.523,144.659&z=9&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=43.523&lon=144.659&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map …

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 

http://maps.google.co.jp/maps?q=44.3,142.2&ll=44.3,142.2&z=9&t=m
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20160727035956395-270356.html
http://maps.google.co.jp/maps?q=41.407,141.764&ll=41.407,141.764&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160727023319a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=43.064,146.086&ll=43.064,146.086&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160726191545a.gif
http://maps.google.co.jp/maps?q=43.523,144.659&ll=43.523,144.659&z=9&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=43.523&lon=144.659&datum=wgs&layout=full&z=11&mode=map


【M3.2】北海道東方沖 深さ7.4km 2016/07/26 10:43:21
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=43.440,147.419&ll=43.440,147.419&z=7&t=h … (
アニメ)http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160726104321a.gif …

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 

【北海道地方 気象情報 2016年07月26日 10:59】
北海道地方では、２７日から２８日にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水

、河川の増水、落雷や突風、ひょうに注意してください

https://85358.diarynote.jp/201607271031072092/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月27日10:38
　

異様なほどの激睡魔。(・_・;)
００４５μの暴風雨。(・_・;)
とりあえず寝てみます…
┐(＞＜；)┌
 

http://maps.google.co.jp/maps?q=43.440,147.419&ll=43.440,147.419&z=7&t=h
http://eqdata.sakura.ne.jp/animation/20160726104321a.gif
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月27日）　りある、「現実と原稿の中身の区別がまったくつかない」今日この頃
。

https://85358.diarynote.jp/201607271407133449/

（作業⇒宙）〜☆☆☆

2016年7月27日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (12)

　

さて再びＰＣ前です。１３：５８。

激烈異様睡魔は、何か「一陣の物凄い突風」が通り過ぎていったら、ラクになりました…☆

外は軽く嵐。風の向きが一定じゃないので、東南西３方向の窓が全部「ガラス滝」状態です…★

☆（＠＠；）★

こんな日にバイトが休みで、終日「自宅警備員」で、屋根と壁がしっかりしていて、雨漏りも床

下浸水の心配もない部屋で原稿遊びができる私って…なんてラッキー栗鼠なんでしょうか…♪

https://www.youtube.com/watch?v=X_WYLNVSE3U
Power Animals & Native Nights-Native American Indian Meditation Music-Healing soft sleep music-
Niall 

https://85358.diarynote.jp/201607271407133449/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607271407133449/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160727/85358_201607271407133449_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160727/85358_201607271407133449_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160727/85358_201607271407133449_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=X_WYLNVSE3U


しかしながら何故か？携帯写真がＤＮにアップできない。

（※撮った携帯写真を自分のＰＣメアドに送ってＰＣ開いてメールを開いて「画像に名前をつけ

て保存」して、それからＤＮのページを開いて画像アップロード？して…という超面倒手順を踏
まないと画像が載せられない。）という不具合発生中なので…、

ｗ（－－；）ｗ

予定していた「超！恥ずかしい小学生時代の落書き漫画原稿」アップしまくって笑うｗ　という

作業はムリですね…★

ちょろっと大地世界「皇女戦記編」の「編集」するかどうか覗いてみて、

…気分が乗らなかったら、そのまんまスルーして、

「地球・近未来史編」に跳んじゃいますか…★

（…なにしろ、そうすると、りある、

「現実と原稿の中身の区別がまったくつかない」今日この頃。

★＜（〜〜；）＞★

なのですからね…★ｗｗｗ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

…ん〜と…ちょっと「皇女戦記編」の、「項番」整理…。

（時系列か？　主要人物別か？）

（ちょっとまず主要人物、現時点で何人いるのよ？？）

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


１．マーライシャ（主役。「皇位継承権者」候補筆頭）

２．雄輝（準主役？？）（のちに「女皇の夫」。）

３．鋭（雄輝より目立ってる？気もするが…）（皇女の親友）

４．マリシアル（主役の兄）

５．フェルラダル（主役の母方の伯父）

６．マシカ（このひとの「立場」ってなんだ？）（皇女の友人？）

７．叔母上（名前なんだっけ…）現：「大地皇代理」
８．クアロス（「西方皇位継承権者」。マーシャの「許婚者」）

９．ネイマス（クアロスの弟。…ライバル…？）

10．マデイラ（「皇子」の予定だったけど…「西方皇女」にしちゃえｗ）
11．（ボルドム皇女）（名前なんだっけ…）
12．（ボルドム革命軍少女兵）（名前なんだっけ…）

13．黒百合。（主要？に入るのか…？？）
14．地球軍のあのヤな奴。（名前不明）
15．（清瀬？）律子。

https://www.youtube.com/watch?v=3YnDHYCqelU
Kalafina　『symphonia』 

◆時系列？

４－０．戦前（伏線）エピソード群。

　　　（マーシャの「婚約」含む）

４－１．襲撃（皇都イキナリ陥落★）。

　　　（「山百合と銀の楡」含む）

４－２．（皇女不在時代）叔母上の代理統治。マリシアル放浪中。

　　　（「宝玉物語」含む）

４－３．マーシャ「地球からの帰還」編。

https://www.youtube.com/watch?v=3YnDHYCqelU


　　　（叔母上と再会するまで。）

４－４．マーシャ「大地探索」編。

　　　（マリシアル＆フェルラダルと再会）

　　　（クアロスとの絡み編、含む？）

４－５．「大地白皇軍」反撃開始編。

４－６．マーシャ誘拐され編（暗洞界編）

４－７．（戻ってみたら泥球が大地を収奪してるよ編）

４－８．「清瀬律子」編？

４－９．戦乱収束編。（大地皇女の婚姻）

４－10．（その後）「大地終焉」編。

…うん。とりあえず今日の「ファイル整理」は、これで…☆

https://www.youtube.com/watch?v=59kYlAST7UQ
Kalafina 『blaze』MV(Short Ver.) 

お♪　いい感じ♪

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=3Pck1ShQejE
藍井エイル 13thシングル『翼』Music Video (Short Ver.) 

https://www.youtube.com/watch?v=X_WYLNVSE3U
Power Animals & Native Nights-Native American Indian Meditation Music-Healing soft sleep music-
Niall 

とりあえず「古すぎる（没）設定資料」は分冊してみるです。

https://www.youtube.com/watch?v=59kYlAST7UQ
https://www.youtube.com/watch?v=3Pck1ShQejE
https://www.youtube.com/watch?v=X_WYLNVSE3U


http://p.booklog.jp/book/108651/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

４－Ｘ　「皇女戦記」（初期資料） 

https://www.youtube.com/watch?v=GlzPKeeA76Y
Relaxation Music: Wolf Lore & Walking with Merlyn 

これも分冊したけど未だ中身１ｐしかないですｗ

http://p.booklog.jp/book/108652/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

４－６　『皇女戦記』（暗洞界編） 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月27日14:56
０５７

１１

５５♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月27日15:34
０５７

１１

６６　♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月27日16:13
完全に記憶になかったエピとか掘り出して、阿鼻叫喚中☆

file:///tmp/puboo/124102/445476/book/108651/read
https://www.youtube.com/watch?v=GlzPKeeA76Y
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/108652/read
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ｗ（＾■＾；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月27日17:47
ちょっくら休憩してきまーす☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月27日21:31
おや？ブクログさんが、作動不良に…？？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月27日21:33
さっきの激睡魔は、コレだったらしい…？
　↓

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 

Updated【M6.0】OFF THE COAST OF AISEN, CHILE 10.0km 2016/07/27 10:25:12 JST[UTC+9]

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月27日21:42
ブクログ直った♪

地震マップ @eq_map · 17 分17 分前 � 日本 
【M3.0】宮城県北部 深さ59.7km 2016/07/27 21:17:54

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月27日22:14
＞（★「昭和の時代が終って新しい天皇が即位してより六年目」

＞　……と、いう、文章を書いていたのは、私が中学校の頃だから、つまり
＞　昭和の50年代前半です☆　（＜「近未来FT」だったのね〜☆）

ぅにゃっはっはっはっは…★
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月27日23:04
う〜ん（－－；）

雨が激しくなってきました…？？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月27日23:37
「かくよむ」？？？

新情報？を天から授かって、本日終了〜☆

（明日も雨らしいので一日コレで遊ぶ…ｗ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月27日23:39
ぃゃ覗いてきたけど。

ブクログのほうが（使いにくいけど）

好きでし…☆彡

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月28日8:35
　

気がつかなかったけど、

昨夜ＰＣ落とした時の、

カウンタ数が…０５７

１２３４♪　でした☆

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/
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（７月28日）　例によって、ワタシが完全に油断した瞬間にクルんですよねｗ　大地
震ｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201607280844309439/

【北海道 浦河町の全域に避難勧告】／フクイチ【震度５弱】
とな…？

2016年7月28日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=cUx4IPHOVDE
初音ミク　千本桜　PV　フルVer　歌詞つき　高画質　高音質 

遅めようございます。

になっちゃいました。

０８：３７です。

３連休の２日目。

朝７時に起きて、手洗濯と朝風呂浴びてきたら、この時間に…★

明日の降水確率のほうが今日より高い、という事実が発覚し、

今日はとりあえず今、雨やんでるので…

https://85358.diarynote.jp/201607280844309439/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201607280844309439/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160728/85358_201607280844309439_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160728/85358_201607280844309439_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160728/85358_201607280844309439_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=cUx4IPHOVDE


http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469664000/1011-0010-101000-201607280900.gif?
t=1469664639
（０８：５０〜０９：００）

お天気もつようなら、

ひとっ走り買い出し回りだけでも行ってきたいんですけどね…無理かな…？

まぁとりあえず、昨夜の就寝前に携帯から情報チェックだけしたら、

…【震度５弱】…。（＠＠；）★

例によって、ワタシが完全に油断した瞬間にクルんですよねｗ　大地震ｗｗ

そして、フクイチ直撃。（－－；）

（てか、メルトスルー地底 核 臨 界 リバ〜★…の、
「熱水蒸気爆発」ですよね、あれ。

いわゆる「地殻地震」じゃなくて…

「地下 核 地震」。

…（－－；）…★

このたびは、まことに、御愁傷さまです。

明日の予告の？ポールシフトを待つまでもなく、すでに逝ってます。ニッポン…

https://www.youtube.com/watch?v=lP9iQLH_JVI
ロストワンの号哭 

まぁもう面倒なので、その場は「見なかったこと」にして、寝ちゃいました…★

いやいやながらも、私はまだ生きているので…

「死ぬまで元気で（そして本気で）生きのびる」ために…

嫌〜な「現実世界」も、チェックしておきますか…★

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469664000/1011-0010-101000-201607280900.gif?t=1469664639
https://www.youtube.com/watch?v=lP9iQLH_JVI


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

2016年07月27日（水）【前日】
06:00 0.043 0.042 0.042 6 

07:00 0.045 0.043 0.043 6 
08:00 0.045 0.044 0.044 6 
09:00 0.045 0.044 0.044 6 

10:00 0.044 0.042 0.043 6 
11:00 0.041 0.040 0.041 6 
12:00 0.040 0.040 0.040 6 
13:00 0.044 0.040 0.042 6 
14:00 0.048 0.044 0.046 6 

15:00 0.050 0.048 0.049 6 
16:00 0.054 0.051 0.052 6 
17:00 0.054 0.051 0.053 6 
18:00 0.054 0.051 0.053 6 

19:00 0.049 0.046 0.048 6 
20:00 0.046 0.041 0.044 6 
21:00 0.044 0.041 0.042 6 
22:00 0.044 0.042 0.043 6 
23:00 0.046 0.043 0.044 6 

24:00 0.050 0.045 0.048 6 

2016年07月28日（木）【当日】
01:00 0.044 0.040 0.042 6 
02:00 0.044 0.040 0.042 6 
03:00 0.048 0.045 0.047 6 
04:00 0.043 0.040 0.042 6 
05:00 0.041 0.040 0.041 6 
06:00

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


…まぁもちろん、私の機嫌がいいわけがないです…★
…（－－＃）…★

ホワイトフード @whitefood1 · 6 時間6 時間前 
7月28日3時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が80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/CoZAa9JUEAAheBR.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 12時間12時間前 
7月27日21時04分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が20箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CoXsPFXUEAAac2R.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 20時間20時間前 
7月27日12時43分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が16箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CoV5ijJUEAAwZjY.jpg

