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（８月１日）　…ですか？　そうですか…

https://85358.diarynote.jp/201608010823222459/

札幌は「梅雨」／北海道地方では１日昼前から夜遅くにかけて、

大雨による低い土地の浸水に、２日にかけて大雨による土砂災害

や河川の増水に十分注意してください。

2016年8月1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。

０７：３７でした。

４連勤の３日目…（－－；）だるだる。

札幌はまさに「関東の梅雨時」（６月！）…
（－－＃）★

…今日、８月１日。

…ですか？　そうですか…

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201608010823222459/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160801/85358_201608010823222459_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160801/85358_201608010823222459_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160801/85358_201608010823222459_3.jpg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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まぁ、呼吸はだいぶラクになってきました…

地震マップ @eq_map · 26 分26 分前 � 北海道 幕別町 
【M4.3】十勝地方 深さ95.0km 2016/08/01 07:31:27

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ57.6km 2016/08/01 01:33:39

地震マップ @eq_map · 7月30日 � 北海道 天塩町 
【M2.5】宗谷地方 深さ21.9km 2016/07/31 07:35:46

おとなしめでしたね…☆

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08月01日 05:01】
北海道地方では、１日昼前から夜遅くにかけて、大雨による低い土地の浸水に、２日

にかけて大雨による土砂災害や河川の増水に十分注意してください。また、竜巻など

の激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

…へ？！（＠＠；）？？…★

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年07月31日 23:28】
上川地方では、１日明け方まで河川の増水に警戒してください。



［上川中部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年07月31日 21:47】
上川地方では、１日未明まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。

［上川北部］大雨

［上川中部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【北海道 当麻川で氾濫危険水位に】（続き）
北海道は、今後の水位や自治体が出す避難に関する情報に注意するよう呼びかけてい

ます。

（2016年7月31日 21:24 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【北海道 当麻川で氾濫危険水位に】
北海道によりますと、北海道当麻町を流れる当麻川は、午後8時半の時点で、町内の観
測点で洪水が起きるおそれのある氾濫危険水位に達しました。

http://nerv.link/w2Lg7A

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年07月31日 18:21】
紋別地方では、３１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。

［紋別北部］大雨

［紋別南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年07月31日 17:39】
空知地方では、３１日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。

［北空知］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年07月31日 17:17】
上川地方では、３１日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、３１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。

［上川北部］大雨・洪水

http://nerv.link/w2Lg7A


［上川中部］大雨・洪水

［上川南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年07月31日 16:09】
渡島、檜山地方では、３１日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒して

ください。

［渡島東部］大雨

［檜山南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年07月31日 15:23】
上川地方では、３１日夜のはじめ頃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。

［上川北部］大雨

［上川中部］大雨・洪水

［上川南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【上川・留萌地方 竜巻注意情報】
上川・留萌地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。

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

ください。

この情報は31日16:30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 気象警報 2016年07月31日 15:17】
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

［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 
【北海道 美瑛町東部付近と上富良野町付近 猛烈な雨か】（続き）
災害の危険が迫っていることから、気象庁は「記録的短時間大雨情報」を発表して、

安全を確保するよう呼びかけています。



（2016年7月31日 14:59 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【北海道 美瑛町東部付近と上富良野町付近 猛烈な雨か】
気象庁によりますと、北海道美瑛町の東部付近と上富良野町付近では、レーダーによ

る解析で、いずれも午後2時半までの1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が降ったと見ら
れます。

http://nerv.link/2HQUhc

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【上川地方 記録的短時間大雨情報 2016年07月31日 14:50】
１４時３０分北海道で記録的短時間大雨

美瑛町東部付近で約９０ミリ

上富良野町付近で約９０ミリ

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年07月31日 14:50】
渡島地方では、３１日夕方から３１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 · 18時間18時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年07月31日 14:45】
上川地方では、３１日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水に、３１日夕方か

ら３１日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

［上川北部］大雨

［上川中部］大雨・洪水

［上川南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【十勝地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【上川・留萌地方 竜巻注意情報】

http://nerv.link/2HQUhc


特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【北海道新得町北部付近 １時間に約９０ミリの雨か】（続き）
災害の危険が迫っていることから、気象庁は「記録的短時間大雨情報」を発表して、

安全を確保するよう呼びかけています。

（2016年7月31日 13:57 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【北海道新得町北部付近 １時間に約９０ミリの雨か】
気象庁によりますと、北海道新得町の北部付近では、レーダーによる解析で午後1時半
までの1時間に、およそ90ミリの猛烈な雨が降ったと見られます。
http://nerv.link/ja2gs0

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【十勝地方 記録的短時間大雨情報 2016年07月31日 13:50】
１３時３０分北海道で記録的短時間大雨

新得町北部付近で約９０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。

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【十勝地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【上川・留萌地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年07月31日 11:52】
北見、紋別地方では３１日夜のはじめ頃まで、網走地方では３１日昼過ぎから３１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

http://nerv.link/ja2gs0


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31日 11:47】
空知地方では、３１日昼過ぎから３１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。

［北空知］大雨

［中空知］大雨

［南空知］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【十勝地方 気象警報 2016年07月31日 11:46】
十勝地方では、３１日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

［十勝北部］大雨

［十勝中部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年07月31日 11:27】
上川地方では、３１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。

［上川北部］大雨

［上川中部］大雨

［上川南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年07月31日 11:09】
日高地方では、３１日夕方まで土砂災害に警戒してください。

［日高東部］大雨

…北のほうは、「また」荒れてたんだ…||||（＠＠；）||||…

…それで、「旭川０．０９μ」か…★（前項参照）

（…農家たいへん。観光業もたいへん。（ＴＴ：）

（…野菜が値上がりするなぁ…★）

       



 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月2日7:28
０５７

２

００７☆

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
https://85358.diarynote.jp/201608010907585949/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月1日14:41
　 
バイトぶち厄日★(^_^;)★ぽいけど、全国の荒れっぷりをかんがみるに、「いま札幌にいる」こと
自体が大吉なので、文句なんか言わない。┐(’〜`；)┌

誰が対応してもほぼ絶対ミスるであろうダンジョンのような案件に当たって案の定ボケミスをや

らかしたけど(^。^;)

お客さん好い人だったし、

今日はフィル痴いなくてo(^-^)o

当直がキングスリーだから、

むしろらっきぃ♪
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（８月１日）　なにかの予言でしょうか（誤報）／りあるが凄すぎて近未来史なんか負
けました…ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201608012245311559/

◆緊急地震速報(第3報)◆【M9.1】東京湾 深さ10km／予報であり
誤報ではないって近日発生するってこと？／あした朝起きて鏡見

て頭にわっかがくっついてなければとりあえずOKか。

2016年8月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

トマト大好き @tmato30kcal · 4時間4時間前 

【悲報】日本列島一時ほぼ真っ赤に染まる（地震誤報速報） 
https://pbs.twimg.com/media/CoxCpocVIAE4vIJ.jpg

おばんです。２２：２２…まで、あと１分…☆

残業５分。２１：３０頃さくさく帰投。

２０分「気絶睡眠」して、起きだして着替えて買い込み荷物分解して、窓の開け示して夜ご飯の

支度して…この時間。
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https://pbs.twimg.com/media/CoxCpocVIAE4vIJ.jpg


（＾＾；）

何やら色々面妖なので、ちょっくら情報チェックしてから、

気の「澄む」まで、原稿で遊びます…。

https://www.youtube.com/watch?v=avEIUIhKp4Q
Beautiful Female Vocal | 2-Hours Epic Emotional | Epic Music Mix | Epic Music VN 

（あ、今、２２：３３を観ました…ｗ）

ホワイトフード @whitefood1 · 1 時間1 時間前 
8月1日21時14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/CoxeY1LVMAApR9A.jpg

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1470057000/1011-0010-101000-201608012210.gif?
t=1470057636
（２２：００〜２２：１０）

これ、朝もあったよね…？（〜〜；）★
　↓

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 千葉 君津市 
◆◆緊急地震速報(最終第2報)◆◆【M0.0】undefined 深さ10km 2016/08/01 17:09:04
発生 最大予測震度5弱以上
(G)http://j.mp/2asI7nR (Y)http://j.mp/2aKmqkL

地震マップさんがリツイート 
ゆれたかも…bot @YuretaKamo · 5時間5時間前 
[01日17時11分頃] 茨城県 あたりで揺れたかも… #地震
(アニメ) http://j.mp/2aKniWw (画像)
https://pbs.twimg.com/media/Cowm33KVUAA09Ky.jpg

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 日本 
◆◆緊急地震速報(第3報)◆◆【M9.1】東京湾 深さ10km 2016/08/01 17:09:02発生 最大

https://www.youtube.com/watch?v=avEIUIhKp4Q
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CoxeY1LVMAApR9A.jpg
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1470057000/1011-0010-101000-201608012210.gif?t=1470057636
http://j.mp/2asI7nR
http://j.mp/2aKmqkL
http://j.mp/2aKniWw
https://pbs.twimg.com/media/Cowm33KVUAA09Ky.jpg


予測震度7

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 千葉 君津市 
◆◆緊急地震速報(第1報)◆◆【M0.0】undefined 深さ10km 2016/08/01 17:09:04発生
最大予測震度5弱以上
(G)http://j.mp/2asI7nR (Y)http://j.mp/2aKmqkL

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 埼玉 所沢市 
◆◆緊急地震速報(第1報)◆◆【M0.0】undefined 深さ10km 2016/08/01 07:36:46発生
最大予測震度5弱以上
(G)http://maps.google.co.jp/maps?q=35.8,139.5&ll=35.8,139.5&z=7&t=m …
(Y)http://map.yahoo.co.jp/pl?
lat=35.8&lon=139.5&datum=wgs&layout=full&z=9&mode=map …

携帯のほうだとこう。

地震情報

8/1　１７時９分に発表された緊急地震速報（最大震度７、マグニチュード９．１の
地震）は取り消されました。

何なの？予知なの？磁気嵐なの？？

それとも、「人工地震」の「予告」なの…？？

amaちゃんだ @tokaiama · 2 時間2 時間前 
「首都圏に震度７」緊急地震速報を誤報　落雷が原因？

http://www.asahi.com/articles/ASJ8161QNJ81UTIL04P.html?
ref=rss&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter …
悪い冗談はやめてくれ！

そんなデタラメなシステムなら、やめてしまえ！

この「誤報」は確実に、CIAジャパンハンドラーが、迫り来る関東大震災後の挙動を把
握するためのシュミレーションだ

https://t.co/lTRm8RKQBO

http://j.mp/2asI7nR
http://j.mp/2aKmqkL
http://maps.google.co.jp/maps?q=35.8,139.5&ll=35.8,139.5&z=7&t=m
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=35.8&lon=139.5&datum=wgs&layout=full&z=9&mode=map
http://www.asahi.com/articles/ASJ8161QNJ81UTIL04P.html?ref=rss&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://t.co/lTRm8RKQBO


amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
IQ130以上ある人は気象庁のM9.1 緊急地震速報が誤配でなく意図的に出されたものだ
と瞬時に気づく

なお子供のIQを高くする方法は、生活を深刻な汚染大気に晒してアトピー・アレルギ
ー体質にし、過敏症や被害妄想の性格にすればIQは140以上になるだろう
やってごらん　(-_-)

…小学校入学時のテストでは、確か１２６ぐらいでしたが…（＾＾；）…★

みつ @maemu0222 · 2分2分前 
今日の地震誤報でこれを思い出して怖かった→5年前、ニュージーランドで6.3地震が
発生、日本で2週後に震度5、2日に9.0の大地震。2週間前にニュージーランドで6.3地
震発生、震度5地震までは同じパターン…
引用元:「https://www.ilbe.com/8512378073 」

混世魔王 @jyakobi_tan · 9分9分前 
「首都圏に震度７」緊急地震速報を誤報　落雷が原因？（朝日新聞デジタル） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160801-00000068-asahi-soci …
#Yahooニュース
何を情報操作しているのか？問題はあらかじめ東京でM9の地震が起きた時の日本全国
の震度を示す地図があるということ。

うみ@あゆりん @umi_mr213 · 9分9分前 
まだ緊急地震速報の誤報がトレンドにあるのか笑

「なんで誤報？」より「ああ、誤報でよかった」だよ〜

萎縮させると本当に必要な時に警報鳴らないぞ〜長期的に見て精度を上げたりエラー

を減らすことは大切だけどまずは早く知らせることが何より大切かなって。発表の通

りだったら日本壊滅級だった…

261件のリツイート 
ロイター.co.jp� 認証済みアカウント � @Reuters_co_jp · 3時間3時間前 
#気象庁 によると、１日午後５時９分ごろ、千葉県富津市付近で最大震度７を予測した
との #緊急地震速報 を発表したが、揺れが観測されなかったため、取り消した

横浜地球物理学研究所 @Yokohama_Geo · 3時間3時間前 

https://www.ilbe.com/8512378073
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160801-00000068-asahi-soci


17時09分頃の緊急地震速報（予報）の誤報、落雷が原因との声もあるようです。該当
時刻前後に、確かに富津付近で対地雷がひとつ観測されています。東京電力・落雷

情報 
https://twitter.com/Yokohama_Geo/status/760064342607835138

amaちゃんださんがリツイート 
Ｍペッコ @pecko178 · 4時間4時間前 
何故、気象庁が誤配信したのか。

上では一斉に監視をしたはず。

人達の動き。

車の流れ。

電車も一時停止。

監視が終わり「誤配信でした」

https://t.co/HIxtFJ4X1D

京急2011F @yokosuka2000 · 6時間6時間前 
緊急地震速報発生の瞬間

YRP野比〜京急長沢間で緊急停車しました。2回も誤報の緊急地震速報が発生しました
。

https://twitter.com/yokosuka2000/status/760030929939148804

Nemain @Nemain496 · 6時間6時間前 
防災科研さんより強震モニタ。

緊急地震速報誤報が出た時の地中加速度です、房総半島の一個だけ、観測点が荒ぶっ

ています、お納め下さい。 
https://twitter.com/Nemain496/status/760030471434571776

獣野人荒縄幼女権 @ittekikun · 6時間6時間前 
東京震度7誤報事件まとめ
・地震計に落雷し誤反応

・1つの地震計のみ誤計測した為一般向け緊急地震速報は出ず（テレビ等）
・高度利用者向け緊急地震速報を利用したソフトウェア（BOT含め）は軒並み作動し
た為Twitterで騒ぎになる

sytd_N.Takumi@男子校生 @sytd_taku · 6時間6時間前 
マグニチュード9.1とか半端ない。
気象庁によると、地震は発生していないとのこと。

https://twitter.com/Yokohama_Geo/status/760064342607835138
https://t.co/HIxtFJ4X1D
https://twitter.com/yokosuka2000/status/760030929939148804
https://twitter.com/Nemain496/status/760030471434571776


緊急地震速報は誤報。 
https://pbs.twimg.com/media/CowplvMUIAAs8rw.jpg

if @Fivtter · 6時間6時間前 
これ誤報じゃなかったら絶対死んでる 
https://pbs.twimg.com/media/CowpjNDVUAUDKI2.jpg

緊急地震速報bot（β） @zishin3255 · 6時間6時間前 
【お知らせ】先ほどの地震情報ですが誤報または誤作動のようです。

Caren＠3日目U58a売り子奴 @caren_eth1 · 6時間6時間前 
地震誤報のせいでシステムが東京のデータセンターから地方の予備系に自動で切り

替わっちゃって超実践的な緊急時訓練状態になってる。これから切り戻すのかよって

みんな顔真っ青でわろたwwwwwわろた… #定時直前

東京防災 @bousaitokyo · 6時間6時間前 
ただいま2度に渡って東京湾を震源とする緊急地震速報が発令されましたが、実際は揺
れが観測されておらず誤報と見られます。

皆様落ち着いて行動してください。

黒田八平@RainbowRoad @Kuroda_Happei · 6時間6時間前 
緊急地震速報の誤報

これはビビる 
https://twitter.com/Kuroda_Happei/status/760025584474828800

Ichiro Mizuki� 認証済みアカウント � @aniki_z · 6時間6時間前 
緊急地震速報？東京？誤報？

ちょも @tkaz2009 · 6時間6時間前 
スマホのゆれくるが壮絶な誤報。

これ、間違いなく日本沈没コースだ··· 
https://pbs.twimg.com/media/CownDLoVUAAf5LS.jpg

…まぁ、とりあえず、

「その場に居合わせずに済んだ強運」に、感謝してシメとくか…ｗ

https://pbs.twimg.com/media/CowplvMUIAAs8rw.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CowpjNDVUAUDKI2.jpg
https://twitter.com/Kuroda_Happei/status/760025584474828800
https://pbs.twimg.com/media/CownDLoVUAAf5LS.jpg


（いたら我ながら後で恥ずかしくなるようなオソモロシイ反応をカマシたに間違いない…ｗ）

金太ωまひえもん @mahiemon · 6時間6時間前 
誤報だったので良かったけど一部システムの地震速報受けて動くやつが正常に動いて

ない事が分かったので、残業して原因調査です…
良かったのか悪かったのか…

Yojiro UO @yojiro · 6時間6時間前 
EEW誤報、なにがおこったん？東京湾M9.1だとこんなひどいことになるらしい。

千葉県南部震度7程度以上
東京都23区震度7以上
神奈川県東部震度7程度以上
千葉県北西部震度7程度以上 
https://pbs.twimg.com/media/CowneVZVUAA7UwY.png

rassvet@ｺﾓﾌｽ @rassvet · 7時間7時間前 
ゆれくるがやっちゃいけない誤報投げてきて心臓止まるかと思った 
https://pbs.twimg.com/media/Cowm4MnUAAAFiCH.jpg

クルマエニ　by　ドリドリ @doridoriroom · 7時間7時間前 
なにかの予言でしょうか（誤報） 
https://pbs.twimg.com/media/CowmwnZVUAAoEG3.jpg

成田伸子/TENKY☆砂町原山 @BON_NOB · 7時間7時間前 
強震モニタExtensionと「The Last 10-Second」が緊急地震速報。東京湾直下M9.1。
10km…死を覚悟したんだけど誤報でした。（＾＿＾；

地震研究所 @jishinkenkyu · 7時間7時間前 
誤報だよね？ 
https://twitter.com/jishinkenkyu/status/760024924752744448

amaちゃんだ @tokaiama · 12時間12時間前 
東電も政府も、事故直後にフクイチが致死量の放射能を放出したことを完全に知って

いたから小森常務が泣き崩れた

ところが、その後二千名の放射能死が明らかなのに、東電は認めず、補償も一切拒絶

https://pbs.twimg.com/media/CowneVZVUAA7UwY.png
https://pbs.twimg.com/media/Cowm4MnUAAAFiCH.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CowmwnZVUAAoEG3.jpg
https://twitter.com/jishinkenkyu/status/760024924752744448


、マスコミも追求せず、政府も知らん顔

これが先進国のやり口か！

ナチスなみの人間への巨大犯罪だろう

amaちゃんだ @tokaiama · 12時間12時間前 
「致死量の放射能を放出しました」2011年３月18日の会見で東電の小森常務は、こう
発言したあと泣き崩れた

大震災直接死は　岩手4673　宮城9541　福島1613
関連死は岩手459　宮城920　福島だけは2031
福島以外は概ね10:1 だが福島は10:12.4
放射能で死亡

けいちゃん@土浦 @jp_kenchan_dayo · 16時間16時間前 
さきほど７：３６に、震度５弱の緊急地震速報を受信したけど、これは誤報のようで

すね。

強振モニタを見ると、埼玉県所沢の観測地点が、異常動作したようです。 
https://pbs.twimg.com/media/CoukEk5UMAAUdQj.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
ぐちうら @guchirubakari · 7月30日 
コンビニでレジ待ちしていて前の高校生が衝撃的な話をしていたので書く。

「期末テストの社会で「原発は賛成か反対か意見を書け」ってあったんだよ。だか

ら俺、「反対」って書いたらバツで返された。意見書けってのにバツっておかしく

ねえ？」

今の教育現場はこうまでになったのか。

…さて…（－－；）…。

りあると判別のつかない、「未来史」に生きますよと…★

（２２：５５）

欝狩＠ＧＭ傭兵レグナ @uttukary · 40秒40秒前 
今日の震度７の地震（表向きは誤報となっている）を未然に防いだ超常能力者が多す

https://pbs.twimg.com/media/CoukEk5UMAAUdQj.jpg


ぎる…ｗ
https://t.co/oGDZtxqpmH

しばりえ @shibarie9169 · 1分1分前 
今日の誤報はひどかったね。でも備えあればだ。

あの時携帯から警報がなり、職場で全員震え上がり、慌てた。それから落ち着いて、

閉店して帰宅する流れを各自に説明した。男性が扉を開けて入口確保、頭を守り落ち

着くまで耐えて、落ち着いて移動。関東が麻痺してテレビではニュースすらないのか

って。

おいでんせ 1049@mri0106 · 4分4分前 
そろそろ眠くなったので寝ようとは思うけど、突如スマホにあんな心臓に悪いモノが

表示されてしまっては、いくら誤報とはいえ自分が本当に生きているのか不安ですよ

ね

明日朝起きて鏡を見て、頭にわっかがくっついてなければとりあえずOKか

ゲームアプリ＠まとめ @webvender · 6分6分前 
気象庁の「東京湾大地震」誤報から、ネット上で「世界線が移動した」「タイムリー

プで誰かが地震を止めた」説などが大量発生ｗｗｗｗｗ

http://goo.gl/QTKaVT 
#雑談・その他の話

betty☆【体感memo】 @winegasukidayo · 7分7分前 
２回目の誤報の震源地の詳細が分からないけど、私が見てる地震情報が確かなら、目

の前には東電があって避雷針もあちこちにあるんだけどねぇ。情報が錯乱してて何が

なんだか分からない。不思議な誤報だわ…。

アドルフ・ヒトラー@総統閣下 @soutou_hitler · 30分30分前 
震度7の地震が誤報だったのは安倍の地震兵器実験が失敗したせい！！安倍は独裁者！
安倍はヒトラー！日本は戦争しようとしてる！あああああああ！！！

レリーフくん@ワサラー団十二神将 @Relief_kn · 1時間1時間前 
緊急地震速報でこれは笑った。

誤報だったから良かったけど 
https://pbs.twimg.com/media/CoxnDy2VMAAv13z.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CoxnE7LUkAAABMH.jpg

https://t.co/oGDZtxqpmH
http://goo.gl/QTKaVT
https://pbs.twimg.com/media/CoxnDy2VMAAv13z.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CoxnE7LUkAAABMH.jpg


トマト大好き @tmato30kcal · 2時間2時間前 
この地震の誤報で何らかの損害が出てたら国が全部払ってくれるのか 
https://pbs.twimg.com/media/CoxYzjaUMAQTqrA.jpg

管理人 @_KanRiNin_ · 2時間2時間前 
震度7の誤報が出たけど原因は雷による誤動作と思われる、ってそれもう完全に雷のエ
ネルギーで世界線分岐させる装置が動いた的なやつじゃんって思ったよね。

メーテル @_maeter · 3時間3時間前 
ただいま、鉄郎。ちょっと過去に戻って震度７の地震を止めてきたわ。誤報というこ

とにするように指令は出しておいたから安心して。　ええ、震度７くらいなら私がこ

う手で地面をぐーっと押さえておくだけで止められるわ。

小田嶋隆 @tako_ashi · 4時間4時間前 
今日の緊急地震速報が結果として誤報になったのは、タカシ会のメンバーが、倒立設

置した地震兵器を使って逆位相の地震波を発生させたからだぞ。

浦さん @monet_1202 · 4時間4時間前 
実はさっきの緊急地震速報は誤報なんかじゃなく、私達の知らないところで壮絶なド

ラマが繰り広げられていて、名も無き勇者が間一髪のところで日本沈没を食い止めた

んだよ…。日本を救ってくれてありがとう！！

[GOD][GOD][GOD] @pad_syarosyaro · 5時間5時間前 
皆はいいよなーTwitterで緊急地震速報誤報wwとか呟いていつも通りの一日を過ごすん
だから。

…まったく、地震を阻止する俺の身にもなれっつーの…。
ま、これ以上の混乱は避けたいし仕方ねーか…（大剣を月夜に煌めかせ）
さーてと、日本救っちゃいますか。（闇夜に消える）

豆腐（埼玉） @mayoi894_mpik · 5時間5時間前 
震度7誤報って、完全にあとで地底から巨大怪獣が出現して「あれは誤報なんかじゃ
なかったんだ……」っていうフラグじゃん。今頃1人だけ異常に気付いた博士が関係各
所を走り回ってるけど誰にも相手されてない頃だな

世界の中心で、何かを叫ぶ @center_of_world · 5時間5時間前 
さきほど起きた緊急地震速報の誤報について、「人工地震を起こそうとして失敗

した！」と主張する陰謀論者が湧いているようですw

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


https://pbs.twimg.com/media/Cow0nXXVMAAlwVm.jpg

ツイ速くん @tuisokuJP · 6時間6時間前 
TLで
・実は実際に震度7の地震は起きていて今は死後の世界説
・地震が起きた後に過去へ何者かがタイムリープをして地震を誤報だったことにした

説

・地震を食い止めたのはまさに自分説

・大地震が起きた世界と起きてない世界に世界線が分かれた説

・本当に誤報だった説

が提唱されている

願書を出さなきゃいけない岡津 @_okaz · 6時間6時間前 
「なんだ、誤報か……よかったよかった……」
そう思いながら、いつものように家路につく。

「特急新宿行きです。次は京王多摩センターに停まります」

トンネルを抜けると、そこには倒壊した家々とひび割れたビルが並んでいた——
みたいな書き出しで始まる異世界転移系SF

Hetare_takumu @Hetare_Takumu · 6時間6時間前 
今出てる説一覧

・実は全員死んでるけど気付いていない説

・地震のエネルギーが強すぎて瞬間的に世界線が分岐して地震が起きていない世界線

に飛ばされた説

・速報からのわずかな間で能力者が地震を止めた説

・誤報説

【非公式】らて＠8月9日誕生日です 298@Hz · 6時間6時間前 
地震速報が誤報だと出た。一瞬の出来事であり、地震は現実に起こっていたのだ。こ

こは天国である。日本が沈んだのだ。我々は気づかずに誤報だと安心し、喜びツイー

トをした。

みたいな小説誰か書いてくれ

この日本の終わりの地震速報で 
https://pbs.twimg.com/media/CowsKW0UkAA6FYW.jpg

せっちゃん @ozasikigodzilla · 6時間6時間前 
震度7の誤報に「ゴジラでも出たか」と思ったら平成ゴジラの横側っぽい雲が…((((；

https://pbs.twimg.com/media/Cow0nXXVMAAlwVm.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CowsKW0UkAA6FYW.jpg


ﾟДﾟ)))))))（足立区扇大橋駅付近） 
https://pbs.twimg.com/media/Cown7BaVUAA2iBi.jpg

Sir Metron Norman @_unikon · 7時間7時間前 
たぶんこの誤報は終盤に響いてくる大事なフラグだからみんな覚えておこうな

ゆりしーず @hms_ulysses · 7時間7時間前 
誤報じゃなかったらみんな死んでタイムラインに思念だけ残ってるレベル

…困った…（＾＾；）…★

リアルがこうなっちゃうと、もう、ＳＦ作家群は、失業するしかないです…ｗｗｗ

サミー @HamadaMasaharu · 5時間5時間前 
しかし、誤報だからよかったものの、この震源でＭ9.1になると日本全国が激甚状態に
なるんですね。

何らかのお知らせとして、肝に命じておきます。

#地震速報
https://pbs.twimg.com/media/Cow2o9tVUAA4_Nc.jpg

麒麟地震研究所 @kirinjisinken · 5時間5時間前 
凄い誤報でした。実際には揺れてないのでリアルタイム震度は青く表示されていまし

たので直ぐ誤報とわかりました。今日は朝8時頃にも同じような誤報がありました。 
https://pbs.twimg.com/media/Cow1c-nUsAEYYk7.jpg

radioya @radioya · 5時間5時間前 
いちばん怖いのは「今回のような地震はあり得ない」とか「これからは真偽を判断す

る力が必要」みたいな言説が蔓延してしまうこと。たとえば、誤動作するからと火災

報知器の警報を信用しない人に限って、火災で命を落としている。「誤報でよかった

。でも次回はホンモノかも」と思い続けることが大切。

あ、いま、２３：２２観ちゃった…ｗｗｗ

https://pbs.twimg.com/media/Cown7BaVUAA2iBi.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cow2o9tVUAA4_Nc.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cow1c-nUsAEYYk7.jpg


２３：２３…☆彡

Five @five1130 · 6時間6時間前 
震度7の地震の誤報が来たのに「地震が起きた世界線と起きなかった世界線に分かれた
」とか「地震を止めたのは俺だ」とか「実は地震が来て我々は死後の世界にいる、こ

のTLはただの残留思念」とかユーモアかます日本人余裕ありすぎでしょ末永く生きて
欲しい

       

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月1日23:52
ダメです。（＾＾；）

りあるが凄すぎて近未来史なんか負けました…ｗｗｗ

ご飯たべて漫画よんで寝ますｗ
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（８月２日）

https://85358.diarynote.jp/201608020750172556/

【北海道に記録的短時間大雨情報】

2016年8月2日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=5NVt5JryxPA
オネアミスの翼OP 

おはようございます。

０７：３０ジャスト。（＾＾）

札幌は今日も「関東の梅雨どき」の蒸し暑さ…
（－－；）

気温２７℃。（＾＾；）

すいません。（＾＾；）

でも、先週までこの時間、１７℃とか…だったんですよ確か。
（すでに記憶が曖昧）
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https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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暑いの嫌いな霧樹りす、ぐてぐてです…★

（とりあえず卓上扇風機が脳ミソとＰＣを冷やしてくれてます…）

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

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

空気はだいぶマシになってきました…（？）

しかしやはり、ソコハカとなく、刺激性（放射性）異臭が…？？

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月02日 05:41】
根室、釧路地方では、２日朝まで土砂災害や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

［根室南部］大雨

［釧路南東部］大雨

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.1】北海道東方沖 深さ68.9km 2016/08/02 00:11:06

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月01日 22:10】
留萌地方では、２日明け方まで河川の増水に警戒してください。

［留萌中部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月01日 20:27】
空知地方では、１日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。

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


［北空知］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月01日 20:25】
上川、留萌地方では、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。

［上川北部］大雨・洪水

［留萌北部］大雨

［留萌中部］大雨・洪水

［留萌南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月01日 20:17】
網走地方では、１日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。紋別地方では、

１日夜遅くまで河川の増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

［紋別南部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【十勝地方 気象警報 2016年08月01日 20:11】
十勝地方では、１日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。

［十勝北部］大雨

［十勝中部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【北海道に記録的短時間大雨情報】（続き）

気象庁は数年に1度しかないような記録的な大雨となり、災害が発生する危険が迫って
いるとして、「記録的短時間大雨情報」を発表して安全を確保するよう呼びかけてい

ます。

（2016年8月1日 18:37 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【北海道に記録的短時間大雨情報】

気象庁によりますと、北海道では午後6時10分までの1時間に苫前町の霧平峠で95ミリ
の猛烈な雨が降ったほか、レーダーによる解析で午後6時10分までの1時間に小平町東
部付近と苫前町付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。



特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【2016年8月1日 18:37 NHK】
北海道に記録的短時間大雨情報

http://nerv.link/J0y2uH

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【留萌地方 記録的短時間大雨情報 2016年08月01日 18:29】
１８時１０分北海道で記録的短時間大雨

苫前町霧平峠で９５ミリ

１８時北海道で記録的短時間大雨

小平町東部付近で約１００ミリ

苫前町付近で約１００ミリ

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月01日 18:25】
次の地域に警報が発表されています。

［上川北部］大雨・洪水

［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

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 北海道 幕別町 
【M2.5】十勝地方 深さ87.1km 2016/08/01 17:19:27

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ49.3km 2016/08/01 17:18:58
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月2日15:30
あれ？

雨の情報…追加したのに…

どこ行った…？

(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月3日7:56
★　ｗ（＾へ＾；）ｗ　★

データ追加したまま、更新かけずに、出勤しちゃってました…★

ｗ（－－；）ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月3日8:31
特務機関NERV @UN_NERV · 2日2日前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月01日 16:29】
空知地方では、１日夜遅くまで土砂災害に、１日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、１日夜の

はじめ頃から１日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

［北空知］大雨

［中空知］大雨・洪水

［南空知］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 8月1日 
【北海道地方 気象情報 2016年08月01日 16:16】
日本海側とオホーツク海側では１日夜のはじめ頃まで、太平洋側東部では２日朝にかけて、大雨

による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に警戒し、北海道地方では竜巻などの激しい突風

や落雷に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 8月1日 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月01日 15:28】

https://85358.diarynote.jp/
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次の地域に警報が発表されています。

［網走西部］大雨

［網走東部］大雨

［網走南部］大雨

［北見地方］大雨

［紋別北部］大雨・洪水

［紋別南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 8月1日 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月01日 14:53】
上川地方では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。上川、留萌地方では、低い土地の浸

水に警戒してください。

［上川北部］大雨・洪水

［上川中部］大雨

［上川南部］大雨

［留萌北部］大雨

［留萌中部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 8月1日 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月01日 14:17】
空知地方では、１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。

［北空知］大雨

［中空知］大雨

［南空知］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 8月1日 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月01日 14:08】
網走、北見、紋別地方では、１日夜のはじめ頃まで土砂災害や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

［紋別北部］大雨

［紋別南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 8月1日 



【宗谷地方 気象警報 2016年08月01日 13:13】
宗谷地方では、１日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。

［宗谷南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 8月1日 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月01日 12:11】
次の地域に警報が発表されています。

［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

特務機関NERV @UN_NERV · 8月1日 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月01日 11:35】
次の地域に警報が発表されています。

［根室北部］大雨

［根室中部］大雨

［根室南部］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



（８月２日）　アルパカ成分補給不足。(-”-;)

https://85358.diarynote.jp/201608020907365465/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月2日15:22
　

大ざっぱに「厄日認定」なんだけど。(^_^;)

【首都直下型：Ｍ９地震】を、

「免れた」後なので…(^。^;)！

もう大概のことは、

恩赦とかな感じよね！

┐(’〜`；)┌
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月2日22:27
　

無事帰投。22:22。(^-^)g

札幌は２５℃。

室内蒸し風呂。(∋_∈)

アルパカ成分補給不足。(-”-;)

という以外は、

トータルで吉凶引き分け？

(^_^;)
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な４連勤でした…

蒸し風呂過ぎてＰＣ無理。

┐(’〜`；)┌

漫画読んで寝ますぅ…☆
 



（８月３日）　

https://85358.diarynote.jp/201608030805377221/

今のところ、【札幌だけ】　「ほぼ平穏無事」です…（＾＾；）
…

2016年8月3日 環境は、生命圏で、生存権。

おはようございます。

０７：５３（七五三）でした。

（＾＾）

３連休の１日目。

いつも通り０７時に起きて、

ナンチャッテ腹筋ダイエット？体操（＾＾；）と

ゴミ出しをやっつけて、

今０８：００。

ちょっくら「昨日の続き」からいきますか…

https://www.youtube.com/watch?v=-3F7s882eRw
進撃の巨人 自由の翼
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おまぬけにも追加した情報分をアップせずに放置してしまった

昨日の分、更新してあります…（今皿ですが…ｗ）

http://85358.diarynote.jp/201608020750172556/
【北海道に記録的短時間大雨情報】

2016年8月2日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　↑

あと昨日の「時間切れ」情報分、コメント欄に追加しておきましたｗ

　↓

http://85358.diarynote.jp/201608020906105933
【@TOHRU_HIRANOさんのツイートは非公開です。】
2016年8月2日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (7)

https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs
紅蓮の弓矢 歌詞付き 

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

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

何故か？今のところ、札幌だけ「ほぼ平穏無事」です…（＾＾；）…

昨日ちょっと夕立は降った（らしい）けど、花火大会は無事開催されたし♪

（バイトど残業中に絶景ビューポイントなオフィスの窓（＾□＾；）から、チラ見だけしてまし

た☆）

地震マップ @eq_map · 1 分1 分前 
【M4.6】KURIL ISLANDS 44.9km 2016/08/03 08:33:22JST, 2016/08/02 23:33:22UTC

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 � 北海道 別海町 

http://85358.diarynote.jp/201608020750172556/
http://85358.diarynote.jp/201608020906105933
https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


【M2.5】根室地方 深さ89.5km 2016/08/03 07:28:24

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08月03日 04:53】
北海道地方では、３日昼前から夜遅くにかけて、大雨による低い土地の浸水や土砂

災害、河川の増水に注意してください。また、４日にかけて竜巻などの激しい突風や

落雷、ひょうに注意してください。

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � 北海道 新ひだか町 
【M2.5】日高地方 深さ19.2km 2016/08/02 23:07:20

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.7】北海道東方沖 深さ1.1km 2016/08/02 20:50:31

震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.7】積丹半島北西沖 深さ22.7km 2016/08/02 18:26:20

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年08月02日 15:29】
宗谷地方では、２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。

［宗谷南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年08月02日 16:21】
日高地方では、２日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。

［日高西部］大雨

［日高中部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【上川・留萌地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【宗谷地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月02日 14:36】
石狩、空知地方では、２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。



［石狩南部］大雨

［南空知］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月02日 12:23】
石狩、空知、後志地方では、２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。

［石狩中部］大雨

［石狩南部］大雨

［南空知］大雨

［羊蹄山麓］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 
【十勝地方 気象警報 2016年08月02日 11:33】
十勝地方では、２日昼過ぎから２日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してくだ

さい。

［十勝北部］大雨

［十勝中部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 24時間24時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月02日 11:17】
上川地方では、２日昼過ぎから２日夜のはじめ頃まで土砂災害や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

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � 青森 鰺ヶ沢町 
【M3.0】青森県西部 深さ96.7km 2016/08/02 10:54:26

地震マップ @eq_map · 8月1日 
【M2.5】青森県西方沖 深さ10.1km 2016/08/02 08:13:43



（８月）　あっちやこっちに原稿ばらばら走り書きして放置して、わけのわからんこと
になっているなぁ…★

https://85358.diarynote.jp/201608032042062378/

「日本が、世界にむけて進撃を開始したのは、翌年12月のことで
ある…。」

2016年8月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

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

おばんです。（＾＾；）２０：３０。

日中あまりに蒸し暑くて昼寝しても熟睡できず、しかも階下と隣家のバカ迷惑親子は遠慮のエの

字もなく力いっぱい連日連夜終日終夜営業で、ばか騒ぎをくりひろげていやがって、ウルサイの

なんのって…（－－＃）…★

とてもじゃないがＰＣ作業にならないので、先週の雨で行きそこなった買い出し回りに出かけ

たら、例によって小一時間カケル２往復で終わるはずの予定にナゼか５時間かかって…（＾＾；
）…戦績は一勝一敗。（＾＾；）

予算と素材とデザインが要求ぴったりの夏ズボンは３枚（家用１枚と通勤？用２枚）も買えたし

https://85358.diarynote.jp/201608032042062378/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608032042062378/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160803/85358_201608032042062378_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160803/85358_201608032042062378_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160803/85358_201608032042062378_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


、古本売却の買取金額はソコソコでしたが行きがけの駄賃とばかりに、また１０８円で一杯買い

込んできたしな…（＾＾；）…（←予定時間を超過するのは主にココのせいｗ）

そろそろ予備を買っておきたい夏〜秋用？のスニーカーはお店６軒ひやかして回りましたが予算

とモノの釣り合いがまったくとれず、あえなく敗退。

ｗ（＾＾；）ｗ

…ま、靴と眼鏡は、本当に要るようになってから買えば間に合うし…ｗ

…てなことで１４時過ぎに出て１９時ちょっと前に帰宅して、仮眠１時間して、
とにかくＰＣ前に座りました…。

２２時から手洗濯と入浴の予定なので、とにかく少しでも！

原稿で、遊んできます…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=qxJbaKtgK0Y
2 HOURS Most EPIC POWERFUL MUSIC: Heroes and Legends 
[HD] Worlds Most Epic Adventure Ever 2016 

いま増殖というか移植してるのはコレ。

http://p.booklog.jp/book/108706/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－１　（暗闇の童話集） 

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） 

今これも足した。

http://p.booklog.jp/book/108710/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

https://www.youtube.com/watch?v=qxJbaKtgK0Y
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108706/read
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108717/read
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/104348/read
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108710/read


５－２－０　『 水 恋 』 

…ほんッとに！（－－；）
あっちやこっちに原稿ばらばら走り書きして放置して、

わけのわからんことになっているなぁ…＜（〜〜；）＞…★

http://76519.diarynote.jp/200611050057560000/
＞　雨はならぬ。真人（マヒト）の末裔（すえ）らが病（やまい）する。

…はははは…★（ＴへＴ；）★

…あ、でも、１９８５年頃だから、
「フクイチの予知」じゃなくて、

「りあるチェルノブイリ後」か…？

T.HIRANOさんがリツイート 
Köksal Akın @Koksalakn · 7月31日
https://twitter.com/Koksalakn/status/759844340751491072

主よ、主よ、彼らを赦したまえ…！

　       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月3日22:36
　

（日暮れて未知とおし…）　＋☆

http://76519.diarynote.jp/200611050057560000/
https://twitter.com/Koksalakn/status/759844340751491072
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


本日閉店〜ｗ（＾＾；）ｗ…★

だめです。ちゃんと昼寝できなかったんで、外気温が２５℃まで下がったら眠くなってしまって

、洗濯する気合が残らない…★

早寝して、あした早起きして、朝風呂と朝洗濯にします〜…☆

おやすみなさい。（＾＾；）。。。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月3日23:01
　

なにこれｗ（＾＾；）☆

　

Tokileaks [ 編集 ]
土岐真扉のネタばれ注意報〜☆ [ 編集 ] 
無料

小説・ノンフィクション （ SF , エッセイ・インタビュー ） 
31ページ
176ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：6,185

…こんなもんダウンロードして、どうする気ですか皆さん…！ｗｗｗ
 

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


（８月４日）　

https://85358.diarynote.jp/201608040750178688/

【竜巻注意情報】網走・北見・紋別 上川・留萌 十勝 ／札幌は相
変わらず「関東の梅雨」状態…。

2016年8月4日 環境は、生命圏で、生存権。

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

おはようございます。

０７：３７でした。

札幌は相変わらず「関東の梅雨」状態…。
（－－；）

気温２５℃。湿気がぴったり肌に吸いつくというか、覆いかぶさってる感じ？

（〜〜；）

まぁ、そのわりにトリチウムは感じなくて、蒸し暑いけど、

「水分に（過）保護されている」感じで…

https://85358.diarynote.jp/201608040750178688/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160804/85358_201608040750178688_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160804/85358_201608040750178688_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160804/85358_201608040750178688_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


空は一面の高い雲に覆われていますが、乱反射でギンギラ。（－－；）

電磁波とか紫外線とか、そーとー！

キテるもよう…ｗ（－－；）ｗ…★

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

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

予定は森林公園（終日「散策」という名のリハビリ＆ダイエット強歩）…
のはずでしたが、何故だか全身筋肉痛？なので、明日に順延。（＾＾；）

本日の予定は終日「家事と原稿」です〜…☆

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 北海道 当別町 
【M2.6】石狩平野 深さ172.6km 2016/08/03 20:03:24

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.5】KURIL ISLANDS 35.0km 2016/08/03 19:22:21JST, 2016/08/03 10:22:21UTC

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月03日 18:44】
上川地方では、３日夜遅くまで土砂災害に、３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 · 15時間15時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月03日 18:42】
北見地方では、３日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。網走、北見、紋別地方

では、３日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。

［網走南部］大雨

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


［北見地方］大雨

［紋別南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15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03日19:30まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【上川・留萌地方 竜巻注意情報】

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ14.8km 2016/08/03 15:35:10

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【上川・留萌地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月03日 15:48】
上川地方では、３日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください

。

［上川中部］大雨

［上川南部］大雨

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M4.5】KURIL ISLANDS 70.4km 2016/08/03 14:33:54JST, 2016/08/03 05:33:54UTC

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】

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【十勝地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月03日 14:29】



網走、北見、紋別地方では、３日夜遅くまで土砂災害や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

［紋別北部］大雨

［紋別南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【十勝地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【網走・北見・紋別地方 竜巻注意情報】

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M3.3】浦河南方沖 深さ53.9km 2016/08/03 13:00:45

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【網走・北見・紋別地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【十勝地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【十勝地方 気象警報 2016年08月03日 12:54】
十勝地方では、３日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。

［十勝北部］大雨

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 北海道 釧路市 
【M2.9】釧路地方 深さ119.9km 2016/08/03 11:35:28

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月03日 12:09】
次の地域に警報が発表されています。

［網走西部］大雨

［網走南部］大雨



［北見地方］大雨

［紋別北部］大雨

［紋別南部］大雨

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 
【M4.6】KURIL ISLANDS 44.9km 2016/08/03 08:33:22JST, 2016/08/02 23:33:22UTC



（８月４日）　…この辺り、やたらと書きかけ原稿が多いんだよ…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201608041315557767/

「　下ノ畑ニ　ヲリマス。　」　（サ行りす　変革活用…違っ）
　⇒本日時間切れ〜☆

2016年8月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=7w0PjT_hRgY
千年の祈り　Sen Nen No Inori --　姫神 Himakemi 

今日はこの辺りを耕してをります…。
１３：１３。

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』

分冊というか増設というか…。
　↓

http://p.booklog.jp/book/108821/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

https://85358.diarynote.jp/201608041315557767/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108715/read
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108821/read


５－２－５　「俺と好」（旧題） 

http://p.booklog.jp/book/108818/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－９　『 最終戦争伝説 』 

…この辺り、やたらと書きかけ原稿が多いんだよ…ｗ

どう分冊して、整理したらいいかな〜…☆

https://www.youtube.com/watch?v=lBN7dPtNSuU
生録:交響組曲 宇宙海賊キャプテンハーロック Part1 　CAPTAIN HARLOCK 

ちょっくら「寝落ち椅子」してきますぅ…☆
（１５：２０）

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

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) 

（＾＾；）

ダメです。（＾＾；）

何もする気になれない湿度みっちりde２９℃という環境。（＾＾；）

横になっても熟睡できないし、起きても掃除なんてする気になれないし…ｗ

ちょっくら机の上の雑資料を先に片付けますかね…

（＠１７：３８。）

https://www.youtube.com/watch?v=CV9zj7y2ly8
[official]逃げろ！現実だ feat.オワタP(弱音ハク、亞北ネル) 

…さらにな〜（＞＜ｐ）

file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108818/read
https://www.youtube.com/watch?v=lBN7dPtNSuU
https://www.youtube.com/watch?v=MULFx71eonY
https://www.youtube.com/watch?v=CV9zj7y2ly8


窓を開けっぱなしにしておくと、

合成洗剤だの

煙草だの

クソ甘ったるい何やら芳香剤？だの

殺虫剤だの

赤んぼのウンチおむつ放置臭？だの…（－－；）…。

悪臭だらけ、しかも騒音…！★

https://www.youtube.com/watch?v=bH9OA5Qymgw
2013 夏の甲子園　準々決勝　延岡学園の応援　魔曲あまちゃん 

https://www.youtube.com/watch?v=wPwPzZol9v4
11回裏サヨナラ、延岡学園のアルプススタンド あまちゃん〜校歌 

…そぉか…（＾＾；）…
「清クン」とか、「あの連中」に似合う音楽は、フォークギターかと思ってたら、実は、ノリノ

リのブラバンだったか…ｗｗｗ

（そして好が、嫌ァ〜な顔して、とっとと逃げ出す…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=n4vy94pSmks
《吹奏楽ヒット》あまちゃん オープニングテーマ

https://www.youtube.com/watch?v=0_rPhjinrWw
[吹奏楽] あまちゃん オープニングテーマ／ロングバージョン - 陸上自衛隊東部方面音楽隊 

ははははｗ

https://www.youtube.com/watch?v=9ENYObcHKo0
[吹奏楽] ジャパグラXVIII アニメ・ヒーロー大集合! - 陸上自衛隊東部方面音楽隊 

…さてと…（＾＾）…♪

もちょっと、遊んできま〜す…♪

https://www.youtube.com/watch?v=0KA9SnNAn0Q

https://www.youtube.com/watch?v=bH9OA5Qymgw
https://www.youtube.com/watch?v=wPwPzZol9v4
https://www.youtube.com/watch?v=n4vy94pSmks
https://www.youtube.com/watch?v=0_rPhjinrWw
https://www.youtube.com/watch?v=9ENYObcHKo0
https://www.youtube.com/watch?v=0KA9SnNAn0Q


祝典序曲　　エンパイアブラス 

https://www.youtube.com/watch?v=iKp1Rglm7YY
カナディアンブラス　トッカータとフーガ二短調

あ♪　これなんか思いっきり「清クンのテーマ♪」な感じ…？
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=7gvStiNM_Ds
カナディアンブラス　フーガト短調（小フーガ）

https://www.youtube.com/watch?v=Ut_vq0eN1WA
Canadian Brass - Canon 

うん。（＾ｗ＾；）

管弦楽とか吹奏楽って、悲歌を奏していてさえ、

「どっか元気☆」なヤケ笑いになっちゃうところが…

清クンぴったしｗ

https://www.youtube.com/watch?v=-l-E3kyNcag
Canadian Brass: NPR Music Tiny Desk Concert 

（ゆみちゃんが自分のテーマはパイプオルガンにしてくれとか、無茶なリクエストを言ってい

ます…ｗ）（無理！）

（そしたらくっちゃんはリコーダーで、まりちゃんはピアニカか？？）

これこのままＢＧＭに貰ってもいいですか〜？ｗｗｗ

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=3EDGt5l5_20
So Percussion: NPR Music Tiny Desk Concert 

意外に「杉谷好一ごのみ」だったりする音楽♪

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=c8FML8QhcZo
tUne-yArDs: NPR Music Tiny Desk Concert 

https://www.youtube.com/watch?v=iKp1Rglm7YY
https://www.youtube.com/watch?v=7gvStiNM_Ds
https://www.youtube.com/watch?v=Ut_vq0eN1WA
https://www.youtube.com/watch?v=-l-E3kyNcag
https://www.youtube.com/watch?v=3EDGt5l5_20
https://www.youtube.com/watch?v=c8FML8QhcZo


「ミーニエ・マリセのテーマ」…？
https://www.youtube.com/watch?v=c8FML8QhcZo
tUne-yArDs: NPR Music Tiny Desk Concert 
　↑

（「難民キャンプのテーマ」かな…？）

https://www.youtube.com/watch?v=Z0UISCEe52Y
Beirut: NPR Music Tiny Desk Concert 
　↑

あんがい「アルヤさんのテーマ」…？
　↑

うん。（＾＾；）つまり、「私のテーマ」ってことだから…ｗ

これにして下さいｗ　シリアスなのに笑いがとれてしまうあたり…ぴったりｗ

もうこのミニスタジオ？丸ごと貰ってきちゃって下さいｗ

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=XWIvfE01J0k
Edward Sharpe And The Magnetic Zeroes: NPR Music Tiny Desk Concert 

う〜ん本当に趣味が合う♪

https://www.youtube.com/watch?v=kMnDHUKGMWs
Foster The People: NPR Music Tiny Desk Concert 

…この次以降は眠くなってきたので、賑やかなのに戻りがつお…☆

https://www.youtube.com/watch?v=g24_sxfX6xo
【珍しい座奏でのSing】京都橘高校　ブラスコンサート2016吹奏楽祭京都 

これの増殖（移設）作業を途中までして、本日時間切れ〜☆

　↓

http://p.booklog.jp/book/105153/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－７　「トキ・マサトの物語」（仮題） 

https://www.youtube.com/watch?v=2PoRvZH6yaM&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=c8FML8QhcZo
https://www.youtube.com/watch?v=Z0UISCEe52Y
https://www.youtube.com/watch?v=XWIvfE01J0k
https://www.youtube.com/watch?v=kMnDHUKGMWs
https://www.youtube.com/watch?v=g24_sxfX6xo
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/105153/read
https://www.youtube.com/watch?v=2PoRvZH6yaM&spfreload=10


大阪桐蔭高校 吹奏楽部 ｢宝島｣ 【THE SQUARE (現 T-SQUARE)】 

なんかさっきから３０秒おき？に、接続がキレる…（＠＠；）||||…

なんかあった…？

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月4日18:54
　

一瞬？でこの数なに？

ｗ（＾＾；）ｗ

リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－２－５　「俺と好」（旧題） 
（発掘作業厨〜）

小説・ノンフィクション （ SF , ファンタジー ） 18ページ

閲覧数：41
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月4日21:26
　

21:01の地震か、
パソコンの加熱。┐(’〜`；)┌
 

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


（８月５日）　今日こそ！森林公園リハビリ＆ダイエット強歩（あんど源泉かけ流し♪
）に行くぞ〜っ！

https://85358.diarynote.jp/201608050806426583/

【稚内 ０．０９１μ 】★（－－；）★／札幌２２℃。

2016年8月5日 リステラス星圏史略　（創作）

https://www.youtube.com/watch?v=X1yJSGQhvKo
大阪桐蔭高校 吹奏楽部 ｢マーチ・スカイブルー・ドリーム｣
【2016年度 全日本吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ課題曲Ⅰ】 

おはようございます。０７：１９です。

札幌の外気温２２℃。（＾＾；）

保温性の良さが裏目に出て、室温２８℃。

…（－－；）…

まぁ関東育ちの私にとっては相変わらずこれは夏じゃなくて「梅雨どき」なんですが…そしてそ
れも後もう２週間も続かない。という、「終わりが視えて」きちゃったんですけど…

（さすがにでもあまりに蒸すので、札幌に来てから前の４夏にはまったく着なかった、「関東の

https://85358.diarynote.jp/201608050806426583/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160805/85358_201608050806426583_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160805/85358_201608050806426583_2.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=X1yJSGQhvKo


真夏（気温３５℃超）」対応の服を昨日、出しました…★

（本当に着るかどうかは定かでないけど、たぶん着るんじゃないかな、という蒸し暑さ…★）（
←こんなのは「陽射しは熱いけどカラリと乾いた札幌の夏！」…じゃない…（ＴＴ；）…★）

てなことで、昨夜は漫画を読み終わって寝ついたのが結局０１：３４頃。

（＾＾；）

だったのに、今朝は蒸し暑さで０５時過ぎには目が覚めてましたしね…★

眠いんですけど。（〜〜；）

この湿気じゃどうせ眠れないので…

今日こそ！森林公園リハビリ＆ダイエット強歩（あんど源泉かけ流し♪）に行くぞ〜っ！

https://www.youtube.com/watch?v=sAnCvZZqz8U
大阪桐蔭高校 吹奏楽部 ﾏｰﾁ｢プロヴァンスの風｣
【2015年度 全日本吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ課題曲Ⅳ】 

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

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

…しかし…（－－；）…何故か？
線量が、上がっているのであった…★

…稚内…０．０９１μ…？？

…（ＴＴ；）…★

（あ、でも、地震は無かった？ね、アイヌモシリ…。）

https://www.youtube.com/watch?v=sAnCvZZqz8U
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=xUokHPYwhuU


https://www.youtube.com/watch?v=xUokHPYwhuU
大阪桐蔭高校 吹奏楽部 ﾏｰﾁ ｢クローバー グラウンド｣
【2016年度 全日本吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ課題曲Ⅳ】



（８月５日）　「上等の夏休み♪」

https://85358.diarynote.jp/201608060729023319/

「上等の夏休み♪」　（＾ｗ＾）ｇ

2016年8月5日 旅行 コメント (1)
 
「上等の夏休み♪」

「貸し切りの楽園♪」

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月6日7:42
　

上、ちょっと構図失敗。（＾＾；）

下、夏休みとはいえオトナは平日の午後遅く…なので、
家族連れとか全く居ませんで、静かで素晴らしかったです…♪
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（８月５日）

https://85358.diarynote.jp/201608060731188999/

東山魁夷のせかい…☆

2016年8月5日 旅行 コメント (1)
 
厚別森林公園の

みずほ池です。

 
 
 

 

コメント

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月6日7:43
う〜ん（＾＾；）

携帯の写真じゃ、限界がありまくり…☆
 
 

 

https://85358.diarynote.jp/201608060731188999/
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（８月５日）　へろへろだし(^。^;)、明日からまたバイトなので、寝床に直行します
ぅ…☆

https://85358.diarynote.jp/201608050922599565/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月5日9:23
　

…またＰＣの作動が不安定になって、

画象が貼れません…★（－－＃）★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月5日21:39
　

相変わらず、

携帯写真も貼れませんでした…
(∋_∈)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月5日21:42
　

先ほど無事帰投。o(^-^)o

気象条件最良♪o(^-^)o♪の、
充実して楽しい一日でした。

(^-^)g

へろへろだし(^。^;)、明日からまたバイトなので、寝床に直行しますぅ…☆
 

https://85358.diarynote.jp/
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（８月６日）　樹林の下を歩いていると、「氣」の補給が出来ちゃうので、ご飯は食べ
なくても平気なんですね〜♪

https://85358.diarynote.jp/201608060706195585/

【 ２kg！ 痩せました…♪ 】　（＾ｗ＾）ｇ

2016年8月6日 ダイエット

https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c
Jimmy Cliff - I Can See Clearly Now 

おはようございます。（＾◇＾）／

札幌の気温１９℃！♪

からりと乾いた熱い風！

室温２５℃。（＾＾）

肌寒いので、薄手の長袖を羽織りました…ｗ

時刻は０７：００ジャストにＰＣを起こしましたよ…♪

https://85358.diarynote.jp/201608060706195585/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160806/85358_201608060706195585_1.jpg
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（昨日の不調を再起動したのでロスタイム５分。）

昨日の写真をまずアップするので、しばしお待ち下さい〜☆

https://www.youtube.com/watch?v=-JhwxTen6yA
Bob Marley - A lalala long 

…てことで前２項、貼ってきました…♪

（相変わらず、ＤＭさんの携帯写真のリアルタイム投稿機能がコワレてます…★）

ちなみに昨日の日中、口にしたのは野菜ジュース各種３リットルと塩分だけ。

（＾＾）

樹林の下を歩いていると、「氣」の補給が出来ちゃうので、ご飯は食べなくても平気なんですね

〜♪

おかげさまでお風呂で測ったら体重、久しぶりに（＾＾；）５８kg台まで落ちてました…ｗ

（いや、７月に夏物ズボンを出したら…
太ももとかウェストとか完全に！（＠＠；）！

入らなくなってるやつが続出して…（－－；）★

さすがに焦りました…ｗ

（美味しい！道産野菜を山盛りモリモリ♪）

「食べてダイエット」と、

「とにかく歩く！」で…

何とか、６０kgの大台超えから６１kgまでは至らずに…

折り返し、できましたわ…☆彡

（がんばれ私！　健康診断まで、あと一ヶ月…！）ｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=-JhwxTen6yA


（８月６日）　ということで今朝は筋肉痛？で腰椎がびしびし逝ってますが、健康です
。

https://85358.diarynote.jp/201608060824333202/

【M5.1】石狩湾 深さ191.9km／札幌０．０４１μ。

2016年8月6日 環境は、生命圏で、生存権。

あらためまして、前項参照。

０８：００になるところです。

https://www.youtube.com/watch?v=8P9hAN-teOU
Waterfall (Jon Schmidt Original) - ThePianoGuys 

ということで今朝は筋肉痛？で腰椎がびしびし逝ってますが、健康です。

（＾＾；）

からりと乾いて久しぶりに快適なんですが、細かい粉塵が飛ぶせいか、空間線量はビミョウに

上がってますね…★（－－；）★

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

01:00 0.041 0.040 0.040 6 

https://85358.diarynote.jp/201608060824333202/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160806/85358_201608060824333202_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=8P9hAN-teOU
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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

（昨日の日中もこんなもんだったようですが、何しろ森林公園の分厚い樹木層に囲まれていた

ので、まったく気になりませんでした…♪）

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � 日本 
【M2.5】胆振地方 深さ129.6km 2016/08/05 13:52:07

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 日本 
【M5.1】石狩湾 深さ191.9km 2016/08/05 12:30:46

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M2.9】積丹半島北西沖 深さ20.4km 2016/08/05 11:41:02



（８月６日）　アルパカ狼さんがいる♪　けど、

https://85358.diarynote.jp/201608060911028404/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月6日15:34
　

アルパカ狼さんがいる♪けど、

イマイチ角度というか位置関係があれで、話とかは出来そうにない。(-.-;)

真正面にいぢめっ娘がいて、

周りの雰囲気がギクシャク。

(-”-;)

影でよほど酷いコトをして回ったらしく、７月末でイキナリ？１０人くらい辞めてしまったら

しく、

シフト表がメルトスルー起こしてる…ヽ（・＿・；）ノ

まぁ先々週？だったか同業他社の「短期-高時給-大量募集」が一斉通報だったしねぇ…
┐(’〜`；)┌

（魅力のカケラも無い職場だから、有能な人ほど、すぐ辞める。）

(ノ-o-)ノ　┫
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201608062245375357/

【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント）
2016年08月05日 15:46】関東地方の一部の地域では、明日（６日

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/201608062245375357/


）は光化学スモッグの発生しやすい気象状態となるでしょう。

2016年8月6日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (1)

特務機関NERV @UN_NERV · 1日1日前 
【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2016年08月05日 15:46
】

関東地方の一部の地域では、明日（６日）は光化学スモッグの発生しやすい気象状態

となるでしょう。屋外での活動に十分注意してください。

おばんです。まもなく２２：２２。（＾＾；）

袈裟の…もとい、
今朝の情報チェックの詩の腰…

http://85358.diarynote.jp/201608060904307138/
＞近畿地域に光化学オキシダントの注意報が発令されました。中国から風の乗って運ばれてくて

る有毒な粒子状物質。今日は特に熊本県、福岡県、広島県付近は、基準値を超えてる地域が多数

。

もとい、「し残し」と、（＾＾；）

今日の最高気温の状態が気になるので、

ちょっくらチェックして、

時間があれば、原稿遊びの続きがしたいなと…。

https://www.youtube.com/watch?v=BXhIT4MpRis
Rihanna - Sledgehammer (From The Motion Picture "Star Trek Beyond") 

ちなみに２０：０５終業。２１：２５帰宅。

札幌市白石区の現在気温、２４℃。ですが…

なにか…？（＾ｗ＾）？
 
 

https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201608062245375357/
http://85358.diarynote.jp/201608060904307138/
https://www.youtube.com/watch?v=BXhIT4MpRis


（８月６日）　（あれ？「栄養伝」は、ネット未発表だっけ…？）

https://85358.diarynote.jp/201608070008277773/

『 銀河 英雄 電設 』

2016年8月6日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=BiIzV3v9Csg
John Williams + Erich Kunzel + Cincinnati Pops Orchestra ~ Intro + Star Wars (HQ) 

とりあえずコレ「分冊」一旦終了。

http://p.booklog.jp/book/105153/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－７　「トキ・マサトの物語」

　↑

（中身まだぐちゃぐちゃｗ）

お♪　好み♪（＾＾）

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=GVEr1Rd9Y0U
張學友 + 大合唱 ~ 葬月 + 葬月 (HQ) 

分冊しましたｗ

　↓

http://p.booklog.jp/book/108889/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－７－ｘ『 銀河 英雄 電設 』

…「気が澄んだ」ので寝まうす〜…☆

（あれ？「栄養伝」は、ネット未発表だっけ…？）

https://www.youtube.com/watch?v=o1KMCCsIJ5c
"The never ending Waltz" Erich Kunzel 

https://85358.diarynote.jp/201608070008277773/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608070008277773/
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file:///tmp/puboo/125150/446898/book/105153/read
https://www.youtube.com/watch?v=GVEr1Rd9Y0U
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108889/read
https://www.youtube.com/watch?v=o1KMCCsIJ5c


