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リステラス星圏史略

sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１６－１０

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2016年10月）
http://p.booklog.jp/book/126125/read

からの、 

 続きです…。
…（＾＾：）…

 

 感想はこちらのコメントへ
http://p.booklog.jp/book/127020
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（11月１日）　たんなる好転反応のリンパ溜まりだったもよう…☆彡

https://85358.diarynote.jp/201611010748493343/

【 北海道 ０．０７６ μ 】／【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】。

2016年11月1日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=LLMmIbyZYmk
movie 2008.11.11 01 
　↑（※ＣＤで聴くほうが絶対にオススメですが…★）

おはようございます。

０７：３７。

札幌の外気温４℃。

無風。曇天。

バイト４連勤の最終日…。
さすがに昨日の残業４５分ぶんの肩コリが酷くて起きられず、

３０分よけいに寝なおしました…★

（＾＾；）

その他は体調おおむね良好。

https://85358.diarynote.jp/201611010748493343/
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きのうイキナリ直径２cmくらい？のイタ痒いシコリができててちょっとギョッとした左乳外下部
ですが、今朝はもう５mmくらい？に退縮してました（＾＾；）

たんなる好転反応のリンパ溜まりだったもよう…☆彡

（そして心臓がなんだかラクになり、バストの質量がちょっくら目減りした…？カンジ…？）

…（＾＾；）…

急激に寒くなったので体調管理が大変ですが、ここはむしろ「寒さに弱い札幌人」よりも、関東

の北っ風にさらされて育ちつつ、イキナリ軽井沢のマイナス１４℃に移住経験のある私のほうが

、アドバンテージがあります…

（＾＾；）がんばって、息抜きしつつ、生きぬきます！

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

2016年10月31日（月）【前日】
06:00 0.034 0.033 0.034 6 
07:00 0.044 0.034 0.038 6 
08:00 0.046 0.045 0.045 6 
09:00 0.048 0.044 0.047 6 
10:00 0.046 0.040 0.042 6 
11:00 0.043 0.040 0.042 6 
12:00 0.045 0.042 0.043 6 
13:00 0.046 0.042 0.044 6 
14:00 0.041 0.040 0.040 6 
15:00 0.041 0.039 0.040 6 
16:00 0.041 0.040 0.040 6 
17:00 0.041 0.037 0.039 6 
18:00 0.037 0.035 0.035 6 
19:00 0.035 0.034 0.034 6 
20:00 0.035 0.033 0.034 6 
21:00 0.034 0.034 0.034 6 
22:00 0.034 0.033 0.034 6 
23:00 0.034 0.033 0.034 6 
24:00 0.034 0.033 0.034 6 

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


2016年11月01日（火）【当日】
01:00 0.034 0.034 0.034 6 
02:00 0.034 0.033 0.034 6 
03:00 0.034 0.033 0.034 6 
04:00 0.034 0.033 0.034 6 
05:00 0.034 0.033 0.034 6 
06:00

線量はまずまず問題なし。（＾＾；）

呼吸がラクです〜☆

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.5】北海道南西沖 深さ10.5km 2016/11/01 06:28:30

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.5】国後島近海 深さ79.7km 2016/11/01 02:30:14

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年10月31日 11:47】
釧路地方では、３１日夕方まで暴風に警戒してください。

［釧路南西部］暴風

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】
渡島・檜山地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。

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

ください。

この情報は31日11:50まで有効です。

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 � 北海道 浦河町 
【M2.8】日高山脈 深さ53.0km 2016/10/31 09:29:12

特務機関NERV @UN_NERV · 24時間24時間前 
【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】



特務機関NERV @UN_NERV · 10月30日 
【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】
渡島・檜山地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。

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

ください。

この情報は31日08:30まで有効です。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201611010849423500/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月1日10:29
 
凡ミスの増加と

視力の低下が

止まらない。

(-_-#)
 
 
 

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


（11月１日）　大嫌いな壁向き席でアルパカ狼さんが見えませんが(T_T)

https://85358.diarynote.jp/201611011625265841/

黒企業？(-_-#)
2016年11月1日 就職・転職 コメント (3)
　

　

朝９時にごはん食べて出勤してくるのに、この時間が昼飯休憩って…(-_-#)…★

しかも私が見た後で勤務シフト書き換えてないか疑惑が発生中。(-"-;)

バイト厄日で両脇に私と一言も口きいてくれない人に挟まれて非人間扱いな上に、

大嫌いな壁向き席でアルパカ狼さんが見えませんが(T_T)

たまに元気な声は聞こえるし、

昨日たっぷり【アルパカ成分】補充済みなので、

ムダに営業成績は良いです。

┐(’〜`；)┌

ガンハレ私！

あと３時間半〜っ！(^。^;)！

 
 
 

コメント

https://85358.diarynote.jp/201611011625265841/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月1日16:30
あ、昼飯１６時〜で、さらに５分遅れて、空腹で脳貧血。

(∋_∈)

凶暴化してます★σ(^◇^;)。。。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月1日16:41
ＪＲ北海道が止まっている

らしい…ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月2日20:20
すいません。昼食休憩は最初から「１５時」でした…

変な長話の客に立て続けに２件つかまり、気がついたら１６時になってただけでした…★

すいません。（－－；）

（これ見て思い出した…ｗ）
　　↓

amaちゃんだ @tokaiama · 12時間12時間前 
一人暮らしの中高年女性を襲う「遅発性統合失調症」

https://www.youtube.com/watch?v=jSo92cEL140 …
最初の症状は「部屋の片付け、ゴミ処理ができなくなる」

次に「自分は狙われてる、盗聴されてる」との被害妄想

そして「周囲を強く批判する、思いやりや分別が失われる」

こうなれば治療が必要

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=jSo92cEL140


（11月１日）　アルパカ狼さんと今までで一番たくさん喋っちゃった〜♪

https://85358.diarynote.jp/201611012324447235/

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
2016年11月1日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　

無事帰投。o(^-^)o

結論から言えば、

今日はとても良い日でした♪

☆♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪☆

アルパカ狼さんと今までで一番

o(^-^)o

たくさん喋っちゃった〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

♪　( ^_^)人(^_^ ) ♪

…お勧めノンアルコールビールの話をしたさ〜♪

( ^_^)／□☆□＼(^_^ )

( ^ _ ^)∠☆PAN！

https://85358.diarynote.jp/201611012324447235/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6


買い物運も良かったし♪

明日からまた３連休〜♪♪

( ^_^)／□☆□＼(^_^ )

ごはん食べて

漫画読んで

寝ま〜す♪ (^o^)／



（11月２日）　「あんたげはそれで北海道に行ったのかい？」

https://85358.diarynote.jp/201611021042022058/

「僕はジョークがわかる人が好きです」。

2016年11月2日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (6)

　

https://www.youtube.com/watch?v=Iuzo8TVf6zM
TM NETWORK WILD HEAVEN 

かなり「遅ようございます」になっちゃいました。

１０：３３です。

再び３連休の初日。（＾＾；）

今週の地獄バイト４連勤は本当に気疲れと肩コリが酷くて、

今朝はどうしても起きられず…ｗ（－－；）ｗ★
７時に起きる予定が

８時半になって、

それから手洗濯して朝風呂浸かって朝ドーナツ食べて二度寝して、

起き直してゴミ出して洗濯物を外干ししてたら…この時間に…★

https://85358.diarynote.jp/201611021042022058/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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ｗ（＾＾；）ｗ

どうも昨夜寝る前にかっ喰らった岡山産のやっすいカップ麺がお腹に合わなかったらしく（※ベ

クレてはいなかったけど、添加物が多すぎた★）

ゴロゴロ急降下してトイレに往復している…以外は、心身共に堅調。

★（＾＾；）★

札幌の７時の外気温は４℃でした。

現在６℃。曇天。無風。

…すいません…、ちょっとまたトイレに逝ってきます…★

（休みの日でヨカッタ…ッ☆）

https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
鉄道員 (poppoya railway man) 

ワタクシ、以後、カップ麺はセイコーマートか北洋水産の北海道工場と明記してあるもの以外は

買わない。と、心に誓いました…☆

（…ま、それだって、「いつまで無事か」は、保証のかぎりではナイんですけどね…★）

…ｗ（－－；）ｗ…★

なにしろ昔は「安物買いの銭失い」で済んでたところが、

昨今ときたら、ウッカリ「命失い」かねないんですからね…★★

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
TPPは「海外のものが安く買える」というメリットもあるけど、食べ物なら、今まで
日本では慎重に対処してた「遺伝子組み換え食品」や、着色した肉も、どんどん、ス

ーパーに並ぶし、コンビニ弁当もそうなるだろうね。健康被害？そんなもん知るか？

って時代になるね。「自己責任」が加速するんだろうね

https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw


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

01:00 0.034 0.033 0.033 6 
02:00 0.034 0.033 0.033 6 
03:00 0.034 0.033 0.033 6 
04:00 0.035 0.033 0.034 6 
05:00 0.034 0.033 0.033 6 
06:00 0.034 0.033 0.034 6 
07:00 0.034 0.033 0.033 6 
08:00 0.034 0.033 0.034 6 
09:00 0.034 0.033 0.033 6 
10:00

とりあえず本日の空気は清浄？（＾＾；）

（…でも、またぞろ今週も、

「なぜか服の下まで全身【放射線灼け】してる」んですけどね…★）

…（－－；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=tm-13w8HbcE
鐵道員 終章 

北海道新聞� 認証済みアカウント � @doshinweb · 15時間15時間前 
ＪＲ札幌駅は、午後3時45分ごろの送電線トラブルの影響が長引き、７時40分現在、各
方面への列車に遅れや運休が出て、混乱しています。 
https://pbs.twimg.com/media/CwK7oOPUsAE4aRe.jpg

道道資料北海道 @roadokuton · 19時間19時間前 
【JR線】11月1日16時15分現在。桑園－札幌－白石で停電のため、札幌圏の列車が
ストップしています。今後のダイヤは混乱が予想されます。最寄りの駅で最新の情報

をご確認ください。 http://mobile.jrhokkaido.co.jp/webunkou/

あいの みさき☆幸せいのりっ☆ @platypus_icoyan · 10月25日 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=tm-13w8HbcE
https://pbs.twimg.com/media/CwK7oOPUsAE4aRe.jpg
http://mobile.jrhokkaido.co.jp/webunkou/


今日のJR各社
・JR九州　→祝：上場
・JR東日本　→祝：アップルペイでモバイルSuica　＞ 障害でズタズタ
・JR北海道　→3路線廃止報道
今日は西高東低の冬型ですな…

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

名誉会長(鉄) 773@B_JL408 · 10月31日 
JR北海道の会社説明会で「東京駅の方がJR北海道全体より利用者数が多いんです！」
とか言ってたのが印象的だった

旅客鉄道会社を研究してます @usiuna7991 · 10月30日 
【ＪＲ北海道はヤバイ】

札幌駅の乗降客数は1日8万。道内最多です。
これは神田駅と同じ数。長距離利用が多いとはいえ、最大の駅が神田ですよ！

…だから…？　（＾＾；）

「棲みやすい」ですよ〜人混みが嫌いな霧樹りすには…☆

（みんな、歩くの遅いうえに「追い越しにくい横幅」の人が多くて、急いでる時だけはイライラ

するけど…ｗｗｗｗ）

かんばす @Nanana_Shi0101 · 10月25日 
JR北海道では「輸送密度が2000トン/キロ未満」の路線を存続協議の対象としていま
すが、2000トン/キロ以上の路線はこれしかありません
https://pbs.twimg.com/media/CvnMa6jUAAAj6Cu.jpg
合掌

https://www.youtube.com/watch?v=6-b38gob9A8
https://pbs.twimg.com/media/CvnMa6jUAAAj6Cu.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=zEz3Deao5p8
坂本龍一 ぽっぽや 鉄道員 

にんじゃ@冬コミ12/30D-34a @NinjaExpress · 10月27日 
JR北海道の廃止路線議論なんだけど
儲かってる他のJRと合併して日本全国一つの会社にしたうえで
国が一括管理すればいいんじゃないかな？かな？

（僕はジョークがわかる人が好きです

https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k
戦場のメリークリスマス 

北海道あるある拡散アカウント @hokkaido_aru2 · 3時間3時間前 

東京で雪が５cm積もりました！
JR「運休します」

北海道で雪が50cm積もりました！
JR「だから？」

＿人人 人人 ＿
＞ だから？ ＜
‾Y^Y^Y^Y‾

o0130ga

…あぁ、まぁ、１ｍまでぐらいは、大丈夫ですよ…たぶんｗ

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ68.5km 2016/11/02 10:08:27

https://www.youtube.com/watch?v=zEz3Deao5p8
https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k


https://www.youtube.com/watch?v=83uZt2BXrDA
ＪＲ北海道 ドローンで台風被害状況を撮影した映像を公開 

https://www.youtube.com/watch?v=fLrU_L04Ms8
Tetsuko no Tabi 鉄子の旅 Eng Sub ep 1 

https://www.youtube.com/watch?v=i8M9_Uhd81A
SUPERBELL’Z MOTOR MAN 札幌市営地下鉄 東西線 rubber scream 

https://www.youtube.com/watch?v=nTnasp0f6HQ
【世界唯一の札幌地下鉄・北海道】日本で唯一、世界唯一が詰まった地下鉄！ 

…ＪＲ北海道は、札幌市営鉄道に、統合したらいいんじゃないかな…☆彡

（「札幌市」行政機構は、何かとけっこう、色々「有能」…♪）

https://www.youtube.com/watch?v=xvCgxsST59s
遙かなる山の呼び声　網走への列車の中で 

石北本線 旧4626D bot 4626@D · 10月23日 
本日もJR北海道をご利用いただき、ありがとうございました。またのご利用をお待ち
しております。

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=83uZt2BXrDA
https://www.youtube.com/watch?v=fLrU_L04Ms8
https://www.youtube.com/watch?v=i8M9_Uhd81A
https://www.youtube.com/watch?v=nTnasp0f6HQ
https://www.youtube.com/watch?v=xvCgxsST59s
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2016年11月2日13:05
　

てゆうか腐れＪＲ本体から「分離独立」して

「道鉄」でオッケー☆彡

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月2日14:08
　

あ、「札幌 ビール鉄道 （株）」とかでも可♪
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月2日17:25
　

０

５８５

１００☆

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月2日19:22

　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
obatyan @obatyan1 · 10月28日 

福島の友人

旦那が白血病と診断されて、一ヶ月で亡くなったって。

それで「放射能っておっかないもんなのかい？」

「あんたげはそれで北海道に行ったのかい？」って電話よこした。

「うん」って答えた。

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/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月2日19:25

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan · 10月29日 

友達は、「もうすぐ、食べ物はあるけど食べられる物がない世の中になると思う」と言っていた

。「そうなった時、食べられる物を交換、融通しあえるのは、やはり、作ってきた者同士だと思

うんだ、お金じゃないんだよ」とも。私もそう思うよ。だから今、頑張って作ってるんだ。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月2日19:41

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
鉄道事故関連ニュース @TrainAccident · 10月27日 

札幌駅・苗穂駅 約2時間停電 - NHK札幌
(動画) http://www3.nhk.or.jp/lnews/sapporo/7003912371.html … (10/27 19:09) 
27日午後、JR札幌駅と苗穂駅でおよそ2時間にわたって停電が起き、列車の運行に影響は出ません
でしたが、「みどりの窓口」が一時、利用できなく…
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（11月２日）　神話も歴史もごたまぜ脳になると、こんなうわごとが出てくる。

https://85358.diarynote.jp/201611021730167256/

菅さんは【原発から170km範囲を強制移住】250km範囲を移転希
望を認める区域と考えていた／【原発事故】賠償担当の東電社員

が労災申請。

2016年11月2日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。

（カリカリ栗鼠。（＾＾；） ）　

https://www.youtube.com/watch?v=I0AxrOUJ62E&nohtml5=False
Men At Work - It’s a Mistake 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
梵 @ombon8 · 10月29日 
なんという事だ。近未来の地獄絵図が脳裏に浮かぶ。

水道水の汚染　週刊女性自身から

http://photozou.jp/photo/show/159841/242488099 …
https://pbs.twimg.com/media/Cv7s0tYVUAQ3bcm.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
タレイラン @hongkonpapa · 10月28日 
ちょっと、

なんかものすごいことになってない？

https://pbs.twimg.com/media/Cv2Ad-_UsAAcvNF.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=6wrkBEhmlt4
疾走感のある カッコイイ ヴァイオリン曲集 
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再びコンニチハ。１７：２６です。

昼寝して起きて小家事…の予定でしたが、どうにもまだカラダが動きません。
（＾＾；）

おなかは落ちつきましたが、今度は空腹です…

ちょっと暖気運転から、そろそろといきたいと思います…★
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…大事なことだから、２℃貼っておきましょう…★（あれ？）
　↓

http://85358.diarynote.jp/201211011224498788/
菅さんは原発から170km範囲を強制移住、250km範囲を移転希望を認める区域、と考えていた
（2012年11月1日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!） 

https://www.youtube.com/watch?v=JiP9WH0zN0Y
Mongolian Music - Healing Soul Spirit Song

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 18時間18時間前 
tomoko isobe（脱被曝に一票）さんがFRCSRJPをリツイートしました
東京で目の周りに白い輪のある「メジロスズメ」発見
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https://twitter.com/kurita88/status/792370037650694145 …
https://twitter.com/FRCSRJP/status/793474016497414144

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
栗田昌裕 @kurita88 · 10月29日 
スズメのエピソード－１０７ａ

◆驚きの発見「メジロスズメ」

自分の「目を疑う」遭遇をした。

写真のスズメの左右の目に注目！

まるでメジロが持つ目のように

白枠（白縁）で隈取りされた目！

これはいったいどうしたことか。

１０月２９日の東京での出逢い。

当面「メジロスズメ」と呼ぼう。

https://twitter.com/kurita88/status/792370037650694145

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
FRCSRJP @FRCSRJP · 18時間18時間前 
葉っぱに実なる　京都市右京区・平岡八幡宮で珍イチョウ発見

https://twitter.com/FRCSRJP/status/793474016497414144

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 10月31日 
琵琶湖の名所から大量のハスが消えた…　さまざまな憶測、一体何が起きたのか（産
経新聞） http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161031-00000518-san-l25 … 
「原因は土壌環境の悪化。しかも、ハス自身が成長の過程で生育環境を悪化させて

いた。湖底にハスの葉や茎が積み重なり、土壌内が酸欠になっていたのだ。」

https://t.co/HMhzWfK7av

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 10月31日 
なぜ？記録的不漁の秋サケ水揚げ 早くも定置網撤去 資源保護目的　北海道別海町（北
海道文化放送） - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161028-
00000008-hokkaibunv-hok … #Yahooニュース
https://t.co/vi5Da0hDlC
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JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 10月31日 
北海道 スルメイカ不漁が深刻 | 2016/10/31(月) - Yahoo!ニュース
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6219313 #Yahooニュース
https://t.co/o6nfeAzMzR

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 10月29日 
＜イノシシ＞ＪＲ高崎駅近くに出没　立体駐車場から転落死（毎日新聞） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161029-00000080-mai-soci …
#Yahooニュース

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
核心を突くツイ&RT心がけます @kenshimada · 10月29日 
どんな病気でも放射能のせいにするとバカにする輩が多いが、放射能はミトコンドリ

アの細胞膜を破壊するので、免疫力の低下により、あらゆる病気に罹患する確率が高

くなる。　

https://t.co/iyn3pbS7TW

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
朔ちゃん(Iku) @_saku_chan · 10月29日 
@jumpilikeyou @pmxpvrtmx 参考にしたデータは、長野県が調査した２０１１年〜２０
１２年のリンゴの剪定枝の放射線

量http://www.shinmai.co.jp/eastjapan_quake/2012/02/post-1790.php …（概要）
http://imeasure.cocolog-nifty.com/isotope/2012/02/post-9934.html …（県発表の元データ
は無くなったみたい）

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
naﾅmi 意識遠い系 HSsI♡ @nanachin1974 · 10月28日 
■東京都水道水のセシウム汚染…福島原発事故から5年後のナゼ
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161028-00010000-jisin-soci …
(10/28(金) 6:00配信)
https://pbs.twimg.com/media/Cv0w3dXVIAA5JZf.jpg

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 10月26日 
きてるね。

浜崎あゆみは気管支炎でライブ中止。

エレキテル連合・中野は肺炎で緊急入院、休養。
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いずれも呼吸器系。

フクイチ１号機はカバーが全面開放されてるし。

　↑

だから関東と軽井沢を「いのち崖」で離れたんだってば。

sa360さんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 11時間11時間前 
「死者のホテル」が繁盛する時代

http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/book/16/102400002/102800005/?n_cid=nbpnbo_twbn
…
・待機遺体が増えている

・まるでビジネスホテルのよう

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 10月31日 
JUMPILIKEYOUさんがFRCSRJPをリツイートしました
スマホ老眼なわけないじゃないね。

https://twitter.com/FRCSRJP/status/793056032708661248

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 10月31日 
"AA8azusa: 池袋駅で顔面めっちゃ怪我して血たれてるゴツイにーちゃんが泣きながら
駅員さんに連れていかれてた"
#流血線

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ヅマアヅナ コヴァレフスカヤ、 @ZumaQi · 10月28日 
駅構内でぶっ倒れて頭から血を流してるオジさま保護されてた…

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
TAKUMΔTTI 0531@Tkm_Okmt · 10月28日 
菊名駅で頭から血流してる人いるんだけど何事

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ごん @imagon033011 · 10月28日 
目黒駅、血(鉄)の臭い凄かった 気持ち悪い…(*_*)

http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/book/16/102400002/102800005/?n_cid=nbpnbo_twbn
https://twitter.com/FRCSRJP/status/793056032708661248


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
吉岡 龍生 @gytkBoy · 10月27日 
千葉駅に白いパンツ履いてる人いて血だらけだった！！

キッタネ！！

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
寝てるナウw @te_he_pe_ro__ · 10月27日 
辻堂駅の改札の前だけど駅員さんがうんこがありますんで気をつけてくださーい言っ

てて笑ってる

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
よーすけ @yoshimichi0409 · 10月27日 
よーすけさんがLulu__19をリツイートしました
脳は被曝に最も脆弱な器官の1つである。脳細胞が破壊されると認知症に近い状態にな
るか前頭葉がヤられた場合は、性格が粗暴になり他者に危害を加える様になる事も

ある。そして症状が更に進行すると突然死する可能性が高くなる。放射能を舐めては

ならない。

https://twitter.com/Lulu__19/status/791528615850618880

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
NHKニュース @nhk_news · 10月27日 
小学生はねられ死亡 運転手「ポケモンＧＯしていた」 #nhk_news
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161027/k10010746201000.html …

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 10月26日 
４歳児不明　逮捕直後に父親「海に捨てた」（日本テレビ系（NNN）） - Yahoo!ニュ
ース http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20161026-00000036-nnn-soci …
#Yahooニュース

https://www.youtube.com/watch?v=5wngxO2Nc3k&nohtml5=False
Men at Work - Fallin’ Down 

sa360さんがリツイート 
かおなし @cocorono121 · 19時間19時間前 
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シンプルにチェルノブイリでは今も年間5mSv以上の被曝なら強制避難区域なのに福島
では20mSv以下なら避難解除で帰還できるのは何故なの？こんなシンプルな算数もで
きない国日本

sa360さんがリツイート 
早川タダノリ @hayakawa2600 · 15時間15時間前 
神話も歴史もごたまぜ脳になると、こんなうわごとが出てくる：　稲田朋美防衛相「

神武天皇の偉業に立ち戻り、日本のよき伝統を守りながら改革を進めるのが明治維新

の精神だった。その精神を取り戻すべく、心を一つに頑張りたい」

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
あんごう(脱原発／脱被曝) @ichinang · 10月31日 
原発から出る核廃棄物は増え続け処分方法も場所もなく、ただ地中に埋めるだけ、未

来永劫、埋め続けていくだけ。それを保管とか管理とか言ってる。

それを分かっていながら原発に手を出し、事故が起こっても尚やめられない、という

一連の狂気を国あげてやっている。

と知った時には愕然とした。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
NHKニュース @nhk_news · 10月31日 
原発事故賠償担当の東電社員が労災申請 #nhk_news
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161031/k10010751071000.html …

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 10月31日 
勤務先の指示どおり投票していると家族を戦場か原発徴兵に送ることになります。

増税に苦しむことになります。

それでもジミンなん？

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
YK #StopTPP @YK49150270 · 10月29日 
朝日新聞朝刊。関電、純益6.1%増。じゃあ、原発要らへんやんか！
#やんか
https://pbs.twimg.com/media/Cv8gBxFUEAE5wid.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
自考志向 @JIKOUSIKOU · 10月29日 
原発産業９社から自民党に献金１００億円、安倍政権のもとで進む原発推進。
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http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299372&g=131208 … …

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
狼たちは知っている @wolvesknow · 10月29日 
発がん性物質なら、東電が福島から世界に向けて延々と撒いとりますが。規制も回収

もされず、むしろ、食べて応援だの、安全だからさっさと戻って来いだのとやっとり

ますが。なにこのダブルスタンダードばかなの？死ぬの？あ、死ぬわ。。。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
想田和弘 @KazuhiroSoda · 10月25日 
これだけ過労死が多いのは、要は基本的に日本人のメンタリティが戦争中から変わっ

てないんだろうな。補給もないのに兵士を戦地に送り出しちゃう。現場が死に物狂い

でなんとかしろ。で、ダメだったら玉砕。 上は責任を取らない。全く同じ構図。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
あめ＆ベル@人間ドックまで睡眠 @ameta_dqx · 10月25日 
最近、近所でなんかずっとだるいって言ってたお父さん、なかなか原因分からなくて

風邪ですねって言われ続けてて、でもどうしても具合悪いから車出してって頼んだ

けど、奥さんも仕事あるからタクシーで言ってって言われて、結局家で倒れて亡くな

ったという話を聞いた…。怖い。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
boukendanji @boukendanji · 10月19日 
有給休暇は、一度に２週間以上が世界の常識という事ですね。NZでは有給休暇は勿論
ですが、夏冬休みが４週間づつあります。民主社会では常識な事が、奴隷国家日本

では、そういう情報も遮断され、ひたすら日本は良い国、民主主義の国と騙されてる

のも気付かない後進国。

https://www.youtube.com/watch?v=SECVGN4Bsgg&nohtml5=False
Men At Work - Who Can It Be Now? 