…なんか今、もの凄い、空気、びりびりしてるんですけど…？？
…（〜〜＃）…★

避難情報

避難勧告　北海道 
土砂災害情報　警戒　北海道 
緊急・被害状況北海道（胆振・日高地方） 土砂災害警戒情報【第1号】

…おやおや…（－－；）…★

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【北海道 浦河町の全域に避難勧告】
北海道浦河町は、降り続いている雨で土砂災害の危険性が高まっているとして、午前6

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CoZAa9JUEAAheBR.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CoXsPFXUEAAac2R.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CoV5ijJUEAAwZjY.jpg


時半に町内の全域、6778世帯、1万2820人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/ijhf3L

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【胆振・日高地方 警報情報 2016年07月28日 06:20】
次の地域に警報が発表されています。

［胆振西部］大雨

［胆振中部］大雨

［日高西部］大雨・洪水

［日高中部］大雨・洪水

［日高東部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【胆振・日高地方 警報情報 2016年07月28日 05:40】
胆振、日高地方では、２８日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。

［胆振西部］大雨

［胆振中部］大雨

［日高西部］大雨

［日高中部］大雨

［日高東部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【胆振・日高地方 警報情報 2016年07月28日 04:49】
胆振、日高地方では、２８日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。

［胆振西部］大雨

［胆振中部］大雨

［日高東部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【渡島・檜山地方 警報情報 2016年07月28日 03:54】
渡島地方では、２８日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒して

ください。

［渡島東部］大雨

［渡島西部］大雨・洪水

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � Южно-Курильский район, Россия 
【M3.7】国後島近海 深さ155.2km 2016/07/27 22:18:38

http://nerv.link/ijhf3L


特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【渡島・檜山地方 警報情報 2016年07月27日 22:38】
渡島地方では、２８日未明から２８日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。

［渡島東部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【石狩・空知・後志地方 警報情報 2016年07月27日 18:38】
石狩地方では、２８日夕方まで土砂災害に警戒してください。

［石狩南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【胆振・日高地方 警報情報 2016年07月27日 16:23】
胆振地方では、２７日夜のはじめ頃から土砂災害に警戒してください。

［胆振西部］大雨

［胆振中部］大雨

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.5】北海道南西沖 深さ9.1km 2016/07/27 14:03:07

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ46.2km 2016/07/27 12:50:48

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月28日10:18
だめぽ〜（－－；）★

曇り空は凄まじく「明るい」のに、雨、また降ってきました…★

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（うっかり出歩かなくて良かった！）



（下旬）（24〜27日）　これまでに何度か地磁気逆転は起きてますが、必ずしも大量
絶滅とは結び付いてはいません。

（７月24日）
https://85358.diarynote.jp/201607240842021870/
https://85358.diarynote.jp/201607240854425769/
https://85358.diarynote.jp/201607240906247752/
 
https://85358.diarynote.jp/201607242218071794/
https://85358.diarynote.jp/201607242304498576/
https://85358.diarynote.jp/201607242328414706/
 
https://85358.diarynote.jp/201607242345385574/
＞「人類史上最大の悲劇」人類滅亡の始まりですよ

 
（７月２５日）

https://85358.diarynote.jp/201607250900384936/
https://85358.diarynote.jp/201607250911481165/
 
https://85358.diarynote.jp/201607250912483210/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=Ynv6jkTrrmI
MOROHA 「今、偽善者の先頭で」 
　　↑

こういう「顔」が、

「私の好み」…♪ｗ

（このメッセージとまったく同じことを、小４〜中２に、ものすごい悩んでた…ｗ）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
（７月２６日）

https://85358.diarynote.jp/201607260827536618/
https://85358.diarynote.jp/201607260907028199/
https://85358.diarynote.jp/201607260908214001/
 
 
（７月２７日）

https://www.youtube.com/watch?v=Ynv6jkTrrmI


https://85358.diarynote.jp/201607270903162544/
https://85358.diarynote.jp/201607270903579004/
 
https://85358.diarynote.jp/201607271031072092/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ウクライナ政府報告書bot @ukurainahoukoku · 8時間8時間前 
児童期における放射線被曝は、その線量によっては、成人してからの知覚低下や、

統合失調症をふくむ精神障害をおこす可能性がある。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 



（７月28日）　じゃ♪　脳内ワールドに生きますか…☆彡

https://85358.diarynote.jp/201607281407165614/

作業〜厨☆…☆　☆

2016年7月28日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

ふたたびこんにちは。１３：５６です。

札幌は２４℃。湿度？たぶん１００％…★
（－－＃）★

朝風呂くらった関係で、ブランチを食べたらど〜しても！

眠くなってしまい、

２時間ほど爆睡していた間に雨がやんで地面が乾いていたので、

こりゃ買物に行けそーだな♪ と、慌てて身支度をしている間に、

また雨が降り出してあっという間に土砂降り復活なので、

ちょっとヤサグレている霧樹りすですよ…★

（たぶん一番眠かった１０時〜１３時のあいだに出かけていれば、買い物まにあった…ｗ）

https://85358.diarynote.jp/201607281407165614/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607281407165614/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160728/85358_201607281407165614_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160728/85358_201607281407165614_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160728/85358_201607281407165614_3.jpg


http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469680800/1011-0010-101000-201607281340.gif?
t=1469681438
（１３；３０〜１３：４０）

…久しぶりに３連休まるまる在宅警備員になりそうですが…

じゃ♪　脳内ワールドに生きますか…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=GlzPKeeA76Y
Relaxation Music: Wolf Lore & Walking with Merlyn 

http://p.booklog.jp/users/masatotoki
作成した本（公開中）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

とりあえず、これの整理整頓は「一旦完了」したです☆

＠（１５：３４）

　↓

http://p.booklog.jp/book/102985/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

４－３－３　『皇女戦記』（地球から異世界へ）

これの作業は「今日はここまで」。

あとは「携帯から画像がアップできるようになったら」

とっても恥ずかしいw　過去の漫画原稿を追加する〜ｗ
　↓

http://p.booklog.jp/book/108651/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

４－Ｘ　『皇女戦記』（最初期設定資料） 

 
       
 

コメント

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469680800/1011-0010-101000-201607281340.gif?t=1469681438
https://www.youtube.com/watch?v=GlzPKeeA76Y
file:///tmp/puboo/124102/445476/users/masatotoki
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/102985/read
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/108651/read


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月28日16:05
　

うん。（＾＾；）

えっと。「携帯画像」待ちなので…。

「ダレムアスの原稿整理」は、本日これまで〜☆

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月28日）　重くなりすぎて作業にならないコレ。

https://85358.diarynote.jp/201607281849312931/

リステラス星圏史略　古資料ファイル　０－０　（総構成とか目

次とか）　☆

2016年7月28日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8
Pirates of the Caribbean Soundtrack Compilation 

とりあえず、重くなりすぎて（＾＾；）

作業にならない、コレを削って、

　↓

http://p.booklog.jp/book/101465/read
リステラス星圏史略

　古資料ファイル　０ 

これとか↓

http://p.booklog.jp/book/108676/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

０－０　（総構成とか目次とか） 

https://85358.diarynote.jp/201607281849312931/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607281849312931/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160728/85358_201607281849312931_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160728/85358_201607281849312931_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160728/85358_201607281849312931_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/101465/read
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/108676/read


これに、↓

http://p.booklog.jp/book/107475/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－０　〜放浪者たち〜（仮題） 

移転作業をやってました☆

おなかすいたので、一旦終了〜☆

https://www.youtube.com/watch?v=E7kRQAy9tho
Inspiring Movie Soundtracks 

続き作業中なりよ。（２１：１０）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月28日22:20
　

とりあえず、

『リステラス星圏史略　古資料ファイル

０－０　（総構成とか目次とか） 』

の「発掘整理」作業は、「一旦完了」〜☆

（もっかい手洗濯して、漫画読んで寝ますッ）

 

file:///tmp/puboo/124102/445476/book/107475/read
https://www.youtube.com/watch?v=E7kRQAy9tho
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月29日）　今日って「地磁気のポールシフトが起こって人類絶滅する」

https://85358.diarynote.jp/201607290852416264/

「ぐれんと引っくり返るのざぞ」／明日人類滅亡だって！／日本

時間では、今日の９時から明日の９時ですね。

2016年7月29日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

ＣａｔＲｏｏｍこるね店員Ｓ @catroomkorune · 44秒45秒前 
今日って「地磁気のポールシフトが起こって人類絶滅する」

とか言われてた日だ。　何も無いと良いが。

amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
amaちゃんださんが47NEWSをリツイートしました
関東甲信の貯水池が水不足らしい

底には恐ろしい放射能汚泥がわんさか蓄積しているので、底水を汲み上げれば必ず放

射能濃度の高い給水＝水道水になる

関東のみなさん！　水道水を飲むな！　関西方面のミネラルウオーターを飲んだ方が

安全だ

https://twitter.com/47news/status/758570743261114368

https://www.youtube.com/watch?v=nnlBkq11rKw
Beltaine - Burning Pipers Hul 

amaちゃんださんがリツイート 
カウント・ゼロA.K.A最後の呼び声 @atsuatsuomusubi · 2 時間2 時間前 
今年はいって亡くなった知人が２桁乗った…
gin6crossw（クロウィン）
6日前
＞ブロックされているので以前、何かRTしたことある人なんだろうな。

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
“呪われた楽天”球場で異例おはらい (デイリースポーツ） 

https://85358.diarynote.jp/201607290852416264/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201607290852416264/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4199060227/
https://twitter.com/47news/status/758570743261114368
https://www.youtube.com/watch?v=nnlBkq11rKw


http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/304.html …
投稿者 魑魅魍魎男 日時 2015 年 6 月 26 日
当たり前だろう、もの凄い放射能汚染球場

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
一度　被曝が原因の可能性を疑ってみたらいかがでしょう　3　もの忘れがひどい
http://inventsolitude.sblo.jp/article/176258943.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
ピアニストの中村紘子さん死去

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160729-00000500-san-musi …
右を向いても左を向いても、後ろを振り返っても、真正面を見ても、どこまでも癌癌

癌の洪水だ

見渡す限り癌ばかり　オイラもだが

Lightworker @Lightworker19 · 8時間8時間前 
在京メディアは東京の年間限度線量超過も無視　

https://t.co/Qq7bvhfKsx

4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 12 時間12 時間前 
宮古市で放射能瓦礫を焼却⇒風下側の空間線量率が増加　http://goo.gl/W51Gyd 赤で示
す0.10μSv/hr以上の地点は風下方向のみに存在。大阪は宮古の瓦礫を毎日100トン×7ヶ
月間焼却

https://pbs.twimg.com/media/B17TUCfCMAEV-B2.png

amaちゃんださんがリツイート 
正造 @etosha0824 · 12時間12時間前 
伊豆エリア、植木職人や養蜂家の患者さんの話では、今年は、蝉も蜜蜂も大変少ない

そうだ。蜜蜂が少ないので、受粉が進まず、実が不作になるかもしれないと言ってお

られた。

そう言えば、私のベランダのゴーヤも沢山花をつけているけど、今年は蜜蜂が来てい

ない。

cmk2wlさんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 13時間13時間前 
cmk2wl　　2013.09.05 
三田茂医師「当院に検査に訪れる子どもは、ほとんどが東京や千葉、神奈川、埼玉、

http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/304.html
http://inventsolitude.sblo.jp/article/176258943.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160729-00000500-san-musi
https://t.co/Qq7bvhfKsx
http://goo.gl/W51Gyd
https://pbs.twimg.com/media/B17TUCfCMAEV-B2.png