 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月7日0:24
　

寝ます寝ます寝まりす…ッ
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（８月７日）　札幌の最高気温の予想が33℃で那覇が30℃...札幌の方が暑いらしいです
！

https://85358.diarynote.jp/201608070815121269/

【M3.6】渡島半島／札幌は外気温＝室温ともに２６℃…☆彡

2016年8月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=yzA3cr90uPs
Genai - The Biggest Part Of Me 

おはようございます。

０７：３７です。（＾＾）

札幌は外気温＝室温ともに２６℃…☆彡

陽射しは強いですが、高空の薄雲が多少は遮ってくれてまして、比較的そふと。

降水確率ほぼ０％。

窓辺に洗濯ものと布団が満載です…♪

https://85358.diarynote.jp/201608070815121269/
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https://www.youtube.com/watch?v=uII-FsPjKIU
Pops / Genai - Heaven On Earth - Heaven On Earth 01 

そしてブクオフで１０８円で買ったＣＤが大当たり…♪

今日は、良い日かな〜…？？

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

2016年08月06日（土）【前日】
07:00 0.041 0.040 0.041 6 
08:00 0.041 0.040 0.040 6 
09:00 0.042 0.041 0.041 6 
10:00 0.041 0.040 0.041 6 
11:00 0.041 0.040 0.041 6 
12:00 0.041 0.040 0.041 6 
13:00 0.041 0.040 0.040 6 
14:00 0.041 0.040 0.040 6 
15:00 0.041 0.040 0.040 6 
16:00 0.041 0.040 0.040 6 
17:00 0.041 0.040 0.040 6 
18:00 0.041 0.040 0.040 6 
19:00 0.041 0.040 0.040 6 
20:00 0.040 0.040 0.040 6 
21:00 0.040 0.039 0.040 6 
22:00 0.041 0.040 0.040 6 
23:00 0.041 0.040 0.041 6 
24:00 0.041 0.040 0.041 6 

2016年08月07日（日）【当日】
01:00 0.041 0.040 0.041 6 
02:00 0.042 0.041 0.041 6 
03:00 0.042 0.041 0.041 6 
04:00 0.042 0.041 0.041 6 
05:00 0.042 0.041 0.041 6 
06:00

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


…（〜〜＃）…★

…かと思いきや、窓を開けたら、
（※夜間は「肌寒いので」閉め切り…☆ｗ）

やたらと細かく埃っぽい、セシウム粉塵と「２．５」？

とやらが、室内まで侵襲して来るじゃないですか…（－－＃）…★

…悠宙舞さんとか、だけでなく？やたらと、
海鮮が…もとい…ネット回線が、重いなぁ…

https://www.youtube.com/watch?v=DJ_VzMAaszs
Genai - Where You Are 

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 木古内町 
【M3.6】渡島半島 深さ136.9km 2016/08/07 03:13:32

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 新ひだか町 
【M2.5】日高山脈 深さ73.1km 2016/08/07 00:41:19

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.5】根室地方 深さ86.4km 2016/08/06 22:44:02

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.8】北海道東方沖 深さ10.7km 2016/08/06 22:11:49

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M2.6】北海道南西沖 深さ10.6km 2016/08/06 13:46:40

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M2.7】青森県西方沖 深さ3.7km 2016/08/06 13:37:54

風来坊 (ケロケロ） @Furaiboroboro · 1時間1時間前 

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


おはようございます こちらは曇→晴かな？
最高気温26℃最低14℃
今朝も何かいいもの探しながらｸﾙｸﾙ

クマもずーっと後からついて来て

スリスリして来るぅ

外では誰かが居ないと不安なクマなのであった

来週へつづく〜

https://pbs.twimg.com/media/CpNXV2rUAAEC-64.jpg 

シェル&キン 31074355@aa · 1時間1時間前 
おはようございます。

札幌は晴れ､曇り、最高気温33℃予報。
今日は､バナナの日､花の日､鼻の日､オクラの日､機会の日､etc…。
日曜日、皆様にとってHAPPYな一日となります様に♪　ガンバレ日本!!
https://pbs.twimg.com/media/CpNgizUUAAEgiyw.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CpNgjeRVYAEaak9.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=i7MLT4MmAK8
Enya - May It Be 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月7日9:05
　

蛙 82@Kaeru · 1時間1時間前 
　

おはようございます。

札幌の最高気温の予想が33℃で那覇が30℃...札幌の方が暑いらしいです！
道民の皆様！馴れない気温！気を付けてお過ごしください！

https://pbs.twimg.com/media/CpNXV2rUAAEC-64.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CpNgizUUAAEgiyw.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CpNgjeRVYAEaak9.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=i7MLT4MmAK8
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


#イマソラ 7:15【千葉】



（８月７日）

https://85358.diarynote.jp/201608070846014455/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月7日8:47
　

０

５７

２７

４７☆

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月7日16:22
　

間違いなくプチプチ厄日。

(-_-#)

０９時に朝ごはん食べて出勤してくるスタッフに、１６時まで昼飯休憩「取らせない」って、ど

ういう拷問？てか、虐待？

労働条件の一方的不利益変更。

（違法行為。）

これで辞めた人もかなりいる。

（朝１０時に出勤したスタッフに朝１１時に「昼飯休憩」無理やりとらせて、その後１９時まで

食事休憩ナシとか、もう完全に、こちらを人間とも生物とも思っていないよね？！

（…で…(-_-#)…どんどん辞めてく人にモンク言ってて、残ってる人の労働条件を、「勝手に辞め
た人たちがわるいんだから」と、

さらに悪くする…

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


(ノ-o-)ノ　┫

死ね死ねホントに、最悪職場！

いぢめ無視蔓延。

居心地悪すぎ！

(∋_∈)(-_-#)(`ヘ´)(｀ε´)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月7日16:27
　

本社も

「暗い暗愚」会社も、

スタッフを人間だと、

思っていない！(`ヘ´)！

ヒトカケラも大事にされてないスタッフに、客を大事にしろとか要求する理不尽！

(`o´)

「まずカイより始めよ」って、

知らんのかァ〜ッ！！

(*｀θ´*)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月7日16:31
　

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


マジで「低血糖」起こして気絶するかと思った…(-”-;)…★

このシフト考えた奴！

てめぇがまずやってみろ！

(ノ-o-)ノ　┫
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月7日16:40
　

食べた！

１０分寝るッ！

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月8日0:09

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Matsue Huruta @HurutaMatsue · 6月22日 
　

28歳の美容師と話す。
本人は一年前に極度の貧血で、意識が無くなったり、眠気、疲労に悩まされていたとのこと。

友達のうち３人がバセドウ病、１人が乳ガン、１人が子宮頸ガン。健康な友達の方が少ないら

しい。

皆20代で、ここ2,3年の出来事(ノдヽ)
@大阪〜京都

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


（８月７日）

https://85358.diarynote.jp/201608072319217900/

ぷち厄日認定な一日だったんですけど。ｗ（＾へ＾＃）ｗ

2016年8月7日 就職・転職

　

おばんです。２３：０６。（＾＾；）

定時２０時で上がってサクサク買い物に寄って…
若干不運に見舞われつつ…

２１：３０に帰宅して３０分気絶仮眠して、

起きてタオルの手洗濯して

入浴して洗髪してあがって服着て、この時間…

札幌の気温２５℃。（＾ｗ＾）ｇ

室温２７℃。！（＾◇＾）！

風呂上りの汗を拭きつつ、袖なし着て、

美味しい野菜ジュースをかっくらってます…♪

https://85358.diarynote.jp/201608072319217900/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160807/85358_201608072319217900_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160807/85358_201608072319217900_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160807/85358_201608072319217900_3.jpg


これ転記ね。

　↓

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月6日15:34

アルパカ狼さんがいる♪けど、

イマイチ角度というか位置関係があれで、話とかは出来そうにない。(-.-;)

真正面にいぢめっ娘がいて、

周りの雰囲気がギクシャク。

(-”-;)

影でよほど酷いコトをして回ったらしく、７月末でイキナリ？１０人くらい辞めて

しまったらしく、シフト表がメルトスルー起こしてる…ヽ（・＿・；）ノ

まぁ先々週？だったか同業他社の「短期-高時給-大量募集」が一斉通報だったしねぇ…
┐(’〜`；)┌

（魅力のカケラも無い職場だから、有能な人ほど、すぐ辞める。）

(ノ-o-)ノ　┫ 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月7日16:22

間違いなくプチプチ厄日。

(-_-#)

０９時に朝ごはん食べて出勤してくるスタッフに、１６時まで昼飯休憩「取らせ

ない」って、どういう拷問？てか、虐待？



労働条件の一方的不利益変更。

（違法行為。）

これで辞めた人もかなりいる。

（朝１０時に出勤したスタッフに朝１１時に「昼飯休憩」無理やりとらせて、その後

１９時まで食事休憩ナシとか、もう完全に、こちらを人間とも生物とも思っていない

よね？！

（…で…(-_-#)…どんどん辞めてく人にモンク言ってて、残ってる人の労働条件を、「
勝手に辞めた人たちがわるいんだから」と、

さらに悪くする…

(ノ-o-)ノ　┫

死ね死ねホントに、最悪職場！

いぢめ無視蔓延。

居心地悪すぎ！

(∋_∈)(-_-#)(`ヘ´)(｀ε´)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月7日16:27

本社も

「暗い暗愚」会社も、

スタッフを人間だと、

思っていない！(`ヘ´)！

ヒトカケラも大事にされてないスタッフに、客を大事にしろとか要求する理不尽！

(`o´)



「まずカイより始めよ」って、

知らんのかァ〜ッ！！

(*｀θ´*)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月7日16:31

マジで「低血糖」起こして気絶するかと思った…(-”-;)…★

このシフト考えた奴！

てめぇがまずやってみろ！

(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月7日16:40

食べた！

１０分寝るッ！

…てなことで、ぷち厄日認定な一日だったんですけど。
（－－；）

大禍は無かったし。

美味しい半額惣菜がたっぷり買えたし、

低ベクレ飲料水は売り切れ（－－；）てたけど、

明日には入荷してくれることぉ祈ろう…☆

てことで、情報チェックしてから寝ますッ☆





（８月８日）　

https://85358.diarynote.jp/201608080802571921/

札幌の気温２７℃／すでに台風の勢力圏内に入ってますよ？

2016年8月8日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=hUXf1TDEuFM&spfreload=1
1 Hour of Wild Western Music 

おはようございます。

０７：３７でした？

札幌の気温２７℃？

八月八日。「重ね末広がり」の、

メデタげな日付ですが…、狂風。

すでに台風の勢力圏内に入ってますよ？

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年08月08日 05:05】
大型の台風第５号は、９日から１０日にかけて、北海道の南東海上を通過する見込み

です。このため、太平洋側東部を中心に１０日にかけて海は大しけとなるおそれがあ

ります。高波に警戒してください。

…（＠＠；）…★

https://85358.diarynote.jp/201608080802571921/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160808/85358_201608080802571921_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160808/85358_201608080802571921_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=hUXf1TDEuFM&spfreload=1


バイト４連勤の３日目。

通勤ルートは、一体どうなることやら…★

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

01:00 0.041 0.039 0.040 6 
02:00 0.041 0.040 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

…空気の状態は、あまりヨロシクないです…★
「２．５」？…セシウム他、色々入り粉塵…★

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 富良野市 
【M2.9】上川・空知地方 深さ165.2km 2016/08/08 01:27:59

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ24.9km 2016/08/07 21:35:06

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 北海道 中札内村 
【M2.9】日高山脈 深さ102.9km 2016/08/07 10:36:14

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


（８月７日）　とりあえずアルパカ成分は補給できたので精神状態は悪くないのですが
、

https://85358.diarynote.jp/201608080903484216/
…そしてまた「ネタ」を拾う…（－－；）…★

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 1 時間1 時間前 
#クライシスカレンダー 08/08【1911年 稗田山崩れ】死者23人 この日未明、長野県小
谷村の姫川支流浦川上流の稗田山が突然崩壊、土砂は浦川を埋積し姫川河口の新潟県

糸魚川市に達した。崩壊した土砂の堰き止められて生成された天然ダムは翌年の大雨

で決壊、さらに被害が拡大した。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月8日15:31
　

多治見市３９.７℃とな…

ヽ（・＿・；）ノ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月8日22:01
　

残業１５分。先ほど無事帰投。

(^_^;)

画竜点睛は欠きましたが

悪くはない一日だった…のですが、帰りの空気がゲロまず。
(∋_∈)

公称線量は低いのですが、

飛んでるセシウム粉塵の濃度が

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


パネェです。(ToT)

咳と痰が止まらず、そのうちまた肺から水を吐くかも。(∋_∈)
な状態。(ToT)

「命懸けで軽井沢を離れなくては」と決意した時の段階に近づきつつあります。（＞＜。）。。

とりあえずアルパカ成分は補給できたので精神状態は悪くないのですが、

体力的に異様睡魔に猛攻されていて今日は無理。(∋_∈)

気温２５℃、

室温２９℃で、窓を開けたいのに開けたら喘息起こして死ぬし…○Ｏo。.（T¬T）/

パソコン無理。

寝ます…
。。。(〃_ _)σ‖
 



（８月９日）

https://85358.diarynote.jp/201608090801332589/

札幌０．０４８μ／【宗谷地方 竜巻注意情報】／［南空知］大雨
・洪水。

2016年8月9日 環境は、生命圏で、生存権。

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年08月08日 16:31】
台風第５号は、９日から１０日にかけて北海道の南東海上を通過するため、太平洋側

では高波に警戒してください。北海道地方は、９日明け方にかけて竜巻などの激しい

突風や落雷、ひょうに注意してください。

https://www.youtube.com/watch?v=RgKAFK5djSk
Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack 

おはようございます。

０７：２０になっちゃいました。

前項コメント欄参照。

https://85358.diarynote.jp/201608090801332589/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160809/85358_201608090801332589_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160809/85358_201608090801332589_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160809/85358_201608090801332589_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RgKAFK5djSk


前項コメント欄参照。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月8日22:01

残業１５分。先ほど無事帰投。

(^_^;)

画竜点睛は欠きましたが

悪くはない一日だった…のですが、帰りの空気がゲロまず。
(∋_∈)

公称線量は低いのですが、

飛んでるセシウム粉塵の濃度が

パネェです。(ToT)

咳と痰が止まらず、そのうちまた肺から水を吐くかも。(∋_∈)
な状態。(ToT)

「命懸けで軽井沢を離れなくては」と決意した時の段階に近づきつつあります。（

＞＜。）。。

とりあえずアルパカ成分は補給できたので精神状態は悪くないのですが、

体力的に異様睡魔に猛攻されていて今日は無理。(∋_∈)

気温２５℃、

室温２９℃で、窓を開けたいのに開けたら喘息起こして死ぬし…○Ｏo。.（T¬T）/

パソコン無理。

寝ます…
。。。(〃_ _)σ‖

１時間？早めに寝たので、

１時間位早めに起きるつもりで、



目覚ましかけたんですが、

自分に３０分ゴネて（＾＾；）

結局６時半起床…★

夜半に通り雨？降ってくれたおかげで現在は放射性粉塵は叩き落とされて空気はマシになって

ます。

代わりにまた「梅雨時な湿気」濃度復活なんですが（－－；）

そんなこと気にしてる余裕はないので、窓全開にして換気…☆

外気温２２℃まで下がってたのに、

内室温２９℃で我慢して、

寝苦しい夜を過ごしたんですからね…（－－＃）…★

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

01:00 0.041 0.040 0.041 6 
02:00 0.041 0.040 0.041 6 
03:00 0.048 0.040 0.042 6 
04:00 0.048 0.045 0.047 6 
05:00 0.045 0.041 0.042 6 
06:00

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1470694800/1011-0010-101000-201608090720.gif?
t=1470695434
（０７：１０〜０７：２０）

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月09日 06:40】
空知地方では、９日朝まで河川の増水に警戒してください。

［南空知］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【十勝地方 気象警報 2016年08月09日 06:31】
十勝地方では、９日昼過ぎから１０日明け方まで高波に警戒してください。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1470694800/1011-0010-101000-201608090720.gif?t=1470695434


［十勝中部］波浪

［十勝南部］波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年08月09日 06:28】
日高地方では、９日昼過ぎから９日夜遅くまで高波に警戒してください。

［日高西部］波浪

［日高中部］波浪

［日高東部］波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月09日 06:26】
根室、釧路地方では、９日昼前から９日夕方まで低い土地の浸水に、９日昼過ぎから

１０日明け方まで高波に警戒してください。

［根室中部］大雨

［根室南部］大雨・波浪

［釧路南東部］大雨・波浪

［釧路南西部］波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月09日 05:15】
石狩、空知地方では、９日朝まで土砂災害に警戒してください。空知地方では、９日

昼前まで河川の増水に警戒してください。

［石狩南部］大雨

［南空知］大雨・洪水

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 浜中町 
【M2.9】釧路地方 深さ74.5km 2016/08/09 04:10:16

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年08月09日 04:12】
宗谷地方では、９日朝まで河川の増水に警戒してください。

［宗谷南部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月09日 03:56】
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

［中空知］大雨・洪水

［南空知］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月09日 03:35】
上川地方では、９日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。

［上川南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月09日 01:52】
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・洪水

［南空知］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年08月09日 01:21】
胆振地方では、９日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。

［胆振中部］大雨

［胆振東部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月09日 00:39】
石狩、空知地方では、９日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。

［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



特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年08月08日 23:29】
宗谷地方では、９日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水に、９日未明から９日明け

方まで河川の増水に警戒してください。

［宗谷南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月08日 22:19】
上川、留萌地方では、９日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。上川地方

では、９日明け方まで河川の増水に警戒してください。

［上川北部］大雨・洪水

［留萌北部］大雨

［留萌中部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月08日 21:22】
上川地方では、９日明け方まで河川の増水に警戒してください。

［上川北部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年08月08日 21:18】
宗谷地方では、９日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。

［宗谷南部］大雨

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 津別町 
【M2.7】弟子屈付近 深さ203.9km 2016/08/08 20:08:44

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 北海道 平取町 
【M3.6】日高地方 深さ118.2km 2016/08/08 17:22:00

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15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08日18:10まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 



【宗谷地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【宗谷地方 竜巻注意情報】



（８月９日）

https://85358.diarynote.jp/201608090904289016/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月9日16:27
「天皇本人」（本神？）の

「ご意向だから」と、

オタメゴカシに、

恩着せがましく、

皇室典範と、「ついでに」

日本国憲法も変えちゃえｗ

てハナシだろうかな…(-_-#)…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月9日16:28
　

低気圧と被曝による異様睡魔と

脳貧血（空腹時低血糖症）で、

マジ気絶しかけた半日。(∋_∈)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月9日22:36
　

先ほど無事帰投。22時33分。
(^-^)g
残業１０分。

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


４連勤終了。o(^-^)o

いつもの「夜遊び」回遊ルートを軽めに回って、

買い込みしっかり。(^_^)v

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8月9日23:01
　

熊本、震度４。
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（８月10日）

https://85358.diarynote.jp/201608100830589552/

【地震雲？】／札幌は２２℃。空はもはや秋の気配です。（

＾＾；）

2016年8月10日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=ezjRM_a_Ha4
YMO - Rydeen 高画質版 

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08月10日 04:36】
太平洋側では、台風第５号から変わった温帯低気圧の影響により、引き続き１０日夕

方までうねりを伴った高波に注意してください。

おはようございます。０７：５３でした。

七五三…（＾＾）☆

３連休の初日ですが、何故か自然にほぼ定時で目が覚めて、のたごそとナンチャッテ腹筋ダイエ

ット体操とリサイクル出しと小家事を片付けていたら、この時間…

https://85358.diarynote.jp/201608100830589552/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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ット体操とリサイクル出しと小家事を片付けていたら、この時間…

札幌は２２℃。北から一定の速さの強風。

空はもはや秋の気配です。（＾＾；）

半分曇っていますが、紫外線がぎんぎらで、

カーテンを半閉めにしていてさえ、目が痛いです…（－－；）★

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 0.041 0.040 0.040 6 
05:00 0.041 0.040 0.040 6 
06:00

さきほど西北西から南南東へ？流れて行く、地震雲？ぽいものを目撃しましたが…

さて…？

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 浦幌町 
【M2.7】十勝地方 深さ115.9km 2016/08/10 05:13:56

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.0】内浦湾 深さ160.0km 2016/08/09 23:08:44

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.0】青森県東方沖 深さ54.6km 2016/08/09 17:30:05

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月09日 14:18】
次の地域に警報が発表されています。

［根室中部］高潮

［根室南部］波浪・高潮

［釧路南東部］大雨・波浪

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


［釧路南西部］波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月09日 11:09】
次の地域に警報が発表されています。

［根室中部］大雨・高潮

［根室南部］大雨・波浪・高潮

［釧路南東部］大雨・波浪

［釧路南西部］波浪



（８月10日）

https://85358.diarynote.jp/201608100830589552/

【地震雲？】／札幌は２２℃。空はもはや秋の気配です。（

＾＾；）

2016年8月10日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=ezjRM_a_Ha4
YMO - Rydeen 高画質版 

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08月10日 04:36】
太平洋側では、台風第５号から変わった温帯低気圧の影響により、引き続き１０日夕

方までうねりを伴った高波に注意してください。

おはようございます。０７：５３でした。

七五三…（＾＾）☆

３連休の初日ですが、何故か自然にほぼ定時で目が覚めて、のたごそとナンチャッテ腹筋ダイエ

ット体操とリサイクル出しと小家事を片付けていたら、この時間…
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ット体操とリサイクル出しと小家事を片付けていたら、この時間…

札幌は２２℃。北から一定の速さの強風。

空はもはや秋の気配です。（＾＾；）

半分曇っていますが、紫外線がぎんぎらで、

カーテンを半閉めにしていてさえ、目が痛いです…（－－；）★

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 0.041 0.040 0.040 6 
05:00 0.041 0.040 0.040 6 
06:00

さきほど西北西から南南東へ？流れて行く、地震雲？ぽいものを目撃しましたが…

さて…？

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 浦幌町 
【M2.7】十勝地方 深さ115.9km 2016/08/10 05:13:56

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.0】内浦湾 深さ160.0km 2016/08/09 23:08:44

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.0】青森県東方沖 深さ54.6km 2016/08/09 17:30:05

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月09日 14:18】
次の地域に警報が発表されています。

［根室中部］高潮

［根室南部］波浪・高潮

［釧路南東部］大雨・波浪

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


［釧路南西部］波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月09日 11:09】
次の地域に警報が発表されています。

［根室中部］大雨・高潮

［根室南部］大雨・波浪・高潮

［釧路南東部］大雨・波浪

［釧路南西部］波浪



（８月10日）　「脳内世界」に生きますよと…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201608101341583133/

『 太 陽 の 猫 』 アリ鱒。

2016年8月10日 リステラス星圏史略　（創作）

　

https://www.youtube.com/watch?v=5OoxxMXLeK0
Game Day - ThePianoGuys 

そんなわけで（前５項参照）

どんぐりパンのブランチ食べて二度寝？して、

手洗濯して昼風呂浸かって仮眠？して、

洗濯ものを外干し！（＾＾）！して、

ＰＣ前に戻りましたよ…１３：３８です。

溜まってる雑資料を片付けたら、

リアルよりはもう少しマシな？

？（＾＾；）？

https://85358.diarynote.jp/201608101341583133/
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「脳内世界」に生きますよと…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=IsGhlx-yw8M
Dumb Song - ThePianoGuys 

http://p.booklog.jp/book/108964/read
『 太 陽 の 猫 』
　↑

とりあえずコレ分冊＆【 有 料 化 】ｗしましたｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=ZwUTXPsUkxY
The cat empire - Sunny Moon 

お♪ イメージぴったり？
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=EFQuEB4VZAA
【ボカロ合唱】同声二部合唱　ぼくの太陽【猫村いろは】 

…どひゃひゃひゃひゃ…ｗ
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=Wb8fY6x4p_4
太陽にほえろ 

いやいや…シゴトします…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=BJc5_H7Jsfo
【男が歌う】大原櫻子/真夏の太陽（フルカバー）
- "Midsummer sun" Sakurako Ohara - KOBASOLO Cover

「試し読み」設定てのを１ページ作って、「猫」の作業は終了☆彡

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=IsGhlx-yw8M
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108964/read
https://www.youtube.com/watch?v=ZwUTXPsUkxY
https://www.youtube.com/watch?v=EFQuEB4VZAA
https://www.youtube.com/watch?v=Wb8fY6x4p_4
https://www.youtube.com/watch?v=BJc5_H7Jsfo


（８月10日）　こっから先の作業が、気が遠くなるほど大量にある…★

https://85358.diarynote.jp/201608101641371926/

（⇒GO to SPACE IN MY SOULS ...♪）

2016年8月10日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=8gMCxCI9IBw
Grai - Song of Mother Earth 

なぜ私がコノ作業をしようという時期に、

「ポケモン号」とやらが

世間を騒がしているのかなぁ…★（－－；）★

…とりあえずコレ分冊。
　↓

http://p.booklog.jp/book/108966/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－５　『　Ｇ Ｏ！　』　＝ 業田 行 の 物語 ＝ 

中身はまだ入ってません…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=expayOCkkxI
Amberian Dawn-End Of Eden (Album 2010) 

http://p.booklog.jp/book/108967/read
リステラス星圏史略

古資料ファイル　５－６

（アルヴァ・タウーレの物語） 
　↑

これもとりあえず分冊した…。

（＾＾；）

こっから先の作業が、気が遠くなるほど大量にある…★

https://85358.diarynote.jp/201608101641371926/
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ちょっくらオヤツ食べて、仮眠してきます…★

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月10日19:26
　

〜０５７３１８４、

＞０５７３２１２。

？（＠ｗ＠；）？

小１時間で、３０人…？？
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（８月10日）　ユリアン君が美味しいお紅茶を淹れてくださるよーな優雅な生活はし
ていないので。

https://85358.diarynote.jp/201608102056545019/

ブラックコーヒー・ダークラム ♪

2016年8月10日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=76Q1W9C7p-c
Amberian Dawn - River Of Tuoni [Full Album] 

ユリアン君が美味しいお紅茶を淹れてくださるよーな優雅な生活はしていないので。

（しかし「ユリアン以前」の「シルバーブリッジの官舎」よりは多少はマシな状態の台所で）

がつっと「無粋な泥水」を淹れて、

ぐわっと「ダークラム」をぶちこんで、

創作？活動のお供〜♪

https://www.youtube.com/watch?v=vIQtB71cV44
Amberian Dawn - Re-Evolution (Full Album) 
　↑

https://85358.diarynote.jp/201608102056545019/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608102056545019/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160810/85358_201608102056545019_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160810/85358_201608102056545019_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160810/85358_201608102056545019_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=76Q1W9C7p-c
https://www.youtube.com/watch?v=vIQtB71cV44


なかなかイメージ合うなコレ♪

とりあえずコレのアタマ分また削った。

　↓

http://p.booklog.jp/book/101465/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　０ 
　↑

宇宙史？の予習がしたいかたは、どうぞｗ

https://www.youtube.com/watch?v=gHNhLuSmz9Y
Amberian Dawn-Circus Black (Album 2012) 

んで、「ファイル０」からの「分散移民」先は、こちら…。

http://p.booklog.jp/book/108821/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－２－５　「俺と好」（旧題） 

http://p.booklog.jp/book/108967/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－６　（アルヴァ・タウレの物語） 

http://p.booklog.jp/book/108818/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－９　『 最終戦争伝説 』 

んで、本日の新刊（…？）
　↓

http://p.booklog.jp/book/108974/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－８　『禁未来シ』（旧題：『俺と好』）

さて…寝るか、まだ作業するか…

ちょっと考える…☆

       

file:///tmp/puboo/125150/446898/book/101465/read
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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8月10日22:14
　

ぅわ★（＾◇＾；）☆

別のファイルの中に「黒百合」さんのエピとか綴じこんでる…ッｗｗｗ
 

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


（８月10日）　調子に乗ってコーヒー呑み過ぎた。

https://85358.diarynote.jp/201608102315152404/

『 青い鈴の花の草原 』　（高校？）

2016年8月10日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=aK1U_Qck3OE
地下室のメロディー　 （市川　慎 作曲） 

調子に乗ってコーヒー呑み過ぎた

（＾＾；）ので、眠くなるまで、もう少し、

（予定の家事は放り出して）

原稿やります…☆

http://p.booklog.jp/book/108706/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－１　（暗闇の童話集）

　↑

に、戻りまして、没原稿１ｐ追記。

さて…

https://www.youtube.com/watch?v=9S78J3IgqwA
独奏十七弦と箏群のための　焔 ／HOMURA　
(沢井忠夫 作曲／composed by SAWAI Tadao) 

　　　青い鈴の花の草原

　　　　　　　　　　　　　　　by　恒沙 真谷人

「まったくシツレイしちゃうわ！」

　竜子はそう叫んで家出をすることにしました。

https://85358.diarynote.jp/201608102315152404/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=aK1U_Qck3OE
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108706/read
https://www.youtube.com/watch?v=9S78J3IgqwA


　だって、だってお母さんたらひどいんです。

　竜子は悪くないのに、全然悪くないのに、いつだって、

「妹でしょ。ガマンしなさい」

って、竜子ばっかりを怒るのです。

　それだけなら、まだ、いいんです。

「竜子はまだ５歳だから」

って、今度っから小学校１年生のお姉ちゃまが毎月１冊新しいご本を買って貰えるこ

とになったのに、汚すといけないから竜子には貸さなくてもいいわよ、そう約束して

しまったのです。

　ひどいです。

　どうせ読めやしないでしょって、言うんです。

　竜子はひらがななら全部自由に使えます。

　カンジだって、自分の名前の分と、お姉ちゃまの教科書に載っている分くらいなら

、今でももう書けてしまうのです。

　…竜子は、ご本だけは、とてもよく読む子でしたから。

　それで、

「まぁったく、シツレイ、しちゃうわ！」

　家出することにしたのでした。

　　　　　〇



　およそ行きの灰色のワンピースを着ます。

　背なかのジッパーも１人で上げられます。お姉ちゃまは出来ません。

　およそ行きのバスケットにピンクのお財布と、ハンカチと、ちり紙もちゃんと入れ

てしまうと、忘れものはなしです。

　お姉ちゃまはいつもお母さんに用意して貰います。

　お友達の、竜の縫いぐるみのパフを左手に抱えて行くことにしました。

　電話台の脇のメモボードに、いつもはお母さんがやるみたく、ちゃんと、

　"　イエデ、してきます。　"

　玄関には鍵を掛けて、鍵は垣根の右から２本目の穴の中にしまうのです。

　竜子は駅まで歩いて行きました。

「あのね、これ、おネガイシマス。」

　ボタンはいいのだけれどお金を入れる所に背丈が届きません。

　切符売り場でそばに居たおとなの人に手伝ってもらうと、パタンとふたをめくって

１番安いところのを竜子は押しました。

　ちゃんとお礼も忘れません。

「おばちゃん、どうもアリガトウ。」

「お、おばちゃん！？」

　あとにはまだ若い女の人がヘンな顔をして突っ立っていました。

　　　　　〇



　改札を抜けてチョコチョコと階段をかけ上がります。ホームは１つしかなくてこ

こは "シハツエキ" なので、間違える心配はないのでした。

　電車の色はクリームイエローです。竜子の好きな、ちょっと酸っぱいケーキと同じ

色合いで、この電車が地面の上を走るのはここの駅でだけなのでした。

　ちゃんと中で座って待っているとベルが鳴ってドアが閉まります。走りはじめます

。

　長いゆるい坂を下って電車が地面の下の真っ暗にもぐりこんでしまうと、竜子はホ

ッと息をついて背もたれに寄っかかりました。

　大丈夫、これで８つ目の駅に着いて、降りれば、叔母さんの家まではすぐ側なので

した。

　…まだ早い時刻なので電車の中は空いています。

　竜子の乗った最後尾の車両には数える程しか人が居ませんでした。

　それも、２つ３つ駅を過ぎるうちに、入れ代わっては段々に減って行くようです。

　眠いなァ、と竜子は思いました。

　電車の座席は気落ち良く揺れて漂っています。



（８月10日）　そして青く透きとうった美しい草には、小さな銀色の花が咲いていま
した。

https://85358.diarynote.jp/201608102330008194/

（無題）　１　（中学？）

2016年8月10日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=RpgaeUCG0oM
山路みほ　「鳥のように」　2009.02.04　大阪フェニックスホール 

「まったく失礼しちゃうわ！」

　薄暗い地下鉄の中で竜子がかわいいほっぺたを真っ赤にふくらませていました。

　ママと喧嘩して家を飛び出してきたばかりなのです。

「いつまでも子供あつかいしないでほしいわ。あたしだってもう８つなんだから。」

　竜子は、自分はもう充分大きくなったと思っていました。

　だって、一人でお留守番もできるし、お使いだって、お洋服を着るのだって、大人

に負けないくらい早くできるのです。

　それなのにママったら………。

「電車にだって一人でちゃんと乗れたじゃないの。：

　竜子の手には２０円の入場切符がしっかりとにぎられています。

　コトトン　　コトン　コトトン　コトン　　コトン　…

　電車は静かに歌いながら走り続けます。

https://85358.diarynote.jp/201608102330008194/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=RpgaeUCG0oM


　地下の闇の中で、いつしか竜子は眠りこんでしまいました。

　窓の外を流れてゆく青白い顔の水銀灯が、竜子の顔をまだらにそめていきます。

　どれほどの時がたったのでしょうか。竜子はまだ眠り続けていました。

　と、突然、電車に急ブレーキがかかって、竜子は気持ちのいい座席のクッションの

上から冷たい床の上へと、放り出されてしまいました。

「いったァい！　電車さんのいじわる!!
　人が気持ち良くお昼寝してるときに、落っことすことないじゃない！」

　でも、起き上がった竜子の目に電車の姿は写りませんでした。

　竜子のまわりには何も無かったのです。遠くでかすかにまたたいている星の他には

。

「お空の上に出ちゃったんだわ。」

　竜子は泣き出してしまいました。

（でも別に気にすることはありません。大人だってこんな時には泣くでしょうから。

）

「おうちにかえれない。」

　竜子は自分が家出の最中だなんてことはすっかり忘れて泣きじゃくっていました。

　いきなり宇宙空間に放り出されれば、だれだって細かい事を気にしているわけには

いきませんもの。

「何をそんなに泣いているの？」

　突然、竜子の後ろで声がしたので、竜子はびっくりしてしまいました。



　こんな所に人がいるなんて!!

　………でも、ふりむいた竜子の目に写ったのは、さっきまでの荒涼とした宇宙空間
ではありませんでした。

　青です。

　見わたすかぎり一面に広がった薄青色の草原なのです。

　そして青く透きとうった美しい草には、小さな銀色の花が咲いていました。

　それが、風



（８月10日）　もういっこ没原稿があるんですけど、カフェイン切れましたｗ

https://85358.diarynote.jp/201608102357163811/

（無題）　２　（中学？）

2016年8月10日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=Z_guyo_oAnw
ENDO CHIAKI -- Gaku 

「まったく失礼しちゃうわ！」

　薄暗い地下鉄の中で竜子（たつこ）がかわいいほっぺたを真っ赤にふくらませてい

ました。

　ママとケンカして家を飛び出してきたばかりなのです。

「いつまでも子供あつかいしないでほしいわ。あたしだってもう６つなんだから。」

　竜子は自分はもう充分大きくなったと思っていました。

https://85358.diarynote.jp/201608102357163811/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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　だって、一人でおるす番もできるし、おつかいだって、お洋服を着るのだって、大

人に負けないくらい早くできます。

　犬だって注射だって恐くないし、背たけだって今年８つのお姉ちゃまに負けません

。

　それなのにママったら、「竜（たっ）ちゃんはまだ小さいから」と言っては竜子

のじゃまをするのです。

　…電車だって一人でちゃんと乗れたじゃないの…

　竜子の手には２０円の入場切符がしっかりとにぎられています。

　コトトン　コトン　コトン　コトトン　コトン　コトン　……

　地下の闇の中、竜子は目をつぶって考えました。

　…やっぱりあたしは大人なのよ。だって家出ってのは大人だけがすることだもの…

　そしてそのまま眠りこんでしまいました。

　　　　　〇

　ジリリリリリ…

　竜子はぎょっとなって飛びおきました。

　スピーカーがものすごい声で駅名をまくしたてています。

　…ああよかった、もう少しで乗りすごす所です。

　間一髪で飛びおりた竜子は、次に自分の乗る列車がどれだかわからないことに気づ

きました。



　行く先案内板の漢字が読めないのです。

　…でも、習（おそ）わってないんだから、あたりまえじゃないの。

　竜子は駅の階段を登って右にまがりました。

「たしか、おばさんの家に行くのは三番目のプラットフォームのはずだわ。」

　けれど竜子は結局おばさんの家には行きませんでした。

　ふいに、こんな会話を耳にしたからです。

「ねえ、あの電車に乗って、どこまでも行くと、どうなるか知ってる？」

「どうなるんだい？」

「途中で銀河鉄道に変わってね。魔法の国まで飛んで行くのよ。」

　竜子は、いままでうそをつく人に会ったことはありませんでしし、 "空想する" と
いう、（大人たちにとって）この世で一番楽しいゲームをしたこともありませんで

した……竜子にとって、自分の考えは全て "現実" だったので……。

　そこで、竜子は声の示した電車に向って一目散にかけて行きました。

　　　　　〇

　竜子の乗った電車は暗い地下道をどこまでも走って行きます。

　窓にしがみついた竜子の目の前で青い光が遠ざかってはまたやってきます。

　…まるで鬼火みたいだわ。こっちへ来て、あっちへ行って。こっちへ来て。

　ひとつ、ふたつ、…みっつ……

　いつになったら魔法の国につくのかな……



　やっつ…　ここのつ…　とお…

　７８まで数えた所で、竜子はまた眠りこんでしまいました。

　　　　　〇

　ガクン！

（突然、竜子は気持ち良く眠っていた座席からほうりだされました。）

「アイタタタタ、ひざっこぞうをぶつけちゃったあァ！」

　竜子はけがしたぐらいで泣きだすような弱虫ではありません。

　だからこの時もペロリとツバをつけただけで、もう平気な顔をしていました。

（だれです、ツバをつけるなんてキタナイなあ、なんて言ってる人は？　そんな人

はさっさと本をとじてしまいなさい。）

　さて、竜子がころげ落ちた所は、前後にむかいあった座席の間で、ちょっと首を出

して見れば前にも後にも同じようないすが並んでいるはず、だったのですが…

　びっこをひきながら立ち上がった竜子の目に写ったのは、（いえ、写らなかった

のは、と書いた方がいいかも知れません。なぜなら何も見えなかったのですから。）

　一面の闇でした。

　ただ、遠くの方でかすかに星がまたたいています。

「お空の上に出ちゃったんだわ。ちゃんとお家（うち）に帰れるといいんだ

けど……。」

　竜子は自分が家出して来たことなんかすっかり忘れてしまって言いました。



　いきなり宇宙空間に放り出されれば、だれだって細（こま）かい事を気にしている

わけにはいきません。

　と、急にあたりの様子が一変しました。

　竜子が、「あっ！」と叫び声をあげる間どころか、まばたき一つするひまもないう

ちに漆黒の闇は消え、竜子と二つのいすは荒涼とした草原にぽつんとすわっていま

した。

　見わたすかぎり全て草原です。

　そしてそこにはえているのは、小さくてすきとおった銀の花の咲いている、美しい

青色の草でした。

　青い草は、弱い風にふかれるたびに、まるで１１月のすすきのようにさみしげな、

サラサラとした音をたてるのです。

　サラサラ…　サラサラ…

　うっとりとして聞きほれていると、すぐ後ろで竜子を呼ぶ声がしました。

「竜子姫。」と。

「だれ？」

　ふりむいたそこには短い金髪の男の子が立っていました。

　年は竜子より少し上でしょうか。風変わりな白い短い服を着ています。

「わかったわ！　あなたよう精ね？　そうでしょう。」

　手をうって竜子がさけぶと、少年は、不思議にすきとおった青い目でうなずきま

した。



　妖精

　少年

　騎士

　皇子

…数年後…

「ママ、妖精って本当にいるの？」

「ええ、いるわ。」

http://p.booklog.jp/book/108976/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

5-1-0　「青い鈴の花の草原」（暗闇の童話集） 

もういっこ没原稿があるんですけど、カフェイン切れましたｗ

だめだ寝るｗｗｗｗ

file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108976/read


（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１６年８月）

（中旬）
 
 



（８月11日）　本日の予定は心静かに（＾＾；）終日、家事と惰眠と原稿遊びの続き
ですよ〜…☆

https://85358.diarynote.jp/201608110935258806/

【M4.6】日高地方 深さ124.0km／北海道地方では、８月１２日
から１５日頃にかけて、【最高気温３３度】以上となる所がある

でしょう。

2016年8月11日 環境は、生命圏で、生存権。

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08月10日 15:32】
北海道地方では、８月１２日から１５日頃にかけて、最高気温が３３度以上となる所

があるでしょう。熱中症など健康管理、農作物や家畜の管理などに十分注意してくだ

さい。

https://www.youtube.com/watch?v=BkQckzykTRQ&nohtml5=False
Luis Cobos - ZARZUELA 

遅めようございます。（＾＾）

https://85358.diarynote.jp/201608110935258806/
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０９：２５になっちゃいました。

しっかり眠れて、朝７時の定時にはちゃんと起きたのですが、

あまりにもお天気が良いのでそのまま洗濯に直行。（＾＾；）

朝風呂上りに二度寝？して（＾＾；）

起きて洗濯物を外干しして（＾ｗ＾）

この時間に…ｗ（＾＿＾；）ｗ

世間様では今日から「お盆休み」のかたが多いらしく、昨日の夜から今朝にかけて、でっかいス

ーツケースをガラゴロいわせて帰省してくる人や、自家用車に何かかんか詰め込んで出かけてい

く家族の物音で、なごやかに賑やかです…☆

お天気最良☆（＾◇＾；）☆

そして、「山の日」…（－－＃）…★

もちろんこんな日にわざわざ登山に出かけて細っそい山道で「山手線なみの通勤？ラッシュ」に

巻きこまれてニッチもサッチも行かずに熱中症でぶっ倒れるような愚は（実話ｗ）そうそう再犯

したくはないので…★

本日の予定は心静かに（＾＾；）終日、家事と惰眠と原稿遊びの続きですよ〜…☆

tsuto @karrento · 12時間12時間前 
身の周りで次々に知人、友人が旅立ち、体を壊す人も増え続けています。これが、福

島の放射能ではないにしても数が尋常ではないほど、若い人に影響が出ています。そ

ろそろ身辺を整理し、やりたかったことをしてみたり、悔いのない人生にしておき

ましょう。いつ死ぬか分からない国になっていますので。

…おや…？　ネットが何にも、情報を表示しませんよ…？？？？
（０９：３４）。



https://www.youtube.com/watch?v=mtTQv_8DvTU&nohtml5=False
Luis Cobos- Pasodobles españoles 

（いつもと逆で、悠宙舞さんはサクサク動いてる…）

…動いた…。（＾＾；）

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

01:00 0.041 0.040 0.040 6 
02:00 0.041 0.040 0.041 6 
03:00 0.041 0.040 0.041 6 
04:00 0.041 0.041 0.041 6 
05:00 0.041 0.041 0.041 6 
06:00 0.042 0.041 0.041 6 
07:00 0.041 0.041 0.041 6 
08:00 0.041 0.040 0.041 6 
09:00 0.041 0.040 0.041 6 
10:00

イマイチ「埃っぽい」ですが。（－－；）

もう、諦めます…★

tsuto @karrento · 8時間8時間前 
舞い上がりは内部被ばく１０倍＝放射性セシウム　一度地面に降下し風で舞い上がっ

た放射性セシウムを取り込んだ場合、内部被爆量は、大気から直接吸入するのに比べ

約１０倍多いとの解析結果を、日本原子力研究開発機構がまとめた。消化器官では

なく、肺にはいる為。://bit.ly/vnNoBB

…たっぷり、しっかり、眠れているのに、
「昏倒級の激睡魔」に襲撃され中なんですけど…

被曝？

電磁波？

https://www.youtube.com/watch?v=mtTQv_8DvTU&nohtml5=False
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


地震体感…？？

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 中標津町 
【M2.6】根室地方 深さ156.5km 2016/08/11 07:17:37

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 日本 
【M4.6】日高地方 深さ124.0km 2016/08/11 03:44:14
　↑

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 日本 
【最大震度1】(気象庁発表) 浦河沖 深さ約120km M3.9 11日03時44分頃発生 

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � 北海道 帯広市 
【M2.9】十勝地方 深さ107.5km 2016/08/11 00:08:20



（８月11日）　青い鈴の花の草原

https://85358.diarynote.jp/201608111609131887/

「青い鈴の花の草原」　（ｺｸﾖ ｹｰ60 20x20）

2016年8月11日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

さて。（＾＾；）

気絶睡魔とＰＣ不調と再起動…して、ようやく復旧。
（＾＾；）

昨日の続きをやりま〜す…☆

https://www.youtube.com/watch?v=S3OFAX3edrM
吟遊歌 ／GINYU-KA（沢井比河流 作曲／composed by SAWAI Hikaru） 

　　　青い鈴の花の草原

　竜子（たつこ）六歳。小学校の一年生に上がったばかりの時でした。ある日、 "新し
く来たお母さん" と、ほんのちょっとした事でケンカをして、それで頭に来て、「い
えで」をする事にしたのでした。

　竜子はおさいふの中に貯金箱の中味を全部移しかえて、それからちゃんとポケット

の中にはハンカチも入れて、家を出ます。

　家から駅までは歩いて１０分くらい。いつでも片一方にしか電車が出て行かない本

当に小さな所です。そこで竜子はキップを買って、数えて４つめの駅で乗りかえると

、今度はそこから地下鉄になっているのでした。

　竜子はおばさんの家へ行こうと思っています。おばさんというのは "いなくなった"
本当のママの妹で、竜子は、もうずい分と長いこと…たぶん、春と夏と秋と冬のまる
まる一回づつぐらい…会ってませんでした。

　おばさんの家へ行くのには、地下鉄に乗って、ずーっとずっと、電車がもう一回お

日さまのある所へ出て、それから車庫の中へ入ってしまうまでの、三つほど手前の駅

https://85358.diarynote.jp/201608111609131887/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608111609131887/
https://www.youtube.com/watch?v=S3OFAX3edrM


で降りさえすればいいのです。そこからは歩いて行けますから。

　竜子は、おさいふの入った小さなバスケットかごをちょこんとおひざの上に乗っ

けて、お行儀良くひとつだけ空いていた席に座りこみました。と、言っても、みんな

がすわってしまえばあとは立っている人はほんの少しで、この人たちはみんな、竜子

のお家のすぐそばにある、ほんの小さな山へ、日よう日を利用して遊びに来た、その

帰り道なのです。電車が思い出したように止まってみるたんびに、お客さんたちは一

人へり二人へりして行きました。

とうとう十八っつ目の駅に止まった時には、もう途中から乗って来る人もいなくな

って、竜子は三両の電車の中にたった一人ですわっていたのでした。

　　　　　〇

　コトン　コトトン　コトン

　コトトン　コトン　トン

　音だけはたしかにきそく正しく聞こえて来るんだのに、なぜか竜子のすわっている

所だけは、まるで止まっているように、ちっともゆれが伝わって来ませんでした。

　すーうう。　すうー。　…

　青白いでんとうの光が、竜子が数えて行くにつれて、まるで呼ばれたようにやって

来ては、またついっと、青白い顔のままで、竜子には声もかけないで、走って行って

しまいます。

　コトトン　コトン　トン

　すーうう。　すうー。　…

　ちょっと待って下さい。なんだかおかしいわね。

　…やって来ては黙りこくったまま走って行ってしまう灯りたちの中には、時々、本
当に、青白い顔をして真っ白い長い髪の毛をふりみだした、悲しそうな若い女の人の

顔がまざっているようです。



「どしたのかなァ。誰だったっけ？　あの人。どっかで会った事があったと思ったん

だけどなァ…」

　そうつぶやきながら竜子は、いつの間にかどこかから、電車の走る音にまぎれるよ

うにして聞こえて来た、悲しくなるほどなつかしい子守り歌のせいで寝入ってしまっ

たのです。

　…電車はいつの間にか地面の下から抜け出ていました。

　窓の外は、月も星も出ていないのに、一面、ただ輝くばかりに光をはじいている銀

色のすすきの野原で、たけの高いその草は、ともすれば竜子のよりかかっている窓に

届く程、びっしりと電車にも線路にも近づいて生えているのでした。

　月も星も見えないただ群青色の空の下で、銀色に輝くすすきの野原をかきわけな

がら、少し土手になった所を走って行く列車が、汽笛を鳴らします。

　…

　　　　　〇

　気がつくと、竜子は、４人がけのボックスの丁度真ん中に、まるでお母さんのお腹

の中にいた時のような恰好をして眠っていたのでした。

「アイタタタ…ここ、どこ？」

　しばらくは、何があったのだかをさっぱり思い出す事ができませんでした。それ

から…

「あっそうだ。あたし、いえでしてたんだったっけ…」

　それから、ひざをついて起きあがった竜子は、またさっぱりわけがわからなくなっ

たのでした。

「……なあんにも、ない。」



　そう、竜子は、家出をする途中の電車の中で居眠りをしてしまった筈なのでした。

だから目を覚ますとしたら電車の中か、せいぜい見つかって連れ戻された自分の家の

中かである筈なのです。

　ところが…

　辺り一面の、真っ平らで、木も山も川もない、青色の小さな花の咲いている、だだ

っ広い草原。

　そこに竜子は２つの電車の２つのシート

　

　

　

　

　

　

　

　

（未完）

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月11日16:11
　

…びっくり…（＠＠；）…☆

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


これ書いたのたぶん高校の頃だから…

まだ、京王線も、「都営直通大島行き」も、知らなかったはずなのに…

…なんで、（＾＾；）…
ただの空想のつもりで、「予知夢」、書いてんの…？？？
 



（８月11日）　りある、「実現」しちゃって〜ら…ｗ（－－；）ｗ…★

https://85358.diarynote.jp/201608111645439068/

【ハゼリソウ科ネモフィラ属】／瑠璃唐草（るりからくさ）／

…「予言の書」「警告のメッセージ」を、「書く前」に…

2016年8月11日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=CvroShvVy9Y
びかむ「敦盛　〜平家物語より〜」　（琵琶　尺八　箏　和楽器）

（蛇足ながら「作品」？の「解説」…？？）

いま検索してみましたら、何度か言及してるはずなんですが、うまく釣り上げられませんでし

たが…

おそらく４０年（以上）ほど前に、

Ｉ島小学校への行き返りの道のどこかで？

ランドセルしょったまま「視た白昼夢」が、

「この話」の元ネタなんですが…

何度か繰り返し、ほぼ同じ夢を視まして。

花のイメージは２種類。

「茎と葉が透き通った青（ガラスのよう）、花は銀色の鈴の形（風で鳴る）」

と、

「みわたすかぎりの野原一面が青に染まる青い花の野原」で…

後者、まさに、ここじゃないですか…

http://www.bing.com/images/search?
q=%e3%83%8d%e3%83%a2%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%a9%e3%80%80%e5%85%ac%e5%9c%92&qpvt=%e3%83%8d%e3%83%a2%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%a9%e3%80%80%e5%85%ac%e5%9c%92&qpvt=%e3%83%8d%e3%83%a2%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%a9%e3%80%80%e5%85%ac%e5%9c%92&qpvt=%e3%83%8d%e3%83%a2%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%a9%e3%80%80%e5%85%ac%e5%9c%92&FORM=IGRE
（ネモフィラ　公園）

「しんぶん」で初めてここのリアルな観光写真を観た時に、

目が（＠□＠；）に、なったのを覚えています…。

http://hitachikaihin.jp/hana/nemophila.html
＞【ハゼリソウ科ネモフィラ属】

＞北アメリカ原産の一年草で、和名を瑠璃唐草（るりからくさ）といいます。

みはらしの丘一面が青く染まり、空と海の青と溶け合う風景は、まさに絶景です。

おそらく「白く明るく曇った昼間」（でも無人）の花の情景が後者で、

月明りともつかぬ白く霞んだ闇夜の花灯り

（夜なので花は閉じて蕾状？）が、

「茎が青、花が銀の鈴の形」の情景でしょう…

そして。

「こう」なっちゃってるんですよ…すでに…。

site:http://85358.diarynote.jp/ 国営ひたち海浜公園

http://85358.diarynote.jp/201607120902445315/
【操作された選挙結果】／国営ひたち海浜公園 ２μSV/h超。
（2016年7月12日 ）

…「予言の書」「警告のメッセージ」を、「書く前」に…

りある、「実現」しちゃって〜ら…ｗ（－－；）ｗ…★

…と、いう、オチでした…★

私に予言を語った白い女性「あなり」は…

おそらく、名前ではなくて、「私は『アナリスト』（分析官）」と、

職業？を名乗ったんだったでしょうかね…

（そして、声無く叫び哭く、無数の…「白い影」…！）

（当時、その壮絶で鮮麗なおそろしいまでの「美しさ」を、「描き出す筆力が足りない…ッ！」
という口惜しさで、完結できず…伝えられるべきだった「この先へ行ってはいけない」という一
番大事な「メッセージ」を…

「世に伝える」という「役」に立たなかったオノレ自身が…、

少々、いやかなり、忸怩たる思いでありますなう…★（－－＃）★）

…と、いうことで、この作業、一旦終了…。

http://p.booklog.jp/book/108976/read
琵琶演奏　「那須与一」

〜伝統音楽デジタルライブラリー 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月11日17:26
　

ちなみに、完全な余談ですが、

「尾霧竜子」のもともとは、

「いきり・たつこ」という（＾＾；）

姉と遊んだ幼稚園時代の「紙人形」のキャラ名で…☆

いわゆる「ペルソナ・ノングラータ」そのまんま。

（＾＾；）

当時すでに、「うかつにワガママを言ったらご飯を抜かれる、寒中の夜中に裸で放り出される」

という「虐待」恐怖体験が身に沁みついていた私が…

「言えないワガママ」を全て吐き出すために創出したキャラで…

のちに「遠野真谷人」というペンネーム？になって、

「多重人格」（？）が「統合される」まで、

「私の中」に「実在」？していました…★
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（８月11日）　黒百合さんてば、やっぱり、「狼さん」なのか…ッ★ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201608111746179273/

（地球で言えば１２歳ぐらいで皇女のおつきで西方（モルナス）

行きに加わった黒百合）　（中学…？？）

2016年8月11日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=xyUVT8sas6g
琵琶演奏　「祇園精舎」　〜伝統音楽デジタルライブラリー 

なぜか「暗闇」のファイルから出て来てしまったので、作業しますよと。

（＾＾；）

◎　地球で言えば、１２歳ぐらいで、皇女のおつきで西方（モルナス）行きに加わっ

た黒百合は、皇女に対する同情から、後先考えずに皇女をつれて逃げだした。

途中、見つかって追いかけてきた兵二人を無我夢中で殺し、村の魔法使いを脅して、

通路を開く、という分不相応なまねをさせて殺し、ために黒百合の本名は、大地の

国（ダレムアス）では忌むべきものとされて埋められている。

地球に着いたマーシャは、大地の国（ダレムアス）へ帰ろうとして黒百合のそばから

逃げだし、ダレムアスへ帰る方法を捜しながら放浪しているうちに、かえってボルド

ム軍の手先に見つかり、不意にとびだしてきた長寿人に救われたものの、記憶を失っ

て有澄宅へ。

影のように追って来た黒百合は、マーシャが幸福であるのを見て朝日ヶ森に潜伏して

いるが、彼女には知れない所で、彼女を追ってきた長寿人たちが学苑にはいりこみ、

マーシャの記憶の鍵を握りながら、時が来たら、それを教えると言って、マーシャに

帝王学をしこむ。

長寿人たちが自分をつかまえようとしているのを知った黒百合は一時期姿を消すが、 "
呪縛" につかまっているので、再び帰ってきて、帰ろうとするマーシャを捕えて無理矢

https://85358.diarynote.jp/201608111746179273/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608111746179273/
https://www.youtube.com/watch?v=xyUVT8sas6g


理心中しようとする。

後、マーシャを追って名を変え、姿を変えてダレムアスに戻った黒百合は、影のよう

につきしたがいながら、追手を避け、マーシャを護り、良心と呪縛の板バサミになり

ながら、遂にマーシャが記憶をとり戻した日に捕えられ、再び少女の姿でマーシャの

前にひきだされる。

「さあ。おまえにどんな悲しみがあろうと、おまえは掟を破った。おまえの為した事

のために一つの国、一つの世界の営みが変わってしまったのだ。皇女の御名において

、今、裁きを受けるがいい！」

「争魔の力から身を避ける術（すべ）は知っているだろうに、争魔と戦うべき身であ

りながら、そのさそいに甘んじるとは何ごとか！」

これに追加。

　↓

http://p.booklog.jp/book/107093/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

４－０－Ｘ　《灰色姫》 と戦士《黒百合》
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月11日17:49
　

…ちなみに、つまり「灰色姫」って…||||ｗ（＾■＾；）ｗ||||…★

リーシェンソルトの、あの「すすき頭」の…「幼名」…？？

★…＜（〜〜；）＞…★

file:///tmp/puboo/125150/446898/book/107093/read
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


黒百合さんてば、やっぱり、「狼さん」なのか…ッ★ｗｗｗ



（８月11日）　縮尺メチャクチャ。大地の国（ダレムアス）地理図。

https://85358.diarynote.jp/201608111809163180/

縮尺メチャクチャ。大地の国（ダレムアス）地理図。　（たぶん

中学）

2016年8月11日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　 

https://85358.diarynote.jp/201608111809163180/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608111809163180/


 

◎「記憶を取り戻し、わたしの国、わたし本来の生き方の上に還る事ができないの

なら、ここで殺された方がましよ。」

◎　偶発事故でまきこまれながら、新しい危険な旅に出るとなったら、あわててつい

ていった雄輝と鋭。

◎　大地（ダレムアス）は完全な並行世界で、地球と交わる接平面上、太陽系内から

月の辺まで、ずっと陸地。（！？）

縮尺メチャクチャ。大地の国（ダレムアス）地理図。

…しっかし、大地の国（ダレムアス）を書くのに、海から書き始めるって、
ものすごく、海の球（ティカース）的な　発想だと思わない？

とりあえずコレに足しといた。

　↓

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）

　

 

file:///tmp/puboo/125150/446898/f212ead7aab05cb485c2/book/102985/read


（８月11日）　× 「抗」神経性　○_「向」神経性。(^_^;)

https://85358.diarynote.jp/201608111809163180/ 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月11日18:16
　

…また異様なほどの【昏倒級】激睡魔…。

ちょっと寝墜ちしてくる…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月11日20:25
　

不調の原因は、磁気嵐や地震体感でないとすれば、お盆休みで留守にするどっかの迷惑隣家が

(`ヘ´)
留守宅に、

もともと化学物質過敏症の私が最も苦痛とする「防虫剤」を、

しこたま仕掛けて逝きやがったせい(`ヘ´)

らしい…(-_-#)

パラジクロロベンゼン？(∋_∈)

だっけ？(ToT)

あれの最凶「抗神経性」さに

比べれば、

ピレスリンやスプレーの殺虫剤のほうが、

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


まだマシだ…(ノ-o-)ノ　┫

（ぃゃ、マジでソッコウ喘息を起こしますけどね…(-_-#)★）

どうも大脳が検知するより速く間脳さんが、瞬殺されて吸気量を最小モードに落としていたも

よう…

。。。(〃_ _)σ‖

とりあえず、殺人臭気が侵入してくる方角の窓は（暑いけど）締め切りました…

…(∋_∈)…

誰だこんな迷惑環境破壊兵器を民間人宅に市販してるキチガイ殺人器具メーカーは…！

…(*｀θ´*)…

…あ、バイト先の、
暗い暗愚カイシャかぁ…？

(ノ-o-)ノ　┫
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月11日22:06
　

× 「抗」神経性
○_「向」神経性。(^_^;)
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（８月12日）　夢とか考えて、何になりますか？

https://85358.diarynote.jp/201608120808533691/

札幌２６℃。明け方の通り雨に「放射性クリプトン」臭。

2016年8月12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。

０７：３５になりました。

札幌の気温２６℃。

からりと乾いた心地よい、熱い風。

…これで…（－－；）…
明け方の通り雨に「放射性クリプトン臭」が混じっていなければ…
良い夏休み。だったんですけどねぇ…★

https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ
Scorpions - Wind Of Change 

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

01:00 0.041 0.040 0.041 6 

https://85358.diarynote.jp/201608120808533691/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201608120808533691/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160812/85358_201608120808533691_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160812/85358_201608120808533691_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160812/85358_201608120808533691_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


02:00 0.042 0.041 0.041 6 
03:00 0.042 0.041 0.042 6 
04:00 0.042 0.041 0.041 6 
05:00 0.042 0.042 0.042 6 
06:00

フクイチが絶賛【露天再臨界】中なのは間違いないし、

わざわざ関東から東北の実家へ「酷道死go線」通って「里帰り」した上に
「墓参り」で、セシウム粉塵巻き上げて、

【露天被曝】と【死害線】浴…という、

短期即決「死出の旅」中の皆さんが、

（乗車率１８０％の震撼線にワザワザ大枚はたいて乗って！）いるわけです…

先々（老後）のこととか将来の夢とか、

考えて、何になりますか？この惨状で…
…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE
Guns N’ Roses - November Rain 

…ってことで。（＾＾；）

「目先の快適生活」のことだけ考えて、

昨日せっせと冬物の綿毛布を「漬けおき手洗濯」しておいたのを、

今日の朝日でサクサク気持ち良く、乾燥させているところですよと…ｗ

情報チェックして〜☆

今朝の分の（まだ残ってる（＾＾；）★）冬物山の手洗濯と、

朝（昼？）風呂と洗髪して〜

昼寝して〜ｗ

起きたら床掃除（先週と先々週とサボっているので酷い）して〜

https://www.youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE


今日も、４０年前の書き損じ古原稿で、遊ぶぞと…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=KNZH-emehxA
Shania Twain - You’re Still The One 

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ67.4km 2016/08/12 03:31:04

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ46.7km 2016/08/12 02:21:05

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 北海道 鹿追町 
【M3.1】十勝地方 深さ124.4km 2016/08/11 18:21:04

https://www.youtube.com/watch?v=eG0IYV6G0I0
Roxette - Spending My Time 

https://www.youtube.com/watch?v=DPblBARyRyw
Roxette Never is a long time
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月12日9:31
 
saki décembre @saki_ROSASOLIS · 38 分38 分前 

わたしは、おこがましいのを承知で言うと、もっと知恵が欲しい（自分に）．

世界を動物も植物も人間も生き易くなるにはどうしたらよいか。

どういうことばが伝わるのか。

https://www.youtube.com/watch?v=KNZH-emehxA
https://www.youtube.com/watch?v=eG0IYV6G0I0
https://www.youtube.com/watch?v=DPblBARyRyw
https://85358.diarynote.jp/
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知恵がほしい。