MPILIKEYOUさんがリツイート 
yoshidakengoman @yoshidakengoman · 10月30日 
311の衝撃は物凄く大きかった
ボクがひどく落ち込んでる時に

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=299372&g=131208
https://www.youtube.com/watch?v=SECVGN4Bsgg&nohtml5=False


落ち込まない人が沢山居た

その人達とのギャップにまた落ち込んだ

今その人たちは現実から逃げていると思うんだ

その人達とは距離がある

だからボクはその時落ち込んだ人と出会うのか

そして行動開始した人と出会うのか。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Fonzy @kazparis · 10月28日 
「ムルロアから愛を込めて」に日本語字幕をつけました。放射能について何も知らず

に南太平洋ムルロア環礁での核実験に参加したフランス人の若者の数十年後の姿を追

ったドキュメンタリー（５２分）です。放射能の恐ろしさがわかります。是非みてく

ださい

https://twitter.com/kazparis/status/792021780474966016

https://twitter.com/kazparis/status/792021780474966016


（11月２日）　３．ところで一方こちらでは。

https://85358.diarynote.jp/201611022130499051/

「３．ところで一方こちらでは。」　（１）

2016年11月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
…さて。と…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
トレイン（PV） ケツメイシ 

美速全身！（あれ？）

ようそろ〜！ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw&nohtml5=False
Berserk mmv : "Kajiwotore" Susumu Hirasawa 

３．ところで一方こちらでは。

　…ここから、少しばかり別の話をしよう。

　　　　　Ｏ

　地上数ｍにぽっかりと不条理にも浮かんでいる船がある。

　銀青色の飛行艇だ。

https://85358.diarynote.jp/201611022130499051/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw&nohtml5=False


　その舷側に肘をついて、下方を眺めおろしている男がひとり。

　男…　いや、まだ "青年" の域だ。

　陽に灼けた浅黒い肌。きちんとわけた短い黒い髪。 "サムライ" を思わせる精悍な顔
だちに、白い歯が印象的にひきたつ。

（　…あ〜あ、あ。）

　 "彼" ・会田正行は、深く嘆息をつき、苦笑を洩らしていた。

（　ひどいな。滅茶苦茶だ。戦術もなにもあったもんじゃ…　いや、はなから存在を
、やめきっているな、これじゃ。）

　折しも眼下では右と左にわかれて、麻痺光線は飛びかうわ、その脇からバット振り

まわして鋼鉄球を打ちこむバカはいるわ、悪ノリした磯原はモグラ叩きをはじめるし

、

　果てには屋上から "ごく普通の大人しい" 美少女だとばかり彼の信じきっていた《ユ
ミコ嬢》さえまでが、嬉々として、そこらから拾ってきたものらしいブロック塊を投

げ落としはじめ…

（…う〜む…っ。さすがは、やっぱり、杉谷の実の妹だったか…。）

　紫の光線は連なる帯となり、鉄球が機織りの杼（ひ）のように、その合間を縫って

飛んでゆく。

　それにしても、ごくごくまっとうで素直に生まれついた彼にしてみれば、戦術、と

云えば正攻法か、古来からある伝統的なというかパターン化された奇襲戦略しか思い

つけない。

　自分の得物（えもの）が手近にないのなら素手でやるか、せいぜいが相手の武器

をかっさらって使いこなせというのが彼の一番オーソドックスな発想なのだ。

　なにしろビール瓶１本あれば立派な凶器になり得るんだという "常識" すら、杉谷と
つきあい始めてだいぶ経ってから知ったという、大家の若旦那である。



　 "喧嘩の杉谷" の無手勝流いきあたりばったりなぞ、観ているともう面白くてしかた
がない。

　実に本能的に、うまく戦いこなしているな…　という気がして、そのふてぶてしさ
、たくましさが、ほとんど楽しくさえなってきてしまう。

　彼自身だってもちろん非常に優れた戦士ではあるのだ。

　例えば「武道」大会の総大将だとか、おそらく実際の戦闘だとしても、大局的な視

点が必要とされる一軍の指揮官、などというのなら立派につとめてみせるだけの自信

はある。

　しかしこういった小規模の、臨機応変が身上とも云うべきゲリラ戦ともなると、

（　かなわんなぁ。）

　と正直に思ってしまうのだ。

　苦笑しながら、感嘆せざるを得ない彼らの下町的生命力の強さに。

「きゃ〜♪　くっちゃん頑張ってぇっ」

「あ、ほら。また当りましてよ。」

　後部座席ですっかり試合観戦にうち興じてしまっている２人にちらりと目をやりな

がら、何の脈絡もなく彼は、先ほど出会った風変りな少女のことを想い出していた。

　　　　　Ｏ

　四方を灰色の板壁でかこまれた、工事資材置き場のかたすみでのことだ。

　そこらじゅうには鉄材やらブロック、機械類など、いつの時代にもいかにも工事現



場で見かけそうなガラクタがごたごたと、まあ比較的に整頓はされて、積みあげられ

ていた。

「え〜い。くそ。こいつは外れんなぁ。」

　彼は悪戦苦闘している。

　目の前にはどでんと腰を据えた９人乗りの銀青色の飛行艇だ。

　中型くらいのサイズなのだろうが、動かせないとなると、必要以上に大きく重たく

思えてきてしまうというのが人間心理の常ではなかろうか。

「………………あらまあ。何してるの、あなた？」

　背後から、やわらかく朗らかな少女の声が聞こえた。

「見れば解るだろう。この飛行艇の、キーを短絡させようと…」

　熱中のあまり、無邪気な問いについ答えてしまってから彼は慌てて顔をあげた。

　はじめは一行のひとり《まりちゃん》とやらが、ついて来てしまったのか、と思っ

たのだったが。

　彼のすぐ左肩ごしのところに、白い、愛らしい顔がある。

　小さな膝に腕をつっぱって、彼の手元をのぞきこむようにしている。

　さらりとした長い金髪。

　海色の大きな瞳。

（………いつの間に………！）

　これでも、彼は五感には自信のある、ひととおりの武術家なのだが。

　にっこりと、少女は朗笑った。



「馬鹿ねェ。それなら、そんなやりようでは駄目よ。盗もうって言うんなら、こうし

た方が…　貸してごらんなさい。」

　彼女がひょいひょいと、気軽に配線をいじり始めるのを、彼はア然として見ていた

。

（　なんだ、この子？？）

　見れば随分いいところの娘らしい上品な服装である。

　物腰態度も洗練されていて、いかにも自信ありげで、もの怖じしない。

　年の頃は１２〜１３歳だろうか。

　まさか泥棒が悪事だということが解らないほど幼いわけでもあるまいし、見知らな

い男の盗みの現場に出喰わして、平然としてその手伝いをはじめるというのは…

　そもそも何の理由があって良家の子女が、明けがた早々の工事現場で遊んでいなけ

ればならないのだ…。

「さ、できた。これで好きなように動かせるわよ。だけどあなた操縦できるの？」

「え？　う。あぁ多分。すこし練習しさせすれば…」

「教えてあげましょうか？」

「ありが…　いや、そんなことより。きみ、家はどこなんだい？　こんな朝早くから
ひとけのない所でひとりで遊んでちゃ危な…」

「いやだ！　あきれた！　あなたもしかして、わたしのことを知らないなんて、言う

つもりじゃないでしょうね？」

「　えっ！？」

「それで、危ないから御親切に家まで送って行ってあげようって云って、このわたし

がのこのこ誘拐犯のクルマに乗るだろうだなんて、本気で思っているワケ？　あんま

り馬鹿にしないで欲しいわ。」



「い、いや、送って行ってあげたいのは山々なんだが、杉谷が待ってるだろうからそ

うも云っていられないし…」

　少女の反応が、はっきり云って彼には不可解だ。

　考えてみればここは自分のまったく知らない世界の、真っただなかであった筈なの

ではあるが…

（なんだっていきなりおれが女の子をさらわなきゃいけない話になるんだ？　被害妄

想狂とか…

　いや、見たところこの子、知能は正常そうだし。

　それじゃ両親の躾がよっぽろ行き届いていて、人を見たら誘拐犯と思え、とか。

　…う〜むっ。すさんだ世の中だ…。）

　現にいま目の前で、ひとを見たら泥棒をしていたという事実は都合よく失念して

いる。

　まじまじと少女は彼を凝視した。

「わたしは宗女アルテミス・豪田・セイレアよ。この顔をよくご覧なさいよ…　本当
に知らないの？　あなたＴＶも新聞も見ないわけ？」

「そういうわけでもないんだが…」

　彼、完全に困惑した。テレビ？

　そういえばこの子、見るからに顔だちが整っているし。

「きみ、人気番組の子役かなにかなのかい？」

「……………　冗談でしょ？　それ。本気？？」

　たっぷり５秒間、少女は軽蔑しきった眼つきで彼を眺めまわし…



　やがて、頭をかかえる。

「う〜。信じらんないわよ、これはちょっと。

　いくら地表人とはいえ、いまどきコロニスト連合宗女の顔も知らない人間がいるな

んて…　あなた、名前は？」

「悪いね。本当に知らないんだ。おれは会田正行というんだが。」

「………マサ…ユキ……？」

　何を思ったのか、いきなり頓狂な声を出して少女はぷっと吹き出した。

「大時代！　アナクロ！」

「なにが…」

　理由もわからず自分の名前を笑われて、よい気のする奴もいるまい。

「だァって、まるで、おおっむかしの…っ！」

　くすくすくす。

「大昔…って、ｓれはないだろう。なに右衛門だのなんとか乃丞だというわけでもあ
るまいし。おれの名のどこが…」

「骨董品ものよォ。いまどき二文字名前だなんて。いまどき…

　………　え？」

　ふっ、と少女の表情が深刻なものになった。

「おおむかし…　 "過去より来たる" …

　…………　まさか。」



「…え？」

「ううん。なんでもないんだけど。」

　しゃんと少女が背を伸ばしたのにつられ、なんとなく彼も立ち上がる。

　そうすると以外なほどに少女は小柄で、がっしりした体格の彼の胸もとにも満た

なかった。

「こっちの話なのだけれどね。」

　しきりに考えこみながらその少女が言う。

「マサユキ…ね、ふぅん。とにかこうどうも情報が混乱しているみたいじゃない？　
ひとがせっかく面白がって出て来てみれば、全然違う話が…」

「　えっ？！」

　何の変哲もなく見える大きな瞳の少女が、どこからともなくいきなり小型の銃をと

り出し、ポンポンともてあそびはじめる、などというのは…彼のように常識的に地道
に生きている人間にとっては既に理解を超越してシュールな眺めである。

「何？どうしたの？」

「けれどギョッとしたていの彼の表情に少女がかまっている暇はあまりなかった。

「姫君ー…」

　よく響く声が誰かを呼んでいる。

「宗女さまーァ」

「アルテミス殿下ーっ」

　どうやら探している相手は少女らしい。

「ああん。もうっ！」



　少女はきかんきらしくひとつ地面を蹴った。

「ほんっとにアルバトーレの女官たちときたら、あっという間にひとの居場所をつき

とめる名人ばかりなんだからッ！　たまには、月の上くらい一人で出歩かせてくれた

っていいじゃないねェ？　いくらわたしに暗殺の危険性があるからって…」

「暗殺？！」

「そうよ。」

　ごくあたりまえのように言ってのけて少女はポンと腰のホルスターに銃を戻した。

「だって、わたしは宗女になったんですもの。違って？」

　どちらにおいでですぅ、と心配げな声の一団は次第に近づいてくる。

「はあい！　わたしはここよ！　丸っきりの無傷だわっ!!」

　あきらめたのか、なかばは朗らかに叫びかえしたと思うと少女はくるりと方向を

変え、走り出していた。

　資材置き場の入り口でちょっと立ち止まって、振り返る。

「じゃーね、マサユキ。また後で、会いましょう♪」

　そしてそれっきり、金髪をなびかせて鮮やかなうしろ姿は視界から消え…

　　　　　Ｏ

（　何だったんだ…　あのこは…？）

　ぼんやりしている彼の目の前でいきなり白熱がひらめき楠木女史の足もとに穴が



あき、杉谷が高く跳びあがり。

　あれよと思う間に彼ら全員は銃でとり囲まれてしまった。

　ひょいと無雑作に白い指が伸ばされて…

「説明してちょうだい。あなたよ、マサユキ。」

　そんな注文をいきなり言われたところで、ことの解説を必要としているのは彼のほ

うなのである。

　一歩ふみ出したところでぐっとつまり、その場は口の達者な磯原にゆずった。

　その、磯原を、いつものとおり本人はまるで無自覚に、気遣ってやっている杉谷の

不器用さが彼には微笑ましく…

　そうこうしているうちに金髪の小女王に導かれ、一行はふりだしの広間に戻る。

https://www.youtube.com/watch?v=0j-pVOvru0E&nohtml5=False
04. Three Dimensional Maneuvering - High Quality 

 
編集する

（関連商品）

 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月2日21:55
＞（おあとは「有料」で〜ｗ）

…と、思ったんですけど、この節、そこまで紙数がないや…ｗ

「全部公開」で〜明日、続きを入れますぅ〜

（とにかく今日は眠いっ怠いっカラダが重い〜★）

（寝ますっ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月2日21:59
たぶん気分悪いのはコレのせい〜★

★（＞＜；）★

　↓

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4 時間4 時間前 

秋田県が群発地震状態。

12時13分の地震以降、小さい地震が増加。　地震計を見る限りだと、7時37分の「福島県沖：マグ
ニチュード4.9」の地震以降、おかしくなってる。
 

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


（11月３日）

https://85358.diarynote.jp/201611031027322705/

【小樽市長　泊廃炉要望へ】…！（＾◇＾）！…♪♪♪ッ

2016年11月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

sa360さんがリツイート 
naﾅmi 意識遠い系 HSsI @nanachin1974 · 3時間3時間前 

◆小樽市長　泊廃炉要望へ　１１月中旬にも

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/politics/politics/1-0334123.html …
(11/03 07:00)

おし！（＾◇＾）！ ♪♪

これ実現したら、

「札幌定住」決定…ッ！

https://85358.diarynote.jp/201611031027322705/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611031027322705/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161103/85358_201611031027322705_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161103/85358_201611031027322705_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161103/85358_201611031027322705_3.jpg
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/politics/politics/1-0334123.html
https://www.youtube.com/watch?v=xGXS2eDbOAk


https://www.youtube.com/watch?v=xGXS2eDbOAk
Paul McCartney - Pipes Of Peace [Remastered]

（以下↓ 先に打ってた分です☆）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

遅いようございます。

１０：１０になろうというところです。

３連休の２日目。

朝６時半に起きて手洗濯と入浴して二度寝して…の、
昨日と同じパターンです。

札幌は先程から降りだしました静かな雨。

気温３℃。無風。

https://www.youtube.com/watch?v=xIWJyYHZzIg
小巨人絲竹樂團：冬 

気温３℃でも「雪ではなく雨」なのですから、融点４℃だというトリチウムは少ない雨…かと期
待しているんですが、どうでせう…

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1478134200/1011-0010-101000-201611030950.gif?
t=1478134835
（０９：４０〜０９：５０）

…ん〜（〜〜；）グラフで見ると、ふだん「線量を低く見せかけている」室蘭と、全市を挙げて
反原発でタタカッテいる函館市が、同時に上がってますね…★

（－－；）

★地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.8】国後島近海 深さ128.8km 2016/11/03 08:06:43

★地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ18.9km 2016/11/03 00:52:49

◆地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 北海道 広尾町 

https://www.youtube.com/watch?v=xIWJyYHZzIg
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1478134200/1011-0010-101000-201611030950.gif?t=1478134835


【M3.2】日高山脈 深さ50.4km 2016/11/02 22:02:35

◆地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 北海道 大樹町 
【M2.5】日高山脈 深さ95.7km 2016/11/02 19:31:06

★地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 � 北海道 鶴居村 
【M2.5】釧路地方 深さ77.6km 2016/11/02 12:25:17

★地震マップ @eq_map · 11月2日 
【M2.5】根室半島沖 深さ68.5km 2016/11/02 10:08:27

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月3日11:35
雪！

…に変わってました…ミゾレ混じり？の、でっかいボタン雪です…☆彡

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月3日12:48
どぉ〜りで！

「小樽市長」、夏に

「海水浴場使用禁止」とかの、

「イヤガラセを受けている？」

と思ったら…！

そぉいうことだったのか〜！！！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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2016年11月3日12:51
だってもう、

函館市と札幌市と小樽市が、「原発反対」旗幟鮮明。なんだよ…？

いくら「室蘭市の製鉄所（だけ）が世界の原子炉つくってる」っていったって…

北電、ゴリ押し再稼働は、難しかろう…ｗｗｗ
 



（11月３日）　「なかのひとディマントイド＆アルマンディンなガーネット兄弟」転
生伝説。

https://85358.diarynote.jp/201611031746149897/

「３．ところで一方こちらでは。」　（２）

2016年11月3日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091783341/

私を月まで連れてって! (4) (FLビッグコミックス)

コミック 小学館 発売:1984/07/20 524円
 
 
初レビュー日： 2016年11月3日
メーカー　　　： 小学館
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://www.youtube.com/watch?v=rOU4YiuaxAM
BUMP OF CHICKEN「Hello,world!」

へい再びＰＣ前に戻りまして。（＾＾）

外は雨。アルパカ狼さんにもオススメしてきた、美味しいノンアルコールビールの缶を開けま

した…♪　（きのう調子が出なかったのって、これじゃなくて杜仲茶のんでたせいなんじゃ…☆
）

んで。昨日とちゅうで寝ちゃったコレのしっぽに続きがすこし増えてます…☆
　↓

http://85358.diarynote.jp/201611022130499051/
「３．ところで一方こちらでは。」（１）

画像が出てない（－－＃）けど、貼ってあるのは

https://85358.diarynote.jp/201611031746149897/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611031746149897/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091783341/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091783341/
https://www.youtube.com/watch?v=rOU4YiuaxAM
http://85358.diarynote.jp/201611022130499051/


　↓

『私を月まで連れてって！』

(FLビッグコミックス)コミック 小学館 発売:1984/07/20 524円 

「歳の差カップルおん月♪」の

「元ネタのひとつ」ですとも…♪

（＾ｗ＾）ｇ

https://www.youtube.com/watch?v=LIlZCmETvsY&index=18&list=RD9qXmRL6a0uU
サカナクション / 新宝島 

　ズ…ガガガガン！

　最初の衝撃が襲ってきた時に、たまたま宗女姫は彼のすぐそばにいた。

　だから、彼だけは確かに見たのだ。

　華奢な体格のいまだ幼い少女が、照明の失われるその一瞬前に、さっと蒼ざめ、

怯え、「ママ！」と小さく叫んでいたのを…

　青白色の光が戻って来てみると、少女はすでに平静を取り戻し、黒髪の従者に護ら

れて、遠く広間の向う側につんととり澄ました表情で立っていた。

　報告の衛士が駆けこんで来る。

　まるで他人事のように、子供は恐ろしい決定を口にした。

「…自分の身の処しかたくらい…。」

　彼を、 "会田サン" を危険から護ろうとして、杉谷が時間軸の話を持ち出した。

https://www.youtube.com/watch?v=LIlZCmETvsY&index=18&list=RD9qXmRL6a0uU


　何よりも彼自身が、自分の見慣れた世界に早く戻りたかった。

　時間軸イコール秩序を乱してはならないと従姉姫は主張する。それでも。

　彼の脳裏を少女のさまざまな横顔がオーバーラップしては消えていった。

　微笑。

　無表情。

　スネたような、あきらめたような、運命に雄々しく、立ち向かうかのような…

「…月の上くらいひとりで…」

「わたしは宗女になったんですもの…」

「　自決用よ。」

　そして…

「ママ！」

　 "もとの世界" へと戻る通路を次々と仲間はくぐって行った。彼もまたすでにそこへ
足を踏み入れたのだ。

「急いで！」

　磯原が叫び、その姿がかすれはじめる。

　彼は振りかえり、少女の細い腕が銃を構えているのを見た。

　………その白い、こめかみへ向けて……



「…アルテミス！ 」

　疾りはじめてしまうのに、理由はもう要らない。

　杉谷の腕が瞬間のばされて、けれど彼を捕まえておくことなど、出来るはずもなか

った。

「　会田サン？！」

「正行さんっ!!」

　…そうして…

　彼の背後で彼のもっとも信頼する二人の姿は消え。

　

　ヒーローは、振りかえらなかった。

　低い重力のなか、数歩の跳躍で彼は少女…アルテミス…に近づき、その小銃を奪っ
ていた。

「マサユキ?!　なにをする気なの、返して！」

　ぱんっ！　白い頬を、彼はあくまでも軽く、平手で打った。

「馬鹿なまねをするんじゃない！　何か方法がある筈だろう！」

「無礼ねッ！　あなたに何が解ると…っ」

　叫ぶ少女を肩でかばいつつ後ろ手で制して、銃を装甲兵たちに向ける。



　何射しても倒れない。

「　ちっ。効かないのか…」

　敵勢に追いすがり、もつれるようにして "部屋" になだれこんでくる衛士たちの持つ
武器も、多くは同じことらしい。

　正確な射撃で着実に戦果をあげ得ているのは、優しげな外見のアルヤ・アラムひと

りと言っていい。

　従者の持つ熱線銃は特別仕様なのだろう。

「…武器が、要るな。」

　彼は広い "部屋" の中をじりじりと少女をかばって後退した。

　忙しく目であたりを探る。

　武器になるもの。…杉谷だったら…。

　重い装甲にしばられているとはいえ、歩兵はもともとの筋力において勝っている "地
表人" なのだ。あっという間にかれらは続けざまに広間へと侵入して来ていた。

「宗女アルテミスの身柄を渡せ！」

　ヘルメット越しの声が室内に反響する。

「銃を反して！　わたしは、生きて捕まるわけにはいかないのよ?!」

　彼の背後にかくれるようにしながら少女は鋭く叫んだ。

「　駄目だ。」

　冷静に彼は答え…後ろ手に少女を物陰に押しやると、黙って呼吸をはかり…

　飛び出した！



「うおりゃあ！！」

　剣道部主将として鍛えあがられた気合の声だ。

　迫力は広間を揺るがし、敵兵たちは一瞬、砲をかまえるその手を忘れた。

　高く…　宙に跳んだ彼のからだはやがてがっしりと装甲兵のただなかに足場をか
まえ、手近の、長さ２ｍはある頑丈な照明器具を床面から引きもぎっていた。

「　そおらっ！」

　ぶん！

　鈍い金属音をたてて燈の先端はひしゃげ、スパークした火花と同時に歩兵ひとりが

宙に投げあげられる。

「………撃っ　撃て撃てっ！」

　敵の小隊長がどぎもを抜かれて叫ぶ。

　彼はゆったりと笑って次のひとりをその隊長めがけて弾き飛ばし。

　乱戦は、始まった。

「巧い手ね。加勢するわっ！」

　彼について跳びこんで来たのは、なんと少女自身なのだ。

「危ないぞ。気をつけろっ！」

　怒鳴るヒマもなく、羽交い締めにかかる敵兵をアルヤ・アラムの熱線銃がつらぬい

ている。

「ありがとう！」

　少女はほがらかに叫ぶと続く数人を重いコンピューター・キットでなぎ倒して行

った。



　すかさず月人の衛士たちが落とされた歩兵の砲を奪いとり、戦列に加わる。

「宗女殿下をお護りしろ！」

「地表人なぞに負けるな！」

　コロニスツ万歳！の声が戦闘要員ではない者たちの間からも湧きおこり、すべては

うまくいくかのように見えた。

　と…

「クイナイダ老師！」

　混乱の一画で若い女性技術者の悲鳴があがる。

　高齢の著名な学者は、いま歩兵の手になる砲に片脚をとばされ、ゆっくりと崩れ落

ちていくところだった。

「…先生ーーーーーっ！」

　少女の叫びが "部屋" をつん裂く。

　そこに一瞬の隙があった。

　非情な歩兵の拳が少女のみぞおちに喰いこむ。

　がらりととり落とされる、ひしゃげた機械。

　ぐったりとして担ぎあげられる少女の蒼白な顔。

「　引きあげろ！」

　装甲歩兵は速やかに動きはじめる。

　しんと沈黙の張りつめる空間。



　カチリと、熱線銃をかまえる忠実な従者アルヤ=アラムの、立ち姿が会田正行の眼を
ひいた。

「　何をする気だっ?!」

　ふたつのことが同時に起こった。

　彼の厳しい声にふと、アルヤ=アラムは手を停めて気弱げに微笑むような苦しむよ
うな、曖昧な表情をし…

　その、従者に彼は頭から躍りかかったのだ。

「やめろっ。どういうつもりだ！」

「　やめて下さい。私は…！」

　ぴたりと少女の額に定められていた照準は、もみ合ううちに僅かにずれて発射さ

れた。

　装甲歩兵がひとり、ぎゃっと喚いて倒れ、べつの奴が振り向きざまに彼らふたりを

めがけて引き金をひく。

「…………危ない！」

　直撃を腕に受けたのは、従者のほうだった。

　どう考えても不自然な、あきらかにマサユキをかばって突き飛ばした…ような形で
。

「…な…」

　倒れこむ従者をとっさに抱えて、彼はしばらくのあいだ呆然としていた。

　どういうことだ？

　これは、どういう展開なんだ？



　…磯原がいれば、あるいは…。

「…あなたは、よその世界の御方だ。」

　血にまみれた腕をかかえこんで、なんとか立ち上がろうと苦労しながらアルヤ=アラ
ムは呟いていた。彼の困惑に応えるように。

「我々には我々の掟があるのですよ。」

　彼は数秒間、相手の青白い顔を凝視し…

　それから吐き出すように言い切った。

「そんな事はどうだっていい。あんな小さな子供を見殺しにするつもりかっ？」

「　はい。」

　無表情に従者は応じた。

「 "手の者" 達はおそらく決して殿下を殺したがりはしますまい。死を選ぶことは、ア
ルテミスさま自らの御意志なのです。」

「…………馬鹿な。自殺をしたがるような子じゃないっ！」

　相手が怪我人でさえなければ正行はその平然として見える顔を殴り飛ばしていたの

かも知れない。

　装甲兵たちはすでに気配すらなく広間から撤退し去っていった後だ。

（　自殺をしたがるような子じゃない。）

　彼は心の中で繰り返した。

　 "宗女殿下" などと人から呼ばれる子供になら、どれだけ複雑な事情が背後にあるも
のか、それは彼は知らない。

　だけど彼は知っているのだ。



　にっこりと、どれだけ生き生きと、あの少女が微笑むのかを…

「我々には我々の掟があるのです。」

　従者が繰り返した。

「そうかい。それなら…」

「戦士殿!?」

　狼狽したアルヤ=アラムの制止の声なぞもう気にもせず。

　彼は、走りだした。

「おれはおれの流儀に従うまでだ！」

　通廊を抜け、昇降機をあやつり、 "遺跡" 内部から駆けて出た彼の目の前で、漆黒の
宇宙態は装甲兵の一団を呑みこみ、宗女姫を呑みこみ、音もなく発進の準備を整えつ

つあった。

「…くそっ！…」

　艇は宙に浮く。

　彼は大またに走り寄った。

　ぎりぎりの瞬間に、満身の力をこめて、彼は跳びあがった…

　接地脚に決死の思いでしがみつく。

　高度、１０ｍ、２０ｍ、まだまだ上がる…



　生きて捕まるわけにはいかないのだと少女は言った。

　それなら。

　唯一完全な解決策は、絶対に囚われの身に陥ったりしないこと。

　それだけだ。

　高く…

　たかく青年は、吊り上げられていった…

（…続く…）。

https://www.youtube.com/watch?v=qVrM-BxWybA
BUMP OF CHICKEN「Butterfly」 

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


https://www.youtube.com/watch?v=mTdcxQZcQAE&index=19&list=RD9qXmRL6a0uU
BUMP OF CHICKEN『カルマ』

https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow&list=RD9qXmRL6a0uU&index=22
鬼束ちひろ - 月光 

https://www.youtube.com/watch?v=VxPq6DZ4XhE&index=17&list=RD9qXmRL6a0uU
ケツメイシ_君にBUMP 

…以外に「和風音楽」が合わなかった、会田さん活躍シーン…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=x6pzZ_IGQAg
BUMP OF CHICKEN『宇宙飛行士への手紙』 [ LOW QUALITY SOUND ] 

https://www.youtube.com/watch?v=vNzTsCsPrwI
BUMP OF CHICKEN「アリア」

手書き原稿の欄外に、

「な〜んでこの人（アルヤさん）が出てくると、会話が暗くなるのおっ！？」

と、慨嘆してあります…ｗ

あと、ラスト欄外に、

「　はっはっはっっ　新井素子してしまった☆　」とか…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=4Bh1nm7Ir8c&index=24&list=RD9qXmRL6a0uU
PERFECT HUMAN【MV】RADIO FISH/（Full ver.） 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mTdcxQZcQAE&index=19&list=RD9qXmRL6a0uU
https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow&list=RD9qXmRL6a0uU&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=VxPq6DZ4XhE&index=17&list=RD9qXmRL6a0uU
https://www.youtube.com/watch?v=x6pzZ_IGQAg
https://www.youtube.com/watch?v=vNzTsCsPrwI
https://www.youtube.com/watch?v=4Bh1nm7Ir8c&index=24&list=RD9qXmRL6a0uU


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月3日18:54
＞『私を月まで連れてって！』

…だから「元ネタ」は、そのへんと《デジャーソリス》姫。とかだった。

はずなのに…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

そういう意図で「造り始めた」話だったはずなのに…

なにゆえ、

「なかのひとディマントイド＆アルマンディンなガーネット兄弟」転生伝説。

…なんてファクターが後づけで湧いて出て、しかも、はまってるんだ…？？

（…と、書き始めた途端に悠宙舞さんが自動推奨で、

　♪　前々前世　♪

　とか、詠いはじめてくれちゃいました…☆

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月4日4:29
↑ この直後、激烈睡魔に襲われ、軽く３０分のつもりで１９時に横になって、その後どうしても
起きられず…目覚まし止めたのは覚えてるんですが、久しぶりに長い長い異世界生活？（旅？）
の夢を見ながら爆睡して、

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


…現在、午前４時２６分…？

(‾○‾;)

…隣家と階下の騒音迷惑公害で叩き起こされた。

(`ヘ´)

…というね…★

（あんまり五月蝿いんで、近所じゅうの家で起きちゃって電気つけてる…(-_-#)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月4日9:20
…（＠＠；）…☆

〜０５８５３０７

＞０５８５４０８…☆

…一晩で、ひゃく…？？
 

https://85358.diarynote.jp/
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（11月４日）　⇒　アルパカ狼さんをスカウトして雇う♪

https://85358.diarynote.jp/201611040948281235/

…笑門来福！…☆　（＋１）。
2016年11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=W4ldJsxiu7M
桜の樹の下【最遊記外伝】 

　笑う門には福来る。

　未来の話で鬼笑う。

　躍る阿呆に観る阿呆。

　同じ佐保なら

　笑わにゃ 尊 song ♪

　鬼はうきうき　福は内〜♪

https://85358.diarynote.jp/201611040948281235/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611040948281235/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161104/85358_201611040948281235_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161104/85358_201611040948281235_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161104/85358_201611040948281235_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=W4ldJsxiu7M


　来ない福なら

　撃ち落とせｗ

…てなことで（前項コメント欄参照）９時間たっぽり眠って脳天が春爛漫な霧樹りすですよ〜♪

　（＾◇＾）／

　気の早いことですが、来年（〜以降）の、長期的展望というか、

野望と妄想のお話…！♪

１．小樽市長＆市民の総力でガンバレ！

　

　　【泊原発廃炉】が確定したら、

私の【広域札幌圏内定住】も決定するので…♪

２．心を落ち着けて、遅くとも来年中には「古資料」整理を終わらせて…☆

３．早ければ来年中には、

　「新原稿」書き直し総行脚（？）の旅というか、時間旅行？を開始し…♪

４．遅くとも再来年中には「投稿生活」を開始…！

５．遅くとも目標の６０歳（あと８年！）までに「プロ作家でびう」するッ！

（※…なんで６０歳かって…敬愛する「C.W.ニコル氏のマネ」です…♪）



６．そしてJ.K.ローリングぐらいの大金を稼ぐっ！（ｗ）

７．ニコル氏のマネをして、「私のアファンの森」を手に入れる！

８．大金管理と原稿トリタテ編集者の群れ対応係として…

　　⇒　アルパカ狼さんをスカウトして雇う♪

９．原稿と歴史の矛盾点「総 校閲 係」兼、
　　構成を考える時の「ブレスト係」として…

　　⇒　ミニサイズ大魔王エルさんを雇う！（＾＾）！

（…果たして最大の難関は、５でしょうか９でしょうか…そこが問題だ…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=r0lVgdmJ9c8
「最遊記外伝」×さ/く/ら/び/と 

（未来の私に「ごはん作ってくれる人」は、すでに見つけてあるしぃ…♪
　⇒mixiの銀英コミュの「シェーンコップ」のナカノヒト。ね…♪）

そしてたぶん、ニョゼさんやアルマンディン兄は、私がなんとかプロの物書きになれたあたりで

、ニヤニヤしながら、「真打ち登場！」みたいな顔して、

再会できるんじゃないでしょうか…

https://www.youtube.com/watch?v=r0lVgdmJ9c8


（たぶん鬼でアクマな原稿トリタテ編集人とか、アニメ化プロデューサーとか、きっとそんな役

回りだ…ｗ）

　…あぁ、妄想って、楽しいなぁ…♪♪

…　ｗ（＾ｗ＾）ｗ　…☆

https://www.youtube.com/watch?v=iyCFdilBCPw
【最遊記外伝】花篝り 

https://www.youtube.com/watch?
v=vDVBkUBs7Og&list=PLwPDL7XVsyQ8ZC43FnNpe4aV_fjfDt9iU&index=3&spfreload=1
最遊記×Alone 

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
昔のメンバーは跡形もないけど、再結成されても昔と変わらない。

ジェフ・リンは素晴らしい。

56秒でポール・マッカートニーが客席でスタンディング。
http://goo.gl/TFVT7Z 
ハイド・パークを埋め尽くす観客。

https://twitter.com/cmk2wl/status/794165910344855552

…かくありたし…☆彡

 
編集する

（関連商品）

 

https://www.youtube.com/watch?v=iyCFdilBCPw
https://www.youtube.com/watch?v=vDVBkUBs7Og&list=PLwPDL7XVsyQ8ZC43FnNpe4aV_fjfDt9iU&index=3&spfreload=1
http://goo.gl/TFVT7Z
https://twitter.com/cmk2wl/status/794165910344855552
https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201611040948281235


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月4日10:36

「夢なんて叶えるために存在するもんだ。

　諦めるために在るんじゃねェぞ。」

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月4日11:20
…あ、あと、「募集予定」の人材リストが…ｗ

☆「エコ掃除」の達人なメイドofオールワークスさん♪
☆「有機林業」の達人な雑木林と果樹園の管理人さん♪

☆「有機農業」の達人な家庭菜園と農園の管理人さん♪

☆「６次産業」の達人な農園と果樹園の加工販売さん♪

☆「農村観光」の達人なエコ宿と整体業の管理人さん♪

…「我こそは！」と思ったかたは、ゼヒトモ、わたくしがプロ作家になって大金持ちになって、
皆さんのスポンサーになれるくらい出世（？）するのを…

応援してて、くださ〜い…♪♪

　（＾＾）／

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


（11月４日）

https://85358.diarynote.jp/201611041017469838/

【 小樽市長、天晴れ♪ 】／泊原発の「廃炉」を要望する小樽市
長の姿勢は至極当然！／北海道は素敵です!!