北関東などのエリアに住んでいますが、これらの子どもの白血球中の「好中球」の割

合が、明らかに減少してきています。」

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

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
そしてクロロフィル。

https://goo.gl/fWdGmt 
因果関係としてサンゴ礁の絶滅は福島原発事故ともつながる。

amaちゃんだ @tokaiama · 14時間14時間前 
ツイッターから消された那須御用邸脇の土壌データが見つかりました

ロシア強制移住基準、平米55万ベクレルと同等でした
https://pbs.twimg.com/media/Coc3GSSVMAASxmm.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 14時間14時間前 
よく読んでおけ！！！！！?三田医師「癌になるかどうかより、次の世代のほとんどが
体育の授業を受けられなかったり、授業時間を短くせざるを得なかったりすることを

どう考えるか、そちらの方を重視するべき。」

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
サンゴ礁は全ての海洋生物種の推定 25％をサポート。生物多様性の観点からサンゴ礁
を失うことは地球の熱帯雨林を失うのと等しい。サモア、グレートバリアリーフ、ハ

ワイ、バミューダ等々、世界中でサンゴの大量絶滅が始まっている。

https://pbs.twimg.com/media/CoctpQPUIAA1WhB.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
グレートバリアリーフの 90％以上のサンゴで白化現象。
https://pbs.twimg.com/media/CocO2QpUsAAQt0s.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
tsuto @karrento · 16時間16時間前 
四十代、五十代といった若年層にも、白内障の発症もめだっている。白内障は、チェ

ルノブイリ後にイタリアでも一時多発、被曝の影響として、考えられるもの。宇都宮

あたりの汚染度はイタリアとは比較にならないほど大きい。白内障と言う形で、被曝

が顕現してきても、何らおかしなことはない。

https://pbs.twimg.com/media/BTXMQpTCIAAfDNJ.jpg
https://goo.gl/fWdGmt
https://pbs.twimg.com/media/Coc3GSSVMAASxmm.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CoctpQPUIAA1WhB.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CocO2QpUsAAQt0s.jpg


amaちゃんだ @tokaiama · 17時間17時間前 
福島第1原発「凍土壁」の失敗で東京五輪返上が現実味
https://t.co/OHHggMvb1w

amaちゃんださんがリツイート 
microcarpa @microcarpa1 · 23時間23時間前 
日本はもうダメです Part2 http://ameblo.jp/kaito000777/entry-12084388641.html …
#Japan doomed after #Fukushima？#Radiation causes #sleep illness.#Tokyo #脱原発
https://twitter.com/microcarpa1/status/758489691968516097

小川一水 @ogawaissui · 7月27日 
小川一水さんがK.Makino@下衆乃木和実をリツイートしました
紙一枚で止められるアルファ線しか出さないから、外から線量検査しても放射性物質

が体内にあると分からなかったのか。それにしても、仕込んだ側はそこまで分かって

いてやったんだろうか。だとすれば記録されてない実験台がこの前にもいたのかも。 
https://twitter.com/Slight_Bright/status/758113309560233988

https://www.youtube.com/watch?v=gQx6ZJIPoZc
Beltaine - Dance Around 

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
対米兵パトロールのために派遣された防衛省職員だが、実際には７０人全員が高江警

備だけに従事していたことが判明

https://t.co/QMeYr8mz9N

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
「「日本国首相が、いまだに追悼メッセージを発表していないことに慄然とする。」

：犬丸治氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/20458.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
ガラパゴス化する日本の医療〜海外では「常識として」やらない手術と薬を明かす〜

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=317786 …

cmk2wl @cmk2wl · 12 時間12 時間前 

https://t.co/OHHggMvb1w
http://ameblo.jp/kaito000777/entry-12084388641.html
https://twitter.com/microcarpa1/status/758489691968516097
https://twitter.com/Slight_Bright/status/758113309560233988
https://www.youtube.com/watch?v=gQx6ZJIPoZc
https://t.co/QMeYr8mz9N
http://sun.ap.teacup.com/souun/20458.html#readmore
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=317786


あなたがいま触れている問題…。
「毛針に釣られているのでは？」と、思ったことは？

「最初からストーリーができているゴシップでは？」と、思ったことは？

「自分のような思考形態を持つ人たちを引き寄せるための政治問題かも？」と、思っ

たことは？

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
ポケモン

今日、これにハマってる友人がいたので「お前さ、このゲーム、グーグルの子会社が

開発してんだよ。あのグーグルだよ。任天堂はキャラ提供だけ。ゲーム中は衛

星GPSで、お前が追跡されてる状態。で、お前がどこにいるか？をスマホのカメラで
写してる。ほどほどにな。」と言っておきました

amaちゃんださんがリツイート 
perspective @prspctv · 13時間13時間前 
「東村高江で２６日午前７時１５分ごろ、武装した米兵約１０人が米軍北部訓練場外

の県道７０号を北上…「何の権限があって（銃を持って）県道をわが物顔で歩いてい
るのか」」｜7/27琉球新報：これが日本か　米兵が銃持ち県道を移動、沖縄・高江　
https://t.co/81ciFZkOUV

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
まさにそう思う

今のところ日本は大丈夫なだけ。

「ローマ法王：世界は戦争状態にある」

AFPBB News http://www.afpbb.com/articles/-/3095548 …

amaちゃんだ @tokaiama · 14時間14時間前 
「犯罪ほのめかす人にはGPSを」元副議長が持論展開
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20160728-00000044-ann-pol …
安倍政権＝日本会議＝ネトウヨの全員に今すぐGPSをつけろ！
https://t.co/EL8Y1GS7Bi

amaちゃんだ @tokaiama · 14時間14時間前 
那須御用邸脇の土壌を測定し、ベクレル値を公開したはずなのに、確認してみるとデ

ータだけ消されていた

http://twilog.org/tokaiama/date-130610 …

https://t.co/81ciFZkOUV
http://www.afpbb.com/articles/-/3095548
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20160728-00000044-ann-pol
https://t.co/EL8Y1GS7Bi
http://twilog.org/tokaiama/date-130610


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
トルコ

テレビ局、新聞社など130社を閉鎖。
https://pbs.twimg.com/media/Coa0WcZVIAAhwx1.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 7月27日 
こんなにショッキングな事件が起きたのに、

安倍首相が国民に向けて大々的に会見をやらない理由は・・・

via @batayanF3
【テレビが報じない】相模原19人刺殺　
植松容疑者の手紙の末尾にある人物名

https://pbs.twimg.com/media/CoVRttgUIAADva0.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=qmYBWlO3urs
Beltaine - Shan Van Voght 

saki décembre @saki_ROSASOLIS · 50分50分前 
世の中がざわついている原因のいくつか、太陽の黒点数と地球の磁場の関係

太陽のコロナホールの爆発が在り、その影響が出ているのではと、とあるブログの方

が言っていたが、そういうのあるかも。

ざわつくときは自分は心静かにと沈める。コントロールできない人が危なくなる。

みそか @saza_nami7 · 1時間1時間前 
今日Mステスピッツだし醒めない展行きたいし 家に帰ってから磁極移動してほしい

みそか @saza_nami7 · 1時間1時間前 
でも 磁極移動きたら 紛れて一緒に自殺しような！って言ってた友達は今地元にいる
のに 私が東京にいるのがかなりつらいなー

ハル @HAL51 · 1時間1時間前 
あ、そういえば今日7月29日はポールシフトが起こって人類滅亡するらしい。
すでに為替荒れてるし、俺の口座滅亡しませんように(；´Д｀)

ロンプラ @lonely_planet_ · 6時間6時間前 

https://pbs.twimg.com/media/Coa0WcZVIAAhwx1.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CoVRttgUIAADva0.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=qmYBWlO3urs


2016年7月29日に北極と南極が入れ替わる地磁気逆転によって地球上の生物の70％が
死滅することは、ダニエル書の解釈から明らかなのだそうです…レポートどころじゃ
ない

地球人∞ @chikyujin701 · 9時間9時間前 
太陽の黒点がまたゼロに。

ここ数ヶ月振り幅が大きい。

体調・メンタルに細心の注意を。

深い呼吸を意識的に、

常に静かな心を保とう。

エンデソキミシ＿とにかく明るい福島県の男 @beautyport · 9時間9時間前 
今日7月29日は、地磁気の磁力が弱まり南北逆転するポールシフトがあるとか。
元NASAの科学者を謳うデマッターｗが宣っております。恐らくGMT(世界標準時)での
7月29日でしょうから、日本時間では、今日の9時から明日の9時ですね。はたして、こ
の間に何が起こるやら。

YoshiPhone(よしぽん) @YoshiPhone4s · 14時間14時間前 
【悲報】7月29日に人類滅亡！ 元NASA科学者も懸念「ポールシフトと最後の審判」で
無数の星が地球に落下？ http://tocana.jp/2016/07/post_10387.html … 
明日人類滅亡だって！

死ぬまでにもう一回CLANNADを観ようぜ！
https://t.co/c6En7vh8J9

御預二号 @gejirin1 · 7月26日 
ところで、人類の集合意識がシフトすると地軸や磁極が移動する。これらには直接の

相関関係がある。意識の変化が地軸や磁極が移動を引き起すのだ。

2010-12-11 アダマス　http://ln.is/gejirin.com/spirit/u3KvY ……

https://www.youtube.com/watch?v=duj2q8f2iX4
Beltaine - Bring to the Boil 

正宗(Kanaria) @DopestSword · 14時間14時間前 
そういえば明日7月29日はﾎﾟｰﾙｼﾌﾄって現象が起きる可能性があるといわれてて北極と
南極の磁場だかなんだかが入れ替わることによって環境の急激な変化で地球上の生物

http://tocana.jp/2016/07/post_10387.html
https://t.co/c6En7vh8J9
http://ln.is/gejirin.com/spirit/u3KvY
https://www.youtube.com/watch?v=duj2q8f2iX4


の70%は滅亡するみたいよ

あばよ7割のみんな(3割目線)

https://www.youtube.com/watch?v=FUPi3xtQqd8
Beltaine - Parcel of Rogues 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 36分36分前 
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/758818303707971584

https://www.youtube.com/watch?v=DlHmGy4Aq_g
Cry of the Celts (Full version) 

amaちゃんださんがリツイート 
【内部被曝を防ぐN95マスク必要！！】 @k2cyan · 19時間19時間前 
東日本からは

原発難民になったとしても

脱出することだ、

北海道か九州が今からならいい。

当然海外も子供の未来考えれば視野に

安倍を裸の大様にするしかない。

このままトリチウム水蒸気吸いこんで、

中性子浴び続けたら

首都圏も壊滅だ。

https://www.youtube.com/watch?v=tUVqnXD4C5U
Fantasy Music - The Realm of The Fallen King (Feat. Sharm) 

 
       
 

https://www.youtube.com/watch?v=FUPi3xtQqd8
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/758818303707971584
https://www.youtube.com/watch?v=DlHmGy4Aq_g
https://www.youtube.com/watch?v=tUVqnXD4C5U
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（７月29日）　…えぇ★もちろん★機嫌は悪いんですとも…★★

https://85358.diarynote.jp/201607290931499482/

札幌はちょっくら豪雨。札幌０．０５６μ。（－－＃）★

2016年7月29日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=bh3rsLYCtsw
Beltane Fire Dance 

遅めようございます。０８：４５。

札幌はちょっくら豪雨。

雨の音で目覚まし時計が聞こえなかったくらいの豪雨…

（つまり、寝過ごしました…ｗ）

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469749800/1011-0010-101000-201607290850.gif?
t=1469750433
（０８：４０〜０８：５０）

３連休ぜんぶ雨で潰れるとは思ってなかったので、昨夜慌てて洗った洗濯ものが窓際で濡れたま

ま室内に更なる湿気を放っています。（－－；）

https://85358.diarynote.jp/201607290931499482/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160729/85358_201607290931499482_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160729/85358_201607290931499482_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160729/85358_201607290931499482_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bh3rsLYCtsw
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469749800/1011-0010-101000-201607290850.gif?t=1469750433