（８月12日）　理由もなく超能力者が増えている。

https://85358.diarynote.jp/201608121245513410/

（コンピューター・システムのために超能力者が禁とされていた

未来社会。）　（中学？夢日記）

2016年8月12日 リステラス星圏史略　（創作）
　 
https://www.youtube.com/watch?v=9x-Z0w5UKVs
朴順雅カヤグム「海風〜SEA WIND」

４／４　夢想より。

コンピューター・システムのために超能力者が禁とされていた未来社会。

ある学校で、理由もなく超能力者が増えているという情報を得て、長い薄い色の髪の

男性と、亜麻色の長髪の女性とが、超能力者側のエージェントとしている。

この二人の能力は、精度は高いけれどパワーはそれほど強くない。

超能力者の発生は、かつて優秀な頭脳をほこっていた連中に限られ、超能力者迫害を

忘れたかのように、異常な程夢中になって新しい才能を使っている。

能力者の二人は非戦闘要員で、調査が大詰めに向った頃、何ものかに半殺しにされ、

女性の方は乱暴されてしまう。

実はもう一人、能力者に対する激しい憎悪を植えつけられて政府側からのエージェン

トに仕立て上げられている、モンスリーさんとセイラさんと、あとだれかをごったに

したような短髪の女性がいるのだけれど、ある日その人が風ぜこじらせて肺炎をおこ

したわけ。

それは半年後が卒業っていう十一月くらいのことで。

午後、熱で苦しんでるモンスリーさんみたいな人の病室へ二人が入っていって、決し

て仲は良くなかったんだけどサイコキネシスマッサージで熱と苦しさをとりのぞいて

https://85358.diarynote.jp/201608121245513410/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=9x-Z0w5UKVs


いたんだよね。

彼女は驚くんだけど、男性の方に向って半年後には卒業ね、と言った。

彼女と男性は同学年で、女性は一年休学してるから卒業がおくれる。

男性と女性はそのことを失念していて、二人バラバラになるということに始めて気づ

かされて、はっとなった。

そこへ突然発生の能力者たちが入って来て、教授陣推選の中央委員たちが何をやって

いるんだという顔をする。

（※　「夢日記」）



（８月12日）　リゾレット・リゾレーと深夜の戦士たち。

https://85358.diarynote.jp/201608121318516276/

（ナムサラの華 ◎ リゾレット・リゾレーと深夜の戦士たち）
　（高校？）

2016年8月12日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=voU7eYnHnTE
Kayagum Performance 가야금 연주 

" ナムサラの華 "

◎　リゾレット・リゾレーと深夜の戦士たち。

大地に暗雲たち昇り、２世界が長き戦さに向って真っ直ぐに駆け降りて行く、時代…

「私も皆様と一緒に剣をとって闘いたいのですけれど、私にはその力が残念なことに

ありません。だから皆様が代わりに闘って下さいね。勝って下さいませ。決して死ん

だりなさらないで。私の代わりに、闘って勝って…
必ず、生きて還ってきて下さいませ。」

　深夜いつともしれぬ時刻に森の下草の奥深くに花ひらく、 "命の華" ナムサラ…
　ナムサラ国のナムサラ。

　その、広いたばかりの花を最初に見つけた時にかけた願い、病いや人の生き死にに

関する善き願いごと、は、決してはずれることがないという。

　その、貴重な花びらを毎夜つみに出て…そして必ず人数分の花を朝日と同時に持
ち帰ってくるリゾレットの "探し" の瞳は、殆ど奇跡にさえ近いと、云われていた…

「私のことを "癒しの手" とさえ呼んでくれてしまう人がいるのよ。まあ。昼間は看
護で、全然寝る時間がとれないでしょうって云ったって、こうして毎夜、あなたが

たの "妖精の眠り" につれていってもらっているのですものね。疲れる筈がないわ。」

https://85358.diarynote.jp/201608121318516276/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4253195792/
https://www.youtube.com/watch?v=voU7eYnHnTE


　…恋でもさせようか。

＞◎リゾレット・リゾレーと深夜の戦士たち。

参照：中山星香セレクション 1 花冠の竜の国へ (プリンセス・コミックスα)

まだ読んでいなかった（書かれてもいなかった）時代だった。はず…

なにゆえヒロインの名前が酷似しているのか？

今さっき気がついた、かなり根深そうな…謎。

ｗ（－－；）ｗ

 



（８月12日）　かみさまわたしはいつまでひとりですか。

https://85358.diarynote.jp/201608121321503974/

（白昼夢めも）（鉄の恐竜が地面を喰っている。）　（高校？）

2016年8月12日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=YhT5vtV1kI4
25현 가야금을 위한 ’불꽃으로부터의 명상’ - 이슬기 

かみさまわたしはいつまでひとりですか。

５／２０

…ほんとうに高貴な人というのがいる。ほんとうに高貴と呼ばれるにふさわしい魂が
。

そして、彼らがいるからこそ

わたしたちは前を向いて

歩ることができるのだ…

５／２２

ほら貝が天に哭く

地をも　ゆるがす鼓の波音

楽人（がくと）の声たからかなる

斎　宮子

　　姫也

https://85358.diarynote.jp/201608121321503974/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=YhT5vtV1kI4


鉄の恐竜が地面（グランド）を喰っている。

恋の始めのこだわりの

なんと不安定でわけのわからない。

たしかにわたしはあの人を

恋するようではあるけれど。

「ケＮって何だよおれは須坂すぬきだぞ。」

結局、あいつおれにあだ名しか残していかなかったな…



（８月12日）　お古女（こじょ）ばあさん。本名は「こめ」。

https://85358.diarynote.jp/201608121347087883/

（Ｆｒｏｍ　Ｄｒｅａｍ．『　東北…一寒村。』）　（１９８２
）

2016年8月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=NxeEWBvXX2Q
06 휘젓고 흔들기 - 이것은 가야금이 아니다 (실황) Solo Gayageum Live 

Ｆｒｏｍ　Ｄｒｅａｍ．

『　東北…一寒村。山あいに隠されるようにしてひっそりと生きのびてきたこの村は
、こうした厳しい環境にある土地にしては珍らしく、代々水田耕作とコメのメシとで

その暮しをたててきたのだった。山菜や野鳥の類のわずかな副食が採収によって得ら

れるのみで、この村で行なわれている野良仕事には稲以外の植物の世話は含まれてい

ない。

　ある日のことである。

「…あれァ、誰（たれ）ぞ」

　水ぬるむ…と云っても山清水のことである。腰まで泥につかりながら田ン浦の草を
むしっていた男たちのひとりが、不意に背を伸ばしてとんきょうな声をあげた。

「あれか。あれァ都会（まち）の女（もん）と結婚しいた田上の坊ンの息子じゃ。つ

んまり、今ァあのわらしが田上の坊ンよ。」

　少し離れた所で同じように腰を叩いて、お屋敷に出入りのわけしりの男がさもいわ

くありげに告げる。

　この地方の方言（なまり）としては２人ともいささか変った言葉使いをする。いや

、この２人に限らず、ここの村人すべてが、であるのだが。

https://85358.diarynote.jp/201608121347087883/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608121347087883/
https://www.youtube.com/watch?v=NxeEWBvXX2Q


　男たちの無遠慮な、だがぶっきらぼうな好奇心と弱冠の親しみをも秘めた視線の集

中する先には、見るからに大家の使用人頭らしい風体の男に連れられて、よそゆきの

紺のブレザーの銀ボタンを輝やしている男の子がひとり、物珍しそうに村の風物をな

がめながら白っ茶けた農道の上を歩いていた。』

変わった方言、風習。学校の女の先生…ナベさん。
水際に行くと人をつきおとす。主人公のわらしは初めて

☆　田上（神）（"お屋敷"）家系図

（お古女（こじょ）ばあさん。本名は「こめ」。

（おうなさま、に通じるね、この人は。）

　　　｜

　　　？

　　　｜

　　 お稲
　　　｜

　　－－－

　｜　　　｜

都　＝実　　初穂＝水田(ﾐｽﾞﾀﾞ) 次(継)作
会　 ｜(ﾐﾉﾙ)　　　｜
の　譲　　　　　豊穂（ほとけの子。全ての鍵。）

女 (ﾕｽﾞﾙ)

他に

「飯塚」姓、

「米村」姓（神主）、

「水引」姓

「穫」（とりいれ）姓、などがある。



       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月12日13:56
　

「おおの」の原型かな？これは…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月12日18:58
　

「原型」じゃないな。

「類型」だけど…
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（８月12日）　どんだけぶっ飛んでたんでしょうか、私の脳ミソ…

https://85358.diarynote.jp/201608121416572723/

（　　風に乗るひと　）（夢ノート）　（社会人〜ヒキコモ

リ期？）

2016年8月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=niLSj65tpJI
비단길(The Silk Road)_황병기(hwang byeong kee) 

　風に乗るひと

　飯野チエ２０歳。ある日道場に一人の魔法の石を持った少女がやってくる。

複雑な事情がありそうでお師匠は彼女を置いてやったが、どういうわけかモリモトと

は馬が合わない。しかし一週間で、お師匠は彼女がいると自分らの仙のじゃまになる

と言い渡して、彼の知り合いで魔術の事を知っているかも知れない人物を紹介し、

少女…亜土（あと）まりと…は元気に去って行った。
（魔理／魔里／魔裏＝魔羅人＝客賓）

　よしや１９歳。別にイキがって突っ走ってるわけではない。バイクはあくまでレク

リエーションだ。ある日の不意に襲われた暴風雨。慌てて突っ走ってるところで、雨

の中をまるで泳いでるような少女にあう。

「おい、何してんだよ」

　しばらくつき合ってやるが少女は妙な事を口走る。そのうち熱を出し、自分のマ

ンションに連れ帰るが、帰って来た親父と話しあってる段階で、消える。

　ある日、一人の少女が駅に降り立つ。余（曜）木マリア、１５歳。全寮生の "からた
ち音楽院" になぜか通学生で入る。誰も練習する所を見た事がないのに、彼女はいつも
奨学生だった。

https://85358.diarynote.jp/201608121416572723/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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"わたし" は彼女と直接口を利いた事はありませんでした。彼女はいつでも何か難しい
…少し変った毛色の本を読み、時には夜の街をまるで魔女のようにして歩いて行く事
があるようでした。

　成樹２４歳。いつも八戸亜里沙に笑われていた。亜里沙は同じ職場のニューフェイ

スである。ある日、ねだられるに押されて、かなり高級（ハイ）な、そしてちょっ

と俗っぽいうわさのクラブへ亜里沙を連れて行った。亜里沙はそこで知り合った男と

音楽会等へ行く。ある日はつけて行った先で、二人の車が深夜、男の邸に入って行く

のも見た。責めると、いつか彼はめくるめくような行動の亜里沙に魅せられてしまっ

ている。プロポーズすると、彼女は怯えるような表情をして去って行った。二日後、

彼は田舎へ帰る、ご免なさいという彼女の電話を受けとった。あなたを愛していたわ

、さよなら、と。数ヶ月して、彼は彼女が男の愛妾として社交界のうわさのヒロイン

になっている事を知った。

「彼にプロポーズされたわ」アルマン・バートンはそういう彼女の策謀を見抜いてい

たので、彼女もあきらめて、社交界における彼の成功の為の、忠実で有能なパートナ

ー役を勤めることができたらアルマン・バートン夫人の地位を与えるというカケにの

った。彼は恋愛嫌悪症である。彼女…スカーレットは準備期間として与えられた三ヶ
月の後に見事社交界にデビュー、愛妾か女奴隷か、遠縁の者か、秘書かと物議をか

もす。更に六ヶ月後、会社経営の方にまで手をのばして、彼女は彼との婚約発表に成

功した。

　アルマンは、かつて自分の第三秘書であり、現在は副社長でもある妻づきになって

いる青年ロビン・ロバートソンに、最近の彼女の奇妙で不可解な言動を告げられて苦

悶する。

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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


2016年8月12日14:17
　

…たった一晩とか、もしかして数分間の白日夢。とかで…

どんだけぶっ飛んでたんでしょうか、私の脳ミソ…（＠＠；）…
 



（８月12日）　…あるイミ、「暗闇の童話」そのものだな…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201608121439378605/

（夢記録）（男３人、女１人。あとは適当に考えよう。）　（１

９８２？）

2016年8月12日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=CZk2zLJP_5w
[Kayagum] "Kwaejina Chingchingnane" (Cho Ok Chu) 【 カヤグム】北朝鮮 

男３人、女１人。あとは適当に考えよう。

男、結き徹也、森男。シン。

女…鈴木よう子。
主人公、一応、森男ね。

高校時代の同級生であり、同じ運動部だった徹也と森男。徹は途中でぎふの方へ引っ

越し、その頃まだ友人にしかすぎなかったよう子が受験の時、大学でそっちの方へ

行く。→

２人して帰せいして来た時にはしっかり婚約している。

森男「実は、俺は…　ちきしょう」
徹　「そんな…。それ、お前からよう子に言うべきだよ。言え。言わなきゃいけない
」

よう子の人格もあって、一応、かたはついたように見える。

（森男のこったから、徹のこの一言で、何も云わずに引っこんじまったろう）

→中学時代。徹とよう子の父親が同じ会社で、新しくできたぎふ支社へ相ついで栄転

。よう子が先に引っ越し帰って来て、休暇に徹が遊びに来るまで婚約のことを黙って

いた。

　で、そーゆう話をベースに、森男は美大行って染色科。写真やってるシン（信）と

友人になる。はっきり言って２人と森男の交流は無くなっている。

ある日何かの理由で病院に行った森男とシンは「結婚前の健康診断」に来ていたよう

子とばったり出くわし、森男の態度をいぶかるよう子にシンは「こいつこの間ふられ

https://85358.diarynote.jp/201608121439378605/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=CZk2zLJP_5w


たばっかで」と言って切りぬける。⇒徹は親父の後をつぐために界者でかなり高い地

位についている。で、彼も結婚式を地元で上げるために帰省して来る。少しも変って

いない。⇒これを聞いとるんで話が少々にぶい。

森男は大事な個展（なり展覧会）をひかえている所だった。ところが突然、何もつく

れなくなり、「徹が見に来るって言ってるんだぞ。俺の染める色染める色全部がよう

子を愛してるとしか言ってねェってのに」。

「んな事わかるもんかね」

「解っちまうんだよ。あいつには…」

深夜の裏通り。わびしい屋台の赤ちょうしん。男２人。

…なんか「カヤグム」で悠宙舞さん回遊してたら、変なの拾った…ｗｗｗ
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=6U1tDRzMBfw
[Song] "Peace is Guaranteed by Our Arms" (Hwang Un Mi, Unhasu)
「歌」（オウ・ウンミ）"平和は私たちにより保証されています" 北朝鮮

…あるイミ、「暗闇の童話」そのものだな…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Jp7ikJy9qmk
국악락락11회_황병기_침향무(2,3장),숲(뻐꾸기,비) 

https://www.youtube.com/watch?v=ftiACZRstwc
[Kayagum] Chang Mi Hyang North Korea 
【カヤグム】 チャンミヤング 北朝鮮

とりあえずコレらに足して、一旦寝落ち〜…☆

https://www.youtube.com/watch?v=6U1tDRzMBfw
https://www.youtube.com/watch?v=Jp7ikJy9qmk
https://www.youtube.com/watch?v=ftiACZRstwc
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/107475/read


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） 

http://p.booklog.jp/book/108706/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－１　（暗闇の童話集）

file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108706/read


（８月12日）　さて。闇黒の世界史へ逝きますよ…。

https://85358.diarynote.jp/201608121448464108/

（再掲）　【@TOHRU_HIRANOさんは非公開です】／１２日、
伊方原発再稼働／陸上も海上も湿度が低くなっている。

2016年8月12日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=9xB_X9BOAOU
Ravi Shankar & Anoushka Shankar Live: Raag Khamaj (1997) 

参照：http://85358.diarynote.jp/201608120947066373/
ほか。

cmk2wl @cmk2wl · 18 分18 分前 
この暑さのせいもあるけど、陸上も海上も湿度が低くなっている。

あるいは荷電粒子を動かしていた磁場の働きが弱まったか…。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
正造 @etosha0824 · 17時間17時間前 
来月から安定ヨウ素剤　ＰＡＺで配布へ:静岡:中日新聞(CHUNICHI Web
https://t.co/9I5YOMrdkJ

しろくま @hontounokotoga_ · 23時間23時間前 
１２日、伊方原発再稼働

　愛媛県の松山市など、只でさえ空間線量値が異常に高いところなのに、更に、原発まで動かす

とか？

　頭の中お花畑だな

　(-_－；)
https://pbs.twimg.com/media/CpiSGrqVYAEIHHq.jpg 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
勝俣範之 @Katsumata_Nori · 4月7日 
がんの患者さんが障害年金をもらえることは、いまだにほとんど知られていない。障害年金は、

簡単に言うと、重病になり、老齢年金をもらえない可能性のある患者さんが、前払いとして、年

金を受給できるという制度と言ってよい。進行がん患者さんは皆受給する権利があると思います

https://85358.diarynote.jp/201608121448464108/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=9xB_X9BOAOU
http://85358.diarynote.jp/201608120947066373/
https://t.co/9I5YOMrdkJ
https://pbs.twimg.com/media/CpiSGrqVYAEIHHq.jpg


。もっと知ってほしい。

さて。闇黒の世界史へ逝きますよ…。

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） 

http://p.booklog.jp/book/108706/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－１　（暗闇の童話集）

file:///tmp/puboo/125150/446898/book/107475/read
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108706/read


（８月12日）　「　空色の羽根　」

https://85358.diarynote.jp/201608121807219722/

「　空色の羽根　」　（１９８２？）

2016年8月12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。

１８：００じゃすと。（＾ｗ＾）ｇ

遅い「昼ごカップ麺」くらって午睡して、洗濯物を取り込んで、ナンチャッテ床掃除まで駆け足

で片づけて来ましたよと。

（＾ｗ＾）ｇ

https://www.youtube.com/watch?v=HrtcCRtAd9Y
津軽三味線組曲 by 高橋竹山 

　　　空色の羽根

　なんだかとても深い色の空でした。

　あおという字には２つあります。青という字と、もうひとつ。

　ナツキは、むずかしい方の字は姉さまのご本でチラリと見たきりで、まだ自分では

書けないけれど、今日の空の色を日記に書くとしたらあの字のほうだな…　帰ったら
姉さまにあのややこしい漢字を教えてもらおう…　そんな風に考えながら、道を歩い
ていました。

　とても、わけもなく泣きたくなってしまいそうな、悲しいカンジの空の色でした。

https://85358.diarynote.jp/201608121807219722/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=HrtcCRtAd9Y


（８月12日）　「おまえさんは覚えとったンじゃ、自分では忘れてしまったように思
いながらの。」

https://85358.diarynote.jp/201608121833182163/

「１．　すすき　」　（１９８２．０７．０４．）　（※途中切

れたの最後まで続き入れました。）

2016年8月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

https://www.youtube.com/watch?v=DsqvB_tvpAU
高橋竹山 即興曲"岩木" 

　１．　すすき

　((　…遅くなってしまった。))

　最終に近い電車で駅に降り立って、急ぎ足で歩き始めながらリツコは時計をのぞき

こんだ。

　もうとっくの昔にバスはない時間。歩かなければならない…　家につくのは多分１
時過ぎ。

　ひどい気分だった。３年目にして大学を断念し、望みもしなかった職場に勤め始

めて、はや…５年。

　今日も１人、入ったばかりのコが、婚約しました ♪ と笑って退社届けを出して行
った。リツコが結婚したくなったというわけではないが。

　終了後、さして親しいというわけでもない同僚の愚痴を聞かされるためだけに４軒

もハシゴ。その時間に何をするアテがあったというわけでもなく、飲みたくもない酒

の代は全部相手持ちだったが。

https://85358.diarynote.jp/201608121833182163/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608121833182163/
https://www.youtube.com/watch?v=DsqvB_tvpAU


　タテバヤシ・リツコ。２６歳。

　薄いワンピース１枚で秋の深夜を歩くためには、彼女はあまりにも何も持っていな

さ過ぎた。

　結婚歴はない。見合いの口を持ち込んで来る人もいない。

　自分が果たして恋をしたことがあったのかどうか、はっきり言って本人にもそれが

解らない。

　３月（つき）前、プロポーズして来た年上の男友だちと別れて以来、親しい人間と

は誰とも口をきいていなかった。

　一生を捧げようと決心していた研究を捨ててまで、救けるつもりだった、たった１

人の異母弟（おとうと）も、もういない。

　夜道が暗い。

　リツコは疲れ切っていた。

「…ああ。嫌やイヤ！」

　リツコは声に出してつぶやいた。そのことは考えるな！

　住宅街を通り抜けてゆく、舗装道路のところどころに切れかけた外路燈。

　新興住宅地をちょっと外れれば、そこには枝ぶりのいい樹木があまりにも多すぎた

。

　リツコはショルダーバッグを胸に抱きしめる。

　バッグの中には財布やハンカチ、コンパクト、使いもしない香水びん。そして…

「もし、そこな嬢や。」



　不意に呼びとめられてリツコはギョッとした。こんな時間、そこは住宅地と住宅地

のはざ間の、ひと気のない緑地保護区域である。いつか読んだ暴行殺人の記事がよみ

がえる。

　金縛りにあったように感じながらやっとの思いで振り返ったリツコの目に、けれ

ど映ったのは小柄な老婆の姿だった。少し離れて道路わきの木立ちの向う、草はらの

中にポツンと立っている。

　((　困っているのかも知れない　))

　いぶかしみながらも、リツコは夜霧にボウッとかすんだそちらの方へ歩き始めた。

　木立ちを抜けると、ミルク色の濃いもやがかかっているように見える空の彼方、今

夜は満月だったことにリツコは今はじめて気がついた。

　美しい、夜の空だ。

「おばあさん。どうかしたの？」

　リツコは心持ちかがみこむようにして尋ねかけた。

　ボケ。嫁の姑いびり。

　そういったことで家に帰れずにいるのだろうか？

　けれど近寄ってよく見直してみた老婆は、そんなやるせのない問題からは、どうや

らまるで無縁のように見受けられた。

「嬢や、わしを覚えているかね」

　穏やかに、優しく、慈くしむように深い静かな声で、『おばあさん』は話しかけた

。

　リツコはその声の、どこか潮騒（しおさい）のように遠やかで無限性のある調子に



は聞いた覚えのあるような気がした。

　老婆は本当に小さくて、軽そうで、リツコの腰ほどしかない背たけの、ほとんどく

るぶしあたりまで白い髪を伸した様子は、どうかすると銀色の髪の子供か、妖精でで

もあるかにょうに見える。

　着ているものは和服でも洋服でもなく、流れるような不思議なひだになっている。

　しばらく考えて、リツコは云った。

「いいえ、おばあさん。ご免なさい。どこのお家のかただったかしら」

　リツコのアパートの周囲は核家族ばかりだ。ふっ、と老婆がほほえむと、顔中のし

わがいっしょに笑った。

「今日はなンの日じゃろね。」

　唐突に厳しい表情で、リツコの目をのぞきこむ。

「え、」

　ひきこまれるようだ、リツコはおばあさんの瞳の黒さに驚きながら、慌てて頭の中

のカレンダーをめくった。

　ええと、秋分の日は９．２３だし体育の日は１０．１０．それに文化の日が…

　((　だいたい、今日は何月何日だったろう。　))

　日記をつけなくなってからもうずい分になる。

　深夜、時計の文字盤のまわりかけた日付けが、ひどく空々しく、嘘っぱちに見える

。

　と、３つの針がぴたりと重なって、１つの文字をさした一瞬、小さな腕時計の小さ

なガラスに、丸いものが映ってリツコは答えを見つけた。

「あ、十五夜！　旧暦の」



　それから急にうろたえ始める。

「どうしよう、栗もお団子もないわ。…あ、…すすき…も!!!…」

『魔法のユビヌキを一回転する』、そんな表現をリツコに思いおこさせるような感

じで、忘れていた情景、なつかしい慕わしい、あのお月見の夜の幼なかった自分の姿

がよみがえってくる。

　そんなリツコの前に "おばあさん" はゆったりほほえんで、金と銀色の何かをさしだ
した。

　何か…　すすきである。

「これをやろ。おまえさんは覚えとったンじゃ、自分では忘れてしまったように思い

ながらの。」

（No.1　’82.7.4.）

https://www.youtube.com/watch?v=tEjrkHAnzVs
高橋竹山　津軽三味線　一 

https://www.youtube.com/watch?v=y18geQEg9pM
津軽三味線　高橋祐　津軽じょんがら節　イタリア公演

 

https://www.youtube.com/watch?v=tEjrkHAnzVs
https://www.youtube.com/watch?v=y18geQEg9pM


（８月12日）　怒り狂うと「清クン」そっくり。

https://85358.diarynote.jp/201608121833182163/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月12日18:33
　

ちょっと階下の物音が「虐待」レベルなんで見て来る…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月12日18:42
　

…かなり激しくぶっ叩く音と子供の泣き声と、おかーちゃん（観るからにデキ婚の現役ヤンキー
まま。髪は猛烈脱色。）の怒り声が轟き渡ってて近所迷惑だけど、まだ泣き声が常識の範囲内

だし、子どもまだシツコク反論というか抗議？しているし、このお母さんは乳児を育ててる時は

とても辛抱強く愛情を注いでいた良いままなので…

　警察通報前に、もうちょっと様子を聞いておきます…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月12日18:43
　

ついでに言うと、このママ、

怒り狂うと「清クン」そっくり。

の声と口調になるのであった…ｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月12日18:45

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


　

うん収まった。（＾＾；）

子どもの性格が「父親そっくり」で、

「絶対オツキアイしたくない」タイプのワガママ餓鬼なので…

お母さん、しょっちゅうキレてても、しょうがないね…ｗ（－－；）ｗ…★

（超〜ウルサイけど…！）
 



（８月12日）　前項の、「続きの話」です…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201608121948027922/

「　鳥になりたい　」（前半）　　（１９８２？）

2016年8月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=tiDfAisNLpQ
福士豊秋 白藤ひかり 武田佳泉 - 津軽三味線曲弾き 2010.11.13 
　

…え〜とコレは〜（＾＾；）…☆彡

珍しく一応「完成している」ので…

「有料」にしておきますわ〜…☆ｗｗｗ

＞　もちろん、彼が自殺者の遺体を見慣れていない、などということはありえない。

＞「竹田リツコ、２７歳。独身。某有名大学文学部卒業後、現在のつとめ先であるＮ出版に入社

。文芸雑誌の編集にたずさわる。

…そうです。前項の、「続きの話」です…ｗ

（ひみつ日記いん〜☆）

https://www.youtube.com/watch?v=RfOvYPL7WBY
輝＆輝 - 津軽じょんがら節 2010.11.06 上野公園 

https://www.youtube.com/watch?v=ohtbcyOTuGg
Sakura by KiKi - 桜変奏曲 輝&輝 - Tsugaru Shamisen 津軽三味線 

https://www.youtube.com/watch?v=JDTp_YQizqE
さくら(Sakura)　25絃箏 (25 strings koto) 

https://85358.diarynote.jp/201608121948027922/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608121948027922/
https://www.youtube.com/watch?v=tiDfAisNLpQ
https://www.youtube.com/watch?v=RfOvYPL7WBY
https://www.youtube.com/watch?v=ohtbcyOTuGg
https://www.youtube.com/watch?v=JDTp_YQizqE


…「すすき」の話なんですけど…

みょうに「合う」サクラの曲だなぁ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=5JGUplB1U9Y
花のように / 中井智弥 《 hana no youni / Tomoya Nakai 》

https://www.youtube.com/watch?v=HmY1WieykpE
絵空箏／ESORAGOTO
（沢井比河流 作曲／composed by SAWAI Hikaru） 

https://www.youtube.com/watch?v=ckUU6ITkwWM
妖精（エルフ）　吉崎克彦　uh12 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Db88Ef6FQ
この音とまれ! 作中オリジナル楽曲「龍星群」

https://www.youtube.com/watch?v=xSFygd71JJI
龍星群　弾いてみた！

…わぁ…！　ｗ（＾□＾；）ｗ

日記の更新エラー

以下のような問題が発生しました。お確かめください。

・秘密日記は 10000 文字以内で入力ください。

https://www.youtube.com/watch?v=5JGUplB1U9Y
https://www.youtube.com/watch?v=HmY1WieykpE
https://www.youtube.com/watch?v=ckUU6ITkwWM
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Db88Ef6FQ
https://www.youtube.com/watch?v=xSFygd71JJI


（８月12日）　「自己催眠による安楽死。…　そんな都合のいいことが、本当にあり
得るとあなたは思いますか？」

https://85358.diarynote.jp/201608121948027922/
ひみつ日記

　

　　　鳥になりたい

　((　けっきょく、自己催眠かなんか…　だったのかね　))

　カウンターのひとすみに肘をついて、上役たちからはシラケ世代と陰口をたたかれる、まだ若

い男・杉浦は考える。

　衛星都市としてはけっこう遅い時間のパブ、客の入りは少ない。

　杉浦の前には氷とスコッチのボトル。

　刑事だって酒くらい飲むのである。

「………となり、いいですか？」

　店はガラあきだというのに何を好きこのんでか、ほっそりした手指が彼の脇のカウンターをは

じく。

　((　女か。))

　見るからに、うっとうしい、行け…　という眼つきで杉浦は顔をあげる。

　女では、なかった。

「マスター。ブランデーを。」

　だが女と見まごう細いカンジの顔だち、体つきである。

　年は…　ちょっとわからない。商売柄ひとの値ぶみには長けているはずの杉浦にして、１６か



ら２４の間のどの数字を云われても

　嘘だ。

と反論することはできないだろう。

　((　こいつ、ヘタすっと高校生じゃねェのか　))

　いかにも場慣れして、わざわざ声をかけてさえこなければ、同席していても特に気をひきそう

にない、物静かな雰囲気。

　((　こんな時間に酒飲んで。　…補導したろうか。この　))

　だが今夜はそれももの憂かった。すぐに興味を失う。

　少年…　と、云ってよいだろう…　は杉浦の不愛想をべつに気にかけた風もなく、大人しく腰
かけてグラスの芳香を楽しんでいる。

　((　…　自己催眠。　))

　今夜はこれで幾度めか、杉浦はまた同じ言葉を噛みしめる。

　……　はたして。本当に？

　そう願っただけで。

　人間が。自らの心臓を停めてしまうことが、可能なのか、どうか……

　心理といえば異常心理か犯罪心理学にしか縁のない、杉浦のような殺伐とした男には推しはか

りかねる事柄だった。

　もちろん、彼が自殺者の遺体を見慣れていない、などということはありえない。

　むしろ都心まで快速で１時間、アパートや学生専門の下宿屋ばかりがやたらに多いここＴ市

にあっては、殺人・強盗よりもはるかにありふれた事件である。

　それでも…　と、だからこそ杉浦は思うのだ。彼女の死に顔はどこかが違っていた。男に捨て



られたり、孤独に耐えかねたりした女たちの末期にはどうしたって見られるハズもない、ある種

のやすらかさ。

　至福、とさえ、それは表現されても良かったかも知れない。

　その笑顔がどうしても、彼の脳裏を去らない。

　((　なぜだ　))

　…　あの女　…

「竹田リツコ、２７歳。独身。某有名大学文学部卒業後、現在のつとめ先であるＮ出版に入社。

文芸雑誌の編集にたずさわる。現在のところ独身の男ともだち無し…数ヶ月前、仕事で渡欧しよ
うという恋人のプロポーズをけったばかり。１流どころの小雪雑誌編集者。有能で職場内外での

交友範囲も広く、人望も厚い。」

　死んだ女の略歴を、はじめ杉浦は自分が口にしているのかと思った。

　だがもちろん、その低いがよく通る声は彼の隣から、例の少年のほっそりひきしまった喉から

もれているのである。

「おまえ…　記者（ブンヤ）か？　そうは…」

　見えねェな。

　心の中で呟やきながら再度、するどい眼で少年を観察しなおす。

　ストレートに肩の下まで伸ばした薄茶色の長い髪。同色の大きな瞳。

　ちょいとギリシャ彫像を思わせる色白で彫りの深い端正な横顔。

　((　…　ハーフ、か。　))

　ネイビーブルーのぴったりしたＴシャツにＧパンというありふれた服装（なり）の上から、仕

立てのよい秋ものの黒のケープつきコートを袖は通さずに羽織っている。

　女のような、



　と感じた最初の印象は、しかしそのもの静かな態度を見ていると、間違っているようでもある

。

　((　こいつが女に見えるというんじゃあ、ない。女にこいつに似たところが、あるんだ。 ))

　そんな理不尽な考えが頭をよぎり、杉浦は苦笑して顔をそむけた。

「自己催眠による安楽死。…　そんな都合のいいことが、本当にあり得るとあなたは思いま
すか？」

「…解剖した医者が云うんだから、そうなんだろう。」

　心を見透かされているようで、男はへそを曲げる。

「こんなのはどうです？」

　あいかわらずカウンターの向うの暗がりに目線を投げだしたまま少年は話しはじめた。

「　…終電まで残り２〜３本とない時刻に…　」

　唄うような、一種不可思議な抑揚。

　ほの昏い店のなかには今はもう他の客は誰もいなかった。

　杉浦は煙草をとりだす。

　蒼とオレンジの、ライターの火。

　紫煙が音もなく流れてゆく。



（８月12日）　…頼むから、ＳＦネタをリアルで演らないでくれ…ッｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201608121948027922/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月12日20:17
　

きゃあ★（＠＠；）★（いま気がついた。）

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【地震情報（海外） 2016年08月12日 11:32】
日本時間の12日10時27分頃、南太平洋でM7.6の地震がありました。ＰＴＷＣでは１２日１０時５
５分に津波情報を発表しています。太平洋で津波発生の可能性があります。

この地震による日本への津波の影響はありません。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月12日20:18
　

…「今日、クルかな？」とは朝から思っていたけど、昨日がオトナシカッタのでちょっと油断し
ていた…ｗ

Ｍ７Ｍ６Ｍ５も連発花火なうですね〜★

ｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201608122029464428/

【地震情報（海外） 2016年08月12日 11:32】日
本時間の12日10時27分頃、南太平洋でM7.6の地

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/201608122029464428/


震がありました。

2016年8月12日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
（前項）

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月12日20:17

きゃあ★（＠＠；）★（いま気がついた。）

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【地震情報（海外） 2016年08月12日 11:32】
日本時間の12日10時27分頃、南太平洋でM7.6の地震がありました。ＰＴＷＣでは１２
日１０時５５分に津波情報を発表しています。太平洋で津波発生の可能性があります

。

この地震による日本への津波の影響はありません。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月12日20:18

…「今日、クルかな？」とは朝から思っていたけど、昨日がオトナシカッタのでちょ
っと油断していた…ｗ

Ｍ７Ｍ６Ｍ５も連発花火なうですね〜★

ｗｗｗｗｗｗｗｗ

参照：http://85358.diarynote.jp/201608121448464108/
（再掲）　【@TOHRU_HIRANOさんは非公開です】／１２日、伊方原発再稼働／陸上も海上も
湿度が低くなっている。

https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
http://85358.diarynote.jp/201608121448464108/


amaちゃんだ @tokaiama · 21 分21 分前 
今日は異様に脳味噌の回転が悪い

日常的に使っている名詞が出てこない

何か大きな抑圧を受けている印象

amaちゃんださんがリツイート 
六ヶ所村のげんき君-bot @genkikun_bot · 37分37分前 
県と日本原燃では、工場周辺の放射線量や、土壌・農畜産物中の放射性物質量を継続

観測しているよ！なぜかというと試験や操業に伴い放射性物質がばらまかれるから

だね！例えば魚類のトリチウム量は一キロ当たり三百ベクレルとなる！精米から検出

される炭素14は九十ベクレル増加！でももう驚かないね！

amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
19時現在　非常に深刻な地震性耳鳴り　強い地震が迫っている

amaちゃんださんがリツイート 
litera @litera_web · 2時間2時間前 
再稼働した伊方原発は日本で一番危険な原発だ！ 安全審査をした原子力規制委の元委
員長代理が「見直し」警告

amaちゃんださんがリツイート 
ジュネス （jyunesu) @jyunesu_ · 4時間4時間前 
@hanayuu 避難計画、実効性に疑問＝半島5千人、孤立の恐れ—道路寸断、海路荒天で
・伊方町（時事通信） - http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160812-00000135-jij-soci
… 
　長さが約40キロあり、「日本一細長い」とされる半島の付け根に、四国電力伊方原
発は位置する。

amaちゃんださんがリツイート 
木村隆文kimura takafumi @fumifumtakafumi · 7時間7時間前 

生前退位の問題は、天皇皇族の人権問題でもある。

そして、ここで天皇制を廃止すれば、彼らを解放して自由にしてあげられる。

そして、家父長制や男装女卑、血統主義の家制度に基づく差別の根源の一つをなくす

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160812-00000135-jij-soci


ことが出来る。

税金の大きな節約にもなる。

簡単なことだ。

…頼むから、ＳＦネタをリアルで演らないでくれ…ッｗｗｗ
 



（８月12日）　「銀のススキが、願いをかなえてくれるよ。」

https://85358.diarynote.jp/201608122152171963/

「　鳥になりたい　」（後半）　　（１９８２？）

2016年8月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
(承前）

https://www.youtube.com/watch?v=yegQRUhJkuM
この音とまれ! 作中オリジナル楽曲「久遠」

http://p.booklog.jp/book/109000/read
「　鳥 に な り た い　」 

　↑

てことで「有料」で〜す…♪

（買って〜ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=R6qVs3PXOi4
この音とまれ！『龍星群』 フルver. 

　この曲、いいね♪

 
ひみつ日記

　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊

https://85358.diarynote.jp/201608122152171963/
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　終電まで残り２〜３本とない時刻に彼女は駅へ降りたった。

「…すっかり遅くなっちゃったわね」

　低く呟いてブラウスの襟をかき合わせる。

　秋ははじまったばかり、とは云え郊外の深夜の風はやはり薄着１枚の女には涼しすぎるのだ。

　彼女…　竹田リツコ。独身。２７歳。

　ふつう雑誌編集という職業は時間が不規則だと云われるが、リツコもこんな時間に帰宅するこ

とには慣れっこになってしまっていた。

　ただし今夜は仕事で遅くなったわけではない。

　同僚のひとりが結婚を理由に退職して、他の仕事仲間たちのヤケ酒に、無理につきあわされて

いたのだった。

　アパートまでは歩けばバス通り沿いに小１時間くらい。

　しかし、とっくに終バスは出てしまった後だし、数少ないタクシーの戻るのを待って並ぶのも

、女と見れば必ずからんでくる酔っぱらいたちのことを考えると気が重い。

　そこで彼女はひとりショルダーのひもをゆすりあげて歩きはじめる。

　１１時４７分。

　((　結婚　…　かァ　))

　歩きはじめながら彼女は考えたかもしれない。

　結婚。

　…　べつに、したくないわけじゃァ、ない。

「あっらァ、ダメよォ。リツコサンは独身シュギシャなんだからァ。」



　酔っぱらい騒ぎの合い間になにげなく云われた言葉を思い出す。

「でなけりゃなんで小野田クンふっちゃったってのよォ。彼、すンごい落ちこんで渡欧してった

んだから。」

「まったくねー。なンだってあんなリソー的カップルが、ワケもなンもなく突ジョ壊れなきゃな

んないってのよ、え、リツコサン！」

「アイシあってたんでしょーっ」

　……………

　愛しあっていた。

　ひとにはそう見えるのか…

　そう、リツコは考えた。

　確かに好きだった。一時は自分でも愛し愛されているのだと錯覚してもいた。

　今だって、昔、好きだった男を嫌いになれるわけもない。

　((　雅夫さん。　))

　心の奥で呼びなれた名前をくりかえす。

　だけど結局、彼だってあたしの生き方を理解してくれたわけじゃない。

　リツコは駅前商店街を通りぬけ、点々と街路灯のならぶバス通りの角をまがる。

　比較的親しくしている『友人』たち…　例えば今夜の、憂さばらしにつき合いあう飲み仲間。

　４年ごしに担当している作家のＴ。

　同窓の、種々雑多の芸術家たち。

　趣味のサークル。



　次々に思い浮かべてみる顔たちの、だけど誰がアパート暮らしのリツコに電話をいれてくれる

だろう。

　プロポーズをはねつけた夜にも、その噂がすっかり広まってしまった後にも、そして、見送り

に行くことのできない、かつて愛していた男が成田をたった晩にさえ…

　誰もリツコに声をかけてくれなかった。

　だからリツコも誰とも話さなかった。

　そのかわり昼間あった時には、皆がみなくちぐちに理由を問いただした。

「ンな〜んだって小野田クンふっちゃったのよ？」

　リツコも笑ってはぐらかした。そう…　昼間は。

　月がみごとな晩だった。けれどそれが出ていることにさえリツコは気づかなかった。

　信号を待ち、しばらくして深夜には黄色のままになる、旧式のやつだったのだと思いだす。

　明日も仕事だ。

　かたづけなければならない雑用が山積みになっている、おせおせのスケジュール。凡ミスとい

うにはちょいと痛すぎたこのあいだのドジ。

　立てかけで放ったらかしの好企画。

　……　好きで、えらんだ仕事だけれど。

　ここのところ理由のない遅刻が続いていた。

　５分。１０分。

　…　だが、遅刻は遅刻だ。

　((　もういいわ。やめなさい。 ))



　リツコは昏い方へ暗い方へと転がってゆく自分の心に無理に手綱をかけた。

　ちかごろ会社へ出るのも家へ戻るのもひどく億劫だった。

　このまま道に立ちどまって、うずくまってしまいたい。

　((　疲れているのよ。 ))

　リツコは歩きながら肩のあたりをもんだ。

　こういう時、なんでもいいから適当な理由をみつけて、声をあげて涙を流してしまえば、すっ

きりできるものだ。

　リツコもそのことを知ってはいたけれど、小野田雅夫を含めて長いこと彼女は安心して駄々を

こねられる胸、というものを知らなかったし、故郷の小さな母に泣きつく齢でもない。

　かといって柔軟性…　という若さの特権を失いつつある今、ひとりで崩折れてしまったなら、
今度こそ立ち直る力も残らないかもしれない。

　彼女は不安だった。

　((　疲れているのよ！　))

　それに、生理中だ。天候も、湿度が高くて、夜に寝つかれない。昔っから、水っぽい空気は

苦手…　体が、だるくなる。

　湿気、と云えば本当に夜気は梅雨をふくんでひいやりと冷たかった。

　リツコは肩をすぼめて両の腕を抱きしめる。

　道は、ちょうど住宅と住宅との間にさしかかって、月の光にてらされて３分ほど雑木林がつ

づく。

　((　あら？　あれは　))

　足早に歩く視界のはしに、何かが引っかかって彼女の注意をひいた。



　((　へんね。あれは…　人影のように見えるけれど。 ))

　深夜。人通りも途絶えた時刻なのに。

　不思議と痴漢だとか通り魔だとか、恐ろしい考えは浮かばなかった。

　リツコはとうとう足をとめ、右手に見える向う側の空き地へと林の中へ踏みこんで行った。

　通りぬける最中には気がつかなかったけれど、林の中には彼女の背たけと行く先にあわせて小

路がひらけていたのかもしれない。近づいてゆくと人影は確かに、小さな人間の立ち姿になり、

リツコにむけて「おいでおいで」をしていた。

　月明りをすかして見ると…　老婆だ。

　((　こんな時間、こんなところで？ ))

　リツコはあわててかけよった。道に迷ったのか、嫁姑の問題で家にいたたまれなくなったのか

…　それともボケてしまっていて１人では帰れないのだろうか？

　けれど。

「よう来た、嬢や。わしを覚えているかね？」

　こころもち息をはずませているリツコに、老婆はおだやかに声をかけた。

「　え、…　いいえ…　」

　誰だって面喰らうだろう。

　とうぼうといっそ見事にに伸ばされた白髪、リツコの身長より長い、よじれた木の杖。

　腰はまがり、背たけは縮み、これほどと思えるくらいしわんだ顔のうえに、深い叡智と理性と

をたたえ、長い時の流れを見すえ続けてきた双の瞳がある。

　こわいほどに黒い、小さな、けれど人を魅きつけずにおかない眼だ。



「すみません。どちらの方でしたかしら？」

　これだけ印象的な老人なら１度会っているなら忘れられる筈がないだろう。

　それなのにリツコは、たしかどこかで見覚えがあるような、とてもなつかしいような…　とい
う感じをうけるのだ。

「忘れたかね。無理もない」

　おっほっほっ、と歯のない口で笑う。

「ごめんなさい…　おばあさん。」

　ふたことみこと言葉をかわしただけなのに、リツコは話すうちに自分がひどく子どもにかえっ

てしまったような気がした。

　((　…　だけど、　))

　老人が別に困っていそうにもないので、とりあえず安心して、彼女はあらためて周囲の景色を

見わたす。

　そこは小さな雑木林の中の小さな空間のはずだった。けれど前にも左右にも後ろにも、たっぷ

りすぎるほどの余裕をもって草っ原が広がっている。

　ぐるりをとり囲むようにして木立ち。

　ほの白い光に覆われて、林というよりは黒々と眠りにつく森のようだ。

　((　少し、霧が出てきたみたい　))

　野原のそちこちで水滴のとばりが月光を反射させている。

　…　銀色の世界だった。

　わけもなく、むしょうに懐かしい気にさせられる、そんな光景。

「どこにおるのかわかるかね、嬢や。」



　リツコの様子を凝っと見つめて媼が尋ねた。

「いいえ。この近くにこんな手つかずの土地が残ってるなんて…　知らなかった。」

「ふむ…んむ。」

　老婆は考えるようにうなづき、こう呟く。

「あんたはもうわしらが思うてたよりはるかに遠くまで来てしもうたんじゃな。ほんにようひと

りきりでここまで来たなあ…　あの小さな嬢やが。えらかったじゃろ。」

　えらかった（大変だった）だろう、と云われて、何かが不意にあふれだしそうになってリツコ

は慌てて眼をしばたたいた。辛かったこと…　哀しかった想い。

「さて。」

　媼は長杖をつかみなおした。

「あんたがそんなにも遠くわしらから離れてしまったと言うんなら、このばばはもう余計な手出

しをしようとは思わぬよ。

　ただ最後にひとつだけ、いいものをあげような。

　嬢や、今日はなんの日だか、覚えとろうかいね？」

　そういって、ばばは黒いキラキラする瞳でまっすぐにリツコの眼をのぞきこんだ。

　…　何の日…　

　今日は、なんの日だったろう…　？

　リツコの頭に浮かんだのはまず次の校了まであと幾日、という事だった。

　Ｔの〆切りは４日前だったし人と会う約束は明後日。編集会議は来週の火曜日で…

　それとも何か、国民の祝祭日？



　そもそも今日は何月の何日だったのかしら。

　それさえ忘れている自分にリツコはがく然とした。

　咄嗟に腕時計に目を落とす。

　と、文字盤からは当然のように数字も日付けも消え失せていた。

「　あ！　…　」

　けれどリツコが小さく悲鳴をあげたのは、超自然なでき事に驚いたからではない。

「　月！　十五夜 !!　」

　丸いガラスが満月の姿をとらえていたのだった。

「やだ。どうしよう。お団子…　あ、ススキだって取って来てない…　」

　((　もう１０年以上も忘れきっていたことなのに　))

　彼女自身、心の半分では自分の反応に驚いている。

　♪　うーさぎ　うさぎ

　　　　なにみて　はねる　♪

　…なんていう懐かしい世界だろう！

　妖精

　月のうさぎ



　ピーター・パン

　うちゅうじん

　魔法使い…

　そんなものの全てが生き生きと息づいているところに彼女は住んでいたのだ。

　そう。

　もうずいぶんと昔の話。

「思い出したかね」

　媼はあいかわらず目もとだけで静かに微笑んでいた。

「ススキがないと云ったね。さ、これをやろ。」

　いつの間に取りだしたのか金と銀でできたものをリツコの手の中へ押しこんでいる。

「進むも、戻るも、別の道を選ぶも…　あんたの好きにするがええ。

　銀のススキが、願いをかなえてくれるよ。」

　くるりときびすを返して、さっきまでは確かになかった道を老婆は歩き去って行った。

　月の光なのか、それともそれ自体が輝やいているのか、老婆をのせた小路は大地の涯てをこえ

てどこまでも続いている。

　前にも、後ろにも。



「待って！　おばあさん！」

　小さくなっていく後ろ姿にリツコは思わず叫んだ。

　すると、はるか彼方でその人は、ふっと振りかえって笑いかけてくれたようで…

　気がつくと、リツコは。

　最初に足をとめたあのバス通りに立ちすくんでいるのだった。

「おばあさん。」

　そうっと口にだしてみる。

　…　ほんによう、ひとりっきりで、　…

　…　えらかったじゃろ。　…

　数年ぶりでリツコは瞳があたたかく濡れてゆくのを感じた。

　もうずっと長いこと、彼女は乾いてひび割れていたのだ。

　心の中で凝りかたまっていたものがとけて流れだすのが、解る。

　淋しさや、やるせなさや、絶望に近い希みにつながるすべての事柄。



　呪詛も兇悪な怒りも、今は順々に洗い清められていた。

「おばあさん…」

　最後に渡されたものに目をむける。それは人間の手になるものとも思われない、みごとな銀細

工のすすきの穂先だった。

　茎と葉は黄金（こがね）でできている。

「進むも、戻るも、別の道を選ぶも、…　」

　銀のススキが願いをかなえてくれる。

　やがて２８歳になる彼女はハンカチをとりだしてきれいに顔をふいた。

　もとより素顔でいる方が好きだったので涙で化粧がくずれる心配もない。

「………　鳥に、なりたい。………　」

　穏やかに、笑みさえ浮かべて、リツコはつぶやいた。

　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊



「……それで？　どうしたんだ。」

　馬鹿ばかしい作り話…　そう思いながらもついついひきこまれて杉浦は聞いた。

「別に。どうも。」

　だが少年の話はそれで終わりらしい。

「あとはただ朝になって女性の遺体が発見され…　それが先夜まで竹田リツコと呼ばれていた人
間の脱けがらだった、というだけの話です。そして病院のおえら方には死因が解らなかったので

、『自己催眠による心臓麻痺』なんていう都合のいい言いわけが考えだされた。

　それだけのことですよ。」

　男はすっかり氷の溶けてしまったグラスを飲みほし、

　少年はどこか遠くを見つめたままでいた。

「できのいいおとぎ話だな。」

　誉めるでも皮肉るでもなく杉浦が云う。

「おとぎばなしですよ」

　少年がくりかえす。

「おまえ、ブンヤでないとしたら、竹田リツコの知り合いか。それともＴとかいう…」

　どれも作家やら詩人やらだったはずだ。

「いいえ。僕はまにあわなかったので」

　少年は静かにかぶりをふった。

　((　まにあわない　？ ))

　問いかえそうとして杉浦は思わず息をのんだ。深い輝やきをひめた茶色の瞳が真っ直ぐに自分



を見つめている！

　…　澄んだ、まなざしだった。

　透徹した哀しみのようなものを、かすかにたたえていた。

　ふいと少年の方から顔をそらす。

「マスター、ごちそうさま。ここに置くよ…　この人におかわりを。」

　ブランデーのグラスは半分ほども残されたままだ。

「あ、おい！」

　ひきとめようとする彼に、すっと起って行きざま少年は笑いかけた。

「さよなら、話を聞いてくれてありがとう。…それに、リツコのために、考えてくれて。」

　ドアの近くまで行って足をとめ、ジュークボックスに硬貨を落としこんでゆく。

　杉浦は出されたグラスをほとんど無意識に口へ運んだ。

　黒いコートを肩に、青い服の少年は店を出て行った。

　あとにはただ、低い女の歌声。

　…眠り薬をください　わたしには
　…こどもの国へ　帰れるくらい　…

　ひとり腰かける杉浦の耳に、こんなリフレインだけが残った。

　ボリュームをしぼったレコードの音は、何故かあの少年の声に、似ているように思えた。



（終）

       
 



（８月12日）　鋭ってもしかして、けっこうリツコのこと、好きだったの…？？

https://85358.diarynote.jp/201608122152171963/ 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月12日22:31
　

…ちなみに〜☆（＾＾；）★

＞「自己催眠による安楽死。…　そんな都合のいいことが、本当にあり得るとあなたは思いま
すか？」

これ、つまり、「原因不明の心臓麻痺⇒突然死」＠東京郊外。

…の、ハナシ。でもあった…

今さらになって、ようやくオボロに見えてきたぞ…

「ぱられるリツコ」シリーズ…!!!!　ｗ（＾◆＾；）ｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月12日22:32
　

鋭ってもしかして、けっこうリツコのこと、好きだったの…？？

…（＠□＠；）…

全然、知らんかった…ｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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


2016年8月12日22:33
　

２２：３３ ♪

キリよく寝ますッ♪

 



（８月13日）　「正常？性バイアス」に舞い戻って、

https://85358.diarynote.jp/201608130803443154/

札幌は２４℃。晴天。

2016年8月13日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=oSKqtwSHjXM
『レット・イット・ゴー』箏三重奏

Let It Go　from "Frozen" on koto trio 

おはようございます。

０７：２７でした。

札幌は２４℃。晴天。狂風。（＾＾；）

再び「正常？性バイアス」に舞い戻って、バイト４連勤再開…★

昨日の地震、情報チェックしたくない〜…★
…（－－；）…★

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

01:00 0.041 0.040 0.041 6 
02:00 0.041 0.040 0.041 6 

https://85358.diarynote.jp/201608130803443154/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160813/85358_201608130803443154_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160813/85358_201608130803443154_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160813/85358_201608130803443154_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=oSKqtwSHjXM
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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

…ぅ〜わ！網走沖〜ッ？？
　　↓

地震マップ @eq_map · 13 分13 分前 
【最大震度1】(気象庁発表) 網走沖 深さ約10km M3.0 13日07時17分頃発生 

地震マップ @eq_map · 22分22分前 � 北海道 釧路市 
【M2.7】釧路地方 深さ116.5km 2016/08/13 07:13:39

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 北海道 苫小牧市 
【M2.8】石狩平野 深さ147.4km 2016/08/12 13:24:16

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 
【M3.1】根室半島沖 深さ46.2km 2016/08/12 08:13:00

…地震以外は特に何も問題ないようです…☆



（８月13日）　アルパカ狼さんが居ないからか／精神状態が悲惨です。

https://85358.diarynote.jp/201608130906394968/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月13日15:33
　

本日も【昏倒級】激烈睡魔。

(∋_∈)

バイトが暇だからか

アルパカ狼さんが居ないからか

地震体感か

太陽磁気嵐か

葬科学の電磁波攻撃か

ゆうべ寝る前に３冊も

漫画を読んでたせいか…
┐(’〜`；)┌
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月13日22:02
　

なんとか無事故で帰投。

札幌２０℃。ヽ（・＿・；）ノ

強風。(・ω・;)(;・ω・)

特に嫌な事など無かったのに、気温や気圧のせいなのか？

精神状態が悲惨です。(・_・;)

とりあえず２０分、気絶します。

　

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8月14日5:32
　

伊方再【禍】動の翌日に

「瀬戸内海中部」で発震…て、

もぉ嘲ぅしかなぃだロｗ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月14日5:35
　

うちの台所の輪ゴムの

「イキナリ劣化」現象から逆算すると、

きのう札幌に０.６μ以上か、

中性子線が

奇ている。(-_-#)
　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（８月13日）　ツクモガミ世界のメルヘン。

https://85358.diarynote.jp/201608140715266896/

ネタめも。「瑠璃の国のポルシェット」

2016年8月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

ポルシェット・ステッキーナ。

ハルン・ド・バッグ

リュックル・サック

ルショル・ダーバッグ　等々。

名前と体のどこかに瑠か璃をもらって再生した

元・不要品たちのツクモガミ世界のメルヘン。

参照：「勇ましいチビのトースター」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%84%E3%81%95%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%B3%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月14日15:33
　

いわゆる「コドモ向け」

啓蒙アニメ？(^_^;)原作。
的な…ｗ
 

https://85358.diarynote.jp/201608140715266896/
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（８月⒕日）　たいがい「的中してる」からねぇ、私の「勘と当て推量」…★

https://85358.diarynote.jp/201608140811358258/

うちの台所の輪ゴムの「イキナリ劣化」現象から逆算すると、き

のう札幌に０.６μ以上か、中性子線が奇ている。

2016年8月14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。

０７：２７になっちゃいました。

昨夜早々にダウンしたので今朝は自然に３０分早く目が覚めまして。

３０分前倒しで通常運行中です。

窓辺に布団も干したし、

バイトに持ってくお茶も用意したし、

お昼ごパンは昨夜ちゃんと買い込んできたし、

夜ご飯の支度までちゃんとしてあるしね…。

https://www.youtube.com/watch?v=nJheWaVeEOQ
04 My Way - Def Tech [歌詞あり] 

https://85358.diarynote.jp/201608140811358258/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201608140811358258/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160814/85358_201608140811358258_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160814/85358_201608140811358258_2.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=nJheWaVeEOQ


で、寝起きに聴いてたAMAUTAの MY WAY の編曲が気に入ったので、
皆さんにご紹介したかったんですが、悠宙舞さんには載ってないもよう…★
（残念！）

（前々項参照）

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月13日15:33

本日も【昏倒級】激烈睡魔。

(∋_∈)

バイトが暇だからか

アルパカ狼さんが居ないからか

地震体感か

太陽磁気嵐か

葬科学の電磁波攻撃か

ゆうべ寝る前に３冊も

漫画を読んでたせいか…
┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月13日22:02

なんとか無事故で帰投。

札幌２０℃。ヽ（・＿・；）ノ

強風。(・ω・;)(;・ω・)

特に嫌な事など無かったのに、気温や気圧のせいなのか？

精神状態が悲惨です。(・_・;)

とりあえず２０分、気絶します。 



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月14日5:32

伊方再【禍】動の翌日に

「瀬戸内海中部」で発震…て、

もぉ嘲ぅしかなぃだロｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月14日5:35

うちの台所の輪ゴムの

「イキナリ劣化」現象から逆算すると、

きのう札幌に０.６μ以上か、

中性子線が

奇ている。(-_-#)

https://www.youtube.com/watch?v=68hcK3w0u4M
Fortaleza (Mauricio Amauta) 
　

…さてはて…。（－－；）

たいがい「的中してる」からねぇ、私の「勘と当て推量」…★

（幸か不幸か、昨日は窓から遠い席で壁側を向いて座ってて、

「効かないクーラーの蒸し暑さ」と、

「昏倒級の激睡魔」と格闘するので精一杯だったので、

それが「中性子線がキテいる」せいの体感反応だ、

という自覚に至りませんでした…★）

https://www.youtube.com/watch?v=68hcK3w0u4M


（大脳が動いていません★）

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

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

セシウム線量（空気中に飛散浮遊している放射性粉塵量）には、それほどの変化なし…

地震マップ @eq_map · 7 分7 分前 
【M2.6】根室半島沖 深さ58.5km 2016/08/14 07:36:43

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年08月14日 05:17】
台風第６号の北上に伴い、１５日は太平洋側東部とオホーツク海側南部で非常に激し

い雨が降り、太平洋側東部の海はうねりを伴い大しけとなるでしょう。低い土地の浸

水や土砂災害、高波に警戒してください。

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.5】青森県東方沖 深さ55.3km 2016/08/14 02:23:12

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 日本 
【M3.6】根室半島沖 深さ59.0km 2016/08/13 19:52:49

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M3.1】十勝地方南東沖 深さ100.6km 2016/08/13 17:55:37

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ29.9km 2016/08/13 17:48:18

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年08月13日 16:05】

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


台風第６号は、１５日朝には根室市付近に進む見込みです。このため１５日は、太平

洋側東部で非常に激しい雨が降り、海はうねりを伴い大しけとなるでしょう。低い土

地の浸水や土砂災害、高波に警戒してください。

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 � 北海道 芦別市 
【M3.5】上川・空知地方 深さ173.7km 2016/08/13 16:00:05

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年08月13日 10:59】
台風第６号は、１５日には北海道付近に近づく見込みです。このため１５日は、太平

洋側東部で非常に激しい雨が降り、海はうねりを伴い大しけとなるでしょう。低い土

地の浸水や土砂災害、高波に警戒してください。

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ40.2km 2016/08/13 10:13:53

地震マップ @eq_map · 8月12日 
【最大震度1】(気象庁発表) 網走沖 深さ約10km M3.0 13日07時17分頃発生

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月14日15:31
訂正。┐(’〜`；)┌
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…０.６もあったら、
私ゃ即死してるわ…

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（８月⒕日）　「傾いて座っている」

https://85358.diarynote.jp/201608140812463786/

【M5.3】【M5.2】【M5.1】【M5.1】／「うむむ... 太陽フレア&
磁気嵐の影響で、攻撃一歩手前まで至っていたとは...」。

2016年8月14日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!

https://www.youtube.com/watch?v=dcEoFBFRolk
Luna Roja 

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1471126800/1011-0010-101000-201608140720.gif?
t=1471127437
（０７：１０〜０７：２０）

…なんか、いま、自分が「真っ直ぐ座っている」つもりなのに、
ＰＣや床の角度から判断すると「傾いて座っている」ことに気がついた…

…耳石（磁場）…？？

suzuki hiroco @hiroco2003 · 37分37分前 
太陽風も速いので地震来るかなと思っています。

https://85358.diarynote.jp/201608140812463786/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160814/85358_201608140812463786_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160814/85358_201608140812463786_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160814/85358_201608140812463786_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dcEoFBFRolk
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1471126800/1011-0010-101000-201608140720.gif?t=1471127437


宇宙天気ニュース @swnews · 40分40分前 
[記事] 太陽風の速度は下がり、高速風は終わりました。太陽は穏やかです。
http://swnews.jp #swnews

Dandy @qDandyp · 5時間5時間前 
ー04:00ーq[・・)p 太陽フレアの発生状況 X線強度 です。
http://services.swpc.noaa.gov/images/goes-xray-flux.gif …

TELSTAR宇宙情報 @telstar_news · 11時間11時間前 
今日の #宇宙天気
宇宙天気情報センター　8月13日
http://swc.nict.go.jp/contents/ 
"太陽風速度は高速な６５０ｋｍ／ｓ前後からやや高速な４８０ｋｍ／ｓ前後へ緩やか
に下降し、地磁気活動は静穏"
Image:NASA 
https://pbs.twimg.com/media/CpvdRIQUkAANu8b.jpg

占星術つぶやきメモ《天体位相調査室》 @pneuma_2007 · 15時間15時間前 
今日の地磁気

柿岡観測所 http://bit.ly/1FisJb0 
キルナ天文台 http://bit.ly/1QI8GUJ 
グローバル電離層データマップ http://bit.ly/1KTjsZy 
宇宙天気ニュース http://bit.ly/1OyjTYV

nightflighttw @nightflighttw · 16時間16時間前 
太陽黒点数0が続き、70万キロに及ぶコロナホールが発生

芝ねこ @chidondon · 20時間20時間前 
黒点数更新されました。86でした。
先日もお伝えの通り、15日月曜日〜23日火曜日いっぱい
くらいまで一応注意期間に…と思います。
今のところ太陽に大きな変化はないですし、低気圧も

特に…だったら平穏に過ぎてくれるかもなぁと
思いつつではありますが、あくまでも目安ということで。

カナガワFJ251 @kanagawaFJ251 · 21時間21時間前 

http://swnews.jp/
http://services.swpc.noaa.gov/images/goes-xray-flux.gif
http://swc.nict.go.jp/contents/
https://pbs.twimg.com/media/CpvdRIQUkAANu8b.jpg
http://bit.ly/1FisJb0
http://bit.ly/1QI8GUJ
http://bit.ly/1KTjsZy
http://bit.ly/1OyjTYV