2016年11月4日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=t8c0oh2XoF4
最遊記　OP　FOR REAL 

あらためまして、遅めようございます。

０９：５９になっちゃいました。（＾＾；）

（前々項コメントあんど前項参照ｗ）

朝６時に起きて昨日の洗濯物でストーブ前で乾いてた分を畳んで干し道具を回収してから、あら

ためて今日の分の手洗濯して朝風呂して二度寝して…起きて朝ごパン食べて、妄想を書いてたら
…（＾＾；）…この時間に…☆

あ、１０：００になっちゃいましたね…☆

https://85358.diarynote.jp/201611041017469838/
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札幌の外気温は３℃。どんより曇天。予報は雪嵐…？

情報チェックして昼寝したら、午後は（今日こそ！）家事をやる予定…（たぶん…）☆

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

2016年11月03日（木）【前日】
06:00 0.035 0.033 0.034 6 
07:00 0.035 0.034 0.034 6 
08:00 0.035 0.033 0.034 6 
09:00 0.036 0.035 0.036 6 
10:00 0.039 0.036 0.037 6 
11:00 0.039 0.038 0.038 6 
12:00 0.039 0.038 0.039 6 
13:00 0.039 0.036 0.038 6 
14:00 0.037 0.034 0.035 6 
15:00 0.034 0.032 0.033 6 
16:00 0.035 0.034 0.034 6 
17:00 0.041 0.034 0.038 6 
18:00 0.043 0.039 0.041 6 
19:00 0.037 0.035 0.036 6 
20:00 0.035 0.033 0.034 6 
21:00 0.034 0.033 0.034 6 
22:00 0.034 0.033 0.034 6 
23:00 0.036 0.033 0.034 6 
24:00 0.036 0.035 0.035 6 

2016年11月04日（金）【当日】
01:00 0.038 0.035 0.036 6 
02:00 0.037 0.036 0.036 6 
03:00 0.036 0.035 0.035 6 
04:00 0.035 0.034 0.035 6 
05:00 0.035 0.034 0.034 6 
06:00 0.034 0.034 0.034 6 
07:00 0.035 0.034 0.034 6 
08:00 0.035 0.034 0.034 6 
09:00 0.034 0.033 0.034 6 
10:00

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


ところで画像３。（－－；）

北海道に「タテの切れ目（点線）」入ってるの、解ります…？

（地質学的に言うと、北海道は元々「左右（東西）２つの島」だったのね…☆）

ホワイトフード @whitefood1 · 10 時間10 時間前 
11月4日2時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が141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/CwWnzFsUsAAjaDN.jpg

☆地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M4.5】北海道北東沖 深さ328.1km 2016/11/03 23:33:51

★地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 北海道 標茶町 
【M2.8】釧路地方 深さ116.3km 2016/11/03 23:23:21

★地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ43.4km 2016/11/03 22:37:55

★地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ72.3km 2016/11/03 20:11:49

★地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ44.3km 2016/11/03 18:54:21

★特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【釧路・根室地方 竜巻注意情報】
釧路・根室地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。

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

ください。

この情報は03日18:10まで有効です。

★地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CwWnzFsUsAAjaDN.jpg


【M2.6】根室半島沖 深さ42.9km 2016/11/03 15:31:40

☆地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 北海道 天塩町 
【M2.6】宗谷地方 深さ17.4km 2016/11/03 13:16:14

★地震マップ @eq_map · 11月2日 
【M2.8】国後島近海 深さ128.8km 2016/11/03 08:06:43

…根室でもろもろ…★

ほち @akemimonn · 2時間2時間前 
小樽市長　泊廃炉要望へ　１１月中旬にも http://dd.hokkaido-
np.co.jp/news/politics/politics/1-0334123.html … #どうしんウェブ／電子版

もけ（猫舌） @mokez · 2時間2時間前 
小樽市長　泊廃炉要望へ　１１月中旬にも http://dd.hokkaido-
np.co.jp/news/politics/politics/1-0334123.html … #どうしんウェブ／電子版 函館市は青
森の原発廃止を議会で決議しているし、札幌市の前知事も原発反対だったね

T_ottyan @T_ottyan · 7時間7時間前 
この市長さんカジノもきっぱり反対で市長当選。今回は原発まで言及した発言を。小

樽市長　泊廃炉要望へ　１１月中旬にも - 北海道は素敵です!! - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/yuuta24mikiko/36097771.html … #ブログ #無題
https://t.co/6HHUYryXQd

ステイメン@打倒！凶人安倍！ @deskain · 17時間17時間前 
小樽市長　泊廃炉要望へ　１１月中旬にも http://dd.hokkaido-
np.co.jp/news/politics/politics/1-0334123.html … #どうしんウェブ／電子版
市民の命を守る市長として、そして「再稼働反対」を公約とした政治家として、危険

この上の無い北電泊原発の「廃炉」を要望する小樽市長の姿勢は至極当然の物と言え

よう！ 

aquaapple @aquaapple · 18時間18時間前 
希望の市長☆彡小樽市長 泊廃炉要望へ １１月中旬にも | どうしんウェブ／電子版（
政治） http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/politics/politics/1-0334123.html …

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/politics/politics/1-0334123.html
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/politics/politics/1-0334123.html
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http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/politics/politics/1-0334123.html
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椴熊（Todoguma:壊憲断固阻止) @todoguma · 20時間20時間前 
森井秀明小樽市長、天晴れ♪。。

道内の他の首長たちも続いて欲しいのもだねぇ。。 http://fb.me/5iKUOtpiK

https://www.youtube.com/watch?v=SV5XU4vIu5E
Just Communication - Mobile Suit Gundam Wing (with lyrics)

UMPILIKEYOUさんがリツイート 
石川早生 @nomoretokyo · 16時間16時間前 
俺の知っている関東からの移住者の中に「多くの犠牲を払って移住したのだから関東

で人がバタバタ倒れてくれないと割に合わない」という考えを持った人は1人もいない
。逆に、移住した妻子を関東に連れ戻したいと考えている夫がそういう発言をしたと

いう話は何件も聞いた。病んでいるのはどちらだ？

　武器も原発も「捨てる！」方向にしか…

　地球人類の未来は、続いて、いない…。

https://www.youtube.com/watch?v=FSsGY_mLjwI
中島みゆき「麦の唄」Music Video [公式] 

　…「泊原発が廃炉になったら」…

　…ＳＡＰＰＯＲＯに定住するぞ〜ッ！！♪

http://fb.me/5iKUOtpiK
https://www.youtube.com/watch?v=SV5XU4vIu5E
https://www.youtube.com/watch?v=FSsGY_mLjwI


（11月４日）　（『エイリスの物語』（仮題）のメインテーマは、これで…）

https://85358.diarynote.jp/201611041732506518/

【予約】　（※将来の「編集＆プロデューサー氏にお願い☆彡）

ｗｗｗｗ

2016年11月4日 チベット有問題 ！ コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=83vyrFFjiqQ
欅坂46 『世界には愛しかない』 

https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8

amaちゃんださんがリツイート 
Thoton and the News @Thoton · 1日1日前 
左：昭和13年の日劇ダンサー。右：平成28年の欅坂46。歴史は繰り返すのか。
https://twitter.com/Thoton/status/794079385116667904

　↑

（ちなみにこの日劇。（＾＾；）当のナチ隊員に見せたら【冒涜！】と怒り狂うこと必須…ｗｗ
ｗ　『神聖不可侵なる総統サマ』麾下の直属部隊の軍服を、よりによって「汚らわしい有色人種

」の、しかも「メス」の、「芸人ふぜい」に着せるとは…！ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=C9hVxOVtbxk
Berryz工房 『アジアン セレブレイション』 (MV) 
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mold @lautrea · 7時間7時間前 
欅坂の一部ファンやネトウヨたちがナチを賛美しユダヤ人を中傷していることで、結

局欅坂46の衣装がナチ賛美であることを証明してしまっている。

deadletter @deadletterjp · 15時間15時間前 
件の衣装について「ナチっぽいかどうかは微妙であり難癖だ」と今更必死になって主

張する人々がいるそうですが、タイムトラベルをして、まず「ファン」の口を塞いだ

方が良さそうですね。

https://t.co/bDpPKEdGJw

産経ニュース� 認証済みアカウント � @Sankei_news · 11月3日 
【欅坂４６のナチ軍服問題】イスラエル大使館が「ホロコースト特別セミナーに招待

します」　ＦＢで公式に表明

http://www.sankei.com/entertainments/news/161103/ent1611030010-n1.html …
https://pbs.twimg.com/media/CwUkp6EUkAARyrJ.jpg

Noby Lucha Libre @noby_esperanzo · 11月1日 
欅坂のナチ衣装の件、スペイン語でも報じられはじめてるぞ。国内向けには通じる

と思っているお詫び、海外では通じない。Critican a grupo japonés por usar ropa con
apariencia nazi 
https://t.co/Az8beCpIGe

ええな@ねこモフ＆ねこガブ @WATERMAN1996 · 10月31日 
実のところ、ナチスの軍装ほど中二的格好良さを出してるファッションはないんだよ

。デザイナーは皆ナチスに負けてるの。ナチス以上に格好の良いファッションを出せ

てないのね。

/「欅坂４６」の衣装、ナチ軍服に酷似と批判　英紙報道
http://www.sankei.com/world/news/161101/wor1611010002-n1.html …

一撃 @taku_bukkomi · 10月28日 
欅坂46のナチ衣装を世界が報じてます。
余りにも恥ずかしいし、無認識。

狂気ですわ。

https://twitter.com/taku_bukkomi/status/791965321858912256

…まぁ、戦時になったら真っ先に「性奴隷」にされるよーな、
「社会的最底辺の有色人種のメス」に、

https://t.co/bDpPKEdGJw
http://www.sankei.com/entertainments/news/161103/ent1611030010-n1.html
https://pbs.twimg.com/media/CwUkp6EUkAARyrJ.jpg
https://t.co/Az8beCpIGe
http://www.sankei.com/world/news/161101/wor1611010002-n1.html
https://twitter.com/taku_bukkomi/status/791965321858912256


「金髪白人優生思想原理主義団体ナチスの制服を着せる」という行為自体が…

　そもそもブラックジョークだけどな〜…★

…ｗ（－－；）ｗ…★

Tommy @tomio9892 · 11月1日 
欅坂のナチ軍服酷似が炎上してますがここで東ドイツ軍の軍服を見てみましょう 
https://pbs.twimg.com/media/CwLNzkWUkAEQlfY.jpg

Simon_Sin @Simon_Sin · 11月1日 
ナチはカッコいいよ。認めよう。でもそのナチの制服を肯定的に着ちゃうってのはど

うしてもナチがやったこととは無関係ではなくなってしまう。ナチのカッコよさだけ

は頂くけどその罪については知らんぷりってのは一番不誠実な態度じゃないのかな。

https://t.co/p3aRLx4zYB

　↑

『最優秀コメント賞』を進呈。

さて…（＾＾；）…気が澄んだ…☆

プロ @cpro29 · 11月1日 
欅坂のナチ風衣装がだめならブロッケンJr.にも文句言えよってツイートがちらほら流
れてくるけど、実際フランスではアニメ版キン肉マンのブロッケンJr.が、キン肉マン
だけでなく日本アニメ自体が排除されるきっかけになったって話がありまして

https://web.archive.org/web/20090826222530/http://jp.ibtimes.com/article/biznews/090819/39603.html
…

https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
Berryz工房 『愛はいつも君の中に』(Berryz Kobo[Love is Always inside you]) (Promotion edit) 
　↑

この衣装だってけっこうヤバイのだがｗ

歌詞はみごとに反戦＆反差別。的な…♪

（んで。実に「私の好み♪」なので…）

https://pbs.twimg.com/media/CwLNzkWUkAEQlfY.jpg
https://t.co/p3aRLx4zYB
https://web.archive.org/web/20090826222530/http://jp.ibtimes.com/article/biznews/090819/39603.html
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（『エイリスの物語』（仮題）のメインテーマは、これで…）
（もしくはこれを作詞作曲した人たちに新曲依頼で…お願いします…♪）

（参照⇒http://85358.diarynote.jp/201611040948281235/
　…笑門来福！…☆　（＋１）。）

https://www.youtube.com/watch?v=d5nmDDUglVM
Berryz工房 『Be 元気 (成せば成るっ!)』 (MV) 

どうも ついった @domotwitta · 11月1日 
欅坂46の衣装の件でYMOの散開ツアーの衣装が話題になってるようだが、YMOのあれ
はYMOのファンの熱狂とナチを支持した大衆の熱狂との類似性を皮肉ったもので ツア
ー映像を使って作られた映画「PROPAGANDA」の最後でそのカリスマ化した虚像を
燃やして終わるみたいな文脈だった。

Кен@ヌカワールドインパ中 @vfk_ken · 10月31日 
パヨク｢欅坂46がー、ナチの軍服がー｣
それではパヨクが大好き坂本龍一の画像貼っておきますね 
https://pbs.twimg.com/media/CwIgCLIUMAAzpOR.jpg

「…あんた、ばかぁ…？？」

https://www.youtube.com/watch?v=DeGkiItB9d8
欅坂46 『サイレントマジョリティー』 

青木隆志@Flashアニメータ @jigokuhen · 10月25日 
ナチじゃなくてブラウンシュバイク公国軍のブラックブラウンウィッカーズでは？

：【悲報】欅坂46がナチス衣装を着てネットで炎上ｗｗｗｗｗｗｗｗ - 乃木坂46まと
めもらんだむ|乃木坂46・欅坂46まとめ速報 
https://t.co/kBMMEawETj

…【ブラウンシュバイク公国】…！！

はいはい。（＾＾；）食いついたかたは、こちらへ…☆
　↓

http://85358.diarynote.jp/201611040948281235/
https://www.youtube.com/watch?v=d5nmDDUglVM
https://pbs.twimg.com/media/CwIgCLIUMAAzpOR.jpg
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http://85358.diarynote.jp/?theme_id=1
銀河英雄伝説ごっこ☆ 

https://www.youtube.com/watch?v=AFg1x-xCxa4
欅坂46 『語るなら未来を···』

…とりあえずこの「未成年」連中の責任じゃなくて、

暗愚なオトナども（主にプロデューサーとデザイナー？）の、責任だろう…？？

★（－－＃）★

（で、なんでデュオとヒイロが貼ってあるかって…ｗ）
（たんなるシュミです…ｗｗｗ）

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月4日17:41
↑　ていうか「トロワとウーフェイの制服姿」を貼りたかったんだけど…ｗ

てごろな画像がなかった…ｗｗｗ
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（11月４日）　…「なかなか芽の出ない作者の卵」４０年やってますけど…

https://85358.diarynote.jp/201611041803407363/

「３．ところで一方こちらでは。」　　（☆あとあがき☆）・他

…

2016年11月4日 リステラス星圏史略　（創作）
　↑

【リステラス星圏史略（創作）〔７７７件〕】♪

♪　祝　♪（＾＾）♪

https://www.youtube.com/watch?v=aYqimX33oUo
Berryz工房 『普通、アイドル10年やってらんないでしょ！？』 (Promotion edit) 

…「なかなか芽の出ない作者の卵」４０年やってますけど…

…なにか…？　ｗ（＾◆＾；）ｗ…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=8LfHq1S-Pmk
おニャン子クラブ セーラー服を脱がさないで 

…平和だったなぁ…ｗｗｗ

　

https://85358.diarynote.jp/201611041803407363/
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　☆　あとあがき　☆

　…う〜む、書くことがない……以下次号。

　新入生　３人

　ミネルバさん　…　冷めた紅茶を飲むのが趣味の公女陛下。

　ミスティリヤ君　…　顔も頭もまぁまぁの、（そのくせ割と手がはやい）、士官候
補生。

　ヤニさん　…　説明不可能。…。…。…。

（以下、しょーもない身内ウケねたの感想が書いてある部分は省略…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=nyObCcBP_EY
ペッパー警部／ピンクレディー 
　↑

…時代が違う…ｗｗｗ
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=--UDLAqrlSA
モーニング娘。 『ペッパー警部』 (MV)

 
  
 

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


（11月４日）　（…たぶん清クンが「平気で学校サボる子」になったのも、これのせ
いなんじゃ…ｗｗｗ）

https://85358.diarynote.jp/201611041824493776/

一冊完成♪

2016年11月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)
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てなことでファイル一冊終了☆彡

http://p.booklog.jp/book/110850/read
リステラス星圏史略　古資料ﾌｧｲﾙ5-X-1-2-3
『未完史』第１部　第２章「月は無慈悲な夜の女王」

３．ところで一方こちらでは。 

これは分量が少ないんで無料です〜☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

むしろ私はこれ聴いて育った世代…ｗ
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=kKGP2aQnGGU
「ひなげしの花」　アグネス・チャン

　↑

（ていうか長らく「髪型がおそろい」だった…ｗｗｗ）
　↑

そして後年、「反戦＋反核＋脱原発」集会で、並んで壇上で握手をしたりする仲？に…☆

https://www.youtube.com/watch?v=_nSdfPsUMAw
Agnes Chan 陳美齡 アグネス・チャン 草原の輝き

…あ、「清クン」にこの２曲の影響はいってるのは間違いないです…ｗｗｗ
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=HV18Q5m6Q_o
年下の男の子☆ 

https://www.youtube.com/watch?v=h-fkFrKlATA
プレイバック part 2 - 山口百恵 

file:///tmp/puboo/127020/452218/book/110850/read
https://www.youtube.com/watch?v=kKGP2aQnGGU
https://www.youtube.com/watch?v=_nSdfPsUMAw
https://www.youtube.com/watch?v=HV18Q5m6Q_o
https://www.youtube.com/watch?v=h-fkFrKlATA


でも当時「アイドル御三家」の「見分けがつかなかった」わたし…☆

https://www.youtube.com/watch?v=RX1oIB2ZA88
桜田淳子　はじめての出来事　by jama 

https://www.youtube.com/watch?v=vXFzm_9SjwE
岩崎宏美 シンデレラ・ハネムーン (1978)

https://www.youtube.com/watch?v=DI2CvRmBaPA
ロマンス　岩崎宏美 

https://www.youtube.com/watch?v=6KfWY1t8pWs
山口百恵写真MV (ひと夏の経験) 

…このへんは「歌謡曲」と呼ばれていて…

「演歌」と「ニューミュージック」の、過渡期的？存在だったのかな…？？

（そのあと「Ｊ－ＰＯＰ」という呼称が発明？された…）

https://www.youtube.com/watch?v=VIzqE5DTllc
フィンガー 5 恋のダイヤル 6700 
　↑

これは思いっきり影響うけましたｗ

磯原家が「５人兄弟」なのもそうだし、

うちひとりの声は、

間違いなく「小学生の清クンの声」です…♪

https://www.youtube.com/watch?v=yxKCOU1s2PQ
学園天国　　フィンガー5 

https://www.youtube.com/watch?v=RX1oIB2ZA88
https://www.youtube.com/watch?v=vXFzm_9SjwE
https://www.youtube.com/watch?v=DI2CvRmBaPA
https://www.youtube.com/watch?v=6KfWY1t8pWs
https://www.youtube.com/watch?v=VIzqE5DTllc
https://www.youtube.com/watch?v=yxKCOU1s2PQ


（…たぶん清クンが「平気で学校サボる子」になったのも、これのせいなんじゃ…ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=13ml7EINDMo
Finger 5 - Gakuen Tengoku - 
　↑

…【ヤングの祭典】…！！！！

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…★

…いた！清クン「本家本元」ネタ…！！！
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=ml_89Uhm4bM
少年探偵団 BD7 OP 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvGw79_lAMs
少年探偵団(昭和50)OP行くぞ! BD7&ED少年探偵団のうた(TVサイズ) 

ぅわははははｗ

ユミちゃんも、ひろと変輩もいる〜っｗｗｗ

（これだ！　これだったか…ッｗｗｗ）

…おあとがよろしいよぉで〜…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Jv_EnH6kFUE
ゴワッパー5 ゴーダムOP 
　↑

たぶんヤニさんは少しヨーコが入ってるｗ

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=13ml7EINDMo
https://www.youtube.com/watch?v=ml_89Uhm4bM
https://www.youtube.com/watch?v=ZvGw79_lAMs
https://www.youtube.com/watch?v=Jv_EnH6kFUE
https://www.youtube.com/watch?v=RqvqVXF9UkY


https://www.youtube.com/watch?v=RqvqVXF9UkY
ゴワッパー5 ゴーダム ED FULL 
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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11月4日19:42
あ〜貼ってあるイラストは〜

有名人じゃないほうの（＾＾；）

Ｏ高のｎａｎａちゃんだ〜☆

（無許可。だって転居先がわからん…★）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月4日20:10
春まだき　（１） 
ひらがなを覚えると同時に詩（ことば）を書きはじめていました。小学校高学年〜卒業までの、

たどたどしい言葉の群を、パブー開設記念に拾ってみました。（本の表紙にある筆名は、中学生

時代に使っていたものです。） 
250円
51ページ
1ダウンロード
コメント（1）
閲覧数：9,971
販売数：1

https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201611041824493776
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はははは…☆

リステラス星圏史略　古資料ファイル　０ 
なにしろ今生１０歳の頃からずっと、（現在すでに５２歳）物語の設定ばかり無駄に増え続けて

いるので、史実の前後の整合性の破綻や、単語の齟齬なども目立ってきまして…★作者の脳内の
整理作業用ファイルです。

無料

375ページ
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：16,996

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月4日20:16
めも

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月4日21:42
ちなみに余談ですが会田さんを「彼」と書いてる部分は後日、清クンが「ヒ〜ロ〜イン

タビューッ」とか言ってマイク持参で聞き出してアルバトーレ新聞？とかに書いたもの…(^。^;)…
とか言う裏設定なので、文責は清クンにありますよ…っと…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月4日21:44
…で…(・ω・;)(;・ω・)

12時から21時43分まで、国内で地震が止まってるんですか…？

ヽ（・＿・；）ノ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月5日6:07
雪！

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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てか、吹雪！

ヽ（・＿・；）ノ

 



（11月５日）

https://85358.diarynote.jp/201611050727002080/

【…札幌、吹雪…！】／★８日から９日にかけ低気圧と冬型気圧
配置が強まる影響で大荒れとなるおそれがあります★

2016年11月5日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

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

（こりゃ、今日のような日のためにある曲だよな…♪）

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1478297400/1011-0010-101000-201611050710.gif?
t=1478298035
（０７：００〜０７：１０）

おはようございます。

０７：１９です。

いつもより早いのですが、もう時間があまりありません。

（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201611050727002080/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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前項最終コメント参照ですが、札幌の現在気温２℃。

吹雪…。★（＠＠；）★

予報に雨か雪とはありましたが、ちらつく程度だろうとタカをくくっていたのですが…

朝５時に最初に起きた時はなんともなくて、

朝５時半に二度目に起きたときはあれ？隣家の屋根が濡れてるから通り雨？

くらいだったんですが…

朝６時に（いつもより早いので余裕ぶっこいて）のんびり起きだして、換気のために玄関あけ

たら…

…国境のトンネルをぬけたら、そこは…

な雪国世界となっておりました…★

★！（＠＠；）！★

現在すでに積雪５cm。

例年より１ヶ月以上も早く！「根雪」になりそうな勢い!!

…ってことで、まだ何の冬支度もしていなかったので、慌てて雪靴だして、運よく！半額で入手
したばかりの無敵そうな高額コート（半額で１万円もした！）と百均の（＾＾；）手袋の値札を

切り取って…☆

リュックも秋物から真冬ものに詰め替えて…

傘さして吹雪のなかを徒歩通勤予定…なので、今日はかなり早め早めに行動しないと遅刻します
…★

ので、情報チェックは途中で尻切れトンボになるかもですよ…（＾＾；）

すいません…（＾＾；）



https://www.youtube.com/watch?v=Sw1FFR_BLBc
Jimmy Cliff - Reggae Night 

…暖まるよな…♪

…また更新が停まってます…★
　↓　（－－＃）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月04日（金）【当日】

土日は停まるとか、そういうフザケタ話か…？？

ホワイトフード @whitefood1 · 11月3日 
11月4日2時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が141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/CwWnzFsUsAAjaDN.jpg

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.5】根室地方 深さ95.9km 2016/11/04 18:59:09

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ25.2km 2016/11/04 15:48:25

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11月04日 15:16】
北海道地方は８日から９日にかけて、発達する低気圧と冬型の気圧配置が強まる影

響で、大荒れの天気となるおそれがあります。猛ふぶきによる交通障害、暴風、高波

に警戒してください。
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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11月5日15:29
コートはむしろ暑すぎました…ｗ

気温マイナス５℃以下まで封印決定…☆ (^。^;)
 

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


（11月５日）　アルパカ狼さんが居なかったので、営業成績は地を這いましたｗ

https://85358.diarynote.jp/201611050942357043/

めも。「マシュンゴを女装させてみるのはどうかな？」

2016年11月5日 ☆銀河英雄☆伝奇☆ コメント (2)
　

 
（雪道が娯し過ぎて、ネタが浮かびまくりですｗ）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月5日10:35
 
元気に歩いて

時間ギリギリに到着。(^。^;)☆

…いや…(^_^;)

「メルカッツ救出作戦」なんだよ？

時間があったら今夜か、

「次の３連休」にね〜♪

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月5日22:25
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

https://85358.diarynote.jp/201611050942357043/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=7
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ゆき道ですべての運を使い果たした(^。^;)感の半日でしたが、

隣席に《レインボー戦隊ロビンのリリーちゃん》（なんというか…看護婦さんキャラ…？）がい
たので、

終日心穏やかに過ごせました。(*^_^*)

でもアルパカ狼さんが居なかったので、営業成績は地を這いましたｗ

┐(’〜`；)┌

…外は雨。線量高め。(-_-#)

帰宅はバスでした。

買い物ちゃっかり。(^_^)v

ごはん食べて

漫画読んで

寝ま〜す！

(^o^)／
 



（11月５日）　（後追い）

https://85358.diarynote.jp/201611070657048322/

『白蛇伝』…（＠＠）…☆彡

2016年11月5日 環境は、生命圏で、生存権。

………白…蛇…ででん…☆

（いや、にょろり…？？）

　ｗ（＾◇＾）ｗ

（ちなみに「白蛇」様といえば磯原清の守護もしてくれてて、ついでにヨリシロにして杉谷好一

をからかっていたりする…）

ｗ（＾＾；）ｗ

んで、これを撮った後で、前項（某氏の女装？ねた）が頭に浮かびました…ｗ
 

https://85358.diarynote.jp/201611070657048322/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
file:///tmp/puboo/127020/452218/14482a38c02b9d58357a/10141/epub/OEBPS/image/85358_201611070657048322_1.jpg


（11月６日）

https://85358.diarynote.jp/201611060713313156/

【 積丹 ０．０７９ μ 】／北海道地方は８日から１０日にかけて
、発達する低気圧と冬型の気圧配置が強まる影響で、大荒れの天

気となるおそれがあります。。

2016年11月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

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11月05日 15:27】
北海道地方は８日から１０日にかけて、発達する低気圧と冬型の気圧配置が強まる影

響で、大荒れの天気となるおそれがあります。猛ふぶきによる交通障害、暴風、高波

に警戒してください。

https://www.youtube.com/watch?v=s0E3i80t6HU
「Life Goes On」instrumental ver 

おはようございます。

０７：０７です。（＾＾）
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幸先いい？ですね…♪

札幌の気温は２℃。またベクレ雪！

（－－；）

…徒歩通勤、決定…☆

てことでさくさくいきますよ…★

※本日【６日】…（－－＃）★
　↓

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2016年11月05日（土）【当日】 
01:00 0.034 0.033 0.034 6 
02:00 0.034 0.034 0.034 6 
03:00 0.034 0.034 0.034 6 
04:00 0.035 0.034 0.034 6 
05:00 0.036 0.034 0.034 6 
06:00 0.038 0.036 0.037 6 
07:00 0.043 0.040 0.042 6 
08:00 0.043 0.041 0.042 6 
09:00 0.045 0.041 0.044 6 
10:00 0.047 0.043 0.044 6 
11:00 0.049 0.045 0.047 6 
12:00 0.053 0.046 0.048 6 
13:00 0.052 0.050 0.051 6 
14:00 0.049 0.046 0.048 6 
15:00 0.044 0.041 0.042 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 0.051 0.041 0.045 6 
20:00 0.064 0.054 0.059 6 
21:00 0.065 0.057 0.062 6 
22:00 0.055 0.051 0.053 6 
23:00 0.052 0.046 0.049 6 
24:00