…これ、乾かないと、明日以降、バイトに着ていく服がナイんですけどね…★

ｗ（－－；）ｗ

空気も湿気も水道水も、ほんのり（？）焦げた異臭がして、喉や副鼻腔がビミョウに嫌がって

ます…★

さて…？

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

2016年07月28日（木）【前日】
06:00 0.040 0.039 0.039 6 
07:00 0.040 0.039 0.039 6 
08:00 0.039 0.038 0.039 6 
09:00 0.039 0.038 0.038 6 
10:00 0.039 0.038 0.038 6 
11:00 0.039 0.038 0.038 6 
12:00 0.039 0.038 0.039 6 
13:00 0.040 0.039 0.039 6 
14:00 0.049 0.039 0.042 6 
15:00 0.054 0.052 0.053 6 
16:00 0.056 0.047 0.052 6 
17:00 0.045 0.042 0.043 6 
18:00 0.041 0.039 0.040 6 
19:00 0.039 0.039 0.039 6 
20:00 0.039 0.039 0.039 6 
21:00 0.039 0.039 0.039 6 
22:00 0.039 0.038 0.039 6 
23:00 0.051 0.042 0.048 6 
24:00 0.053 0.049 0.051 6 

2016年07月29日（金）【当日】
01:00 0.051 0.046 0.048 6 
02:00 0.047 0.046 0.047 6 
03:00 0.047 0.046 0.046 6 
04:00 0.047 0.045 0.046 6 

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


05:00 0.044 0.041 0.043 6 
06:00

…えぇ★もちろん★機嫌は悪いんですとも…★★
…（－－＃）…

ホワイトフード @whitefood1 · 1 時間1 時間前 
7月29日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CofL6QNVYAIuL1y.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 1時間1時間前 
7月29日7時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が15箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CofKNvZVMAAyADl.jpg

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M4.9】KURIL ISLANDS 58.2km 2016/07/29 06:55:40JST, 2016/07/28 21:55:40UTC

特務機関NERV @UN_NERV · 4 時間4 時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年07月29日 05:57】
胆振、日高地方では、２９日昼前まで土砂災害に警戒してください。

［胆振西部］大雨

［日高東部］大雨

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.2】青森県東方沖 深さ44.1km 2016/07/29 01:10:24

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年07月28日 23:25】
胆振、日高地方では、２９日明け方まで土砂災害に警戒してください。

［胆振西部］大雨

［日高中部］大雨

［日高東部］大雨

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CofL6QNVYAIuL1y.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CofKNvZVMAAyADl.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【上川・留萌地方 警報情報 2016年07月28日 21:26】
上川、留萌地方では、２９日明け方から２９日昼前まで低い土地の浸水に警戒してく

ださい。

［上川北部］大雨

［上川中部］大雨

［上川南部］大雨

［留萌北部］大雨

［留萌中部］大雨

［留萌南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【石狩・空知・後志地方 警報情報 2016年07月28日 21:22】
次の地域に警報が発表されています。

［石狩北部］大雨

［石狩中部］大雨

［石狩南部］大雨

［北空知］大雨

［中空知］大雨

［南空知］大雨

［後志北部］大雨

［羊蹄山麓］大雨

［後志西部］大雨

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
7月28日16時44分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が17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/Cob6NhmVMAE-WjN.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【北海道 浦河町の避難勧告解除】
北海道浦河町は、町内の全域、6778世帯1万2820人に出していた避難勧告を午後5時半
に解除しました。

http://nerv.link/pbJbJC

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cob6NhmVMAE-WjN.jpg
http://nerv.link/pbJbJC


【M2.7】根室半島沖 深さ45.8km 2016/07/28 16:24:47

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【胆振・日高地方 警報情報 2016年07月28日 16:16】
胆振地方では２８日夜遅くまで、日高地方では２９日明け方まで、土砂災害に警戒し

てください。

［胆振西部］大雨

［胆振中部］大雨

［日高西部］大雨

［日高中部］大雨

［日高東部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【渡島・檜山地方 警報情報 2016年07月28日 16:12】
渡島地方では、２９日明け方まで土砂災害に警戒してください。

［渡島東部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年07月28日 13:51】
北海道太平洋側東部では、７月１３日頃から日照時間の少ない状態が続いています。

この状態は、今後２週間程度は続く見込みです。農作物の管理等に十分注意してくだ

さい。

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M3.6】十勝地方南東沖 深さ54.5km 2016/07/28 12:20:44

ホワイトフード @whitefood1 · 24時間24時間前 
7月28日9時17分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が45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/CoaT99DUMAALg5W.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 7月27日 
【北海道 浦河町の全域に避難勧告】
北海道浦河町は、降り続いている雨で土砂災害の危険性が高まっているとして、午前6
時半に町内の全域、6778世帯、1万2820人に避難勧告を出しました。
http://nerv.link/ijhf3L

 

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CoaT99DUMAALg5W.jpg
http://nerv.link/ijhf3L


（７月29日）　明日人類滅亡だって！／…リアルでネタするの、まじ勘弁してクダサ
イよ…（泣）

https://85358.diarynote.jp/201607291106026270/

「世界は戦争状態にある。」　（作業⇒宙釣りあおら。）　☆…
☆

2016年7月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)

（参照）

http://85358.diarynote.jp/201607290852416264/
／明日人類滅亡だって！

／日本時間では、今日の９時から明日の９時ですね。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
まさにそう思う

今のところ日本は大丈夫なだけ。

「ローマ法王：世界は戦争状態にある」

AFPBB News http://www.afpbb.com/articles/-/3095548 …

https://85358.diarynote.jp/201607291106026270/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607291106026270/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160729/85358_201607291106026270_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160729/85358_201607291106026270_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160729/85358_201607291106026270_3.jpg
http://85358.diarynote.jp/201607290852416264/
http://www.afpbb.com/articles/-/3095548


…リアルでネタするの、まじ勘弁してクダサイよ…（泣）

https://www.youtube.com/watch?v=gRuggMzH3Gw
Fantasy Medieval Music - Song of the North

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
全ての固定された型では、適応することや柔軟に対応することができない。

真実は、固定された型の外にあるのだ。

ブルース・リー

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
いつも自分のやることに制限をしてしまうと、それはあなたの仕事や人生にも広がっ

てしまう。

限界などない。停滞期があるだけだ。

そこに留まってはいけない。それを超えて行くのだ。

ブルース・リー

https://www.youtube.com/watch?v=06H_6oI4EK4
Celtic Music - Wolf Blood 

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
アイヌの民族的特徴は

１濃い体毛

２大きな目

３二重瞼

４水耳垢

５大きな体躯

６蒙古斑はない

７感受性の強い縄文人型の性格

これらはインドネシア付近（ムー）に原型を持つ海洋族の特徴であり、風貌状もアイ

ヌと沖縄人の区別はつきにくい

先住日本人＝縄文人は、すべて海洋族とも考えられる

https://www.youtube.com/watch?v=gRuggMzH3Gw
https://www.youtube.com/watch?v=06H_6oI4EK4


https://www.youtube.com/watch?v=Vkwz2Bf2OVc
Epic Celtic Music - King of the North 

…とりあえずご飯たべて仮眠してから、リアルと判別つかない「未来予知（夢）」シリーズ原
稿（死霊）もとい資料の整理に手をつけますわ〜…★

https://www.youtube.com/watch?v=yj_wyw6Xrq4
Celtic Music - Legend 

まずコレの頭をもう少し削りましたｗ

　↓

http://p.booklog.jp/book/101465/read
リステラス星圏史略

　古資料ファイル　０ 

https://www.youtube.com/watch?v=wj9jkVQS-No
Epic Fantasy Music - The Wolf and the Moon 

これからこっちの整頓作業をやります☆

　↓

http://p.booklog.jp/book/107475/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－０　〜放浪者たち〜（仮題） 

https://www.youtube.com/watch?v=U62YkXZNs8M
Medieval Ballad - Winterwolf 

https://www.youtube.com/watch?v=R5_gkn3iLP0
Pirate Love Song - Black Heart 

これ分冊した。

　↓

http://p.booklog.jp/book/108700/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－０－３　『滑崖落』 

https://www.youtube.com/watch?v=4WHKiQgbCsc

https://www.youtube.com/watch?v=Vkwz2Bf2OVc
https://www.youtube.com/watch?v=yj_wyw6Xrq4
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/101465/read
https://www.youtube.com/watch?v=wj9jkVQS-No
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/107475/read
https://www.youtube.com/watch?v=U62YkXZNs8M
https://www.youtube.com/watch?v=R5_gkn3iLP0
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/108700/read
https://www.youtube.com/watch?v=4WHKiQgbCsc


The greatest hits from Hans Zimmer 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月29日15:26
　

雨やんだ！（＾＾）！

…ので、買い出し行こうか？と、

考えるととたんに「異様睡魔」に襲われて、

出歩くどころじゃない…（－－；）…★になるのって、

なんか、神サマのご指示…？？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月29日15:27
　

０５７１

４４４…☆

そうですか。おとなしく在宅警備員してます…。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月29日16:48
　

雨がやんだら、今度は突風が…★

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


ちょっと寝落ちしてきます…★
 



（７月29日）　『朝日ヶ森』ファイルが、２冊ある…ッｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201607291657196600/

「ポールシフトって29日って言ってるのはアメリカ時間の29
日か。って事はこれからやな(笑)」。

2016年7月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

なんじゃこりゃ？（＠＠；）

　↓

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469777400/1011-0010-101000-
201607291630.gif?t=1469778038
（１６：２０〜１６：３０）

…雨は降らないで、局地的に、雷だけ鳴ってんの…？？

特務機関NERV @UN_NERV · 5 分5 分前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報（解除） 2016年07月29日 16:48】
石狩・空知・後志地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【ＧＰＩＦ 昨年度５兆３０００億円余の赤字】
公的年金の積立金を運用している、GPIF=年金積立金管理運用独立行政法人は、昨年度
の運用実績について、5兆3000億円余りの赤字になったと発表しました。
http://nerv.link/An3yiU

https://www.youtube.com/watch?v=1WZi34V_5OU
Pirate Fantasy Music - Sons of the Storm

いいよもう（＾＾＃）

いっそのこと、ちゃっちゃとポールシフト、しちゃって？？

https://85358.diarynote.jp/201607291657196600/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201607291657196600/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160729/85358_201607291657196600_1.jpg
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469777400/1011-0010-101000-201607291630.gif?t=1469778038
http://nerv.link/An3yiU
https://www.youtube.com/watch?v=1WZi34V_5OU


https://www.youtube.com/watch?v=jU9jt7duP5o
Powerful Soundtracks 

これ分冊〜☆

　↓

http://p.booklog.jp/book/108710/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－２－０　『 水 恋 』 

とろ @Tronsaction · 26分26分前 
ポールシフト結局起こらんかったね。がっかりだわ。

豆乳 @warabi_117 · 2時間2時間前 
俺がポールシフト止めといた

Yank Gal @gal0627yy · 2時間2時間前 
そうか。

ポールシフトって29日って言ってるのはアメリカ時間の29日か。
って事はこれからやな(笑)

amaちゃんださんがリツイート 
オレンジママ（脱原発に1票） @HappyOrangeMama · 5時間5時間前 
@tokaiama アマさん、こんにちは。7月28日はスマホのナビがずれ気味で スマホのバ
ッテリーが減りが早かったです。

http://plaza.rakuten.co.jp/ecode358smile/diary/201607290000/?scid=we_blg_tw01 …
#r_blog

cmk2wlさんがリツイート 
くりえいと @kurieight · 7時間7時間前 
@cmk2wl ２６〜２７日、長野県の諏訪湖でワカサギの大量死が確認された。漁業関係
者は「過去に例がない」と漁への影響 に危機感を強めている。

amaちゃんださんがリツイート 
れっどゴルゴ＠Anti-fascism @RedGolgo · 7時間7時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=jU9jt7duP5o
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/108710/read
http://plaza.rakuten.co.jp/ecode358smile/diary/201607290000/?scid=we_blg_tw01


「民主主義ではない」との理由で、他人の国に爆弾の雨を降らせようとする国は民主

主義国家なのか？

https://www.youtube.com/watch?v=pZzpgShSYog
Epic, Inspirational Soundtracks 

これも分冊した。（中は手つかずの未整理〜★）

　↓

http://p.booklog.jp/book/108715/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－２　『善野物語』 

http://p.booklog.jp/book/108717/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－３　『朝日ヶ森の物語』 

https://www.youtube.com/watch?v=pDst9A3sqis
Best of Harry Potter Musical Moments - 1h30 (Soundtrack) 