さっきまで超近距離Esでした。茨城県、横浜港区、福島県、秋田県、広島県、山口県
、熊本県などなど、しかも北海道がモニター用のハンディー機にまで59でビックリ。
たった今ノイズに掻き消され無感になりました。磁気嵐に飲み込まれたかな。

DE 静岡県御殿場モービル

宇宙天気ニュース @swnews · 22時間22時間前 
[記事] 高速の太陽風は続いていますが、速度は下がり始めています。 http://swnews.jp
#swnews

https://www.youtube.com/watch?v=QOOl_uHt_rA
EL ABISMO 

滅多に揺れないオーストラリアで発震！

地震マップ @eq_map · 43分43分前 
【M4.5】IZU ISLANDS, JAPAN REGION 333.4km 2016/08/14 06:49:36 JST[UTC+9]
　↑

地震マップ @eq_map · 56分56分前 
【M5.3】東海地方南方はるか沖 深さ368.2km 2016/08/14 06:49:33

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M4.8】SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 30.5km 2016/08/14 05:41:29
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M5.1】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 33.1km 2016/08/14
05:15:06 JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M4.5】NEAR THE COAST OF NICARAGUA 46.1km 2016/08/13 22:38:12
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � Coral Sea, Yarrabah 
【M4.6】QUEENSLAND, AUSTRALIA 19.2km 2016/08/14 00:31:13JST, 2016/08/13
15:31:13UTC

http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=QOOl_uHt_rA


地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � Biliran, Rehiyon ng Silangang Visayas 
【M5.1】LEYTE, PHILIPPINES 38.5km 2016/08/13 23:05:05JST, 2016/08/13
14:05:05UTC

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M4.8】SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km 2016/08/13 22:20:56
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � Afghanistan 
【M4.2】HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 218.9km 2016/08/13 18:46:18
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � Piedecuesta, Colombia 
【M4.3】NORTHERN COLOMBIA 155.6km 2016/08/13 18:29:44JST, 2016/08/13
09:29:44UTC

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M4.2】金華山付近 深さ47.6km 2016/08/13 17:49:42

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 青海, 中华人民共和国 
【M5.2】NORTHERN QINGHAI, CHINA 21.1km 2016/08/13 17:29:50JST, 2016/08/13
08:29:50UTC

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M4.8】SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km 2016/08/13 16:03:25
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M4.7】SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km 2016/08/13 15:37:54
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M4.5】OFFSHORE VALPARAISO, CHILE 12.4km 2016/08/13 15:21:05 JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M4.5】福島県東方沖 深さ82.2km 2016/08/13 12:56:47



地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 � Tajikistan 
【M4.3】TAJIKISTAN 10.0km 2016/08/13 09:04:59JST, 2016/08/13 00:04:59UTC
(G)http://j.mp/2bmUvro (USGS)http://j.mp/2bdLDmx

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 
【M4.2】とから列島近海 深さ174.2km 2016/08/13 08:13:58

https://www.youtube.com/watch?v=xoxJq7NDpss
Gran Paye 

Shota NotsuさんがTAMAZAWA Harufumiをリツイートしました
うむむ... 太陽フレア&磁気嵐の影響で、攻撃一歩手前まで至っていたとは...
論文はこちら：http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016SW001423/full …
https://twitter.com/tamazawa_h/status/764377477753864192

山田陽志郎 Yoshiro Yamada @sinus_iridium · 11時間11時間前 
米ソ冷戦期の１９６７年５月２３日、アメリカの早期警戒レーダー３つが同時に電波

妨害に！ミサイル攻撃に備える設備であったため、これらが同時に使用不可能になる

とは！…世界時１８時４０分頃発生の太陽フレアが原因と判明し、大事に至らずに済
んだ。

話題のニュース 
Yahoo!ニュース� 認証済みアカウント � @YahooNewsTopics · 16時間16時間前 
【冷戦期 磁気嵐原因で戦争寸前】1967年に米空軍が太陽による磁気嵐をソ連の妨害と
勘違いし一時攻撃寸前だったことがわかった。冷戦とベトナム戦争のさなか。

https://t.co/0ixC4mh4nP

原田　英男 @hideoharada · 16時間16時間前 
時事通信8/13：１９６７年５月に太陽の活動が異常に活発化し、地球で観測史上最大級
の磁気嵐が発生した際、北米航空宇宙防衛司令部のＩＣＢＭ監視レーダーが故障し、

米空軍が旧ソ連による妨害と勘違いして一時、攻撃準備態勢を取っていたこと…→
https://twitter.com/hideoharada

Akihiko SHIRAI, Ph.D @o_ob · 21時間21時間前 � Fujikawaguchiko-machi, Yamanashi

http://j.mp/2bmUvro
http://j.mp/2bdLDmx
https://www.youtube.com/watch?v=xoxJq7NDpss
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016SW001423/full
https://twitter.com/tamazawa_h/status/764377477753864192
https://t.co/0ixC4mh4nP
https://twitter.com/hideoharada


ちなみに樹海でコンパスが乱れるという話は都市伝説らしく、地磁気の乱れなどは起

きそうにない。

歩かずにポケモン孵化できると思ったのだが...
参考資料

http://portal.nifty.com/2007/01/11/b/

https://www.youtube.com/watch?v=0vh2hEvlz4A
Aguila Aguile - Ivan y Gianni

http://portal.nifty.com/2007/01/11/b/
https://www.youtube.com/watch?v=0vh2hEvlz4A


（８月⒕日）　変だね？　なんか、変だ…／片付けや掃除ができなくなっている自分に
気がついたら、パソコンに原因がある。

https://85358.diarynote.jp/201608142309467246/

【 水 か ら 逃 げ よ 。 】／紫外線が塩素系消毒剤を分解して
しまったという見解／水道水蛇口放射性物質ランキングは東京都

が初のNo1／詳しい情報が入り次第お伝えします。

2016年8月14日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)

　

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 12時間12時間前 
終戦記念日の朝、朝刊とモーニングショーをＳＭＡＰ一色にして忘れさせたい何かが

あるのだろうか。

おばんです。２２：２６。

先ほど何とか無事帰投。

悪い日ではなかったしムダに営業成績が冗談みたいに良かったりとか、したりしてたのですが、

最後で残業１５分に喰いつかた上に、そのあと変なところで困ったプチ不幸事態に陥って、画竜

https://85358.diarynote.jp/201608142309467246/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201608142309467246/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160814/85358_201608142309467246_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160814/85358_201608142309467246_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160814/85358_201608142309467246_3.jpg


最後で残業１５分に喰いつかた上に、そのあと変なところで困ったプチ不幸事態に陥って、画竜

点睛を欠くというか、むしろそれで「良すぎないよう」バランスとれたというか…（＾＾；）★

とにかく定時より３０分近く遅れて帰宅。３０分「気絶仮眠」しました…

https://www.youtube.com/watch?v=drgxllLMxrY
Lo siento, perdón, gracias, te amo - Darwin Grajales (Autor) 

（日本語：申し訳ありませんが、申し訳ありませんが、ありがとうございます、私はあなたを愛

してください。）

ぶっぶーっ！★ｗ

te amo …は、「あなたを、私は愛する」だと思う…☆

　前項※欄。

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月14日15:53

15時07分だったかの震度３の
地震情報が消えたぜ？

(-_-#)

…が、気になるのでちょっとだけ情報チェック〜★

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【地震情報 2016年8月14日】
16時38分頃、沖縄本島近海を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地
震の規模はM4.0、最大震度1を鹿児島県、沖縄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/Cpzcy9NUAAAY-80.jpg
　↑

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 沖縄本島近海 深さ約10km M4.0 14日16時38分頃発生 
　↑

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=drgxllLMxrY
https://pbs.twimg.com/media/Cpzcy9NUAAAY-80.jpg


◆◆緊急地震速報(最終第3報)◆◆【M3.7】沖縄本島近海 深さ10km 2016/08/14
16:37:48発生 最大予測震度3
　↑

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
◆◆緊急地震速報(第1報)◆◆【M3.2】沖縄本島近海 深さ10km 2016/08/14 16:37:48
発生 最大予測震度3

　↑

普通はこうだよね？

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年08月14日 15:57】
火山：諏訪之瀬島

日時：2016年08月14日 15:49
現象：爆発

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【緊急地震速報 最終報 2016年8月14日 15:09】15時7分頃、沖縄本島近海を震源とする
地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM3.4、最大震度3と推定され
ています。詳しい情報が入り次第お伝えします。

　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【緊急地震速報 第1報 2016年8月14日 15:08】15時7分頃、沖縄本島近海を震源とする
地震がありました。今後の情報に注意してください。

　↑

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第2報)◆◆【M3.4】沖縄本島近海 深さ10km 2016/08/14
15:07:58発生 最大予測震度3
　↑

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
◆◆緊急地震速報(第1報)◆◆【M3.4】沖縄本島近海 深さ10km 2016/08/14 15:07:58
発生 最大予測震度3

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2016年08月14日 15:21】
火山：諏訪之瀬島



日時：2016年08月14日 15:02
現象：連続噴火継続

「消えた地震速報」はこれ？らしいけど…
「まとめ報」というか、続編というか…、フォロー情報が、ないよ…？

？（－－；）？

変だね？　なんか、変だ…

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【宮古島地方で竜巻か】

宮古島地方で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。

宮古島地方では、竜巻などの激しい突風がさらに発生するおそれが非常に高まってい

ます。

宮古島地方気象台は宮古島地方に竜巻注意情報を発表しました。14日13:40まで有効。

…噴火と竜巻と地震がいっぺんにキテ、データが消えちゃう？のかな…？？

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � Александровск-Сахалинский, Россия 
【M5.9】SAKHALIN, RUSSIA 10.0km 2016/08/14 20:15:14JST, 2016/08/14
11:15:14UTC

　↑

ぅ　ｗ（＠＠；）ｗ　わぁ★

このアカウントのツイートは非公開です。

@TOHRU_HIRANOさんから承認された場合のみツイートやプロフィールの表示がで
きます。[フォローする] をクリックすると承認リクエストが送信されます。

　↑



継続中。（－－＃）

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 10 時間10 時間前 
カナダも水質問題が昨年よりはるかに深刻なレベルで悪化しているのに、報道を表に

出さない。ブリテイッシュコロンビア周辺は今現在、かなり危険で、水辺にゆけば被

曝するというレベルになっている。なぜ警報しないのか、不思議でならない。

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 10時間10時間前 
昨年はアメリカだけでなく、イギリスでも藻類の大発生により、食品安全委員会から

も「藻類が発生した場合、たとえ犬であろうと、水辺に近寄ってはならない。近寄れ

ば死ぬことになる」と繰り返し警告していた。

なのに、今年はその報道がみられない

昨年よりさらに悪化している、というのに

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari @kappel0208 · 10時間10時間前 
7月、テキサス州ガルベストン湾で発生したブルームにより、ビーチにいた男性が感染
症を発症、救急治療室に運ばれた4日後、片足を切断。
担当医「4日間治療したが、足を切断しなければ、彼はおそらく感染症で死亡していた
でしょう」

https://pbs.twimg.com/media/CpymAVBVUAIPI5l.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
いろいろやってもダメで、排出して新しい水を入れることになったリオの飛び込みプ

ール。

紫外線が塩素系消毒剤を分解してしまったという見解がある。

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月14日 21:52】
網走地方では、１５日明け方から１５日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください

。

［網走東部］大雨

https://pbs.twimg.com/media/CpymAVBVUAIPI5l.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月14日 21:21】
根室地方では、土砂災害に警戒してください。根室、釧路地方では、低い土地の浸水

や高波に警戒してください。

［根室北部］大雨

［根室中部］大雨

［根室南部］大雨・波浪

［釧路南東部］大雨・波浪

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
台風第7号 (チャンスー)
平成28年08月14日10時10分 発表
https://twitter.com/cmk2wl/status/764646507848970240

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 8月13日 
水道水蛇口放射性物質ランキングは東京都が初のNo1
http://blog-imgs-95-origin.fc2.com/k/i/i/kiikochan/2016050108041805c.png …
風呂と飲料水から内部被曝が進む

東京に住むことが、もっとも危険になった！

安全な田舎に脱出を　岐阜以西　岐阜県は東濃や飛騨方面が安全

https://www.youtube.com/watch?v=o1KMCCsIJ5c
"The never ending Waltz" Erich Kunzel 

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
部屋の片付けや掃除ができなくなっている自分に気がついたら、それはパソコンに原

因がある可能性が。

VDT作業はなぜかそうなっていく。
ディスプレーから離れて片付けと掃除を。

被曝回避ができない。

https://pbs.twimg.com/media/Bj8YUYICAAE1yJf.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 

https://twitter.com/cmk2wl/status/764646507848970240
http://blog-imgs-95-origin.fc2.com/k/i/i/kiikochan/2016050108041805c.png
https://www.youtube.com/watch?v=o1KMCCsIJ5c
https://pbs.twimg.com/media/Bj8YUYICAAE1yJf.jpg


宇宙からの使者 @hirochiyan · 7 時間7 時間前 
ヤバイよヤバイ。遂に、NHKが”放射能と暮らすガイド”の配布を放送したぞ！！／薄赤
円内半径300kmはチェルノブイリでは立入禁止区域。日本に置き換えれば東京も立ち
入り禁止区域。

　↓

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
三原康可 @miharayasunori · 2014年3月29日 
チェルノブイリ放射能汚染地図。福島第一に置き換えた図。薄赤円内半径300kmはチ
ェルノブイリでは立入禁止区域。日本に置き換えれば関東も勿論退避区域。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 14時間14時間前 
ＴＢＳ姜尚中「三番目はないんだという核抑止力に舵を切りましたね」だと。

違うだろ。

三番目はスリーマイル、四番目はチェルノブイリ、五番目は福島で、つぎも

日本だ。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
すどうあいこ(横浜→奈良) @ai_3121 · 5月17日 
被曝回避なんか完全個人戦だよ。この国で、もはや完全ノンベクレルで生きていけな

いの。それぞれここまでなら我慢出来るラインギリギリで生きてるの。子どもの有無

、年齢、体質、性格、居住地、しがらみ、経済力、知識、体力みんな違うんだから、

連んでたってダメ。自立した個々で協力し合うのよ。

…寝ま〜す…（＾□＾；）…★

 
       
 

コメント



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月14日23:16
　

amaちゃんださんがリツイート 
tsuto @karrento · 7時間7時間前 

現在の富士山の圧力は前回の噴火時よりも高いと専門家が警告している。現在の富士山のマグマ

溜まりの圧力は、この4,000ｍ近い日本の火山が最後に噴火した1707年よりも高くなっており、火
山学者達は災害が間近だと考えている。http://www.asyura2.com/12/jisin18/msg/745.html …
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月14日23:17
　

amaちゃんださんがリツイート 
北海道反原発連合 @HCANjp · 8月12日 

原発の避難計画とは、故郷を捨てる練習である
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（８月15日）

https://85358.diarynote.jp/201608150827528978/

【M5.9】SAKHALIN, RUSSIA 10.0km／台風第６号は根室半島付
近を通過しました。

2016年8月15日 環境は、生命圏で、生存権。

あらためまして、おはようございます。

０７：４８になっちゃいました。

ゆうべ早めに寝た？せいか、爆熟睡しまして、

自然に目が覚めたのが０４時５４分ぐらい…

（＾＾）

二度寝？して６時半に起きだし、小家事と前項やってたら、この時間…。

https://www.youtube.com/watch?v=5hmbAPKVL0Q
Polkas By Lawrence Welk Featuring Myron Floren = Full Album 

札幌は２４℃。半曇天。無風。

https://85358.diarynote.jp/201608150827528978/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160815/85358_201608150827528978_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160815/85358_201608150827528978_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160815/85358_201608150827528978_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=5hmbAPKVL0Q


台風のせいと思われる湯気のような細かい湿気がぴったり肌に吸いついて、

「蒸し暑い」です…★
（－－＃）

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

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

…慣れたくはないけど、馴れてしまいつつあるな…★
★（－－＃）★

…ぅわ！（＠＠；）！台風６号、北海道、上陸…？？！

（…「梅雨と台風は、北海道には来ない」は、もはや過去形の御話…★）

特務機関NERV @UN_NERV · 30分30分前 
【北海道地方 気象情報 2016年08月15日 08:14】
台風第６号の中心は、１５日８時頃に、根室半島付近を通過しました。

地震マップ @eq_map · 44 分44 分前 
【M2.9】青森県東方沖 深さ56.3km 2016/08/15 07:16:26

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月15日 06:11】
根室、釧路地方では、１５日昼前まで高波に警戒してください。

［根室南部］波浪

［釧路南東部］波浪

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 浦河町 
【M3.8】日高山脈 深さ53.9km 2016/08/15 04:51:05

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


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08月15日 04:57】
台風第６号の接近に伴い、太平洋側東部とオホーツク海側南部は１５日昼前にかけて

非常に激しい雨が降り、太平洋側東部の海はうねりを伴い大しけとなるでしょう。低

い土地の浸水や土砂災害、高波に警戒してください。

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.6】下北半島付近 深さ87.1km 2016/08/15 01:27:23

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月14日 21:52】
網走地方では、１５日明け方から１５日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください

。

［網走東部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月14日 21:21】
根室地方では、土砂災害に警戒してください。根室、釧路地方では、低い土地の浸水

や高波に警戒してください。

［根室北部］大雨

［根室中部］大雨

［根室南部］大雨・波浪

［釧路南東部］大雨・波浪

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � Александровск-Сахалинский, Россия 
【M5.9】SAKHALIN, RUSSIA 10.0km 2016/08/14 20:15:14JST, 2016/08/14
11:15:14UTC

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ72.1km 2016/08/14 16:47:15

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08月14日 16:08】
台風第６号が接近するため、１５日明け方から昼前にかけて太平洋側東部とオホーツ

ク海側南部は非常に激しい雨が降り、太平洋側東部の海はうねりを伴い大しけ。低い

土地の浸水や土砂災害、高波に警戒してください。



地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 北海道 芽室町 
【M2.5】十勝地方 深さ87.4km 2016/08/14 14:18:07

…札幌の降水確率０％…だったんですけど…通り雨が襲撃していきました…★
 



（８月15日）　ひさしぶりにアルパカ狼さんがいる♪

https://85358.diarynote.jp/201608150831224278/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月15日14:39
　

ひさしぶりにアルパカ狼さんがいる♪

o(^-^)o

という一点以外はビミョーに

厄日っぽい現在ですが。(^_^;)

相変わらずムダに「営業成績」が良くて(^_^;)、分野によってはバケモノ級？記録を樹立しちゃっ
てるらしい。┐(’〜`；)┌

こうなるといくら何でも無いこと無いこと難癖つけて退職強要も難しく。(‾ー+‾)

相変わらず無礼千万なフィル痴は逆に降格？されたもよう…ｗ

ちなみに駆使しているのは地を這う低さの「対人関係能力」ではなくて、(^_^;)

身（魂？）に付いた国家間外交学的社交交渉技術と、

心理学的な初歩的読心術です…

（ついでに「魔声」は利用してますｗ）

別に何も努力なんかしてない。

(^_^;)

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


邪魔されなくなったので、

本来の実力（の数％くらい）

が、普通に発揮できるように

なっただけ。

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月15日22:04
　

残業２０分。(-”-;)
ビミョー厄日でしたが

大禍はなく、(^_^;)

大難を小難に

しまくってもらったあげくに

可愛いチビ黒犬さんの

お出迎えサービス♪ (^o^)／
（違う

なんてオプションまでついたので、♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

とりあえず３０分気絶してから

時間の有効活用策を考えます〜☆

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月15日23:23
　

…色々無理。…┐(’〜`；)┌…

歯だけ磨いて、

ご飯も食べずに、

漫画だけ読んで、

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


さっさと寝る。(ノ-o-)ノ　┫

…のが
一番賢明なプランのようです。

(^_^;)

…おやすみなさい…(^。^;)…
　



（８月16日）

https://85358.diarynote.jp/201608160829352443/

【M4.7】HOKKAIDO 【M4.7】SAKHALIN, RUSSIA／台風第６
号は１５日９時に温帯低気圧に変わりました。

2016年8月16日 環境は、生命圏で、生存権。

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08月16日 05:02】
北海道地方では、１７日にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。大

雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水、竜巻などの激しい突風、落雷やひ

ょうに注意してください。

https://www.youtube.com/watch?v=sunqFgMwEkg
MAHARAJA ~ eurobeat nonstop ~ vol.2 

おはようございます。

０７：４０。

札幌は２３℃。狂風。

https://85358.diarynote.jp/201608160829352443/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160816/85358_201608160829352443_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160816/85358_201608160829352443_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160816/85358_201608160829352443_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=sunqFgMwEkg


札幌は２３℃。狂風。

台風由来の激濃厚湿気。

（－－；）

予報は荒天。４連勤の最終日。

さて…。

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

2016年08月15日（月）【前日】
18:00 0.041 0.041 0.041 6 
19:00 0.047 0.042 0.046 6 
20:00 0.047 0.043 0.045 6 
21:00 0.043 0.041 0.042 6 
22:00 0.041 0.040 0.041 6 
23:00 0.044 0.041 0.043 6 
24:00 0.044 0.042 0.043 6 

2016年08月16日（火）【当日】
01:00 0.042 0.041 0.041 6 
02:00 0.042 0.041 0.041 6 
03:00 0.041 0.041 0.041 6 
04:00 0.041 0.041 0.041 6 
05:00 0.041 0.041 0.041 6 
06:00

地震マップ @eq_map · 46分46分前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ18.7km 2016/08/16 07:07:54

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M4.7】HOKKAIDO, JAPAN REGION 44.9km 2016/08/16 00:28:07JST, 2016/08/15
15:28:07UTC
　↑

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M4.6】北海道北東沖 深さ5.0km 2016/08/16 00:28:02
　↑

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


地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 宗谷東方沖 深さ約10km M4.4 16日00時28分頃発生 

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.0】青森県東方沖 深さ44.8km 2016/08/15 22:51:31

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � Александровск-Сахалинский, Россия 
【M4.7】SAKHALIN, RUSSIA 10.0km 2016/08/15 17:23:08JST, 2016/08/15
08:23:08UTC

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年08月15日 11:10】
台風第６号は１５日９時に温帯低気圧に変わりましたが、太平洋側やオホーツク海側

では１５日は高波や強風、土砂災害、河川の増水に注意してください。太平洋側では

１６日にかけてもうねりを伴う高波に注意してください。

 
 



（８月16日）　歴史的笑劇を高みの見物で嘲って乗り切る。

https://85358.diarynote.jp/201608162231455190/

8月16日の日記
2016年8月16日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

先ほど無事帰投。(^_^;)
４連勤明け。

買い物ちゃっかり。(^-^)g

札幌２３℃ですが

サウナの如き湿気。(∋_∈)
無風。

現在すでに０.０５４μまで

上昇しました。(＞_＜)

が、例によって私が出歩いてる時だけ小やみで、ほとんど濡れずに済みました…o(^-^)o

そして例によって私が帰宅して着替えたら本降りになりました…┐(’〜`；)┌

「フクイチに台風直撃♪」の

歴史的笑劇を

高みの見物で嘲って乗り切る

免疫力維持のために…

…(^。^;)…

どんぐりパン食べて、

漫画読んで寝ます〜ッ☆

https://85358.diarynote.jp/201608162231455190/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201608162231455190/


 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月16日22:33
　

キショイ

ギシギシ

22:33☆ ヽ（・＿・；）ノ
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（８月17日）　なんてラッキーなんでしょうね、私♪

https://85358.diarynote.jp/201608170855481832/

【M4.6】SAKHALIN／大雨・洪水・暴風・波浪・浸水・土砂災
害／【台風７号】！

2016年8月17日 環境は、生命圏で、生存権。

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年08月16日 16:22】
台風第７号は、１７日夜には北海道地方へかなり近づく見込みです。このため、１７

日は大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水やはん濫、暴風や高波に警戒

してください。

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

遅めようございます。

０８：３９になっちゃいました。

（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201608170855481832/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160817/85358_201608170855481832_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160817/85358_201608170855481832_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160817/85358_201608170855481832_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Npt2gcG1_jM


３連休の初日。雨音が凄すぎて朝５時過ぎに起こされてしまい、

とりあえずコーヒー飲んだものの起きだす気にもなれず、（＾＾；）

ノイズ・キャンセリング代わり（＾＾；）に、

手持ちのＣＤで『 kyoto 聴く日和』（＊）ってのをかけて寝なおしたら、

熟睡できすぎて…ｗ（＾＾；）ｗ

寝過ごしました…ｗｗｗ

（＊　ちなみにこのＣＤは日本新薬（株）の顧客プレゼント用？か何かで、もしかして非売品？

？

　もちろん私はブクオフで１０８円で買ったんですけどね…（＾＾；）
…こんな風に雨音とか人間界のアレコレが五月蠅くて眠れない時、苛苛が収まらない時には、な
かなか有効なので、お気に入りの１枚です…♪）

閑話休題。

（起きだす時にはやはり雨に強い？NYMANを聴いてましたｗ）

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

札幌の外気温２２℃。（＾＾；）

無暖房で室温２６℃もあるのは、私の体温と、湯沸かし器の排熱でしょうか…

台風６号崩れの低気圧のドシャ降り。

ほぼ無風だし線量も低めなので、

むしろ今ドキ有り難い「除染雨」でございますが…

こんな大雨の日に「バイトが休み」♪（＾＾）♪

…って、なんてラッキーなんでしょうね、私♪

https://www.youtube.com/watch?v=wHiJkLmclkA
Michael Nyman Chasing Sheep Is Best Left To Shepherds 

https://www.youtube.com/watch?v=nKLFlEBXt0I
https://www.youtube.com/watch?v=wHiJkLmclkA


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

2016年08月16日（火）【前日】
12:00 0.041 0.040 0.041 6 
13:00 0.042 0.040 0.041 6 
14:00 0.041 0.040 0.041 6 
15:00 0.041 0.040 0.041 6 
16:00 0.041 0.040 0.041 6 
17:00 0.041 0.040 0.041 6 
18:00 0.042 0.041 0.041 6 
19:00 0.042 0.041 0.042 6 
20:00 0.047 0.043 0.045 6 
21:00 0.054 0.048 0.051 6 
22:00 0.055 0.053 0.054 6 
23:00 0.051 0.046 0.049 6 
24:00 0.047 0.042 0.044 6 

2016年08月17日（水）【当日】
01:00 0.041 0.039 0.040 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 
03:00 0.041 0.040 0.040 6 
04:00 0.042 0.041 0.041 6 
05:00 0.042 0.041 0.042 6 
06:00

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1471392000/1011-0010-101000-201608170900.gif?
t=1471392638
（０８：５０〜０９：００）

＞台風６号崩れの低気圧のドシャ降り。

　↑

じゃなくて、すでに台風７号の「前線」激突でした…（＠＠；）
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/chart/1471381200/weathermap00.jpg?t=1471390228

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

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1471392000/1011-0010-101000-201608170900.gif?t=1471392638
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/chart/1471381200/weathermap00.jpg?t=1471390228
https://www.youtube.com/watch?v=kFmzixKzlBg


Nyman - A la folie 

特務機関NERV @UN_NERV · 8分8分前 
【十勝地方 気象警報 2016年08月17日 10:34】
次の地域に警報が発表されています。

［十勝北部］大雨・洪水

［十勝中部］大雨・洪水・暴風・波浪

［十勝南部］大雨・洪水・暴風・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 15分15分前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年08月17日 10:27】
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・波浪

［胆振東部］大雨・波浪

［日高西部］大雨・波浪

［日高中部］大雨・暴風・波浪

［日高東部］大雨・暴風・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 23 分23 分前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月17日 09:48】
石狩地方では、１７日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。

［石狩北部］大雨

［石狩中部］大雨

［石狩南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月17日 08:15】
次の地域に警報が発表されています。

［根室北部］大雨

［根室中部］大雨

［根室南部］大雨

［釧路北部］大雨

［釧路中部］大雨

［釧路南東部］大雨・洪水

［釧路南西部］大雨



地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 苫小牧市 
【M2.9】胆振地方 深さ133.5km 2016/08/17 07:06:46

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � Александровск-Сахалинский, Россия 
【M4.6】SAKHALIN, RUSSIA 10.0km 2016/08/17 06:15:45JST, 2016/08/16
21:15:45UTC

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月17日 05:06】
石狩地方では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。石狩、空知地方では、低

い土地の浸水に警戒してください。

［石狩北部］大雨・洪水

［石狩中部］大雨・洪水

［石狩南部］大雨

［中空知］大雨

［南空知］大雨

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 浜中町 
【M2.9】釧路地方 深さ99.2km 2016/08/17 03:34:03

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年08月17日 03:54】
日高地方では、１７日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。

［日高東部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月17日 00:38】
根室、釧路地方では、土砂災害や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

［根室南部］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

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 



【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月16日 22:41】
石狩地方では、１７日昼前まで土砂災害に、１７日明け方まで低い土地の浸水に、１

７日朝まで河川の増水に警戒してください。

［石狩北部］大雨・洪水

［石狩中部］大雨・洪水

［石狩南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月16日 21:37】
石狩地方では、１７日昼前まで土砂災害に、１７日明け方まで低い土地の浸水に警戒

してください。

［石狩北部］大雨

［石狩中部］大雨

［石狩南部］大雨

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 北海道 浜中町 
【M2.9】釧路地方 深さ102.3km 2016/08/16 21:24:06

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月16日 20:31】
根室、釧路地方では、１７日未明から土砂災害に警戒してください。

［根室北部］大雨

［釧路南西部］大雨

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 北海道 浦幌町 
【M3.0】十勝地方 深さ126.7km 2016/08/16 18:51:20

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ52.4km 2016/08/16 16:23:34

ホワイトフード @whitefood1 · 20時間20時間前 
8月16日12時53分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が21箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cp87pkXUMAAiaC4.jpg

＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201608171106597445/

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cp87pkXUMAAiaC4.jpg


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月17日14:10
　

…カミナリ鳴ってるし、
線量あがってきてるし…(-_-#)
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（８月17日）　…我ながら、なんでこんなもんを書いてる中学生だったのかと、頭を
抱える…★

https://85358.diarynote.jp/201608171538369879/

（「真弓ィ！　真弓？！」）　（たぶん高校２年）

2016年8月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=fhwoGVbY9xU
Rebirth Brass Band "Big Chief" Live at the Maple Leaf 

はい再びＰＣ前に戻って参りました。１５：３１。

札幌は２２℃。

海の底にいるような全身に貼りつく湿気…★

雷鳴が轟いてたんでＰＣに電源通すの控えてたんですが、

前線は通り過ぎたようで、一度止んでた雨がまた激しく降り出しました…

その間に読んでた漫画のヒーロー（？）が、

なかなかとっても「私の好み♪」ｗ

だったので貼っておきます…ｗ

でっかくて無骨で誠実で、

なかなか面倒見が良くて、

ちょっくらおせっかいで、

（参照：http://85358.diarynote.jp/201008230806215037/ ）

料理がうまい！（＾◇＾）！

…理想だ〜…っ♪

o（＾０＾）o ♪ ｗｗｗ

…ってのとは全く無関係に…ｗ

没原稿のサルベージ作業に、いきまーす…ッ☆

https://85358.diarynote.jp/201608171538369879/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608171538369879/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4253159427/
https://www.youtube.com/watch?v=fhwoGVbY9xU
http://85358.diarynote.jp/201008230806215037/


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

https://www.youtube.com/watch?v=5gog1OVoWN4
SEVEN DAYS WAR【Motion Picture MIX】

「真弓ィ！　真弓？！」

　…薄暗がりの中で、とき子の声がする。とき子…真弓の母である。

「帰って来てちょうだい。ママが謝ります。どこが悪かったか言ってちょうだい。

真弓！」

　違う、違う…。

　律子は喰い入るように、その光景に釘づけにされながら、心の中で叫び続ける。

　お義母さん、自分が何をしたのか、お異母姉（ねえ）さんがどんなに傷ついている

のか、判っていないくせに、悪い事をしたんだなんて、これっぽ　自分が間違ってた

なんて、これっぽっちも思っていやしないくせに、お義母さん、お母さん！

　お願いだから、これ以上口先だけでお義姉さんに謝ったり、しないで。

　これ以上、真弓おねえさんを苦しめないで。

　おかあさん…

　これは夢だ。間違いなく夢なのだった。

　事実、リツコの肉体は、あまりに深い叫びと悲しみとの中で、呻く事も、身動きさ

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
https://www.youtube.com/watch?v=5gog1OVoWN4


えかなわずに、学校の寄宿舎のベッドに金縛りにされている。

　冷や汗が流れる。体が氷のように冷える。

　…にもかかわらず、百数キロは離れている我が家で、今現在進行中であろうでき
事が、映像となって真っ直ぐに彼女の脳裏に飛び込んで来るのだった。

「真弓！何が気に喰わないって言うの？　ママに言って。必ず、必ずママが直して上

げるから。真弓！」

　無茶苦茶に詰めたスーツケースとバッグ。まだ１０月だと言うのにコートの前をか

き合わせて、痛々しい程に思いつめた表情の真弓が深夜２時を回る暗い道路へと足早

やｎ歩き出して行く。

　追いすがる母は見るからに派手な若づくりの着物の前をはだけ、髪をふり乱して、

その本性をむき出しにしていた。

　…狂母である。

「離してよ！まだ解んないのね？お母さんが直すって、一体、何を直せるって言

うの。」

「離して下さらない、まだ解らないって言うの？　お母さんが直すって、一体何を直

せるっておっしゃるのよ」

「だ、だから…　ママを信用して話してちょうだい。何があったの。一体何があなた
をそんなに変えてしま…」

「信じる！！」

　一声叫ぶと、真弓はやせた喉をのけぞらせてヒステリックに嘲い始めた。

「素適ね、素適ねママ…　本当にあなたって素適だわ!!」

　とき子がそれを聞いて肩をなで降ろす。

「じゃ、じゃ、真弓…　ママにわけを話してくれるわね？　一体どう…」



　くわっ、と、真弓の繊細な面（おもて）が阿修羅と化した。

「ふざけないでよ!!　あなたの何処が信用に価するって言うの！　わたしはねェ、もう
、もう二度とあなたの事をなんか信用するまいと、１０年以上も昔から心に決めてい

たのだから！　それでも…　それでも心の中では、信じたい、あなたを愛せるように
なりたい、って、いつも願っていた。

　でも、もうそれも終りよ!!」

　地団太を踏み、こぶしを小刻みにふるわせて、遂に真弓は涙を抑える事ができな

くなってしまったのだろう。…一番親しかった妹の律子でさえ、真弓が人前で泣く所
など、見た事もないと言うのに。

「あ、…あの男の事なの？　そうね？　そうなのね？」

　哀訴するように体を屈めて、真弓を産み育てた母である筈の女が言う。

　その小さな顔の眼が恐怖でひきつっていた。まさか、そんな、あの大人し過ぎる程

従順な、近所でも評判の自慢の娘。口答えの一つもした事なく、今日まで２６年を親

の期待を裏切らずに過ごして来た娘。

　それが…

　身動きもできずその光景を凝視し続ける律子には、そんな困惑し切った瞳を前にも

一度だけ見た覚えがあった。養護施設での事だ。慰問の外国人（黄色い髪と色のない

ような気味の悪い目の）にいきなり理解できぬ言葉で話しかけられた時の精薄の子

供が、失禁して火のついたように泣き出す直前に魅せた。

「金子さんの事なら謝ります。ママ、そんなにあなたがあの人の事を好きだなんて知

らなかったのよ。ママのせいであの人に捨てられたんだと思っているんなら、もう

一度、よりを戻してくれるようにって、ママが頼んで来て上げますから」

「………おうかがいしますけれど、とき子お母さま。」

　まったく内に真弓は見かけ上の穏やかさを取り戻していた。



　冷たく凍った声で言い放つ。

「あんな男なんかと結婚したら不幸になるのはわたくしだ、って、おっしゃられた

のは、確かあなただったのではございません？　娘の不幸に、折詰と金包みで、自分

から手を貸すなどなさってもよろしいのかしらね」

　真弓の急変ぶりに、とき子はうろたえる。可哀想に、その小さな世界で育てられ

た小さな頭には、真弓が言いたい事など理解できようはずもないのに。

「だから、ね、だから。真弓がそんなにあの人と一緒になりたいって言うんなら、マ

マのお金で大学にやって上げてもいいし、パパがいい就職先を紹介してくれますよ。

そう…　それより。」

　どこかちゃんとしたお家の養子になれるようにして上げてもいい。

　金子さんがどうしても映画のお仕事を続けたいっていうのなら、東西映画の社長さ

んの所でもいいじゃないの。ね、真弓。」

「…ね？　ま・ゆ・み。」

　他人ごとのように、真弓がつぶやいた。

「これが、わたしの親なのよ、ね？」

　と。

　そうして、すっかり、いつもの冷静さを取り戻したのだった。

「隼人さんは、ネ、捨て子の私生児でも、施設育ちの娼婦の子でも、自分の力で夜間

高校二部の大学まで行って、そうして自分を捨てたお母さまのために、その大学を中

退した人よ。

　彼のお母さまはね、麻薬中毒で、半ば気が狂ってしまわれたの。お医者さまは見放

したけれど彼は必ず治ると信じていた。

　わたしは彼を知っているから、彼がそうなると信じているものなら、わたしもやは

り信じるわ。



　だから私も信じるわ。

　それは、何も、お母さまが治られるまでは誰とも結婚しない、って隼人さんが言っ

た事とは関係なかったのよ。

　わたしはあの人を信じている。だからあの人が信じた事ならばわたしもそれを信

じる。

　…それだけの事よ。

　人が誰かを信じる、という事は、そういうものなのだと、わたし思う。

　わたしを信じていると、くどい程に言い続けながら、遂に広い世界には出そうとも

して下さらなかったものね、お母さん。

　真弓は脚本家になります。

　いつの日かわたしの脚本が上映されるようになったら、どうか見に来て下さい。

　もしかしたら、あなたが理解しようとさえ思わなかった娘の心、じっと口をつぐん

だ大人しさの陰で何を考えていたのかを、少しでも解ってもらえる日が来るかも知れ

ない。

　こんなになっても…　それでもあなたは、わたしの親なんですものね。

　そうして、あなたの娘であるという事がわたしをここまで追い込んだ原因なのだけ

れど。

　律子が、…あの子が、自分はお母さんの実の娘なのだと納得させられてなお、あな
たの事を義母と呼び続ける気持ち。わたし今になってようやく理解できたように思い

ます。

　あの子は既に "母親の子供" という呪縛を断ち切って、借り物でも親の押しつけでも
ない、自分自身の心で世界というものを捕え始めている。母親の子という呪縛を断

ち切って。

　けれど私の体の中には、はっきりとあなたの狂気が染みついているのですよ。お母



さん。」

　麻薬のように自分を縛り続けていた力に、今、訣別しようというのだ。

　律子は、姉の背のオーラの炎が輝くのが、輝線の一つ一つまでがまるで手にとって

触れる事ができそう　真弓の背に輝くオーラの光りを、律子は讃嘆の思いで見つめて

いた。

　そして…

「さようなら、お母さん。もうお会いする事もないでしょう。わたしの代わりにと律

子を呼び帰そうなどとは思わないで？　あの子は大きな翼を持って生まれたのだ

から。」

　あなたが赤の他人だと言うならわたしはあなたのことを軽蔑して、まるで無視し切

って忘れてしまう事さえできるのに。恐いのはわたし自身の中にさえ、既に "あなたそ
のもの" が入り込み、住みつき染みこんでしまっている事。

　その為にわたしは今日に至るまで人を恋する事もできなかった。救い出してくれる

友だちもいなかった。

　そんなわたしを初めて愛してくれた人を、愛し合う人と共に暮らしたいという、わ

たしの唯一の希望を、娘への愛情という名の札束で、あなたは無惨に踏みにじった!!

　…お母さん、あなたは、わたしが彼の所へ嫁（ゆ）く為に、家を出るのだと思って
いるのでしょう。そうして、どうして邪魔をしてやろうかと、今その事を必死で考え

ているでしょう。

　隠さなくても解ります。わたしはもうずっとあなたの遣り口を見て来ている。あな

たの血を引いた娘ですから。

　…彼、死にました。一昨日。

　テレビでアパートのガス爆発のニュース、やっていたでしょう？

　…自殺なの。



　今日、遺書が届いて、あなたが彼の所へ行ったのだと。

　彼はこのところひどく疲れていたわ。わたしみたいな山の手育ちを愛してくれたば

っかりに、自分の経済力やお母さまの事、気にして、何度もそんな事はないんだっ

て言ったのに、わたしを幸せにできないかもって、気に病んでいた。

　あなたが彼に何を言ったのかは知らない。だけど彼、信じていたのに。お母さまは

治るって、仕事もいつかは波に乗るって、いつだって信じて、希望で明るい人だった

のに、

　…彼、疲れていた。

　あなたのために、絶望してしまった。…

　これからわたしは、一人だけ助かった枯れのお母さまのお世話をしながら、昼は働

いて、夜に脚本の勉強を始めるするんです。

　どんな手を使おうと二度とこの家には戻りません。

　わたしの人生は、あなたのものではないんです、お母さん。」

　長い間、本当に長い間。

　麻薬のように自分を縛りつけていた力に、今、訣別しようというのだ。

https://www.youtube.com/watch?v=erGCAu_hFqM
アンジェラ・アキ　『手紙〜拝啓　十五の君へ〜』

https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw
Still love her(失われた風景) -TM NETWORK 

https://www.youtube.com/watch?v=erGCAu_hFqM
https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw
https://www.youtube.com/watch?v=JpgwDQjOYD0


https://www.youtube.com/watch?v=JpgwDQjOYD0
Self Control(方舟に曳かれて)Live -TM NETWORK 

とりあえず分冊してつっこんだ★

http://p.booklog.jp/book/109108/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－３－２　（「ぱられる律子」） 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月17日17:15
　

…我ながら、なんでこんなもんを書いてる中学生だったのかと、頭を抱える…★
…＜（－－；）＞…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月17日19:11
　

０

５７４

１１１☆
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（８月17日）　いったい何人の「苗字違いの別リツコ」がいるんだ？このファイル…
★

https://85358.diarynote.jp/201608171953338861/

「私と同姓同名で…」（違う）　（たぶん高校２年）

2016年8月17日 リステラス星圏史略　（創作）
　

雨音に集中をそがれて、ついまた漫画に…ｗ

「アルマンティン兄上」が「イケメンのギャグキャラ」になってて笑えましたｗ

（でも私の「好み」の顔はといえば、やっぱり前々項の勝ち…ｗｗｗ）

…で、さて。（＾＾；）

いったい何人の「苗字違いの別リツコ」がいるんだ？このファイル…★
…（－－；）…★
　　↑

（すでに飽きている★）

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
短い人生は、時間の浪費によって、いっそう短くなる。

サミュエル・ジョンソン

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 8月16日 
自分の思考も、被曝でずいぶん変わった。 
多分、被曝すると、反抗したり、反発したりできなくなるのかもしれない。

危険を察知する力が衰えるというではないか。

（…ことでこの間１時間、情報チェックに逃避行動…）

tsuto @karrento · 34 分34 分前 
もう日本の中にもうひとつ別の国を作って欲しい。片方は原発のない安心、安全な国

https://85358.diarynote.jp/201608171953338861/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4575335681/


で皆で生活を分かち合い、健やかに子どもを育てて生活したい人達用。もう片方は、

放射能や、公害や、食物に何が入ってるか分かんないけど、まぁいいか、テレビで報

道しないし、よくわかんないし・・。という人達用に。

…ぅわぁ…（－－；）…リステラス螺旋界に戻っちゃった…★

https://www.youtube.com/watch?v=iNBfLbp33F4
クラシックBGM：銀河英雄伝説クラシックメドレー 

「……ふぅ」

　律子はベッドにひっくりかえって考えている。作文は仕上がらない。頭の中には別

の事が走り回る。彼女…高橋 薫。

　律子はそもそも夏休みの宿題には、読書感想文を課題としてもらっているのである

。

　勝手に創作文…（一応）小説…を書く事に決めてしまったのは、ただただ感想文と
いうものが苦手だからというに過ぎなかった。

　それに律子は初め、何のたあいもないメルヘンをこねあげてお茶をにごす心詰も

りだったのだ。結局の所、点かせぎの為の提出物に過ぎない。

　しかし、まがりなりにも自分でライフワークと定めた "書く" 事である。

　普段、口先では調子のよい思いつきばかり喋っている分、律子は "書く" という行為
の中にだけは、点取り根性や上っすべりな夢物語などを持ち込みたくなかった。

　で、夏休みあと２日という段になって四苦八苦するハメに陥ってしまった次第な

のだ。

　書きかけのファンタジーをさっさと没にして、かなりハードな話を描いてみよう

https://www.youtube.com/watch?v=iNBfLbp33F4


とは、思ったのだ。進路の事でこの所、少々混乱している頭の中から多分に説明的

な、自分が母親に対して持っているある種の感情をベースに、「かなりハードな短編

を１本、ほとんどラスト近くまで書き進めたのである。

　ところがそこでまたポシャった。

　自分の思っている言いたい事が、うまく表現できていないのに気づいたのだ。

　２学期開始まであと３日。再構成して、頑張れば書き上げられる筈ではあった。

「あ、あ、あ、」

　あくびとも嘆息ともつかない声を発しながら、しかたなく寝返りを打って律子はま

たもや古ぼけたカセットデッキラジカセのスイッチを入れる。

　さっきから何度目だろうか？　数少ない友人の１人から借りてきたテープ中島みゆ

きの「臨月」。

　どうもこれが逆効果だったのだ。律子の目的からすれば。

　高橋薫…昨年から引き続いて幸運、同じクラスになれた…心の中をリピートして止
まない、彼女の歌声を追い払うつもりで、律子は手当たり次第にカセットをかけたの

である。それが…ああ。

　ええい、この阿保ゥ。

　何もみゆきをかける琴はなかったのだ。アバだろうとクラシックだろーと、いっそ

ガンダムでもヤマトでも良かったものを…何が「合わせ鏡」だ、「ひとり上手」だ、
明日の天気がどうなろうとも、みゆきだけは、かけるべきではなかった、この場合。

　律子がいかに内心でくやしがろうとも、

　律子は心の中にリピートしている薫の歌声をひとまず閉め出してしまうつもりで聞

き始めたのだが、いかんせん、「合わせ鏡」に「ひとり上手」、「あした天気になれ

」とくれば、かえって感情をかき乱す結果になる事くらい、予想していてもいい筈だ

った。



　人間、一度に二つの考え事というのは抱えきれやしないのだから。

（※）

　…素晴らしい曲だった。

　それだけなら別に問題はない。強い印象を受けた歌がその後しばらく頭の中をかけ

めぐっていたからといって、何の不思議もあるわけはない。

　マドリガル。薫が想いのたけをこめて歌っていた、辛い片恋の歌。

　題は知らない。だから、恋歌（マドリガル）。

　律子がその歌を聞いたのはいつも偶然からだった。一回は学校の裏山で、一回は彼

女のバイト先とは知らずに入った喫茶店の小ステージ。

　そして、３度目に聞いた時には、薫は、夜の海岸で一人、砂に文字を書いていた。

　薫のほうでは律子をそれ程親しく思っているわけでもないらしく、それとも生来淡

泊な性（さが）で友人親友というものを必要としないせいなのか、会話の断片から律

子が推測できたのはほんのわずかな事ばかり。それでも時折り見せるほんのわずかな

仕草や表情のはしばしから苦しいに気をつけて目を向けていれば、相当に苦しい想い

方をしているのだろうと律子には容易にわかるのだった。

　人づきあいの下手な…　というより性格の固さから他人に好かれにくい律子に比べ
、薫はクラスの仲間たちや友人たちは音楽関係のサークルの仲間、誰からも空かれて

いて人気があるようだ。

（※※）

＞しかし、まがりなりにも自分でライフワークと定めた "書く" 事である。



えっ（＠＠；）そうだったの律子…？？

…だめだｗｗｗｗｗ

途中と末尾の「※」「※※」部分…ｗｗｗ

いまだに時効になりきれない？「実話」で、

「個人の特定」が（もしかしたら）可能な、

「固有名詞」が丸ごと入っていて、

へたすりゃ「相手の迷惑になる」のでｗｗｗ

ひみつ日記いん。にて、永久封印〜…ｗｗｗｗｗ

 
ひみつ日記

（※）

　小夜曲〜セレナーデ。尾崎亜美の曲だとか言った。薫が想いのたけをこめて歌った片恋の歌。

　フォークソング部のサマーコンサートで初めて聴き、ＨＷＦという催しの予選と決勝で一度づ

つ聴いた。薫のバンドはフェスティバルの最優秀賞をせしめたのだ。

（※※）

　…律子は考える。

　そもそもわたし律子が初めて彼女に会ったのが昨年の入学式前後だ。



　その頃から彼女を好きだったのが、まあ何だかんだあってあまりつき合う暇もないうちに２年

に変わってしまい、幸運にもまた同じクラスになれた事を律子は非常に喜んだのだった。

　その頃、そして、彼女の親友になりたい、彼女とつき合っていてコンプレックスを抱いたりし

ないですむ自分になりたい…　と、律子が望むようになったのが２年１学期の半ば。

　と解った時には手もなく喜んでしまい天　というよりは、完全な幸福感にひたり切って一日中

、ニタニタ薄笑いを浮かべていたくらいなのだ。



（８月17日）　「はんぶん実話」シリーズ…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201608172107081596/

（ここに一人の律子が居る。）　（たぶん高校２年）

2016年8月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

　ここに一人の律子が居る。

　官女が現時点で高校二年生。

　二学期も終りに近づいて、少女の学校では近々進路志望調査、というものが行なわ

れる。

　受験準備の為のクラス編成に備えて、今から卒業後の身の振り方を決定せねばなら

ないのだ。

　申請後の変更は、一切、受けつけられない。

　律子には行きたい所は早くから決まってあった。決めたとうしろ言うべきであろ

うか。二つ年長の自分とは違って優秀な姉を持つ律子にとっては、

　律子には早くから行きたい所は決まってあった。彼女は小説を書くこと…殊にファ
ンタジーやＳ・Ｆ、さもなくば児童文学といったとりわけ独創性と豊富な…を、プロ
になれないまでも以前から自分のライフワークと目しており、為に就職職業は刺激を

受けて自己を錬磨できる編集・出版関係。

　今どきの女子が（しかも彼女程度の能力で）なまはんかな４年制大学の国文あたり

をかじってみるよりは、その方面の就職に有利な専門学校をと、夏休みの前から心決

めにしていたのである。
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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8月17日21:07
　

「はんぶん実話」シリーズ…ｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月17日21:16
　

あ〜とりあえず律子は終った…？
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（８月17日）　「先生！それ、猫です！」

https://85358.diarynote.jp/201608172123014241/

（近松あや子。中学生。）　（たぶん中学３年）

2016年8月17日 リステラス星圏史略　（創作）

…Ｓ．１．…

近松あや子。中学生。

元はおしゃべりでよく笑う、にぎやかな女の子だったが、中２の半ばごろからがんと

して口をきかなくなった。

３年になって、生徒をぶんなぐったかどで回されて来た体育教師の担任に入る。

２学期も終りになって、先生に非常に頭来る事があって、強談判しようと下宿に押し

かけ、かくれていると、つい出そこなうままに先生のかいねこ "ちゃまつ" への独り言
を聞いてしまう。

そして３学期、春も近づく頃…試験間際…　あ〜やを呼びだした生徒指導の先生が、
近松おまえ変なことされなかったかと聞く。

何事かと思うと、担任の下宿で深夜遅くまで近松と話しあっている声がするという。

思わずふき出しそうになったあ〜やは、

「先生！それ、猫です！」

あとは一気に…カウンセラーとは親しかったので…

先生の猫に対する習性をしゃべってしまい、いつの間にやら現れた担任が「なんだ、

近松、おまえなんでそんな事を知ってんだ。」

あ〜やは「先生、あたし先生の家へ行ったんです」。

https://85358.diarynote.jp/201608172123014241/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


口を開いてしまったことで長い間わだかまっていたあ〜やの心の中の、なんでもない

ものが氷解し、一週間後、あ〜やは拒みつづけていた高校の入学願書を持って職員室

へ行く。



（８月17日）　何故かここにサキがいた。（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201608172135154483/

（サキ・ラン・アークタス。１０歳くらい？）　（描いたのは

専校？）

2016年8月17日 リステラス星圏史略　（創作）
　

何故かここにサキがいた。（＾＾；）

　

https://85358.diarynote.jp/201608172135154483/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


（８月13日）　…中断したままの、連載の件ですが…

https://85358.diarynote.jp/201608172148213536/

「ガラスの花の咲く頃に」　（たぶん保土ヶ谷時代）。

2016年8月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

　ゆうべ、加代子夫人が亡くなった。

　石川翁は、ただ静かに微笑っていらっしゃるばかりで、記者の質問にも、かけつけ

た読者たちの弔問にも、ただ小さく小さくうなづいていらっしゃるばかりで、けっし

て口を開こうとはなさらなかった。

　眼には明るい灯火がともっていた。

　その様子は、口蓋をあければ、まるで、妖精のように美しい蝶が飛び立って去って

しまうというような仕草で、妙に子供っぽく、そしてまた妙に満ちたりて、完成され

た全きものを得た人のような、座姿でもあった。

　…仏さまのようだ。

https://85358.diarynote.jp/201608172148213536/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608172148213536/
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　ふと、挨拶をしての帰り道、弔客のひとりがつぶやいて行った言葉は、夫人にむけ

られたものではないと思う。

　加代子は、むしろ童女に還ったように清々しい、優しい笑顔をその白髪のなかに浮

かべていた。

　…先生。

　葬式もすみ、初七日もすみ、幾日かたったある日、若さのまだ残る編集者はきっち

りと膝を折って、その片づけられた書斎にいた。

　…中断したままの、連載の件ですが…

上村先生＝未亡人

高田先生＝上村センパイのもと後輩

ガラス細工の生徒と１０８のぼんのー

ガラス細工の春麗

ガラス細工の咲くころに

「ガラスの花の咲くころに」

このへんにつっこんどきました。

http://p.booklog.jp/book/107475/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

file:///tmp/puboo/125150/446898/book/107475/read


５－０　〜放浪者たち〜（仮題） 
「出立の類型」

飽きた…

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) 

台風も逝ったことだし、寝ます〜…☆

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月17日22:24
　

くちびるトト(パパ改め) @Kutibirupapa · 15時間15時間前 
コロナホールの影響出てきて薩摩方面が騒がしくなってきた。

久々に桜島噴火するかもだな。

kazu（北海道）さんへの返信 
くりえいと @kurieight · 9時間9時間前 
　

地軸がゆがみ、ポールシフトが起きているから・・・北海道が九州になった。@kazu8hokkaido
 
ねぇ…オホーツク海にあるやつが、太平洋高気圧じゃね？
https://pbs.twimg.com/media/CqCMkQpW8AArzou.jpg
　　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月18日6:33

https://www.youtube.com/watch?v=MULFx71eonY
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

洗濯びより〜♪ o(^-^)o
 



（８月18日）　だ、だいじょうぶなんでしょおか…o（ＴへＴ；）o…★

https://85358.diarynote.jp/201608180920415132/

北海道地方では、１８日昼過ぎから夜遅くにかけて、大気の状態

が非常に不安定となる見込みです。竜巻などの激しい突風、落雷

、ひょう、大雨による低い土地の浸水や土砂災害に注意してくだ

さい。

2016年8月18日 環境は、生命圏で、生存権。

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月18日6:33

洗濯びより〜♪ o(^-^)o

https://www.youtube.com/watch?v=pTkAB2gIClc
gundam wing opening song 1 full 

https://85358.diarynote.jp/201608180920415132/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160818/85358_201608180920415132_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160818/85358_201608180920415132_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160818/85358_201608180920415132_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pTkAB2gIClc


あらためまして、遅めようございます。（＾＾；）

０９：０６になっちゃいました。

昨日は台風の騒音と被曝疲れ？で、早々にダウンしたので、今朝は自然に５時半には目が覚めま

して…（＾＾）…台風一過♪ でお天気最上そうなので、大喜びで６時半から起きだして、手洗濯
と朝風呂して、二度寝して起きてゴミ出しして洗濯物を外干ししたら…この時間♪

風はちょっと強めだけど…

久しぶり〜に…線量が、低い♪

　！（＾◇＾）！

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

2016年08月17日（水）【前日】
06:00 0.040 0.039 0.040 6 
07:00 0.041 0.040 0.041 6 
08:00 0.041 0.040 0.041 6 
09:00 0.041 0.040 0.040 6 
10:00 0.041 0.040 0.041 6 
11:00 0.042 0.041 0.041 6 
12:00 0.043 0.042 0.042 6 
13:00 0.043 0.040 0.041 6 
14:00 0.044 0.040 0.042 6 
15:00 0.047 0.045 0.046 6 
16:00 0.047 0.045 0.046 6 
17:00 0.046 0.045 0.046 6 
18:00 0.046 0.044 0.045 6 
19:00 0.047 0.044 0.046 6 
20:00 0.044 0.043 0.044 6 
21:00 0.042 0.040 0.041 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 

2016年08月18日（木）【当日】
01:00 0.039 0.038 0.038 6 

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


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

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【十勝地方 気象警報 2016年08月18日 08:48】
十勝地方では、１８日夕方まで河川の増水に警戒してください。

［十勝北部］洪水

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M3.0】根室半島沖 深さ44.5km 2016/08/18 06:12:38

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 幕別町 
【M3.4】十勝地方 深さ5.0km 2016/08/18 05:59:30

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月18日 05:10】
上川地方では、１８日朝まで河川の増水に警戒してください。

［上川北部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【十勝地方 気象警報 2016年08月18日 03:59】
十勝地方では、１８日朝まで河川の増水に警戒してください。

［十勝北部］洪水

［十勝中部］洪水

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 中標津町 
【M3.7】根室地方 深さ121.3km 2016/08/18 03:41:55

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【十勝地方 十勝川はん濫注意情報 2016年08月18日 03:41】
十勝川では、はん濫注意水位（レベル２）に到達し、今後、水位はさらに上昇する見



込み

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【網走・北見・紋別地方 渚滑川はん濫注意情報 2016年08月18日 03:32】
渚滑川では、はん濫注意水位（レベル２）に到達し、今後、水位はさらに上昇する見

込み

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【十勝地方 利別川はん濫警戒情報 2016年08月18日 03:21】
利別川では、避難判断水位（レベル３）に到達し、今後、水位はさらに上昇する見込

み

［避難判断水位超過］東橋（中川郡本別町）

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年08月18日 03:12】
宗谷地方では、１８日明け方まで河川の増水に警戒してください。

［宗谷南部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【北海道 足寄町 １６００人余に避難指示】
北海道十勝地方の足寄町は町内を流れる足寄川と利別川が増水し、氾濫のおそれがあ

るとして、18日午前0時すぎ、町内の780世帯1626人を対象に避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【網走・北見・紋別地方 湧別川はん濫注意情報 2016年08月18日 01:02】
湧別川では、当分の間、はん濫注意水位（レベル２）を超える水位が続く見込み

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【宗谷地方・上川地方・留萌地方 天塩川はん濫注意情報 2016年08月18日 00:33】
天塩川では、当分の間、はん濫注意水位（レベル２）を超える水位が続く見込み

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年08月18日 00:27】
宗谷地方では、１８日未明まで土砂災害に、１８日明け方まで河川の増水に警戒して

ください。

［宗谷南部］大雨・洪水



特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月18日 00:16】
網走、北見、紋別地方では、１８日朝まで河川の増水に警戒してください。

［網走西部］洪水

［網走南部］洪水

［北見地方］洪水

［紋別北部］洪水

［紋別南部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月18日 00:13】
上川地方では、１８日明け方まで河川の増水に警戒してください。

［上川北部］洪水

［上川中部］洪水

［上川南部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【空知地方 空知川下流はん濫注意情報 2016年08月17日 23:59】
空知川下流では、はん濫注意水位（レベル２）に到達し、今後、水位はさらに上昇す

る見込み

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【十勝地方 気象警報 2016年08月17日 23:46】
十勝地方では、１８日明け方まで河川の増水に、１８日朝まで高波に警戒してくだ

さい。

［十勝北部］洪水

［十勝中部］洪水・波浪

［十勝南部］波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月17日 23:00】
次の地域に警報が発表されています。

［網走西部］洪水・暴風

［網走東部］暴風

［網走南部］洪水

［北見地方］洪水

［紋別北部］大雨・洪水



［紋別南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年08月17日 22:59】
台風第７号は１７日２１時に温帯低気圧に変わりましたが、１８日明け方まで大雨に

よる低い土地の浸水や土砂災害、１８日朝にかけて河川の増水やはん濫、暴風、高波

に厳重に警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月17日 22:47】
釧路地方では、１８日朝まで河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、

１８日朝まで高波に警戒してください。

［根室南部］波浪

［釧路南東部］洪水・波浪

［釧路南西部］波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年08月17日 22:41】
宗谷地方では、１８日明け方まで土砂災害や河川の増水に、１７日夜遅くまで低い土

地の浸水に警戒してください。

［宗谷北部］大雨・洪水

［宗谷南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月17日 22:06】
空知地方では、１８日未明まで河川の増水に警戒してください。

［南空知］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【網走・北見・紋別地方 無加川はん濫注意情報 2016年08月17日 22:02】
無加川では、はん濫注意水位（レベル２）に到達し、今後、水位はさらに上昇する見

込み

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年08月17日 21:52】
日高地方では、１８日明け方まで高波に警戒してください。

［日高東部］波浪



特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月17日 21:48】
上川地方では、１８日明け方まで土砂災害や河川の増水に、１７日夜遅くまで低い土

地の浸水に警戒してください。

［上川北部］大雨・洪水

［上川中部］大雨・洪水

［上川南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【網走・北見・紋別地方 美幌川はん濫注意情報 2016年08月17日 21:02】
美幌川では、はん濫注意水位（レベル２）に到達し、今後、水位はさらに上昇する見

込み

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月17日 20:53】
根室、釧路地方では、１７日夜遅くまで土砂災害や暴風に、１８日朝まで高波に警戒

してください。釧路地方では、１８日朝まで河川の増水に警戒してください。

［根室地方］大雨・暴風・波浪

［釧路地方］大雨・洪水・暴風・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年08月17日 20:45】
次の地域に警報が発表されています。

［胆振中部］波浪

［胆振東部］波浪

［日高西部］波浪

［日高中部］暴風・波浪

［日高東部］大雨・暴風・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月17日 20:45】
次の地域に警報が発表されています。

［石狩中部］大雨・洪水

［石狩南部］大雨

［北空知］大雨

［中空知］大雨・洪水



［南空知］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【網走・北見・紋別地方 網走川はん濫注意情報 2016年08月17日 20:08】
網走川では、はん濫注意水位（レベル２）に到達し、今後、水位はさらに上昇する見

込み

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月17日 19:31】
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・洪水

［石狩南部］大雨

［北空知］大雨

［中空知］大雨・洪水

［南空知］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年08月17日 18:53】
渡島地方では、１７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 · 17時間17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17日19:30まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【北海道 ２つの河川で氾濫危険水位超える】
北海道によりますと、午後5時半現在、伊達市を流れる長流川と、新ひだか町を流れる
真沼津川の2つの川が、洪水が起きるおそれのある「氾濫危険水位」を超えました。

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年08月17日 17:45】
台風第７号の中心は、１７日１７時半頃に、襟裳岬付近に上陸しました。