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


…まぁ、機嫌と体調がヨクナイのは、ご理解いただけますよね…？？

ｗ（－－＃）ｗ…★

ホワイトフード @whitefood1 · 11時間11時間前 
11月5日19時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が62箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CwfkWhsUQAAWANq.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 17時間17時間前 
11月5日13時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が51箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CweR0tDUAAEirDB.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
11月5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/CwdBTPlUoAAZQ-C.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
11月5日7時51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/Cwc_Ta3UoAApWLh.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 11月3日 
11月4日8時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が26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/CwX6T-PUsAA_d_h.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 11月3日 
11月4日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
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https://pbs.twimg.com/media/CwfkWhsUQAAWANq.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
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http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CwdBTPlUoAAZQ-C.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cwc_Ta3UoAApWLh.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CwX6T-PUsAA_d_h.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/


https://pbs.twimg.com/media/CwX3tfHUcAAWy3N.jpg

…どうもやっぱり、ロッカショが「ヤラカシタ」んじゃないか…？？

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 日本 
【M3.2】日高地方 深さ28.3km 2016/11/06 04:46:13

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 北海道 中標津町 
【M2.8】根室地方 深さ155.4km 2016/11/06 04:11:18

https://www.youtube.com/watch?v=FIh4q9JTq3I
[1080p] Life Goes On ~ ReMix2013 ~ Gundam Seed Destiny HD Remaster Ending 2 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月6日7:47
０

５８５

７６７☆

 

https://pbs.twimg.com/media/CwX3tfHUcAAWy3N.jpg
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（11月６日）　アル中はか狼さんが今日は珍しく二日酔いじゃなさそう(^_^;)という点
だけで、あとはすべて赦すｗ

https://85358.diarynote.jp/201611060827483873/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月6日8:28
　

０

５８５

７７７☆彡

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月6日9:59
　

…関東では１２時間で１０cmの雪で警報が出ることになったそうですが、札幌では今朝から３時
間ほどで積雪３０cmばかり。

スキー場が泣いて喜ぶ（※おたしむらくはまだ営業してない）ふわふわのパウダースノー満載で

歩けない…(^_^;)…と判明したので、途中からおとなしくバスに乗りましたよと…
σ(^◇^;)。。。
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月6日10:25
　

ジモティなおばさま達が集団で

「早すぎる！」て騒いでる…

(・ω・;)(;・ω・)

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


札幌市の公共除雪もまだ始まってないから、（機材はともかく人員の確保が無理…しかも土日で
官公庁は休み★）

人力除雪と道路徐行で、ちょっくら大変な人達が一部に…

(・ω・;)(;・ω・)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月6日10:38
　

…と思ったら、晴れながら
吹雪いてる…ヽ（・＿・；）ノ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月6日16:32
　

…結局わたしの通勤中だけ吹雪いてた…ってどうなの〜っ？
(`o´)

と怒りつつ、アルパカ成分補充前後できっぱり変わる営業成績に苦笑しているので、アル中はか

狼さんが今日は珍しく二日酔いじゃなさそう(^_^;)という点だけで、あとはすべて赦すｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月6日23:02
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

ばかなので夜中の雪道を愉しく歩いて帰って来ました〜(^_^)v

ＧＡＰの半額コートと

ワークマンの格安雪靴は

無敵のタッグでぬっくぬく♪

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


o(^-^)o

あぁ健康って素晴らしい♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

ごはん食べて

漫画読んで

寝ま〜す♪

(^O^)/~~ see you !
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月7日6:47
　

０５

８５

９７６…☆
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（11月７日）　雪39(ミク)って呼ぶぞwwwww

https://85358.diarynote.jp/201611070717372100/

札幌、明日【火曜日から木曜日まで大荒れ】／【函館は最高気温

１６度】。

2016年11月7日 環境は、生命圏で、生存権。

こ づ ∗*ﾟ @kozu_take321 · 1時間1時間前

札幌、明日火曜日から木曜日まで大荒れの天気になります。

明日の暴風雨で今の積雪はいったん溶けると思われますが、

明後日の吹雪でまた積雪状態になる見込みだそうです。

また、プレ日はやはりかなり寒く、金曜は穏やか、

土曜は雨または雪のみぞれ予報になっています。

(どさんこワイドより) 

（参照）

http://85358.diarynote.jp/201611070657048322/
『白蛇伝』…（＠＠）…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=SfEd0PA_rYI
【Official Music Video】ZORN / My life (Prod. by DJ OKAWARI) from the album The
Downtown (P)2015昭和レコード 

あらためまして、おはようございます。

０７：００ジャストになりました。

札幌の現在気温（プラス）２℃。

暖房１５℃設定。ストーブ前に布団を干しました…☆彡

道路はバリバリに氷結していて、走る車のタイヤ音が凄いです…ｗ

本日も元気に往復「雪上徒歩」通勤予定♪

　o（＾＾）o

https://85358.diarynote.jp/201611070717372100/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
file:///tmp/puboo/127020/452218/14482a38c02b9d58357a/10141/epub/OEBPS/image/85358_201611070717372100_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/201611070657048322/
https://www.youtube.com/watch?v=SfEd0PA_rYI


画像１は昨日の朝の風景です〜☆彡

咲 @_____rrkz · 34分34分前 
おいおい。昨日の札幌の雪は11月で過去観測史上最大の積雪量なの？

朝日新聞 映像報道部� 認証済みアカウント � @asahi_photo · 13時間13時間前 
http://t.asahi.com/k97u 
札幌市中心部で、23センチの積雪を観測しました。札幌管区気象台によると、11月上
旬の積雪が20センチを超えたのは21年ぶりだそうです。（志）#札幌 #雪
https://pbs.twimg.com/media/CwkWXOzVEAEQCEV.jpg

かつ丼 @Kiha20_301 · 13時間13時間前 
77D オホーツク7号
19分遅れ
スラ貫5両
↑旭川・遠軽

キハ183-1555
キハ182-29
キロ182-6
キハ182-39
キハ183-212
↓札幌・網走

182-39だけ積雪してるんだけどwwww
雪39(ミク)って呼ぶぞwwwww 
https://pbs.twimg.com/media/CwkRwCNUQAA0AH-.jpg

北海道新聞� 認証済みアカウント � @doshinweb · 14時間14時間前 
きょう6日の札幌は午前11時に、11月上旬の積雪としては1953年に観測を始めて以来
最多の23センチを記録しました。
午後5時の気温は0.2度。12月下旬のような冬の光景です。
http://dd.hokkaido-np.co.jp/weather/detail.html?tAreaCode=14162 …

あかそと @tocintosh · 17時間17時間前 
本日の札幌は積雪23cmを記録
市内を走る路面電車では排雪をする「ササラ電車」が初運行となりました 
https://twitter.com/tocintosh/status/795127584216354816

http://t.asahi.com/k97u
https://pbs.twimg.com/media/CwkWXOzVEAEQCEV.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CwkRwCNUQAA0AH-.jpg
http://dd.hokkaido-np.co.jp/weather/detail.html?tAreaCode=14162
https://twitter.com/tocintosh/status/795127584216354816


Tsuyoshi @Tsuyoshi3855 · 18時間18時間前 
札幌…
かなりの積雪

今朝…
吹雪の中、モエレ沼公園にて撮影。 
https://twitter.com/Tsuyoshi3855/status/795110123047792640

ＮＨＫ生活・防災� 認証済みアカウント � @nhk_seikatsu · 19時間19時間前 
【北海道の日本海側でまとまった雪】 冬型の気圧配置の影響で、６日の北海道は広い
範囲でまとまった雪となり、札幌市では１１月上旬の積雪としては２１年ぶりに２０

センチに達しています。交通機関にも影響が広がっています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161106/k10010757521000.html …

HBC北海道放送公式アカウント� 認証済みアカウント � @HBChokkaido · 19時間19
時間前 
HBC近藤肇気象予報士「札幌の積雪が１０センチ超えました。まだ降ります。最低気
温はけさ氷点下でした」

午前８時発信 
https://twitter.com/HBChokkaido/status/795103326857637892

精神科医 Dr.Snowman @doctorsnowman05 · 21時間21時間前 
札幌、10時現在の積雪23センチ。
市内の高速道路にも通行止め区間が。

11月初旬ではあまり記憶のない事態だ… 
https://twitter.com/doctorsnowman05/status/795073484565004289

ちょこちょこ @gQ0kIklnTBKxk4E · 21時間21時間前 
おはようございます♪

今の札幌時計台のそら雪

今日の札幌はかなり積雪しているので運転はスコップを必ずお車に入れて下さいね:.* (
°´˘`°)/ *.:
お仕事いっちきます

https://pbs.twimg.com/media/CwimRA1UQAA1QTE.jpg

苫小牧市の天気予報 @tomatenki · 21時間21時間前 � Tomakomai-shi, Hokkaido 
9時の積雪

https://twitter.com/Tsuyoshi3855/status/795110123047792640
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161106/k10010757521000.html
https://twitter.com/HBChokkaido/status/795103326857637892
https://twitter.com/doctorsnowman05/status/795073484565004289
https://pbs.twimg.com/media/CwimRA1UQAA1QTE.jpg


札幌23センチ 恵庭20センチ
千歳10センチ 苫小牧5センチ
室蘭1センチ 早来6センチ

札幌の気象情報 @yan_BOT1 · 23時間23時間前 
【11/06 08:08AM(日)】日の出:6:15-16:21 弱い雪
8時現在 気温:-0.1 降水量:7.5 風向:北北西 風速:3.0 日照:0.0 積雪:19 湿度:94 気圧:1017.2
#札幌 #気象
https://twitter.com/yan_BOT1/status/795040046940233728

タカシ @taka_traudy · 23時間23時間前 
札幌夏タイヤ100％アウトな積雪だよね。。。これ根雪じゃね。。水曜からも大荒れと
かもう積もるでしょ(´・ω・｀)

うー太郎 @jingisu_u_tarou · 24時間24時間前 
札幌積雪20せんち、、 
https://pbs.twimg.com/media/CwiCaMkUkAAncRG.jpg

シェル&キン 31074355@aa · 11月5日 
皆様、

土曜日、お疲れ様でした。

札幌は早朝から雪が降り積雪となりました。久しぶりの雪ににゃんずもびっくり‼…寒
さに負けず遊びました。

明日も雪予報。

おやすみなさい

https://twitter.com/31074355aa/status/794907560293765121

…でもそういや、５月に気温３０℃！とかいって夏の炎暑をカクゴしたわりには、けっきょく台
風来襲で、「夏らしい夏がなかった」んだよなぁ…★

（てことで、11月に大雪？が降ったからって、真冬がどうなるかは、まったく予測できない…★
）

TBC東北放送 防災減災·災害情報� 認証済みアカウント � @TBC_saigai · 11月5日 
【2016/11/5-15:20 TBC気象台①】きょうの気温は津軽海峡付近の前線を境に、北と南

https://twitter.com/yan_BOT1/status/795040046940233728
https://pbs.twimg.com/media/CwiCaMkUkAAncRG.jpg
https://twitter.com/31074355aa/status/794907560293765121


であまりにも極端な違いが。札幌では雪の降る時間が長く、最大積雪2センチを観測し
ている一方、同じ道内でも前線のギリギリ南に入った函館は最高気温が16度に達して
います。 
https://twitter.com/TBC_saigai/status/794785635135463425

…ｗ（＠◆＠；）ｗ…★

∴�ゆっき〜@青い結晶� @edelrose39 · 11月5日 
【午後0時45分現在の積雪】
名寄市：17cm
北見市：14cm
旭川市：12cm
帯広市·石狩市：10cm
夕張市：9cm
恵庭市島松：8cm
美唄市：7cm
岩見沢市：6cm
和寒町：5cm
新千歳空港：4cm
登別市·芦別市·倶知安町：3cm
札幌市·紋別市：2cm

∴�ゆっき〜@青い結晶� @edelrose39 · 11月5日 
【午後0時45分現在の積雪】
幌加内町·占冠村：13cm
美瑛町·遠軽町·新篠津村：12cm
札幌市南区小金湯·新得町：11cm
日高町·中札内村上札内：10cm
弟子屈町川湯·赤井川村：9cm
喜茂別町·美深町：8cm
伊達市大滝·芽室町：7cm
留萌市幌糠·西興部村：6cm

Tsuyoshi @Tsuyoshi3855 · 11月5日 
とうとう、札幌も積雪

https://twitter.com/TBC_saigai/status/794785635135463425


（溶けるだろうけど…今は一面の雪）
数日前には、こんな色の風景が楽しめたのに

https://twitter.com/Tsuyoshi3855/status/794745312803897345

YAMA @YAMA02 · 11月5日 
北海道11月5日12時現在各地の積雪、札幌2㎝、小樽0㎝、倶知安2㎝、函館0㎝、江差
0㎝、室蘭0㎝、苫小牧0㎝、浦河0㎝、岩見沢5㎝、滝川7㎝、旭川10㎝、名寄17㎝、留
萌0㎝、稚内0㎝、北見12㎝、帯広8㎝、釧路0㎝、根室0㎝、上川町層雲峡31㎝

北海道新聞� 認証済みアカウント � @doshinweb · 11月5日 
５日朝から雪に見舞われた札幌。午前11時の気温は1.1度。雪も積もってきました。札
幌管区気象台は、積雪や路面凍結による交通障害に注意を呼び掛けています。道端で

見かけた小鳥のシジュウカラも何か、雪に戸惑っているよう。

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0334750-s.html …

KATOH, Tsuyoshi @tsuyopi2424 · 11月4日 
おはようございます┏○))ﾍﾟｺ
湿雪、1℃ #ohayo 
札幌今季初の積雪となりました。 
https://pbs.twimg.com/media/CwcqRzBVEAAYbSO.jpg

　↑

いや、１０月にもいっぺんちらっと積もってたよ…？

tenki.jp� 認証済みアカウント � @tenkijp · 10月27日 
【北海道の1ヶ月　寒さと雪、広く積雪も】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2016/10/27/57351.html … 27日、札幌管区
気象台は北海道の1ヶ月予報を発表しました。気温は平年より低い予想です。29日(土
)以..
https://t.co/IxVnybmMKj

返信先: 三村遙佳さん 
@bh5d @bh5dej20 · 10月25日 
@mimuharu_1027 ~~~ヾ(＾∇＾)おはよー♪
この前、札幌は雪も降ったしねぇ···

オイラは旭川の出だけれど、この間は10cmを超える積雪とか！

https://twitter.com/Tsuyoshi3855/status/794745312803897345
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0334750-s.html
https://pbs.twimg.com/media/CwcqRzBVEAAYbSO.jpg
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2016/10/27/57351.html
https://t.co/IxVnybmMKj


···まだ10月だよねぇ!?

https://www.youtube.com/watch?v=t8c0oh2XoF4
最遊記　OP　FOR REAL

https://www.youtube.com/watch?v=t8c0oh2XoF4


（11月７日）

https://85358.diarynote.jp/201611070745187983/

【 札幌市 ０．０８２ μ 】。

2016年11月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

（前項参照）

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11月06日 15:32】
北海道地方は８日から１０日にかけて、急速に発達する低気圧と冬型の気圧配置が強

まる影響で、大荒れの天気となるおそれがあります。猛ふぶきによる交通障害、暴風

、高波に警戒してください。

Large Iron／DJジャイアン @LARGEIRON · 11月4日 
札幌は朝から積雪。いよいよこの季節ですね。覚悟を決める一曲お聴き下さい。

MIC JACK PRODUCTION / LET IT SNOW 
https://twitter.com/LARGEIRON/status/794686356291088386

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

https://85358.diarynote.jp/201611070745187983/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611070745187983/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161107/85358_201611070745187983_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161107/85358_201611070745187983_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161107/85358_201611070745187983_3.jpg
https://twitter.com/LARGEIRON/status/794686356291088386
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


＞2016年11月05日（土）【当日】

…本日は「７日」（月）…★（－－＃）★

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
11月6日8時11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/CwiNhLdUcAE3_iK.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 24時間24時間前 
11月6日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CwiK4yiVEAAlY3b.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
鉄道員 (poppoya railway man)

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 北海道 新冠町 
【M2.9】日高地方 深さ57.5km 2016/11/07 06:23:02

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � 北海道 大樹町 
【M2.6】十勝地方 深さ54.4km 2016/11/06 22:04:58

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.6】国後島近海 深さ95.6km 2016/11/06 20:55:56

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M4.6】SEA OF OKHOTSK 488.1km 2016/11/06 19:35:07JST, 2016/11/06
10:35:07UTC

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M3.7】浦河南方沖 深さ47.9km 2016/11/06 19:39:50

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CwiNhLdUcAE3_iK.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CwiK4yiVEAAlY3b.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw


【M2.6】青森県東方沖 深さ49.1km 2016/11/06 15:07:33

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 北海道 幕別町 
【M3.0】十勝地方 深さ85.8km 2016/11/06 14:43:24

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.5】苫小牧南方沖 深さ92.4km 2016/11/06 09:49:20

…なんかうっかり「消しちゃった」んだけど、何だったか忘れた…★

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月7日7:46
０５

８５

５９

９５★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月7日8:22
０

５８６

０００…☆彡

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月8日6:50
０

５８６

２００☆（＠＠；）☆
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（11月８日）

https://85358.diarynote.jp/201611080722458223/

【暴風雪と高波及び雷に関する全般気象情報】

2016年11月8日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw
Berserk mmv : "Kajiwotore" Susumu Hirasawa 

おはようございます。

０６：４６でした。

…早いですね…（＾＾；）…☆

なんでこんなに早い？かと言うと、６時に起きる予定が、４連勤も４日目ともなるとどうしても

起きられず…

…（＾＾；）…★

６時半まで意図的に延長して寝なおして…から起きたら、もう家事をやる時間はないので、その
まま机に直行したから。なのでした…☆

https://85358.diarynote.jp/201611080722458223/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161108/85358_201611080722458223_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161108/85358_201611080722458223_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161108/85358_201611080722458223_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw


ｗ（＾＾；）ｗ

で。…失敗しました…★

まだ部屋も体も暖まっていないうちに冷たい椅子（就寝中は室内温度１０℃設定）に坐ったら

…（＾＾；）…寒くて…★★

…お、おなか下りそう…★★（－－；）…★★

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1478555400/1011-0010-101000-201611080650.gif?
t=1478556034
（０６：４０〜０６：５０）

現在の札幌の外気温１℃。

荒天予報のわりには、曇っているだけで、無風で穏やかです？が…？？

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/emergency/detail/00000005038445.html

暴風雪と高波及び雷に関する全般気象情報【第2号】
情報の確認時間 2016年11月8日　4時44分
8日04:44、暴風雪と高波及び雷に関する全般気象情報（第2号）が発表されました。（
気象庁予報部発表）

今後の警報や注意報、気象情報に留意してください。

急速に発達しながら、9日にオホーツク海に進む低気圧の影響で、日本付近は9日か
ら10日にかけて、冬型の気圧配置が強まる見込みです。北海道地方を中心に雪を伴っ
た非常に強い風が吹き、海は大しけとなるでしょう。暴風、猛ふぶきによる交通障害

、高波に警戒してください。

（気象・自然/防災気象情報/全般気象情報）

https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI
BERSERK ~Forces~ by Susumu Hirasawa 

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 10月30日 
英学者が、15年後にはすでに地球に新たな氷河期が訪れる可能性があると述べた。
https://jp.sputniknews.com/science/201610252942113/ …

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1478555400/1011-0010-101000-201611080650.gif?t=1478556034
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/emergency/detail/00000005038445.html
https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI
https://jp.sputniknews.com/science/201610252942113/


「2025年から30年までには、太陽活動の11年周期が終了し、「沈静」期が訪れる」
太陽が無黒点になるとはコロナホールの超巨大化を意味します。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月07日（月）【当日】
　↑

今日は「８日」や！っちゅうねんっ！

2016年11月06日（日）【前日】
01:00 0.048 0.046 0.047 6 
02:00 0.045 0.038 0.041 6 
03:00 0.040 0.037 0.038 6 
04:00 0.057 0.044 0.051 6 
05:00 0.059 0.053 0.056 6 
06:00 0.062 0.058 0.060 6 
07:00 0.067 0.062 0.065 6 
08:00 0.070 0.064 0.066 6 
09:00 0.082 0.071 0.075 6 
10:00 0.073 0.052 0.060 6 
11:00 0.050 0.044 0.048 6 
12:00 0.043 0.035 0.039 6 
13:00 0.035 0.032 0.033 6 
14:00 0.032 0.031 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.032 0.031 0.031 6 
17:00 0.032 0.031 0.032 6 
18:00 0.031 0.031 0.031 6 
19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.031 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.031 6 
22:00 0.032 0.031 0.031 6 
23:00 0.031 0.031 0.031 6 
24:00 0.032 0.031 0.031 6

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


地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.5】浦河南方沖 深さ77.7km 2016/11/08 02:48:53

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 北海道 豊富町 
【最大震度2】(気象庁発表) 宗谷地方北部 深さ約10km M3.0 7日10時15分頃発生 

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
11月7日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CwnUeOPUoAACyNk.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 11月5日 
11月6日8時11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/CwiNhLdUcAE3_iK.jpg

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CwnUeOPUoAACyNk.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CwiNhLdUcAE3_iK.jpg


（11月８日）　カラスの「恩返し」ワザ有効。(^。^;)

https://85358.diarynote.jp/201611080834247484/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月8日15:25
　

「ビミョー厄日」なうですが、

大禍にならずに済んでるあたりおそらく今朝の餌付けカラスの「恩返し」ワザ有効。(^。^;)

帰りに鳥のエサ買って帰ろう☆

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201611082207059364/

菊水元町８条２丁目（札幌白石）のセイコーマートで。(^。^;)

2016年11月8日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

ホットシェフのお弁当が

かなり売れ残っていて

割引しているので

お買い得。

(o~-’)b

（＠22:00）
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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11月8日22:27
　

てなことで先ほど無事帰投。

(^。^;)

前半ぼろぼろな厄日で

判断ミスと点検不足

（ぃや雪が早すぎたんだよ？）

で

ムダに被曝量を増やしてしまいました…(-”-;)…うえに、

デカイ凡ミスを

２つもヤラカシテ

さすがに

♪へ(^o^;ヘ)(ノ^o^;)ノ♪てな
状態でしたが、(^_^;)

なんとかギリギリでフォロー。

…(^。^;)…

後半はムダに営業成績も良く。

(‾ー+‾)ニヤリ

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


食材買い込みも

がっつり仕入れて

帰って来ました…☆

(^-^)g

ごはんは食べたので、

漫画読んで寝ま〜す☆

(^o^)／
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月9日6:18
　

荒天予報は少なくとも札幌では肩透かしったぽい。(^_^#)☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月9日7:37
　

…（＠＠）…☆

すっきり晴れてるんですけど〜…？？

？(・ω・;)(;・ω・)？
 
 

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


（11月８日）　…今の世の中で、これ以上に幸せな生活。って、ないと思います…☆

https://85358.diarynote.jp/201611090933431633/

…札幌は現在、めったにないほどのド晴天。なんですけどー？？

2016年11月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)

https://www.youtube.com/watch?v=1d61R9CWryc
sakusaku 「札幌のうた」　木村カエラ 

遅めようございます。

１１月０９日、

０９時０９分です。

再び３連休の初日。（＾＾）♪

朝６時に起きて手洗濯と朝風呂して二度寝して、

起きて洗濯物を外干し！（＾＾）！して、

ペットボトルをリサイクルに出して、

コーヒーとシュトーレンで朝食…♪

https://85358.diarynote.jp/201611090933431633/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611090933431633/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161109/85358_201611090933431633_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161109/85358_201611090933431633_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161109/85358_201611090933431633_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1d61R9CWryc


して、この時間です…☆彡

心身ともに堅調♪ o（＾＾）o

暖かいお布団でぐっすり眠れて、

起きるなり家事の段どりを考えながらサクサク動けて…
ご飯の買い置きもたっぷり♪

（＾ｗ＾）ｇ

…今の世の中で、これ以上に幸せな生活。って、ないと思います…☆

…！（＾◇＾；）！…

…さて…

前項コメント欄と、これ参照…★
http://85358.diarynote.jp/201611080722458223/
【暴風雪と高波及び雷に関する全般気象情報】

（2016年11月8日）

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1478650200/1011-0010-101000-201611090910.gif?
t=1478650835
（０９：００〜０９：１０）

…札幌は現在、めったにないほどのド晴天。なんですけどー？？

（北風は冷たいです…気温３℃…☆）

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11月09日 04:56】
北海道地方は、オホーツク海で発達する低気圧の影響で冬型の気圧配置が強まるため

、１０日にかけて大荒れの天気となる見込みです。猛ふぶきや吹きだまりによる交通

障害、暴風、高波に警戒してください。

http://85358.diarynote.jp/201611080722458223/
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1478650200/1011-0010-101000-201611090910.gif?t=1478650835


…さて、さて…？？（＾＾；）？？

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月08日（火）【当日】(Today)

…今日は、９日。…（－－＃）…★

ホワイトフード @whitefood1 · 1 時間1 時間前 
11月9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/CwxnqPvUcAAlx4f.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【宗谷地方 気象警報（解除） 2016年11月09日 07:21】
宗谷地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

宗谷地方では、風雪や高波、電線等への着雪に注意してください。

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 日本 
【M3.0】津軽海峡 深さ185.9km 2016/11/09 07:14:47

ホワイトフード @whitefood1 · 5時間5時間前 
11月9日4時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が79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/Cww6FCcUcAApvwt.jpg

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.5】十勝地方南東沖 深さ88.1km 2016/11/09 03:38:54

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.5】北海道南西沖 深さ17.9km 2016/11/08 21:56:39

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年11月08日 18:32】
宗谷地方では、９日未明から９日昼前まで暴風雪や高波に警戒してください。

［宗谷北部］暴風雪・波浪

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CwxnqPvUcAAlx4f.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cww6FCcUcAApvwt.jpg


［利尻・礼文］暴風雪・波浪

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.5】苫小牧南方沖 深さ106.4km 2016/11/08 15:11:22

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.8】十勝地方南東沖 深さ72.1km 2016/11/08 11:54:22

https://www.youtube.com/watch?v=YaAyR5qKN0k
PUFFY　『ブギウギ No.5』 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月9日10:00
０

５８

６４００…☆

（さいきんキリ番がやたら多いな…？）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月9日10:22
…と、思ったら、いつの間にかボタン雪が舞っていて、
洗濯物が凍結（＾＾；）していたので、慌てて撤収してきました…☆

（どうも本当に、寒さにまだ慣れていないし、気象変動が読めない…★）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月9日12:03

https://www.youtube.com/watch?v=YaAyR5qKN0k
https://85358.diarynote.jp/
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ご飯食べて昼寝〜♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月9日12:09
０

５８６

４４４…ｗｗｗ
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（11月９日）　（嗚呼、可哀想だった「ナカノヒト狼」さん…★）

https://85358.diarynote.jp/201611091635056354/

「前回までのあらすじ」　（文責　NANA）。

2016年11月9日 リステラス星圏史略　（創作）
　

 
（作業…まだ成層圏…（＾＾；）…上昇中…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
トレイン（PV） ケツメイシ

…現在、脳内で、杉谷好一氏が、某（身内の総反発を招き、世間からは大絶賛された）事件？に
つき開き直りの大実況中継？展開中でございまして…☆

一方の当事者である（ナカノヒト私）も汗顔の至り状態を通り越して開き直っているので…（
＾＾；）…脳内がたいへん賑やかです…ｗｗｗ

（嗚呼、可哀想だった「ナカノヒト狼」さん…★）

https://www.youtube.com/watch?v=iYpJmcEeAeY
ケツメイシ　さくら

ちなみに杉谷好一氏が「清クン」からは「説明不足の無口？な奴っ」と思われていたのは…

「妹には言わなくても通じる」し、

周囲の大人たちとはたいがい「米俗語で」喋っていたので…

（そしてたいがいN.Y.時代の周囲の大人からは「口が達者な子どもだ」とか「口の減らないガキ
だぜ」とかいう評価を受けていた…☆）（ディベートさせたら、ほぼ負け知らず…）

早口の米語で喋ると清クンから「解んねぇッ」と抗議されるので、めんどくさいから放置。とい

う結果のようなのでした…ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201611091635056354/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127020/452218/14482a38c02b9d58357a/10141/epub/OEBPS/image/85358_201611091635056354_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
https://www.youtube.com/watch?v=iYpJmcEeAeY


お♪（＾＾）♪

いい曲ひろった…っ♪
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=BMEky_9F6U8
Moon Over The Castle - コンサドーレ札幌ホームゲーム選手入場曲 

…タイトルも雰囲気も、ぴったりじゃ〜ん…♪♪

前回までのあらすじ　（文責　NANA）。

今より少し未来、Ｏ市に住む日本（ひのもと）混血オリエント純情美少年 清クンは、
ゲイ・バー通いの性格悪で狂暴な日米ハーフの友人 好くんと、その似てない妹 ゆみち
ゃん他４名とともに平和に登校中、落とし穴にでも落ちるように年代不詳の月世界へ

とワープしてしまったのでした。

そこで色々あったりした後、やっとこさ帰れるかと思ったのに熱血青年 会田某はロリ
コン・キラーの宗女あるてみすサマをかばって１人居残ってしまったのです。

さて、自分で勝手に残ったとは云えやはり心配、最初の７人－会田＋新人２人＝８人

のメンバーでうだうだ現場検証に行った時、何のはずみか再びワープ!!してしまいま
した。

さて月世界では宗女サマが会田さん付きで誘拐されちゃったって事で、政治がらみで

ぐちゃぐちゃです。

マゾの侍従あるやサンと冷静なお姉ちゃん みねるば公女に依頼されて我らが８人—ま
りくつコンビ＝６人は会田さん＋１を奪回に地球へと旅発ったのでした。

途中で合流した御案内役やにサンは何と赤毛のいなせな美人。

さて何がどうしてどうなるんだか、期待させつつ第三章。

https://www.youtube.com/watch?v=BMEky_9F6U8


…という様な次第でありました…と思う。

　↑

（「清のどこが純情やちゅーねん。」という、

　誰かのツッコミ落書きが入っています…（＾＾；）…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=FBWWBXN007Q
テンションの上がる和風曲メドレー

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FBWWBXN007Q


（11月９日）　第３章・俺たちは無鉄砲のかたまり。

https://85358.diarynote.jp/201611091832004302/

『俺と好』１　第３章　１．俺たちは無鉄砲のかたまり。　（１

）＋（２）

2016年11月9日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=jxPsrS-IuAk
【東方アレンジ】 【凋叶棕】 始まってしまった物語 