…とりあえず「めくらめっぽう分冊の術」。

本日これまで〜…☆ｗ（＾＾；）ｗ☆彡

（あぁ疲れた★）

（そして、ここから先の作業量が、考えただけで気絶しそうなくらいある…ｗ）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月29日21:43

https://www.youtube.com/watch?v=pZzpgShSYog
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/108715/read
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/108717/read
https://www.youtube.com/watch?v=pDst9A3sqis
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

やべｗ（＾□＾；）ｗ

『朝日ヶ森』ファイルが、２冊ある…ッｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月29日21:47

amaちゃんださんがリツイート 
森井啓二 @keijimoriiVet · 2時間2時間前 

経済破綻ベネズエラの動物園で多くの動物たちが次々と餓死中。すでに50匹以上。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月30日0:01
　

左足の親指の爪が

酷いことになってる。(∋_∈)

伸びる速さから逆算すると私が０.０６μ超の雨に濡れ被曝した時期とぴったり一致する。

(-_-#)

この３連休は、無駄に出歩かずに、被曝量を抑えられたので、結果オーライ…☆ (^。^;)
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月30日）　ちょっと、残念な気がしているのは、たぶん私だけではないはず…ｗ
ｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201607300810177884/

【札幌０．０６μ】。気温２３℃。曇天。

2016年7月30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。０７：３１。

４連勤の初日。（－－；）

https://www.youtube.com/watch?v=1WZi34V_5OU
Pirate Fantasy Music - Sons of the Storm 

雨を口実に原稿遊びと洗濯以外は全く何も（掃除もゴミ出しも）しなかった３連休でしたが、ま

ぁ７月中はちょっといきなりハードに歩き倒して（＾＾；）全身の筋肉の奥にかなり疲れが溜ま

っていたので、「静養」には良かったでした…☆

札幌の気温２３℃。フクイチ方面から直送の、ソコハカとなく湿気と刺激的（放射性）異臭の

混じった、嫌な風…。

全天高く広がる雲に覆われて「曇っている」のですが、異様に明るくギラつく空。

https://85358.diarynote.jp/201607300810177884/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201607300810177884/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160730/85358_201607300810177884_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160730/85358_201607300810177884_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160730/85358_201607300810177884_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1WZi34V_5OU


…でも、（観えないけど）たぶん、太陽の位置…あんまり北よりじゃない…というか、むしろ、
南にズレてないか…？（←夏至を過ぎてるので順当。）

…（－－；）…★

ちょっと、残念な気がしているのは、たぶん私だけではないはず…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=yzqB_ynt-rI
Pirate Fantasy Music - Rising Sun 

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

2016年07月29日（金）【前日】
06:00 0.041 0.040 0.040 6 
07:00 0.050 0.041 0.044 6 
08:00 0.057 0.052 0.055 6 
09:00 0.060 0.058 0.059 6 
10:00 0.057 0.050 0.054 6 
11:00 0.049 0.046 0.047 6 
12:00 0.047 0.046 0.046 6 
13:00 0.047 0.042 0.044 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 0.038 6 
18:00 0.039 0.038 0.038 6 
19:00 0.039 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 0.038 6 
24:00 0.039 0.038 0.038 6

…ぅへぇ…（＞＜＃）★

2016年07月30日（土）【当日】

https://www.youtube.com/watch?v=yzqB_ynt-rI
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 0.038 6 
06:00

ま、ｗ（＾＾；）ｗ

とにかく、ひと段落？してくれて、たすかった…★

この３日間で、かなり吸気＆経皮（接水）被曝量が、増えてしまいました…★

（もちろん、内部被曝量【激増カクジツ】な水道水を、飲んだりなんか、してませんよ…？）

がんばって、排毒しないと…！

https://www.youtube.com/watch?v=6gtAZIZQCuw
Epic Fantasy Music - Dragon Empress 

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年07月30日 05:18】
宗谷地方では、３０日朝まで土砂災害に警戒してください。

［宗谷北部］大雨

ホワイトフード @whitefood1 · 6 時間6 時間前 
7月30日1時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が17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/Coi6bIEVIAAa3h7.jpg

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.0】津軽海峡 深さ147.2km 2016/07/29 22:57:58

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年07月29日 23:11】

https://www.youtube.com/watch?v=6gtAZIZQCuw
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Coi6bIEVIAAa3h7.jpg


宗谷地方では、３０日朝まで土砂災害に、３０日未明から３０日朝まで河川の増水に

警戒してください。

［宗谷北部］大雨・洪水

［宗谷南部］大雨

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ78.7km 2016/07/29 17:24:53

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年07月29日 17:24】
宗谷地方では、２９日夜のはじめ頃から３０日明け方まで土砂災害に警戒してくだ

さい。

［宗谷南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年07月29日 14:47】
後志地方では、２９日夕方まで土砂災害に警戒してください。

［後志北部］大雨

［後志西部］大雨

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M2.6】津軽海峡 深さ90.8km 2016/07/29 13:59:47

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年07月29日 13:41】
留萌地方では、２９日夕方まで土砂災害に警戒してください。上川、留萌地方では、

２９日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。

［上川北部］大雨

［留萌北部］大雨

［留萌中部］大雨

［留萌南部］大雨

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 北海道 浦幌町 
【M2.7】十勝地方 深さ111.2km 2016/07/29 12:00:06

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年07月29日 11:41】



後志地方では、２９日夕方まで土砂災害に警戒してください。石狩、空知、後志地方

では、２９日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。

［石狩北部］大雨

［北空知］大雨

［後志北部］大雨

［後志西部］大雨

ホワイトフード @whitefood1 · 24時間24時間前 
7月29日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CofL6QNVYAIuL1y.jpg

…ま…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

しかし、これくらいでモンク言ってたら、バチ当たるか…★

（次項以降参照〜★）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月30日8:50
cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 

数日前、木の切り株の中にムカデが。お腹の部分に黄色い幼生をたくさん抱えていて、つんつん

しても動かずに鎌首だけをもたげてこちらを威嚇するだけ。

惻隠の情というか何かを感じてしまって、捕獲できず。

一寸の虫にも五分の魂とはこれ本当。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CofL6QNVYAIuL1y.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 

「考えてみれば、こんな環境の中じゃあ、死ぬことより生きていける方が………少ない ”確率” っ
てことになるんだなあ……………」サトル少年
さいとうたかをの名作 ”サバイバル”
 



（７月30日）　アルパカさんが居ないから当然キゲンは悪い。(∋_∈)

https://85358.diarynote.jp/201607300908269465/

【本当にまずい】／溶融デブリは活発に臨界している／福島県、

東北、関東の人たちは早く避難を。

2016年7月30日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)

（承前）

話題のニュース 
Jun @silvertabbyJun · 2時間2時間前 
アポロ飛行士に高い循環器系疾患死亡率、放射線が原因か 研究（ＡＦＰ＝時事） -
Yahoo!ニュース：改めて、地球上の生物が地磁気によっていかに守られてきたかを思
います： http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160729-00000010-jij_afp-sctch …
#Yahooニュース
https://t.co/kXxetlDcAz

話題のニュース 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を 4@_Sea_ · 12時間12時間前 
日の本まもるさんと線量調査隊の足跡　- NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2141822635856014501 …　驚きの大阪湾汚染。淡路島の
東と西では別世界。大阪震災瓦礫焼却の影響調査など。本当にありがとうございま

https://85358.diarynote.jp/201607300908269465/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201607300908269465/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160730/85358_201607300908269465_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160730/85358_201607300908269465_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160730/85358_201607300908269465_3.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160729-00000010-jij_afp-sctch
https://t.co/kXxetlDcAz
http://matome.naver.jp/odai/2141822635856014501


した。

https://t.co/l7s8tOe6H9

cmk2wlさんがリツイート 
Lightworker @Lightworker19 · 16時間16時間前 
【拡散】cmk2wl　本当にまずい。　いまもって溶融デブリは活発に臨界しているんだ
ろう。　福島県、東北、関東の人たちは早く避難を。

https://pbs.twimg.com/media/B-mELW-UsAAlRKZ.png

saki décembre @saki_ROSASOLIS · 7月27日 
ナチスが当時国民に支持されたひとつの理由にその頃の教育方法が親には絶対服従、

こどもを圧迫するものだったということ。

歪みがあったのだろう。

https://www.youtube.com/watch?v=DeXoACwOT1o
2-Hours Epic Music Mix | THE POWER OF EPIC MUSIC - Full Mix Vol. 2 

saki décembre @saki_ROSASOLIS · 7月28日 
「世界のアイリス」という本を買って今届いたのだけれど、強烈にすごい内容だ！花

菖蒲からカキツバタ、日本の、世界のアイリスを網羅している！

元々４５００円以上の本が未読で送料含めて１７００円ぐらいで買えた。

素人にはあえてお勧めしないけれど、わたしにはもってこい。

え？（＾＾；）「アイリス萌え」…？？

名前が【SAKI】って…
誰ですかアナタ…ｗｗｗ

参照ｗ⇒http://85358.diarynote.jp/201504090713547662/
WE LOVE YOU....アイリスと、エイリス。（＋１）

https://t.co/l7s8tOe6H9
https://pbs.twimg.com/media/B-mELW-UsAAlRKZ.png
https://www.youtube.com/watch?v=DeXoACwOT1o
http://85358.diarynote.jp/201504090713547662/


（…でも未だ死地：サガミハラで園芸やってるよーじゃ、状況把握緑は皆無か…）（←がっ
かり。）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月30日15:43
　

バイトは普通に忙しい。

アルパカさんが居ないから当然キゲンは悪い。(∋_∈)

それはさておき。

あからさまに【急性被曝症状】（しかも致死レベル）が出てる人が、いよいよ東海〜関西まで拡

大中。

(-_-#)

何も知らず

知らされず

気づかず。(-”-;)

これからすぐに地獄の苦しみを味あわされながら、

効くわけもない対症療法だけにナケナシの遺産を全て収奪され尽くして、

最後はボロくずのように

棄てられ追い出されて、

見せかけだけの「医療的行為」さえない「在宅」放置で…

足掻き絶叫しながら、

哭き喚いて苦しみ、

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


絶命して、逝くのだ…

(ノ-o-)ノ　┫

全て解っていて何食わぬ顔して事務処理だけ承ってへらへらして電話切って、

平然と昼飯喰ってる私が、

そうとうア〜ク〜マ〜…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月30日15:44
　

そして既に医者も入院病床も、

医療ソースが、

全く足りていない。らしい…

(ノ-o-)ノ　┫
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（７月30日）　…頼むから、ネタの開陳は近未来ＳＦの中だけにしてください…

https://85358.diarynote.jp/201607302227445483/

（夢　厨）　〜☆ ☆ ☆彡　（＋★）

2016年7月30日 リステラス星圏史略　（創作）
　

おばんです。２２：１５。

（＾＾；）

２０時定時でバイト上がり。

食糧飲料ちゃっかり買い込み、さくさく帰って洗顔して着替えして

寝床にばたんきゅうして仮眠２０分して起きだして

買い込み荷物の分解（？）収納して、軽くお茶（？）飲んで、この時間…。

札幌は２２℃。湿度というか不快指数はかなり１００％に近い感じ。

（－－＃）

まさに、「関東の梅雨どき」そのもの。

という、私が一番ニガテとする気象条件…★
…（－－；）…

（そして漂いまくる「放射性の異臭」…！）

…色々苛苛して、すぐには熟睡できそうにないのと、昨夜の作業がものすごくマヌケなところで
終わっていたので（＾＾；）

ちょっくら「気が澄む」まで、ＰＣと戯れてから、漫画読んで寝ます〜…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=Xpo5Ztlywfg
My favorite Harry Potter songs (1h) 

とりあえず昨晩、Ｗ booking （少し違う）
（＾＾；）しちゃってたコレの、片方は、

このまま。（とりあえずしばらく放置☆）

　↓

https://85358.diarynote.jp/201607302227445483/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160730/85358_201607302227445483_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Xpo5Ztlywfg
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/108717/read


http://p.booklog.jp/book/108717/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－３　『朝日ヶ森の物語』

これ途中茶。（＾＾；）

まだかなり、没原稿古代山脈が、どこかに埋もれてあるはず…。
　↓

http://p.booklog.jp/book/104348/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－３－０　（清峰 鋭 の 物語）

ご飯たべて寝ます〜☆

（２３：５１）。

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
「日本会議が目指すところの「理想的な日本」がどんな国なのか、幹部の口から赤裸

々に語られている。」

http://sun.ap.teacup.com/souun/20186.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
５ミリシーベルト以下のエリアでも２６年後のチェルノブイリでは、７５％以上の子

どもたちが病気になっている。

http://www.windfarm.co.jp/blog/blog_kaze/post-16306 …

amaちゃんださんがリツイート 
岩上安身 @iwakamiyasumi · 10時間10時間前 
僕はかつて厚労省の政務官室で、直接に現役の政務官から言われました。自民党内に

は長きに渡ってこの「安楽死で高齢化問題を解決しよう」という思想が密かに蔓延し

ています。RT @tt_vok: ｳｹﾞｪ( º言º; ) 自民党の政務官が「少子高齢化対策は安楽死から
」とか言ったのか?!