　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【台風７号 北海道襟裳岬付近に上陸】
気象庁は、「午後5時半ごろ、台風7号が北海道の襟裳岬付近に上陸した」と発表しま
した。

　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【NHKニュース速報 17:42】
台風７号　北海道襟裳岬付近に上陸

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08月17日 16:40】
次の地域に警報が発表されています。

［上川北部］大雨・洪水

［上川中部］大雨・洪水

［上川南部］大雨・洪水

［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 · 19時間19時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年08月17日 16:18】
宗谷地方では、１７日夜のはじめ頃から１８日未明まで土砂災害に、１７日夜のはじ

め頃から１７日夜遅くまで低い土地の浸水に、１７日夜遅くから１８日明け方まで河

川の増水に警戒してください。

［宗谷南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
北海道と東北ではこの２４時間に降った雨の量が多いところで１５０ミリから２００

ミリに達する大雨となっていて、気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水などに警戒す

るよう呼びかけています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160817/k10010639771000.html …
https://pbs.twimg.com/media/CqCyRqkXgAAOga5.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【台風７号 北海道に上陸のおそれ 一部が暴風域に】
台風７号は、北海道の一部を暴風域に巻き込みながら北上していて、これから北海道

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160817/k10010639771000.html
https://pbs.twimg.com/media/CqCyRqkXgAAOga5.jpg


にかなり近づき、その後、上陸するおそれがあります。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160817/k10010639771000.html …
https://pbs.twimg.com/media/CqCyF_7XgAAgLfB.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年08月17日 15:27】
渡島地方では、１７日夜遅くまで土砂災害に、１７日夜のはじめ頃まで低い土地の浸

水や河川の増水に警戒してください。

［渡島東部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月17日 14:56】
根室、釧路地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、暴風、高波に警戒し

てください。

［根室地方］大雨・洪水・暴風・波浪

［釧路地方］大雨・洪水・暴風・波浪

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08月17日 14:26】
次の地域に警報が発表されています。

［石狩北部］大雨・洪水

［石狩中部］大雨・洪水

［石狩南部］大雨・洪水・暴風

［北空知］大雨

［中空知］大雨・洪水

［南空知］大雨・洪水

［後志北部］大雨

［羊蹄山麓］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年08月17日 14:17】
胆振、日高地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、暴風、高波に警戒し

てください。

［胆振地方］大雨・洪水・暴風・波浪

［日高地方］大雨・洪水・暴風・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160817/k10010639771000.html
https://pbs.twimg.com/media/CqCyF_7XgAAgLfB.jpg


【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月17日 14:08】
次の地域に警報が発表されています。

［上川北部］大雨・洪水

［上川中部］大雨

［上川南部］大雨・洪水

［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 新ひだか町 
【M2.5】日高山脈 深さ99.0km 2016/08/17 13:58:35

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【北海道 函館市の４１００人余に避難勧告】（続き）
また、戸井地区の1350世帯、2777人に避難準備情報を出しました。
（2016年8月17日 13:37 NHK）
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【北海道 函館市の４１００人余に避難勧告】
北海道函館市は、台風7号による大雨で土砂災害のおそれが高まっているとして、午後
1時すぎ、市内の恵山地区と椴法華地区の2つの地区の合わせて2078世帯、4133人に避
難勧告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 8月17日 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月17日 11:22】
次の地域に警報が発表されています。

［網走西部］大雨・洪水・暴風

［網走東部］大雨・洪水・暴風

［網走南部］大雨・洪水

［北見地方］大雨・洪水

［紋別北部］大雨・洪水

［紋別南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 8月17日 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月17日 11:14】
上川、留萌地方では、１７日昼過ぎから１７日夜遅く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 · 8月17日 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年08月17日 11:13】
渡島地方では、１７日夜遅くまで土砂災害に、１７日昼過ぎから１７日夕方まで低い

土地の浸水に警戒してください。

［渡島東部］大雨

（※参照： http://edit.diarynote.jp/home/diary/new/）

特務機関NERV @UN_NERV · 8月17日 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月17日 09:48】
石狩地方では、１７日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。

［石狩北部］大雨

［石狩中部］大雨

［石狩南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 8月16日 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月17日 08:15】
次の地域に警報が発表されています。

［根室北部］大雨

［根室中部］大雨

［根室南部］大雨

［釧路北部］大雨

［釧路中部］大雨

［釧路南東部］大雨・洪水

［釧路南西部］大雨

https://www.youtube.com/watch?v=0g4qVpX3Ixw
G Gundam Op 2 - Trust You Forever 

http://edit.diarynote.jp/home/diary/new/
https://www.youtube.com/watch?v=0g4qVpX3Ixw


特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年08月18日 05:16】
北海道地方では、１８日昼過ぎから夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定とな

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

土砂災害に注意してください。

…ジャガイモさんや
ニンジンさんや

タマネギさんや

ゴボウさんや…、

…生産者さんたちの収入は…

だ、だいじょうぶなんでしょおか…o（ＴへＴ；）o…★



（８月18日）　続きが「視えた」。

https://85358.diarynote.jp/201608181642062455/

（訂正１）　（加代子夫人が亡くなった。）　（たぶん保土ヶ谷

時代？）

2016年8月18日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

http://85358.diarynote.jp/201608172148213536/
「ガラスの花の咲く頃に」　（たぶん保土ヶ谷時代）。

　↑

これ間違ってましたので修正。

（＾＾；）

ゆうべ、加代子夫人が亡くなった。

　石川翁は、ただ静かに微笑っていらっしゃるばかりで、記者の質問にも、かけつけ

た読者たちの弔問にも、ただ小さく小さくうなづいていらっしゃるばかりで、けっし

て口を開こうとはなさらなかった。

　眼には明るい灯火がともっていた。

　その様子は、口蓋をあければ、まるで、妖精のように美しい蝶が飛び立って去って

しまうというような仕草で、妙に子供っぽく、そしてまた妙に満ちたりて、完成され

た全きものを得た人のような、座姿でもあった。

　…仏さまのようだ。

　ふと、挨拶をしての帰り道、弔客のひとりがつぶやいて行った言葉は、夫人にむけ

られたものではないと思う。

　加代子は、むしろ童女に還ったように清々しい、優しい笑顔をその白髪のなかに浮

かべていた。

https://85358.diarynote.jp/201608181642062455/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608181642062455/
https://85358.diarynote.jp/201608181642062455/
http://85358.diarynote.jp/201608172148213536/


　…先生。

　葬式もすみ、初七日もすみ、幾日かたったある日、若さのまだ残る編集者はきっち

りと膝を折って、その片づけられた書斎にいた。

　…中断したままの、連載の件ですが…

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月18日17:10
　

これは続きが「視えた」（短い）ので、

天中殺が終わったら書いておくか…☆

（あれ？もう１８日だから、明けてるのか…？）
 

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


（８月18日）

https://85358.diarynote.jp/201608181656142262/

とりあえず分冊したです☆／（訂正）２⇒　「ガラスの花の咲く

頃に」　（たぶん保土ヶ谷時代？）

2016年8月18日 リステラス星圏史略　（創作）
　

http://85358.diarynote.jp/201608172148213536/
「ガラスの花の咲く頃に」　（たぶん保土ヶ谷時代）。

　↑

これ間違ってましたので修正の２。

（＾＾；）

　故・三浦真由美へ。

　　　ガラスの花の咲くころに

　　　　　　　　　　　　　　　柊実真紅

　よくデパートやみやげ物屋ギフトショップなんかで一匹五百円とかで売っている、

あれだ。白と黒とか、ピンクとか緑とか、二〜三色のガラスをひねり合わせるように

して作ってある、猫に小犬、アヒルに白鳥、凝ったやつだと極彩色の孔雀。マーブル

模様の箸置きなんかも、ある。

　両親がそういった小間物を作る工房の主。兄が宝石類の彫金師。義姉はリボンフ

ラワーの店を持っている…と、なれば。

　門前の小僧とはよく言ったもので呉谷俊兵（くれたに・しゅんぺい）は、およそ手

先を使って綺麗なものを創り出す技にかけては天才的ですね、と、その点だけは、ど

の先生も口をそろえて誉めるのだった。

https://85358.diarynote.jp/201608181656142262/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201608172148213536/


　たとえば、指名されて黒板の前で何か書かされたあと、ぼーっとした顔でまあたら

しいチョークを見つめていたかと思うと、立ったまま（どこから出してくるのか）細

い釘で表面に模様を刻みはじめ、

・しゅんぺの説明（アホではない）

・その しゅんぺ が教員玄関でゴソゴソやってること。３月１４日。
・面談室で１０８つのボンノーの救済をはかる高田としゅんぺ。

・ねこのまり子の首輪と、上村先生のげたはこ。

・上村先生に しゅんぺを とりもちに行く、あほな高田。
・高田の高校時代の告白失敗談のこと。（詩のあんしょー。）

・上村センパイの誕生日のこと。

…先生方の高校時代、郷愁。
…上村さん未亡人となった時のこと。
…おこのみやき屋で大泣きした時のこと…

・一回転して夕焼けのグランド。

・一周忌があけて黒いジャージを脱ぐまり子先生。

　「次の誕生日にはあの詩を聞かせて下さい」

・「結婚式は、質素にやるの。出戻りですものね。」

・指輪は しゅんぺ が作った。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

上村先生＝未亡人

高田先生＝上村センパイのもと後輩

ガラス細工の生徒と１０８のぼんのー

ガラス細工の春麗



ガラス細工の咲くころに

「ガラスの花の咲くころに」

https://www.youtube.com/watch?v=7e2rMb2bU_w
ガンダムOO儚くも永久のカナシ Gundamu OO Hakanakumo Towa No Kanasi

とりあえず分冊したです☆

http://p.booklog.jp/book/109122/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－０－９　『出立の類型』 

涼しくなってきたので、掃除してきます〜☆

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7e2rMb2bU_w
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/109122/read


（８月18日）　…さて、（＾＾；）また現実逃避に逝きますか…☆

https://85358.diarynote.jp/201608181930465500/

◎タイトル未定。透子先生シリーズ。…に、なったらどうしよう
…★　（高校かな？）

2016年8月18日 リステラス星圏史略　（創作）

　

amaちゃんだ @tokaiama · 11時間11時間前 
月齢１５　満月ピークです

http://www.moonsystem.to/ 
満月と新月は大陽月地球が一直線上に並ぶため重力整列によって地球が30センチ撓み
、地震のトリガーになります

…さて、（＾＾；）また現実逃避に逝きますか…☆

https://www.youtube.com/watch?v=uYcERWBQCXA
Gundam SEED Ending 1 - Full Song | Official Music Video 

◎タイトル未定。透子先生シリーズ。…に、なったらどうしよう…★

　主人公、梨野透子。２４〜５歳。中学校教師。

　なにやら荒んだ感じの下街に長欠児童の家庭訪問に行く。

　その際、日本は金持ち国だと言うけどウソだなあ…と、友人のみやげにもらったス
イス時計を見てため息をつく。

　なにが起きたのかも解らないうちに失業中の父親狂乱、という家庭内暴力の現場に

立ちあうハメになる。

https://85358.diarynote.jp/201608181930465500/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://www.moonsystem.to/
https://www.youtube.com/watch?v=uYcERWBQCXA


　透子先生の教え子である まりか が殴られ、兄が割ってはいって乱闘となり、母親た
るハデな化粧のおばちゃんは「人殺し！」とわめくばかりである。

　かろうじて兄が父親を殴りたおし、

　とめに入った透子も殴られ、ついでにテレビを破壊する。

　一瞬の沈黙に、母親は透子をなじった。

「ガッコの先公なんぞ、くちさきばｋっかりでロクなことしやしない！」

　娘にはやく "店" に出て…なぞと続ける親に、あたまにきた透子は、たんかを切って
、まりかの手をひいて帰る。

　翌朝、学生時代の親友、あき子に起こされる。

「なにをまた、いたいけな美少女つれこんで…」

「教え子だっ！」

（あき子は仕事で完徹すると仮眠をとりによくころがりこんでくる。）

「体制批判のうたに、みんな、拍手をくれちゃうんですよね」

…一瞬、言葉にならない、生徒会役員たち…



（８月18日）

https://85358.diarynote.jp/201608182005108051/

「電話は通じない」　（柊実真紅）

2016年8月18日 リステラス星圏史略　（創作）

　　　電話は通じない

　　　　　　　　　　　　　　　柊実真紅

　県道をはしりぬけるやせた猫の鋭い眼。

　いろあせた自衛隊募集の広告。

　あまり冷えていない缶ジュースを買って、道をたずねたトタン葺きのよろず屋の片

隅には、去年、おととし、その前と、ひからびた死体のひからびたゴキブリホイホ

イが、何個も蹴りこまれて溜まっていた。

　…重たいほこりに西陽。

「六時、かぁ」

　同僚が円高便乗ツアーのみやげとかでくれたスイス時計に目をやって、さっぱりし

た身なりの透子はため息をつく。

　夏休み前ともなれば陽が落ちるまではまだしばらくあるけれど。

　私鉄のガード下に夕暮れどきの涼をもとめて、ぬるんだアクエを飲みほす。

　空きカンの処分に困っても当然ゴミ箱などなく、といって道ばたのガラクタの山に

まぜこむのも気がひけて、結局、しずくをよく切って縦にしてカバンに入れた。

　高い音。

　満員電車が傾いて頭のうえを駆けぬける。

https://85358.diarynote.jp/201608182005108051/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


　軒を寄せあうような下町の宅地街の、目につくのは割れたガラス、首のとれた電池

のぬいぐるみ。

　くもが巣をはった盆栽のたな。

　" 親切・安心 "のポスターの上から黄色いペンキで脅迫文句を書かれてしまった板べ
いがある。

　となりに町工場は赤さびたまま、当分休業のはり紙が雨に汚れて斜めにかしいで

いる。

　どこかで赤ん坊の泣き声。

　叱りつけ、怒鳴りながら、ひっぱたくらしい鋭い響き。

　さらに泣く赤ん坊。

　暑さが、じっとりと増すようだ。

　角をまがると細い路地いっぱいに、うち捨てられたブラウン管の破片が、なかば土

に踏みこめられて散らばっていた。

　透子は覚えてきた地図をくりかえす。

　ゴミの曜日を指定した立て札のとなりに西浦の表札は出ていた。

　テレビの音。

　鳴らないチャイムに業を煮やした三度目のノックで、合板のドアはようやく開けら

れた。

「生命保険ならいらないよっ！」

　まず、わめく。

「ジャマしないどくれ、これから店だってのに…」



「はじめまして。岸田透子と申します。こちらの真由美さんの担任をしている者で

すが。」

　ピンカールをいっぱいつけた母親はふっと黙りこんで透子の風体をながめた。

　夏のブラウスにスカートは紺のタイト。

　白茶の大きなショルダーをさげて、髪形も今日は手頃にまとまっている。

「まゆみの…　ガッコウのセンセイ？」

　目の下にクマのある化粧前の顔がかすかに汚いものを見たようになり、

「まだ、帰ってないんですがね」

　ドアのノブをがっちり握ったまま言った。

「え…」

「家庭訪問ならちゃんと先に連絡もらわないと、こっちにも都合ってもんが…」

「まゆの先生だって？」

　奥から出てきた男はしわのよったスエットを着て、かなり赤い顔をしていた。

「やーやー、お世話ンなってます。どうですか、まゆが帰ってくるまで中で一杯…」

「あんたはすっこんでなっ！」

「帰って…　ないって…」

「ただいま」

　カタカタと重い学生カバンが走ってくる足音がした。

「ごめんね、遅くなって、すぐ食事」



「まゆみ。家庭訪問のプリントなんでよこさない?!」

「えっ？！」

　透子はのろのろふりむいた。

「にしうらまゆみ、あなた毎日どこへ行ってたの」

「先生…」

　真由美は赤くなって蒼くなった。透子はしばらくぼうっとしていて、狭い路地裏は

もう日差しの陰にはいったようだった。

　母親が不承不承といった態（てい）で散らかった部屋に透子を招じ入れ、ちょっと

"店" に連絡をいれるからと十円にぎって隣の家まで電話を借りに行く。

「どうぞ、先生」

　真由美は困った顔でお茶を入れ、大ぶりな椀をごっとりと不器用に置いた。

　テレビの音が気になる。

　父親は妙に呆けた表情で、教師の相手をするでもなく、定位置なのだろうその前に

肩をまるめて座りこむ。

　足元には溜まった灰皿、首を振っている扇風機。

　ビールの大瓶。

「電話、どうしたの」

　透子が訊く。

「えと…」真由美はすこしためらう風で、



「お金、払ってないんで停められちゃったの。あたし長電話したから…」

　新潟と、だと言う。二時間も話しこむほどの友達がいたのかと、そもそもこの子が

そんなに喋るのかと、透子は内心かなり意外に思ったが、その沈黙をどう釈（と）っ

たのか、

「うち、銀行振込みにしてないんです」

　真由美はぽつりと落とした。

　西浦真由美は長めのおかっぱ頭をした目立たない大人しい、成績は中の上という生

徒で、この春クラス編成があってから今まで、とりたてて注意を払ったこともなか

った。

　しいて言えば図書室の常連らしいということ、透子が顧問をしているマン研の幽霊

部員だったこと、くらいだろうか…　それも、この件があってはじめて知ったことで
はあったが。

　二週間の無断欠席、電話も通じずに、たまりかねて訪ねてきた結果がこれだ。

　戻ってきた母親はむっつりと黙りこんで透子がなにか言うのを待っている。

　言葉に、困った。

　出席率の内申への影響とか、思春期だの非行へ走る心配だの…

　とおりいっぺんの浅い科白（セリフ）しか吐けない自分が情けなかった。

　テレビのなかで観客のいっせいに笑いころげる声。

　 "Ｔ町の子供は" と、職員室でささやかれる通説に、これまで透子は耳を借さないで
きた。

　家庭環境。

　それは、偏見だと思う。でも。



　子供は親をみて育つのだ。水商売で夜はいない母、教師が来たというのにＴＶに

見入って反応しない父…

　ふと真由美に注意を戻すと、じっと自分の手のひらを見ていた。

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

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g


（８月18日）

https://85358.diarynote.jp/201608182017513424/

（没原稿・１）

2016年8月18日 リステラス星圏史略　（創作）

　自動車にぶつかられた跡もくっきりと、放置されて何年も壊れたままのブロック塀

の残骸。

　県道をはしり抜ける猫の痩せた眼。

　はがれかけた爆弾犯人のポスターのうえに、妙にいろあざやかなテレクラだの、ソ

ープだの、たてもななめも関係なく貼られたとりどりのチラシ類。

　珍奇な文字使いの暴走族のマーク。が、それこそ犬の小便のように無数に描きちら

されている。

　すきまを縫うように放映禁止のうずまきだか幼稚園児の太陽だかのラクガキや、稚

拙なヒワイ画がおどる。

　湿った暗いガード下をくぐり抜けると、ようやく、透子はおしえられた一画につい

たのだった。

「六時か…」

　同僚が円高便乗ツアーのみやげにくれたスイス時計に目をやって、さっぱりした身

なりの透子はため息をつく。

　夏休みの補習期間中ともなれば陽が落ちるまでにまだだいぶあるけれど。

「日本が金持ちだっていうの、半分はウソよねぇ…」

　地上げとサラ金。

https://85358.diarynote.jp/201608182017513424/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


　暴力団の利権がからんだこのあたりを夜にうろつくのはいただけない。

　電柱の番地をたよりに、透子は一軒一軒、路地裏の小さな表札を捜してまわった。

https://www.youtube.com/watch?v=BsOzzgIB-2o
Mahou shoujo Madoka Magica OST- Theatre of a witch EXTENDED

https://www.youtube.com/watch?v=BsOzzgIB-2o


（８月18日）　…不利な生き方を強いられている者たちの、ぬくぬくした存在への、
火を吹くような憎しみ…

https://85358.diarynote.jp/201608182056578945/

（没原稿・２）

2016年8月18日 リステラス星圏史略　（創作）
https://www.youtube.com/watch?v=_HudC71bmlg
Most Emotional Music Of All Times - Sand Dream 

　県道をはしりぬける痩せた猫の鋭い眼。

　自動車にぶつけられた跡もくっきりと、放置されて何年も壊れたままの煙草屋の

ブロック塀。

　はがれかけた爆弾犯人のポスターのうえにはみょうに色あざやかなテレクラだのソ

ープランドだののたてもななめも関係なく貼られたとりどりのチラシ類。

　すきまを埋めるように放映禁止のうずまきやら、稚拙なヒワイ画がおどる。

　いろあせた自衛隊募集の広告。

　人家のドアも窓も無視した巨大な暴走族マーク。

　…あまり冷えていないジュースを買い、道を尋ねた昔ながらのよろず屋風の店の一
隅には、去年、おととし、その前と、ひからびた死体のひからびたゴキブリホイホ

イが、何個も蹴りこまれて溜まっていた。

「六時かぁ」

　同僚が円高便乗ツアーのみやげにくれたスイス時計に目をやって、さっぱりした身

なりの透子はため息をつく。

https://85358.diarynote.jp/201608182056578945/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=_HudC71bmlg


　夏休み前の補習期間中ともなれば陽が落ちるまではまだだいぶしばらくあるけれど

。

　私鉄のガード下に黄昏どきの涼をもとめて、ぬるんだアクエを飲みほす。

　空カンの処分に困っても当然ゴミ箱などなく、といって道ばたのガラクタの山にま

ぜこむのも気がひけて、結局、しずくをよく切って縦にしてカバンに入れた。

　電柱の番地がようやく目的の町内になる。

　ゴミゴミと軒を寄せあうような下町の宅地街の、目につくのは割れたガラス、首の

とれた電池の人形。くもが巣をはった荒れはてた盆栽のたな。

　このあたりは地上げとサラ金と、暴力団の利権のからんだ "冷たい戦争" があると職
員室のうわさに聞いた。泣きながら転校していった何人かの他級の子供たち。そして

…

　 "親切・安心" のポスターの上から黄色いペンキでとりたての脅迫文句が描かれた、
板べいの隣りの家に目ざす表札をみつけて少しばかりほっとする。

「ごめんください！」

　三度ほど押してみて、ドアチャイムは壊れているようだった。

　 "親切・安心" のポスターの上から黄色いペンキで脅迫文句を描かれてしまった板べ
いがある。

　となりの町工場は赤さびたまま、当分休業のはり紙が風にゆれている。

　どこかで赤ん坊の泣き声。

　叱りつけ、怒鳴りながら、ひっぱたくらしい高い音。

　さらに泣く赤ん坊。



　暑さが、じっとりと増すようだ。

　角をまがると子供も遊ぶだろう細い路地いっぱいに、うち捨てられたテレビのブラ

ウン管の破片が、なかば土に踏みこめられて散らばっていた。

　…そばで、子供らが、遊ぶのだろうに。

　透子はため息をつき、頭のなかで覚えてきた地図をくりかえす。

『古紙回収』の立て札のとなりに西浦の表札は出ていた。

　壊れていたドアチャイム。

　ごうを煮やした三度目のノックで安物のベニヤの合板のドアはようやく開けられた

。

「生命保険ならいらないよっ！」

　まず、わめく。

「ジャマしないどくれ、あたしゃこれから店に…」

「はじめまして。岸田透子と申します。西浦真由美さんの担任をしている者ですが」

　ふいをつかれた態でピンカールをいっぱいつけた母親は、透子の顔を見ていた。風

体を眺めた。

「まゆみの…　ガッコウのセンセイ？」

　目の下にクマのある化粧前の顔がかすかに汚ないものを見たようになる。

「まだ、帰ってないんですがね」

　ドアのノブをがっちり握ったまま言った。

「家庭訪問ならちゃんと先に連絡をもらわないと、こっちにも都合ってモンが…」



「まゆの先生だって？」

　奥から出てきた男はまだ陽（ひ）もあるうちだというのにしわのよったスエットを

着て赤い顔をしていた。

「やーやー、お世話ンなってます。どうですか、まゆが帰ってくるまで中で一杯…」

「あんたはすっこんでなっ！」

「帰って…　ないって…」

「ただいま」

　カタカタと重い学生カバンが走ってくる足音がした。

「ごめんね、遅くなって、すぐ食事…」

「まゆみっ家庭訪問のプリントなんでよこさない?!」

「えっ!?」

　透子はのろのろふり向いた。

「西浦真由美ニシウラマユミにしうらまゆみ、あなた毎日どこへ行ってたの」

「先生…」

　真由美は赤くなって蒼くなった。透子はしばらくぼうっとしていて、何がどうなっ

ているのか、よく解っていなかった。

　母親が不承不承といった態で散らかった部屋に透子を招じ入れる。

　中途でほうりだした化粧台。胸のあいた黒いドレス。

　ちょっと "店" に連絡をいれるからと十円にぎて母親は隣の家まで電話を借りに行く
。



　いくらかけても通じなかったのも道理で、自分のところのは料金滞納でひと月ほど

も止められた使えないままなのだ。

「どうぞ、先生」

　真由美は困った顔でお茶を入れ、家庭科のお作法どうりに大きな椀をごっとりと不

器用に置いた。

　父だけが妙に愛想がいい。

　下手に出るようにどうもどうもと一心に頭をさげて、ビールのコップを透子がこと

わると、自分だけ何杯も何杯も手酌で飲み干している。

　何杯も何杯も。クーラーのない暑い部屋からどこかへ逃れるように。

　奥の部屋で制服を着換えて台所に真由美が立ち、母親が戻ってくると透子の向かい

に坐った。

　なんとか教師らしくしようと唇をなめて透子は言葉を探した。

　西浦真由美は目立たない大人しい長めのおかっぱ頭の少女で、少しは成績もよく、

　奥の部屋で服を着換えて台所に真由美が立ち、母親が戻ってきて透子の向かいに坐

った。

　なんとか教師らしくしようと場ちがいに正座をした透子は言葉を探す。

　西浦真由美は長めのおかっぱ頭をした "目立たない" 大人しい生徒で、成績は中の上
。

　この春クラス編成があってから今まで、とりたてて注意を払ったこともなかった。

　無届けの欠席が十日ばかりも続いている。

「最初はてっきりはやりの夏カゼだと思っていたものですから…」

　やがて心配になり、電話をしてみても、通じない。



　やむを得ず直接出向いてきた結果が、こうだった。

「どうもすいません。すいませんね、先生」

　話の中途からコップを握りしめた父親が赤い顔をしてしきりに首をかがめる。

岸田透子

西浦真弓

西浦真由美

高田かなえ　可名得

可名絵

…不利な生き方を強いられている者たちの、ぬくぬくした存在への、火を吹くような
憎しみ…

https://www.youtube.com/watch?v=qQ8rhSx9HTo
Madoka Magica OST- Odd World extended
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qQ8rhSx9HTo


（８月18日）

https://85358.diarynote.jp/201608182104379521/

（没原稿・３）

2016年8月18日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=wT0lWL_TU7w
★ Sis Puella Magica! (Orchestra) long ver. | Madoka Magica 

　二週間の無断欠席。電話も通じずに、たまりかねて訪ねてきた結果がこれだ。

　戻ってきた母親はむっつりと黙りこんで透子がなにか言うのを待っている。

　言葉に、困った。

「最初は、風邪だと思っていたものですから、ちょうど夏カゼはやってましたし…」

　テレビのなかで観客の笑いころげる声。

　 "Ｔ町の子供は" と、職員室でささやかれる通説にこれまで透子は耳を借さないで
きた。

　家庭環境。

　それは、偏見だと思う。でも。

　子供は親を見て育つのだ。水商売で夜はいない母親、教師が来たというのにＴＶに

見入って反応しない父を…

　ふと真由美に目を戻すと、じっと自分の手のひらを見ていた。

「とにかく、二年生とはいえ出席率は内申にかかわってきますし、御家族でよく話

https://85358.diarynote.jp/201608182104379521/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=wT0lWL_TU7w


しあって頂いて…」

「非行、というのは真由美さんの場合あまり考えられないことだとは思うのですけ

れど、どこかへ行きたいとか学校に出たくないとかは思春期にはよくあることで、現

に私にも覚えがありますし…」

https://www.youtube.com/watch?v=bidnGUfNoZA
Porter Robinson - Years Of War (Golden Features Remix)

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


（８月18日）　あなたには結局なにも解っていないんじゃないの。

https://85358.diarynote.jp/201608182125512283/

（発掘作業中）　（戯曲とか？没めも断片）　　（保土ヶ谷

時代？）

2016年8月18日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=tYt0zDnlEv4
Emmit Fenn - Painting Greys 

女２：　あたしは…歩いていた。歩くしかなかった。
　　　　何故ってあたしは、道の上にいたから。

女１：　かおるは泣いていたわ。あなたのせいよ。

　　　　あなたが裏切ったのよ。

女２：　…だけど、それは…
　　　　…そう…ね…　そうなのね。（遠く）

女１：　あなたには結局なにも解っていないんじゃないの。

女２：　（１人言で）　そんな……。（絶望）

女１：　とにかくあなたがそうしてそこにいる以上、あたしが出ていくしかないわ。

（バタンとドアが閉まり、女１出て行く。足音高く退場。再びテーブルライトの明か

りのみ。）

女２：　（呟くように。）　それができたらね。それができたらね。

（照明、じょじょに暗くなりながら、）

https://85358.diarynote.jp/201608182125512283/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608182125512283/
https://www.youtube.com/watch?v=tYt0zDnlEv4


http://new.atmc.jp/prefs.cgi?d=month&mode=
全国の放射線量 エリア別統合グラフ 一覧

Ａ：　しかし本当に底が抜けたようにこれは鳴るな。

Ｂ：　…百八つだ。

Ａ：　え？

Ｂ：　百八つですよ。この時計は１０８回、時を打ったんです。

https://www.youtube.com/watch?v=cUdudEZSpwI
Haux - Seaside

http://p.booklog.jp/book/109122/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－０－９　『出立の類型』 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月18日21:37
　

続き（ていうか手前）の断片、発掘したけど、もう限界。

http://new.atmc.jp/prefs.cgi?d=month&mode=
https://www.youtube.com/watch?v=cUdudEZSpwI
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/109122/read
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


眠いので寝る…

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…★
 



（８月19日）

https://85358.diarynote.jp/201608190901248288/

（１８日の北海道）大雨・洪水・地震・停電⇒避難勧告／線量は

ビミョウに上昇…

2016年8月19日 環境は、生命圏で、生存権。

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

遅めようございます。０８：５０。

０６：３０に起きだして手洗濯と朝風呂して、

二度寝して起きなおして小家事とゴミ出して、

この時間…（＾＾；）☆

今日の予定は…銀行と郵便局と、
森林公園強歩と源泉かけ流しと、

百均３軒ハシゴして買い出しと、

雨で放置してきた自転車の回収…

https://85358.diarynote.jp/201608190901248288/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160819/85358_201608190901248288_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160819/85358_201608190901248288_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160819/85358_201608190901248288_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


忙しいです。（＾＾；）★

札幌は気温＝室温de２７℃。ほぼ無風。
雲の高い、明るい曇天。

…すんごい、濃密な湿気です…（－－；）…★

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

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

…線量はビミョウに上昇…

（まぁまだ目クジラを立てるほどじゃありませんね…）

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1471563600/1011-0010-101000-201608190840.gif?
t=1471564235
（０８：３０〜０８：４０）

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 ニセコ町 
【M2.7】後志地方 深さ145.5km 2016/08/19 05:48:27

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月19日 05:12】
根室地方では、１９日昼前まで土砂災害に警戒してください。

［根室北部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【網走・北見・紋別地方 網走川はん濫注意情報 2016年08月19日 03:43】
網走川では、はん濫注意水位（レベル２）に到達し、今後、水位はさらに上昇する見

込み

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1471563600/1011-0010-101000-201608190840.gif?t=1471564235


特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【網走・北見・紋別地方 美幌川はん濫注意情報 2016年08月19日 03:23】
美幌川では、はん濫注意水位（レベル２）に到達し、今後、水位はさらに上昇する見

込み

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【北海道 羅臼町の３５０人に避難勧告】（続き）
これに伴い、羅臼町は岬町コミュニティーセンターと羅臼町役場の2か所に避難所を開
設しました。

（2016年8月19日 0:16 NHK）
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【北海道 羅臼町の３５０人に避難勧告】
北海道の羅臼町は、大雨で土砂災害が起きるおそれが高まっているとして、19日午前
0時、町内の北浜地区より北の地域の76世帯、350人に避難勧告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年08月18日 23:17】
日高地方では、１９日明け方まで土砂災害に警戒してください。

［日高東部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【十勝地方 気象警報 2016年08月18日 23:16】
十勝地方では、１９日明け方まで土砂災害に警戒してください。

［十勝中部］大雨

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.0】国後島近海 深さ142.3km 2016/08/18 22:07:06

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月18日 21:56】
根室、釧路地方では、１９日明け方まで土砂災害に警戒してください。

［根室北部］大雨

［釧路北部］大雨

［釧路中部］大雨

［釧路南東部］大雨



地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 北海道 別海町 
【M2.7】根室地方 深さ85.2km 2016/08/18 20:06:42

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月18日 18:31】
網走地方では、１８日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

［網走西部］洪水

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ47.2km 2016/08/18 17:39:11

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月18日 14:58】
紋別地方では、１８日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してくだ

さい。網走地方では、１８日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。

［網走西部］洪水

［紋別北部］大雨

［紋別南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月18日 11:18】
網走、北見地方では、１８日夕方まで河川の増水に警戒してください。

［網走西部］洪水

［北見地方］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 8月17日 
【十勝地方 気象警報 2016年08月18日 08:48】
十勝地方では、１８日夕方まで河川の増水に警戒してください。

［十勝北部］洪水

Rumi 6@sj75uiabm · 8月17日 
http://goo.gl/X1Nh1b 
〔北海道電力〕北海道の約4千軒で停電(18日08時現在)（レスキューナウニュース） 
https://t.co/dXcYbJpoqc

NHKグローバルメディアサービス @NS_keitai · 8月17日 

http://goo.gl/X1Nh1b
https://t.co/dXcYbJpoqc


【最新ニュース】北海道電力によりますと、台風７号の影響で、１８日午前６時半時

点で、釧路市でおよそ２４８０戸など釧路地方を中心に およそ５６４０戸が停電して
います。 ＮＨＫニュース＆スポーツ http://nhknews.jp/p/ #nhk #news

iNewsHokkaido @iNewsHokkaido · 8月17日 
台風７号、北海道に上陸 十勝・釧路で３万４千戸停電 北海道電力によると午後７時時
点のまとめで、十勝や釧路地方を中心に計約３万４５００戸が停電したという。北海

道函館… 北海道関連のニュース http://inewsjp.com/news/?px=01&i=4945575 … #北海
道

北海道電力株式会社� 認証済みアカウント � @Official_HEPCO · 8月17日 
■プレスリリース■ 台風7号の影響に伴う停電状況のお知らせ（20時00分現在）
http://twme.jp/hpco/01PY

FMはな @fmhana · 8月17日 
【停電情報】

北海道電力の情報によりますと午後８時２５分現在、

中標津町西二条南４丁目、西三条南５丁目、西五条北５・６丁目、

西五条南１〜５丁目、西六条北６丁目、西六条南２〜４丁目、... http://fb.me/QfoIyKIf

マー @bellagemartha · 8月17日 
【北海道内の停電 ２万１０００戸余 午後７時】北海道電力によりますと、道内では台
風によるとみられる影響で停電が相次ぎ、午後７時現在、十勝の本別町で４５００戸

余り、釧路市で２６００戸余り、十勝の音更町で２５００戸余りなど、十勝地方…
http://ift.tt/2bdo7HQ

ＦＭ－ＪＡＧＡ @fmjaga · 8月17日 
北電帯広支店から　停電が拡大しています。 http://fb.me/340GFxtFa

ア @d4isuk3 · 22時間22時間前 
実家、まだ停電から復旧してないみたいです、北海道電力さん、がんばってください

あ す か 0718@_ask · 8月17日 
停電直らない（；＿；）

http://nhknews.jp/p/
http://inewsjp.com/news/?px=01&i=4945575
http://twme.jp/hpco/01PY
http://fb.me/QfoIyKIf
http://ift.tt/2bdo7HQ
http://fb.me/340GFxtFa


お風呂も入れないし、洗濯もできないし、明日も仕事だし



（９月19日）　物語がひそんでいる光景☆

https://85358.diarynote.jp/201608200720462213/

ゼッタイ物語がひそんでいる光景☆

2016年8月19日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
…ゼッタイ何かある…

なにか、秘密があるぞ…？

（ｗ）

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月20日7:22
　

厚別の森林公園の大沢口です。（＾＾；）

なんか、ネタが山もり拾えるんだよね、この場所…ｗ
 
 

https://85358.diarynote.jp/201608200720462213/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608200720462213/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160820/85358_201608200720462213_1.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（８月19日）　「私が地震の心配を忘れて」浮かれて油断しまくってると…

https://85358.diarynote.jp/201608191023521778/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月19日21:18
　

先ほど無事帰投。o(^-^)o
買い物がっつり♪

画竜点睛はかき氷でしたが、

悪くない一日でした…♪
(^-^)g

で、例によって(-”-;)

「私が地震の心配を忘れて」

浮かれて油断しまくってると…

ヽ（・＿・；）ノ

熊本と茨城で１日２回も震度４

ですか、そうですか…

(・ω・;)(;・ω・)

漫画読んで寝ます…
…(ノ-o-)ノ　┫
 

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


（８月20日）　…ヤツリーダム…

https://85358.diarynote.jp/201608200757297863/

札幌０．０３９μ。２４℃。無風。準備中の蒸し器のふたを開け

たような湿気…（－－；）…★

2016年8月20日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=BSrHbKMpsPw
キミトベ

あらためまして、おはようございます。

０７：４７です。

札幌は２４℃？無風。

降水確率８０％とかなんですが、空はぎんぎらに明るく高い曇り。

準備中の蒸し器のふたを開けたような湿気…（－－；）…★

線量は低くて、呼吸はラクなのが救いですね…☆彡

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

https://85358.diarynote.jp/201608200757297863/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160820/85358_201608200757297863_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160820/85358_201608200757297863_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160820/85358_201608200757297863_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BSrHbKMpsPw
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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

…あれ？！（＠＠；）？？
　↓

ホワイトフード @whitefood1 · 1 時間1 時間前 
8月20日6時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が18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/CqQPcpyUEAEqEHj.jpg

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1471647000/1011-0010-101000-201608200750.gif?
t=1471647642
（０７：４０〜０７：５０）

…札幌市の白石区は、今のところ、べつに…？？

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M4.2】NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS 317.3km 2016/08/20 00:48:18
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.9】北海道北東沖 深さ316.5km 2016/08/19 19:38:28

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ42.8km 2016/08/19 11:23:10

https://www.youtube.com/watch?v=6QI_JVX8DVY

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CqQPcpyUEAEqEHj.jpg
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1471647000/1011-0010-101000-201608200750.gif?t=1471647642
https://www.youtube.com/watch?v=6QI_JVX8DVY


Galileo Galilei　『サークルゲーム』
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201608200847012690/

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 17時間17時間前

気候変動。

世界のあちこちで、異常な豪雨による洪水が起こってる場所もあれば、最悪な干ばつ

で大量のワニが死滅。【8月18日 AFP】パラグアイの河川
：https://twitter.com/afpfr/status/766523353343471616 …
https://pbs.twimg.com/media/CqM_POhVIAAB-N1.jpg

…ヤツリーダム…
 
 

https://twitter.com/afpfr/status/766523353343471616
https://pbs.twimg.com/media/CqM_POhVIAAB-N1.jpg


（８月20日）　今生すでに近日点は過ぎ。

https://85358.diarynote.jp/201608200849485032/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月20日9:11

地震と線量チェックだけで（件数が多すぎて）

時間切れ〜★

バイト逝ってきます〜っ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月20日10:28
　

雷雨の予報ですが、

乾いた西風が入って、

札幌はむしろ

「晴れて暑くなりそう」な

空模様…？┐(’〜`；)┌

（…それで夕立になるのか？）

台風が２コ並んで来ちゃうと、

気象予報士の人もサイコロでも転がしたい気分だろうなぁ…

┐(’〜`；)┌
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月20日15:26

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


　

目撃者証言によると丁度１２時ジャスト頃からパラパラと降り始めたそうで、

早めに昼食に出た人や、

天気予報を見てなかった早番の人たちが、

「傘を持ってない！」(‾○‾;)

と叫んでいる。(^。^;)

それにしても、台風来ない〜と待っていた？のも今や昔。

(-”-;)

早くも連発１１号が札幌接近？

…て…(・ω・;)(;・ω・)…

どういう末世…
。。。(〃_ _)σ‖
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月20日15:29
　

今日もどこかで深刻な水害の

ニュースをやってる。(・_・;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月20日15:34
　

それにつけても

（関係ないけど）

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


どんどん距離感がひらいてゆく

ばっかりだ。(T_T)

今生すでに近日点は過ぎ。

もうこれ以上、近づく機会は

存在しないらしい…

○Ｏo。.（T¬T）/~~~

…５０年も待ったのになぁ…

…一瞬だったなぁ…

。・゜゜(＞_＜)゜゜・。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月20日21:02
　

定時でさくさくバイト終了。

間食ちゃっかり買い込んで、

バス待ち１５分。(^_^;)

折り畳み傘ではいささか濡れる降りでして痒いですが、

予報ほどの荒れ具合でもなく、

目くじら立てる程の汚染度でもなし。(^_^;)

さっさと帰ってさっきの地震の情報チェック〜…★
（札幌震度１弱？）

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8月20日22:58
　

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 

【地震情報 2016年8月20日】
18時01分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM6.0、
最大震度3を岩手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://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（８月20日）

https://85358.diarynote.jp/201608202213421572/

（前項コメント欄＋α）

2016年8月20日 恋愛 コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=YGBw4uCZ4hA
Zeta Gundam Opening 1 (Original) 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月20日15:34

それにつけても

（関係ないけど）

どんどん距離感がひらいてゆく

ばっかりだ。(T_T)

今生すでに近日点は過ぎ。

もうこれ以上、近づく機会は

存在しないらしい…

○Ｏo。.（T¬T）/~~~

…５０年も待ったのになぁ…

https://85358.diarynote.jp/201608202213421572/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://85358.diarynote.jp/201608202213421572/
https://www.youtube.com/watch?v=YGBw4uCZ4hA


…一瞬だったなぁ…

。・゜゜(＞_＜)゜゜・。

https://www.youtube.com/watch?v=0H2fWpTvnMY
機動戦士Zガンダム ED 星空のBelieve 

http://85358.diarynote.jp/?day=20160820
http://85358.diarynote.jp/?day=20150820
http://85358.diarynote.jp/?day=20140820
http://85358.diarynote.jp/?day=20130820
http://85358.diarynote.jp/?day=20120820
http://85358.diarynote.jp/?day=20110820

http://85358.diarynote.jp/?day=20100820
http://85358.diarynote.jp/?day=20090820
http://85358.diarynote.jp/?day=20080820
http://85358.diarynote.jp/?day=20070820
http://85358.diarynote.jp/?day=20060820

http://76519.diarynote.jp/?day=20070820
http://76519.diarynote.jp/?day=20060820

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月20日22:24
　

https://www.youtube.com/watch?v=0H2fWpTvnMY
http://85358.diarynote.jp/?day=20160820
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https://85358.diarynote.jp/


揺れてる！揺れてる！！

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月20日22:56
　

特務機関NERV @UN_NERV · 29分29分前  
【地震情報 2016年8月20日】
22時23分頃、浦河沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約30km、地震の規模はM4.1、
最大震度3を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
 

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


（８月20日）

https://85358.diarynote.jp/201608202242309109/

（夜行栗鼠１匹目）　「朝の欠落情報、補完計画」　…寝ます
…（＾＾；）…。

2016年8月20日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=_fRuo7PiP9A
機動武闘伝Gガンダム　ＯＰ　FLY IN THE SKY 

さて。（＾＾；）

あらためまして、２２：３３☆

（＠＠；）

前々項コメント欄ラスト参照。

小雨と油断していたらば、地下の待合室にいる間に一旦豪雨ってたらしく…
ｗ（＠＠；）ｗ…バスを降りたらば…
道路が川！ていうか琵琶湖のよーに波の立つ、広大な水面…！ｗｗｗ

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1471699800/1011-0010-101000-201608202230.gif?
t=1471700433

https://85358.diarynote.jp/201608202242309109/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160820/85358_201608202242309109_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=_fRuo7PiP9A
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1471699800/1011-0010-101000-201608202230.gif?t=1471700433


（２２：２０〜２２：３０）

しかし例によって「こんなこともあろうかと」バスの中で常備しているカッパ着用。くるぶしか

ら下の足いがいは、殆ど濡れずに済みましたよ〜ん…ｗｗｗ

２１：４０頃帰投。シャワーだけ浴びて余裕かましてたら前項参照でつい脱線しました…☆

予定の「朝の欠落情報、補完計画」逝きまーす！

…て…ｗ（＠◆＠；）ｗ…★

ちょｗｗｗナニこの天気図…ッｗｗｗｗｗ（笑い死にｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=hOkH2hxeoB8
Tall Heights - Spirit Cold 

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月20日 08:03】
上川、留萌地方では、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。

［上川北部］大雨・洪水

［上川中部］大雨・洪水

［上川南部］大雨

［留萌北部］大雨

［留萌中部］大雨

［留萌南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月20日 07:59】
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・洪水

［北空知］大雨

［中空知］大雨・洪水

［南空知］大雨・洪水

［後志北部］大雨

［羊蹄山麓］大雨

https://www.youtube.com/watch?v=hOkH2hxeoB8


［後志西部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年08月20日 07:47】
檜山地方では、２０日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。

［檜山北部］大雨

［檜山奥尻島］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月20日 05:54】
根室地方では、２０日昼前から２１日明け方まで土砂災害に警戒してください。

［根室北部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月20日 05:21】
次の地域に警報が発表されています。

［上川北部］大雨

［上川中部］大雨・洪水

［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 · 18時間18時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月20日 05:15】
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・洪水

［北空知］大雨

［中空知］大雨・洪水

［南空知］大雨・洪水

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M4.2】NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS 317.3km 2016/08/20 00:48:18
JST[UTC+9]



地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.9】北海道北東沖 深さ316.5km 2016/08/19 19:38:28

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ42.8km 2016/08/19 11:23:10



（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１６年８月）

（下旬）
 
 



（８月21日）　そりゃフェイント…★★

https://85358.diarynote.jp/201608210829113726/

本日、「徒歩通勤！」

2016年8月21日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=hyc2fA9O2KI&list=PLtPDuF-6fBpyA8J52TPxkul08YdpMA2_-
&index=13
GOOD　HARVEST 

おはようございます。

０７：２４。

札幌は明るい曇り。すげぇ湿気…★

諸般の状況を勘案して、今朝は「徒歩通勤！」の、予定…ｗ

時間がないので、さくさく逝きますよ〜…

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

2016年08月20日（土）【前日】
06:00 0.040 0.039 0.039 6 
07:00 0.039 0.039 0.039 6 

https://85358.diarynote.jp/201608210829113726/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160821/85358_201608210829113726_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160821/85358_201608210829113726_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160821/85358_201608210829113726_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=hyc2fA9O2KI&list=PLtPDuF-6fBpyA8J52TPxkul08YdpMA2_-&index=13
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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

2016年08月21日（日）【当日】
01:00 0.040 0.039 0.040 6 
02:00 0.040 0.038 0.039 6 
03:00 0.038 0.038 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.038 0.038 0.038 6 
06:00

…湿度が高いわりには、線量は低い♪ んですよ…☆？？

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1471731000/1011-0010-101000-201608210710.gif?
t=1471731642
（０７：００〜０７：１０）

地震マップ @eq_map · 7 分7 分前 
【M3.0】十勝地方南東沖 深さ57.3km 2016/08/21 07:31:48

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1471731000/1011-0010-101000-201608210710.gif?t=1471731642


地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.5】十勝地方南東沖 深さ59.9km 2016/08/21 03:25:21

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 安平町 
【M3.0】石狩平野 深さ149.4km 2016/08/21 03:07:33

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 青森 五所川原市 
【M3.1】津軽半島付近 深さ5.0km 2016/08/21 01:11:11

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.4】浦河南方沖 深さ27.9km 2016/08/20 22:23:07
　↑

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【最大震度3】(気象庁発表) 浦河沖 深さ約30km M4.1 20日22時23分頃発生 

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ24.9km 2016/08/20 20:50:06

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.0】北海道東方沖 深さ4.3km 2016/08/20 20:40:04

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 北海道 むかわ町 
【M2.7】石狩平野 深さ134.4km 2016/08/20 17:14:16

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ46.7km 2016/08/20 17:07:38

https://www.youtube.com/watch?v=32hOXvl-71U&list=PLtPDuF-6fBpyA8J52TPxkul08YdpMA2_-
&index=16
ハローハロー

…「晴れて、蒸し暑い。」って…（〜〜＃）…★

そりゃフェイント…★★
 

https://www.youtube.com/watch?v=32hOXvl-71U&list=PLtPDuF-6fBpyA8J52TPxkul08YdpMA2_-&index=16


（８月21日）　喫緊のネタが無い日に限って、

https://85358.diarynote.jp/201608211522134323/

(^_^;)

2016年8月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

別に喫緊のネタが無い日に限って

ＤＭさんの携帯から直カキコ機能の日付更新がマトモに進んでいるというね…┐(’〜`；)┌

雨です。

通勤時は直射日光と暑熱に灼かれて滝汗だったのに、バイトは寒冷地獄。(∋_∈)
外は嵐…

(・ω・;)(;・ω・)

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月21日15:30
　

現在わたしの肺には支障があるらしく気管の奥から闘って死んだ白血球の臭いがしてて、

足つぼ的には脾臓と膵臓に負担が集中している…

台風１１号が強襲揚陸艦？

北見で堤防決壊。(T_T)

…わが愛するお野菜さん達が…

https://85358.diarynote.jp/201608211522134323/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201608211522134323/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


水没。(ToT)
値上がりする〜っ

（＞＜。）。。

（てか恐らく食糧難になる。）

 



（８月21日）　「やっぱりポールシフトしちゃってるんじゃーッ？？」

https://85358.diarynote.jp/201608212211355707/

「おまえは正しいのか？」

2016年8月21日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !! コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=4F1gyv0o8Bg
五飛（ごひ）キャラソン「明日へのドアを叩け」 

おばんです。２２：０３。

定刻？２１：３０に無事帰投。

買物ちゃっかり。

あまりにも汗まみれだったので水シャワー浴びました。

（＾＾；）

気温２５℃。

室温２９℃。（－－；）

窓全開にしてるんですが、ほぼ無風…。

大雨荒天予報でしたが、昼間の降りもそれほどではなく、

https://85358.diarynote.jp/201608212211355707/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201608212211355707/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160821/85358_201608212211355707_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160821/85358_201608212211355707_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160821/85358_201608212211355707_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4F1gyv0o8Bg


私なんか行きも帰りも晴れてましたからね…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

で。

携帯写真ではうまく撮れないんですが、満月から３日目？ぐらいの、

それにしてはやたらときんきらきんに明るく輝きすぎている月が…

ほぼ真北？

いや百歩譲っても北北東だよな…？？

という方角から、やたらと浅い角度で、斜めに上昇中…。

…？（＠■＠；）？…？

真夏の月の昇り方って、こんなにナナメってましたっけ？？

てか、

もう少し東北東というか、

せめて東北以南くらいの方角から、

もっと思い切りよくタテに昇るもんじゃなかったでしたっけ…？？

？？（＾＾；）？？

…てことで、思いっきり内心で、

「やっぱりポールシフトしちゃってるんじゃーッ？？」と

叫びながら帰宅しましたよと…。

（てことでウーフェイを貼ってみました…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=qovQNfj8oDc
Gundam Wing OST 2 | 02 Good Luck & Good Bye 
　↑

個人的好みとしては、こっちの曲のほうが好きですね…♪

https://www.youtube.com/watch?v=qovQNfj8oDc


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月21日22:47
　

Seven @aegis369 · 11時間11時間前
　

三陸沖の地震は震源の深さが１０キロ。

東日本大震災はプレート境界の６０キロ。

１０キロと言えば日本海溝の底。いわゆる地面が動いたことになります。これこそポールシフト

現象の証拠です。 

 
Seven @aegis369 · 8月20日 
　

そういえばNASAの担当者が１９日から２０日（アメリカ時間）の間に急速にポールシフトが始ま
るといっていたのを思いだした。

ポールシフトは本当だった。

これからとんでもないことが起こりますよ。

大地震。今日の夕方から明日昼までに注意。

　

Seven @aegis369 · 8月20日
　

朝方東京で大雨を降らしていたく雲がなんと西に移動してきて富士でも雨が降ってきた。天気が

東から西に移動したのである。ありえないことだ。地球の自転が反対になっている証拠です。台

風も東から西に進んでいる。しかも偏西風の強い場所で。明らかにポールシフトが始まっている

。

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


（８月22日）

https://85358.diarynote.jp/201608220752077092/

【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月22日 08:46】

2016年8月22日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=8BEVsIfbH8U
Gundam Wing OST 2 | 01 Cry for the Dream 

おはようございます。０７：３６です。

札幌は２３℃。ぴったり皮膚に貼りつく湿気…

やたらと明るい高い雲が空一面に…。

終日降水確率８０％…なんですが、

起きた時はまだ降ってなかったんで、ちょっくら油断というか楽観してたんですが…（＾＾；）

７時過ぎに起きて、窓を開けてたら降り出しました…★
（バス通勤、決定！）

ところでこれはなんでしょう。（＠＠；）

https://85358.diarynote.jp/201608220752077092/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160822/85358_201608220752077092_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8BEVsIfbH8U


　↓

アクセス解析

これまでのカウンター増加数の推移

　日　付　　アクセス数

2016-08-21 (日) 265 ☆ 日記更新 
2016-08-20 (土) 127 ☆ 日記更新 
2016-08-19 (金) 139 ☆ 日記更新 
2016-08-18 (木) 180 ☆ 日記更新 
2016-08-17 (水) 176 ☆ 日記更新 
2016-08-16 (火) 153 ☆ 日記更新 
2016-08-15 (月) 97 ☆ 日記更新 
2016-08-14 (日) 115 ☆ 日記更新 
2016-08-13 (土) 122 ☆ 日記更新 
2016-08-12 (金) 131 ☆ 日記更新 
2016-08-11 (木) 113 ☆ 日記更新 
2016-08-10 (水) 137 ☆ 日記更新 
2016-08-09 (火) 142 ☆ 日記更新 
2016-08-08 (月) 120 ☆ 日記更新 
2016-08-07 (日) 140 ☆ 日記更新 
2016-08-06 (土) 147 ☆ 日記更新

クマモトの後も急に増えてたんで、災害情報を期待して頂いてるんでしょうか…
？（＠＠；）？

すいません。「北海道に台風上陸３連発」事変に関しては、あまりお役に立てる情報は発信でき

ないと思いますが…

…（＾＾；）…★

「今サラながら脱被曝避難したい！」というかたは…

「すべてを捨てて身一つで」札幌にいらっしゃい…

早いもの勝ちですよ…



借室も仕事も、条件の良いところから、どんどん埋まってますからね…！

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

01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.040 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.039 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.037 0.038 6 
06:00

特務機関NERV @UN_NERV · 2 分2 分前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月22日 08:46】
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

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
台風 11号は 22日04時に温帯低気圧となりました。

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.0】十勝地方南東沖 深さ73.7km 2016/08/22 01:53:22

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M3.1】根室半島沖 深さ41.4km 2016/08/22 00:37:45

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 北海道 上川町 
【M3.6】上川・空知地方 深さ243.6km 2016/08/21 15:23:49

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


地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 日本 
【M2.6】津軽海峡 深さ114.3km 2016/08/21 15:14:14

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.5】青森県西方沖 深さ28.2km 2016/08/21 11:59:17

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ0.8km 2016/08/21 10:10:22

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.6】十勝地方南東沖 深さ55.9km 2016/08/21 08:55:30

地震マップ @eq_map · 8月20日 
【M3.0】十勝地方南東沖 深さ57.3km 2016/08/21 07:31:48

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 8月20日 
〔はん濫発生〕常呂川 北海道北見市ではん濫 厳重警戒を（レスキューナウニュース）
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160821-00000002-rescuenow-soci …
21日01:00、北海道の常呂川にはん濫発生情報が発表されました。（網走開発建設部・
網走地方気象台共同発表）発表によると、常呂川では、北見市常呂町…

https://www.youtube.com/watch?v=QeJR-AJWZWM
Gundam Wing OST 1 | 06 Just Communication

 
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160821-00000002-rescuenow-soci
https://www.youtube.com/watch?v=QeJR-AJWZWM


（８月22日）　アルパカ狼さん居ないし。

https://85358.diarynote.jp/201608221425528083/

札幌０.０４８μ…(-_-#)

2016年8月22日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

魔豪華棚木…もとい、(^。^;)
「まがうことなき」プチ厄日。

(-"-;)

大禍はまだないけど。

(-"-;)

アルパカ狼さん居ないし。

(∋_∈)

大嫌いな壁向きネクラ席だし。

。。。(〃_ _)σ‖

エアコン効いてなくて暑いし。

(-_-#)

雨はベクレてきたし、

…あ…「明日もまた」…

…次の台風上陸だとぉ…？？

(ノ-o-)ノ　┫
 
       
 

コメント

https://85358.diarynote.jp/201608221425528083/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201608221425528083/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月22日14:31
　

さっきまでスネイピ〜★が、

隣に痛んだよ…（＞＜；）★

ダッシュで逃げ道みつけて逃げたのに、難癖というか嘘つかれて強制収容された…(ToT)…★

でももう「社会的弱者」なスネイピ〜★ちゃんは（フルで働く体力ナイので）

半ドンで帰りました…☆

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月22日21:30
　

公私共にロクデモナイ一日。

(-_-#)

しかもまだ終わったわけですらなく、(-”-;)
バス停で延々バス待ち５５分？

(∋_∈)

の悲喜劇。

線量異常。

公称数値に出てないですが、

間違いなく。(-_-#)

今日は中性子線が飛び交って

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


魔死多…○Ｏo。.（T¬T）/~~~
　

 



（８月22日）　精神状態の凄まじい荒れっぷり、

https://85358.diarynote.jp/201608230008237287/

（続：夜行りす補完計画。）…と、思ったけど…★

2016年8月22日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

ホワイトフード @whitefood1 · 11時間11時間前 
8月22日12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/CqbwnrPVMAAcmvh.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=wtJcLWeY114
amazarashi 『季節は次々死んでいく』
”Seasons die one after another” “東京喰種トーキョーグール√A”ED 

おばんです。２３：０６。

先ほど何とか生還（－－；）して、３０分ほど気絶してみましたが、精神状態の凄まじい荒れっ

ぷりは、一向に収まりません…

寝るに眠れない状況なので、まぁともかく、

https://85358.diarynote.jp/201608230008237287/
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https://pbs.twimg.com/media/CqbwnrPVMAAcmvh.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wtJcLWeY114


アルコールカッ喰らって、補完計画…（－－＃）★

参照：http://85358.diarynote.jp/201608220752077092/

特務機関NERV @UN_NERV · 2 分2 分前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月22日 08:46】
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

【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月22日 05:28】
根室、釧路地方では、２２日昼前まで土砂災害に、２２日夕方まで河川の増水に警戒

してください。

［根室北部］大雨・洪水

［根室中部］大雨・洪水

［釧路北部］大雨

［釧路中部］大雨

［釧路南東部］洪水

【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月22日 05:15】
網走地方では、２２日夕方まで河川の増水に警戒してください。

［網走西部］洪水

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
台風 11号は 22日04時に温帯低気圧となりました。

【台風第１１号に関する情報 第１９号】
台風第１１号は温帯低気圧に変わりました。

（2016年8月22日 4:01 気象庁予報部発表）

http://85358.diarynote.jp/201608220752077092/


【台風１１号 温帯低気圧に 引き続き大雨に警戒】
台風１１号は、２２日午前３時、温帯低気圧に変わりました。北海道ではこれまでの

大雨で川が氾濫し、土砂災害が発生しているところがあり、引き続き厳重な警戒が必

要です。

【台風１１号 北海道釧路市付近に上陸 厳重警戒を】
北海道ではこれまでの雨で川が氾濫し、土砂災害が発生しているところがあり、引き

続き厳重な警戒が必要です。

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.0】十勝地方南東沖 深さ73.7km 2016/08/22 01:53:22

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M3.1】根室半島沖 深さ41.4km 2016/08/22 00:37:45

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 北海道 上川町 
【M3.6】上川・空知地方 深さ243.6km 2016/08/21 15:23:49

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 日本 
【M2.6】津軽海峡 深さ114.3km 2016/08/21 15:14:14

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.5】青森県西方沖 深さ28.2km 2016/08/21 11:59:17

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ0.8km 2016/08/21 10:10:22

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.6】十勝地方南東沖 深さ55.9km 2016/08/21 08:55:30

地震マップ @eq_map · 8月20日 
【M3.0】十勝地方南東沖 深さ57.3km 2016/08/21 07:31:48

レスキューナウ危機管理情報センター @rescuenow_net · 8月20日 
〔はん濫発生〕常呂川 北海道北見市ではん濫 厳重警戒を（レスキューナウニュース）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160821-00000002-rescuenow-soci


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160821-00000002-rescuenow-soci …
21日01:00、北海道の常呂川にはん濫発生情報が発表されました。（網走開発建設部・
網走地方気象台共同発表）発表によると、常呂川では、北見市常呂町…

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月23日0:09
　

…ｗ（－－；）ｗ…★

だめだ…ｗ

どんどん追加されていく情報量に押されて、過去ログがぐらぐら？していて、

ＰＣはフローズンアイスと化しているし、

コピペが撮れない…ｗｗｗ

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


（８月22日）　（削れた脳ミソ細胞再発行のため、…）

https://85358.diarynote.jp/201608230013298491/

【直ちに避難してください】／蝉の声が急に聞こえなくなった

のは、少量なのに線量が異様に高い8/5の雨の後から。

2016年8月22日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

（★ 前項参照 ★）

特務機関NERV@UN_NERV 
【避難の目安】

▼避難指示：直ちに避難してください。身の安全を確保してください。

▼避難勧告：避難することをお勧めします。

▼避難準備情報：お年寄りや身体の不自由な方など避難に時間のかかる方や不安な方

は早めに自主避難をしてください。

https://www.youtube.com/watch?v=BjwwMn8rZG4
Mahou Shoujo Madoka Magica - Venari Strigas [Extended version] 

dadajiji39 @dadajiji · 4時間4時間前 

https://85358.diarynote.jp/201608230013298491/
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福島から若い人たちが少なくなっています。特に女性は年間１５００人から２０００

人県外へ出ています。福島へ行ってわかること、放射能のことはタブー。丁寧に図っ

てみると高線量。県の発表は、なんかおかしい。

口には出さないが若い女性を持つ親は心配でならないのだろう。だからいなくなる。

onodekita @onodekita · 8月21日 
蝉の声が急に聞こえなくなったのは、少量なのに線量が異様に高い8/5の雨の後から. 
https://pbs.twimg.com/media/CqW6hrGUMAASpmD.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 25 分25 分前 
もはや日本のテレビでは報道しないので、個々で調べてた方が良いです。死にたくな

いなら。日本は、そういう状態だと認識してないのは、日本に住んでる人だけ。あべ

さんに「アンダーコントロール」されてるから。海外では日本国民を呆れてる報道が

多い。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/767659663135346688

jun.yusa @jhkk_j · 3時間3時間前 
翌年各世帯に無償で１台配布された放射線線量計。以後メンテは自分持ち。目に見え

ない危険性との日常生活が常態化している。これを異常と言わずしてなんと言う。太

宰は”忘却は人間の救いである”と言った。人はそこからの出発でしか救われないのか・
https://pbs.twimg.com/media/CqdX175UIAApPf_.jpg

t-mari @kappel0208 · 8月21日 
別アカウントでデータを出してますが

日本の線量もですが、欧州は数値のケタ

が一つ上がりました

アメリカは今年に入ってなお水道水から

ヨウ素が検出されている

少なくとも北半球全域が放射性物質に

急速に覆われてきています

移住をお考えの方は南へ

https://pbs.twimg.com/media/CqW6hrGUMAASpmD.jpg
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/767659663135346688
https://pbs.twimg.com/media/CqdX175UIAApPf_.jpg
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月23日0:17
　

…今いちばん賢明なのは、体力と免疫力と判断力の維持回復のために、

「睡眠時間を確保することだ」てのが、

判断できるところまで精神状態が復旧しました…ｗ

（昼間、「札幌でも中性子線被曝」していたのは、間違いないようです…）

削れた脳ミソ細胞再発行のため、寝ます…）

https://www.youtube.com/watch?v=LtY_RXoF1wA
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（８月23日）

https://85358.diarynote.jp/201608230754325954/

【 雨水 汚染 】／道路の冠水が広がっている／窓ガラスに白い粉
末がビッシリ貼りついています。

2016年8月23日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?
v=3MCAVz4vX4Y&list=PL9qojfZAKlgONhJCOjbbKm1fTWVg0oJIZ&index=15
[TECHPARA][テクパラ]Everything’s Gonna Be Alright / John Robinson 

おはようございます。

０７：３３。

札幌は２１℃。（＾＾；）

寒いので長袖着用…。

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1471905000/1011-0010-101000-201608230730.gif?
t=1471905637
（０７：２０〜０７：３０）

雨水の汚染が残酷レベルです。
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窓ガラスに白い粉末がビッシリ貼りついています…★（＞＜ｐ）★”””

かなり、酷い、汚染水道水からの被曝被害が、出るでしょうか…

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

2016年08月22日（月）【前日】
06:00 0.039 0.038 0.038 6 
07:00 0.039 0.038 0.038 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 6 
09:00 0.041 0.038 0.040 6 
10:00 0.042 0.041 0.041 6 
11:00 0.042 0.041 0.041 6 
12:00 0.042 0.040 0.042 6 
13:00 0.048 0.042 0.045 6 
14:00 0.047 0.045 0.046 6 
15:00 0.045 0.041 0.043 6 
16:00 0.041 0.039 0.040 6 
17:00 0.041 0.039 0.040 6 
18:00 0.039 0.038 0.039 6 
19:00 0.040 0.038 0.039 6 
20:00 0.040 0.039 0.040 6 
21:00 0.040 0.039 0.040 6 
22:00 0.040 0.039 0.039 6 
23:00 0.039 0.039 0.039 6 
24:00 0.041 0.039 0.040 6 

2016年08月23日（火）【当日】
01:00 0.042 0.041 0.042 6 
02:00 0.044 0.043 0.044 6 
03:00 0.044 0.043 0.044 6 
04:00 0.046 0.044 0.045 6 
05:00 0.045 0.045 0.045 6 
06:00

…もぉ、バイト逝くの嫌だなぁ…

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


地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 � 北海道 函館市 
【最大震度1】(気象庁発表) 内浦湾 深さ約10km M2.1 23日06時45分頃発生 

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.4】択捉島近海 深さ100.8km 2016/08/22 22:09:05

ホワイトフード @whitefood1 · 19時間19時間前 
8月22日12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/CqbwnrPVMAAcmvh.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 5 分5 分前 
【北海道 紋別市の１６００世帯余に避難指示】（続き）
また、道路の冠水が広がっているとして渚滑町の491世帯、908人に避難勧告を出しま
した。

（2016年8月23日 8:41 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 7分7分前 
【北海道 紋別市の１６００世帯余に避難指示】
北海道紋別市は、市内を流れるオンネナイ川が氾濫するおそれが高まっているなどと

して、午前8時に、大山町など1638世帯、3006人に避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 14分14分前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月23日 08:34】
石狩、空知地方では、２３日昼前まで土砂災害に警戒してください。

［石狩北部］大雨

［北空知］大雨

［中空知］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 15分15分前 
【上川地方 美瑛川はん濫危険情報 2016年08月23日 08:33】
美瑛川では、はん濫危険水位（レベル４）に到達し、はん濫のおそれあり

［はん濫危険水位超過］西一区（上川郡美瑛町）

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CqbwnrPVMAAcmvh.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 20分20分前 
【十勝地方 気象警報 2016年08月23日 08:29】
十勝地方では、２３日昼前まで土砂災害に、２３日夕方まで河川の増水や高波に警戒

してください。

［十勝北部］大雨・洪水

［十勝中部］大雨・洪水・波浪

［十勝南部］波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 32分32分前 
【胆振地方 鵡川はん濫警戒情報 2016年08月23日 08:17】
鵡川では、避難判断水位（レベル３）に到達し、今後、はん濫危険水位（レベル４）

に到達する見込み

［避難判断水位超過］鵡川（勇払郡むかわ町

ホワイトフード @whitefood1 · 50 分50 分前 
8月23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/Cqf7p7mVIAEhx_j.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 18 分18 分前 
8月23日7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/CqfzFGZVIAAhVvT.jpg

...