『俺と好』 １

第３章・俺たちは無鉄砲のかたまり

　　　　　　　　　　遠野真谷人

１．俺たちは無鉄砲のかたまり。

　前方約１ｍ、赤っ毛を高々と結いあげたグラマーな美女の後ろ姿。

　うぅ、色っぽー！

「オイ磯原。」

　ゆるんだ顔のひろと先輩にひじで突つかれる。

　思わずニッと笑いあったりなんかして。

https://85358.diarynote.jp/201611091832004302/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611091832004302/
https://www.youtube.com/watch?v=jxPsrS-IuAk


　男にとっちゃこれ、ちょいと最高な眺めなんですなァ、実に。

　一旦パーキングエリアに戻って全員のクォク引き出し、ヤニさんの指示に従って彼

女の持ち船の格納庫に移動させる。

　その船ごと、大気圏突入用の、もの凄まじく巨大なフェリー船に積み込ませ。

　搭乗手続きにヤニさんの書き込んだ書類を見せてもらったら、なんと俺たちは『宇

宙で散った両親の遺品を母なる大地へ返しに行く』健気な青少年御一行さまで、何で

も運んじゃう惑星間自由貿易人 "火喰い竜のヤニ" の、『積み荷その一。』なんだそ
うな。

　思わずのけぞって笑ってしまった。

　その他にちゃんと銘々の偽パスポートを見せ、料金払って切符を買う。一等席ね。

「うわォ、俺いちど船旅ってやってみたかったんだ♪」

　広いホールにかけ出してしまう。

「お、どっちかってと宇宙船タビてんだろ、これ。」

「いーっていーって。細かいことには拘らない。」

「わお♪　テレビゲームがあるっ！」

　栗原、小銭ひとつかみ貰ってゲームコーナーへすっ飛んで行き、ひろと先輩はと云

えば切符と一緒に渡されたパンフだけでは満足できないと見えて、そこら歩ってるボ

ーイ捕まえて根掘り葉掘りこのフェリーの構造を質問し始めた。

　て、言ってもなにせ未来？文明である。

　ひろと先輩でさえ知らない専門用語がポンポン出て来て、日ごろイジケさせられて

いる俺としては快感なぞ覚えてしまう。



　でもって先輩がまた解んない言葉を全部説明させようとムキになったりするのだ。

うっくっく。

　相手は航宙士ならぬただのボーイだもんね。返答に窮した挙げ句、怒って逃げて行

ってしまった。タチの悪い客に、からかわれたとでも思ったんだろう。

　ゆかり姫、ホールの反対側での栗原の奇声を気にして、落ちつかない風。

　あいつがＴＶゲーム始めると、もう果てしもなく騒ぎまくるから…

　あ、ゆかり姫って、あーゆう "ムダな" お金の使いかた、毛嫌いしてるんだっけ…

　文芸部用の雑記帳使って几帳面に出納記録作りはじめた。

　曰く "アルバトーレ" とPoint.Ｐの両替率にその手数料。あ、クォクの駐車料金もあり
ましたわね。それからチケットが６×２，５０００Point.Ｐデマイア。

　ヤニ・シュゼンジシカさんと彼女の船の分は別料金になっているから…

　それじゃ最初にアルヤ・アラムさんから貸して頂いた額が…

「き…磯原さん。たしか電卓持ち歩いていらっしゃいませんでしたかしら。」

「あるよ、よく知ってるね。ホイ。でもさ。」

「ありがとう。なんですの？」

「アルヤさんから渡された金って…俺は単に貰った、て理解してたんだけどさ、違
うの？」

「あら。だって。頂く理由がないのじゃありません？」

「えー、う〜と。そうかなァ」

　それを言うなら「借りた」んだとして「返すアテ」のほうがよっぽど無いような気

がするけど。



「さ、できた。ユミコさんは何を読んでいらっしゃるの？」

「え。あ、医療関係のテキストです。クォクに積んであった薬の半分も使い方がわか

らなくて困ってたら、ミス君が医局から届けさせてくれたんで。」

　………なる程ね。みなさんシッカリしていらっしゃる。

　俺もしっかり…

　昼寝でもしよーかなァ。

「あれ？　好は？」

「ボケ。ここにいる。」

　頭の上で声。

「あ。なんだ何処行ってたん？」

「クォクのね。固定具合が心配なンですってサ、その若旦那は。」

　ヤニさんがすっと入って来て手近の椅子に腰かけた。

　ここは１等席。広いホールの前部中央にあって、６人に１２〜３人分の座席が用意

してある、円形の小居間。

　周囲との仕切りは堅いツイタテにすぎないけれど。

「あたしが MISS SHOT 号の擁すを見に戻りましたらねェ、あんたさん方の荷物にに
バクダンをでも仕掛けるかと思ったようで。

　ま、それっくらい疑ぐり深くできあがっていりゃァ、地表に降りてからも長生きで

きるってもんでしょうョ。」

　くすくす無責任に笑っている。

「しかしまァ、面白いったらありゃしませんね。１人はゲーム機械とムキになって喧



嘩してるし、ヒロトとかいう若旦那は機関室に忍びこんでツマミ出されてたし。戻っ

てくれば帳簿つけにお勉強ときた。

　どなたさんも余裕のお有り余りになることで。」

　やんわりしたからかい口調に嫌味がない。むしろ目一杯好意的に楽しまれちまっ

てる。

「お昼寝ボーヤも度胸が座ってて結構ですねェ。ママがひとつ子守唄でも歌ってあげ

ましょうか。うん？」

「ぼっ、ぼーや？！　あのなっ!!」

「おや怒った。ぉお恐い。」

　俺が頭にきて絶句してるところに出港のアナウンスがはいる。

　地表到着予定は約７時間後だ。

「あんたさん方は一体どういう時代の住人なンです？　別にスパイや傭兵稼業で喰っ

てた人間だとも思えないのに、まァ、肝っ玉の太いこと。

　これから敵がいっぱい危険がウジャウジャの世界へ降りてくんだってェことが果た

してホントに解っているのやら」

　んなことを言われましても、先のことは気に病まない主義なので。

「………解っちゃいねェからこうして呑気に構えてられるのサ。」

　投げやりに好がつぶやいた。

「あんた知りもしねェもんを恐がれるか？　オレぁできねえな。」

「おやおやァ。想像力のマズしい御仁だ。」

「何とでも云うさ。」



　そして静寂。

　船の加速する微かなＧの変動。

＞「わお♪　テレビゲームがある♪」

…てれび…ｗ（＾◇＾；）ｗ…げーむ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=ogl0EzFnLcE
【東方ボーカル】 【凋叶棕】 幽明境を分かつこと 

（おあとは「有料」で〜？）

（ちなみにこの「フェリーの１等席」部分は、

「青函連絡船」が、モデルでありました…ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=XiL8xlmKJoY
思い出の国鉄（青函連絡航路） 

…この頃、年に３回は関東から北海道に、遊びに「来てた」な…ｗ

 
ひみつ日記

　

　そいでもって都合良く何事もなく俺たちは地球へ着くのである。

「うわっおっ♪　凄っごいながめ!!」

https://www.youtube.com/watch?v=ogl0EzFnLcE
https://www.youtube.com/watch?v=XiL8xlmKJoY


　上空から見降ろした都市と宇宙港は美事なものだった。

　白と白銀。

　直線と曲線。

　高い尖塔。

　幅広い緑地帯。

　宇宙港構内の造りも同様で、よっぽど趣味のいいやつが計画的に建設した世界だってわかる。

　こりゃ、よーーーっぽど金がかかってンだろうな…☆

　着陸目的地は南太平洋東部の旧スターエア島。

　現在は、『地球統合政府』の首都 兼 ”直接統治領” 。

　四方は青い青い海…。

「なんだ。携行食糧だの医薬品だの持たすから、どんなもの凄いジャングルに放り出されるか

と思ってたのに。」

「科学だっ！　科学の粋だっ!!」

「ホント。きれいな街ねぇ。」

「それに地球の統一が完成しているなんて…。少しも存じませんでしたわ。
　時間の余裕があれば是非とも図書館へ寄りたいものですわね。」

「お？　なんで図書館なんて行くの？」

「歴史の本があるじゃありません？　どんな経過をへてどの位の時間と人々の努力の帰結として

人類がかくも進歩しえたのか…本当に素晴らしい事ですわ。ね、磯原さん。」

「うん姫、まったくね。それにさ栗原、図書館行けばおまえらの好きな科学のご本もあるぜき



っと。」

「お、おれも行くっ図書館っ」

「いやーねェ、みんなして。」

　ユミちゃんがわけもなく笑う。

　みんな少し興奮して、上気した頬をしていた。

　ヤニさんはキョトンとした表情で嘆息をつき、好はと云えばあいかわらず不機嫌な仏頂面で。

　入国手続きを済ませ、税関を通り抜け、MISS SHOT 受け取って別の場所に駐船し。

　何はともあれ、エンジンスタート。道路走るのだから切り換えは『ホバー』にして。

　俺はすっかりこのクォクって乗り物が気に入ってしまった。

　上機嫌。

　先頭はヤニさん。あっさりした銀の粋なクォクを見事に乗りこなす。

　あとはみんな抜きつ抜かれつ、快適なドライブ気分。

　暖かい風が髪や頬をなぶる。

　宇宙港はスターエアの北西部台地上にあった。ヤニさんは島の南半分を占める市街地のほうへ

と俺たちを引っぱって行く。

　平野との境の傾斜地があざやかな緑地帯…たぶん自然公園…になっていて、そこに遊ぶ人たち
のはるか頭上を、まるで空を飛ぶかのように大地そのままの高さで、白い架橋が都市の尖塔群へ

と伸びていた。それを俺たちは突っ走って。



　まったく、みごと、とか綺麗、としか、俺には形容詞が見つけられないような街だった。

　細く高い建物のまわりには、ふわりとリボンの束をほぐして投げかけたように、自走路やエア

・カー専用の強化クリスタル・チューブがとりどりの光をはじいて巻きついている。

　ビルの上から下まで並ぶ窓・窓・窓まど。

　無限に近い反射光の列。

　白と銀。

　上を見あげれば、南国の青い空。

　高層建築の向う側、いっそ人工的なほどに深い色合いの、海。

　水平線。

　陽光に輝く白い雲。

　これほど豊かげで、これほど洗練されて、これほど自然の光景と引きたてあって、美しく気品

あふれる都市…

　ってのは、世界中探したって他にはないだろう。

　この時代の地上建築のことなんてまだ何も知りゃしないけど、勝手にひとり決め。

　幾つかある通路類のうちでも俺たちが走っているような剥きだしの高架道路ってのが一番数と

しては少ないようだった。

　それでも合流したり分離したり、超大型の荷物輸送用がほとんどの、車の流れを追い越し飛び

越しして。

　だけど…



　ヤニさんの先導に従って、ぐるぐるぐるぐる、あちこちで大きなカーブを描きながらひたす

ら下って行くにつれて、だんだん様子が違って来てしまった。

　高い建物の銀の色はくすみ、白い色は薄汚れて。

　時代が違ってたってこれは一目でそれと知れる、暴走族の落書き。

　火事で破れたまま繕われていない幾つもの窓。

　その中にたむろしている虚ろな麻薬中毒患者たち…。

　もっと走って都市の南のはずれに近くなると、打ち捨てられた感じはかえって一種のふてぶて

しさにとって代わった。

　黒と灰色と茶色。

　鈍い鉄色。

　見覚えがあるような古びてひび割れたコンクリート・ジャングル。

　下へ、南へと進むにつれて、より低いビル。

　俺たちの時代にさえ過去の遺物となりつつあった石造りの建造物が、傾きながらもかえって新

しげに見えたりしている。

　俺たちが走っている所もいつの間にやらまともな道路じゃない。

　破れたアスファルトに慣れ親しんだ白線黄線。

　草が茫々として実を結んでいた。

　薄暗い。

　頭上をふり仰ぐと先程までの輝やかしい理想都市は確かにあって、蒼い空の下、黄金色の太陽

を背丈いっぱい満喫しているんだ。



　だけどその光はここまで届かない。

　湿った空気が冷たい。

　片手で首のジッパーを上げる。

　それでもその街は廃墟なんかじゃないのだった。

　かえって人口密度で云えば ”上の方” の世界よりきっと高いんじゃないか。

　アスファルトとコンクリートの死骸の中で、からみつくツタ植物と駆けまわる子供たちとが、

生命力を競いあっている。

　ガラスなんてものが存在していただろうことさえ疑わしくなる、四角い黒い窓には思い思いの

汚いボロ布。

　エレベーター代わりに縄で荷物をつり上げる奴。

　それをチョン切って途中から掠め盗っていく手合い。

　これだけくたびれた街の中で水や食糧なんてものはどこから補給しているんだろう。

　とにかく人間達は生きていた。

　『地面』に着く。

　石畳の、ところどころにどでかい水たまりのある、かすかに潮の香りの混じる狭い通り。

　急に進路が平面になるので、軽い、めまい。

「ちょっと！　なにすんのさあっ!!」

　俺たちのクォクは『ホバー』の切り換えで走っている。

　風圧に干しかけの洗濯物を飛ばされて太ったおばさんのあげる金切り声が、前哨灯の明かりの



なかに浮かんで消えた。

　 ”上” を見はるかせばいつの間にか、尖塔の先が夕焼け色に染まって輝いている。

　鮮やかな光彩。

　そうして ”下” はすでにすっかり蒼い黄昏のなか。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月9日18:37
　

あのころずっと言ってた、

「いつか北海道に移住する！」夢が…

曲がりなりにも、何故か？　期せずして…

実現して、しまって、いるので…☆（＾＾；）

いつか「プロ作家になってアファンの森を持つ！」夢も…

きっと、叶うに違いない…ｗｗ
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月9日19:36
　

…そぉいえば、ゆかり姫は「紙のお金と硬貨」を勘定しているな…ｗｗｗ

（１９８０年代…まだ、「クレジットカード」は、無かった…ｗ）

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


 



（11月９日）　「おやおや。ハデな音たてて誰かと思えば、運び屋のヤニじゃな
いか。」

https://85358.diarynote.jp/201611092121581416/

（３）＋（４）。

2016年11月9日 リステラス星圏史略　（創作）

　…………キィッ。

　軽い異質音を残してヤニさんのクォクが停止した。

　ひらひら白い指が操縦盤の上を走りまわる。

　圧縮空気の噴出が停まり、ウイィ…と四輪が地面に降りてきた。

　みんな無言でそれにならう。

　ライト消して。エンジンの出力落として。

https://85358.diarynote.jp/201611092121581416/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161109/85358_201611092121581416_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161109/85358_201611092121581416_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161109/85358_201611092121581416_3.jpg


「おやおや。ハデな音たてて誰かと思えば、運び屋のヤニじゃないか。

　どうしたィ？　次に来るのはたしか二月後の筈だったろうが。」

「いぇね。急な仕事が入っちまいましてネ。」

　ヤニさん、さらりとした動作でクォクから飛び降りる。

　薄汚れた昏い小路に銀と白の艶やかなロングドレスが場違い…だけど最高にここの
雰囲気に溶けこんでいるような気もして。

　のったり現れて声をかけてきたのは肉づきのいい、がっしりした大男だった。片方

の脚が義足だ。

　陽に焼けて、ちょっと赤ら顔でバカでかいエプロンをかけて、 "酒場のおやじ" と云
うには少々たくましすぎるようだけど、ま、そうなんでしょう。

　彼がその大きな体でふさいでいる戸口のむこうでは、明々と灯がともり、何かを料

理する、腹の虫の鳴きそうな匂い。湿った温かさ。

「ほっほう。ほう。」

　後続の俺たちに目をとめて、大男は威勢のいいフクロウのような声をあげた。

「火喰い竜のヤニ、生きた荷たァ景気がいいじゃねェか。どこの坊ンに嬢をかどわか

して来たィ？」

「よして下さいョ、人聞きの悪い。このヤニ・シュゼンジシブ・シュゼンジシカ、ヤ

バい仕事に手出しはしても、ひとさまの親ァ泣かすようなケチな女じゃありゃしま

せんョ。

　今回はあたしはただの案内人でね。」

「ほーお。天下のおヤニさまに例のもうけ話をフイにさせてまでたァ、奈辺のおかた

の依頼仕事だェ。是非に一口かまして貰いてェもんだ。」

「ほンとにもう。あんたは荒仕事からは足ィ洗ったんじゃないンですかぇ、ＪＧ（Jack



Gold）の旦那。」

「はァて。誰が洗ったって？　チョン切った覚えならあるが…」

　２人して笑いだす。

　ヤニさんは艶っぽくも陽気に、ＪＧは豪放、の一語。

「ともあれ部屋をお願いしますョ。幾晩になるかはそちらの旦那がたのお気持ち次第

ってェわけですがね。」

「おぉよ。お安い御用さ。個室にするかね。」

「そうですねェ。坊ちゃん嬢ちゃん育ちばかりで長旅をしようってンですから、贅沢癖

は早めに捨てさしといた方がいいかも解らない。やっぱガレージにしますサ。」

　ガレージ…　案内されたそこは、文字通りの車庫。

　赤さびシャッターに素打ちセメントの床と壁。

　梁がむきだしたままの天井。裸電球。

　シャッターのほかに奥と、入ってすぐの所に小さな鉄扉がある。

　窓はない。

　クォク７台をひき入れてしまうと奥に１０畳くらいの空間が残った。

　ぎしぎしシャッター降ろして。

「毛皮これで足りるだかね」

　マオとかいうｔｙっとピントのずれた男の子が何度かにわけて運んで来てくれる。

それをジュウタンみたいに床に広げると、ふかふか毛足が長いので十分敷布団のかわ

りになった。



　クォクの荷台から毛布サイズの薄い断熱布もち出して、着替えの入っている袋は枕

にするらしい。

「………なんか、修学旅行だな〜☆」

　手慣れたヤニさんの指図に従いながら誰ともなくそんな風に云いだして、みんなド

ッと笑った。

（ちなみにヤニさんには "シューガクリョコー" という単語の意味が通じなかった。
今この時代には無い習慣なのか、それとも。

　どうもヤニさん、日本語はとても堪能だけど、それが母国語…もしくは子供の
ころ、 "家で" 話していた言葉…てわけじゃないみたいだなぁ。

　そう云えばアルヤさんやらミネルバ公女、ムーンIIの人達にも、そんな感じはあ
った…。）

「様子はどうだぇ」

　J.G.の旦那が義足を軽快に鳴らしてのぞきに来た。

「どうもねェ。面白がられちまってますよ。」

　ヤニさんが冗談まじりに嘆息する。

「そろそろ店ァたて混んでくる時間だからな。メシ喰うなら早めにせいや。」

「その前にあたしァおかみさんの方へ伺わして貰いますサ。

　具合はどうなンです？　アステロイドのほうでいい薬を手に入れて来たンですけ

どねェ」

　そいつァ有り難てぇ、とかなんとか彼らは勝手に出て行こうとする。

「…、あァそうだ。」



　ヒョイとヤニさんは小首をかしげるようにして振り返った。

「そっちのドアから出て階段を降りて行くとネ、酒場ですよ。ま、おゼゼとウデがあ

れば、何でも出てきますサ。酒も料理も…女も、男も、情報も。…ね」

　パタン。

　色っぽい後ろ姿を隠して鉄の扉が閉まる。

「お、メシ喰いに行こーぜっ。」

　いとも嬉しそうな顔をして無邪気に栗原坊やが言った。

…もちろんこの後（有料部分在中）の「酒場乱闘シーン」の元ネタはこのへん…ｗｗｗ
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=GN6o3MKSuGk
Galaxy Express 999 ゴダイゴ　特別編集版　銀河鉄道999op 

https://www.youtube.com/watch?v=PRiMJHV8cBQ
宇宙海賊キャプテンハーロック 

ちなみに「宿屋」の部分は「ミスター・アンダーヒル」（指輪物語）の影響が…☆

…なにこれ…ｗｗｗ
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=ZligLlGxc3M
９９９でのハーロック アドリブ編 

https://www.youtube.com/watch?v=GN6o3MKSuGk
https://www.youtube.com/watch?v=PRiMJHV8cBQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZligLlGxc3M


「酒場のおやじ」はこちらを丸ぱくり〜♪

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=_rZ2EmXwXpY
宝島, Takarajima OP 

https://www.youtube.com/watch?v=0XC04asEHfY
宝島／小さな船乗り（セリフ入り）　町田義人

…みんないろいろ加工する…♪
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=cDwtejH7Uss
もしも、Perfumeが銀河鉄道999のエンディング曲を歌ったら・・・　
Dream Land -Galaxy Express 999- 

検索おまけ♪

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=FsB_dUQ0QTM
赤い狩人(歌詞付) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=gsVGf1T2Hfs
SEKAI NO OWARI - Dragon Night 
　↑

この曲、「清クンに歌わせたら」、似合いそうだな…♪

 
ひみつ日記

　

　言われた通り細い階段を下って行くと、調理場を見おろすような感じで脇を抜けて、酒場の内

部の中２室、て風な木製の手すりのバルコニーへ出た。

https://www.youtube.com/watch?v=_rZ2EmXwXpY
https://www.youtube.com/watch?v=0XC04asEHfY
https://www.youtube.com/watch?v=cDwtejH7Uss
https://www.youtube.com/watch?v=FsB_dUQ0QTM
https://www.youtube.com/watch?v=KXvJtxQNPGE
https://www.youtube.com/watch?v=gsVGf1T2Hfs


　………酒場。

　もろにそうとしか言い様のない雑駁な雰囲気。

　足下の広い部屋の中はいずれも一癖もふたくせもありそうな、胡散臭い野郎どもで一杯だ。

　無法者。アウトロウ。

　古い西部劇なんかでおなじみの、むくつけき、荒くれの、野生の男達。

「おい好、ヤバいんじゃない？　女の子たちは部屋へ置いてくるべきだったよ。」

　美少女２人、連れて入るにはかなり不安な場所だ。ヤニさんみたく女だてらに荒海渡ってる

とか、専門の、え〜、「商売」にしている手合いならいざ知らず。

「…それを言うならてめェもな。」

　好がボソリと、ニヤリと、呟き返した。

　一瞬、意味の掴めなかった俺は、…ぇえい、くそ。

　ニラんでやるッ！

　１階（地上からの高さで云えば地下２〜３階くらい？）へ降りて行くあいだに、俺たちは案

の定、部屋じゅうの人間達の好奇心のまとになってしまっていた。

　大抵の連中はチラッと見上げた程度で「なんだガキか」て顔で自分の話の方へと戻って行く

んだ。その次に多いのは、ゆかり姫やユミちゃんや、腹の立つことにしっかり俺も…それに栗
原の…顔かたちを見て、あからさまに下卑た笑いをもらす。

　そして少数の、本当にものを観る力を備えた奴らだけが、俺たちの目立たないデザインだけど

とてつもなく上物のスペーススーツだとか、裏口から入って来て物慣れない様子をしている事だ

とかを即座に視てとって、純粋に興味を覚えたらしかった。



　何喰わぬ態度でブラブラ階段を降りて行きながら、好が、横目でその最後に残った連中を物色

しているらしいのに、俺は気がついた。

　階下につき、ちょうど空いていた一画の、目立つでもなく、ことさらに身を隠すでもない、当

たり前のテーブルに腰を落ちつける。

「…………喰いモンをくれ。」

「は？」

　好が無愛想に云ってそれきり考え事にふけってしまうので、オーダー取りに来た坊や（１０歳

そこそこくらいだぜ、これが。労働法違反だよ〜〜〜）が、また客に虐められるのか、と、怯

えきった野良仔猫のような瞳をした。

　ぁあったく好ときたら！　かわいそうじゃないかよっ！

　と、云っても、この時代、地上の人間がどんなもん喰ってんのか、俺にも判らない。

「あ、えとね。俺はスパゲティー。こいつはカレー、多分。うんと辛いやつ。ユミちゃん何に

する？　シチュー？　グラタン？」

「んーっとねぇ、」

　ありがたいことに人類の食生活ってそう変わるもんでもないようで。坊や、ほっとした顔でさ

らさらメモってった。

　ゆかり姫はスープとナントカ魚、栗原、「ビフテキ！」（それしか知らないでやんの）。ひろ

と変輩ラーメン注文して、これはさすがに無いらしかった。

「あれ？　アルコホル俺ら頼まないぜ。」

「旦那さんからです。お客さん達ヤニの姐さんの案内なんですってね。」

　瘠せこけの男の子が嬉しそうに笑う。

　ヤニ、の名前を聞きつけて、自分の席を立ってこっちへ来ようとしていた男…さっき好がチェ
ックしていた１人、たぶん情報屋かなにか…が、オヤッてな顔をした。



 



（11月10日）

https://85358.diarynote.jp/201611101026158273/

気が緩んでるのか、作業がのろのろノロイの呪いです…（＾＾；
）…☆

2016年11月10日 環境は、生命圏で、生存権。

https://www.youtube.com/watch?v=y0hPGHN_UAw
冒険のアリバイ　（名探偵ホームズ・劇場版） 

遅めようございます。

３連休の２日目。

昨日と同じスケジュールで進行中ですが、

気が緩んでるのか、昨日よりも怠くて、

作業がのろのろです…（＾＾；）…☆

札幌は±０℃。
昨日いったん溶けた後で、またもや小雪がちらついて、２〜３cmほど積もってます…★

買い出しと源泉かけ流しは、順延で…★

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

https://85358.diarynote.jp/201611101026158273/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161110/85358_201611101026158273_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161110/85358_201611101026158273_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161110/85358_201611101026158273_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=y0hPGHN_UAw
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


2016年11月09日（水）【当日】
01:00 0.036 0.034 0.035 6 
02:00 0.036 0.034 0.035 6 
03:00 0.041 0.035 0.037 6 
04:00 0.042 0.040 0.041 6 
05:00 0.040 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.037 6 
07:00 0.039 0.036 0.038 6 
08:00 0.036 0.034 0.035 6 
09:00 0.034 0.033 0.034 6 
10:00

　↑

…今日は１０日だ…ッ★

★地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ87.3km 2016/11/10 09:17:04

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 北海道 池田町 
【M3.5】十勝地方 深さ122.1km 2016/11/09 23:24:38

◆ホワイトフード @whitefood1 · 11 時間11 時間前 
11月9日22時53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/Cw0z_zfVIAU-wvT.jpg

★地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.1】根室半島沖 深さ58.0km 2016/11/09 21:44:50

★特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年11月09日 18:29】
根室地方では、１０日未明から１０日昼前まで暴風や高波に警戒してください。

［根室北部］暴風・波浪

◆特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年11月09日 18:16】

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cw0z_zfVIAU-wvT.jpg


網走地方では、１０日未明から１０日昼前まで暴風や高波に警戒してください。

［網走西部］暴風・波浪

［網走東部］暴風・波浪

◆ホワイトフード @whitefood1 · 17時間17時間前 
11月9日16時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が21箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CwzfP0wUsAEKKkg.jpg

◆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11月09日 16:20】
北海道地方は、１０日にかけて西または北西の風が雪を伴って非常に強く、海は大し

けとなる見込みです。猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風、高波に警戒して

ください。

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.9】津軽海峡 深さ145.9km 2016/11/09 15:49:26

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 北海道 大樹町 
【M3.0】日高山脈 深さ92.2km 2016/11/09 14:43:23

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年11月09日 14:40】
留萌地方では、９日夜のはじめ頃から１０日明け方まで暴風雪に警戒してください。

［留萌北部］暴風雪

［留萌中部］暴風雪

［留萌南部］暴風雪

◆特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年11月09日 11:20】
北海道地方は、オホーツク海で発達する低気圧の影響で冬型の気圧配置が強まるため

、１０日にかけて大荒れの天気となる見込みです。猛ふぶきや吹きだまりによる交通

障害、暴風、高波に警戒してください。

地震マップ @eq_map · 11月8日 � 日本 
【M3.0】津軽海峡 深さ185.9km 2016/11/09 07:14:47

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CwzfP0wUsAEKKkg.jpg




（11月10日）　このコ「昔むかしの（可愛かった頃の）エルさん」に似てるね…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201611101142122453/

【毛染め剤】⇒【甲状腺障害】／「トランプ優勢で株価900円以
上大暴落」⇒「株価９００円以上値上がり 米の財政出動期待から
」／【ＮＨＫはＴＰＰ強行採決を中継しない】。

2016年11月10日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

　

cmk2wl @cmk2wl · 2013年7月28日 
甲状腺を守る為に１５　いろいろな化合物のうち、特に注意をしてほしいのが毛染め

剤に含まれるレゾルシン（レゾルシノール）。甲状腺機能障害を起こすとハッキリ書

かれています。

https://www.youtube.com/watch?v=kiSWWqvqj9Y
中島みゆき「恩知らず」ミュージックビデオ（Short ver.) [公式] 

…今さっき…（〜〜＃）…★
保存する一瞬前のやつが、全部消えた…ッ★
★…o（＞＜ｐ）o…ッ★

https://www.youtube.com/watch?v=fIxs5XYTIRU
シャーロック・ホームズ　空からこぼれたSTORY 

以下、「記憶スケッチで復元」。ぷらすあるふぁ〜ッ★

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

※…ていうか…※

「T.HIRANO氏の」「１３時間前以降の書き込みが、消滅」してるわ…★
…ｗ（－－；）ｗ…★
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（…まさか、コピペ作業まで全部監視していて、ワザと「証拠隠滅に」消した。
　とかじゃ、ねぇだろぉなぁ、いんたぁねっと・えくすぷろぉらぁぁぁぁッ！）

https://85358.diarynote.jp/201611101142122453/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201611101142122453/
https://www.youtube.com/watch?v=kiSWWqvqj9Y
https://www.youtube.com/watch?v=fIxs5XYTIRU


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（　↑　て、書いてたら何故か？ソレも「一瞬で消えた」…★）
？？…ｗ（－－；）ｗ…★？？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

★すいません。とりあえず【T.HIRANO氏の書き込み】は、
【ＰＣを再起動】したら、読み込めましたわ…☆彡ｗｗｗ
　↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=Wmrf0KF3In0
グッドバイ・スウィートハート/劇場版 名探偵ホームズ 