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
いやしくも統計学を学んだ者なら、ここに書かれている数値とグラフが不正を意味す

ることは瞬時に理解できる

file:///tmp/puboo/124102/445476/book/104348/read
http://sun.ap.teacup.com/souun/20186.html
http://www.windfarm.co.jp/blog/blog_kaze/post-16306


http://yaplog.jp/kenchicjunrei/archive/105 …
東京都知事選は過去二回とも、コンピュータによる完全な不正票配分が行われた事実

を統計学が断定するものである

amaちゃんだ @tokaiama · 11時間11時間前 
amaちゃんださんがとりごえネットワーク(鳥越俊太郎)をリツイートしました
電話がけが選挙運動か？　選挙カーに乗って大音量で「最後のお願い」を連呼しま

くり、電話かけまくる

それじゃ旧来の利権選挙そのままで人の心を打つ呼びかけからは縁遠い

https://twitter.com/torigoe_fun/status/759189591123369984 …
鳥越さんの選挙スタッフも「やった」との自己満足の方が大切のようだな

amaちゃんだ @tokaiama · 12時間12時間前 
一度メルトスルーしてしまえば、人類の誰一人どころか宇宙人を連れてきても誰一人

、この核燃料を始末できる者はいない

メルトスルーした核燃料は人類滅亡のその日まで莫大な放射能を垂れ流し続け環境を

汚染し続ける

これも72年前から分かり切っていた常識です
それでも原子炉を作ってしまった

amaちゃんださんがリツイート 
@BLOOD_6_6_6 · 4月19日 
カナダ産　岩塩

放射能の影響で青くなる、岩塩中の金属ナトリウムがコロイド状になるためと見られ

ている。

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

…なんだか「見覚えがあったりする」からコワイわ…ｗｗｗ

…頼むから、ネタの開陳は近未来ＳＦの中だけにしてください…

　

http://yaplog.jp/kenchicjunrei/archive/105
https://twitter.com/torigoe_fun/status/759189591123369984
https://pbs.twimg.com/media/CgZeqiRUsAUJClx.jpg


  



（７月31日）　…そういえば、「我が祖国ナルニア」なのに、２までしか観れてな
いな…★

https://85358.diarynote.jp/201607310813465005/

札幌はまさに「南関東の梅雨時」（－－；）。

2016年7月31日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (1)

おはようございます。

０７：３３です。

４連勤の２日目。

札幌はまさに「南関東の梅雨時」（－－；）継続中。

蒸〜し〜暑〜い〜ッ！（＞＜＃）！

…と、キレつつ、明日から８月…。

バイトに逝けば、クーラーがあります♪

というモチベが生えるので、まぁ良いか…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=RslhuYnbj5c

https://85358.diarynote.jp/201607310813465005/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201607310813465005/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160731/85358_201607310813465005_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160731/85358_201607310813465005_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160731/85358_201607310813465005_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RslhuYnbj5c


The Chronicles of Narnia Soundtrack 

…そういえば、「我が祖国ナルニア」なのに、２までしか観れてないな…★

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 0.039 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00

まぁ現在「仮住まいのアりすエッティ」な北海道札幌。

空気も水道水も、かなりマシな状態に戻ってきました…

…！（＾□＾；）！…。

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
風がくれば放射性微粒子。

雨が降れば降下物に線量上昇。

晴天で気温が高いとオキシダント。

空気中の微粒子が少ないと紫外線。

標高によってはトリチウム。

季節が変わると放射線帯の降下。

なんなの。

…（－－；）…★

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469917800/1011-0010-101000-201607310730.gif?
t=1469918433
（０７；２０〜０７：３０）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1469917800/1011-0010-101000-201607310730.gif?t=1469918433


地震マップ @eq_map · 11分11分前 � 北海道 天塩町 
【M2.5】宗谷地方 深さ21.9km 2016/07/31 07:35:46

ホワイトフード @whitefood1 · 45 分45 分前 
7月31日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CopfEtEVMAEwFXN.jpg

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 別海町 
【M2.5】根室地方 深さ138.5km 2016/07/31 04:55:55

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07月31日 04:49】
北海道地方では、引き続き８月１日にかけて、大雨による低い土地の浸水、土砂災害

、河川の増水、竜巻などの激しい突風、落雷、ひょうに注意してください。

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 浦河町 
【M4.2】日高山脈 深さ56.0km 2016/07/31 03:01:52

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 標茶町 
【M2.8】釧路地方 深さ81.9km 2016/07/31 01:29:04

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.7】青森県西方沖 深さ9.9km 2016/07/30 20:10:22

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.6】浦河南方沖 深さ85.8km 2016/07/30 18:01:04

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 北海道 むかわ町 
【M4.2】上川・空知地方 深さ147.8km 2016/07/30 14:12:56

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年07月30日 15:12】
次の地域に警報が発表されています。

［網走西部］大雨

［北見地方］大雨

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CopfEtEVMAEwFXN.jpg


［紋別北部］大雨

［紋別南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【青森県 竜巻注意情報】
青森県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。積乱雲が

近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください

。

この情報は30日16:20まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18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30日16:00まで有効です。

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ61.2km 2016/07/30 13:57:18

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19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30日15:00まで有効です。

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � 青森 むつ市 
【M3.0】下北半島付近 深さ102.4km 2016/07/30 12:45:51

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年07月30日 13:26】
網走、北見、紋別地方では、３０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。

［網走西部］大雨

［北見地方］大雨

［紋別北部］大雨



［紋別南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年07月30日 13:14】
上川地方では、３０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。

［上川中部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【青森県 気象警報 2016年07月30日 12:57】
三八上北では、３０日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

［上北］大雨・洪水

…揺れて〜ら…★

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月31日8:14
０

５７

１７

００☆
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（７月31日）　アルパカ狼さん今日は居ないと思ってたら居た♪

https://85358.diarynote.jp/201607311531537652/

（＋１曲ｗ）　禍福お多福あざなえる縄ばしごの五徳十徳。（意

味不明）

2016年7月31日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

クーラーを楽しみに出勤したら

効きすぎて極寒。(-"-;)

アルパカ狼さん

今日は居ないと思ってたら

居た♪o(^-^)o

けど、

角度が悪くて鑑賞困難。

(-.-;)

バイト暇すぎ。(^。^;)
定刻で昼休み入れると思ったら

１分前に入電。┐(’〜`；)┌

ＤＮさん不具合未解決で

携帯から画像が投稿できず。

(-"-;)

と思ってたら今日に限って

(^_^;)
ダイレクト投稿画面の日付が

ちゃんと当日に更新されてたｗ

…(^。^;)…

まだアルパカ成分の補給が全然足りてないので、私の営業成績は大変低迷しております…★

https://85358.diarynote.jp/201607311531537652/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201607311531537652/


　↑

（自分でも笑っちゃうくらい、成績のアップダウンとアルパカ成分補充度が相関グラフでしｗ

( ^_^)／□☆□＼(^_^ )

https://www.youtube.com/watch?v=K04jSEfKhms
Popeye Blow me Down Colorized
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月31日21:46
先ほど無事帰投。(^o^)／
１５分仮眠したら、家事やって原稿で遊び鱒♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月31日23:21
…と、思ったら、回線がやたらと重いよ？(ToT)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月31日23:26
今まさに地震とか、そういう話？
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（７月31日）　エルさんのばかっ！★　（※冤罪。）

https://85358.diarynote.jp/201607312323208269/

【 脱毛症や白斑 】に悩むウクライナの子供たち／【 旭川 ０．０
９μ 】／汚染土フレコンバック 毎時５μSv超。

2016年7月31日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)

amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
なぜ、2号機だけ大半の核燃料が底部に残るわけ？
完全メルトダウンした核燃料には制御棒は無関係だから、どんどん核臨界が進行し、

莫大な発熱が止まらない

出てきたモリブデンなどの核種から5000度に達した疑い
こうなれば１００％底を突き破ってメルトスルーし、固まった状態で落ち込んでゆく

amaちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 
死亡率赤丸急上昇中の地域はここだ！

http://inventsolitude.sblo.jp/article/176288615.html …

あらためまして、おばんです。２３：１５。

家事と夜ご飯で思ったより時間くってしまいました★

https://85358.diarynote.jp/201607312323208269/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201607312323208269/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160731/85358_201607312323208269_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160731/85358_201607312323208269_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160731/85358_201607312323208269_3.jpg
http://inventsolitude.sblo.jp/article/176288615.html


家事と夜ご飯で思ったより時間くってしまいました★

さくさく遊んで、気が澄んだら漫画読んで寝ます…☆

https://www.youtube.com/watch?v=69Aj1WnuqRQ
Epic Hits | Best of Silver Screen | 1 Hour Epic Music Mix | EpicMusicVN 

てことで（前項とこれのコメント欄を参照）

全ッ然！はかどりませんでした★

（－－＃）

ひとがせっかくヤル気になっているのに〜…

エルさんのばかっ！★

　　↑

（※冤罪。）

http://p.booklog.jp/book/108717/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－３　『朝日ヶ森の物語』

http://p.booklog.jp/book/104348/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－３－０　（清峰 鋭 の 物語）

これ２つ、ざくざく追加して、本日終了〜。

以下、「借景資料」★（－－＃）★

amaちゃんださんがリツイート 
てんてん @ktht4 · 7月28日 
【製薬会社と一部政治家による、過失ではなく、犯罪】 RT @cheesaka: 子宮頸癌ワク
チン

脳障害、半身不随…　副反応の報告は2900件超え
そしてその報道は日本ではほとんどされてないという。

どうやってこの罪を償うのだろう。

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

https://www.youtube.com/watch?v=69Aj1WnuqRQ
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/108717/read
file:///tmp/puboo/124102/445476/book/104348/read
https://pbs.twimg.com/media/CodLcVPUMAUiPWZ.jpg


amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
東京都民の友人・知人に片っ端から電話をかけて、小池：増田：鳥越の票割について

印象を聞いているが、全員が「完全なインチキ！」と驚いている

今回、ムサシは完全にやりすぎて暴走したようだ

amaちゃんださんがリツイート 
ジュニ坊2 @junibou2 · 7時間7時間前 
@tokaiama 【緊急拡散・動画】次世代の党の票が不正に　隠　さ　れ　る　瞬間が激
写される！！！　この動画はガチで全国民に拡散しないと　ヤ　バ　イ　！ : まとめ安
倍速報 http://blog.livedoor.jp/abechan_matome/archives/42438182.html …(・ω・)ノ
https://t.co/lSwjCcpv9B

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
最初から結果は分かり切っていた

本当の敵はムサシだと、共通の自覚が成立するまで、反日本会議政権候補者が当選す

ることなどありえない

分かり切っていたんだよ！

amaちゃんださんがリツイート 
un志水　満 @tennsi21 · 23時間23時間前 
ここまで国民がばかにされていいのか…
もはや日本の風物詩。。。

立会人が「筆跡の似た票が大量にある」と点検印拒否〜宮城選挙区

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=317457&g=131208 … …
https://pbs.twimg.com/media/Con-a2tUIAU2Z_f.jpg