…ダメです。（－－；）

とても拾いきれそうにありません…

時間切れで、バイトに逝ってきます…
 

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cqf7p7mVIAEhx_j.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CqfzFGZVIAAhVvT.jpg


（８月23日）　カレー渇くらい魔死多…

https://85358.diarynote.jp/201608230900105601/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月23日10:11
　

本日も厄日の模様。(∋_∈)
体調不良。

場合によっては早退も考える〜…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月23日14:41
　

軽い頭痛と目眩。

自律神経失調感。

早退するほど悪化はしてない。

札幌の水道水から、

「灼け焦げ熔けて飛散した

（放射性？）重金属の臭い」

が、するという悲劇…。

被曝症状以前に、

フツウに金属中毒で

肺炎や皮膚炎や胃腸障害を

起こす人が続出する見こみ…

(ノ-o-)ノ　┫
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月23日23:07
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

バイト運は吉凶シマ死魔模様で

暴れ柳に捕まって残業２０分。

。。。(〃_ _)σ‖

へろへろへ〜(*_*)〜ですが、

４連勤明けの定番「夜遊び」ｗ

どんぐり⇒ジュンク⇒ブクオフと回遊して、

買い物運は良し。(^-^)g

セイコーマートで

買い置き用のカップ麺と

チキンカツカレーも仕入れて、

今日はカンペキ。(^-^)g

水シャワー浴びて

カレー渇くらい魔死多…
もとい、(^。^;)

カレーかっ喰らいました…ｗ

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

…漫画読んで寝ますぅ…☆

　( ^_^)／□☆□＼(^_^ )

https://85358.diarynote.jp/
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（８月24日）　現実逃避を図っております…★

https://85358.diarynote.jp/201608240916439296/

（でおくれ作業栗鼠１匹目）　「平常性バイアス」大全開に、現

実逃避を図っております…★

2016年8月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
トレイン（PV） ケツメイシ

遅めようございます。０９：０９でした。

貼ってある曲のわりには（＾＾；）

３連休の初日。

札幌の気温２７℃。ほぼ無風。

どピーカン…（＠◇＠；）…☆彡

と、６時半にはせっせと起きだして、

手洗濯して朝風呂して、

https://85358.diarynote.jp/201608240916439296/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU


二度寝して起きて、

朝ドーナツ♪ 丸かじりして♪

ペットボトルと空缶をリサイクルに出して、

洗濯物を外干しして…☆彡

…と、「平常性バイアス」大全開に、現実逃避を図っておりますが…★

全身の皮膚、特に顔の表皮がピリピリ痛く。（－－；）★

空気と水と太陽光線が、すべて有害。という、過酷な現実は、いかんともしようがありません…
★

…ｗ（Ｔ■Ｔ；）ｗ…★

さて、本日の地球は、どういう状態でしょう…★

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

2016年08月23日（火）【前日】
06:00 0.046 0.044 0.045 6 
07:00 0.046 0.044 0.045 6 
08:00 0.045 0.043 0.044 6 
09:00 0.043 0.041 0.042 6 
10:00 0.044 0.042 0.043 6 
11:00 0.043 0.042 0.042 6 
12:00 0.043 0.041 0.042 6 
13:00 0.042 0.040 0.041 6 
14:00 0.040 0.039 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 0.039 6 
18:00 0.039 0.039 0.039 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 

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


23:00 0.040 0.039 0.039 6 
24:00 0.040 0.039 0.040 6 

2016年08月24日（水）【当日】
01:00 0.040 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.040 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.041 0.039 0.040 6 
06:00 0.040 0.039 0.040 6 
07:00 0.040 0.040 0.040 6 
08:00 0.040 0.039 0.040 6 
09:00 0.039 0.039 0.039 6

地震マップ @eq_map · 32 分32 分前 � 北海道 占冠村 
【M2.9】上川・空知地方 深さ151.5km 2016/08/24 08:55:06

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.5】根室地方 深さ77.4km 2016/08/24 05:05:45

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.5】十勝地方南東沖 深さ89.8km 2016/08/24 01:28:43

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月23日 22:20】
根室地方では、２３日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

［根室中部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【停電情報 2016年8月23日 21:32】
茨城県、栃木県、千葉県で停電が発生しています。

停電軒数：約9,600軒

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 



【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月23日 21:19】
網走地方では、２４日朝まで河川の増水に警戒してください。

［網走西部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月23日 20:32】
上川地方では、２４日明け方まで河川の増水に警戒してください。

［上川中部］洪水

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 16時間16時間前 
北海道：石狩川の下流

河川が氾濫している深川市付近

https://pbs.twimg.com/media/CqiHwkGUkAAcl4K.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【北海道 常呂川が氾濫危険水位超える】（続き）
国土交通省と気象台は、午後3時50分に「氾濫危険情報」を出して厳重に警戒するよう
呼びかけています。常呂川では21日、川の水が一時、堤防からあふれました。
（2016年8月23日 17:15 NHK）

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 18時間18時間前 
北海道・石狩川の下流で氾濫。

台風の影響で増水（2016/08/23 16:10）
他に北海道の河川で氾濫の危険性がある河川は、鵡川、渚滑川などが「氾濫危険水位

：レベル４」北海道は自治体が出す避難情報に注意するよう呼びかけています

https://pbs.twimg.com/media/Cqh1_B2UEAAozNY.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【北海道 常呂川が氾濫危険水位超える】
国土交通省と気象台によりますと、北海道北見市を流れる常呂川は、午後3時半ごろ、
洪水が起きる危険性が高い「氾濫危険水位」に達しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月23日 16:20】
根室、釧路地方では、２３日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

［根室中部］洪水

［釧路南東部］洪水

https://pbs.twimg.com/media/CqiHwkGUkAAcl4K.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cqh1_B2UEAAozNY.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【北海道 深川市内流れる石狩川で氾濫発生】（続き）
国土交通省と気象台は氾濫発生情報を出して、厳重に警戒するよう呼びかけています

。

（2016年8月23日 16:08 NHK）
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【北海道 深川市内流れる石狩川で氾濫発生】
国土交通省と気象台によりますと、北海道深川市納内町を流れる石狩川で堤防から水

があふれ、氾濫が発生したということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【網走・北見・紋別地方 湧別川はん濫警戒情報 2016年08月23日 16:03】
湧別川では、当分の間、避難判断水位（レベル３）を超える水位が続く見込み

［避難判断水位超過］中湧別（紋別郡湧別町）

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【上川地方・石狩地方・空知地方 石狩川下流はん濫発生情報 2016年08月23日 15:58】
石狩川下流では、はん濫が発生（レベル５）

［はん濫危険水位超過］納内（深川市）

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08月23日 15:54】
上川、留萌地方では、２３日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。上川地方では

、２３日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

［上川北部］大雨

［上川中部］大雨・洪水

［上川南部］大雨

［留萌南部］大雨

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08月23日 15:21】
網走、北見、紋別地方では、２３日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

［網走西部］洪水

［北見地方］洪水

［紋別北部］洪水



［紋別南部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【北海道 石狩川下流で氾濫危険水位超える】（続き）
気象台などは洪水の危険性が非常に高まっているとして午後2時40分に「氾濫危険情報
」を出して自治体が発表する避難情報などに注意するよう呼びかけています

（2016年8月23日 15:02 NHK）
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【北海道 石狩川下流で氾濫危険水位超える】
国土交通省と気象台によりますと北海道深川市を流れる石狩川の下流は午後2時半ごろ
、深川市内にある観測所で洪水が起きる危険性がある「氾濫危険水位」を超えたとい

うことです。

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年08月23日 14:56】
胆振地方では、２３日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

［胆振東部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【北海道 紋別 一部に避難指示】
北海道紋別市は、市内を流れる渚滑川が氾濫するおそれが高まっているとして、午後1
時25分、渚滑町の547世帯1026人に避難指示を出しました。紋別市は、渚滑市民セ
ンターに避難所を開設しています。

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月23日 13:35】
空知地方では、２３日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

［北空知］洪水

［中空知］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 24時間24時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月23日 11:39】
次の地域に警報が発表されています。

［網走西部］洪水

［北見地方］大雨・洪水

［紋別北部］大雨・洪水



［紋別南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 1日1日前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月23日 11:31】
次の地域に警報が発表されています。

［根室北部］大雨・洪水

［根室中部］大雨・洪水

［根室南部］波浪

［釧路南東部］洪水・波浪

［釧路南西部］波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 8月23日 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年08月23日 11:28】
胆振、日高地方では、２３日夕方まで河川の増水に警戒してください。

［胆振東部］洪水

［日高西部］洪水

［日高中部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 8月23日 
【十勝地方 気象警報 2016年08月23日 11:18】
十勝地方では、２３日夕方まで河川の増水や高波に警戒してください。

［十勝北部］洪水

［十勝中部］洪水・波浪

［十勝南部］波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 8月23日 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月23日 10:28】
上川、留萌地方では、２３日夕方まで土砂災害に警戒してください。上川地方では、

２３日夕方まで河川の増水に警戒してください。

［上川北部］大雨

［上川中部］大雨・洪水

［上川南部］大雨・洪水

［留萌南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 8月23日 
【北海道 むかわ町 新たに３４００人余に避難勧告】
北海道のむかわ町は、町内を流れる鵡川が氾濫のおそれのある氾濫危険水位を超えた



ため、午前9時40分、新たに福住地区や汐見地区など、町内16地区の1747世帯3423人
に対し避難勧告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 8月23日 
【北海道 鵡川が氾濫危険水位超える】
国土交通省と気象台によりますと、北海道むかわ町を流れる鵡川は、午前8時50分ごろ
、町内の観測所で洪水が起きる危険性がある「氾濫危険水位」を超えたということ

です。

特務機関NERV @UN_NERV · 8月22日 
【北海道 美瑛川が氾濫危険水位超える】
国土交通省と気象台によりますと、北海道美瑛町を流れる美瑛川は午前8時10分ごろ、
町内の観測所で洪水が起きる危険性がある「氾濫危険水位」を超えたということです

。

特務機関NERV @UN_NERV · 8月22日 
【北海道 紋別市の１６００世帯余に避難指示】（続き）
また、道路の冠水が広がっているとして渚滑町の491世帯、908人に避難勧告を出しま
した。

（2016年8月23日 8:41 NHK）
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 8月22日 
【北海道 紋別市の１６００世帯余に避難指示】
北海道紋別市は、市内を流れるオンネナイ川が氾濫するおそれが高まっているなどと

して、午前8時に、大山町など1638世帯、3006人に避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 8月22日 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月23日 08:34】
石狩、空知地方では、２３日昼前まで土砂災害に警戒してください。

［石狩北部］大雨

［北空知］大雨

［中空知］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 8月22日 
【十勝地方 気象警報 2016年08月23日 08:29】
十勝地方では、２３日昼前まで土砂災害に、２３日夕方まで河川の増水や高波に警戒

してください。



［十勝北部］大雨・洪水

［十勝中部］大雨・洪水・波浪

［十勝南部］波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 8月22日 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月23日 08:07】
次の地域に警報が発表されています。

［上川北部］大雨・洪水

［上川中部］大雨・洪水

［上川南部］大雨・洪水

［留萌南部］大雨

ホワイトフード @whitefood1 · 8月22日 
8月23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/Cqf7p7mVIAEhx_j.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=I1I7jxcpZxQ
ケツメイシ - 心の声 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月24日10:22
　

…なんか「放射性光化学スモッグ」的なものが発生していて…

肺の中がシュウシュウシュワシュワ言ってて、痛いし苦しいなう。（＞＜ｐ）

 

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cqf7p7mVIAEhx_j.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=I1I7jxcpZxQ
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（８月24日）　脳機能８０％くらい停止中？

https://85358.diarynote.jp/201608241917217642/

(^_^;)

2016年8月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

どうも本日ワタクシのアタマは完全にコワレております…★
┐(’〜`；)┌

脳機能８０％くらい停止中？で

アブナイ自動運転？中ですが、

無駄に買い物運と、

食欲だけはあります…☆

σ(^◇^;)。。。

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月24日22:02
　

久しぶりに完全に、

まったく何も

やる気が起きません…(∋_∈)…

イタリアでＭ６とな…？
…(・_・;)…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/201608241917217642/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201608241917217642/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2016年8月25日1:05
　

どうも本当に完全にダメです。

ヽ（・＿・；）ノ

　

明日もダメそうです。

パソコン触らなかったらアタマが寝てるだけで、

カラダは健康です… たぶん…
 



（８月25日）　脳ミソも絶不調というか、完全停止⇒非常モードで最低作動中。

https://85358.diarynote.jp/201608250830051687/

（作業栗鼠１匹目）　（＾＾；）　本日の予定は森林公園リハビ

リ強歩です…♪

2016年8月25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。０８：２７になっちゃいました…

朝７時に起きて手洗濯して干して、

０８：２２にはＰＣ起こしたんですが、

…そうだった…昨日の昼、不調でフリーズして…（－－＃）…
…作業途中で画面放棄してたんだった…★

…と、いうことを完全に失念していたくらい、
脳ミソも絶不調というか、完全停止⇒非常モードで最低作動中。

でございまして…

https://85358.diarynote.jp/201608250830051687/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160825/85358_201608250830051687_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160825/85358_201608250830051687_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160825/85358_201608250830051687_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6-b38gob9A8


…＜（〜〜＃）＞…★

それというのも「震央分布図」が…ッ！

見ようとするたんびに…ッ！

うちのＰＣを壊しやがるんですよ…ッ！！！！！！
★！（＞＜＃）！★

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

（…ことでこの間１０分ほど？ロスタイム…（＝＝＃）★）
（きのう書きかけデータの消滅覚悟で再起動しました…★）

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

ちなみに冒頭に貼ったのは、

きのうブクオフでスーパーベルズのＣＤを

（もちろん１０８円で）２枚も！（＾＾）！

入手しちゃったぜ…♪という喜びを表現しておりまして…ｗ

本日の予定は森林公園リハビリ強歩です…ＪＲは利用しません…☆

https://www.youtube.com/watch?v=kREzXmfGRS0
SUPERBELL’Z なんかアリかもね

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 0.041 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

https://www.youtube.com/watch?v=kREzXmfGRS0
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1472082000/1011-0010-101000-201608250840.gif?t=1472082642


http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1472082000/1011-0010-101000-201608250840.gif?
t=1472082642
（０８：３０〜０８：４０）

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M4.6】KURIL ISLANDS 65.2km 2016/08/25 06:03:08JST, 2016/08/24 21:03:08UTC

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ48.3km 2016/08/25 05:11:21

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.7】襟裳岬南東沖 深さ29.4km 2016/08/25 04:56:44

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ56.8km 2016/08/24 23:33:42

地震マップ @eq_map · 8月24日 � 北海道 占冠村 
【M2.9】上川・空知地方 深さ151.5km 2016/08/24 08:55:06



（８月24日）　最後ですよ！　最後！　最期…！！

https://85358.diarynote.jp/201608250840263711/

【 原発推進 シナリオ 崩壊 】／税関に４万台の海外線量計を留め
置き／NHKは国内向けと海外向けの報道が違う／命がけだという
ことを忘れずに。

2016年8月24日 （ ヒロシマ＋ナガサキ ）＜【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!
　

https://www.youtube.com/watch?v=Dx0vpAljnBg
ケツメイシ　花鳥風月

…「一昨日のお客さんの話」は、つまり「この症状」だったのだが…
…（－－；）…★
　↓

cmk2wlさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前 
cmk2wl
放射線医学総合研究所

白石久二

　

カルシウム欠乏によって

ストロンチウム90の吸収が
20〜30％から60〜70％に高まり、
ストロンチウムが

骨格組織に蓄積され

赤色骨髄を照射することになり、

あらゆるものが消化器官において

その吸収を阻害されるようになります

…わかっていても…（－－；）…★

…「それ、被曝症状ですよ。そのまま関東で治療？受けてたら、死にますよ！」

https://85358.diarynote.jp/201608250840263711/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=Dx0vpAljnBg


…なんて…「言ったら私がバイトをクビになる」ので…ｗ

何一つ言わずに、「見殺し」に、している毎日ですが…ｗｗｗ

…なにか…？？？？？

https://www.youtube.com/watch?v=XewnqjmL-Ec
ケツメイシ / カーニバル 2015 

最後ですよ！　最後！　最期…！！

ホワイトフード @whitefood1 · 8 分8 分前 
甲状腺がん「地域ごとの詳細なデータ分析が必要」と全摘の男性(まさのあつこ) -
Y!ニュース
https://t.co/4NJDm5CZHE

フクシマから国の偽装を暴く @Anti_Jigokudama · 6時間6時間前 
【原子力村の大誤算】

《原発推進経産省シナリオの崩壊》

税関に４万台の海外提供線量計を留め置き

スピーディー情報隠蔽で計らず

健康調査を経産省予算で行い

「低線量で影響ない」と結論付ける思惑だったが

あまりの「多発」駄々っ子状態 

月光丸@花京院病 @gekkoumaru5 · 10時間10時間前 � Osaka City Chuo Ward, Osaka 
風邪で休んだ次の日、会社行ったら営業課の偉い人が昨日心筋梗塞で倒れてた。私が

寝込んでる時を同じくして、心筋梗塞。さらにうちの金魚も死んだり。

…昨日なんかあったんかな…地軸がずれたとか太陽風が強かったとか磁気嵐とか…

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
Fukushima causes mutations & DNA damage with ‘no end in sight’ – Greenpeace
https://t.co/aOlXU9VqxQ

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
東電福島原発事故は、外交問題に発展している。

https://www.youtube.com/watch?v=XewnqjmL-Ec
https://t.co/4NJDm5CZHE
https://t.co/aOlXU9VqxQ


https://twitter.com/cmk2wl/status/767530357931384832 … 
だからといって外国をあてにしてはいけない。

私たちが声をあげていかないと。

https://twitter.com/cmk2wl/status/767530357931384832

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13時間13時間前 
伊方原発の再稼働の報道

NHKは国内向けと海外向けの報道が違う。
海外向けには「熊本地震も起こり、伊方原発の位置と巨大断層の中央構造線断層帯の

こと」とか、ちゃんと報じてる。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/768063454309605376

https://www.youtube.com/watch?v=HmK4d_qEbyc
ケツメイシ　門限やぶり

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
水式空気清浄機で使う水は、汚れてくると加速度的に汚れを集めます。

だからといって、おもしろがってそれを観察するのは危険です。

ある程度まで汚れてしまうと、それが室内の環境に出てくる可能性も。

水の追加と交換は定期的に。

命がけだということを忘れずに。

https://www.youtube.com/watch?v=AzYMw3EIr3k
ケツメイシ　トモダチ

https://www.youtube.com/watch?v=Ph21pIi1Xuo
ケツメイシ / カラーバリエーション MV 
　↑

…すげぇ、いい詩だな…♪♪

https://twitter.com/cmk2wl/status/767530357931384832
https://twitter.com/cmk2wl/status/767530357931384832
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/768063454309605376
https://www.youtube.com/watch?v=HmK4d_qEbyc
https://www.youtube.com/watch?v=AzYMw3EIr3k
https://www.youtube.com/watch?v=Ph21pIi1Xuo
https://www.youtube.com/watch?v=2XJIOGx4UEk


https://www.youtube.com/watch?v=2XJIOGx4UEk
ケツメイシ　手紙〜未来 

https://www.youtube.com/watch?v=dBIjiESyF98
ケツメイシ / カーニバル 2015 in 沖縄 

https://www.youtube.com/watch?v=WqQ3hP_q7Ns
Madoka Magica - Credens Justitiam with Lyrics 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dBIjiESyF98
https://www.youtube.com/watch?v=WqQ3hP_q7Ns


（８月25日）　「脳機能停止」圧力。

https://85358.diarynote.jp/201608251018155006/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月25日12:15
　

淡さ和アワサワ10時30分頃、
激烈異様睡魔に急襲されて

気絶睡眠。(∋_∈)

目覚ましかけた３０分では

どうしても起きられず１時間に延長。(-”-;)

途中から台風近接なみの

異様な強風。(・_・;)

とりあえず気圧の谷とか天候の急変⇒ゲリラ豪雨とか有り得るたうん…(・ω・;)(;・ω・)

運動不足による筋力≒免疫力の低下の予防目的で予定していた森林公園ウォークを敢行するのが

是か、

思考力＋判断力＝危機回避対処能力が完全停止している状態での不要な外出を避けるのが賢明な

のか…？？

…まったく考えがまとまらないまま、(・ω・;)(;・ω・)状態の無限ループですでに小一時間が経過
している絶望的状況なう…

(ToT)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月25日12:29

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


　

…そもそも「目を開けて垂直に立っている」ことが困難。(*_*)
一番酷い「天中殺」中

なみの「脳機能停止」圧力。

外出危険。(-”-;)

強い南風。台風級。(・_・;)

…南の地平線から、
大量の雲海が、

匍匐奇襲攻撃準備中…！

ヽ（・＿・；）ノ

（予報では明日からだったんですが！）

　

 



（８月25日）　原稿遊びに、逝きますか…★

https://85358.diarynote.jp/201608251338484618/

４光年離れた地球型惑星に活路を求め、命がけのヴォヤージュ…
え違う？

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
トレイン（PV） ケツメイシ

前項コメント欄参照。（－－；）

すでに例によって「厚別川？以東」は南方軍の制圧下に入りまして…
もの凄い勢いで、雲艦隊が北上していきます…（－－；）…★

（今のところ見ため（色）的には、線量は低そうですが…？）

思考力ゼロ。

大脳サンは未だに視覚情報に依存していて、

「こんなにお天気が良い（陽射しが明るい）のに…」
「決めてたことだから、決行したかったのに…」と、

ぐちゃぐちゃ嘆いていますが、

間脳（ワニの脳ミソ）さんは耳で聴いて、

「こんなに風音が強い日は、巣から出ないに限る…」
「腹は減ってない（買い置きの食糧はいっぱいある）し…☆」と、

さくさく単純に判断して、フテ寝を決め込んで縞りす…

…てことで…（＾＾；）…★

https://85358.diarynote.jp/201608251338484618/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU


判断力も根性もなくて大失敗をやらかしたとしても、私以外のひとには迷惑のかからない…

原稿遊びに、逝きますか…★

https://www.youtube.com/watch?v=CiR_Bfi6_CM&list=PL412A722C30C0EAE4&index=18
SUPERBELL’Z MOTER MAN 江ノ電 
　↑

…懐かしいなぁ…おばあちゃんチは同じ鎌倉でも反対方向だったけど…

…もう、二度と行けない、「高汚染」地帯だけどね…

https://www.youtube.com/watch?v=e4tEC2uMFB4&list=PL412A722C30C0EAE4&index=20
SUPER BELL"Z MOTOR MAN 京浜急行VVVF 

話題のニュース 
尻P(野尻抱介) @nojiri_h · 1時間1時間前 
赤色矮星の地球型惑星。「沈黙のフライバイ」の想定と同じだ >> 液体の水が存在？　
地球によく似た惑星、わずか4光年の「近所」で発見 - ITmedia ニュース
https://t.co/g3ddacgcX3

…「リスタルラーナそのもの」じゃねぇか…ｗｗｗｗｗ

（どっちがネタなんだホントに…？？？）

…？　ｗ（＾◇＾；）ｗ　？…

赤城さん @bauxite_tabetai · 23分23分前 
新型ＮＳＸと共に配備される新型ＦＴＯは

無重力状態での船外活動を想定した探査ロボットです。

４光年離れた地球型惑星に活路を求め命がけのヴォヤージュ…え違う？

talkyren＠美術解剖学困惑中 @talkyren · 24分24分前 
4光年外の地球型惑星かぁ…ボイジャー1号の速度（約17km/s）で軽く計算したら7万年

https://www.youtube.com/watch?v=CiR_Bfi6_CM&list=PL412A722C30C0EAE4&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=e4tEC2uMFB4&list=PL412A722C30C0EAE4&index=20
https://t.co/g3ddacgcX3


掛かるねｗワームホールの開発はよ！

https://www.youtube.com/watch?v=j5RLiUH-BFQ&index=21&list=PL412A722C30C0EAE4
SUPERBELL’Z MOTER MAN 利府支線 
　↑

…笑い死んだ…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=j5RLiUH-BFQ&index=21&list=PL412A722C30C0EAE4


（８月25日）　『出立の類型』

https://85358.diarynote.jp/201608251525083719/

（舞台。喫茶店かスナックの風景。）　　（保土ヶ谷時代？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=YGBw4uCZ4hA
Zeta Gundam Opening 1 (Original) 

　舞台。喫茶店かスナックの風景。

　中央やや左から右手壁まで木製のカウンター。

　スツール椅子が４つくらい並んでいる。

（手前にボックス席３つ４つある設定だが、広さによっては作らなくてよし。）

　左手サ店の出入り口から袖までは１ｍくらいの間がある。

　ドアは洒落た作りの木製。

　ドアとカウンターの間は斜めになっていて、大きなガラスばりのウィンドー。

　そこにも１つボックス。

（上手ソデよりここへ抜けられる通をを作っておく。）

　カウンターの下手はしレジとくぐり戸。

　上手壁にあっさりしたテーブルライトひとつ飾りについている。

　ドア、ソデから開閉もできる仕掛け。カウベル。

（上手ソデよりカウンターへ、マスター登場。グラスをみがきはじめる。）

（ドアひとりでひらき、カウベルの音。）

マスタ：　いらっしゃいませ。

https://85358.diarynote.jp/201608251525083719/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=YGBw4uCZ4hA


ｳｪｲﾄﾚｽ：　いらっしゃいませ。

（上手ソデから慌てて出てきて）ご注文は？

（オーダーをとるジェスチャー。マスターに伝え、運んできて置く。）

（※ボックス席なしの場合は、すべてマイムだけでもよい。）

（そうしている間に）

マスタ：　９５０円でございます。

（ドアひらく。）

ｳｪｲﾄﾚｽ：　ありがとうございましたァ！

（効果音：アベックの笑い声が遠ざかっていく。）

マスタ：　やれやれ。混みだす前にすこし一服したら？

ｳｪｲﾄﾚｽ：　はぁい。（出て行った客のテーブルを片付けてカウンターへ。）

（間）

（ドア開き、女１、顔だけのぞかせる。）

女１　：　かおるは？

ｳｪｲﾄﾚｽ：　え？

女１　：　かおる来ています？

ｳｪｲﾄﾚｽ：　え…えぇ〜と、今いるお客様はこれだけですけれど。

女１　：　そう。（室内に入り、慣れたようすでカウンター一番奥の席に腰をおろ

して）ミルクティー。



マスタ：　失礼ですが、その席は、お客さま、

女１　：　かおるの席よね。

ｳｪｲﾄﾚｽ：　え？

マスタ：　ええ。そうです。

女１　：　かおるがいつも座る所って、ここなのね。ふうん。そう。

マスタ：　（茶わんを洗いはじめる。）…良く見えるでしょう？

（間）

女１　：　ええ…　本当にそうね。

ｳｪｲﾄﾚｽ：　…あの…　何がですか。マスタ。

（間）

女１　；　お店の中がよ。世界中がよ。かおるを大事にしてくれる…
世界中がよ。

ｳｪｲﾄﾚｽ：　はあ…　（自分で紅茶を入れ、出す。）

女１　：　（唐突に）あなた、最近入った人？

ｳｪｲﾄﾚｽ：　（うなずく。）

女１　：　かおるを知らない人って…　いるのね。

（ドアひらく。）

マスタ：　ありがとうございました。

（くぐり戸を抜けてテーブルをかたずけに行く。レジで会計して、再び皿洗いに

戻る。）



（ドアひらく。）

ともこ：　マースタッ ☆

のりこ：　うわぁ寒いっ！　寒かったのおっ！

ゆうこ：　ブレンドコーヒーちょおだあい、マスタ。うんと暖ったかいやつねっ！

マスタ：　舌をやけどしますよ。

（ともこ、のりこ、ゆうこ、女１を見てハッとし、やがて疑いぶかそうに、行こうと

していたいつものカウンターではない、ウィンドー下のボックスに腰をおろす。）

（マスタ、しらぬ顔。ｳｪｲﾄﾚｽちょっとおどおどしてブレンドをはこぶ。）

ともこ：　（声をひそめて）え、だって…　年がちがうじゃない。そりゃ似てるよ
。あの頃のあたしたちくらいよ。

のりこ：　２８〜９に見える。

のりこ：　今ごろあの彼女がいるわけないわよお。

ゆうこ：　でも…　ホントに似てるわ。３つくらい、お化粧でごまかせるかもしれ
ない。

のりこ：　おけしょー、してないよ。

（ドアひらく。）

たつお：　やっ。おまっとおっ！

（’女１に気づき、３人と同じ反応）

たつお：　どしたの？　彼女。今ごろ。

ゆうこ：　あなたもそう思う？



たつお：　え？

ともこ：　あの人…　彼女だと思う？

たつお：　だって。そうだろ。他にどう…

（すばやく首をめぐらせる。間。）

ｳｪｲﾄﾚｽ：　ご注文は？

たつお：　あ、わりい。いつものやつ。

ｳｪｲﾄﾚｽ：　コーヒーですね。

ともこ：　も、よそおよ、気にすんの。他人の空似かもしんないし。もし彼女だとし

てもここに入ったのきっと偶然なんだろーし、さ。

のりこ：　昔と同じ手を使うわけね。

たつお：　イヤなやつは無視するに限るのさ。

ゆうこ：　…でも。あれからもう３年もたったのよ。

ともこ：　３年でも１０年でも。いやなやつはいやなやつよ。変わりゃしないわ。

たつお：　それよかさ。聞いてくれよ。今日の講義さ、ひでェたらねえの。ますお教

授がさぁ…

（ドアひらく）

女３　：　ちはーっ!!　あれ、どないしたんおたくら？　いつもとまえと席ちゃうじ
ゃんっ！

ともこ：　ま、ちょっとね。

女３　：　かおる来てない？



ゆうこ：　（ちらっと女１の方を気づかって）　かおるは…　最近ここにはこないわ
。

女３　：　そっか。あたしもここんとこ、こんとこの店にはごぶさただもんね。じゃ

、また。

（ドアとじる）

女３　：　あーっ。はるみ！よしゆき！　ひっさしぶりーっ！　ねえねえ、かおる知

らないっ？

（退場）

たつお：　…あーかわらずにぎやかーっっ

のりこ：　あのこどこ行ったんだっけ？

ともこ：　さあ。

ゆうこ：　ＯＯ女子大よ。

女１　：　（遠く。）　マスター。わたしはいつもここへ来たかったわ。

（ボックスの４人、ぎょっとしたように首をまわす。）

女１　：　わたしいつもここへ来たかったの。学校の行き帰り、いつもそこの窓から

このお店をのぞいてたの。目立たないよう、わざと急ぎ足で顔そむけるようにして。

ノートひらいたり単語カードめくったりしながら。

いつも横目でこのお店をながめていたの。

（４人、つつきあって、そそくさと席をたつ。）

ゆうこ：　やっぱり

ともこ：　出よ。



たつお・のりこ：　ん…

ともこ：　マスター。ツケといてね。

マスタ：　…………。

ゆうこ：　やっぱりそうなんだわ。やっぱり…

（ドアしまる。）

http://p.booklog.jp/book/109122/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－０－９　『出立の類型』 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfvkJ1ISTfo
超時空要塞マクロス OP FULL /「マクロス」藤原誠 
　↑

（観てない（＾＾；）☆）

https://www.youtube.com/watch?v=eusKFEWFHlY
【BGM・日本の祭り〜アップテンポな和風曲メドレー】 1時間
 

file:///tmp/puboo/125150/446898/book/109122/read
https://www.youtube.com/watch?v=ZfvkJ1ISTfo
https://www.youtube.com/watch?v=eusKFEWFHlY


（８月25日）　…「夢日記」かな、これは…（＾＾；）…？？

https://85358.diarynote.jp/201608251540033145/

「先生さま!!　先生さま！」　（保土ヶ谷時代？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　深夜。読書に疲れた頭がようやくベッドの暖かさに火涙まどろみを感じはじめた頃

。

「先生さま!!　先生さま！」

　突然の物音にわたしは驚いて飛びおきた。

　馬の倒れるようなにぶいドサッという響きがする。

「先生さま!!　先生さま!!」

　呼びかける声に、まかないのゲルトーレの悲鳴が和した。

「先生さま!!　いばら木館のカウプトでございます！　お嬢さまが、お嬢さまの御客様
が普通ではございません。後生でございます先生！　丸一日と半夜２日２晩馬をとば

して参りました！」

　むろんのこと館の執事の声を最後まで聞くひまもなく、わたしは往診用の上着にそ

でを通していた。

「ヤーハン！ヤーハン！　鞍の用意だ。それが済んだらカウプトさんの馬を！　ゲ

ルトーレ！」

「はい！」

　老執事は根つきたのか、きつけをうけとって半気絶の状態である。

　折から雲行きあやしい季節はじめの嵐の中を愛馬をせかして走ること１日と半夜。

https://85358.diarynote.jp/201608251540033145/
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「先生さま！」

　山奥の邸からは待ちかねたように人影がとび出してきた。

「シューラの容体は？」

「先生さまは走りづめで？」

「わたしはまだ若いから大丈夫だ…　容体は！」

「妙なのでございます。もうこれで３日４晩たいへんな高熱でございます。それなの

にうめきも苦しみも…　１睡もなさらないのでございます。ただじっと横たわってお
られて…　話しかけても聞こえている様子ではございませんし、もちろん１口もめし
あがりません。」

「原因は？」

「いいえまったく」

http://p.booklog.jp/book/108706/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－１　（暗闇の童話集）
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2016年8月25日15:40
　

…「夢日記」かな、これは…（＾＾；）…？？
 



（８月25日）　『四民平等』（仮題）

https://85358.diarynote.jp/201608251859259642/

（タロンと柔、檻（ケージ）の中で。）　（高校？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作）

タロンと柔、檻（ケージ）の中で。

　　　捕われた者

　タロンが捕えられ、繋がれてから、４日がたとうとしていた。

「今日もまた…か。」

「ああ。見ろよあの面構えを…　瘠せたな。」

　今日もまた牢番たちはしつこく食事を取り替えに来る。

　タロンは頑として１度座した箇所から動こうとさえせず、食器が置かれる時にたて

るカチャカチャいう音にも、眼線ひとつ、くれてやりはしなかった。

「それにひきかえ…」

　同じ檻（ケージ）の中には、柔（ジュウ）、と呼ばれるしおたれ者も、これは暴れ

ぬが為に縄目を受ける事もなく、大人しやかに、いやむしろ浅ましいまでの姿をさら

して、与えられるエサにがっつき、足りないひもじいとあわれっぽく牢番どもに泣き

ついているのだった。

「おらよ。これでも喰え。」

　タロンが手をつけずにいて半ば腐らせてしまった肉片がその柔の鼻面に蹴り飛ばさ

れる。

https://85358.diarynote.jp/201608251859259642/
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　柔はその衝撃にぎゃんぎゃん喚きながら、それでも苦痛がおさまると、卑屈にも、

その屍肉をきれいにたいらげてしまうのだった。

　自らの尊厳死を前に、タロンはそんな同類の姿を静かな態度で黙殺しきっていた。

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）

 

file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108560/read


（８月25日）　「２匹のねずみ」

https://85358.diarynote.jp/201608251907274145/

「２匹のねずみ」　（高校？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作）

　　　２匹のねずみ

「おやあれはなんだい。見たとこ電気もガソリンも使ってないようなのにコトコト動

くね。」

「あれかい。あれは水車小屋だよ。小川の力で動くんだ。あんなもんがめずらしいの

かね。」

　そう答えておっほっほと田舎のねずみは笑った。

　別に田舎のねずみは都会のねずみをバカにしたわけなんかじゃなく、ただ何でもよ

く解っている頭のよい、わけ知りの街ネズミにお知らない事というのはあるのだなァ

と思ったら、なんとなく心暖かく、楽しかったのだ

　だけど都会のねずみは、そうはとらなかった。

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）
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（８月25日）　最上段にふりかぶってシリアスさを振りまーすなんてェな一生に一度
で沢山だ。

https://85358.diarynote.jp/201608251914108655/

「…危うく最後までだまされる所だったぜ。」　（高校？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作）

「…危うく最後までだまされる所だったぜ。おまえがあんまり人間臭く深刻ぶってた
からな。だがな、よく聞けよ。本当の人間ならそうそういつもおおげさにかまえちゃ

いられねェもんなんだ。最上段にふりかぶってシリアスさを振りまーすなんてェな一

生に一度で沢山だ。ほんまもんの生きて動いてる人間ってやつは日頃ズッコケてるか

らこそ、いざって時に信じられねェような力がでるんだよ…。」

https://85358.diarynote.jp/201608251914108655/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


（８月25日）　こんな話をしても誰も信じないだろうな。

https://85358.diarynote.jp/201608251937091877/

「くつのおばあさん（仮題）」　（高校？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作）

　　　くつのおばあさん（仮題）

　こんな話をしても誰も信じないだろうな。

　あたしには…まあ類は友を呼ぶとはよく言ったもので…昔から妙な知りあいとばか
りつきあいがあるのだけれど、それがなにも人間だとばかりは限らない。妖精小人の

一族といえばいいのか太古の種族の生き残りなのか、ひとりとても年をとった小さな

お婆さんの知りあいがいて、どれぐらい小さいかというとよくあたしの防寒ブーツの

なかにすっぽり座りこんでは昼寝をしている。あったかくて居心地がいいのだそうだ

。

　もう何代も前の住人の頃から、今はあたしのものになったこの部屋（アパート）の

、靴箱の奥に住みついているらしい。これまでの人は、みぃんな彼女と『そりが合わ

なかった』とかで、正体不明の座敷童子現象を勝手に気味悪がってすぐに出て行くか

、暗に彼女の魔法でいびり出されたか、どちらか。…どうりでこんないいところの部
屋代が安くなったわけだ。大家さん、お気の毒に。

　幸いにもあたしは無事彼女と共存体制を確立し、のうのうと棲みついている。

　ん、あたし？　そう、作家志望なんだよね、これでも。

「う〜〜。そういやこんどの新人賞のネタ、どうしよう。」

　ある晩のことだった。例によってコタツにもぐりこんで原稿用紙どうしてもうまく

いかない第４章と格闘していると、熱中のあまり辞書をひきよせるはずみに紅茶ポッ

トをぶちまけてしまった。

https://85358.diarynote.jp/201608251937091877/
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　きゃー！

　もちろん、生命より大事な原稿用紙だけはすぐに抱えあげたから無事ですよ。だけ

どコタツカバーとじゅうたん、べしゃべしゃ。あや〜〜〜。

　と、おかしいじゃないか、いつもならシャクにさわる高い声でキィキィ、まったく

、アキコ、誰が掃除をすると思ってるのいるんですか、と実家（うち）の母親（お

かん）よりも口やかましい彼女が、静かにしずか〜に生気のないため息をついて後か

たづけに立ちあがった。

　あれえ？

「ねェ、ロンドン、どうしたの。いつもの御説教はなし？」

「わたくしあたしの名前は********ですよ。いつも言っているでしょ。えげれすの首都
みたいななまりで呼ばないで下さいね。」

　おっ。可愛気のないところだけは健在だな。

　んなことを言ったってあたしにはそれ、ロンドンか、ドンドンて風にしか、聞こえ

んわぃ。

「だからそりゃ日本人間には発音は無理なんだってば。」

「そんなことがあるものですか。あたしには、ちゃんと日本人間語がしゃべれている

んですからね。まったく人間ときたら自分たちのことにしか興味をむけないで……
ああ、ああ。おｋれはもう完全に染みになりますよ。とにかく早く洗わないと…　ほ
らほら、さっさと上のものをどけてどけて。」

「あ、うん。」

　自慢じゃないけど、家事は不得手だし、運動神経はトロいのだ。あたしがもたくさ

とコタツ板をはずしにかかっていると彼女はさっさとカバーひっぺがしてまるめて洗

濯機に直行してしまった。

　あの小さい身長３０cmに満たない体でどうしてそういう芸当ができるかといえば、
もちろん半分は魔力を借りてるからだ。



　洗濯機にたてかけたはしごをよじのぼりながら、だけど彼女は小さなため息をつ

いた。

「まったく、人間（アキコ）ときたら、これじゃあたしがいなくなってしまったら、

どうなるのかしらねぇ。」

「え。ちょっとロンドン。」

「あたしの名前は********ですよ。」

「んなことはいいからさ。いなくなっちゃうって、それ、どういうことよ。どっか

に引っ越そうっての？　人間（あたし）に、見つかったから？」

　…やばい。明日っから何食べて行きていこう。まともな料理がつくれない。

「その程度ですめばいいんですけれどねぇ。」

　彼女は、とっても暗あく、呟いた。



（８月25日）

https://85358.diarynote.jp/201608251949205899/

「つれて帰って。」　（高校？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作）

　　　つれて帰って。

　　　imaging from Bonny Tiler " Take me back "

　俺が彼女に頼まれたのは三日前、旅の終わりの嵐の晩だった。彼女を愛していた

ので、乞われるままにその行く先の判らぬ放浪に長いこと俺は同行（つきあって）い

たのだ。

　風雨を裂く稲光に折しも浮かび上がる不気味な黒い城市を指して彼女は言ったも

のだった。

https://85358.diarynote.jp/201608251949205899/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


（８月25日）　「いつかはきっと巡り合えるわ。だってその人はいるから。」

https://85358.diarynote.jp/201608252003291643/

「いつかある日に」　（中学？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　　　「いつかある日に」

「いつか自由になるんだ。」

彼女はいつもそう言って夢を語る。

「そうしたらわたしは、何物にも捕われず縛られず、ただ水のように風のように、あ

るがまま、流れてゆくのよ」と。

それが、彼女が大人になった時の事なのか、それとも彼女の言う『何回も何回も』生

き死んで、生まれ変わった後の事なのか…？

「そうね。」

と彼女は答える。

「それがいつの事かは、わたしにもわからない。 "いつか" …。魔法の言葉よ。だけ
れど "いつか" は必ずやって来るんだわ。」

彼女は信じてる。だからこれは真実なのだ。

「自由になったら、それは完全な自由よ。」

彼女は口癖のように謳（うた）う。

「わたしはなににも捕われない。だれもわたしを縛る事はできない。わたしは自分以

https://85358.diarynote.jp/201608252003291643/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608252003291643/


外のものを何も持ちはしないし、だれかがわたしを持つ事もないわ。…ただ、『あ
の人』を除いてはね。そうしてわたしは一人で、あの人を探して世界中へ旅するのよ

。時も権力もお金も、世間も、なにものもわたしを止められやしないわ。なぜってわ

たいはその時、自由なのだから。」

「一人で淋しくはないかって？　バカね。」

光の中で彼女は純粋に笑う。

「自由の代償は孤独。でも切ないのは今でも同じよ。わたしは哀しくはならないの。

どんなに寒い時でも。」

「だってわたしの中には灯がともっているんですもの。わたしはあの人…わたしのた
だ一人の他者を探しにゆくのよ。それは、今すぐに会いたくて、切なくて、涙をこぼ

してしまう日もあるけれど、時が来ればいつかはきっと巡り合えるわ。だってその人

はいるから。」

「素適なのよ。自由だって事は。」

街を行く時に彼女はささやく。

「ハンドバッグ一つとスーツケースよ。自分以外にはそれだけを持って、わたしは街

から街へ歩いて行くの。闇色の夜汽車から、見知らぬ町へ降りたちましょう。霧の深

い道を、どこまでもただ歩きましょう。誇り高きジプシーたちと、一やを共に歌い過

ごして、初夏の夕辺には、さくらんぼを籠いっぱい、買って宿まで食べましょう。」

https://www.youtube.com/watch?v=8txm3LE4DxY
BONNIE TYLER--IT’S A JUNGLE OUT THERE 

https://www.youtube.com/watch?v=N1geNIqgZzU
Bonnie Tyler, To Love Somebody. HQ Audio. 

https://www.youtube.com/watch?v=8txm3LE4DxY
https://www.youtube.com/watch?v=N1geNIqgZzU


       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月25日20:04
　

でもどっちかってと、「メーテルのイメージ」だった…ｗ
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（８月25日）　「…モイラ．A!!」

https://85358.diarynote.jp/201608252044536460/

「汽車から降りたつ人」　１　（中学？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　　　汽車から降りたつ人

　T.K.の両親は高地で半ば療養所（サナトリウム）めいたペンションを経営していて、
その高地というのがまた最寄りの駅のある市街からたっぷり小一日は離れた所にある

。それでペンションへ休養しに来るお客を迎えに出るのはいつも一人っ子のT.K.の仕事
になるのだった。

　この日もT.K.は駅のホームへ入って汽車の到来を待っていた。

　T.K.は汽車を待つのが好きだ。待つ時の、少し緊張し少し手持ちぶさたなこの十数
分が、何とも云えずT.K.の心をときめかせるのだ。…しかも今日のお客ときたら！

　遠くの方から特徴ある汽笛の音が聞こえる。長く、かん高く、叫ぶようでいて…　
どこか甘くせつない。

　T.K.はもうずっと以前から、その響きに "郷愁の笛" という名前をこっそりつけて
いた。

　長い旅を続けてゆく列車が新しい駅に近づく度に、こここそが自分の故郷、自分の

目的地なのではないか、ここで自分は終着駅を見いだし、そして長い眠りにつくこと

ができるのではないか。と、まぼろしのような希望を燃やす、ほのかな吐息なのだ。

　のどかさ一点ばりの平和な片田舎には珍しく、T.K.は詩的な表現の好きな、たいそう
夢見がちな性格をしていた。

　にぎやかな蒸気とともにそれはホームにすべりこんで来る。

https://85358.diarynote.jp/201608252044536460/
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　そこが全てを終る場所ではないにせよ、はるかな道のりのさなかにひととときの憩

いと安らぎとを得て、停止しようとする車輛の列はとても心地良げに見える。

「ミズ・モイラ・シアネ・アスタテクルトン！　アスタテクルトンさんはいらっしゃ

いませんか！」

　T.K.はホームの前の方へ向かって走りだした。

「アスタテクルトンさん！」

　それから不意に立ち止まる。すれ違った紳士が危ないじゃないかとかなんとかうな

ってゆくがそれも耳に入らない。

「…モイラ．A!!」

　それは直感だった。M.C.アスタテクルトン…T.K.の憧れの女性…は幾つかの著書より
もなおその姿を人に知られていない。

https://www.youtube.com/watch?v=ojEAQ8_KUI8
Bonnie Tyler: When I Close My Eyes 

https://www.youtube.com/watch?v=jYiVntJ9pkU
Bonnie Tyler Say goodbye 

…ラジオでしか聴く手段がなくて顔を知らなかったので、
今の今まで、てっきり黒人女性だと信じていたよ、この声…☆

https://www.youtube.com/watch?v=UA9_dsIGtUw
Bonnie Tyler - Bitter Blue 

 
       

https://www.youtube.com/watch?v=ojEAQ8_KUI8
https://www.youtube.com/watch?v=jYiVntJ9pkU
https://www.youtube.com/watch?v=UA9_dsIGtUw
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2016年8月25日20:45
　

（とちゅう）（＾＾；）（疲れた…）
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（８月25日）　「あれは不幸な事故だったのです。」

https://85358.diarynote.jp/201608252056403191/

「汽車から降りたつ人」　２　（中学？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作）

　かく云うT.K.だってかつて２次元ピクチュアでさえ彼女の肖像を目にしたことはない
。のだがそれにしても一目見れば十分だった。

　白い肌、黒い髪。（この地方（あたり）では黄金の肌に褐色の髪が普通だ）

　黒い瞳。

　ふうわり夢みるように風にゆれる白銀のワンピース。

「…おむかえの方？」

　少し楽しげにT.K.に笑いかける。

　大きめの革のショルダーと中型くらいのスーツケース。

「え、ええ…」

　T.K.はみるみる顔に血がのぼるのを感じてうろたえる。…しっかりしろ、T.K.！

　すらりとした姿の若い貴女は一番前の車輛からホームへと降りたった。

「はじめまして、モイラ・シアネ＝アスタテクルトンです。むこう６ヶ月間よろしく

お願いいたしますわね。」

　彼女は美しい笑顔で真っ直ぐにT.K.をのぞきこむ。

　まるで宇宙そのもののように黒くて星を含んだ瞳だ。

https://85358.diarynote.jp/201608252056403191/
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「あ…、あ、アノ、…」

　なめらかな彼女の言葉にひきかえ、T.K.のはまったく会拶とは呼べないシロモノだ
った。しどもどと、それでも歓迎していることと、T.K.が知る人ぞ知るモイラ.Aの非常
に熱心なファンであることだけは伝わったらしい。途切れとぎれのつたない讃辞に "ア
スタテクルトンさん" …「モイラ、で十分でしてよ。」…は意外にもはにかんだように
頬を染めた。

「、まあ…　私の本を？　ありがとうございます。楽しんで読んで頂けると私も嬉し
いですわ。」

　おかげでT.K.ときたらますますカチコチにあがってしまうのだ。

「荷物は？　他の…」

　女性の腕からスーツケースを預かろうとしつつ尋ねる。

「ありませんわ。これだけですの。」

　モイラ.Aはあっさり云う。

「、へ?!」

　…ひどく間のヌケた顔だぞT.K.!!