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 
【東京市場 日経平均株価１０００円以上の値上がり】
9日に株価が急落した東京株式市場は、10日は一転して買い注文が殺到し、日経平均株
価は一時1000円以上値上がりしました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【2016年11月10日 9:30 NHK】
株価９００円以上値上がり 米の財政出動への期待から
　↑

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
francisco @sedzir · 17時間17時間前 
株暴落の空売りで儲け、円高騰で儲け、金でカネを買う人は今日も大忙しである。

年金さん。さようなら♪

　↓

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 22時間22時間前 
米国大統領選挙。

トランプ候補が優勢で、日本の株価が900円以上の大暴落。加えて急激な円高が進み、
現在、101円台。

（※…ここに自分の書いたコメントが思い出せない…★）
…えとね…★

https://www.youtube.com/watch?v=Wmrf0KF3In0


躍る阿呆に

買う痴呆、

どうせ愚者なら、

騙さにゃ損そんｗ

だったかな…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

あと何か辛口なこと書いてたんですけどｗ

さっくり忘れた…ッ★

https://www.youtube.com/watch?v=tFeiY5Gs_VM
不安定な神様 suara 
　↑

このコ「昔むかしの（可愛かった頃の）エルさん」に似てるね…ｗ

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 23時間23時間前 
現段階の結果だと、日本の首相官邸は涙目だねろうね

イギリスBBCの分析では「世論調査を受けていない層や、今まで選挙なんて行ったこ
とがない層、大企業や、カネ持ちだけを優遇するような従来の政治家にうんざりして

る層、大学を卒業をしてる女性がトランプを支持をしてる。」

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 16時間16時間前 
トランプの勝因

「今まで選挙なんて行ったことがない層、大企業や金持ちだけを優遇し、自分の利権

ばかりを考え、カネに汚い従来の政治家に、うんざりしてる層が、怒りの投票をした

結果」だよね。

これ、そのまま、今の日本の問題と同じですね

https://www.youtube.com/watch?v=tFeiY5Gs_VM


JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 9時間9時間前 
これで安倍政権が米国抜きでＴＰＰ強行採決するわけだから、誰のための強行採決か

よくわかるよね。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 13 時間13 時間前 
テレビ朝日は、ニューヨークタイムスだよ

そういう業務関係。騙されてはダメ。米国でトランプのネガティブキャンペーンをや

っていたのは、この新聞社。だから朝の羽鳥さんがやってる番組とか「報道ステーシ

ョン」で、で連日のように「クリントン応援」したでしょ。日本のメディアも、そう

いう感じね

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ひろみ @hiromi19610226 · 15時間15時間前 
トランプ勝利で 株価が 軒並み下がってる中で、防衛省に武器を納めてる会社の株は
上がってる

そこで、この笑顔だ

https://pbs.twimg.com/media/Cw0q_qWUsAA9vnZ.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
哲夫：小沢一郎支持 @bbtetsuo · 16時間16時間前 
マスコミの事前予測に対して、影響なく投票する米国民とマスコミの誘導にまんま乗

る日本人の違いは感じる。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 21時間21時間前 
イギリスBBC
いろいろシミュレーションをやってるけど「クリントンが勝利するのは難しいでしょ

うねぇ」みたいな感じになってて「米メディアが発表していた世論調査の支持率の結

果が、いかに偏ったもので、あてにならないものかが、わかりますね」だって。日本

の内閣支持率の結果なんかも同じだよね

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Da Zhu Yiu Jiang @pallmalld · 10月9日 
金曜の夜にKLのモノレールに乗った時に数人の日本人に遭遇した。彼らは「普通、
人乗ってきたら奥に詰めんだろ。マレーシア人ってやっぱりバカなんだな。」って露

骨に言っていた。ここではそんな無理して乗るくらいなら次の列車を待つ。「モノレ

ールの作りも酷いよね」と言っていたが日立製である。

https://pbs.twimg.com/media/Cw0q_qWUsAA9vnZ.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=fcJ7WdTRd3c
【PV】名探偵ホームズ Blu-ray BOX 

…ん”〜（〜〜；）★

…で、なんか、コピペいっこあって…（まったく思い出せない★）

「⇒次項（リステラス）に続く〜★」って、書いたのは、覚えてるんだが…★

　（－－＃）

https://www.youtube.com/watch?v=S_omHNwaQyA
Good-Bye Sweet Heart / グッドバイ・スウィートハート [Sherlock Hound OST] 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（以下、「消えた騒動」の後でチェック中の分…★）
　↓

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
君が未来の世界を描きたければ、人間の顔を踏みつけるブーツを思い浮かべればよい

。永久に踏みつける図を、ね。顔というものは踏みつけるためにあるものだ。

オーウェル ”1984”

https://www.youtube.com/watch?v=rZbq5wh_iss
Suara - Amakakeru Hoshi (Romaji & English Lyrics) 

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 6 時間6 時間前 
山林で倒れ 岡山県の市長死去 | 2016/11/9(水) - Yahoo!ニュース
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6220337 #Yahooニュース
https://t.co/TUJm4pbbkG

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
共同通信公式 @kyodo_official · 16時間16時間前 
【速報】ロンドンで路面電車転覆、50人超搬送

https://www.youtube.com/watch?v=fcJ7WdTRd3c
https://www.youtube.com/watch?v=S_omHNwaQyA
https://www.youtube.com/watch?v=rZbq5wh_iss
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6220337
https://t.co/TUJm4pbbkG


cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
2016年 10月中旬以来、エトピリカ等の海鳥やあらゆる生物がベーリング海で大量死し
ている。

NOAA南西水産科学センター生態学者「我々は未知の領域にいる。このようなものを見
たことがありません。我々は特別な時間の真っ只中にいます。」

https://twitter.com/cmk2wl/status/796314526110994432

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
ここ数年、北米大陸の西岸沖の海域では、海洋生物の死が目立つようになっていた。

カリフォルニア州からアラスカ州に至る各地の潮だまりでは、何百万匹ものヒトデが

死んだ。ウミガラスやウミスズメなど数十万羽の海鳥が死に、海辺に打ち上げられた

。

https://t.co/bavNLJtbWd

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
2016年11月6日　ロシア ダゲスタン共和国
カスピ海で 350頭のアザラシの死。
https://pbs.twimg.com/media/Cw0ALMUUUAENsk7.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=Mnb0DpmsgD0
永遠の嘘をついてくれ　吉田拓郎70歳　中島みゆき64歳　
つま恋2006年9月23日土曜日秋分の日 

（みゆき６４歳でこの「若さ」…？
　今現在７０歳台？になっても、あのパワーかよ…！☆）

cmk2wlさんがリツイート 
∞Tomi∞ @ougonhi137 · 10月27日 
∞Tomi∞さんがcmk2wlをリツイートしました
水式清浄機に電源入れて、３０分もせずに胸の底、肺の細胞が新鮮な空気に満たされ

ているのを感じた。あの若い頃山岳部で登った山々で感じた森林浴波の清々しさ！

単なる水の働きではないぞと、感謝と感動です。

https://twitter.com/cmk2wl/status/791461590457384960

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 

https://twitter.com/cmk2wl/status/796314526110994432
https://t.co/bavNLJtbWd
https://pbs.twimg.com/media/Cw0ALMUUUAENsk7.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Mnb0DpmsgD0
https://twitter.com/cmk2wl/status/791461590457384960


駐日デンマーク大使館 @DanishEmbTokyo · 11月7日 
ご存知ですか？デンマークでは地域で熱供給をしているので（60度くらいの温水がパ
イプを通って各家庭まで届きます）、特に大都市の家庭では湯沸かし器やボイラーは

ないんですよ！家庭の給湯や暖房には、ゴミ焼却時の熱やバイオマスなど再生可能エ

ネルギーが使われています！

https://www.youtube.com/watch?v=FSsGY_mLjwI
中島みゆき「麦の唄」Music Video [公式] 

　↑

　よし！　見習うぜッ♪

　o（＾◇＾）o

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 9時間9時間前 
もし過剰な搾取に気づいた米国の有権者が貧困化にNOを突き付ける意思表示でトラン
プ支持に回ったのであれば政策がどうなるか興味がある。

日本では無理だろうけど。国民が安倍政権の支持団体を知ろうとしないから。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
NYの会議通訳者が教える英語 @YukoOhnaka · 15時間15時間前 
私が周りの人よりやや落ち着いているのは、クリントン支持の人たちが実生活でそれ

ほど自由平等を実践しているわけでもなく、トランプ支持の人たちが邪悪な差別主義

者でもない事を生活の中で体感しているからで、こうなっちゃった理由の根幹はアメ

リカの貧困化であることが納得できるからです。続く。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
朝日新聞(asahi shimbun） @asahi · 16時間16時間前 

在日米軍の撤退「想定はしておかないと」　防衛相経験者

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


…！（＾＾）！…そうか！

「トランプのほうが、はるかにマシ」だったのか…ッ♪♪

https://www.youtube.com/watch?v=hmciwazaqk0
恩知らず/中島みゆき(by janjan☆jan子) 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 15時間15時間前 
はなゆーさんがひろみをリツイートしました

NHKは明日のTPP強行採決を（やっぱり）中継しない
https://twitter.com/hiromi19610226/status/796299763763200000

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
岩上安身 @iwakamiyasumi · 19時間19時間前 
衝撃！田中宇さんの予測がなんと的中！RT @upset259: 米国マスコミの異常な「トラ
ンプ叩き」は仕組まれた罠だった!?注目の米大統領選挙の裏の裏までせまる！岩上安身
が国際情勢解説者の田中宇氏に単独インタビュー！

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
平川克美 @hirakawamaru · 22時間22時間前 
ラジオデイズ聴いてくれ。田中宇はずっと、トランプが勝つと言っていた。外電しか

読まない田中宇の目にはそう見えていたというのか。だとするなら、われわれは、ト

ランプに勝たせたくないというバイアス報道しか読んでいなかったということか。要

検証だな。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
稲葉渉 @inabawataru · 11月9日 

アメリカ大統領がトランプだからって何ビビってんだよ。日本なんて安倍だぞ。

https://www.youtube.com/watch?v=xXu-1vwMTFs
幸せ 小林幸子 傷心太平洋 中日文雙字幕 

https://www.youtube.com/watch?v=hmciwazaqk0
https://twitter.com/hiromi19610226/status/796299763763200000
https://www.youtube.com/watch?v=xXu-1vwMTFs


…このように生き、このように、物語をさがし続けよう…。

https://www.youtube.com/watch?v=v2SlpjCz7uE
地上の星 / 中島みゆき [公式]
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月10日14:53

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
玉造　順一 @jun1tama · 11月6日 

NHKスペシャルで、東電原発事故の費用負担の実際が明らかにされた。原発が再稼働しないから
電力料金が上がっているのではなく、原発事故処理のための増大する費用が全国の電気料金に転

嫁されているのが値上げの実態。当初東電の利益の半分を費用にあてるとされていたが、その比

率が下がっている！

https://www.youtube.com/watch?v=v2SlpjCz7uE
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（11月10日）　（※第3次世界大戦と《第2の月》事変後に存在する諸国）

https://85358.diarynote.jp/201611101537147493/

「2016年11月9日 人類は滅亡寸前に追い込まれた。俺はその未来
を変えるために来た」／本当に日本円を厄除けの札かなんかと勘

違いしてるんじゃないか。

2016年11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=k3ZD0zClECQ
白虎野の娘 by Susumu Hirasawa 

ぬえ @yosinotennin · 7時間7時間前 
トランプの勝利宣言をテレビで見ていた息子娘

高校生息子｢めちゃくちゃ優等生的なスピーチだな、型通りの｣

中学生娘｢勝利宣言の内容、考えてなかったんじゃない？｣

そんなまさか、ハハハ。………。

ふらっとでぃふぇんす◆FlatJHtUB @FlatDefense · 22時間22時間前 
トランプ「フハハハ、騙されたな当選しちまえばこっちのもんだ！今まで隠してたん

だけど実は俺って礼儀正しく気遣いの出来る男なんだぜ、期待通りのイカした馬鹿じ

ゃなくて残念だったな！俺が大統領になったからには真面目に国を良くしてやるから

見てやがれ！」

みたいな勝利演説

篠崎令子 @GONOW0210 · 23時間23時間前 
トランプさんの勝利演説を聴いているが、すごくまともな内容。帰還軍人たちに敬意

を払うとかスラムを再建するとか、インフラ整備で沢山の雇用を作るとか、冒頭でヒ

ラリーさんに賛辞をおくることも忘れなかった。

ろうピカ @ROUNING_ · 23時間23時間前 
とりあえずトランプ勝利演説の第一声が「諸君、私は戦争が好きだ」じゃ無くて安心

してる

のももん。 @nomochromepaint · 23時間23時間前 

https://85358.diarynote.jp/201611101537147493/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611101537147493/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4150303177/
https://www.youtube.com/watch?v=k3ZD0zClECQ


NHK「アメリカ大統領選」
日テレ「速報！米大統領選」

テレビ朝日「トランプ氏勝利宣言中継」

フジテレビ「LIVEトランプ陣営」
テレビ東京「激震！トランプ勝利宣言」

テレ東が……テレ東が中継してる……！

（前項参照）

　思い出した…ｗ（＾＾；）ｗ

Mark @greenfieldlane · 3時間3時間前 
テレビが異常！

【もしトランプ氏が勝ったら

円高株安が進む】の嘘。

流布したのは反日,恨日テレビ、
騙されたのは日本人だけ。

トランプ氏の勝利からドルが買われ、NYダウも大幅上昇。
円高株安は昨日の日本だけの限定的【日本マスコミショック】

だったなぁ。

自家製パンチェッタ @jikapan · 7時間7時間前 
選挙までずっとふざけた声でアフレコされてたトランプ大統領の演説、勝ったとたん

早速朝のニュースから、勝利宣言が落ち着いた声の声優さんによって吹き替えられ、

なんか威厳ある男性っぽい演出に変わってる。

そういえばオバマ氏のときもごく初期は「俺」とか吹き替えてたとこあった。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 16時間16時間前 
経団連自公党がほくそ笑んでいるよ。

狙い通りじゃないか。

在日在韓米軍にもっと金をよこさなければ米軍を引き上げるという選挙中の発言は、

自衛隊や韓国軍が軍拡する大義名分を与えることになるのだよ。

むしろ世界の戦争産業が望んでいた大統領でしょ。



カミカゼ @mynamekamikaze · 20時間20時間前 
結果はどうあれ、アメリカ人はトランプに賭けたんだろ？アメリカの未来を

じゃあ俺たち日本人は、俺たちの可能性を、日本の未来を信じて腹くくるしかねえっ

てことだ

やってやろうぜ！今度こそ日本に勝利をもたらすために！！中国やらに負けて敗戦国

なんざ二度と御免だ

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 21時間21時間前 
第三次世界大戦フラグだろ

「…いよいよ「終わりの始まり」かな…★」

…んで、

「　次項（リステラス）に続く…⇒　」

…と。ｗ（＾＾；）ｗ…★

０次郎 @zerojirou · 3時間3時間前 
オバマ大統領がトランプ氏の勝利を認めたそうだが、その演説を聞いてるホワイトハ

ウス職員、めっちゃイラついとるな

http://www.nbcnews.com/politics/2016-election/somber-white-house-staff-listen-obama-
s-election-response-n681516 …
https://pbs.twimg.com/media/Cw3rQW4VQAA-UiF.jpg

Yahoo!ニュース� 認証済みアカウント � @YahooNewsTopics · 4時間4時間前 
【米で抗議デモ相次ぐ 暴徒化も】トランプ氏勝利を受け、米カリフォルニア州などで
抗議デモが相次ぐ。一部が暴徒化し窓ガラスを割ったり、国旗を燃やしたりした。 

Hina @DHAOC3 · 15時間15時間前 
米国大統領選。トランプさんの勝利により、「カリフォルニア州はアメリカから離脱

しよう」という意味で #CalExit というハッシュタグが登場。

masanorinaito @masanorinaito · 15時間15時間前 

http://www.nbcnews.com/politics/2016-election/somber-white-house-staff-listen-obama-s-election-response-n681516
https://pbs.twimg.com/media/Cw3rQW4VQAA-UiF.jpg


来年になるとEU加盟国で相次いで大統領や議会選挙が始まる。
おそらくいくつもの国で、トランプ的な人物と政党が勝利する。

分断や排除は、選挙から始まるのではなく、元々、分断されていたところに「分断と

排除」を叫ぶポピュリストが登場し、斧を振るって社会を破壊する

想田和弘 @KazuhiroSoda · 16時間16時間前 
民主的な選挙によって、(投票した人の多くはおそらくそのつもりもなく)民主制の事実
上の廃止を決定してしまった。それが「トランプ勝利」の意味するところだ。この結

果を普通の選挙結果のように扱ってはならない。一夜にして、米国は米国でなくな

った。

Hiroyuki Takenaga @nynuts · 17時間17時間前 
私が住むNJ州の選挙結果がこれです。赤がトランプ勝利、青がヒラリー勝利の地域。
私たちが住んでるのは濃い青の郡になります。ちなみに赤い地域のスタバやお店など

に行くと、周りの人間たち(白人)の私を見る視線の変化が体感できます。今後、その視
線がもっとあからさまになると思ってます。 
https://pbs.twimg.com/media/Cw00cvoXEAAOwJT.jpg

Fashionsnap.com� 認証済みアカウント � @fashionsnap · 17時間17時間前 
ファッション界にも衝撃、米大統領選トランプ勝利で業界から落胆の声

http://www.fashionsnap.com/news/2016-11-09/uselection-16/ … #米大統領選
https://twitter.com/fashionsnap/status/796348616143081472

つくる・フォルス @tsukuru_agender · 22時間22時間前 
トランプが勝利したってことは、女性をモノや性/欲望のはけ口として見ることが「上
品なソサエティ」では疎まれることであっても、深刻な人権問題としては認められて

いないということなのだよ。それを僕は問題視してる。

Yo Okada-Howells @yoookd · 24時間24時間前 
ヒラリー勝利を信じていたアメリカ在住の方へ、国民投票でEU離脱が決まった絶望を
経験したイギリス在住者よりメッセージ。これからパーティーなど人と多く話す場で

隠れトランプ投票者を見つけては、再度ショックを受けます。「お前もか！」と。意

外と普通の人も投票してます。覚悟して下さい。。

Mineo Takamura @mineotakamura · 24時間24時間前 
実は6年間留学していても、このトランプの勝利を「肌でわかる」などということは
ない。というのも、大学にいると周りのほとんどが民主党支持者だからだ。しかし、

https://pbs.twimg.com/media/Cw00cvoXEAAOwJT.jpg
http://www.fashionsnap.com/news/2016-11-09/uselection-16/
https://twitter.com/fashionsnap/status/796348616143081472


その外にいるひとたちはどうも違うらしいということはうっすら分かるという、そん

な感じだ。それだけアメリカというのは分断されている。

ちえ @chieN322 · 1日1日前 
ちえ さんが　をリツイートしました
トランプ勝利の可能性が高いため、LGBTQの自殺防止活動に取り組んでいる"Trevor
Project"の連絡先が拡散されている…
https://twitter.com/annakendrick47/status/796240341552635904 …

黒魔女 vs I.Floor 96@mazyo3 · 11月9日 
トランプ勝利確実のニュースを聞いて今年視聴した『帰ってきたヒトラー』の一台詞

を思い出した

""みんな最初は笑ってたんだ"" 
https://pbs.twimg.com/media/CwzACFvUQAAsv_l.jpg

参照：

http://76519.diarynote.jp/200611290010080000/
（※第3次世界大戦と《第2の月》事変後に存在する諸国）

http://76519.diarynote.jp/?day=20061112
（第3次世界大戦からハルマゲドンまでの小康期）
＞旧U.S.A.・旧カナダの新興王国。北アメリカ南部とアフリカ南端には有色人種による白人差別の
社会が成立したが、その他の地域では有色人種は大量虐殺の後である。

…どうも、「夢で視た覚えがある」んだよね…
「トランプの勝利宣言」の写真の顔…★
　↓

The Associated Press @AP · 24時間24時間前 
BREAKING: Donald Trump is elected president of the United States.
https://pbs.twimg.com/media/Cwzcp5XXcAA3UZ8.png

…（〜〜；）…★

https://twitter.com/annakendrick47/status/796240341552635904
https://pbs.twimg.com/media/CwzACFvUQAAsv_l.jpg
http://76519.diarynote.jp/200611290010080000/
http://76519.diarynote.jp/?day=20061112
https://pbs.twimg.com/media/Cwzcp5XXcAA3UZ8.png


LINE NEWS� 認証済みアカウント � @news_line_me · 5時間5時間前 
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の"予言"が話題 - LINE NEWS
http://news.line.me/issue/internets/45620c52bcd9 … SF映画「バック・トゥ・ザ・フュ
ーチャー PART2」がトランプ氏の勝利を"予言"しているみたいだと、ネットで話題
になっています。 
https://pbs.twimg.com/media/Cw3N2RDVEAA6PAs.jpg

kinokuniyanet @kinokuniyanet · 14時間14時間前 
「トランプ当選」 タカ派の勝利（ネトウヨ）、TPP廃案（左翼）、新自由主義の敗
北（我流左翼）、ユダ金敗北（陰謀論者）、富裕リベラル自滅（アルファ）、私の周

りには居なかった（米在住自慢）、予想通り（フリージャーナリスト）……おま
えらぁ！開票前に言うてみぃ！

くいなちゃん @kuina_ch · 16時間16時間前 
トランプ氏が勝利した理由を解説してくださる方がいて助かりますが、せっかくなの

で結果が出る前に解説して頂けるとなお役に立ったのではないかと思いま

ゴシップス＆フロントロウ編集部� 認証済みアカウント � @GOSSIPS_Japan · 19時
間19時間前 
アニメ『ザ・シンプソンズ』が2000年に放送した回でドナルド・トランプ氏の勝利を
予測していたとネット上で話題になっている。via @Benoo_Brown #大統領選 #トラ
ンプ #Simpsons
https://twitter.com/GOSSIPS_Japan/status/796311053780938752

林 雄司 @yaginome · 20時間20時間前 
新宿でトランプの勝利を大川隆法が予言していたという号外（？）を配ってた。 
https://pbs.twimg.com/media/Cw0E2QfUcAEgGlb.jpg

わた・るぅー＠(木)東E25a @wata_ruh · 11月9日 
トランプ氏勝利の日に、トランプモチーフの仮面ライダーブレイドの主役が重傷

って…。 
https://pbs.twimg.com/media/CwzUKa0UcAAZj2H.jpg

春魔解丼 @vespiking · 11月9日 
ヒラリーが勝利した並行世界で更なる力を得たヒラリーエジソン、そしてトランプが

勝利した平行世界で進化したトランプエジソン、さらに時間を遡りオバマの力を得た

オバマテスラによる第二次北米神話大戦

http://news.line.me/issue/internets/45620c52bcd9
https://pbs.twimg.com/media/Cw3N2RDVEAA6PAs.jpg
https://twitter.com/GOSSIPS_Japan/status/796311053780938752
https://pbs.twimg.com/media/Cw0E2QfUcAEgGlb.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CwzUKa0UcAAZj2H.jpg


ぺる３ @peru3 · 11月9日 
英語のトランプというのは「切り札」という意味で、人名のドナルドはケルト語に由

来する「世界」や「支配者」を意味する言葉から来ている。つまりドナルド·トランプ

の和名は「切札勝利」であり、総選挙は実質デュエマ

ジェット・リョー @ikazombie · 11月9日 
「2016年に実施された米大統領選は、11月9日 東部標準時間2時5分、ドナルド・トラ
ンプの勝利が確定。等比級数的な速度で世界経済の崩壊が始まり、人類は滅亡寸前に

追い込まれた。俺はその未来を変えるために来た」 
https://pbs.twimg.com/media/CwyoBiIUcAAjbnx.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=ZAJr5cp01mI
The Terminator (1984) HD Intro - YouTube.flv 

小沢一郎（事務所）� 認証済みアカウント � @ozawa_jimusho · 4時間4時間前 
トランプ氏は先日も「就任当日にＴＰＰ離脱を正式発表する」と宣言していた。いう

までもなくＴＰＰの発効には米国の承認が不可欠で、今回のトランプ氏勝利により、

もはやTPPそのものが破綻寸前である。この際、自民党も「TPP断固反対。TPP!ウソ
つかない。ブレない」の原点に戻ってはどうか。

内田聖子/Shoko Uchida @uchidashoko · 5時間5時間前 
今朝のモーニングショーでTPP特集放送。私もコメント出演しました。どこもトラン
プ勝利の論評であふれていますが、本当の危機は、ほぼ死んでしまったTPPを一生懸
命批准しようとしている日本政府、与党です。さすがに番組も「今日ほんとに批准す

るんですか？」とのコメントで締めくくられました。

https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw
Berserk mmv : "Kajiwotore" Susumu Hirasawa 

青木文鷹 @FumiHawk · 5時間5時間前 
さらに勝利演説の言葉選びと語り方が選挙中と別人な位違った件。これはトランプ

が「状況を踏まえた対応ができる」事と「TPOに合わせて内容を変えた立派なスピー

https://pbs.twimg.com/media/CwyoBiIUcAAjbnx.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZAJr5cp01mI
https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw


チが書ける人材をそろえることができる」事を示している。だから投資家は「パニッ

クになる程の問題が発生しない可能性」を嗅ぎ取った（続

破壊屋ギッチョ @hakaiya · 6時間6時間前 
トランプは勝利演説でヒラリーとヒラリー支持者に敬意を表明、ヒラリーも敗北宣言

で自分の支持者にトランプに協力するように伝える。建前とはいえ、こういうところ

がアメリカの良いところだと思う。ところが分断されたアメリカを修復しようとする

彼らの言葉は全く世間に届いていない。

マライ・メントライン＠職業はドイツ人 @marei_de_pon · 6時間6時間前 
メルケルのスピーチは下記の通り日本でも報道されているが、翻訳ニュアンスが微妙

。ドイツ人的な真意は以下の通り「トランプ、とりあえず勝利おめでとう。もし自由

と民主主義を重んじ、人種・宗教差別をしない価値観を思い出してくれれば協力し

よう」

くっくり @boyakuri · 17時間17時間前 
報ステ、冒頭からトランプ勝利をまるで悲劇のように伝えてますが、失礼ではないで

すか？トランプに対してというより、トランプに投票した多くのアメリカ国民に対

して。

董卓（不燃ごみ） @inumash · 19時間19時間前 
いま、トランプの勝利でポリコレDisしている人たちのうち、特に自身を弱者男性だ
と（あるいはその代弁者だと）自己規定している人たちがアホに見えて仕方ない。つ

いぞ10年前ほど前に貧困は自己責任だの鬱は甘えだのと世間から死にそうになるほど
追い詰められたのを忘れてしまったのかしら。

オフイス・マツナガ @officematsunaga · 19時間19時間前 
【トランプ勝利にもう一つの側面】

　多くのマスコミはしっているのだが、だれも、まだ書いていないので、

「ヒラリー・クリントンさん、後半なると、だんだん蓮舫さんと顔つきがにてきた

ので、多くの有権者が引いた」はオイラ記者。

　写真ならべるとよーくわかる。

高 史明(TAKA, Fumiaki) @Fumiaki_Taka · 19時間19時間前 
それにしても、当のアメリカで貧しい層、経済政策を重視する層ほどクリントンを支

持しているのに(そりゃそうだ、福祉に厚いのは伝統的に民主党だから)、弱者男性だか
らという理由でトランプ勝利を喜ぶ日本人はいったい…。パンより仕事よりマイノ



リティを侮辱する権利の方が大事な弱者？

遠子先輩 @murrhauser · 21時間21時間前 
アメリカのメディアが

トランプ勝利を

「驚くべき番狂わせ」

だなんて言ってるのは

自分たちはトランプが大嫌いで、

自分たちの願望を優先させてしまいました、

私たちは民意がまったく読めてませんでした、

読もうとすらしませんでしたって

自白してるようなもんだと思うけどね

#NHK

崔碩栄 @Che_SYoung · 23時間23時間前 
トランプ当選は「革命」だと思う。

トランプ個人の勝利とか、主張の勝利という意味ではなく、

「偏向報道に騙されなかった有権者の勝利」という意味で。

米国大手メディアの失速はもっと早まるだろう。

そしてそのような動きが韓国や日本（のメディア）にも影響を与えることを期待する

。

高 史明(TAKA, Fumiaki) @Fumiaki_Taka · 1日1日前 
「トランプの勝利は反ポリコレの勝利だ」って反リベラルの人たちが盛り上がってる

んだけど、そこから引き出せる結論は「だからポリコレはいらない」じゃなくて、「

そうだね、多数決の制度のもとでは負けるに決まってるマイノリティを守るために、

多数決に依らないポリコレがやっぱり必要だよね」では。

わかり手 @ganbare_zinrui · 11月9日 
「出口調査があてにならなくなっている」という一点だけでも、ポリティカルコレク

トネスってやっぱスターリニズムじゃんと思うわな。トランプの勝利、スターリニズ

ムに対する民主主義の勝利なのでは。

500円 500 @_ yen · 11月9日 
米国の既存メディアの世論調査では「ヒラリー・クリントンが圧勝する」で、ネット

メディアの世論調査では「ドナルド・トランプが勝利する」と真逆の調査結果が出て

たけど、ドナルド・トランプの勝利で既存メディアの敗北も確定ですね＼(^o^)／ｗ



ｗｗ #nhk #米国大統領選挙

日本人ジョーク(bot) @Japanese_Joke · 19時間19時間前 
トランプが大統領選に勝利した。

英国人「国粋主義者の元首か」

米国人「お前が言うな」

フィリピン人「法律無視の無知な大統領だな」

米国人「お前が言うな」

「更に女性蔑視のレイシスト、経済音痴でカルト好きの歴史改竄主義者で…」
言いながら泣き出した日本人を、全員が肩を叩いて慰めた。

https://www.youtube.com/watch?v=VFcQ3gI4IDo
Susumu Hirasawa-Parade パレード

…ハハハハハ…

…とりあえず、米国大統領でこれだけ賛否両論になる日本も初めてなんじゃないか…？

（ゴアの時は「長引かせるな！」と不評だった…★）

https://www.youtube.com/watch?v=yx9RgTiIKDE
Paprika - The girl in Byakkoya 

アゼリア@虹裏 @Azelia_BB · 21時間21時間前 
トランプ優勢で先行き不安で101円まで上がったのに トランプの勝利演説きいて103円
まで戻るの 本当に日本円を厄除けの札かなんかと勘違いしてるんじゃないかって思う 
https://pbs.twimg.com/media/Cwz1gE6UcAAxXlS.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=VFcQ3gI4IDo
https://www.youtube.com/watch?v=yx9RgTiIKDE
https://pbs.twimg.com/media/Cwz1gE6UcAAxXlS.jpg