北濱幹也 @kitahamamikiya · 7月26日 
★選挙権を与えるから

【１８才以上は徴兵する】

自民党副幹事長のビデオ必見→https://www.youtube.com/watch?v=SBJdoCXWLqY …
これが今の安倍自民党です！

https://pbs.twimg.com/media/CoQWBw-UAAA0CAr.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
松井計 @matsuikei · 16時間16時間前 
安楽死議論、おかしなことになってるね。安楽死＝尊厳死議論は、自分が死を選べる

http://blog.livedoor.jp/abechan_matome/archives/42438182.html
https://t.co/lSwjCcpv9B
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=317457&g=131208
https://pbs.twimg.com/media/Con-a2tUIAU2Z_f.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=SBJdoCXWLqY
https://pbs.twimg.com/media/CoQWBw-UAAA0CAr.jpg


ことを主眼として議論されてきた経緯を持つ。つまりは権利の問題だったはずなのに

、今や〈死ぬ義務〉として語られ始めている。なんとも嫌な時代ですよ。世も末感が

並大抵ではない。

amaちゃんだ @tokaiama · 17時間17時間前 
確かに、単独で、わずか数十分で50人を刺し、19人を死なせるというのは非常に不自
然だ

職員も多数いて一人の犯人に何もできなかったということも

事件が2時半に起きて3時半にはニュースが流れたのに、6時までネットに出なかったの
も非常に変だ

この事件、複数犯でなければ辻褄が合わない

amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
福島県南相馬市 法令の640倍の汚染地に戻される住民の悲痛　（女性自身） 
http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/230.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
【生前退位】天皇陛下、8月上旬に「お気持ち」表明へ　テレビ中継の可能性も 
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/19913健康法.jp/archives/19913 
生前退位は生身の人間のやること、国体であり現人神である天皇にはありえないとい

うのが日本会議の主張

https://t.co/jkKY4HVIm2

amaちゃんだ @tokaiama · 18時間18時間前 
二本松市に農業系放射性廃棄物「焼却施設」、除染堆肥や牧草を焼却(2016/7/30 福島
民友)
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5638.html …
中通り一帯がアウシュビッツガス室に！

amaちゃんだ @tokaiama · 19時間19時間前 
昨日は中津川市内のスーパーでウナギの特売

美味しそうな鰻丼が500円　喉から出た手が買おうとしたが、流通の常識を思い出し思
いとどまった

川魚最大産地は茨城県利根川湖沼地帯

事故後出荷停止が続いたので、土用の日となれば全国に安価で大量出荷される

今はストロンチウム９０が恐ろしい

http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/230.html
http://???.jp/archives/19913
https://t.co/jkKY4HVIm2
http://radiation7.blog.fc2.com/blog-entry-5638.html


amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 7月30日 
2013年08月
"jetmen3 
カネボウの白斑！かなりキテますよね！"
"sakioca 
メラノサイト細胞の

dnaが放射線で切断され
細胞が死滅し

メラニン生成出来なくなった

化粧品と放射性物質との

化学反応の結果

最初の通報者は2011/10月
モロですね"

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 7月30日 
(低気温のエクスタシーbyはなゆー
2013年8月20日)より
【写真】チェルノブイリ事故で

被曝した人たちの皮膚に

「白斑」「斑点」が出現した

タララ病院

チェルノブイリ原発事故で被爆し

脱毛症や白斑に悩むウクライナの子供たち

https://pbs.twimg.com/media/ConaZZVVMAAyXDY.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ConabIsUMAECkTZ.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 7月30日 

【福島】相馬の近くで：

汚染土を入れた黒いフレコンバックは

ダンピングされ森林に捨てられた。

表面で毎時５μSv超。
ゆっくり、だが確実に合成樹脂が溶け

https://pbs.twimg.com/media/ConaZZVVMAAyXDY.jpg
https://pbs.twimg.com/media/ConabIsUMAECkTZ.jpg


汚染土は外に漏れはじめる。

http://www.neureuters.de/umwelt/fukushima …

amaちゃんださんがリツイート 
麒麟地震研究所 @kirinjisinken · 7月30日 
観測機2のデータです。27日から再出現した赤の強い反応がマリアナ諸島M7.6の反応な
のか今夜のデータを見て確認します。観測機5にマリアナ発生前と同じパターンの反応
が出ていますので地震が再発生するか観測します

#地震 #地震予知
https://pbs.twimg.com/media/ConV-xJUIAAXays.jpg

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月31日23:24
なんかむちゃくちゃ、やたらと重い…★
（－－＃）★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月31日23:33
一度切って接続しなおしたら直った☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月1日0:36
　

…（＠＠；）…！

＞2009・磯原家、O市に移転
＞2011・『落日』清のESP、

２年ズレてる。だけだわ…★

（磯原家、緊急移転の原因が、「関東にいられない！」だった…）

http://www.neureuters.de/umwelt/fukushima
https://pbs.twimg.com/media/ConV-xJUIAAXays.jpg
https://85358.diarynote.jp/
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（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借景資料集）
 

※
 

も〜、めんどくさい！

ので…（＾＾；）…☆
 

トリガーのみ！
 

コピペ集…☆
 
 
 



（上旬）　毎年滅亡に気をつけて！／南極文明が地軸移動で明らかになるかも。

（７月１日）

http://85358.diarynote.jp/201607010910339187/
http://85358.diarynote.jp/201607010911554877/
http://85358.diarynote.jp/201607011031098450/
http://85358.diarynote.jp/201607011049195672/
http://85358.diarynote.jp/201607011104185945/
http://85358.diarynote.jp/201607011152018841/
 
（７月２日）

http://85358.diarynote.jp/201607020742328218/
http://85358.diarynote.jp/201607020817052026/
http://85358.diarynote.jp/201607020848042104/
http://85358.diarynote.jp/201607020906417034/
 
（７月３日）

http://85358.diarynote.jp/201607030838495996/
http://85358.diarynote.jp/201607030856544906/
 
http://85358.diarynote.jp/201607030904264534/
cmk2wlさんがリツイート 
カラス @dnanoca · 7月1日 
「ここに原発事故由来のセシウムが大量にある」なんて言ったら

「ああ、この人は頭がおかしい人だ」って思われるだけですよ。

言っても一切意味ない上に分析して数字出しても意味ない。何も変わらない。だったら放置する

のみです。変わるのは自分だけで良いのです。

えりか @erikadisco80s · 6月30日 
色々と、面倒くさいので、天変地異、ポールシフトなどで、一気に、地球が海の藻屑と消える

事を、いつも、願っています。早く、今の時代は、一旦、終了させたいですね。それしか、終息

しようがないです。やがて、核戦争になり、地球を傷つける事が目に見えてる。その前に、天変

地異に期待します。

 
（７月４日）

http://85358.diarynote.jp/201607040824143266/
http://85358.diarynote.jp/201607040901395188/



http://85358.diarynote.jp/201607040903287525/
 
http://85358.diarynote.jp/201607042325231707/
うさ山 @usayama · 10時間10時間前 
2016年はポールシフトで人類滅亡するらしく、2017年は聖書に滅亡がハッキリ書かれてるし、
2018年は死海文書に滅亡へのシナリオが予言されていて、2019年は小惑星激突で滅亡するみた
いで、2020年はベテルギウスの超新星爆発をきっかけに滅亡するらしいから、毎年滅亡に気をつ
けて！

 
http://85358.diarynote.jp/201607042342595959/
http://85358.diarynote.jp/201607050059576746/
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（７月５日）

http://85358.diarynote.jp/201607050854267705/
http://85358.diarynote.jp/201607050857328724/
http://85358.diarynote.jp/201607050859477828/
 
 
（７月６日）

 
http://85358.diarynote.jp/201607061027586417/
＞大日釈迦如来閻羅王　大阪市民　聖徳太子 @JINNMUTENNNOU · 2時間2時間前 
＞@PutinRF_Eng @realDonaldTrump 南極文明が地軸移動で明らかになるかも
＞

＞…だからそれは「ネタ」ですから…ッ☆
 
http://85358.diarynote.jp/201607061141182896/
http://85358.diarynote.jp/201607061219568695/
http://85358.diarynote.jp/201607061333515290/
 
 
（７月７日）

 
http://85358.diarynote.jp/201607070800506089/
 
http://85358.diarynote.jp/201607062226044634/



コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年7月7日8:28
超〜激！【異様睡魔】が来ているなぅ…。
 
http://85358.diarynote.jp/201607070830106289/
http://85358.diarynote.jp/201607070859553046/
 
 
（７月８日）

 
http://85358.diarynote.jp/201607080649493611/
＞生き残る３割に入りたかったら、死に物狂いでサバイバル知識＆技能を、

＞習得しておきなさい…★
 
http://85358.diarynote.jp/201607080856588729/
＞（もう、九州は、人の住める環境にないよね…！）
＞（ ↓ 片づける暇さえない！）
 
http://85358.diarynote.jp/201607081036154528/
＞T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
＞2015年10月
＞バングラデシュで日本人が殺害された時の犯人と、今回のテロの実行犯は同じだと報道され

てる。明らかに日本人が標的になってる。で、5日に更なるテロ攻撃を呼びかる映像をISが公開し
たとロイターが報道。現地の日本人は厳重警戒。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/650478673045274624

＞amaちゃんださんがリツイート 
＞兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 13時間13時間前 
＞ダッカの武装襲撃事件。人質だった30代のバングラデシュ人店員の証言で、「日本人客の大半
はすぐに殺害された」と。たまたま居合わせた日本人が殺されたのではなく、日本人を狙った襲

撃だったことがわかる。安倍晋三の幼稚で底の浅い政治の現実。

https://t.co/GucetqMjkU

＞…来ちゃったよ…★（－－＃）★

http://85358.diarynote.jp/
http://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/650478673045274624
https://t.co/GucetqMjkU


＞（とりあえず「海外避難移住」を「一時保留」にしているのは、

＞「この事態」を危惧していたから…★）

＞（※「日本の独裁政権による人民弾圧が酷いらしい」「亡命者可哀想」という、「国際世論の

同情」が集まるまでは、ヘタに動かないほうがいいかも…）
 
 
（７月９日）

http://85358.diarynote.jp/201607090834454074/
http://85358.diarynote.jp/201607090915041118/
http://85358.diarynote.jp/201607090915454526/
 
（７月1０日）
http://85358.diarynote.jp/201607100814162305/
http://85358.diarynote.jp/201607100837557977/
http://85358.diarynote.jp/201607100840315346/
 



（中旬）　（７月11日）

（７月１１日）

https://85358.diarynote.jp/201607110715156889/
https://85358.diarynote.jp/201607110716369988/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607110751461721/

レバダン・希望の花(3) (冬水社文庫)
2016年7月11日 くたばれ！カイザー（ん）！
　

前項＋前々項、これね。

（＾＾）

まだ読みかけですが…。

やっぱり戸川ミトモいいわ♪

（漢字が出ないけど…☆）

若干ＢＬ色もあるので、ニガテ感のあるかたもいらっしゃるでしょうが、質量ともに大したこと

はないです。（＾＾；）

イントロは「昭和５０年代少女漫画の王道パターン」（のひとつ）で、

思わず笑っちゃいましたが…

（平凡？な日本人青少年が、ある日突然、南の国の王様に誘拐されて…ｗというやつｗ）

政治（悪政 vs 民の幸福）の話として十分楽しめますので、今の時期、寝入りばなの安眠オトギ話
として、なかなかオススメですよ〜♪

https://www.youtube.com/watch?v=LWlkWPXfvXc
Quilapayun - El pueblo unido jamas sera vencido
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607112315543525/

https://85358.diarynote.jp/201607110751461721/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=8
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4887419910/
https://www.youtube.com/watch?v=LWlkWPXfvXc


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://85358.diarynote.jp/201607110841265041/
https://85358.diarynote.jp/201607110908343798/
https://85358.diarynote.jp/201607110912049024/
 
 



（中旬）　（７月12日〜⒕日）

（７月12日）
https://85358.diarynote.jp/201607120840175098/
https://85358.diarynote.jp/201607120841094785/
https://85358.diarynote.jp/201607120902445315/
 
（７月13日）
https://85358.diarynote.jp/201607130834537303/
https://85358.diarynote.jp/201607130847287696/
https://85358.diarynote.jp/201607130934435227/
 