「やはり驚かれます？　１年間の滞在に荷物がこれだけと言うと。

でも、これ、私の全財産ですのよ…　あまり長い間、旅から旅への生活を続けてい
ると、どうしてもこうなってしまうのです。」

「あ、そんなモンなんですか。」

「ええ、そんなものなんですわ。」

　清楚な異邦人は穏やかに微笑したままだ。一陣の風が彼女に迎意を示すかのように

走りぬけて行く。さらりと音もなく漆黒の長い髪が舞いあがり、ふたたび静かになっ

てなめらかに腕や肩にまといつく。高原の新雪のようにけがれを知ることのない素肌

。石炭のようにつややかに光を吸いこむ髪。



　明と暗のなんというみごとなコントラストだろう！

　ホームの２人の脇で小さく汽笛がなった。２人は歩きはじめた。

「…慣れない汽車の旅でお疲れなんじゃないですか。怪我の後静養ということでした
よね…もしかして２年前の事故の？　…ここから高原まではまだかなりあるんです。
体に障んないといいんですが、」

「、事故のことをご存知ですの？　どのくらいかかりますかしら。」

「そう…馬車で４時間ってとこです、楽な方の道で。光世紀船ザナドゥとランディの
２万人を乗せての接触（ニア・ミス）事故。あのニュースはこんな辺境惑星（どい

なか）までもあっという間に伝わってきましたよ。同星籍の超級光世紀船どうしの事

故なんてそうそうあるもんじゃないそうですから。

　で、偶然、ニュースパックに映った乗客名簿の一部にあなたの名前をみつけて…そ
の後、予定されてた画集が出なかったりしたので、あ、こりゃ間違いないなと。…ひ
どい怪我だったんですか？　治癒に２年もかかるなんて。」

「あれは不幸な事故だったのです。」

　不意にかたい声になって姫君はつぶやく、「とても不幸な。」

　それから静かな表情をとり戻して、

「すてきですわ。私、馬車って一度乗ってみたいと思っていましたの。」

　T.K.はかなり面喰ったが黙っていた。改札をぬけ、駅前の広場を横ぎり、車溜めで馬
車の荷台に荷物を放りこむ。

　街から郊外へ、郊外から田園へ。そして無人の高原地方へ。

　秋の収穫（とりいれ）がようやく終わろうとしている黄金の世界を馬車は静かに走

っていった。



https://www.youtube.com/watch?v=7wJPnNV1ToE
Bonnie Tyler: Forget Her 

https://www.youtube.com/watch?v=7wJPnNV1ToE


（８月25日）　『不思議人』とか『不思議の旅人』とか。

https://85358.diarynote.jp/201608252230456946/

「汽車から降りたつ人」　　３　（中学？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作）

「不思議人」（ふしぎびと）とか「不思議の旅人（たびと）」とかいう言葉を、モ

イラ.Aは、彼女のような生き方をする人々を指す時によく使った。

　高原の冬は静寂と談話にわけられる。雪と暖炉とにと云ってもいい。モイラ、は陽

のある時にはいつも１人で戸外に出ていたが、雲の多い日や吹雪の晩には、病人用の

スチーム暖房ある個室へは戻らずに、必ず火の燃える食堂兼居間で過ごした。

　彼女は宇宙や惑星やスペースコロニーといったものを様々に見てきている。一生を

この星のこの地方からさえ出ずに終る小さな高原の村の人々にとって、長い冬にこの

美しいエトランゼの存在は喜ぶべきものだった。大人にも子供にも彼女はあたたかく

迎えられた。

　話しの内容から推して彼女が見かけよりはずっと長い年月を経てきた人間だろうと

いうのは誰でもの共通の意見だった。構わないじゃないか？　宇宙でどんなことがお

ころうと、わしらにわかるもんかね。彼女は身の上話だけはけしてしなかったけれど

、もちろんその方が謎めいていて魅力的だった。

　それからモイラ・シアネ＝アスタテクルトンという女性がなにをしている人間なの

かということも村人たち同士のあいだではよく空想と議論のタネにされた。もちろ

んT.K.のものであるモイラ.Aのサインの入ったレコードやちょっとした画集、紀行文や
詩の本などは村のあちこちでまわし読みされていたが、いつかモイラ自身もそう言っ

ていたように、そういったものは趣味がたまたまお金になったというだけのことで

、なにで生計をたてているかということにすぎない。それにモイラには皿洗いのバイ

トから従軍看護婦まで、ありとあらゆる職業の経験があるようだった。

　興味の対象になったのはなにで生計をたてているかということではなく、何の目的

で女１人宇宙を旅し続けているかということなのだ。

https://85358.diarynote.jp/201608252230456946/
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　『不思議人』とか『不思議の旅人』とかいう言葉を彼女は物語る時おりに口にした

。目的はそれぞれ異ることが多いけれど、彼女のようになにかあるものを求めて放浪

う生き方をする人々をさして言う。

「出身地も、生いたちも、むろん性別なども皆まるで違うのです。ただ私たちには、

ある種の共通点と云うか独特の雰囲気があって、そのおかげでお互いに仲間であると

いうことが解るのです。人によってはそれを『謎をもつ人々』の『問いかける瞳』と

も呼びます…」

　炉端で、あるいは雪の樹林や荒野のなかで、問われるままにいろいろな事を語り、

子供らの遊び相手をつとめ、つれづれに民族楽器の扱い方などを習いながら、彼女は

とても穏やかで平和な人に見えた。それは太陽や初夏の風のようにというわけでは

なかったが、木陰の白い花、夜空の小さな星のように、モイラ.Aは幸福だったのだ。

　談笑や、時おりの静かな歌声とともに野山に雪は降りつもってゆく。

　そろそろ雪割草のひとつも見えるのではないかと子供たちは毎朝心当たりを掘り返

しては見ていた。

　モイラ.Aはとてもいい声をしていて、毎日の散歩の森の中で歌っていた。それから、
せがまれて皆の前でも。

　もの悲しいのや楽しい小唄やどんな曲でも彼女は詠ったし、また実際、数えきれな

いほどの数を知ってもいた。ただ、彼女は、決して大きな声で朗々と、といった声の

出しかたはしなかった。いつでも冬の静寂にとけこんでいられるような、穏やかで低

い調子を手離さなかった。

　そろそろ雪割草のひとつもと子供たちは毎朝心当りを掘りかえしていた。

　ある晴れた日。

　T.K.が居間の掃除をしていると玄関でノックの音が聞こえたようだった。小柄な少女
が訪ねてきていてモイラ.Aの部屋を尋いた。T.K.が有んないして通るとノックをしよう
と腕を上げる前に扉が開き、T.K.にはかるく目礼しただけでモイラの視線は少女にむけ
られた。

「お入りなさい。」



　T.K.はお茶でもと思って台所へとっかえした。

https://www.youtube.com/watch?v=f51XJG5kvhs
Bonnie Tyler: Time Mends a Broken Heart 

https://www.youtube.com/watch?v=O4HW8raA6zk
Bonnie Tyler Befor We Get Any Closer

https://www.youtube.com/watch?v=f51XJG5kvhs
https://www.youtube.com/watch?v=O4HW8raA6zk


（８月25日）　「増えてゆくのは想い出ばかり。」

https://85358.diarynote.jp/201608252248395867/

「汽車から降りたつ人」　　４　（中学？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作）

「リターニア。」

　モイラはそう少女を呼んだ。

「待っていたのです。

　あなたが来ることはわかっていました。」

　モイラ.Aの客室の中は殺風景なほどに整っていてなにもない。ベッドと机とスチーム
ががひとつあって、あとは窓ぎわに絵がかけてあるだけだった。それもT.K.たちがあら
かじめ飾っておいたものだ。

　モイラはリターニアに椅子をすすめ、自分は疲れたようにベッドに腰をおろした。

常に姿勢のよい、礼儀正しい彼女がである。見ている者があれば具合いでも悪いので

はと思ってしまうほど、体が重そうな様子だった。

「わかっていたというのなら…！」

　しばらくの沈黙のあと押し殺したように少女が叫んだ。

「なぜ、あたくしを置いて行ったりしたの!!」

　少女、リターニアは、ひどく勝気そうでそして怒りのために震えていた。

　あざやかな色のドレスのひだの上で白い華奢な指がきつく組みあわされている。

「あなたは…」

　モイラは苦しげに口を開いた。顔があおい。

https://85358.diarynote.jp/201608252248395867/
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「あたくし、あなたと一緒に行きたいのよ。」

　少女が高飛車にそれをさえぎる。

「言ったでしょう。あたくしも "永遠" と "無限" というものをこの目で見てみたいの。
あたくしにだって、その権利はある筈だわ。」

「………権利？」

　美しくもの静かだった婦人は、はじめてきつく眉を寄せた。すっ、と沈んでいた身

体が伸び、かたく張りつめた驚くほどに優美な背筋が再び彼女をささえる。

　その口調は厳しかった。

「あなたさまに何の権利があると云うのです。」

「ふしぎびと、とかいうものになる権利よ!!」

　少女にしてもモイラ.Aの怒りの表情を見るのは初めてだったのだろう。彼女は今は気
高く、おそろしく、神々しくさえ感じられるようだった。日頃の穏やかな微笑などど

こにもなかった。彼女は固く目を閉ざし、また少女をみ、それから立って部屋のすみ

へ歩いた。

　いかにも身分の高そうな少女はヒステリックに体をふるわせていた。

「あなたは何かを誤解しているようです。」

　刃のような静寂さでモイラは云った。

「よろしいでしょう。さあ、よく御覧なさい。この２つのカバン。この身体そのも

のの他には、これだけが私の持つ全てのものです。あなたはあらゆるものを捨て、お

父上も、お父上の庇護のもとでの豪奢で安全な暮らしも、むろん友人も恋人も捨てて

、たったこれだけの荷物にご自分を託すことがおできになりますか。…それができる
というのなら、私は、あなたを連れてゆきましょう。」

　少女は音たてて椅子から立ちあがった。立ちあがって、しかし、そこから動くこと



ができなかった。色を失った握りこぶしが体の両脇で震動していた。

　モイラ.Aの持ち物が、あの最初の日に携えて来たショルダーとスーツケース。だけ、
というのは本当だった。茶の盆を運んで来たまま、ただならぬ室内の気配に聞き耳を

たてている、人のよいT.K.は知っていた。彼女は村のよろず屋でもめったに買いものを
しなかったし、冬の間じゅう手紙も小包もうけとっていなかった。それに建てつけの

収納家具も使わない。

　カバンが２個。

　上手につめこまれて見かけよりは多い容量とは云え、それが彼女の生活をささえる

すべてのものだった。

「増えてゆくのは想い出ばかり。」

　いつか、にこやかに微笑みさえして不思議の旅人は歌っていなかったか？

　少女の腕があがった。まるで本体とは何の関係もない白い細い蛇のように。それは

手近の花瓶をつかみとり…それさえがT.K.の両親の財産だった…次の一瞬、冬季は貴婦
人の頭上で激しい音をたてていた。

「アスタテクルトンさん!?」

https://www.youtube.com/watch?v=lcOxhH8N3Bo
Bonnie Tyler - Total Eclipse of the Heart 
　↑

あ、これこれ。これで「ボニータイラーの名前」を認識した曲…。

https://www.youtube.com/watch?v=lcOxhH8N3Bo


（８月25日）　並び立つことのできる者が存在しえぬ故に。

https://85358.diarynote.jp/201608252302585698/

「汽車から降りたつ人」　　５　（中学？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作）

　T.K.はお茶がこぼれるのもかまわず扉を押しあけた。少女は鮮やかなドレスのすそを
ひるがえして庭に通じるドアへ駆けた。

　通路が開くその時、T.K.は違う世界をその向こうに見た気がする。

　厚い木の板が視界をさえぎり、後を追って飛び出し…

　そして雪原には誰の姿もなかった。

「……あ！　大丈夫すか!?」

　呆然として部屋に戻ったT.K.は女性の足元に散らばる破片を見てあわてた。モイラ.A
はうつむいて額の横に手をあてている。片方の肘は壁を支えて、そうしなければ立っ

ていられないかのようだ。

　乱れかかる黒髪にうずもれるようにして、はじめT.K.は彼女が泣いているのかと思
った。それほどに小さく弱々しいように見えたのだ。けれどそうっと手をのばして（

恐る恐る）前髪をはらってみると、そうではなかった。T.K.はひどく生真面目な顔を
して、額にあてがわれた細い指を外した。

　白い額に血が一条…

((　ああ、なみだ、だ　))

　T.K.はわけもなくそう感じた。何も云ってあげることができなかったので、もう一度
、大丈夫ですかと尋ねた。馬鹿なことしか云えない自分がひどく哀しかった。

「…たいしたことはありません。」

https://85358.diarynote.jp/201608252302585698/
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　笑ったように思えたのはT.K.の錯覚だろうか。

「ご免なさい。花瓶を壊してしまいましたね。」

　そうではなく、本当に彼女は微笑しているのだった。

　透きとおった、こんなにも透明な笑顔をT.K.が見たのは後にも先にもただこの時だ
けだ。一度きりとの例外は妹が早くにはやり病で死んだとき、苦しんで、苦しんで、

さいごのさいごにアリガトウと呟いたあの表情。

　ティサはあの時すでに暗闇のむこうに安らぎを見いだしていたのだ。

　では、旅人は。彼女の道程はこれからも長いだろうに。

「きつくはないですか。」

　T.K.にも解らない。云いたかったのは包帯のことか。

　モップでかけらを掃き寄せる間にもモイラ.Aは歌いはじめていた。初めはごく小さく
、細く枝が震えるような声で。それから次第に大きく。

　ついに歌声は朗々と、彼女のものなら残らず持っているT.K.のどのレコードでも聞か
ないほどになった。彼女は窓を開け放ち、世界にむけて呼びかけていた。その立ち姿

は凛として近寄りがたいようでもあり、同時に女王のように豊かで慈しみにあふれて

もいる。

　が、どちらにせよ彼女が孤独な生物であることにかわりはなかった。

　並び立つことのできる者が存在しえぬ故に。

　孤高。

　…………………

　いつの間にか遠くの轟きが、答えるように貴女の声に和していた。



　雪解けが始まったのだ。

　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊

https://www.youtube.com/watch?v=8fGLiIvKKys
Roxette - Fading Like A Flower 

https://www.youtube.com/watch?v=27eClHQxXls
Roxette - Queen Of Rain [Official Music Video]
 

https://www.youtube.com/watch?v=8fGLiIvKKys
https://www.youtube.com/watch?v=27eClHQxXls


（８月25日）　彼女は旅人なのだ。

https://85358.diarynote.jp/201608252315547388/

「汽車から降りたつ人」　　６　（中学？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作）

　窓辺のつららの最後のひと滴（しずく）が地面に消え。

　野火が走り、緑が萌え。

　つぼみがひらき、鳥は巣をつくる。

　気のはやい花びらがその年の最初の収穫に姿をかえる頃。

　そうして高原は初夏を迎える。

「海が見たいのです。」

　ある日彼女がそう告げるのを、T.K.はそのずっと前から知っていたような気がした。

「連れて行って下さいますか。」

　冬の間に彼女の出した手紙は春のはじめに小包になって戻って来ていた。ちょっと

したおもちゃや、菓子、とりたてて必要とはしないけれど、あれば重宝なといった日

用品。小間もの。それら本当にちょっとした使者たちは折をみてはさりげなく配ら

れて、木箱の中の名簿にもすでにすっかりチェックがついてしまった。

　彼女は旅人なのだ。

　その朝のうちにT.K.は馬車を仕立て、宿屋に２度、泊まって、３日目の早朝に砂浜に
寄せる波を見た。堤防の上の土の道に降りて、モイラはずいぶん長いことそこから動

かなかった。

　岬も入り江も岩礁も島影も、なんにもない、ただ青一面の海。
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　その彼方から風が吹く。風は言葉だ。彼女はじっと立って白雲の語る物語に耳をか

たむけていた。

　やがて群青の世界を一匹の蝶が渡ってくる。

　その白い昆虫は風になびく漆黒のモイラの髪に捕えられて、モイラの手の平の中で

風変りな型に折り畳まれた一通の手紙に変わった。

　モイラはそれを読み、そして再び風に流すと、もう山の端を越えて行く一対の羽を

追うことはせず、目でT.K.をうながして道の背後の土手に腰をおろした。

　すこし海原が遠のく。

　

https://www.youtube.com/watch?v=uzZRdjXd2qw
Roxette - Stars 

https://www.youtube.com/watch?v=uzZRdjXd2qw


（８月25日）　「エルさん」でしょ？

https://85358.diarynote.jp/201608252338367734/

「汽車から降りたつ人」　　７　（中学？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

「あの子を傷つけてしまいました。」

　海よりも空よりもなお遥けき場所を追い続ける瞳で彼女は呟く。

　あの子…　訪ねてきたあの少女のことだろう。

「そんなつもりはまるでなかったのですが。」

「２年前のあの事故で…あんな酷い事件は長い旅の間にも始めてでした…　わたくし
は力を使い果たし、ひどく疲れて、必要にかられてあの娘の助力を求めたのです。多

くの人の命がそれで救われたのですから、今さらあの時の行動を悔やむことはいたし

ますまい。ただ…　いくら疲れていたからといって、あの娘の資質を見誤ることだ
けは、すべきではなかった。

　あの子に大いなる罪を犯させ…　そして傷つけてしまった。

　そんなつもりはなかったのですが。」

　そう話しながらモイラの白い指は無意識に膝にねかせたスーツケースを愛おしんで

いるようだ。

　彼女はそれに気づいて動きを停め、やわらかなてのひらに視線を落とし。またいつ

の間にか銀の表面をなでている自分に気がつく。

　モイラは苦笑しつつカバンをT.K.に押しやった。

「だから、わたくしはこれを手離さなければなりません。」

https://85358.diarynote.jp/201608252338367734/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608252338367734/


　………静寂。

　なみのおと。

　午前のやわらかな日ざしが、海べ一帯に白い光を投げかけ、荷馬車が一台、がらご

ろとのどかな音を響かせながら、とめてあるT.K.のそれを追いこしてほこりっぽい海岸
線を進んでゆく。

　腰かけている土手の背後はスイカ畑。

　いっときの無風状態。

「あなたに預けます。これが鍵です。開いて中を見るか、明けずに戸棚の片すみに忘

れ去るか…　燃やしてしまうか。

　このまま海にまかせてみるのもいいでしょう。あなたが望むように処分して下

さい。」

　穏やかに、しかしきっぱりと彼女は云う。T.K.は黙って受けとった。

　ショルダーバッグひとつにスーツケース。それが汽車から降りたった彼女の全財

産だった。彼女は長い旅をしてきて、これからもその道のりは続くのだろう。どうし

て『だから〜しなければならない』なのか、T.K.には解るような気がした。

　汀だけが無関係に時を打ち続けている。

　そしてそんな大自然の働きと等質のものなのだろう。

　彼女たち…モイラと、彼女の云う "不思議の仲間たち" の行動律というものは。

　云うべき言葉を探して、T.K.は、いたずらに土手の草をむしりとるばかりだった。

　子供たちの一団がわっと浜辺に遊びにわいてでる。

「…じゃあ。わたしは行きます。」

　ちょっと散歩に。と付けくわえたくなる程さらりと云って彼女は立ちあがった。



　出発。

　休暇は終ったのだ。

「どこへ？」と、それでもT.K.は聞かないわけにはいかなかった。

　一緒に土手の上に立つ。

「さあ？　とりあえずは、この砂浜を、東へ。」

　彼女はすっと左の手をさしのばした。

　………若い。

　いつでもT.K.よりははるかに年上のようだったのに…！

　T.K.の驚愕を、今はまるで少女のように見えるその人は水晶のように笑ってうけと
めた。

「人は想い出によって年齢（おもみ）を増すのですよ。わたくしは、その想い出を捨

てて行こうというのですから！」

　それから彼女は土手をかけおりてゆく。

「おばあさん、おばあさん、その籠の中味はなに？」

　通りがかりの果物売り。

「サクランボ？」

　彼女は歌うように話しかける。

「ああ！　大好物よ。あるだけ全部。」

　…赤い宝石の光をカゴいっぱいに盛って。



　今は若々しい輝きに満ちて貴婦人は砂浜にまで走りでる。

「ぼくらにも、ちょうだい！　ぼくらにも！」

　群がりよる子供たちを楽しげに従え、歌いながら踊りながら彼女は海岸線をどこま

でも駆けて行った。

「………いつかもう一度会えますか！　モイラ!!」

　ようやくT.K.が叫んだ時には、モイラ.Aはすでに湾の向こうはしまで行きついていた
。彼女は振りかえらなかった。

　だがT.K.は確かに聞いたのだ。

「それはあなた次第です。」

　耳もとであの豊かな音色がささやくのを。

　陽の光をはじくドレスの白さが目に痛くて、見送った相手の姿が視界から消えても

なおしばらくの間、T.K.は土手の上から動くことができなかった。T.K.があの光と闇の
色の後ろ姿を忘れられる日は決して来ないだろう。

　T.K.の荷馬車は４日後の晩に村へ戻った。

　その荷台にあの銀のスーツケースが載っていたものか、あったとしたら、その後T.K.
がどう処分したものか。

　………そればかりは、この語部のばばにも、解りませぬわい。

https://www.youtube.com/watch?v=Aj0Z9vIWL30


https://www.youtube.com/watch?v=Aj0Z9vIWL30
Trine Rein Just missed the train 

 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月26日0:23
０

５７

５５

２２☆

…え〜とあのぉ〜…（＾＾；）…★

コレもしかして、

モイラ　＝　（私）、

リターニアちゃん　＝　狼さん。

とか、ゆう…？？？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月26日21:08
　

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 

真実の道を進むためには、一本の綱の上を越えていかなければならない
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フランツ・カフカ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年1月18日21:56
 
　　

いや血がう…もとい、違うでしょ？

リタちゃんは「エルさん」でしょ？（＾＾；）ｄ…★
 

https://85358.diarynote.jp/
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（８月25日）　「完成前推敲の一歩手前」で、例によって何か嫌なことあって、

https://85358.diarynote.jp/201608252349184561/

「汽車から降りたつ人」　没　（中学？）

2016年8月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　その彼女から風が吹く。風は言葉だ。

　彼女はじっと立って白雲の話す物語に耳をかたむけていたが、やがて目でT.K.をうな
がして背後の土手に腰をおろした。少し海原が遠のく。

　革のスーツケースを膝に寝かせて、いとおしそうに手の平でなでながら、なおもし

ばらく彼女は黙っていた。

「………とうとうこのカバンをも手離さなければならない時が来ました。」

　モイラの言葉はしかしT.K.の予期していたものとはまるで異なっていた違っていた。

「あなたに預けます。これが鍵です。開いて中を見るか、開けずに戸棚の片すみに忘

れ去るか、焼却するか。

　このまま海にまかせてみるのもいいでしょう。あなたが望むように処分して下

さい。」

　それからまた長い沈黙。

「私は行かなければなりません。」

　寄せてはかえす潮騒の音。

「…契約は一年間です。まだ…」

　行かないで下さいとはT.K.には云えなかった。彼女は旅人なのだ。

https://85358.diarynote.jp/201608252349184561/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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　理由はそれで十分ではないか？

「カバンを手離してしまってあなたはどうするんです。第一なぜ」

　T.K.の口調は少し怒っているようにさえ聞こえTかもしれない。

　モイラは、ふぅっと遠くを見る目をしていた。

「私にはまだこのバッグがありますわ。本当に身ひとつで旅を続ける仲間も多いの

です。」

　それから、

https://www.youtube.com/watch?v=UFMg8Dogc44
George Winston - Longing Love 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月25日23:52
…う〜ん…？？

（＾＾；）★

ワタクシ的には一応「完成している」状態なんだけど…

「完成原稿」まで「書き上げた」バージョンはないから、…

「完成前推敲の一歩手前」で、例によって何か嫌なことあって、

https://www.youtube.com/watch?v=UFMg8Dogc44
https://85358.diarynote.jp/
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「書いてる最中だったことを忘れた」んだろうな…★

…ｗ（－－；）ｗ…



（８月26日）　「不老不死不壊不忘の命」は、「祝福なのか呪いのか？」

https://85358.diarynote.jp/201608260006095631/

「汽車から降りたつ人」　没１　（中学？）　（※分冊しま

した。）

2016年8月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)

　

　かく云うT.K.だってかつて２次元ピクチュアでさえ彼女の肖像を目にしたことはない
。のだがそれにしても一目見れば十分だった。

　白い肌、黒い髪。（この地方（あたり）では黄金の肌に褐色の髪が普通だ）

　黒い瞳。

　ふわふわと夢みるように漂う白銀のワンピースのすそ。

「お迎えのかた？」

　彼女はにっこり笑った。

　銀のショルダーバッグと革のスーツケース。

「は、はい…」

　T.K.はみるみる顔に血がのぼってくるのを感じてうろたえた。

「、まあ…私（わたくし）の本を？　どうも有り難う。楽しんで読んでいただけると
私も嬉しいですわ」

　すっかりあがってしまったT.K.のつたない讃辞にアスタテクルトンさん…「モイラ、
で十分ですわ。」…は、意外にもほんのり頬を染めた。

「荷物は？　ほかの…」

https://85358.diarynote.jp/201608260006095631/
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　T.K.はスーツケースを預かろうと固くなって腕をのばしながら尋ねる。

「ありませんわ。これだけですの」

　モイラ.Ａはあっさり云う。

「やはり驚かれます、６ヶ月の滞在に荷物がこれだけだと言うと？　でも、これ、私

の全財産ですのよ…そちゃあ本やレコードの類は山積みにしてある所へ預けてあるん
ですけど。今回は読書や原稿書きは極力ドクターに止められていますし。…あまり長
いこと旅から旅への生活を続けていると、どうしてもこうなってしまうんです。」

　そう話しながら２人は改札むけて歩き始めている。

　ドクター云々というのはつい２年ほど前に彼女はひどい事故にまきこまれて、ちか

ごろ本復したばかり、ここへは怪我の後静養のためにやって来たのだからだ。

「後静養、といっても本当は体力の回復が目的なんですよ。あんまり長いこと寝たま

まで暮らしていたので…　ええ、ほんとに長く。２年間もベッドに縛りつけられてい
たなんて記憶にある限りでは始めて

…ちなみに「モイラ」という名前は、おそらく、「モイラ・シアラ」から…？
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=-NEltzPF-Z0
映画『赤い靴』予告編 

「不老不死不壊不忘の命」は、「祝福なのか呪いのか？」…ってとこから…？

https://www.youtube.com/watch?v=-NEltzPF-Z0


…もちろん元ネタはこれに決まっています…（＾＾；）…☆彡
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=0iiRIn51W6c
【AMV】銀河鉄道999　
SAYONARA by メアリー・マッグレガー　(改訂版)

もひとつオマケ…ｗ
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=jXPoGRI21kE
The End Begins 超人ロック ニルヴァーナ AKINO with bless4 

（同人誌時代のまでしか読んでません☆）

http://p.booklog.jp/book/109285/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

「汽車から降りたつ人」 

分冊しました…（＾＾；）本日終了！

       
 

コメント
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寝まーす！

　

https://www.youtube.com/watch?v=0iiRIn51W6c
https://www.youtube.com/watch?v=jXPoGRI21kE
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月26日2:10
　

和か綿02時04分、地震とな…？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月26日2:12
　

鳥島で震度２。寝ます。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月26日20:33
　

お♪ （＠ｗ＠；）☆彡

やたっ「ダウンロード」出ました〜っ♪

＞無料

＞ 小説・ノンフィクション （ SF , ファンタジー ） 
＞12ページ
＞1ダウンロード
＞コメント（0）
＞閲覧数：49
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月27日23:36
　

リステラス星圏史略　古資料ファイル

「汽車から降りたつ人」 
（発掘整理一旦完了） 
無料

小説・ノンフィクション （ SF , ファンタジー ） 
12ページ

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


1ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：100
　　　　↑

すげぇ（＾＾）ぇ…☆彡



（８月26日）

https://85358.diarynote.jp/201608260820425460/

…稚内、０．０７μ…（〜〜＃）…★／ 北海道の帯広市上空です
。

この雲どう思われますか？

2016年8月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=9D5qdpcmn_Q
「超人ロック」ロック・ザ・ズーパーマン　〜ロード・レオン〜 

遅めようございます。

きのう変な時間に寝たり起きたりしていたせいで

作業時間がズレこんで寝坊して、

０８：１７になっちゃいました。（＾＾；）

お時間のあるかた、終末にでも、お立ち寄り下さいませ…☆
　↓

http://p.booklog.jp/book/109285/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル
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「汽車から降りたつ人」 

んで。（＾＾；）

今日は昨日やりそこねた予定を幾つか片づけたいんですけどね…
お天気、どうなるんでしょう…

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1472167800/1011-0010-101000-201608260830.gif?
t=1472168440
（０８：２０〜０８：３０）

今のところ札幌は２１℃。やや重たい湿気。無風、曇天。

一昨日までの狂の予報は「大荒れ」だったはずなんですが…
昨日の途中から、だんだんトーンが下がってきてます…☆

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

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

…湿気とともに、線量も再びじわじわと上昇中…★
…（－－＃）…★

０８：３０。雨が降りはじめました…

ホワイトフード @whitefood1 · 23 分23 分前 
8月26日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CqvYa5iVYAAEWMM.jpg

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1472167800/1011-0010-101000-201608260830.gif?t=1472168440
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CqvYa5iVYAAEWMM.jpg


【M2.8】根室地方 深さ120.6km 2016/08/26 06:15:46

ホワイトフード @whitefood1 · 2時間2時間前 
8月26日6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
https://pbs.twimg.com/media/Cqu_yphUsAE6-Iq.jpg

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M3.4】岩手県東方沖 深さ53.3km 2016/08/25 18:42:12

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M4.7】KURIL ISLANDS 60.4km 2016/08/25 14:28:48JST, 2016/08/25 05:28:48UTC

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08月25日 13:33】
北海道地方では、８月１５日頃からの降水量が平年より多く、日照時間が少ない状態

となっている所があります。この状態は、オホーツク海側や太平洋側を中心に今後１

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。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 8月24日 
サンマ不漁で食卓に変化｜NHK NEWS WEB
https://t.co/7jX8qXcKbD

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 8月23日 
アホか、原発が鹿児島と愛媛で大量の熱湯を捨ててるんだから西日本の海水温が高く

なるに決まってるじゃないか。

なぜでしょうかじゃないだろＴＢＳ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
太法師（だいだらぼっち） @tanakashozo888 · 8月23日 
@tokaiama 北海道の帯広市上空です。この雲アマさんとしてはどう思われますか？
https://pbs.twimg.com/media/CqiTvUDVUAA0M4A.jpg
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月28日7:57
 
amaちゃんだ @tokaiama · 8月25日 
東電フクイチで大きな放射能漏れがあったようだ

東電が自分から公表するくらいだから、よほど凄い

http://www.tepco.co.jp/press/mail/2016/1319452_8708.html …
確かに振り切れてる

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/index-j.html …
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（８月26日）　うとぞーーーーーっとして夜も眠れず午睡の悪夢にうなされるばかり
…

https://85358.diarynote.jp/201608262007332416/

「　１．　とんでもない話　」　１　（高校？？）

2016年8月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=TWS0ogn53Wo
AMTV 機動戰士鋼彈Z OP1 Z・刻を越えて 

おばんです。１９：１２。

札幌の外気温１９℃を割り込みました。

無風。曇天。

寒いです…（＠＠；）…★

もともと粗忽でうっかりでぼーっとしていて注意力散漫でチェック漏れや凡ミスが多くて、事務

処理能力が極端に低いワタクシではありますが、ここのところのボケっぷりは既に「もともと」

の度を超していて…（－－；）…「トシのせい」にするにはまだ弱冠（？）５２歳にすぎませ
んし…「被曝による脳機能劣化」（前項参照）なのかと思うとぞーーーーーっとして夜も眠れず
に午睡の悪夢にうなされるばかりなのですが、とにかく先週は銀行に行くのに印鑑を忘れ、今週

は印鑑は持っていったんですけど、振込先のメモを忘れ…（－－；）…と、いつもにも増して無
能で無駄足の無駄飯ぐらい…＜（〜〜；）＞…★

頼むから返却してくれ、我が灰色の脳細胞を…（ＴＴ；）…と、嘆きながら、やり忘れていた家
事を今夜のうちにまとめて片付けるために、今から２１時まで、がしがし原稿遊びを片付けます

よと…★

https://www.youtube.com/watch?v=YJ8aclIW_b8
AMTV 機動戰士鋼彈0083 OP1 The Winner 獲勝者 
　↑

お〜これは初めて聴いた♪　てか、番組名じたいを、すでに認識していなかった…ｗｗｗ

（どんだけあるんだガンダム…？？）

https://85358.diarynote.jp/201608262007332416/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608262007332416/
https://www.youtube.com/watch?v=TWS0ogn53Wo
https://www.youtube.com/watch?v=YJ8aclIW_b8


https://www.youtube.com/watch?v=nEdou2urVfg
【100分耐久】魔法少女達の百年祭【東方紅魔郷】 

　喰魂記…しょくこんき…

　　　１．　とんでもない話

「高木（たかぎ）さ〜ん。御面会よォ、お兄さまァ。」

「え？」

　ひとり窓辺に腰掛けて静かに本など読むふりをしていたあたしは、顔をあげた。兄

？

　廊下に出て行ってみれば見知らない男子が１人居た。

　あ…　はん。 "エキゾチックな" 美型。ややシブめ。３年のクラスバッジ、ネーム
プレートには "TAKAKI" 。

　間違われるのも無理はない。これは絶対… "お兄様" のセン。

「ちょっと話があるんだけど、いいかな」

　彼の方にも誤解をとく意志ってないみたい。

　あたしも、別に不都合ってないし。

「ええ、いいわよ」

　読みさしの文庫本から指ひきぬいて、無造作にポケットへ。

　この高校の制服ってこういうことのできる大型ポケットだから、好き。ｋ

https://www.youtube.com/watch?v=nEdou2urVfg


　それからちょっと茶目っけて付け加えた。

「行きましょ、お兄さん。」

　彼…謎の美男子TAKAKIクンも、ふっと妖しげな微笑を浮かべた。

「きみの本名を知りたいんだけど」

　本当は立入禁止の、屋上の風に黒髪なぶらせて、彼。…なんだ、口説く気なのォ、
それならそれで下校時間にでも待ち伏せてくれて、お酒の一杯もおごられてみたい。

　でも美型だから、許そう。風と白い雲が気持ちの良いことだし。

「メイアよ。高木メイア。国産風に言うなら明るき夜って書いてめいや。」

　それとなく端まで歩いていって屋上のフェンスに肘をつく。ほら、こうするときれ

いでしょう。彼からは斜め後ろ姿になって、長い黒髪に飾られた白い頬と高い鼻す

じが、どんな効果を為すか。知ってるんだ、あたし。

　ちらっと流し目で微笑んでみたりしちゃいながら、考える。悪くないなァ。うん、

悪くない。新規編入したクラスに美男・美女が居なくてフテていた身にとっては、美

型と２人で屋上で、てのは決して気に喰わないシチュエイションじゃない。

（たまにはいいな、青い空の下、ケンゼンな恋愛ごっこも）

　場面設定もいいことだし、奥手な男だったらこっちからキスくらいの誘い水をかけ

てやってもいいなァ…　なんて、いけない考えをあたし、おこしかけてた。とにかく
５月の屋上って気持ちいいのよねェ。

　表面は無邪気っぽく婉然としているあたしに、だけどその男の２言目っていったら

まるきり予想外だ。

「うん、戸籍に登録してる名前なら知ってるんだ。調べたから。」



　…え？　え〜〜〜？

　…ぎくぅ。

「ぼくの知りたいのはきみの本名、て言ったろ」

「ちょっ、ちょっと待ってよ。戸籍名以外に本名なんて、あるわけが…」

「あるんだろ？」

　…う。駄ァ目だわ、これは。完全に負けてる。

　なんて…謎めいて軽快な微笑み。

「……ファダ。……」

　知らない間にあたし答えていた。だって青空に白い雲で、それよりも真っ白い素適

な歯並びで、ちょっと浅黒い異国風の肌色に、なんて、深い、瞳…　ハスキーな、胸
にズシンとする声。

（いかん、美型に弱いクセは、改めねば）

　とは、思いつつ、あたし更に数秒間、彼を見つめていた。

　あたしよりもさえ、はるかに高い身長。すらりとして、厚味も十分にある胸から足

にかけて。あたしよりもさえ、はるかに高い身長。

　これは大事な条件だった。

　だってね、あたしこの４月にこの公立高校に入学したじゃない、編・転入ではなく

。なんでわざわざ私立でない、ムズカしい試験のある公立高校かっていうと単に制服

の好みの問題だけど。

　で、編入したわけじゃないんだからクラスは最初から１年に決まってる…高校１年
。

　高一よ、高一。もう、もう、こおいち、なんてったら、中学４年生だと思ってた方



が早いんだから。女の子はともかく、男のコのまぁガキっぽいこと、成長途上なこと

。

　あたし、女子にして身長１７０近くある。んでもって、あたしより高いのってクラ

スに数えるしか居ないんだものォ。殆どトントン、悪けりゃ頭一つ、下だ。

　おかげでここしばらくついて回ってるのは "エキゾチックな" 美人、の形容。あたら
才媛を誰も口説きに来てくれない。

（あ〜ん、悪ノッて３年分も学費（おかね）貯めるんじゃなかった…）

　解るでしょー、こういう境遇にいる美女にとっちゃ、いま目の前にいる不思議なこ

の男（ひと）、貴重品よ…。

（にしても戸籍名と "本名" の語意を使い分ける、このおにーさん何者だろう？）

　なんて考えは、さておいて、あたし度胸を決めた。

「ファダ・メアルン。あたしの "本名" はファダ・メアルン・II（サーラ）、よ」

「結構。やっぱり "本名" のある人間だったね、きみは。ぼくはタカキ・カオス…これ
が本当の名さ、ファーダ。じゃ、また」

　じゃ、また？

　…………ちょっとォ！

　それは無いでしょう。云うヒマもなく、彼の姿は階段に消えていた。

　あ〜んっ!!

       
 

コメント



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月26日20:10
　　

…確かに、間違いなく、筆跡も、用紙も、「私の原稿」なんですが…★

…（＠＠；）…☆

こんなん、書いてた、という記憶が、全くゴザイマセン…★

…ｗ（＾◆＾；）ｗ…？？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月26日22:15
　

そうそう。

一昨日は、銀行に行くこと自体を忘れたｗ

　

 　
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月27日8:35
　

cmk2wlさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12時間12時間前  
”cmk2wl
 
週刊現代

チェルノブイリ事故から

25年にわたって
鳥の調査をした結果、

脳が10%も小さく
なっていたという報告”

”kuminchuu 

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


”kuminchuu 
放射線による脳の萎縮は

子供や成人でも見られました

ハウスシェアしていた

カザフスタン人の女性も

言ってました”



（８月26日）　「罪の自覚」が持てたら「転生の輪に戻れる」。

https://85358.diarynote.jp/201608262030074908/

「　１．　とんでもない話　」　２　（高校？？）

2016年8月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

　五限目。授業。

　別にね。学年にクラス、名前まで判っちゃってるんだから、こっちからコナかけに

行けばいいのよ、そうよ。ただ、単に自分の外見に自信持ってるあたしとしては、あ

そこまで男にうっとりさせられておいて、じゃ、また、なんてのにプライドをひっか

かれているだけで。

（………あ、やば。）

　耳にピクンときた、胸があったかくなった、これは恋の予兆、あたしの場合。

　ううん。別にやばくないの。だってこの感じが欲しくて美型、探してたんだもの。

あたし、人に恋をするのって好き。恋をしている時の自分が大好き。

　…ただね。

　今度ばかりは、相手が問題だった。

『ファーダ。じゃ、また』って彼は言ったのだ、あたし（ファダ）の事、ファーダ

って。

　何で、昔使ってたあたしの言葉の、あたしの名前の正確な愛称まで、知ってるって

いうのよ？

　…誰だろう…

　今度の恋にはかなりのめりこむ事になりそうだな、自覚が深まるにつれ、この疑問

視と不安は胸の中でどんどん広がっていった。

https://85358.diarynote.jp/201608262030074908/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608262030074908/
https://85358.diarynote.jp/201608262030074908/


　あ〜んっ。落ちつかないじゃない。第一、偽造のものとはいえ、こっちはどうやっ

てか戸籍まで見られちゃってる相手のこと何も知らない、なんて恋をする上で断然不

利じゃないのっ！

（決めた。放課後、クラスまで行ってみよう）

　即断即決即実行。恋する上での、あたしのルール。と、

「高木さん」

　インケンイヤミな中年オバンの声が飛んできた。

「はい。」

　静かにお返事、上背のある身体を武器にいとも優雅に立ちあがってみせる。太身短

駆のオバサン、ますますインケ〜ン！な、嘲顔（えがお）。

　う〜〜。イヤな顔ォ。さっきっからあたしが考えごとしてたの、気がついてたみた

いだもんなあ。案の定の質問ぜめ。さっきの話のなんたらがどーの、先程挙げた例の

３つめがなにしたの、巧妙に固有名詞が迂廻されてる辺り、陰惨な趣味ねェ。

　全部正答してやったら凄い顔、してた。アハッ。

　なめるんじゃにわよォ、あたしが合計で何百年、『学生』てのやってると思って

んの。

　自分が絶対そうなる心配が無いだけに、中年の、若者に対する嫉妬がらみの微妙な

心理っていうの、あたしの眼には激しく滑稽に映る。

　……あたしは絶対にそうなる心配はない。

　……年を取る、老いる、衰えるっていうのは……

　どういう感じなんだろうね。

　成長する、ならまだ少しおぼろげに覚えているけど。



　もう何百年分『学生』てのをやって来た事だろう。ここ数十年間は外見年齢１６〜

１８歳（ちょっと表情を変えてやるとどうとでも見える）を利用して、半年くらい深

夜の "セーラー喫茶" やらその類で稼いでは１〜２年、事情があって親元離れて暮らし
てる高校生、ごっこをするってパターンが肌になじんできちゃった。

　そう……　あたし年齢（とし）っていう奴をとらないの、全然。

　怪我すりゃ血が出るし食べなきゃ死ぬだろうと思うから、別に吸血鬼でもグールで

も何でもありゃしないんだけど。超能力者、ってんでも、あいにくないし。…欲しい
んだけどね。

　ただ、年だけを取らない、普通の人間。生活費稼いで、町から町へ。学生になっ

たり、バイトしてたり、結婚…みたいな事もしてみたことはある。

　ただ、年だけを取らない。

　だから１人旅。北から南へ西から東へ、１つの国が手狭になったらさっさと高飛び

して、また次。自分の生まれ育った土地も…　もう忘れた。

　そうして数千年をあたし、生きてきた筈。

　あたしだけじゃないのよね。

　数千年なんてケタはずれのオーダー、旅してると世界のあちこちで同一人物に再会

したりする。

　中には超能力者や魔法使いもいるのよ。

　純粋地球人のあたしっから云えば宇宙人とか異次元人とかも、いる。

　未だ数十年のキャリアしかない奴から、多分銀河系より年喰ってんじゃないかって

人まで…　様々。

　ただ共通点は皆んな種の限界を無視して長生きし続けてるってこと。

　多くは不老で、たまに不死。それでもって皆、 "旅" を続ける者で…　大抵の場合、
自分の力で寿命を保っているわけではない。



　そんなあたしたちの存在を知る人は、ひっくるめて "不思議の旅人" （ふしぎのた
びと）と呼んでいる。

　…訳の判らない集団だから。

　いや、集団、なんて云っていいのかなァ。

　誰もが自分の旅を歩んでる。複数の不思議の旅人が集まるのなんて、まれな事なん

だけど。

　　　２．　………娘 ！？

「…あの、ここ、３－Ｂですよね。高木、さん、居ますか？」

　六時限目終了葬送に、H.R.も抜け出して来てみれば、なんと３年は選択授業。暇そ
うに居残っている人達に声をかけると、高木ならこの時間は部室だろ、て教えてく

れた。

「美人だね、彼女ォ。高木のなにー？」

「 "妹" ですの。ヨロシクね」

　あたしの神経も太いもんだ。

（もしかしたら…）

　思い当っていた。

（彼も何かを "探す人" なのかも知れない）

　不思議の仲間であることは確かでしょう。



　旅人ではないにしても。

　科学部室。

「あの、失礼します。」

　顔をのぞかせると彼は居なくて、他に４〜５人

（未完）

とりあえずコレにつっこんどいたけど、

「長寿人」ネタのメモ書き他にもあるので、たぶん後で分冊するかな…？
　↓

http://p.booklog.jp/book/109122/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－０－９　『出立の類型』 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月26日20:44
　

…まぁ、『ダーティ・ペア』のケイと、

file:///tmp/puboo/125150/446898/book/109122/read
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


「新井素子」の一人称ホラーミックス。

…な、産物なのは、間違いないな…ｗｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月26日20:49
　

０

５７

５６

５５…ビミョウな…ｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月26日20:52
　

あ、ケイじゃなくてユリのほうか…？
ダーティペアの「長髪色気虫」…ｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月26日20:55
　

ちなみにファダちゃんはいわゆる無自覚「淫魔」ちゃんですｗ

オトコの精気と恋愛感情エネルギーを「喰って」生きてる…ｗ

「罪の自覚」が持てたら（本当の愛を知ったら）「転生の輪に戻れる」。
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（８月27日）　「脳ミソ死んでる」んで物語もまともに書けず、

https://85358.diarynote.jp/201608270817448333/

油断もスキもありませんが、とりあえず現在のところ、札幌（

だけ）は平穏…？

2016年8月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

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

おはようございます。０７：４３です。

札幌の気温１９℃。微風。どピーカン。

線量轢く死…もとい、低し…（＾＾；）

さて今日からまたもや地獄の４連勤です。

もちろんモチベなんか皆無。

はやく辞めたい…（－－；）…★

（でも「脳ミソ死んでる」んで物語もまともに書けず、

…糊口はしのがなくちゃねェ…★）

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

https://85358.diarynote.jp/201608270817448333/
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2016年08月26日（金）【前日】
07:00 0.040 0.039 0.039 6 
08:00 0.042 0.039 0.041 6 
09:00 0.043 0.041 0.042 6 
10:00 0.042 0.040 0.041 6 
11:00 0.057 0.042 0.049 6 
12:00 0.061 0.060 0.060 6 
13:00 0.060 0.049 0.054 6 
14:00 0.047 0.042 0.044 6 
15:00 0.041 0.040 0.040 6 
16:00 0.039 0.039 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 0.040 0.039 0.039 6 
21:00 0.039 0.038 0.039 6 
22:00 0.039 0.039 0.039 6 
23:00 0.039 0.038 0.039 6 
24:00 0.039 0.039 0.039 6 

2016年08月27日（土）【当日】
01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00

（前項参照）

油断もスキもありませんが、とりあえず現在のところ、札幌（だけ）は平穏…？

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M4.1】根室半島沖 深さ45.4km 2016/08/27 04:36:04



地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M3.4】オホーツク海南部 深さ15.0km 2016/08/27 04:03:46

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.0】青森県東方沖 深さ68.8km 2016/08/27 00:06:48

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月26日 22:58】
根室、釧路地方では、２７日明け方まで土砂災害に警戒してください。

［根室南部］大雨

［釧路南東部］大雨

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � 北海道 別海町 
【M2.5】根室地方 深さ108.5km 2016/08/26 22:05:32

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ28.6km 2016/08/26 17:25:37

ホワイトフード @whitefood1 · 20時間20時間前 
8月26日12時13分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が50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/CqwSSJoVIAALUW_.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月26日 11:09】
根室地方では、２６日昼過ぎから土砂災害に警戒してください。

［根室北部］大雨

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CqwSSJoVIAALUW_.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2016年8月27日8:18
０

５７

５７

１１．

 



（８月27日）　居ないと思ってたアルパカ狼さん居るから、大概のことはそこで精算
しておこう…

https://85358.diarynote.jp/201608270915064043/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月27日15:34
　

激烈異様睡魔。(∋_∈)

またどこかで大事死ん…
もとい「大地震」連発…？

バイトぷち厄日。

私と完全に会話どころか挨拶すらしなくなった裏切者が隣席。

(-_-#)

気絶寸前の異様睡魔に上乗せしてバイトが死ぬほど暇。(*_*)

でも居ないと思ってたアルパカ狼さん居るから、大概のことはそこで精算しておこう…

１７分寝ます。(∋_∈)。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月27日15:38
　

そういえばイタリア地震。

(-”-;)

ニホン性腐おとくいの

「邦人被害者の有無だけ報道」すらしないのわ…
。。。(〃_ _)σ‖

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


公表したらパニック発生レベルで「日本人も大量に死んでる」

（旅行業と保険業界すでに呆然パニック中？）だから。だろおなぁ…

(ノ-o-)ノ　┫
 



（８月27日）　今日はアルパカ狼さんからまで「敵！」認定の…、

https://85358.diarynote.jp/201608272218362106/

「ひとつの職場で３年ガマンする」を…クリアするまで、あと３
ヶ月…？

2016年8月27日 就職・転職 コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
トレイン（PV） ケツメイシ 

おばんです。２２：０４。

定刻？２１：３０の５分前ぐらいに最低限の買い込み食糧と一緒に無事故で帰宅して、１０分気

絶睡眠しました。

前項コメント欄。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月27日15:34

バイトぷち厄日。

私と完全に会話どころか挨拶すらしなくなった裏切者が隣席。

(-_-#)

でも居ないと思ってたアルパカ狼さん居るから、大概のことはそこで精算しておこう

…

…さて最近また、じ〜わじ〜わと、「無視いぢめ」が悪化してまして。
…（－－；）。

あげくのはて、

今日はアルパカ狼さんからまで「敵！」認定の…、

https://85358.diarynote.jp/201608272218362106/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201608272218362106/
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU


「ヘビ嫌いの人がヘビを見かのよ〜な」

激烈、厭そぉ〜な顔で、睨まれてしまいましたよ…。

…（－－；）…。

（その前後、無視いぢめ首謀者関係者参加者どもとは、「笑顔で会話」しているので、「たまた

ま機嫌が悪かった」とかでないのわ、間違いない…）

さすがにどん底まで、へこむ。

本日の営業成績は最低ラインです…ｗ（－－；）ｗ…

胃が痛いし。

免疫力ダダ下がりだし…

もう本当に、これ以上あのバイトを「続ける意味」は、ワタシ的にはほとんど全く無いので。

あとはただ今年分の有給休暇を消化して。

そもそもの、もはや３０年ものあいだ果たせずにいる努力目標（＾＾；）

「ひとつの職場で３年ガマンする」を…

クリアするまで、あと３ヶ月…？

あとのことは、（もしまだ私と日本列島と地球の生態系が生きてたら）

来年、考えましょう…

（…でも、交通費と社会保障と、有給つきで週３休、という点では、好条件なんだよな…）



てことで。（＾＾；）

しくしく痛む胃と、いやな匂いのする免疫力低下中の肺腑の症状をなだめるために…

今できる一番「前向き」な…

（もしくはもっとも有効な「うしろむき現実逃避」の…）

原稿で、ちょっくら遊んでから寝ます…☆

https://www.youtube.com/watch?v=XewnqjmL-Ec
ケツメイシ / カーニバル 2015 

 
       
 

コメント

Jaylon
2016年10月3日14:34
　

Th’tas going to make things a lot easier from here on out.
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

 
2019年1月24日15:22
　

 
　　↑

「Ｔｈ’ｔａｓは　ここからもっと物事を簡単にするつもりです。」

https://www.youtube.com/watch?v=XewnqjmL-Ec
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


だそうな…（自動翻訳）

変なタイミングの、完全に謎なコメント。（＾＾；）

 



（８月27日）　猫の微笑…　それだけが手掛かりだった。

https://85358.diarynote.jp/201608272246036314/

（　旅出ちの類型　Ｉ　）　　「　天　船　」　１．　（高校

or 素浪人 中 ？）

2016年8月27日 リステラス星圏史略　（創作）
　

そんなわけで（前項参照）

作業用音楽と本文には、ほとんど関連性がありません…☆

https://www.youtube.com/watch?v=puN0ebZfT_k
★ ★ AFRO LATIN PARTY ★ ★ 

　旅出ちの類型　Ｉ・　"　天　船　"

　だるいの。

　あ、また来たな。体が動かない。

　あたしは椅子からずり落ちる。床に寝そべってしまう。

　金縛り…　と言うのだろうか、こういう状態を。

　違うと思う。金縛りっていうのは身体の自由が利かなくなること。あたしのは、

心が。

　精神（こころ）が自由に使えなくなるのだ。奈辺かへ連れて行かれてしまう。

　だるくなるのは、単に副次的なもの。

https://85358.diarynote.jp/201608272246036314/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=puN0ebZfT_k


　…なんにせよ。

　決心していた。

　今日こそは。これの正体を見極めてやる。

　いつもいつも不意にやって来ては頭痛と冷感を残して去っていく、不確実な現実と

夢との狭間にあるものの、正体。

　ひきつけられる、誰かに呼ばれている。

　動かない心のなかでそれでも眼を閉じなかった。やがて…

（あーにゃふらーあまふな）

　あたしの内側に呼ぶ声が聞こえてくる。誰？

（あーにゃふらーあまふな）

（あーにゃふらーあまふな）

（　来てよ　来て　来て　来て…　）

（あーにゃふらーあまふな）

　アーニャフラーアマフナ。

　それは、あたしのことだ。唐突に、わけもなくそう思う。

　いつか何処かで聴いた声はあたしを呼び続けていた。

　意識が白濁する。どこか "異（ちが）う" 処にあたしの魂は居る。

（手伝って。アーニャ・フラー・アマフナ）



　ぼやけた白の空間で誰かが手まねきしていた。

　１度も見知らない顔、同時になによりもよく知りぬいた相手。

（なにをすればいいの）

　あたしが、ううん、あたしではない《あたし》が表に出て受け応えしていた。

　自分が半透明なガラス戸にでもなった気分。

　あたしは確かにここに居るのに、もう１人の《あたし》が背後にいて、ガラス戸の

あたし越しに意識している…

（あれよ）

　夢のなかの女……女性だった……は、イメージの内で何かを指さしていた。

（あのマを倒してほしいの。力を借して。）

（わかったわ）

《あたし》は軽く肯いて力強く前に踏みだす。

　空間の暗闇に念をこらす。

　事はすぐに片づいた。

（ありがとう。今日は簡単に終ったわね）

（そうね。じゃ、帰るわ。）

《あたし》はあたしの内部に埋もれて行こうとした。《彼女》もまたあたしの視える

範囲から徐々に遠ざかって行き…

（待って！）



　叫んでいた。それはあたし。

　誰なの…　あたしの問いに、

《彼女》は優雅な猫のように微笑んで振り返っていた。それだけは覚えている。

「麻子。ちょっと、起きなさいったら。風邪ひくわよ」

「ん……」

　強引な声にひき反させられた現実。

　おかあさん。あたしはいつも眠たくて寝てるわけじゃないのよ。

　いつものように冷汗でぐっしょり。頭はクラクラするし、体中から精気が抜けて

いる。

　まるで長距離を全力で走らされた後のような脱力感。なのにあの心地良い疲労感に

は程遠い。

　知らないものに自分が振りまわされているという、恐怖に近い不安感。

　いつもと全てが同じ症状だった。ただ、違うのは…

　覚えている。１つだけ。振り向いた《彼女》の、猫のような笑み。

　なん、だったんだろう、あれは。

　何か不思議なものを見た気がする。何か不思議なことを、尋いて、教えられたよう



な気が。

　そして《彼女》。

　そう…　何処かで見知っているような、それでいて１度会ったなら２度と忘れてい
られる筈のない。

「ちょっとどうしたの麻子」

　母さんが心配そうにのぞきこむ。

　それでもあたしの "貧血" が、普通のものではないとは、思っていないみたいね。

「なんでもない。ちょっと出かけてくるわね」

　猫の微笑…　それだけが手掛かりだった。

　あたしは悪寒の残る体をひきづりあげて部屋の戸を開ける。

　あの美女は何かを言ったのだ。それが頭の中に鍵になって残っている。

　" 扉 "を探し出せば…　それは開く筈、だった。



（８月27日）　要するに「私とエルさんが腐れ縁だよ。」てハナシ…？

https://85358.diarynote.jp/201608272308506730/

「　天　船　」　２．　（高校 or 素浪人 中 ？）　⇒とりあえず
分冊しました。（＾＾；）

2016年8月27日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　盲滅法に家を出てしまってから後悔する。

　真っ昼間の東京の街を歩いてみてもあまりにも無駄なのだ。明るすぎる。

　明る過ぎて、あの昏い空白の空間での、時間が奈辺かに千切れて溶けてしまう。

　道行く人々は皆んな平らな現実に足をつけて歩いていた。

　あたしだけが…　あたしだけが、何故、あんな風に時間と意識とを切りとられなけ
ればならないんだろう。

　いっその事そこらの辻占いにでも頼ってみようかしらん。

　目をつぶると、扉が見えた。

　あの "扉" だ。あたしの鍵に合う。

　目をひらくと非現実の世界だった。いや…　違うな。

　ここは確かにあたしの住んでいる町、通い慣れた通り。

　ただ、町並みが透けるようなのだ。建物も、歩く人々も。

　灰色の陰気な町が急に不確かなものに変ってしまったようで、透明で、手に取るよ

うに判る。

https://85358.diarynote.jp/201608272308506730/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608272308506730/


　淡泊な色彩、視界をさえぎるものは何もない。

　その中で扉だけが明確なフォルムを持ち、あたしを呼んでいた。

　単純なデザイン、ありふれたスチールのドアとノヴ、横長の白い表札。

　気がつくと扉の前に立っていた。あたしは、ためらわずにそれを押し開けた。

「来たわね。」

　窓辺から彼女は振り返る。つややかに黒いクレオパトラカット、色白の肌。３角の

淡い灰色のサングラス。

　すらりとした体を黒と白とに包んで、紛れもない、《彼女》は…　夢の中に出手き
たあの美女だった。

「来たわよ。」

　あたしは何故だか不機嫌になっていた。先程の、なにもかもが透明に見えるという

変な現象は扉を開けた時から消えてしまっていたけれど、却って…

　視界を "目に見えるもの" だけに限られた事が、まるで世界から閉めだしを喰らった
ような衝撃（ショック）で、「違和感」。

「聞きたいと思ってたのよ。」

　信じられない大胆さ。すすめられもしないのにあたし、初対面（の筈だ）の年上の

女の人の部屋の中央へと、ずいと上りこんでいた。

「なんでこのあたしをあんな目に遇わすの、あなたが」

　…あ、駄目だ。意識がスライドする。



　時折り現れる、自信に満ちたあたし。あたしの内部のもう１人格。

「相変わらずね」

《彼女》はゆったり微笑んだ。あの、優雅な猫の微笑。

「会いたかったわ、アーニヤ。ずいぶんと待たされたことよ」

　猫の舌ざわりのようにぬらぬらと甘くザラついた声だ。

　夢のなかの、いつもあたしを呼ぶ声。それ以前にも、多分、ずっと昔にも……

　聞いたことのある声。

「はん。」

　と片目をつぶってあたしは言う。

「それにしちゃあたしの "貧血" もまたずいぶんと昔からのものじゃない。あんた何様
だと思ってんのよ。そのおかげであたしゃいつも、文化祭やら見たいテレビやら、逃

してたんですからね」

「それはあたし１人の力では戦いに足りないからだわ。 "死者" のエネルギーは閉じ込
められている分、とてつもなく強いのですもの。」

「死者？　はん?!」

「それにもともとあなたは王者の１人だった。その "力" を不利な時のあたしが利用
して、どうしていけないの」

「……ちょっとォ！」

　とてつもなく、強気。何を言いたいんだこの女あ。

　訳の判らない事しゃべってこちらを混乱させよおったって、



「あたし達は１８年前まであなたと一緒にいたわ」

　更に更にらちの開かない言葉を女はしゃべりだした。

　…日本語を話して欲しい。

　…切実に、そう思った。

「思い出して欲しいわ。１８年前まではあたし達いつも一緒だったじゃないの。

　忘れたなんて単純に云わないで、記憶巣を解放して。

　１７年前にあなたは小泉家の長女としてこの世に戻った。現在の名前は？

　そう、小泉麻子。そして？

　アーニヤ。考えをそらさないで。

　あなたは思い出さなければならないのよ。

　１８年前にあなた達は皆んな肉体を失ってしまった。幽体として残るのはエネルギ

ー的にあまりにも不利だったし、銘々で転生の術をかけたとはいえ何人がこの近くに

生まれてきてくれるものか、不安だったわよ。はっきり云って。」

http://p.booklog.jp/book/109314/read

file:///tmp/puboo/125150/446898/book/109314/read


リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－０－X　（転生管理委員会） 

とりあえず分冊しました。（＾＾；）

実にタイムリ〜（前々前項参照）な内容だったもんですね…☆

「気が澄んだ」ので、寝ます☆彡

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月27日23:32
　

うんまぁ要するに。

「私とエルさんが腐れ縁だよ。」てハナシ…？

ｗ（＾へ＾；）ｗ
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（８月28日）

https://85358.diarynote.jp/201608280811267811/

眉毛が、「ストレスはげ」を起こしてました…ｗｗｗｗ

2016年8月28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。０７：４５です。

札幌は…さっき１９℃でしたが…グングン上昇中ではないでしょうか…

（でも「風が肌寒い」です。）

ド晴天。（＾＾；）でもすでに「秋の空」色…

札幌は紅葉が始まっているし、関東だったら１０月の「運動会日和」な空色…。

危惧したとおり、野菜が一気に値上がりしてます。

いろいろ、悲しいです…（－－；）…★

個人的には、（参照http://85358.diarynote.jp/201608272218362106/ ）

で、一晩にして（？）

眉毛が、「ストレスはげ」を起こしてました…ｗｗｗｗ

（昔っから、哀しいことがあると、眉やまつげがハゲる体質…ｗ）

https://85358.diarynote.jp/201608280811267811/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201608280811267811/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160828/85358_201608280811267811_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160828/85358_201608280811267811_2.jpg
http://85358.diarynote.jp/201608272218362106/


ついでに首ほぐし（自力整体）の好転反応が強く出すぎて、デコのど真ん中に巨大ニキビ（この

年齢だと「吹き出物」？）が噴火中…

いつにもまして、すげぇブスな顔になってます…ｗｗｗｗｗ

（もちろん平然とこのツラさらして通勤しますよ…それが、なにか…？）

https://www.youtube.com/watch?v=LG3rvDihvEs
Putumayo Presents - Baila - A Latin Dance Party 

それ以外は、度重なる被曝超過にもかかわらず…（＾＾；）…

おおむね、「体調、良好！」…☆彡

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

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

地震マップ @eq_map · 13 分13 分前 � Тымовский район, Россия 
【M4.6】SAKHALIN, RUSSIA 15.2km 2016/08/28 04:44:24JST, 2016/08/27
19:44:24UTC

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 北海道 むかわ町 
【M2.5】石狩平野 深さ98.3km 2016/08/27 21:30:29

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.7】国後島近海 深さ81.4km 2016/08/27 19:13:38

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=LG3rvDihvEs
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


【M2.6】根室半島沖 深さ89.3km 2016/08/27 18:18:57

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M4.3】SEA OF OKHOTSK 448.6km 2016/08/27 14:17:39JST, 2016/08/27
05:17:39UTC

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 青森 六ヶ所村 
【M2.6】下北半島付近 深さ26.3km 2016/08/27 14:21:03

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ19.7km 2016/08/27 11:34:49

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月28日8:52
　

I’m eather.
　↓

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前
 
福島原発事故以降、食品、水、空気、風向き、外出等を徹底的に管理するようになって、夏場の

不快な肌の症状がなくなった。

5年が経過して体調は全般的にそれ以前よりよくなっている。
カゼもひかない。

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


（８月29日）　Ｇ戦場のキリギリスでしたよ…

https://85358.diarynote.jp/201608280847491283/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月28日16:31
　

吉凶シマシマ模様の日。(-”-;)

でも隣の席が私と似たタイプ？で、フツウに挨拶とか会話とか出来るので精神状態は良し。

(^-^)g

本日の営業？成績、良好ですｗ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月28日16:41
　

眉ハゲ悪化中。(^_^;)

中学の時は、コレを「不良化」（非行化）の兆し「眉剃り」と混同されて、生活指導室に呼び出

されて、弁明に苦労したなぁ…

┐(’〜`；)┌
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月28日22:03
　

定刻？化浅輪かあさわ21時30分
無事帰投。(^_^;)

１５分気絶睡眠しましたが、

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


徒労感回復せず。

吉凶プラマイ、

４９（しじゅう苦）点か、

（ナアナア）５１点か…
という、

Ｇ戦場のキリギリスでしたよ…

。。。(〃_ _)σ‖

なんかすんの無理。(∋_∈)

ご飯食べて漫画読んで、

寝ますぅ…(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月28日22:37
　

なにもかもがすごく変だ。

(・_・;)
　

 

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


（８月29日）　「飢餓状態に入ると、損傷を受けた細胞がリサイクルされます。」

https://85358.diarynote.jp/201608290745326715/

（写真は昨日の通勤途中で撮った、札幌マラソンの最後尾あたり

です…ｗ）

2016年8月29日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
トレイン（PV） ケツメイシ 

おはようございます。０７：３７になりました。

気力皆無。もちべ皆無。

半年くらい、何もしないでぼーーーーーっと…休みたいですねぇ…

…と、内心だけで本音を呟きながら、昨夜２時間早く寝たので、自動的に２時間早く、午前４時
過ぎには目が覚めてしまい…（－－；）…からだだけは健康なので、気持ちがへこんでいるから
といって、寝込むわけにもいかず…

https://85358.diarynote.jp/201608290745326715/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160829/85358_201608290745326715_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160829/85358_201608290745326715_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160829/85358_201608290745326715_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU


neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
micchan09 2012年4月
NHK総合のうつの報道

内部被ばくで起きる脳の症状。

うつ様症状が出たり

慢性底線量内部被ばくが

数年つづくと実際にうつにもなる

今の時期にでるのは脳の血管付近と海馬と

左脳側頭葉系の異常で起きている。

交通事故が増えたりするのも同じ影響

ＣＤでケツメイシのトレイン１曲だけ、延々２時間ぐらい聴いて、

ようよう６時に起きだして小家事を片付けて、二度寝してＰＣ前に戻って、この時間…

幸か不幸か、ばか自衛隊がムダ税金浪費して実弾演習（－－＃）★とか、やらかしやがっていて

五月蠅いので…

仮にサボって自室に籠ったとしても今日は原稿遊びになりそうにありません。

（暑いし！）

…実弾演習の砲弾音を聞かないため（だけ）に…（－－；）…

今日もバイトに逝きますか…★★

（写真は昨日の通勤途中で撮った、札幌マラソンの最後尾あたりです…ｗ）

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

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

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


05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

https://www.youtube.com/watch?v=_J3NRuf_-U0
ケツメイシ　「トレイン」 MV（フル）

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M3.5】青森県東方沖 深さ109.9km 2016/08/29 06:08:47

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M4.6】KURIL ISLANDS 127.4km 2016/08/29 04:11:14JST, 2016/08/28 19:11:14UTC

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 豊頃町 
【M3.8】十勝地方 深さ89.1km 2016/08/29 02:27:43

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.7】北海道南東はるか沖 深さ57.7km 2016/08/28 17:21:23

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ42.6km 2016/08/28 16:56:26

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.6】内浦湾 深さ8.4km 2016/08/28 13:12:37

地震マップ @eq_map · 8月27日 � Тымовский район, Россия 
【M4.6】SAKHALIN, RUSSIA 15.2km 2016/08/28 04:44:24JST, 2016/08/27
19:44:24UTC

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
「飢餓状態に入ると、体はエネルギーの節約モードに入り、不必要な免疫細胞をエネ

ルギー源にしてリサイクルします。特に損傷を受けた細胞がリサイクルされます。」

南カルフォルニア大学 ロンゴ准教授

https://www.youtube.com/watch?v=_J3NRuf_-U0


 
 



（８月29日）　脳の血管付近と海馬と左脳側頭葉系の異常で起きている。

https://85358.diarynote.jp/201608290904411972/

放射能で脳がやられると、ちょっとしたことで激しく怒り出し、

しつこくそのことを追及し続ける。

2016年8月29日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (6)

ホワイトフードさんへの返信 
∞音∞ a.k.a. 風＊月 @fuhgetsu · 8月27日 
なぜ大騒ぎにならない？ RT @whitefood1: 8月27日6時22分、空間線量の月平均を25％
以上上回る拠点が233箇所以上存在 https://goo.gl/rSPE7x http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cq0LqVYUMAAi3ZB.jpg

neko-aiiさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 8月27日 
原子炉というものは、全電源を喪失すれば3時間でメルトダウンし、放射能を外部に大
量放出する

これは全世界の、すべての原発が同じである

無電源冷却装置（空冷）が作動したってメルトダウンがせいぜい1日遅れるだけ
それさえ小泉政権下で邪魔モノとして撤去されていた

不明なことなど存在しない

https://www.youtube.com/watch?v=FS12S3PI2IE
ケツメイシ トレイン 歌詞付き名言集 

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
micchan09 2012年4月
NHK総合のうつの報道

https://85358.diarynote.jp/201608290904411972/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201608290904411972/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160829/85358_201608290904411972_1.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cq0LqVYUMAAi3ZB.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FS12S3PI2IE


内部被ばくで起きる脳の症状。

うつ様症状が出たり

慢性底線量内部被ばくが

数年つづくと実際にうつにもなる

今の時期にでるのは脳の血管付近と海馬と

左脳側頭葉系の異常で起きている。

交通事故が増えたりするのも同じ影響

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
cmk2wl
Delayed biomedical effects of the bombs 
放射線被曝が増加するにつれ

胎児の脳細胞がより破壊され

その頭の大きさが減少し

さらに頭のサイズがある程度まで

小さくなった時

重い知能発育不全の頻度が

増加したということであった

neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
"cmk2wl
「チェルノブイリ認知症（痴呆）」

と名づけられた現象の

発症例が増加しつつある。

それは成人の脳細胞破壊により

引き起こされた、

記憶障害・ライティング・

痙攣・脈打つ頭痛を含む。"

neko-aii @neko_aii · 8月27日 
kobayashiasao
放射能で脳がやられると、

ちょっとしたことで

激しく怒り出し、

しつこくそのことを

追及し続ける。



あなたたちのまわりにも

いませんか？

最近、そういう人が・・

https://www.youtube.com/watch?v=5EKKYscMoc8
ケツメイシ 『トレイン』を泣ける【オルゴール】にアレンジしてみました 

オカノリ @okanori75 · 5時間5時間前 
裁判だけでも被爆体験者訴訟の第１陣は提訴から福岡高裁の敗訴まで９年。その間も

原告は次々亡くなっていく。90年代の岡島報告で原爆投下から１年間、外部被ばくが
最大24mSv は国も認める線量。「その線量で健康影響はない」と国は一蹴。その繋が
りも分からず足を引っ張る人たち。うんざりだ。

neko-aiiさんがリツイート 
sig_yok @yoksig · 8月27日 
ＮＨＫがすごい番組を放送。金曜深夜に生で原発問題の討論会。解説委員７名が原発

稼働と原発政策を解説、徹底批判し原発擁護の意見が全く出ない、本当の事を言う番

組で、番組中に視聴者からアンケートも集計して紹介。約７割が再稼働に反対でした

。

https://www.youtube.com/watch?v=883HeXl3_kg
ケツメイシ　トレイン 

neko-aiiさんがリツイート 
野良猫ゴーゴー @noraneko_go_go · 8月15日 

困ったニャ。

https://pbs.twimg.com/media/Cp40RtXUIAA9fE6.jpg

cmk2wlさんがリツイート 
ロビン @oldblue2012 · 15時間15時間前

https://www.youtube.com/watch?v=5EKKYscMoc8
https://www.youtube.com/watch?v=883HeXl3_kg
https://pbs.twimg.com/media/Cp40RtXUIAA9fE6.jpg


日本も禁止にしなければ！海洋生物の口に入るマイクロプラスチックビーズは化粧品

や歯磨き粉から。合成繊維はフリースから

http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/1eb7cae0700c3f7d7c48fdbc710d5caf … 
ブログ更新。海に垂れ流しの放射性物質もマイクロプラスチックビーズも海洋生物の

命を脅かしている。結局人間に戻ってくる

cmk2wlさんがリツイート 
さより @sayori27 · 2015年4月8日 
【アンケートご協力のお願い】

↓アカウントに

嫌がらせされたことのある人→RT
嫌がらせされてるのを見たことのある人→fav

⇒アカウントを何度も凍結されてツイッターに復帰できなくなった人…
【コピペ】

cmk2wl @cmk2wl · 11 時間11 時間前

気がつくと私はワンダーランドに

本当の自分を取り戻すのよ

本物の世界？

それとも偽物？

しっかり歩いていこう最後まで

私は絶対に切り抜けるわ

私はがんばって生きていく

世界が崩れて私も落ちたら

新しく出直す

どうか止めないで

ALICE IN WONDERLAND

http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/1eb7cae0700c3f7d7c48fdbc710d5caf


cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前

勇気を出して目を開き現実を直視するならば、災害を避ける方法も見つかるかもしれ

ない。

しかし、あくまでも現実を否認し無知のままでいるならば、それは常に最悪の結果を

招くことになるだろう。 
D・アイク

https://www.youtube.com/watch?v=ZsS0BFNB_co
【プラレール】勝手にPV【トレイン】　Plarail promotion video

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月29日15:45
　

胃が痛くて穴が空きそう。(T_T)

厄日モードですが大禍は無し。

今日の札幌３２℃。(・_・;)

今日の東京２９℃…？(・_・)?