冷凍みかん イラコン開催中！ @reitou1004 · 21時間21時間前 
トランプ勝利

↓

アメリカ軍が日本から撤退する

↓

日本の平和が崩れ各国から狙われる

↓

平和ではなくなった為アニメなどのメディア作成出来ず衰退

↓

アニメ会社衰退

↓

アニメが作られなくなる

↓

アニメがなくなる

↓

秋葉消滅

↓

オタク文化消滅

こうならないでほしい…

せつに…。（－－；）★

岡田ロク @OkadaRoku · 22時間22時間前 
暴言スピーチのトランプと、あまりにギャップある勝利演説だった。これはトランプ

大統領が決まった瞬間に世界滅亡の未来が決定、それを阻止する為に誰かがタイムリ

ープ、幼少期から氏を支え人格を作り変え、悪トランプから善トランプに変えたとし

か思えない。あぁ、ありがとう、世界を救った人。

ベイコン @sosunser · 23時間23時間前 
NHK「クリントン敗北宣言！」



日テレ「トランプ勝利宣言！」

テレ朝「クリントン敗北宣言！」

TBS「クリントン敗北宣言！」
フジ「クリントン敗北宣言！」

テレ東「弘前市はりんごの生産量日本一！」

　　　↑

…これこそが、「正しい日本人」じゃー、ないか…？？？

…ｗ（＾□＾；）ｗ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=sUXc43cV8Ys
Susumu Hirasawa - Actress in Time Layers 

https://www.youtube.com/watch?v=o_r33Kqw82c
『時をかける少女』　主題歌　「ガーネット」 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月10日16:51
　

＞人名のドナルドはケルト語に由来する「世界」や「支配者」を意味する言葉から来ている。

… Ｍａｃ Ｄｏｎａｌｄ…！！！

https://www.youtube.com/watch?v=sUXc43cV8Ys
https://www.youtube.com/watch?v=o_r33Kqw82c
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（11月10日）　「こーうっ！　じょおっだんっっ！」

https://85358.diarynote.jp/201611101758587017/

『俺と好』１　第３章　１．俺たちは無鉄砲のかたまり。　（５

）＋（６）

2016年11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=9qXmRL6a0uU
トレイン（PV） ケツメイシ 

（…承前…（＾＾；）…★）

https://www.youtube.com/watch?v=4uN-CfEUw98&index=8&list=PL67650C5E137F6297
テイキング・オフ!〜銀河の彼方へ〜 Taking Off! Over The Galaxy ゴダイゴ 

https://www.youtube.com/watch?
v=DfYpkE7BB98&list=PL4FbPxxSi9h1ZDU7ZfeSQGu2NbXMXhz2e
Adieu Galaxy Express 999 ost - Main Theme (tr.3)

　ぎぃっ。バタン。

　どかどかどか…。

　派手な音をたてて、何か場違いな一行が踏み入って来た。

「酒だ酒だァい！」

「オラ。席ァねェのかよ、空席はァ」

「ィよーォ姐ちゃんロッぽいよォっ！」

https://85358.diarynote.jp/201611101758587017/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611101758587017/
https://85358.diarynote.jp/201611101758587017/
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
https://www.youtube.com/watch?v=4uN-CfEUw98&index=8&list=PL67650C5E137F6297
https://www.youtube.com/watch?v=DfYpkE7BB98&list=PL4FbPxxSi9h1ZDU7ZfeSQGu2NbXMXhz2e


　下卑た日本語。あきらかにそうとう酔っぱらっている。

「…離シテ下サイ！　オ願イシマス！」

　甲高い、細い、どことなく悲痛な声。

　７〜８人の男達の後ろから、引きづられるようにして貧しい服装の少女が連れて来

られていた。

　やりとりを聞いていると、急ぎの用のあるその子が粗相をして、軍属らしい一行の

エライさんに泥をハネちまったらしい。

　神聖なる軍服がどォの、やれクリーニング代を払えの、金が無いなら酒の相手をし

ろの、滅茶苦茶からんでいる。

　可哀想に、女の子は震え声で、行カセテクダサイとしか繰り返せない。

「　！　ヤロォッ」

　俺が我慢しきれなくなってフォーク放り出そうとした時だった。好の手がぐっと肩

にかかって俺を椅子へ引き戻す。

「見な。」

　自分はしっかりスプーン掴んでカレーをしゃくいこみながら、アゴであらぬほうを

指した。

　部屋のすみの薄暗がりで白髪の老人がひとり、立ち上がっていた。

　背は低いけれど、がっしりしている。

　ぼうと伸びた髪とヒゲに覆われて顔だちはよくは判らない。

　東洋人らしい。

　昏い、怒りに火のように光らせた両眼をして、軍服の男たちの狼藉ぶりを見ていた



。

　のしり。と騒ぎの場へと歩みだす。

　その重い動きようと肩の肉の盛り上がり具合から、彼が一生を闘い続けてきた男だ

ということは、なんとなく解った。

「…でも。好…」

　好はこの老人の腕前拝見のつもりなのか、それともそもそも痩せこけた女の子ひと

りのために動いてやろうってほどの親切心は持ち合わせていないっていうのが本音な

のか。

　……放っとけ。

　目線でちらりと俺を牽制したなり、悠然と周囲を（俺を含めて）黙殺しきり、食べ

続けている。

　俺は女の子の哀しげな声を聞きながら気が気じゃなかった。なんてったって現われ

出た正義の味方は御老体だし、敵方は８人はいる。

「あ？　なんだこのジイサンは。」

　軍服のひとりがようやく老人の登場に気がついた、と思った瞬間、小柄な体が嘘の

ように素早く動いて、２人までがその場に崩折れかかっていた。

「　！　きさまっ!!」

　残りの連中がざわっと気色ばむ。

　それへ、

「お前たちはそれでも日本人なのかっ!!」

　どこからと思うほどの苦しげな響きを帯びた大音声。

　老人の後ろ姿は、本当に怒りと悲しみと、って感じでうち震えて見えた。



　…日本人…　…え…?!

　店の中の客たちの喧騒は一旦ぴたりと停止したようで、３秒後には前にも増してひ

どいものになっていた。

　またかという顔ですんなり元の話に戻ってしまうやつ。

　老人 対 軍服で、勝負を賭けはじめるやから。

　無意味なヤジ。

　老人はすでに残りの軍服たちをも叩き伏せるべく、闘いはじめていた。

　好が止めるヒマを持たせず、ゆかり姫が素早く席をたって部屋の他のすみへ走って

行く。

「　磯原さん。」

「ん。ＯＫ。」

　彼女が取って来たのは丈夫そうな軽金属の掃除道具だった。

　２本。

　少しサビが浮いてるけれど十分に使える。

　１本を俺に手渡して、姫は下段に構えた。

「ユミちゃん。あの子、俺たちの部屋のほうから抜けさして逃がしてあげてよ。」

「はい。キヨくん。」

　三ツ編みをひるがえして駆け出して行く。

　頼もしい親小鳥のように、乱闘場所は上手に迂回して。



　椅子を蹴る。

　栗原も立ち上がった。

　ひろと先輩はチラとゆかり姫と好を見比べて、座して待つの体勢。

　好はといえばしっかりカレーライスをたいらげて、得体の知れないアルコールをさ

も旨そうに口に運んでいやがる…。

　も、勝手にしろってんだ。

「……行くよ。」

「ええ。」

　俺たちがてんでに打って入ろうとした時だ。

　白髪の老人にふっ飛ばされた奴が勢い余ってこっちのテーブルにまでよろめいて

来て、あららと見送っている間に好の椅子にぶつかって止まった。

　よたよたと立ち上がってまた殴り合いに行きかける襟首を、好の手がぐいと捉えて

引き倒す。

「　待ちな。」

「ぅ、うわ？　なんだお前は。」

「酒がこぼれた。行くなら弁償してからにして貰おうか。」

「…な、なんだとこの小僧ーーっ！」

　面白いね、このヘータイさん。

　ガンつけられてるのが理解できたとたん、元気におなりで。

「きさま我々が誰か解って云ってんだろうな。」



　歯を剥きだして嗤う。迫力………あまりねェな。

　やはり好と違って、元の顔がよくないからでせうか…

「知ってたら多分こんな真似はしないんだろうがな。」

　問答無用。好の脚が掛け金を外された狼罠のバネのように跳ね上がったかと思うと

、情け容赦なく男は蹴り斃されてぶっ飛んでいった。

　あ〜あ、あ。

　近所づきあいは大事にしなけりゃいけませんよ、好一クン。

　向う３軒のテーブルもろに巻き添え喰らったじゃないか…。

　…それにしてもまぁ無雑作に、腰おろしたままの姿勢で、どっからあれだけのパワ
ーが出てくるんだ…？？

「磯原さん！　うしろをっ！」

「ぉおっとっ！」

　仲間がやられたのを見て他の軍服が突っかかって来るのを、危ういところで振り向

きざまに薙ぎ倒した。

「サンキュ、姫っ」

　瘠せた女の子はユミちゃんに連れられて階段かけ上がるところ。

　しつこく追いかけようとする奴らに御老体が喰い下がっているんだけれど、劣勢。

「コノヤロッ」

　短気の栗原が跳びこむ。俺もゆかり姫も負けてはいない。

　形勢逆転。



　姫の勇ましい気合の声がまわりのカボチャ畑には恰好の見世物になってしまってい

る気もして、すこし腹も立つけど、今はそんな事に構っている時じゃない。

　ぶちのめされてもシツコク行き返ってくるゾンビみたいな奴らだ。

　うっかりするとすでにノビたと思ってる相手から足すくわれかねないんだぜっ★

「えぇい、このアホ離せよっ！」

　まこちにたくましい。

　それでも気力勝ちって感じで、あとちょっとってところまで行った。

　と、何か悪い予感が、脳の内側ではじけて…

「………危な…!!」

　自分でもなんだか判らないうちに体が動いて、御老体を突き飛ばそうとしていた。

　ビ、イッ。

　鈍い音が変に途切れて聞こえた。

　俺のかたわらで老人の体が沈みこむのと、好がいちはやく撃った男の銃を蹴り飛ば

すのとが、ほぼ同時だ。

　くるくると弧を描いて重い銃把が奴の手に収まる。

　老人は腹の傷を押さえてかろうじて立っていた。

　ピタリ。

　好が敵方のボスの胸に正確に照準を定め。

((　撃つ。))

　俺はびくっとして目を閉じた。



　部屋の中は急に静かだ。

「そこまでにしてもらおう。」

　けれど野太い堂々とした声。

　目を開けると、 "J.G.の旦那" と…すらりとその脇にひかえるヤニさんがいた。

「皇国軍のエライさんがた、酒場の喧嘩に銃器はご法度だ。まさか "裏" のルールも知
らねえで地獄横丁に出入りしているとは言わせねェ。

　この店の中は、わしの国だ。法度破りには出て行ってもらおうか。」

「なにキサマッ！」

　見るからに若いのって感じのニキビ面が腰に手をかける。

　瞬間速くヤニさんの白い腕が一閃して。

「う、うわっ！」

　小型の衝撃銃だ。

　縫い付けられたみたいに動かなくなってしまうモノだてェのは、俺も月面で経験

済み。

「室内でアブナイおもちゃを振りまわしちゃいけませんよて云ってるンですョ坊や。

…近頃の小学校じゃ、大人の云うことは聞くもんですって教えないのかしらねェ？」

「…く。」

　あぁ、あ。子供扱いはひどい。

「よせ。帰るぞ。」

「し、しかし…」



　しぶしぶ退散。

　やーいザマを見ろっ♪

　唐突に光がはしって俺のささえている老人がガクンと揺れた。

「　わっ!!　お、おじーさんっっ！」

　新たな傷口から血が流れだすのも待たず、好の長い腕が伸びて、一射、二射。

　正確な射撃を繰り出す。

　ぎゃっとか叫んで軍服たちは転がり出て行った。

　ボスの両肩に、しっかり、穴。

　ふん同情してやらんもんね！　しかし………痛そ。

　ゆかり姫が駆け寄ってきてぱっと膝をついた。

「おじいさん、大丈夫ですかっ!?」

「う。……急所は外れている。と思…」

「無理はなさらないで下さい。動かないで！」

　

　J.G.はカチャリと義足を鳴らして好に向きなおっていた。

　好いわく、

「目には目を歯には歯を。咎めを受ける筋合いはねェぜ。」

　双方ニヤっと笑ってみせたりして、了解のサイン。



「気に入ったぜ若いの。しかしちっとマズイ事になったな。」

「悪いが話は後にしてくれ。栗原！」

「お？」

「会田を手伝ってその爺さんをガレージへ運べ。ユミが何とかすんだろう。

　竹中、喰い終わったなら戻るぞ。」

「あいよ。」

　つ、つおい。ひろと先輩ずっと食べてたのっ！？…

「…目には目を、てェよりも左の頬を打たれたら両頬打ち返せの気がする。」

　俺だけ無視された腹いせに半畳入れたら睨まれた。

https://www.youtube.com/watch?v=DUVnv31KuiM
銀河鉄道999　Galaxy Express 999 ~ Brave Love by the Alfee ~ 

…ははははは…☆
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=GSg0J4RnNVI
Berkserk Episode 1 - The Black Swordsman (720p) (English Subtitles)

https://www.youtube.com/watch?v=8rNUPVWPquE
12 - Rotation (LOTUS-2) (Millennium Actress) 

https://www.youtube.com/watch?v=DUVnv31KuiM
https://www.youtube.com/watch?v=GSg0J4RnNVI
https://www.youtube.com/watch?v=8rNUPVWPquE


 
ひみつ日記

　

　後ろではJ.G.が酒場の主人らしく、騒がせてすまねェな、気分直しに一杯奢るから景気よくやっ
てくれ、てなことを云っている。

　それからヤニさんと一緒に俺たちについて来る気配。

「こ、これだけの傷になるとあたしの手に負えるかどうか…　よかった。出血の割には浅傷
だわ。」

　ガレージへ帰るとユミちゃんが心持ち蒼い顔しながら、それでも手早く怪我人の服を脱がせに

かかっている。

「ゆかり先輩、あたしのクォクから医療キット外して来て下さい。マオ君、悪いけどお湯と、シ

ーツか何か清潔な布たくさん持って来てくれない？」

　下働きの子をもう懐かせたらしい。

「あの女の子は？」

「さっき出て行ったわ。時間までに薬を届けないとお給金もらえないんですって。」

「……可哀想に。間に合えばよいけれど…」

「期待外れだったね、この街。」

「ん。…」

　ぅ、うわっ。暗いっっ

「若いの。さっきの話だがな。」

　J.G.が部屋に入るでもなく戸口をふさぐ。



「さっきの愚連隊どものボスな、階級はたいしたこたないが、ここの司令官の弟だ。」

　え？

「………ふん。ンなこったろうと思ったぜ。で？　あとどのくらいある？」

「指揮系統がワカメだからな。ま、小一時間てところか。」

「十分だ。」

「おおよ。頑張んな。」

　J.G.退場。

「おーい何の話なんだよ好っ！」

「ユミ、３０分でそいつの治療終えろ。動かすからな。きつく縛っておけよ。」

「………あのね。傷口は脚や腕じゃないのよお兄ちゃん。」

「血が止まらねぇなら死ぬまでだ。」

「、わかったわ。」

「この御方をお連れするおつもりですの杉谷さん？」

「先に背負いこんだのは誰だ？」

　冷たい眼。

　姫がぐっと詰まった顔で負けじと眉をひそめる。

　俺はアセる。

「なっ、仲間うちで喧嘩してっ時じゃないだろっ好っ★」

　たく。もー！



　奴がくるりと向き直る。

「清。竹中。来い。栗原はここで番犬やってろ。」

「わん。なんちゃって。」

「どっこ行く気だよおいっ！」

　すたすた歩ってっちまうのを追いかけてまた地下への階段降りて酒場にとって返して。

　途中でぼそっと好が云った。

「おまえなまるで役に立たねェな。何の為にひとより優れた能力もって生まれて来てるってんだ

ボケ。さっさとコントロール覚えろ。」

　何の為に………つったって、………何も欲しくて。

「う。ごめん。」

　もう不機嫌の好には謝るっきゃない。

　に、しても、ひろと先輩もいる所でンな話する事ないじゃないかよっ！

　そりゃ、これくらいの会話で意味判っちゃう筈もないとは思うけど、でも、それにしてもやっ

ぱり。………う〜〜〜…。

　俺たちの話が聞こえたのかどうか、先輩は先に立ってほこほこ歩いて行った。

　例によって才能としか云いようのない手際の良さで好は情報屋を見つけ出し。

　こっちの身元や地球に来た目的はうっかりバラさずに済むようにと、奴ひとりが質問係。

　話きいてて俺はウンザリしてしまった。



　早い話が宇宙港ついた時に無邪気に喜んでた ”地球の統一” なんて話はハナから存在しなかった
のだ。

　名のみの『統一』政府は実はその首都たるスターエア島しか領有していない。

　何で南太平洋のちっぽけな島が地球代表なんて事になっているのか？

　解らないけど結局この統一政府は国連…それも連合というよりは国際「連盟」…に毛が生えた
程度の組織に過ぎなかったらしかった。

　ただ、アルテミス姫の父上が宗主だとかいう、 ”宇宙植民者連合” （コロニスツ）が、各コロニ
ーの地球上の母国からの経済的独立を宣言・実行して以来、この国は対宇宙商取引の唯一の地球

側窓口としての役割を果たしてはいる。

　地表と宇宙空間…つまり大気圏の離脱・突入の正式航路は、事実上、Point.Ｐ〜スターエア間に
限られているのだ。

　だから商業と交通に関してだけならば、中立国家だった ”統一政府” は、確かに地球を代表して
いるとも言えた。

　で、地球⇔宇宙空間の全輸出入を一手に引き受ける貿易都市ともなれば、そこに落とされる富

も天文学的な額にのぼり。けれどその割にはスターエアは軍事的に弱すぎる都市だったらしい。

　「この時代」では『環太平洋皇国』と名乗っている日本…皇国軍と呼ばれている…が、つい
最近、強大な武力を背景として、「比較的」平和裡に「同盟」を結び。

　ようするに軍事的援助と銘打って乗りこんで来た駐留軍の司令官が、どーゆーわけだかスター

エアの司法・行政面にまで強い発言権を持ってしまった。って事だった。

　そして話は俺たちの喧嘩へ戻る。

　ぶん殴られた一行の側のボス。御丁寧にも好に両肩ぶち抜かれたバカが、

　…なんと現司令官の弟だったのだ。

　デキの悪いぶん兄貴からは可愛いがられている。



　……………………っっ。

　これでよーはっと好の「こんな真似はしないんだろうがな。」の意味が俺にも解った。

　冷や汗てんてん。

　さて、こうなったら三十六計逃げるっきゃないんだけど。

　こういう公私混同な捕り物の時に皇国軍がよく張る非常線の位置やその抜け道を聞き出し、そ

の他の情報や数枚の地図を手に入れてガレージへ戻ると、ちょうどユミちゃんが老人の手当を

終え、ゆかり姫は断熱布やなんかをそれぞれのクォクに片づけているところだった。

「それで？　どうなさるおつもりですの杉谷さん。」

　俺がひと通りのことを説明すると、少し冷たいような声で姫は云った。

「逃げるさ。」

　ごくあっさり答える好。

　腕くんで。ふてぶてしく壁に寄りかかって。

「どォやって？」

　むしろ余裕たっぷりお手並み拝見、さあどうぞ好きにやっておくンなさい…とばかりにヤニさ
んが頬笑んだ。

　ぅう。色っぽいっ！

　………

　好はしばらくの間ひとりで地図を広げていたが、やがて、

「ヤニ。ちょっと来てくれ。」

「はいな。」



　２人で作戦を検討しはじめた。

「そおですねェ、酒場の出口が地下第３層。軍司令部が区画Ｉ－３９の地上２３７層。そこまで

辿り着くのに早くて約４０分。司令官が話を聞いて怒り狂い、何がなんでも捕えろ…と、喚きだ
すのに、ま、５分として。

　バラバラな指揮系統をくぐり抜けて末端が実際に動き出してここへやって来るのは…　今から
１５分くらいってとこでしょうかねェ。

　非常線のほうはちょうど敷き始めた位のところですサ。」

「ふん。」

　好はしばらく目を閉じて考えこみ。

「よし。じゃ、二手に別れる。」

　さーあ。これからが大変なんだ。ヤツの喧嘩ってのは！

「ユミ、そのじいさんをおまえのクォクにくくりつけろ。ヤニ、このルート解るか。よし。じ

ゃやってくれ。念の為に会田もつける。宙港まで一直線だ。」

「ちょいとキツイですが…まァ女３人ともなれば、万が一の時にも誤魔化しやすいでしょうさ。

　それで？　何処で落ち合います？」

　好は地図の一点を無雑作に指さした。

「ここだ。都市区画Ｉ－３９棟高層建築の屋上まで、２時間以内に来い。」

　俺は思わずコケそうになった。

「こーうっ！　じょおっだんっっ！」

「…じゃありゃしませんよ杉谷の旦那ッ！」

　示された一点とは…　つまり、当の皇国軍司令部。そのものだった…。



（※「な」＝「のは」）。
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（11月10日）　「今じゃ日本て『皇国軍』なんだろ？　敵さんの本拠だろォ…？」

https://85358.diarynote.jp/201611101955173759/

（７）。

2016年11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=7FMMIn5hjMs
疾走感のあるカッコイイ和風ＢＧＭ集 

「お。なに。殴り込みかけんの。おっもしれーっ」

「おまえなー、栗原っ！　わかって云ってんのかよっっ??」

「小姑みたいにわめいてないで、ま、諦めんだな磯原。

　杉谷が一度やるっつったら、やるのさ。」

　わーってますよ先輩、そりゃ俺がいちばんっ。

　わーってますけどねっっっ

「やだよーっ俺まだ死にたくないッッ☆」

　云いつつ仕方なくクォクに積んである武器類ひっぱり出し。

「イヤですョ。あたしゃゴメンですね。」

　最後までつっぱっねていたのは結局ヤニさんだった。

「アルヤどんからお預かりした以上、責任はこの火喰い竜のヤニさんにあるんですか

らねェ。おしりの青いような坊や達に好き勝手やらせて火傷するのを黙って見ている

わけにゃ行かないんですョ。」

https://85358.diarynote.jp/201611101955173759/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611101955173759/
https://www.youtube.com/watch?v=7FMMIn5hjMs


「さっさと出発だ。ユミ、会田、準備はいいか。」

「いちおう。」

「できましたわ。でも杉谷さん。安全な抜け道がある以上、わざわざ二手に別れて一

方が危険地帯に自ら侵入するなどとは、とても正気の人間のとる策だとは思えませ

んわ。」

「ふふん。」

　好はこういう時いつも相手を小馬鹿にしたような薄笑いを浮かべる。

「ここから宙港までなら幾らでも安全なルートを探し出してやるがな。おまえらいざ

MISS-SHOT に辿り着いてから、その後どうするつもりだ？

　アルバトーレで検討した限りでは、スターエアで何の情報も得られなかった場合は

日本にある地下組織のどれかに連絡とるのが最善だ…て事になってる。」

「…げ。オサトガエリすんのォ？…今じゃ日本て『皇国軍』なんだろ？　敵さんの本
拠だろォ…？」

「 That’s RIGHT. 」

　うぅ、俺って長生きできそうにない…

「だからだ。こっちの追手とドンパチやりながら本拠に逃げ込んで無事でいられると

思うか栗原？」

「　お？　え〜とぉ」

「はっきり云って追ん回されて逃げんのが性に合わないだけだろーが杉谷。」

　ひろと先輩が無責任にカラカラ笑った。

　ヤニさんは俺たち６人をたっぷり１分間は見比べて、あげく、苦笑まじりに嘆息。



「…や〜れ、やれ、やれ。これァまたエライのと関ぁりあっちまったもんですョあた
しも。

　えぇもう好きにやっておくンなさい。あたしゃ黙って従うことにしますサ。」

　…ンな、わけで。

　その道に詳しいヤニさんでさえビビるような真似を、俺たちはするハメになって

しまった。

　ゆかり姫だけが、まだ不満の残る顔をしている…。
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（11月10日）　（８）＋（９）。

https://85358.diarynote.jp/201611102143129463/

（８）＋（９）。

2016年11月10日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=FBWWBXN007Q
テンションの上がる和風曲メドレー 

　

　ユミちゃん達３人と１人は既に出発し。

「好、俺たちはいつここ出るんだよ？」

　ムーン II でもらった銃や軽金属製の木？刀（要するに刃はついていない）を身に付
けながら聞く。

　好は答えない。１人でイライラと何か考え込んでいる。

　…あれ。ツメ噛む癖ってまだ治ってなかったのか。…変なとこでガキっぽいんだ
よな…。

　J.G.がのぞきに来たので姫から預かっていたお金を俺が支払い、そのとき好がふっと
顔をあげてニッと眼を細めた。

「おやじ、奴らが来たら素直に密告してくれて構わねェからな。」

　何のことだか解らない。

　ただJ.G.に比べれば好のほうがはるかに稚（わか）いのは確かだのに、この２人には
どこか共通のもの…ある意味ではそっくりと云っていいフンイキのようなもの…があ
って、それぞれは相手の言いたい事が即座に呑みこめていたらしかった。

https://85358.diarynote.jp/201611102143129463/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611102143129463/
https://www.youtube.com/watch?v=FBWWBXN007Q


「おぉよ。坊主。命があったらまた飲みに来い。」

「ああ。」

　ふうんと俺は思う。何か…うまく言葉にはできないけど、…連帯感。

「お、来たぜぇ」

　それとなく裏を見張っていた栗原が楽しそうに振りかえった。

　ああ、もう。

　こいつも喧嘩となると、眼の色変えて…。

　ひろと先輩もそっちの方へのぞきに行った。

「少ねェなァ。こっちがクォクとは、こりゃ知らないらしい。」

　その時、あけ放してあった酒場に通じるドアの向うから、荒々しく踏みこんで来る

憲兵たちの声が響いた。

「Good-Luck！　がんばんな。」

　J.G.が義足の音も軽やかに、面白がってさえいる様子で騒動の中に降りて行った。

　しばらくの静寂。

　やがて階段を大勢でかけ上がって来ようとする気配。

「行くぞっ！」

　好が鮮やかなワンアクションでクォクに飛び乗った。

　俺もひろと先輩も後に続く。

　エンジン始動。



　栗原、ガレージのシャッターひと息で目一杯押し上げて。

「 Let’s Go! 」

　イェイ♪　てなもんで俺は親指立てて叫んだ。

　あとはもう、風を吹っちぎって。

　クォクの爆風に飛ばされながら後ろから慌てふためいて怒号する声。

　角を２つ３つ曲がる頃にはそれがけたたましいサイレンの唸りに変わっている。

　狭い路地。

　水たまり。

　前哨灯のあかりに古ぼけた壁が浮き沈みする闇黒。

　時折り長い直線コースに入ると、角を曲がる前に一瞬追いかけてくるパトカーのま

っ青なサーチライト。

　…ぅわ〜〜〜〜カー・チェイスだっっ!!

　スピードや旋回性能からすれば楽に「まいて」しまえる筈の相手なんだけど、何か

考えがあるのか先頭を走る好は何故かそうしない。

　来た時のを逆にとって登りのルートに出る。

『　ソコノ車、停マリナサイ。ソコノ車、停マリナサイ。』

　非人格的な停止命令が先回りした脇の道から飛び出して来る。

　あっちはタイヤ。こっちは今ホバーだ。

　軽く上を走り越してやると横すべりして壁へドカン。



　道をふさがれた後続が凄まじい勢いでブレーキをかける。

　と。

　おわー過激だ。

　撃って来やがったぜっ!!

「うげげ★」

　あせったひろと先輩があやうく栗原に激突しそこねる。

　よけきった野生の栗原くん。さすが。

　俺だったら２人しておシャカだぜっ。

　云いたかないけど、ひろと先輩って、運動神経あんま良くないのな…。

　なんにせよ後ろっから光線が飛んで来んのって気持ちのいいもんじゃない。

　当たったら痛いだろうななんて考えながら操縦桿てきとうに右左に切って。

　これ、偶然に的中しちまう可能性って何％ぐらいなんだろ？

　都市上層部…不夜城めいた光の世界に近づくにつれてあっちこっちから新手のパ
トカーが湧いて出て来る。

　むき出しの高架道路をホバーで走っている以上、地面での追っかけっこと違ってい

きなり手近の脇道に飛びこむとかして振り切るわけにも行かない。

「おわー不利だっっ」

　思わずわめきたてる声も爆音とサイレンのなか。

　と、好が咄嗟に推進系をジェット ”垂直” に切り換え…地球の重力下ではこれでは飛
び上がれない…落下をふせぎながらも路肩をはみ出しちまったっ☆！？



　側方２０ｍ、１５ｍほど下方。

　エア・カーの走ってる透明なチューブ走路。

　クォクが再び変型して、危ういところでタイヤが生えて来る。

　ダン！

　ふぇえ。

　あいつチューブ走路の 上 を走ってるよっっ★

　その真下にいるエア・カーの奴らの文字通り仰天しちまった顔がちらりと見えた。

　パトカーの方は、走路に穴をあけてしまうおそれがあるもので、撃てない。

　好はぐんぐん遠ざかって行く。

　栗原、ひろと先輩が後に続く…と先輩危ないコケるっっ

　俺はと云えば好のすぐ後ろを走っていた都合上、スピードから云っても既に３人と

同じチューブに乗り移れるポイントは過ぎてしまってた。

　かと云って引き反せば後ろの追跡車とハチ合わせだし、どのみちこの速度でターン

できるほど道路広くないし。

　とわ。

　ビルひとつまわり込んだ所で凄まじく大きな対向車こっち来るッ！

　ホバー最大にして路上２０ｍくらい跳びあがる。

　そうするとカーブが曲がり切れなくなって空中へ飛び出し…

　ひ、ひえ。

　目がまーるほど高い。



　不夜城の下は闇。

　俺、死にたくないよっっっ

　…幸か不幸か旋回して来た飛行艇型パトカー、踏み台にしてしまった。ごめんな
さい。

　ヤイヤ出してバウンドして。

　ジェットで加速して。

　なんとか手近のチューブに引っかかる。

　ふえ、代わりに飛行艇が高架道路に不時着してら…

　…さて。

　他のクォク見失った。

　困ったなと思っていると向うのほうでド派手な爆発音。

　どーせ好だ。また何かアホウな真似やってるに決まってる。

　ん。とにもー！

　破壊欲があり過ぎんだよあの男ぁっ!!