（７月⒕日）

https://85358.diarynote.jp/201607140834093380/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…ネタです。（＾＾；）

「ネタ帳」なんです。（＾＾；）

…お願いです…。（－－；）

「ＳＦ書き」の仕込みネタを、

「リアル」が奪わないで下さいな…★（＞＜ｐ）★

（…そういう問題ではナイ…★）

Maurice Ravel @XfBlw · 7月8日 

ポールシフト起きたら

台風の渦の向きが逆になるのねw w w

あとオーロラが色んなところで見えるらしい



極端な話だが

オーロラがもし東京に出現するようになったら

通信網やら電気系統やらが全部お釈迦になるから

人類が狩りで生活していた時代へとイニシャライズされるw

https://www.youtube.com/watch?v=IJ6KqbL1he0
Gregorian - Meadows of Heaven (Nightwish cover) 

窓寝子 @uokih_cat · 1時間1時間前 
優秀な大学に入ったはいいものの周りが出来すぎてるせいで成績の悪い人！

太陽の黒点は4000℃もあるのに周りより温度が低いからって黒く見えてしまうんだ！
だから大丈夫だよ！！！！！！(勢いで押しきる)

マーク・ポッター @famima_official · 3時間3時間前 
冷静に考えると両目でメガネかけて視力0.7ってやばいな···
磁力に換算したら0.7ガウスだぜ？
0.7ガウスって···地磁気よりかろうじて強いぐらいじゃん···

梶尾真治@ゆるゆる復旧中 @kajioshinji3223 · 7月9日 
1991年、風速50メートルの台風19号が熊本を襲い我が家が半壊したとき日本SＦ大賞
の知らせを頂きました。そして今年、震度7の地震でやはり半壊して、茫然自失してい
たら星雲賞長編賞の知らせが。不思議な暗合です。今度、太陽フレアが地球を灼いた

らノーベル文学賞を貰えそうな気がします。

…地球は【ブレイン】よーぐると…ｗｗｗ
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607140905528356/
https://85358.diarynote.jp/201607140938016426/
 

https://www.youtube.com/watch?v=IJ6KqbL1he0


（中旬）（15〜20日）　重力は時間の上位概念。／…ユーラシア大陸に裂け目が入っ
ております…？？

（７月15日）
https://85358.diarynote.jp/201607150833226935/
https://85358.diarynote.jp/201607150931598564/
https://85358.diarynote.jp/201607151113025425/
 
（７月16日）
https://85358.diarynote.jp/201607160836094516/
https://85358.diarynote.jp/201607160854161714/
https://85358.diarynote.jp/201607160857259045/
 
（７月17日）
https://85358.diarynote.jp/201607170118379052/

https://85358.diarynote.jp/201607170827335643/
https://85358.diarynote.jp/201607170845083219/
https://85358.diarynote.jp/201607170850331233/
 
（７月18日）



https://85358.diarynote.jp/201607180813587428/
https://85358.diarynote.jp/201607180816334531/
https://85358.diarynote.jp/201607180902025400/
 
（７月19日）
https://85358.diarynote.jp/201607190824197273/
https://85358.diarynote.jp/201607190824578247/
https://85358.diarynote.jp/201607190825243061/
 
（７月20日）
https://85358.diarynote.jp/201607201000225896/
https://85358.diarynote.jp/201607201001041983/
https://85358.diarynote.jp/201607201058095477/
https://85358.diarynote.jp/201607202019093082/
https://85358.diarynote.jp/201607202212557748/
 
 



（下旬）（21〜23日）　…さぁ〜どっからどこまでが、ネタでリアルだ…ッ？？

（７月21日）
https://85358.diarynote.jp/201607210836453059/
https://85358.diarynote.jp/201607210929344981/
https://85358.diarynote.jp/201607210932204395/
 
 
（７月22日）
https://85358.diarynote.jp/201607220841465830/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

モフ子 ﾅﾉ @moffmiyazaki · 7月20日 
食べる磁気圏

YOYO @yoyobali · 7月20日 
まえにXクラスの太陽フレアの影響で、どうしようもなく意識がボォーっとしてしまってコーヒー
飲んでも何やっても効かなかったのに、

試しに普段絶対食べないインスタント麺を食べてみたら途端にシャキッとした。

モノにはそのものの”役割”ってものがあるんだなぁとミョーに納得したんだった。

…そーか（＠＠）そのテが有ったか…☆

（感度（霊格）落とせばいいのか…ｗ）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607220843105867/
https://85358.diarynote.jp/201607221021325183/
 
 
（７月23日）
https://85358.diarynote.jp/201607230831286125/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=gWPBde06p3M
Fantasy Music - Elves of Sky Mountain 

cmk2wl @cmk2wl · 17 分17 分前 
オゾン層

https://goo.gl/1aY5Do

https://www.youtube.com/watch?v=gWPBde06p3M
https://goo.gl/1aY5Do


杏輔 @wIXlQtf2qCuYd70 · 9時間9時間前 
7月29日に人類滅亡!?
7月29日に地球の北極と南極がグルリと入れ替わる究極のポールシフトである“地磁気
逆転”が起こるからなのだ。地磁気が逆転すれば、地球環境と気象の激変により地球上
の生物の70％が死滅するともいわれている。http://jin115.com/archives/52140108.html
…

シネマ☆にゃんたろう @nyanntarou · 19時間19時間前 
磁極ポールシフト＜＜＜真の極移動（外殻）ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ / “【悲報】次回の人類滅亡
は７月２９日らしいぞ！！今回ももうおしまいだああ！！ : オレ的ゲーム速報＠刃”
http://htn.to/JgHzXxUSG2

Liz @Liz_spring408 · 7月8日 
磁場についての興味深い記事発見

北極の磁極が高速移動により、太陽は磁北から昇り赤道が北上することで日本の気象

は熱帯性の降雨気候に

http://sutooffice.jimdo.com/ 自然科学調査-須藤技術士事務所/自然科学の応用-Ⅲ-続編/第
１６章-太陽からの磁気と生命体/

つじ屋 @sakuza88 · 7月8日 
2001年以降のしっかりしたデータがないらしいけど、北の磁極がめっちゃ移動してる
んだそうな。磁場を感じて渡りを繰り返してきた鳥たちは、今後もちゃんと渡れるん

だろうか。鳥たちがどれほど私たちと有機的に繋がってるかを考えると、鳥たちの将

来は私たちの将来でもあるから気になる。

Liz @Liz_spring408 · 7月8日 
太陽磁場が二極から四極に移行して、地球も極の移動が加速化

地球も磁極が転換してしまうのか…？
北極点がヨーロッパ方向へ急移動と研究発表 | ナショナルジオグラフィック日本版サ
イト 
https://t.co/EYD7oVzRgP

HomeMadeGarbage @H0meMadeGarbage · 6月30日 
ｴｪ━━━━━( ﾟÅﾟ；)━━━━━!!?
＞ 地球の磁極が移動を続けていて、磁極は過去に何度も入れ替わっているということ
も明らかになってきた

http://jin115.com/archives/52140108.html
http://htn.to/JgHzXxUSG2
http://sutooffice.jimdo.com/
https://t.co/EYD7oVzRgP


＞約20万年に1度の割合で磁場が逆転している計算。

もふ@ (´·ω·`)都知事選投票済ｱﾁ @mofumf · 6月20日 
なぜ草を食べていた子犬が瞬間冷凍に？問題は、1万2460年前に地球に何が起きたかだ
。そしてそれは現在世界中で再び起き始めている地殻変動・磁極のブレや移動・気候

変動とどう関係するかだ。国連はCO2と苦しい嘘で誤魔化しているが。世界中に残る
人類のアトランティスやノアの箱船の遠い記憶。

＞1万2460年前
＞世界中に残る人類のアトランティスやノアの箱船の遠い記憶。

…さぁ〜どっからどこまでが、ネタでリアルだ…ッ？？

FB in わんこ @SNSWANKO · 7月21日 
ポールシフトは地軸の移転で磁極移動はポールワンダリングなんだが(´・ω・`) 
https://t.co/0c76UnFTYA

迷信・都市伝説・オーパーツ・法則bot @nrpy_bot · 6月18日 
【ポールシフト】惑星など天体の自転に伴う極（自転軸や磁極など）が、何らかの要

因で現在の位置から移動すること。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。現在では、中心核の磁性変動で磁北が1年に約64キロという速度で
東へ向かって移動しているとされる。

長崎順二 @n1a9g7a6 · 6月3日 
NASAの科学者「2016/6/14〜8/19の間に地磁気反転が起きる」
【地磁気逆転】軸を固定したまま、南北の磁性のみが反転する現象/最後は約77万年前
【ポールシフト】自転に伴う極（自転軸や磁極など）が現在の位置から移動 
https://twitter.com/n1a9g7a6/status/738530740523012097

https://www.youtube.com/watch?v=yeOYg1v4nUk
Epic Elf Music - Battle of the Night Elves 

暖和/nowa @no0__orgel · 3 分3 分前 

https://t.co/0c76UnFTYA
https://twitter.com/n1a9g7a6/status/738530740523012097
https://www.youtube.com/watch?v=yeOYg1v4nUk


はああああああああああ？

7月29日にポールシフトが起こって人類滅亡？？
ふざけんじゃねえよその日私の誕生日だよ！なんで誕生日命日にしなきゃなんねぇん

だよ！！

ポールシフトは起こりませんハイおっけい！！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201607230902257382/
https://85358.diarynote.jp/201607230904107314/
 
 



（下旬）（28日〜31日）　生きるってこんなに大変なことだったっけ？

（７月２８日）

https://85358.diarynote.jp/201607280945336683/
https://85358.diarynote.jp/201607281023284139/
 
https://85358.diarynote.jp/201607281046159432/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

下田　美樹 @ms9005jp · 7月13日 
北海道も終わったな。本気で亡命視野に入れないとだめかもな。本当はここを終の住処にしたか

ったんだけど。

廃炉原発の金属６０トン室蘭に　日鋼で再利用試行　線量は基準内 （北海道新聞) 魑魅魍魎男
http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/167.html …
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
（７月２９日）

https://85358.diarynote.jp/201607290852416264/
https://85358.diarynote.jp/201607291005354922/
https://85358.diarynote.jp/201607291059327761/
https://85358.diarynote.jp/201607291106026270/
 
（７月３０日）

https://85358.diarynote.jp/201607300811218304/
https://85358.diarynote.jp/201607300905526817/
 
https://85358.diarynote.jp/201607300908269465/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

saki décembre @saki_ROSASOLIS · 7月28日 
「世界のアイリス」という本を買って今届いたのだけれど、強烈にすごい内容だ！花

菖蒲からカキツバタ、日本の、世界のアイリスを網羅している！

元々４５００円以上の本が未読で送料含めて１７００円ぐらいで買えた。

素人にはあえてお勧めしないけれど、わたしにはもってこい。

え？（＾＾；）「アイリス萌え」…？？

http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/167.html


名前が【SAKI】って…
誰ですかアナタ…ｗｗｗ

参照ｗ⇒http://85358.diarynote.jp/201504090713547662/
WE LOVE YOU....アイリスと、エイリス。（＋１）

（…でも未だ死地：サガミハラで園芸やってるよーじゃ、状況把握緑は皆無か…）（←がっ
かり。）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
（７月31日）
https://85358.diarynote.jp/201607310832434882/
https://85358.diarynote.jp/201607310903169039/
https://85358.diarynote.jp/201607310906317751/
 

http://85358.diarynote.jp/201504090713547662/


（…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－２０１６－８

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2016年08月）
http://p.booklog.jp/book/125150

 
 
 



奥付

 

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

 
 

 （2018.10.05.〜12.28.一旦終了）
 

☆ 著者 ☆
 霧樹里守

（きりぎ・りす）

 is
♪ 歌いながら大地を歩く ♪ 

著者プロフィール：http://p.booklog.jp/users/masatotoki/profile

感想はこちらのコメントへ

http://p.booklog.jp/book/124102

電子書籍プラットフォーム : パブー（http://p.booklog.jp/）
運営会社：株式会社トゥ・ディファクト

 

 