とりあえず、退嬰隊の空砲音と暑さから逃れられている分、

バイトに来たほうがお得だったのは、間違いない…ｗ

┐(’〜`；)┌
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=ZsS0BFNB_co
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8月29日15:49
　

何かがとても変でね？

組み合わせに整合性が無い。

ヽ（・＿・；）ノ

…そして私は、本質的には全くペシミスト「ではない」ということを、明記しておこう…

少なくとも、ヨブ記ぐらいは、がまん強いよ？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月29日22:36
　

想定外事故的

終業１分前発生

突然残業２５分。(-”-;)

の後、さらにイミフな妨害まで入ったおかげで？(^_^;)
パセオ閉店２分前の投げ売りで

超豪華！(^O^)！

おやつと間食？と深夜ご飯を

１０００円ぽっきりで入手♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

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


美味しいカレーザンギをかじりながら、何とか無事故で生還。

。。。(〃_ _)σ‖

疲労困憊、イミフメイ。

とにかく漫画読んで気を散らして、

豪華ディナーかっ喰らって、

寝ますぅ…(-.-;)…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月29日23:04
　

…ところで値引き札に目が眩んで、つい買っちゃったんだけど…(^_^;)…★

胃に穴が開きかけてるストレス性潰瘍患者がσ(^◇^;)

激辛タイカレー。なんて、

食べていいと思う…？？

…(・ω・;)(;・ω・)…

（いま見たら、見ただけで胃液が逆流しそうになって、悩み中…(-.-;)…★）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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


2016年8月30日0:40
　

食べた美味しかった…♪

…これで胃に穴が開いたら、
夜中に救急車呼んで、

明日は堂々と

バイトがサボれる♪o(^-^)o♪

…と、いうことで…

(‾ー+‾)b
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月30日0:41
　

　

札幌は異様な蒸し暑さです…

(・ω・;)(;・ω・)

とろりとした湿気で、

風が無い…

。。。(〃_ _)σ‖
 
 

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


（８月30日）　

https://85358.diarynote.jp/201608300819293088/

札幌の外気温、すでに２８℃…（－－；）…★

2016年8月30日 環境は、生命圏で、生存権。

　

おはようございます。

０７：４７。

札幌の外気温、すでに２８℃…（－－；）…★

昨日にも増して、五月蠅い迷惑【退嬰隊】が、ぐわんらぐわんらと、台風の雷鳴かと思う轟音と

どろかして【実弾】演習していやがって、そんなことやってる場合じゃねぇだろう！と…業腹し
きりです…★

★（－－＃）★

前項コメント欄参照。

さっくり気持ちよく辛かった昨夜のタイカレーがショック療法になったのか？

（＾＾；）

今朝は胃痛も治まり、やたらと食欲旺盛…ｗ

んで、昨日のこのタイトルが刺激的？

だったのか、御来場者数が普段より多い１日で１９７でした…☆
　↓

https://85358.diarynote.jp/201608300819293088/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160830/85358_201608300819293088_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160830/85358_201608300819293088_2.jpg


【放射能で脳がやられると、ちょっとしたことで激しく怒り出し、しつこくそのことを追及し続

ける。】

さて。（－－；）今頃は台風の目が、フクイチを直撃している頃でしょうか…？？

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

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

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M3.1】浦河南方沖 深さ53.7km 2016/08/29 22:44:49

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 標茶町 
【M2.6】釧路地方 深さ146.3km 2016/08/29 20:23:56

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 � 北海道 浦河町 
【M4.0】日高山脈 深さ53.8km 2016/08/29 09:34:46

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


（８月30日）　性格「峰不二子」似のエルさんが居るから、

https://85358.diarynote.jp/201608301542368452/

厄日。┐(’〜`)┌

2016年8月30日 就職・転職 コメント (9)
　

掛け値なしの厄日。

┐(’〜`；)┌

でもまぁ性格「峰不二子」似の

エルさんが居るから、

（その場合、「私の立ち位置」は次元あたりか…？）

「最悪の事態」には、

ならんだろ…☆

(ノ-o-)ノ　┫
 
       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月30日15:48
　

ちなみに、

「私が挨拶をしない」相手は、

「私が挨拶しても返事もしない

【集団無視イヂメ】の主宰提唱参加便乗追従…を決め込んでる奴ら。に」

https://85358.diarynote.jp/201608301542368452/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201608301542368452/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


だけですよ…

＼(`O´θ／キック！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月30日15:49
　

（↑フロア内の９割ぐらい？）

（全員では、ない。）

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月30日22:50
　

先ほど「来あわせ」22:10過ぎに
無事帰投。(^_^)

４連勤あけ。(^o^)／

最近しばらくトラブってた家賃とガス代も無事に振り込んで、

定番回遊ルートをくるりとまわって、買い物は少なめ。

(^_^)

台風の雨が降り始めたので無難にバスで帰りましたが、タイミングが良くて、ほとんど濡れずに

済みました…o(^-^)o

（そして例によって私がウチについて一息ついた途端に本降りに…(^。^;)…☆

どんぐりパン食べて、

SAPPORO_CLASICを開けました…☆

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


漫画読んで寝ます♪

o(^-^)o
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月30日22:55
　

ぅははｗ(^。^;)

台風の暴風域に入りましたｗ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月30日23:09
　

イキナリ大荒れ。（＠■＠；）

もしかしたらヤバい鴨…

（早めに帰宅して良かった…！
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月30日23:55
 
ヤバいヤバい。（；‾Д‾）

看板かっ飛ぶとか、

そういうレベルになってきた…

(°д°;;)

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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8月31日0:00
　

タテモノ揺れてる揺れてる！

(‾○‾;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月31日9:48
　

松崎いたる・板橋区議 @itallmatuzaki · 19時間19時間前 

私を訴えている理学博士の放射線の測定方法、線量計の使い方がよくわかる動画です。こんな杜

撰なことを大熊町でやって、「ナノ銀で放射能を低減した」などとこの博士は主張し、批判した

私を裁判にかけているのです。

Priest
2016年10月3日13:36
　

It’s always a relief when someone with obvious extrpeise answers. Thanks!
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年1月24日16:19
　

 
　　↑

司祭：「明白な extrpeise の答えを持つ誰かがいつでも安心です。感謝！」

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（自動翻訳）

…だから、謎…。（＾＾；）…。
 



（８月31日）　…起立性貧血と、異様睡魔…

https://85358.diarynote.jp/201608310926408363/

【北海道 豊頃町 全域に避難勧告】／【新得町 １時間 ９０ﾐﾘ 雨
】／［十勝］洪水／札幌の気温２３℃。濃密な湿度。断続的に雨

。暴風。

2016年8月31日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

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

遅めようございます。（＾＾；）

０９：１９になっちゃいました。

…QUICK…？　早くしろ！って…？ｗ

ゆうべちょうど２３：００〜０１：００くらいの間、台風の暴風域に入っていて、五月蠅いし心

配というか警戒心も働くので寝付けず、漫画１．８冊くらいまで読んで、寝ついたのがたぶん２

時過ぎだったんですよ〜…☆

（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201608310926408363/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201608310926408363/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160831/85358_201608310926408363_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160831/85358_201608310926408363_2.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=DkOAnJ1SXjI


てことで、３連休の初日。

札幌の気温２３℃。濃密な湿度。断続的に雨。

風は収まりました…

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

2016年08月30日（火）【前日】
18:00 0.040 0.038 0.039 6 
19:00 0.040 0.039 0.039 6 
20:00 0.040 0.039 0.039 6 
21:00 0.041 0.039 0.040 6 
22:00 0.042 0.041 0.041 6 
23:00 0.047 0.041 0.044 6 
24:00 0.049 0.046 0.047 6 

2016年08月31日（水）【当日】
01:00 0.048 0.044 0.047 6 
02:00 0.043 0.040 0.042 6 
03:00 0.041 0.039 0.040 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00 0.039 0.038 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.041 0.038 0.040 6 
09:00 0.042 0.041 0.042 6 
10:00

…まぁ今のところ、騒ぐほどの上昇率ではないですね…札幌 ♪

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1472603400/1011-0010-101000-201608310930.gif?
t=1472604038
（０９：２０〜０９：３０）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1472603400/1011-0010-101000-201608310930.gif?t=1472604038
https://www.youtube.com/watch?v=Agnrim_5pio


https://www.youtube.com/watch?v=Agnrim_5pio
Psycho Pass AMV [名前のない怪物] 

…災厄が多すぎて、伝達・公表の順序が、めちゃくちゃ…★
⇒　https://twitter.com/UN_NERV

特務機関NERV @UN_NERV · 27分27分前 
【十勝地方 気象警報 2016年08月31日 11:14】
十勝地方では、３１日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

［十勝北部］洪水

［十勝中部］洪水

［十勝南部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 42分42分前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月31日 11:00】
根室、釧路地方では、３１日夕方まで土砂災害に警戒してください。

［根室北部］大雨

［釧路中部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【十勝地方 十勝川はん濫危険情報 2016年08月31日 10:05】
十勝川では、当分の間、はん濫危険水位（レベル４）を超える水位が続く見込み

［計画高水位超過］茂岩（中川郡豊頃町）

［避難判断水位超過］帯広（帯広市）

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月31日 09:52】
網走、北見地方では、３１日夕方まで河川の増水に警戒してください。

［網走東部］洪水

［北見地方］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【北海道 浦幌町 ３８世帯に避難指示】
北海道浦幌町は、十勝川が増水し氾濫のおそれがあるとして、午前8時25分、愛牛と
豊北、それに吉野の一部の合わせて38世帯90人に避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 

https://twitter.com/UN_NERV


【北海道 上士幌町 ３世帯に避難勧告】
北海道上士幌町は、町内を流れる音更川が増水して氾濫するおそれがあるため、午前8
時17分、安村地区の3世帯10人に避難勧告を出しました。町は山村開発センターに避難
所を設置しています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【北海道 豊頃町 一部地域除き避難勧告を避難指示に切り替え】
北海道豊頃町は、町内を流れる十勝川が氾濫するおそれがあるとして、午前8時、町内
の全域に出していた避難勧告を、大津地域を除く1209世帯、3174人について、避難指
示に切り替えました。

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M4.4】KURIL ISLANDS 121.8km 2016/08/31 07:53:22JST, 2016/08/30 22:53:22UTC

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【北海道 池田町 中心部の約１２００世帯に避難勧告】（続き）
池田町では、すでに利別地区や川合地区などに避難勧告を出していて、町内では合わ

せておよそ2000世帯4100人に避難勧告が出されています。
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【北海道 池田町 中心部の約１２００世帯に避難勧告】
北海道池田町は、町内を流れる十勝川のほか、利別川の水位が上昇して堤防が決壊す

るおそれがあるとして、午前7時45分、町の中心部のおよそ1200世帯2300人に避難勧
告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【十勝地方 音更川はん濫危険情報 2016年08月31日 08:52】
音更川では、はん濫危険水位（レベル４）に到達し、はん濫のおそれあり

［はん濫危険水位超過］音更（河東郡音更町）

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道 音更川が氾濫危険水位超える】（続き）
国土交通省と気象台は、洪水の危険性が非常に高まっているとして、午前8時50分に氾
濫危険情報を出して厳重に警戒するよう呼びかけています。

（2016年8月31日 9:14 NHK）
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 



【北海道 音更川が氾濫危険水位超える】
国土交通省と気象台によりますと、北海道の音更町や士幌町を流れる音更川が、午前8
時10分ごろ、音更観測所で洪水が起きる危険性がある氾濫危険水位を超えました。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道 富良野市 ３３世帯に避難指示 ３７４世帯に避難勧告】
北海道富良野市は、市内を流れる空知川が、上流のダムの放水で水位が上がるおそれ

があるとして、いずれも山部地区の、33世帯91人に避難指示、374世帯804人に避難勧
告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月31日 08:30】
次の地域に警報が発表されています。

［根室北部］大雨

［根室南部］波浪

［釧路北部］大雨

［釧路中部］大雨

［釧路南東部］波浪

［釧路南西部］洪水・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【北海道 足寄町 新たに一部避難指示】
北海道の足寄町は、町内を流れる川が氾濫するおそれがあることから、旭町2丁目の一
部の2世帯3人と、芽登地区にある芽登温泉の客や従業員など22人に新たに避難指示を
出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【北海道 利別川が氾濫危険水位超える】（続き）
国土交通省と気象台は洪水の危険性が非常に高まっているとして午前7時に氾濫危険情
報を出して厳重に警戒するよう呼びかけています。

（2016年8月31日 7:20 NHK）
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【北海道 利別川が氾濫危険水位超える】
国土交通省と気象台によりますと、北海道の池田町を流れる利別川が町内の利別観測

所で午前6時40分ごろに洪水が起きる危険性がある氾濫危険水位を超えました。



特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【十勝地方 利別川はん濫危険情報 2016年08月31日 07:02】
利別川では、はん濫危険水位（レベル４）に到達し、はん濫のおそれあり

［はん濫危険水位超過］利別（中川郡池田町）

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【北海道 豊頃町 全域に避難勧告】
北海道豊頃町は、町内を流れる十勝川の水位が上昇し、氾濫するおそれがあるため、

午前6時55分、町内の全域1349世帯3522人に避難勧告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【十勝地方 札内川はん濫発生情報 2016年08月31日 06:23】
札内川では、はん濫が発生（レベル５）

［避難判断水位超過］第二大川橋（帯広市）

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【北海道 幕別町 新たに２２１世帯に避難指示】
北海道幕別町は、町内を流れる旧途別川の水位が上昇し、氾濫のおそれがあるため、

午前4時33分、新たに、相川、相川東、相川南、猿別、千住1、千住2、千住東の221世
帯500人に避難指示を出しました。

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 別海町 
【M3.0】根室地方 深さ158.6km 2016/08/31 04:22:49

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【北海道 音更町 一部に避難勧告】
北海道音更町は、十勝川が氾濫するおそれがあるとして、31日朝までに木野や宝来、
ひびき野の一部など22の地区に避難勧告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月31日 05:42】
次の地域に警報が発表されています。

［根室北部］大雨

［根室南部］波浪

［釧路北部］大雨

［釧路中部］大雨

［釧路南東部］波浪



［釧路南西部］大雨・洪水・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月31日 05:31】
上川地方では、３１日昼前まで河川の増水に警戒してください。

［上川中部］洪水

［上川南部］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【北海道 足寄町 ９世帯に避難指示】
北海道の足寄町は、町内を流れる螺湾川の水位が上昇し氾濫するおそれがあるため、

午前3時半に螺湾本町地区の一部、9世帯20人に避難指示を出しました。町は「らわん
蕗の里」に避難所を設置しています。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年08月31日 04:18】
胆振、日高地方では、３１日昼前まで高波に警戒してください。

［胆振西部］波浪

［胆振中部］波浪

［胆振東部］波浪

［日高西部］波浪

［日高中部］波浪

［日高東部］波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【北海道 幕別町 ９５世帯に避難指示】
北海道幕別町は、十勝川の水位が上昇し、はん濫のおそれがあることから、明野北、

明野南、新川の合わせて95世帯241人に避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年08月31日 03:43】
渡島地方では、３１日朝まで高波に警戒してください。

［渡島北部］波浪

［渡島東部］波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【北海道 十勝川が氾濫危険水位超える】（続き）



国土交通省と気象台は洪水の危険性が非常に高まっているとして午前3時20分に「氾濫
危険情報」を出して厳重に警戒するよう呼びかけています。

（2016年8月31日 3:40 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月31日 03:37】
後志地方では、３１日昼前まで河川の増水に警戒してください。

［羊蹄山麓］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【十勝地方 十勝川はん濫危険情報 2016年08月31日 03:24】
十勝川では、はん濫危険水位（レベル４）に到達し、はん濫のおそれあり

［はん濫危険水位超過］帯広（帯広市）

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【2016年8月31日 3:05 NHK】
北海道 池田町 １００４世帯に避難勧告

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【北海道 十勝川が氾濫危険水位超える】
国土交通省と気象台によりますと、帯広市などを流れる十勝川が帯広市の帯広水位観

測所で、午前2時40分ごろに洪水が起きる危険性がある「氾濫危険水位」を超えました
。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【北海道 日高町 避難勧告の対象地区を拡大】
北海道日高町は、高波による浸水のおそれがあるとして午前2時に厚賀地区の201世
帯390人に新たに避難勧告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【北海道 清水町 新たに２４３８世帯に避難勧告】（続き）
清水町は、このほか、町内の清見地区、公栄地区、西文化地区、西清水地区の合わせ

て350世帯722人に避難指示を出しています。
（2016年8月31日 2:13 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年08月31日 01:52】



次の地域に警報が発表されています。

［胆振西部］洪水・波浪

［胆振中部］波浪

［胆振東部］波浪

［日高西部］洪水・波浪

［日高中部］波浪

［日高東部］大雨・波浪

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.1】根室半島沖 深さ41.3km 2016/08/31 01:48:04

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【北海道 清水町 ３５０世帯に避難指示】
北海道清水町は、町内を流れるペケレベツ川の一部が決壊して付近の住宅に浸水する

おそれがあるため、31日午前0時20分に清見地区、公栄地区、西文化地区、西清水地区
の合わせて350世帯722人に避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【北海道 日高町 ８９世帯の避難勧告を避難指示に】
北海道日高町は、町内を流れる千呂露川の護岸が崩れそうな場所があり、氾濫のおそ

れがあるとして、午前1時15分に、千栄地区の89世帯145人に出していた避難勧告を、
避難指示に切り替えました。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月31日 01:13】
石狩、後志地方では、３１日明け方まで土砂災害に警戒してください。

［石狩南部］大雨

［羊蹄山麓］大雨

［後志西部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【北海道 様似町 ５０世帯に避難指示】
北海道様似町は、町内を流れるオコタヌシ川の水が一部の地区であふれたことから、

31日午前1時に栄町の50世帯80人に避難勧告を出しました。午前1時40分現在、1世帯3
人が避難しています。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 



【北海道 苫小牧市 ２０９世帯に避難勧告】
北海道の苫小牧市は、高波のおそれがあるとして、午前1時半、有明町、小糸井町、字
糸井の209世帯364人に避難勧告を出しました。市は糸井小学校に避難所を開設してい
ます。

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【北海道 中札内村 ５２世帯に避難指示】
北海道の中札内村は、町内を流れる札内川の水位が上昇し、氾濫するおそれがあると

して、午前1時半、常盤と元札内の合わせて52世帯136人に避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【北海道 清水町 新たに２４３８世帯に避難勧告】
北海道清水町は、町内を流れるペケレベツ川の水があふれたため、31日午前1時10分、
新たに清水地区の2438世帯に避難勧告を出しました。

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M3.4】青森県東方沖 深さ60.4km 2016/08/31 00:44:42

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年08月31日 00:20】
次の地域に警報が発表されています。

［渡島北部］波浪・高潮

［渡島東部］大雨・洪水・波浪・高潮

［渡島西部］波浪

［檜山北部］暴風

［檜山南部］大雨・洪水・暴風

［檜山奥尻島］暴風

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【北海道 螺湾川が氾濫危険水位超える】
北海道によりますと、足寄町を流れる螺湾川は31日午前0時10分、町内の螺湾川観測所
で洪水の危険性が非常に高くなる氾濫危険水位を超えました。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【十勝地方 気象警報 2016年08月30日 23:55】
十勝地方では、３１日朝まで土砂災害や河川の増水に、３１日明け方まで低い土地の

浸水に、３１日昼過ぎまで高波に警戒してください。



［十勝北部］大雨・洪水

［十勝中部］大雨・洪水・波浪

［十勝南部］大雨・洪水・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【北海道 新得町付近で１時間に９０ミリの雨か】（続き）
災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨情報を発表して、安全

を確保するよう呼びかけています。

（2016年8月31日 0:03 NHK）
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【北海道 新得町付近で１時間に９０ミリの雨か】
気象庁によりますと、北海道の新得町南部付近では、レーダーによる解析で、30日午
後11時半までの1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が降ったと見られます。
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【十勝地方 記録的短時間大雨情報 2016年08月30日 23:59】
２３時３０分北海道で記録的短時間大雨

新得町南部付近で約９０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。

　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【北海道 富良野市と南富良野町付近で１時間９０ミリの雨か】（続き）
災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨情報を発表して、安全

を確保するよう呼びかけています。

（2016年8月30日 23:57 NHK）
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【北海道 富良野市と南富良野町付近で１時間９０ミリの雨か】
気象庁によりますと、北海道の富良野市付近と南富良野町の東部付近では、レーダー

による解析で、30日午後11時半までの1時間におよそ90ミリの猛烈な雨が降ったと見ら
れます。

　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【上川地方 記録的短時間大雨情報 2016年08月30日 23:52】
２３時３０分北海道で記録的短時間大雨



富良野市付近で約９０ミリ

南富良野町東部付近で約９０ミリ

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【北海道 南富良野町 避難指示さらに拡大】
北海道南富良野町は、ダムの放流で空知川の下流の水位が上がるおそれがあると

して、30日午後11時半すぎ新たに金山地区と下金山地区の合わせて37世帯、64人に避
難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【台風１０号は温帯低気圧に 北海道・東北は引き続き警戒】
大型の台風10号は、北海道の西の海上で温帯低気圧に変わりました。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【北海道 芽室町 ２８２世帯に避難指示】
北海道芽室町は、町内を流れる川から水があふれ、住宅地が浸水するおそれがあると

して、30日午後11時30分、南町、花園町東、錦町、麻生町の282世帯759人に対して避
難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【北海道 芽室川が氾濫危険水位超える】
北海道によりますと、芽室町などを流れる芽室川は、30日午後11時30分、町内の芽室
川観測所で洪水の危険性が非常に高くなる氾濫危険水位を超えました。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【北海道 南富良野町 避難指示の地域拡大】
北海道の南富良野町は、土砂災害の危険性が高まっているとして、30日午後11時半前
、新たに落合地区の一部に避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月30日 23:27】
次の地域に警報が発表されています。

［根室北部］大雨

［根室南部］波浪

［釧路北部］大雨



［釧路中部］大雨

［釧路南東部］大雨・波浪

［釧路南西部］大雨・洪水・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【北海道・函館 松倉川で氾濫危険水位超える】
北海道によりますと、函館市を流れる松倉川は午後11時、市内の上湯川町にある松倉
川観測所で洪水の危険性が非常に高くなる氾濫危険水位を超えました。

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月30日 22:58】
次の地域に警報が発表されています。

［石狩中部］大雨

［石狩南部］大雨・暴風

［後志北部］大雨・暴風

［羊蹄山麓］大雨・洪水・暴風

［後志西部］大雨・暴風

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【東北地方 気象情報 2016年08月30日 22:54】
大型の台風第１０号は、函館市の南西海上にあって北西へ進んでいます。引き続き３

１日にかけて、北部を中心に、暴風、高波、土砂災害、河川の増水やはん濫に厳重に

警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【北海道 長流川が氾濫危険水位超える】
北海道によりますと、伊達市を流れる長流川は、午後10時50分、伊達市大滝区優徳町
にある優徳観測所で、洪水の危険性が非常に高くなる氾濫危険水位を超えました。

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M3.7】青森県東方沖 深さ5.0km 2016/08/30 22:42:22

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【北海道・北見 無加川で氾濫危険水位超える】
北海道によりますと、無加川は午後10時40分、北見市留辺蕊町にある温根湯観測所で



洪水の危険性が非常に高くなる氾濫危険水位を超えました。

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【北海道 南富良野町 避難指示を８９世帯に拡大】
北海道の南富良野町は、町内を流れるユクトラシュベツ川の水位が上がり、川の水が

あふれるおそれがあることから、午後10時半前、町内の幾寅地区に出している避難指
示の対象を89世帯193人に拡大しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【北海道 幕別町 ３２８３世帯に避難勧告】
北海道幕別町は、町内を流れる川の水位が上がり、氾濫のおそれがあるとして、午

後10時に町内の千住地区の一部や西町地区、北町地区など、9つの地区の合わせて3283
世帯7244人に避難勧告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【北海道 斜里町 １８世帯に避難指示】
オホーツク海側の北海道斜里町は、奥蘂別川が増水し氾濫するおそれがあるとして、

午後10時に、町内の朱円西地区の18世帯に避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年08月30日 22:00】
次の地域に警報が発表されています。

［網走東部］大雨・洪水

［北見地方］大雨・洪水

どるぴん @carapowa1 · 12時間12時間前 
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
東通、やっぱりあがってる。

豊岡は何?　すごい数値なんだけど何かの間違い？
https://t.co/rW89VZ6B6r

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年08月30日 21:36】
渡島、檜山地方では、土砂災害や低い土地の浸水、暴風に警戒してください。渡島地

方では、河川の増水や高波、高潮に警戒してください。

［渡島地方］大雨・洪水・暴風・波浪・高潮

［檜山地方］大雨・暴風

https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://t.co/rW89VZ6B6r


特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年08月30日 21:28】
上川地方では、３１日昼前まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。

［上川中部］大雨・洪水

［上川南部］大雨・洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月30日 21:13】
次の地域に警報が発表されています。

［石狩南部］大雨・暴風

［後志北部］暴風

［羊蹄山麓］大雨・暴風

［後志西部］大雨・洪水・暴風

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【北海道新幹線 運転見合わせ 2016年8月30日 21:03】
台風10号の影響で、終日、運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【北海道 斜里町の一部に避難勧告】
オホーツク海側の北海道斜里町は町内を流れる幾品川が増水し氾濫のおそれがあると

して、午後8時45分、豊倉地区の12世帯に避難勧告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【北海道 日高町 ８９世帯に避難勧告】
北海道日高町は、町内を流れる千呂露川が氾濫するおそれがあるとして、午後8時20分
に千栄地区の89世帯145人に避難勧告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月30日 20:20】
石狩、後志地方では、３０日夜遅くから３１日未明まで低い土地の浸水や暴風に警戒

してください。

［石狩南部］大雨・暴風

［後志北部］暴風

［羊蹄山麓］大雨・暴風

［後志西部］大雨・暴風



特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【北海道 南富良野町 ４２世帯に避難指示】
北海道の南富良野町は、町内を流れるユクトラシュベツ川の水位が上がり、一部で堤

防が決壊するおそれがあるとして、午後7時50分に幾寅地区の42世帯95人を対象に避
難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【北海道 占冠村の一部に避難勧告】
北海道占冠村は台風の大雨で住宅地が浸水するおそれがあるとして、午後7時48分に上
トマム地区の163世帯、257人に避難勧告を出しました。村は「トマムコミュニティセ
ンター」に避難所を開設しています。

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.5】浦河南方沖 深さ58.6km 2016/08/30 19:28:52

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【十勝地方 気象警報 2016年08月30日 19:26】
十勝地方では、３１日朝まで土砂災害や河川の増水に、３１日昼過ぎまで高波に警戒

してください。

［十勝北部］大雨・洪水

［十勝中部］大雨・洪水・波浪

［十勝南部］大雨・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【北海道 清水町 新たに避難勧告】
北海道清水町は町内を流れる川の水位が上がり、住宅地が浸水するおそれがあると

して、午後7時15分、新たに町内の御影中央地区の38世帯、99人に対して避難勧告を
出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【北海道 斜里町 猿間川が氾濫危険水位超える】
北海道によりますと、猿間川が、午後6時半、斜里町にある猿間観測所で洪水の危険性
が非常に高くなる氾濫危険水位を超えました。

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08月30日 19:19】



網走地方では３１日明け方まで、北見地方では３０日夜遅くから３１日昼前まで、河

川の増水に警戒してください。

［網走東部］洪水

［北見地方］洪水

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年08月30日 18:46】
次の地域に警報が発表されています。

［胆振西部］大雨・暴風・波浪

［胆振中部］大雨・暴風・波浪

［胆振東部］暴風・波浪

［日高西部］洪水・暴風・波浪

［日高中部］大雨・暴風・波浪

［日高東部］大雨・暴風・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【北海道 白老町 ２１６世帯に避難勧告】
北海道白老町は、高波などの被害のおそれがあるとして、午後6時半に萩野や北吉原な
どの4地区の沿岸部の合わせて216世帯432人に避難勧告を出しました。

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08月30日 18:32】
上川地方では、３１日昼前まで土砂災害に警戒してください。

［上川中部］大雨

［上川南部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【北海道 清水町の３３３世帯に避難勧告】
北海道清水町は、町内を流れる川の水位が上がり住宅地が浸水するおそれがあると

して、午後5時50分、町内の公栄地区、西文化地区、西清水地区の合わせて333世帯、
690人に避難勧告を出しました。
特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 

【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年08月30日 17:23】
石狩、後志地方では、３０日夜遅くから３１日未明まで暴風に警戒してください。

［石狩南部］暴風

［後志北部］暴風



［羊蹄山麓］暴風

［後志西部］暴風

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【北海道 登別市の１７２０世帯に避難勧告】
北海道登別市は、高波で被害が出るおそれがあるとして、午後5時に、沿岸部の鷲別町
や幌別町などの16の地区の1720世帯、3192人に避難勧告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年08月30日 16:55】
宗谷地方では、３０日夜遅くから３１日明け方まで暴風に警戒してください。

［宗谷北部］暴風

［利尻・礼文］暴風

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年08月30日 16:55】
次の地域に警報が発表されています。

［胆振西部］大雨・暴風・波浪

［胆振中部］大雨・暴風・波浪

［胆振東部］暴風・波浪

［日高西部］暴風・波浪

［日高中部］暴風・波浪

［日高東部］大雨・暴風・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年08月30日 16:27】
根室、釧路地方では、土砂災害や高波に警戒してください。

［根室北部］大雨

［根室南部］波浪

［釧路北部］大雨

［釧路中部］大雨

［釧路南東部］大雨・波浪

［釧路南西部］大雨・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年08月30日 15:52】
次の地域に警報が発表されています。



［渡島北部］大雨・暴風・波浪・高潮

［渡島東部］大雨・暴風・波浪・高潮

［渡島西部］大雨・暴風・波浪

［檜山北部］大雨・暴風

［檜山南部］大雨・暴風

［檜山奥尻島］大雨・暴風

（…すいません、このへんで根性と時間が尽きました…ｗｗｗ）

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 北海道 新得町 
【M2.8】大雪山系 深さ134.8km 2016/08/30 14:18:25

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ15.9km 2016/08/30 13:17:50

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 
【M2.8】浦河南方沖 深さ5.3km 2016/08/30 10:33:28

地震マップ @eq_map · 8月30日 
【M2.6】根室半島沖 深さ46.5km 2016/08/30 10:01:33

https://www.youtube.com/watch?v=BY_ahq1XGFg
[MAD]誰ガ為ノ世界 [東京喰種] 
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…起立性貧血と、異様睡魔…
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月31日11:18
　

…なんかまた、暴風域に入った…★
　

https://85358.diarynote.jp/
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（８月31日）　予知夢というより予告的な漠然な夢を視たんですけどね…？？

https://85358.diarynote.jp/201608311819515809/

（…古りす蟄居して不全をナスのヌカ漬…）

2016年8月31日 リステラス星圏史略　（創作）

　

…そうそう…台風の音を聞きながらの夜明けの夢で…

なにやら「新しい部屋と新しい仕事（応援係？？）」に、

「とつぜん？引っ越し」の…？

予知夢というより予告的な漠然な夢を視たんですけどね…？？

https://www.youtube.com/watch?v=mBki4N1aMqU&nohtml5=False
嵐のデスティニィ
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https://www.youtube.com/watch?v=L0FSMyFs6-U
Gundam Wing OP2 Rhythm Emotion Full Version

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 

大事なことは

おまえ自身が

しっかり生きていくことだ。

”ブッダ”　手塚治虫

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

https://www.youtube.com/watch?v=WuSuyWal5KI
EGOIST　『Planetes』
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（８月31日）　「眠れないお昼寝」（はんぶん金縛り？）にうなされながら、

https://85358.diarynote.jp/201608311908079362/

【M6.7】PAPUA NEW GUINEA 520.0km／【M5.0】VANUATU
105.4km ...

2016年8月31日 環境は、生命圏で、生存権。

　

https://www.youtube.com/watch?v=n1YxvKIuHtk
黒木渚「大予言」MV 

（承前）

…ははははは…（哭）

http://85358.diarynote.jp/?day=20090831
「想定震源域の真ん中にある浜岡原発」

（2009年8月31日）

https://www.youtube.com/watch?v=EaZRu-sCIh8
黒木渚「ふざけんな世界、ふざけろよ」MV（short ver.） 
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てなことでＰＣ前に戻ってきてウロウロしております…

本日の私のアタマは、使いものになりません…

（台風「逝った」と騙しておいて、「低気圧」は全然まったく、勢力衰えてないじゃないで

すか…）

怠い…眠い…力が入らない…貧血？…

…肺の中から腐って死んだ白血球の臭いが漂ってくるよぅ…（涙目）…★

https://www.youtube.com/watch?v=XL6xbTfaDco
黒木渚「灯台」国際フォーラムホールC 2016.06.03（Live/Encore）

「眠れないお昼寝」（はんぶん金縛り？）にうなされながら、

１７：２０頃に地震の速報があったのに、

１７：４０頃には情報ごと消滅していたのは…何だったんだろう…？？

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第3報)◆◆【M4.1】八丈島東方沖 深さ50km 2016/08/31
17:20:37発生 最大予測震度1

…これか…「有感地震にならなかった」ので、栗鼠とから削除と…。

…なるほど。（＾＾；）☆

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M5.0】VANUATU 105.4km 2016/08/31 14:37:22JST, 2016/08/31 05:37:22UTC

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 5時間5時間前 
At least 11 dead after Typhoon Lionrock batters northern Japan
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/770842394602254336

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=XL6xbTfaDco
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/770842394602254336


8月31日12時50分
北海道：十勝川の下流の「茂岩」で、氾濫危険水位を超過。浸水想定地区が発表され

、厳重な警戒を呼びかけています

（http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/river/8101080001/ …）
画像：12時50分現在の十勝川：白鳥大橋
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/770833311757328384

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M6.7】NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA 520.0km 2016/08/31
12:12:29 JST[UTC+9]

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
8月31日
台風10号の記録的な雨で、岩手、北海道の各地の河川が氾濫。
堤防の決壊：被害が拡大しています。高齢者施設で９名死亡。今後も氾濫する可能性

がある河川があるので、厳重な警戒を呼びかけています。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/770805750197129217

…画像２は「昨日の朝の札幌」でした…。

https://www.youtube.com/watch?v=-t9x4hLryZE
黒木渚「アーモンド」（Live at EX THEATER ROPPONGI 2016. 01.11） 

…画像３は、次項参照…⇒

https://www.youtube.com/watch?v=5pFImHe-318
黒木渚「テーマ」from 2015.10.7 RELEASE 2nd album
「自由律」限定盤B（CD＋LIVE DVD）

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/river/8101080001/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/770833311757328384
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/770805750197129217
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（８月31日）　猫と建築と下町と中年恋愛の話。

https://85358.diarynote.jp/201608311912488625/

「大切なことはみんな漫画から教わった」…（少し違…）

2016年8月31日 ダイエット コメント (1)
　

前項の画像３はこれね。

（＾＾；）

君の天井は僕の床 3 (クイーンズコミックス)
コミック 集英社 発売:2012/08/24 453円

猫と建築と下町と中年恋愛の話。

…なかなかほのぼのしました…♪
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あれ？

画像が出ないゾウ…★
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（８月31日）　…一応「これで終わっている」掌編のようですが…

https://85358.diarynote.jp/201608312030036806/

（こんなことになろうとは、思ってもみなかった。）　（高校？

〜派遣頃？）

2016年8月31日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=3QL2J_nxFP0
Hans Zimmer’s Best Movie Themes 

さて。（＾＾；）

ひとしきり机の上のゴタゴタを押しのけ掻き分け、多少はスッキリさせました…☆彡

貼ってある音楽と入力内容はあまりイメージが関連しないんですが…（＾＾；）

（「もちべアップ用」優先…）

自分を嫌いにならないために…

とにかく。匍匐前進を、続けます…☆

　……こんなことになろうとは、思ってもみなかった。

　彼女に関する奇妙な噂は聞いていた。吸血鬼、魔女…あるいは、せいぜいマシなと
ころで吸血癖のある気狂いだと、言うのだ。

　かつてのB.F.は皆、彼女と一緒にいる時に事故死や変死を遂げ、死体の見つかったた
めしはないと。（これは僕も巡査に尋きに行って確かめた。）

https://85358.diarynote.jp/201608312030036806/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608312030036806/
https://www.youtube.com/watch?v=3QL2J_nxFP0


　だけどそれがどうだと言うのだ？

　行きずりの旅行者だった僕は、そんな噂を教えられるずっと以前にすっかり彼女、

ルルドーの美しさに魅せられてしまっていたのだし。

　そこで僕は愚かにも、田舎街の偏狭な人々が彼女の奔放な美しさをねたんで、古い

言い伝えをでも持ち出したのだろう。可哀想な、孤独な彼女！…と、ひそやかな騎士
道的道場に酔いしれてさえいたのだ。

　その奔放さを、と言えば彼女はまったく、かつて見たことのないほど気まぐれな

女だった。雨が見たいと急に言い出すので夏の日照りの中、天気予報を追いかけて丸

一昼夜も車で走らせたことがある。

　すると、あと小一時間もすればようやく小雨降る圏内に入ろうという時になって、

言ったものだ。

　アタシ雨ハ嫌イヨ、オ気ニ入リノ青イ傘、持ッテ来テナインデスモノ！

　……しかしそういった時の彼女の、なんと愛らしく、無邪気な気品さえたたえた物
腰だったことだろう。

　彼女ほどに気まぐれの似合う存在もあるまい。唯一いるとすれば…　それは高貴な
血統をひく猫の女王だけだ。

　その上に、彼女には、鮮やかによく動く紅い唇と、白く華奢な肢体があった。

　私は徐々に彼女を愛した。

　彼女の高貴な魂を。

　いや、出会った最初の瞬間には彼女を恋していたのかもしれない。

　旅先の恋にすぎない筈の感情はまたたくまに激しく燃え上がり…

　滞在をのばしのばしして直ぐに費やしてしまった短い夏の終り、わたしの心は既に

固く決められていた。



　言うのだ…　彼女の前で。

「え、なんですって、」

　わたしのつたない申し込み（プロポーズ）の言葉を聞いた時、彼女は、それが癖の

肩をすくめるようなやりかたで、小首をかしげた。

「本気なの？」

「もちろん。」

　熱をこめて本気であることを誓う以外、わたしに何ができただろう？

「休暇はもうじき終わってしまうけれど、幸い…と言うべきか君には身寄りもいない
。どうか私といっしょに来てはくれないだろうか？　わたしは君と一緒にいたいのだ

。永遠に。ずっと。片時も離れることなく。」

「出来ることなら君とひとつの体になってしまいたいくらいだよ。」

　わたしが熱にうかされやすい性質（タチ）の青年だったことは否定するわけには行

かない。だけど少なくはない経験の上でわたしは知ってもいたのだ。

　そう。女性は必要以上に大げさな言いまわしを、好むものだということ。

　事実、彼女は最後のセリフを聞くと…　ニッと謎めいた微笑を浮かべてわたしの肩
に美しい双腕をかけたのだ。

「うれしいわ。本当に、そう思っていて下さって？」

　あたりはひと気のない夕暮れの森だった。

　わたしは見た。彼女の瞳が魔性にきらめくのを。

　…見たと、思った。

「助かったわ。この体はもう大分古くなっていたのですもの。今度はあなたのを使わ



せてもらえるのね。」

　美しい、紅い唇がわたしの息をふさぐ。

「…やれやれ」

　高い声でわたしは呟くと、足元にころがるそれを見つめた。

　わたしの正体を秘密にしておくためにも、始末しておかねばならない。

　車に乗せ、村一番の高い崖にむかって全速を出すように仕掛けをする。

　空に飛び出していく最後に、かつては美しかった、異形の魂に支配を受けていたが

故に不自然な速さで腐敗をとげようとしている "彼女" の横顔が見える。

とりあえず、これに追加〜☆

　↓

http://p.booklog.jp/book/109314/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－０－X　（転生管理委員会） 

 
       
 

コメント

file:///tmp/puboo/125150/446898/book/109314/read
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月31日20:30
　

…一応「これで終わっている」掌編のようですが…

どうもオチの文章が、いただけないなぁ…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月31日20:33
　

お☆彡

　↓

『出立の類型 』

　はじめて「お話」を文字で書いたのは、小学校２年の時？に、たしか夏休みの宿題で提出した

、「あきかんぼうやのぼうけん」でしたｗ　さすがにその原稿は残っていませんが……（＾＾；
）　古い古い、でもけっこう気... [ 編集 ] 
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（８月31日）　『ゆうれい荘　漫画図書室』

https://85358.diarynote.jp/201608312045002519/

『　ゆうれい荘　漫画図書室　宇宙人墜落奇譚　』　（たぶん

高校）

2016年8月31日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=3QL2J_nxFP0
Hans Zimmer’s Best Movie Themes 

（不思議の旅人物語）

『　ゆうれい荘　漫画図書室　宇宙人墜落奇譚　』

主人公・あたし＝　緑野　松子

主要登場人物　＝　清峰　鋭　＆　謎の宇宙人

その他　＝　弟（緑野のはら）、オヤジ様、オフクロ殿、友人ども。

コロ・ポックル（犬）

…とりあえず、コレに入れておいたけど…
　↓

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） 

https://85358.diarynote.jp/201608312045002519/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=3QL2J_nxFP0
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/104348/read


…分類、違うような気もするなぁ…☆
　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年1月24日16:44
　　↑

…コレだね…ｗ
　　↓

http://p.booklog.jp/book/116419/read
『SAP＊ORO の 物語』（仮題） 
　　↑

「関東にいた頃」には、「判らなかった」はずさぁ…ｗ
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（８月31日）　わたし、リオネイナ・ユリィヘルン。日記をつけるのは大っキライ。

https://85358.diarynote.jp/201608312117233412/

「こんぐらかった 海賊船 !!」　（中学）

2016年8月31日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?
v=LYAJT5OLx2Q&list=PL1kQ_4hZsVXuqJIbyAnDqgWuxWy5aCmt5
„Roman Holiday" (1953, William Wyler) -- Main Title by Georges Auric 

書きおろし　コメディ・ロマン… ♪ …　連載第一回

　　　こんぐらかった 海賊船 !!

　その１　…　６月１０日

　わたし、リオネイナ・ユリィヘルン。日記をつけるのは大っキライ。

　でも今日みたいにとんでもない事のあった日には、何か記録を残しておかないと、

後で自分の正気を疑う事になるわ。

　案外、あとで体験記として出版したりしたら、ベスト・セラーになったりして…

　女優志望の人間にとっては、ネームバリューがあるというのは、役をつか、…じゃ
ないテに入れる…違った。役をもらう。（かな？）　際に、非常に有利な条件になり
ます。　…あはん。

　とにかくまあ最初から始めましょう。

　本日正午づけ。食卓で始まった父者人（ててじゃびと）との大ゲンカは、なんと延

https://85358.diarynote.jp/201608312117233412/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608312117233412/
file:///tmp/puboo/125150/446898/f212ead7aab05cb485c2/31130/epub/OEBPS/image/85358_201608312117233412_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LYAJT5OLx2Q&list=PL1kQ_4hZsVXuqJIbyAnDqgWuxWy5aCmt5


々三時間にも及び、（ここんとこ毎日だわ！）

　メイド達が皆あきれて昼寝（シェスタ）に行ってしまってからも、ずっと努鳴り…
　ちょっと待ってね。辞書を引くから…　怒鳴りあっておりました。

　誓って断言するけれど、わたしの片意地と大声は、絶対に父親かたの血統よ。

　それを棚に上げて貴婦人らしくないなんて言われたって…！

　知るもんですか!!

https://www.youtube.com/watch?v=fM9634oLr2I
Roman Holiday（ローマの休日）－Audrey Hepburn 

「まぁすてき。 "ローマの休日" みたい。」

　あたし、リオネイナ・ユリィヘルン・デュ＝カタルナ。貴族の娘よ。もちろん。」

　……なんてね。今あたし、赤ちゃんの靴下、編んでるの。

 

https://www.youtube.com/watch?v=fM9634oLr2I


 

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月31日21:18
　

中２にしては絵は上手かったかな？

ｗ（＾ｗ＾；）ｗ
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（８月31日）　（むしろハーロックの影響だったんじゃー、ないかなー…？？）

https://85358.diarynote.jp/201608312202071939/

「リイナと奇妙な海賊船」　１　（中学）

2016年8月31日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=pAL5FM-wDb4
Fire Treasure / 炎のたからもの - Lupin III / 
ルパン三世 カリオストロの城 - Yuji Ohno / 大野 雄二 

（いや、これ書いてた中学のころは、たしかまだ公開前でしたよ、これ…）
（むしろハーロックの影響だったんじゃー、ないかなー…？？）

https://www.youtube.com/watch?v=_rZ2EmXwXpY
宝島, Takarajima OP 

https://85358.diarynote.jp/201608312202071939/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608312202071939/
https://www.youtube.com/watch?v=pAL5FM-wDb4
https://www.youtube.com/watch?v=_rZ2EmXwXpY


　　　リイナと奇妙な海賊船

　四月一日　エイ　

　………。

　あたくしの思考は完全停止、もうにっちもさっちも行かなくなってしまった。…そ
こは、袋小路の行き止まりだったので。

　追手たちの、総勢百人にも上る…ているように思われた…混乱した靴の音が、直ぐ
曲がり角の向う側にまで迫っている。

　万事休してしまったのだわ、あたくしの折角の逃避行が。

　夢も。希望も。…

　…またあの暗い陰鬱な日々。

　そして、いつか来るだろう、お父様の言うがままの冷たい政略結婚…。

　暗く湿った裏小路で薄汚れたビルの外壁にもたれかかりながら、ズルズルと膝の力

がだらしなく抜けて行ってしまったからと言って、それは何もあたくしが弱い所為（

せい）じゃない。

　ふっ…と、一瞬、自分の意志には反して精神活動が停止してしまっていたようだ
った。

「 Hey ! Come on ! Harry !! 」

　不意に。頭の上から、かなりくだけた発音の英語と共に、極く細い縄梯子が一条降

って来た。それから、同じ声で、

「急げっつってんだよお嬢さん!!　あと三十秒で敵さんこの小路に入っちまう」

　日本人（ヤパーン）。



　聞き覚えのある声。

　あたくしは…　はしたないお話だけれど…

　とっさの間にスカートを膝の上までたくし上げ、かかとの取れたハイヒールも何も

かもをかなぐり捨てて、その縄梯子を頼りにしてビルディングの壁をよじ登った。

　　　　　Ｏ

　やはり、話の筋をはっきりさせる為には、コトの起りから順序立てて書いていった

方が良いのでしょうね。だろうと思う。あたくし、現在家出中。十六歳。

　本名、リーナこと、リオネイナ・ユリィヘルン。こと、あたくしの

　このとんでもない冒険行が始まったのは、その日から丁度二週間前の昼下がり…。

　　　☆　四月一日　エイプリル・フール

　昼寝（シェスタ）の時間だった。

　人気（ひとけ）のない港を見降ろす、春たけなわの丘の牧草地を下って、あたくし

はただあてもなしに歩き続けていた。

　ギラつく太陽。　熱い砂。

　狂い咲きのひまわり。

　渇ききったほこりと海の風。

　…そんなものが交互に入り混じって、あたくしの心に拭きつけて来る。

　無論、午後のこの一番陽差しの強いひと時に日傘もヴェールも、ましてや従女の一



人もなしに表に出るなどという事が、まともな…それも名家の…子女の正気の沙汰だ
とは思ってもいない。

　それでもあたくしはやはり無目的に歩いて行き、やがて静まりかえった港の一角に

出て、そこで意外…としか言いようのないものを、八件した。

　…海賊船…!!!?　

　正直言ってあたくしは目をむいてしまった。

　始め、優雅に帆を広げたまま出港準備を進めている帆船を目にした時には、どこぞ

の有閑人が退屈しのぎに浸かっているものかとも思って、たいした注意は払わなかっ

たのだけれど…

（　海・賊・船？　）

　正直言ってあたくし、目をむいてしまった。

　メーンマストの望楼の上でいかにもそれらしくはためいていたのは、まぎれもなく

、あの有名な、どくろと骨のぶっちがい…海賊旗（ブラックジャック）。

　まあ、何の変哲もない昼下がりの港の石だたみの上に、いきなりこんなものを停泊

されていては、驚くな、と言う方が無理な話。

　…でも、これ、………現実なのだわね。

　たっぷり三分間は痴呆馬鹿のように突っ立っていてから、ようやく…　という感じ
であたくしは気をとりなおした。つまり。

（ああ。要するにこれ、ロケーション用ですのね）!!

　今にして考えれば、あそこでそんなにも理性的、かつ常識的なものの考え方をして

しまったのが、…全てのコトの始まりだったのですけれど。である。

　とにもかくにもその頃、まだ十五歳で、ただひたすら女優になるんだと夢ばかりを

描いていたあたくしは、それ以上深く考えもしなかったあたくしは、船積み作業のま

っただ中へ歩み寄って行った。



　教訓：　早や飲み込みは事故のもと。

https://www.youtube.com/watch?v=0XC04asEHfY
宝島／小さな船乗り（セリフ入り）　町田義人 

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月31日22:06
　

ちなみにこの時期は、かなりどっぷり

「美内すずえ」の影響が入ってる…ｗｗｗ
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（８月31日）　前項２つ、とりあえずファイル分冊。

https://85358.diarynote.jp/201608312234044039/

（仮）

2016年8月31日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=7oH-OkOpX0c
サンバ·テンぺラード　ルパン三世カリオストロの城BGM 

前項２つ、とりあえずファイル分冊。

　↓

http://p.booklog.jp/book/109410/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

「リイナと奇妙な海賊船」 

…おや？　いいのかこれ…？ｗｗ
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=I3FWwUXniN8
ルパン三世 カリオストロの城 

https://www.youtube.com/watch?v=5whe3JvKJhk
Lupin the 3rd - Samba Temperado [ Live ] - Yuji Ohno 

https://www.youtube.com/watch?v=wa-Mq_KX_Xo
銭形マーチ LIVE ver. "Lupin the third" 

https://www.youtube.com/watch?v=Nj_wQg2F7-w
【公式】宇宙海賊キャプテンハーロック 01:「宇宙にはためく海賊旗」

…ぅおお…♪♪　！（＠◇＠；）！…♪

https://85358.diarynote.jp/201608312234044039/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608312234044039/
https://www.youtube.com/watch?v=7oH-OkOpX0c
file:///tmp/puboo/125150/446898/f212ead7aab05cb485c2/book/109410/read
https://www.youtube.com/watch?v=I3FWwUXniN8
https://www.youtube.com/watch?v=5whe3JvKJhk
https://www.youtube.com/watch?v=wa-Mq_KX_Xo
https://www.youtube.com/watch?v=Nj_wQg2F7-w


（以下、もちろん脱線して、本日の作業終了…ｗ）

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年8月31日22:44
　

…あたま、動かないと思ったよ…（ＴＴ；）…

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 熊本 宇土市 

【最大震度5弱】(気象庁発表) 熊本県熊本地方 深さ約10km M4.9 31日19時46分頃発生
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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）　いろんな声が聞こえてきます。見えない世界からも聞こえてくるかもしれま
せん。

（８月１日）

https://85358.diarynote.jp/201608010833212827/
https://85358.diarynote.jp/201608010905506804/
https://85358.diarynote.jp/201608010907585949/
  
（８月２日）

https://85358.diarynote.jp/201608020807219089/
https://85358.diarynote.jp/201608020906105933/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2016年8月3日8:30
 
…天気図を観る限り、そんなになるとも思えないのに、
…何故こんな、凄い事態に…？？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201608020907365465/
 
 （８月３日）
https://85358.diarynote.jp/201608030907177827/
https://85358.diarynote.jp/201608030908327226/
https://85358.diarynote.jp/201608030909195499/
 
（８月４日）

https://85358.diarynote.jp/201608040927148483/
https://85358.diarynote.jp/201608041011167116/
https://85358.diarynote.jp/201608041011452157/
 
（８月５日）

https://85358.diarynote.jp/201608050807536295/
https://85358.diarynote.jp/201608050920563408/
https://85358.diarynote.jp/201608050922599565/」
 
（８月６日）

https://85358.diarynote.jp/201608060858319935/
https://85358.diarynote.jp/201608060904307138/



https://85358.diarynote.jp/201608060911028404/
https://85358.diarynote.jp/201608062245375357/
 
（８月７日）

https://85358.diarynote.jp/201608070816073949/
https://85358.diarynote.jp/201608070846014455/
https://85358.diarynote.jp/201608080005275073/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 

地球は壊滅と再生をくり返した惑星

それを人類は、つい忘れちゃう。学校で習ったように、巨大隕石が地球を壊滅させた

記録、世界中で破局的噴火を起こし壊滅させた記録、恐竜は何で絶滅したのか？とか

、いろいろ痕跡がある

そんな地球上に生きてる人類なのに「争い：戦争」とかやってる場合じゃない

…あれ…？（＠＠；）？

りある情報チェックのはずだったのに…

いつの間に、ネタ帳に…？？？

★…ｗ（－－；）ｗ…★
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
（８月８日）

https://85358.diarynote.jp/201608080832541528/
https://85358.diarynote.jp/201608080901596448/
https://85358.diarynote.jp/201608080903007488/
https://85358.diarynote.jp/201608080903484216/
 
（８月９日）

https://85358.diarynote.jp/201608090803208983/
https://85358.diarynote.jp/201608090859529613/
https://85358.diarynote.jp/201608090902258110/



https://85358.diarynote.jp/201608090904289016/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
K.K.Ramone @KkDPTS · 7月27日 
今日泊まりに来たオランダ人地学者のゲストが「え！？日本では地学を教えている高校がほとん

ど無いだって！？世界の10%の火山が日本にあるんだぞ？地学を世界で一番必要としてるはず
だろ？」と驚いていました。

ここ最近で最も納得させられた意見だった。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
（８月10日）
https://85358.diarynote.jp/201608100900112834/
https://85358.diarynote.jp/201608100937499947/
https://85358.diarynote.jp/201608100940177844/
https://85358.diarynote.jp/201608100942009364/
 
 



意外に「杉谷好一ごのみ」だったりする音楽♪

https://85358.diarynote.jp/201608041315557767/

「　下ノ畑ニ　ヲリマス。　」　（サ行りす　変革活用…違っ）
　⇒本日時間切れ〜☆

2016年8月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=7w0PjT_hRgY
千年の祈り　Sen Nen No Inori --　姫神 Himakemi 

今日はこの辺りを耕してをります…。
１３：１３。

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』

分冊というか増設というか…。
　↓

http://p.booklog.jp/book/108821/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

https://85358.diarynote.jp/201608041315557767/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201608041315557767/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160804/85358_201608041315557767_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160804/85358_201608041315557767_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20160804/85358_201608041315557767_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7w0PjT_hRgY
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108715/read
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108821/read


５－２－５　「俺と好」（旧題） 

http://p.booklog.jp/book/108818/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－９　『 最終戦争伝説 』 

…この辺り、やたらと書きかけ原稿が多いんだよ…ｗ

どう分冊して、整理したらいいかな〜…☆

https://www.youtube.com/watch?v=lBN7dPtNSuU
生録:交響組曲 宇宙海賊キャプテンハーロック Part1 　CAPTAIN HARLOCK 

ちょっくら「寝落ち椅子」してきますぅ…☆
（１５：２０）

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

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) 

（＾＾；）

ダメです。（＾＾；）

何もする気になれない湿度みっちりde２９℃という環境。（＾＾；）

横になっても熟睡できないし、起きても掃除なんてする気になれないし…ｗ

ちょっくら机の上の雑資料を先に片付けますかね…

（＠１７：３８。）

https://www.youtube.com/watch?v=CV9zj7y2ly8
[official]逃げろ！現実だ feat.オワタP(弱音ハク、亞北ネル) 

…さらにな〜（＞＜ｐ）

file:///tmp/puboo/125150/446898/book/108818/read
https://www.youtube.com/watch?v=lBN7dPtNSuU
https://www.youtube.com/watch?v=MULFx71eonY
https://www.youtube.com/watch?v=CV9zj7y2ly8


窓を開けっぱなしにしておくと、

合成洗剤だの

煙草だの

クソ甘ったるい何やら芳香剤？だの

殺虫剤だの

赤んぼのウンチおむつ放置臭？だの…（－－；）…。

悪臭だらけ、しかも騒音…！★

https://www.youtube.com/watch?v=bH9OA5Qymgw
2013 夏の甲子園　準々決勝　延岡学園の応援　魔曲あまちゃん 

https://www.youtube.com/watch?v=wPwPzZol9v4
11回裏サヨナラ、延岡学園のアルプススタンド あまちゃん〜校歌 

…そぉか…（＾＾；）…
「清クン」とか、「あの連中」に似合う音楽は、フォークギターかと思ってたら、実は、ノリノ

リのブラバンだったか…ｗｗｗ

（そして好が、嫌ァ〜な顔して、とっとと逃げ出す…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=n4vy94pSmks
《吹奏楽ヒット》あまちゃん オープニングテーマ

https://www.youtube.com/watch?v=0_rPhjinrWw
[吹奏楽] あまちゃん オープニングテーマ／ロングバージョン - 陸上自衛隊東部方面音楽隊 

ははははｗ

https://www.youtube.com/watch?v=9ENYObcHKo0
[吹奏楽] ジャパグラXVIII アニメ・ヒーロー大集合! - 陸上自衛隊東部方面音楽隊 

…さてと…（＾＾）…♪

もちょっと、遊んできま〜す…♪

https://www.youtube.com/watch?v=0KA9SnNAn0Q

https://www.youtube.com/watch?v=bH9OA5Qymgw
https://www.youtube.com/watch?v=wPwPzZol9v4
https://www.youtube.com/watch?v=n4vy94pSmks
https://www.youtube.com/watch?v=0_rPhjinrWw
https://www.youtube.com/watch?v=9ENYObcHKo0
https://www.youtube.com/watch?v=0KA9SnNAn0Q


祝典序曲　　エンパイアブラス 

https://www.youtube.com/watch?v=iKp1Rglm7YY
カナディアンブラス　トッカータとフーガ二短調

あ♪　これなんか思いっきり「清クンのテーマ♪」な感じ…？
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=7gvStiNM_Ds
カナディアンブラス　フーガト短調（小フーガ）

https://www.youtube.com/watch?v=Ut_vq0eN1WA
Canadian Brass - Canon 

うん。（＾ｗ＾；）

管弦楽とか吹奏楽って、悲歌を奏していてさえ、

「どっか元気☆」なヤケ笑いになっちゃうところが…

清クンぴったしｗ

https://www.youtube.com/watch?v=-l-E3kyNcag
Canadian Brass: NPR Music Tiny Desk Concert 

（ゆみちゃんが自分のテーマはパイプオルガンにしてくれとか、無茶なリクエストを言ってい

ます…ｗ）（無理！）

（そしたらくっちゃんはリコーダーで、まりちゃんはピアニカか？？）

これこのままＢＧＭに貰ってもいいですか〜？ｗｗｗ

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=3EDGt5l5_20
So Percussion: NPR Music Tiny Desk Concert 

意外に「杉谷好一ごのみ」だったりする音楽♪

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=c8FML8QhcZo
tUne-yArDs: NPR Music Tiny Desk Concert 

https://www.youtube.com/watch?v=iKp1Rglm7YY
https://www.youtube.com/watch?v=7gvStiNM_Ds
https://www.youtube.com/watch?v=Ut_vq0eN1WA
https://www.youtube.com/watch?v=-l-E3kyNcag
https://www.youtube.com/watch?v=3EDGt5l5_20
https://www.youtube.com/watch?v=c8FML8QhcZo


「ミーニエ・マリセのテーマ」…？
https://www.youtube.com/watch?v=c8FML8QhcZo
tUne-yArDs: NPR Music Tiny Desk Concert 
　↑

（「難民キャンプのテーマ」かな…？）

https://www.youtube.com/watch?v=Z0UISCEe52Y
Beirut: NPR Music Tiny Desk Concert 
　↑

あんがい「アルヤさんのテーマ」…？
　↑

うん。（＾＾；）つまり、「私のテーマ」ってことだから…ｗ

これにして下さいｗ　シリアスなのに笑いがとれてしまうあたり…ぴったりｗ

もうこのミニスタジオ？丸ごと貰ってきちゃって下さいｗ

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=XWIvfE01J0k
Edward Sharpe And The Magnetic Zeroes: NPR Music Tiny Desk Concert 

う〜ん本当に趣味が合う♪

https://www.youtube.com/watch?v=kMnDHUKGMWs
Foster The People: NPR Music Tiny Desk Concert 

…この次以降は眠くなってきたので、賑やかなのに戻りがつお…☆

https://www.youtube.com/watch?v=g24_sxfX6xo
【珍しい座奏でのSing】京都橘高校　ブラスコンサート2016吹奏楽祭京都 

これの増殖（移設）作業を途中までして、本日時間切れ〜☆

　↓

http://p.booklog.jp/book/105153/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－７　「トキ・マサトの物語」（仮題） 

https://www.youtube.com/watch?v=2PoRvZH6yaM&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=c8FML8QhcZo
https://www.youtube.com/watch?v=Z0UISCEe52Y
https://www.youtube.com/watch?v=XWIvfE01J0k
https://www.youtube.com/watch?v=kMnDHUKGMWs
https://www.youtube.com/watch?v=g24_sxfX6xo
file:///tmp/puboo/125150/446898/book/105153/read
https://www.youtube.com/watch?v=2PoRvZH6yaM&spfreload=10


大阪桐蔭高校 吹奏楽部 ｢宝島｣ 【THE SQUARE (現 T-SQUARE)】 

なんかさっきから３０秒おき？に、接続がキレる…（＠＠；）||||…

なんかあった…？
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21:01の地震か、
パソコンの加熱。┐(’〜`；)┌
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（中旬）　風は風でも、『太陽風』。／ユーラシア大陸は、Ｘ状に双方向（てか、４
分割？）的に、引き裂かれつつある模様…？
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（下旬）　「補完計画」逝きま〜すッ　（と言いつつガンダムを貼る…ｗ）
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https://85358.diarynote.jp/201608290904411972/
＞内部被ばくで起きる脳の症状。

 
 
（８月30日）
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（…続きます…）

 
 
 
 
 

…続きます…（＾＾；）…。
↓
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