　何はともあれ目的は皇国司令部ぶっつぶし。

　それも早急に。すみやかに。間違っても俺たちの顔写真が本国に書類送検なんてヒ

マを与えないように。

　目的地・都市区画Ｉ－３９棟。



　あちこちに出ている区画表示を頼りに、俺はチューブを乗り換え乗り換え、撃てな

いじれったさにヒステリー起こしそうなパトカーの大集団ひきつれて。

　悠々と。

　かなり快感。

　見渡せば東京都分くらいはありそうな規模の壮大な構想都市。

　空中楼閣。

　だけど腐り切った超絶資本主義の見本。

　Ｊ－３８…

　Ｉ－３８…

　都市区画　Ｉ－３９棟。

　やったねっ！

　俺よりもはるか下の方で３人が今しも窓破って跳び込むところ。

　こ、こあいっっ

　好のクォクってミサイル積んでやんのっ★

　負けじと突っ込みたいところだけど、これって硬化ガラスだろォ〜〜〜っっ

　うっかり体当たりかまして壊し損ねた日にはハネ返されて地面へダイビング。

　ま、いいや。

　なんとかなんだろ。

　それでも死にたくないので一旦クォクにしっかりブレーキかけ。



　衝撃銃と熱線銃を交互に２〜３度ぶっ放して前方、目星をつけた窓をあらかじめ弱

くしておく。

　あらよっ。と。

　ガシャン。

　突入成功。

　ガラスの破片で歩哨さんひとりノシてしまった。

　あらら…と。

　血は出てないから。

　Ｉ’ｍ　Ｓｏｒｒｙ．

 
ひみつ日記

　

　

　いくら無制限に照明が使われていて明るいからって、やっぱ今は夜なのだ。

　ところどころの歩哨以外には人がいないっての、助かっちまう。

　クォクで廊下つっ走っているとき撃たれにくいし、こっちは側まで行ってから通り抜けざまに

気絶させればいい。

　そうこうするうちにあちこちで何種類もの警報、アラーム、サイレンに非常ベルの類が鳴り響

き始めてしまった。

｛　侵入者アリ、侵入者あり。警備兵ハ第１２３層、及ビ第３０２層ヘ向カヘ。



　　クリカエス。警備兵ハ…　｝

｛　火災発生！　火災発生！　｝

｛　芹田隊長！　芹田隊長おいででしたら早く指揮をとって下さいっ!!」

　………へ？………

　くっけっけっ！

　J.G.の言っていた『指揮系統がワカメ』てこの事かぁ。

　アナウンス聞いてるとほんっとに相手方の慌てぶりが良く解る。

　かあいそーなくらい、混乱。

　軍司令部とか云ったって実質行政局だもんね。

　日本人の常として、誰も非常時に責任持って敵撃退の指揮とろうってのが、居ないらしい。

　それでも始めちょっと ”自動警備システム” てのに悩まされましたね。

　どこから撃って来るのかが判りにくい上に狙いは正確ときてる。

　だけど外でパトカーがぶっ放してたヤツに比べればビームの出力がずいぶん小さいのに気がつ

いて、試しにあの宇宙空間用のジャングルジムたててバリア流してみると…

　イェイ楽勝っ♪

　好たちに合流するつもりで２〜３層下って行くと、さっき俺が乗ってきたチューブ走路の内側

に大人しく収まっていれば辿り着けたはずの層に出た。

　階の名称、 ”第８エントランス” 。

　中央通路の一画に、ごてーねーにデパートみたいな建物の立体地図がある…



　ん、と…

　まず他の３人がいる筈の下の層から目を走らす。

　マザー・コンピュータ・ルーム。

　これはひろと先輩が行くだろう。

　動力室…栗原向き。

　司令官室にはとうぜん好が殴り込みかけるだろーから、近いし、ここへ合流しようか。

　それとも、もっと、「俺向き」の場所…。

「…あった。４０３階！」

　留置場。つまりは牢屋。

　も、あの３人にまかしといたら、建物全壊させかねないんだもんね。

　逃げられない立場の人間は、早目にどうにかしといてやらないと…。

　それに、逃亡者の数が増えればそれだけ、追手って薄く広がっちまうもん。

　かくして俺はあっちこっちでドンパチじたばた騒ぎを起こしながら上へ上へと登って行く。

　クォクで階段を走り上がるのって、いまいち、胃下垂になりそうな…★

（狭すぎてホバーは使えない。）

　で、４０３層。

　獄舎は４０３〜４０４の２層に亘っているんだけど、上の層に行くには４０３側の長い一本廊

下を辿って行くっきゃない。

　つまり俺がクォクで走り抜けてきた階段の４０４層出口は無いってこと。



　４０５層は兵員用大食堂兼集会場と若干の娯楽設備。

　４０６〜４０９層はパトロール艇その他の空中車（って案内板に書いてあったんだもん。まぁ

飛行艇のこったろうけど。）の格納庫。

　そして都市地上第４１０層が、２時間後…正確にはすでに今から４３分後になっちゃってる
けど…に、ヤニさん達 MISS-SHOT 号組が俺たちを拾いに来てくれる、屋上ヘリポートだった。

　さて。

　ちょいと休憩。作戦タイム。

　４０３層の一端を通るダダ長い直線通路。

　こいつがこの場合ひどく厄介なのだ。

　俺がいるのはビルの側方にある非常階段だから、正規のエレベーターは向かって左２０ｍ。

　廊下が獄舎のある方へと直角に曲がっている、警備要員詰所あで、右側へ１００ｍ近く。

　ちらっと覗きみた限りでは、警備兵は５〜６人。

　廊下の自動システムは今まで通りクォクのバリアで何とかなるにしても、連中の持ってる銃は

…

　う〜ん。そりゃ、俺だって高性能のショックガンもヒートガンも持って来てますけどね。

　これが好ならいざ知らず、１００ｍ向うから走って…もしくは立ったままだとしても…撃って
くる人間６人をも倒す能力が俺にあるかって云うと、射撃の腕の哀れさかげんはすでに月面で実

証済み。

　う〜〜〜ん。

　あ！　……と。そか。

「やたねっ♪」



　俺はほくほくしながら再び走り始めた。

　上へ向かって。

　

　第４０５層で大騒ぎが起こる。

　食堂の椅子はぶっ飛ぶわ調理場の油は引火するわ、ひどい有り様なんだけど、夜である。

　兵員宿舎ってのはまた別の場所にあるらしくて人影なんてまるでありゃしない。歩哨さえ立っ

てはいないんだ。食堂なんかじゃ、ね。

　アラームが鳴り響く。侵入者アリ侵入者アリ侵入者アリ…

　当の侵入者の俺としちゃ騒動は大きけりゃ大きいほどいいわけ。

　目一杯ぶったくり壊して…（クォクで室内モトクロス・レースをやってしまった）…頃合い見
はからってそろそろいいかなと４０３層に引き返す途中。

　ドグァッッッ！！

　てなもんで建物全体が揺れ動いた。

　多分、はるか２００層もの下方で、栗原が動力室たたき壊してしまった音…。

　一瞬あたりが真っ暗闇になり、すぐに、息も絶え絶えなあやしげな非常用ランプの世界。

　ますますけたたましいベルにサイレンの音。マイクごしの怒号。

　やたねっ♪　やりやすくなってしまった…♪

「………大変だっ!!　侵入者のひとりが格納庫の機体を奪って逃亡しようとしている！　今ならま
だ捕えられるかも知れない。来て手伝ってく…うっ！　ごほんごほん！」

　ただでさえ動揺してる所へもってして、いかにも真実くさい救けを求める声。



（ちなみに俺、嘘と芝居は大得意。です。）

　廊下の向うの留置場警備係たちは互いに顔を見合わせるヒマもなく、こちらへ向かって走り出

してくれていた。

　で、あとは簡単。

　ベータ—の中にクォク隠して俺は連中を十分ひきつけるまで大人しく倒れ伏していて。

　書き忘れていたけど俺の来てるスペース・スーツ、一見して色が警備兵の制服とよく似てたん

だよね。

　味方に咄嗟に銃むけるわけにもいかず、焦ってるところを、６人、あっさり叩き伏せてしま

った…いぇいっ♪

　…しっかしィ。

　ヤバイよこれは。

　このビルってマジにこの分じゃ倒壊するんじゃないか？

　さっきっからひっきりなしに小爆発音が伝わってくる。

　ちょいとやりすぎだよ〜〜〜好〜〜栗原〜〜っっ

　こりゃ、この棟の動力源が原子炉やなんかでなかったように祈るっきゃない、な…

　アーメン。

 
 

コメント



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月10日21:44
飽きた寝る。（＾＾；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月10日21:56
　

長野＋岐阜＋石川、線量欠測。

九州全域、急上昇中。

集中豪雨中。（－－；）

熱低が台風に昇格来襲中。

https://85358.diarynote.jp/
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（11月11日）　あ〜これかｗ　「脳内送信」…♪

https://85358.diarynote.jp/201611110929373392/

札幌の気温は＋１℃。午前５時の時点では、－１℃でしたが、な

にか…？

2016年11月11日 環境は、生命圏で、生存権。

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

遅めようございます。

１１月１１日の、

０９時１１分でした。（＾＾）

久しぶりの晴天！（＾＾）！

「休日ダイヤ」の定時運行で、

洗濯物は窓の外に干しました…♪

げんざい札幌の気温は＋１℃。

（＾＾）

午前５時の時点では、－１℃でしたが、なにか…？

https://85358.diarynote.jp/201611110929373392/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161111/85358_201611110929373392_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161111/85358_201611110929373392_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161111/85358_201611110929373392_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c


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

2016年11月10日（木）【当日】
01:00 0.036 0.035 0.036 6 
02:00 0.036 0.035 0.035 6 
03:00 0.035 0.034 0.034 6 
04:00 0.035 0.034 0.034 6 
05:00 0.038 0.036 0.036 6 
06:00 0.042 0.038 0.040 6 
07:00 0.043 0.040 0.042 6 
08:00 0.039 0.036 0.037 6 
09:00 0.036 0.033 0.034 6 
10:00 0.034 0.033 0.033 6 
11:00 0.034 0.032 0.033 6 
12:00 0.034 0.033 0.033 6 
13:00 0.034 0.033 0.033 6 
14:00

　↑

…だから、「今日は１１日」。だっつぅに…★

https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU
Bobby McFerrin - Don’t Worry Be Happy 

今日の夜から明日一日中また荒天の予報。

（－－；）

貴重な晴れ間で、３連休の最終日！

…今日は忙しいので、さくさく行きますよ〜ッ☆

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 � 日本 
【M2.5】浦河南方沖 深さ44.5km 2016/11/11 06:38:42

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.7】北海道東方沖 深さ48.4km 2016/11/11 00:59:48

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU


地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 新冠町 
【M3.4】日高地方 深さ85.5km 2016/11/10 22:24:40

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.7】根室半島沖 深さ30.8km 2016/11/10 21:44:10

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ61.6km 2016/11/10 16:53:53

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M3.0】北海道東方沖 深さ49.6km 2016/11/10 13:22:14

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ34.6km 2016/11/10 13:18:36

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � 北海道 根室市 
【M2.7】根室地方 深さ102.0km 2016/11/10 12:48:27

地震マップ @eq_map · 11月10日 
【M2.7】根室半島沖 深さ87.3km 2016/11/10 09:17:04

…揺れてるんですけど…地盤が弱くなってる？から…

…自動車か地震か判らん…★（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=DvsQ8pcMd64
晴れてハレルヤ 
　↑

あ〜これかｗ　「脳内送信」…♪

（タイトルわかんなかったｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=DvsQ8pcMd64


（11月11日）　＞環太平洋地方を中心に経済ブロックを敷き、遂には旧皇国軍事独裁
政権をもその走狗と化さしめた「七福神財団」。

https://85358.diarynote.jp/201611110955245567/

【 ＴＰＰ =環太平洋パートナーシップ協定】なぜ急ぐ／「友人、
知人にも、原因不明の眩暈、それぞれの家族の突然死など、明ら

かに体調不良は増えているのに、その誰もが思考停止状態です。

」

2016年11月11日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (7)

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
日本だけのTPPが本会議で採決され衆院通過!?公共放送NHKは「うまいッ　抜群に辛
くて香り高いしょうが！」「凄ワザ！紙飛行機で飛距離対決」を放送!?
https://t.co/Xa09YUeQcn

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
TPPをなぜ急ぐ
日本は今日、衆院本会議で可決。一方でアメリカは、TPPに断固反対のトランプが次
期大統領に決まったのでTPP承認は困難。オーストラリアなどは、トランプ次期政権
の正式な対応を見極めてる状態で、批准に必要な関連法は、かなり遅れると報じられ

https://85358.diarynote.jp/201611110955245567/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201611110955245567/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161111/85358_201611110955245567_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161111/85358_201611110955245567_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161111/85358_201611110955245567_3.jpg
https://t.co/Xa09YUeQcn


てるのに、日本の行動は意味不明

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【ＴＰＰ承認議案 衆院本会議で可決】
TPP=環太平洋パートナーシップ協定の国会承認を求める議案と関連法案は、衆議院本
会議で民進党などが退席するなか、採決が行われ、自民・公明両党と日本維新の会な

どの賛成多数で可決されました。

…シツコク【参照】…（－－；）…★
http://76519.diarynote.jp/200611140035130000/
＞環太平洋地方を中心に経済ブロックを敷き、遂には旧皇国軍事独裁政権をもその走狗と化さし

めた「七福神財団」。

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
東芝が原発の新規建設65基計画に強気の根拠 ダニー・ロデリック（東芝　エネルギー
システムソリューション社社長　ウエスチン

http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/751.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
電通だけでなく朝日新聞でも残業の過少申告！上司が勝手に短く改ざん

https://t.co/h0i07U6nfw

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
しょうちゃん @show__chan · 11月7日 
博多駅近くの陥没で工事していたのは、大成建設・佐藤工業・森本組・三軌建設・西

光建設ＪＶ

https://www.youtube.com/watch?v=p8f2pMxXJwA
エヴァンゲリオンヤシマ作戦bgm 

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
「上からコンクリートや土砂や塗料で覆っている」そういった嘘を言うだろうけど、

核燃料に注水できなければメルトダウン。

http://76519.diarynote.jp/200611140035130000/
http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/751.html
https://t.co/h0i07U6nfw
https://www.youtube.com/watch?v=p8f2pMxXJwA


沸騰する鍋に密閉する蓋をつけることはできない。

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
確かに燃料プールはない。炉の蓋もない。

おのおの方もご覧ぜよ。しかと確認されたし。

（報道で「核燃料の取り出しが始まりました」とやれば信じる？）

https://pbs.twimg.com/media/Cw8HRXIUkAEsVS1.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました
やっぱり水蒸気爆発だった。

https://twitter.com/cmk2wl/status/708079223978590209

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
米国のＮＲＣ（原子力規制委）の「フクイチ議事録」で、日本政府・東電の「公式

ストーリー」である「水素爆発」ではなく、「水蒸気爆発」であったことが明記され

ている！

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/11/post-f6a7.html …

cmk2wl @cmk2wl · 2014年9月21日 
1号機の爆発ってそもそも水素爆発だったのか、それすらもあやしい。
だれも あの型の原子炉の水素爆発なんて見た事がないんだからわからないでしょ。
あの爆発は、膨張速度が音速を超えた爆轟（映像）、経過時間からして、溶けた燃料

が地下水にふれた【水蒸気】爆発だったんじゃないの？

cmk2wl @cmk2wl · 2014年9月21日 
1号機は【水蒸気爆発】だったからこそ、燃料が全て外に飛び散ってしまって、いちは
やく建屋にカバーをかけるような離れ業ができたのではないか？

それが証拠に、他の炉ではあれ程早くカバーをかけることはできない。

https://pbs.twimg.com/media/ByGx0RvCYAALypZ.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 2015年3月11日 
2011年03月12日 
福島第一原発1号機爆発
http://www.nicovideo.jp/watch/sm13846771 …
「水素爆発」と発表されたことで、原発のことを理解している人の時間感覚が狂わさ

れてしまった。真実は「水蒸気爆発」だと思う。

https://pbs.twimg.com/media/Cw8HRXIUkAEsVS1.jpg
https://twitter.com/cmk2wl/status/708079223978590209
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2016/11/post-f6a7.html
https://pbs.twimg.com/media/ByGx0RvCYAALypZ.jpg
http://www.nicovideo.jp/watch/sm13846771


3月11日の夜にはメルトダウンしていたのだから。
http://t.co/AhCxEsq6qZ

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【ＮＹダウ 一時最高値を更新】
10日のニューヨーク株式市場は取り引きが始まり、トランプ氏が掲げた経済政策への
期待感から買い注文が広がり、ダウ平均株価は100ドル以上値上がりし、一時、取り引
き時間中の最高値を更新しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【日経平均株価 ことし最大の上げ幅に】
9日に株価が急落した東京株式市場は、10日は一転して全面高の展開となり、日経平均
株価の終値は1092円値上がりして、ことし最大の上げ幅となりました。

特務機関NERV @UN_NERV · 24時間24時間前 
【東京市場 日経平均株価１０００円以上の値上がり】（続き）
日経平均株価が、取り引き時間中に1000円以上値上がりしたのは、ことし2月以来9か
月ぶりです。

（2016年11月10日 10:17 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 24時間24時間前 
【東京市場 日経平均株価１０００円以上の値上がり】
9日に株価が急落した東京株式市場は、10日は一転して買い注文が殺到し、日経平均株
価は一時1000円以上値上がりしました。

特務機関NERV @UN_NERV · 11月10日 
【2016年11月10日 9:30 NHK】
株価９００円以上値上がり 米の財政出動への期待から

…笑っているのは誰だろう…

https://www.youtube.com/watch?v=R0xoMhCT-7A
OFFICIAL Israel "IZ" Kamakawiwoʻole - "What A Wonderful World" Video 

http://t.co/AhCxEsq6qZ
https://www.youtube.com/watch?v=R0xoMhCT-7A


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
今回のアメリカ大統領選挙は「罵倒合戦」という、アメリカの歴史の中で前代未聞の

選挙であり、米国民を、更に『分断させた選挙』ですよね。こういう「アメリカが、

分断した」という現象は、いずれ日本の我々の生活にも関係してくることになる。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/796714319392239616

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 14時間14時間前 
アメリカ各地で大規模な抗議デモ

トランプ氏が次期大統領に決まった事への抗議デモ。一部、暴徒化し、デモの近くで

発砲事件もあり、ケガ人も出てるみたい。トランプ氏が「差別発言」とかしてたから

、アメリカ国民は完全に分断状態ですね。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/796686948358324224

https://www.youtube.com/watch?v=AZw5AC_re6I
Take Me Home Country Road - Israel Kamakawiwo’ole 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
すごい優秀な「スピーチライター」がいるらしい。

昨日の勝利宣言では、トランプの今までのスピーチとは真逆。人間味溢れるような話

し方。それで今日、世界の株価も元に戻ってる。外交や軍事面のアドバイザーの言う

事もよく聞く人らしいね。今までの「選挙用の暴言」を封印して、激変する体制かな

。

https://www.youtube.com/watch?v=sEFM_JftIyk
EVA 残酷な天使のテーゼ Q ver 

amaちゃんださんがリツイート 
junko @junko_in_sappro · 2 時間2 時間前 
岐阜にワクチン工場　インフル用、昆虫細胞で培養　世界最大級

http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/2012511.html …
子宮頸がんワクチン「サーバリックス」も

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/796714319392239616
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/796686948358324224
https://www.youtube.com/watch?v=AZw5AC_re6I
https://www.youtube.com/watch?v=sEFM_JftIyk
http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/2012511.html


昆虫の遺伝子組み換え製剤のようです。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
TPPは、もっと若い女性が声を上げるべきだと思う。TPPは食品の事だけではない
けど、今まで日本では「遺伝子組み換え」は『やばいよね』と表記されてたけど、

TPPをやれば、いっぱい日本に入ってくる。子供の健康被害の事を考えた方が良いよ
ね

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
「友人、知人にも、原因不明の眩暈、それぞれの家族の突然死など、明らかに体調不

良は増えているのに、その誰もが思考停止状態です。」

https://www.youtube.com/watch?v=t55VHg6R_sA
【たっぽい】 TOUGH BOY 歌詞付 【たっぽい】 

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
1976年産経新聞社の記事
http://lite-ra.com/2016/11/post-2688.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cw7gN2kVEAAM_08.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
南京虐殺を否定する“歴史修正主義新聞”産経が「旧日本軍が婦女子も虐殺」「犠牲者
は40万人」と報道していた
https://t.co/GcXXw8P8j2

https://www.youtube.com/watch?v=escqDJdTj1U
晴れてハレルヤ 結婚式ver〜勇気の鐘〜【説明に歌詞あり】 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t55VHg6R_sA
http://lite-ra.com/2016/11/post-2688.html
https://pbs.twimg.com/media/Cw7gN2kVEAAM_08.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=escqDJdTj1U


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月11日10:11

投資家は社会の財だが、

投機家は社会の害だ。（－－＃）

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月11日11:45

amaちゃんださんがリツイート 
森井啓二 @keijimoriiVet · 4時間4時間前 

タバコを吸い始めると、直ちにDNAが損傷していくことが判明

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


（11月11日）　「人々を【船】に乗せる」（大規模集団転生誘導）係。

https://85358.diarynote.jp/201611110955245567/
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月11日10:13
　

今生の私の役目は、

「人々を【船】に乗せる」（大規模集団転生誘導）係。

「この世界のテイクオフ（アセンション）の参加者」。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月11日10:15
　↑

…なんてことを考えながら、朝食の支度をしていたら…

こともあろうに、燃えているガスの火のなかに、右手指を突っ込んだ…★

…（－－；）…★

さいわいなことに「気波壁」好調展開中だから、軽傷で済みそうですが…。

…どんだけ劣化してるんだ？私の脳ミソ…★

…（〜〜；）…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月11日11:06

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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�eggplant14 @�eggplant · 22時間22時間前 

えーやっぱ神経を中枢神経を電脳や電線に置き換え記憶補助用の外部メモリを搭載することなど

が当たり前になった世界で突如磁気嵐が発生しみんながダウンする中持って生まれた才能ゆえに

電脳化する必要がなかった生身の体という武器で電脳化した人たちが解決できなかった問題を解

決する人になりたい〜

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月11日11:08
　

…思いっきり青いガスの火の中にコンマ５秒くらい（脳ミソに「熱い！」という信号が届くまで
）

突っ込んでいた右中指ですが…

…無傷。です…（＾◇＾；）…ｗ

（ぃょぃょ人間離れ？が、加速してきた模様…ｗｗｗ）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月11日11:45

amaちゃんださんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 4時間4時間前 

アメリカのスターングラス博士が、脳の神経細胞のニューロン間通信に使われるカルシウムイオ

ンの替りにストロンチウム90が脳に入ってしまった場合、前頭葉でそれがβ崩壊したら、突然の意

識消失やてんかんのような症状が起きると言っている。これが突然倒れる人が関東圏で増えてい

る原因だ。運転危険

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（11月11日）　”敵の敵は味方” アンサイクロペディア

https://85358.diarynote.jp/201611112021351560/

『俺と好』１　第３章　１．俺たちは無鉄砲のかたまり。　（

１０）＋（１１）。

2016年11月11日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?
v=_8h6j8fZJ5k&index=15&list=RDTKOOQegezqM
作業用BGM　テンションがあがる曲　和風アレンジなロックとか音楽詰め合わせ
　その1 

　警備兵詰所の角を曲がると、そこから先はずらっと監房だった。

　鉄格子の列。…うぇっ

「くそ〜〜〜っ出せ〜〜〜っ！」

「何があったの?!　救けて！　ここから出して！」

　そんな風な何十何百人の声が俺の姿をみとめるなり、どっと湧き起こっていた。

「………落ち着いてくれ！　俺は警備兵じゃない!!」

　俺も負けじと怒鳴りかえす。

　急がなけりゃ…本当に、命が危ないのかもしれない。

　だけどこんな大人数だとは…　考えていなかった。

https://85358.diarynote.jp/201611112021351560/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611112021351560/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4086104075/
https://www.youtube.com/watch?v=_8h6j8fZJ5k&index=15&list=RDTKOOQegezqM


　息を吸い込んで、気を落ちつける。

　考えをまとめて…

　さぁ、どうしたらいい…？

　牢獄は俺が話すのを待っていた。

　数秒間の静寂。

「俺は警備兵じゃない。奴らはぜんぶ俺が片づけてきたから心配しなくていい。

　爆発やなんかはみんな俺の仲間がやってる事だ。

　すでに動力室やこの棟の制御室は破壊しただろうと思う。

　…たぶん司令室も。」

　俺は話しながら詰所の壁に並べてあった電子ロックの鍵を取りはずした。

　ついでに予備の銃器類が保管されてあるのを見つける。

　らっきー！　かなりの数だ。エネルギー、ちゃんと入ってる…。

　鍵束をふりかざすようにジャラつかせた。

「この中で腕に覚えのある奴はいるか！」

「おぉよ！」

　打てば響く。

　なるほどこういう場合の表現。

「６層上がヘリポートだ。空中車かっさらって逃げちまえ。…ただし！」

　わっと獄内が湧きたちそうになるので俺は慌てて付け足さなきゃならなかった。



「自分たちだけで逃げるな！　ここにいる人間、ひとり残らず連れて行くんでなきゃ

鍵あけてやらねェからな！」

「承知！　おれらァ宇宙の男だ、約束ァ守ってやるぜ！」

　…おわ〜〜あそこの一団はJ.G.やヤニさんと同じ種類の人間だっ！

　なんて喜んだりして。

　…いいや。こうなったら、あいつらに全部まかしちまえ。

　とゆーことで片っ端から扉を開け放つ。

　宇宙海賊、火付けに強盗、強姦魔。売春婦に詐欺師に政治犯と、扉に貼ってある

プレート見る限りじゃ、ありとあらゆるタイプの犯罪者がいるらしいんだけど、も、

構わずぜんぶ逃がしてやっちゃう。

　敵のカタキはみな味方っ♪

　…この精神ですぜ…。

　走りだす人の流れ。混乱。ちょっとした諍い。

　…だけどすぐにその中には不思議と統制めいたものが生まれ。

「ジェーニ早く！」

「おい、そこのばあさんは背負ってやれ。」

「待って誰か。このひと怪我してるのよっ」

　そんな風な声があちこちで聞こえる。銃をとった殺し屋や海賊たちは、先にたって

脱出路を作るから心配せず後ろからしっかりついて来い、と大音声で呼ばわる。

　それとは別に何人か、 "集団のリーダー" やり慣れた人達もいるみたいだ。



　…これって、ほんと、バラバラにとっ捕まった犯罪者の群れなわけ？

　悪人同士の連帯感とかで片づけちまうにはあまりにも感動的な、たすけあいの精神

。

「ありがとう。出してくれて感謝する。キミの名前は？　どこの組織の人間だい？」

「目的は？　命の恩人だ、協力するよ。リーダーに会わせてくれないか」

　みんながわりとスムーズに逃げはじめるのを見届けて、まだあちこちの鍵あけに忙

しい俺のところへ、くだんの "統率やりなれた人間" たちが、てんでに集まって来た。

　その大部分が、気がついてみれば『政治犯』の房から落ちつき払って現われ出た連

中だ。

((　貸して下さい。ここから奥はわたしがやりましょう。))

　ひとりのひどく印象的な女性が、たおやかに透けるような指で俺の手から鍵束をさ

らい出して、云った。

　…この人が何処の房にいたのか俺には判らなかったんだけど、海賊にも泥棒にも、
まして売春婦だとは思えっこないし、政治思想犯てふうでもないし…

　歳は２０から３５の間ってところだろうか？

　スタイルとかなんとか云うのではなくて、人間的にひどく際だった立ち姿。

　身分ありげな繊細な物腰。

　そして胸に柔らかく抱きしめている…やすらかな寝顔の、赤ちゃん。

（かぎりなく優しく…だけど彼女の子供という風でもない。）

「　あ。……」

　ほとんど白に近い、青味のかかった不思議な色彩の長い長い髪が無造作にひるがえ



って行こうとした時、俺は、用もなしにもうちょっとで呼び止めてしまうところで、

それから慌てて伸ばしかけた手をひっこめる。

　今は現実問題のほうが先だ。どうせ牢から脱出する道はこれ一本しかないんだから

、彼女が気にかかるんなら、引き返してきた時にまた会える。

　ひとり、賭け出してくる人の波とは逆方向へ静かに、だけど必要なだけの速さと正

確さでもって、扉を開け放ちながら歩み去って行く後ろ姿。

　…印象的な…

　それ以外の形容詞を咄嗟に俺は思いつけなかった。

　美人だとか理想のタイプだとか、そういう割とよく味わう感情でさえない、何か、

この世の外、という感覚。

　遠ざかって行く後ろ姿がひどく非現実な影のうすいものに一瞬、視えた。

　もちろん、それは単に薄暗い非常灯の光のせいに過ぎなかったのかも知れないけど

。

「…名前は？」

　はっと現実に引き戻される。

　それでも俺がぼっとしてたのはほんの数瞬間のことだ。

「……あ、磯原。磯原清っていいます。リーダーは…今のところいちおう好ってこと
になってるのかな…杉谷好一。何処の人間かって聞かれても…え、組織って…」

「ありがとう。都合の悪いことは聞かないよ。私は、知っているかもしれないが尾崎

済（さい）。」

　他にも何人かが名乗ってくれるんだけど、当然のこととして、俺は知らない。

　確認暗号というか合い言葉？みたいなものも幾つか相手方の口にのぼるんだけど、



これも解るわけない。

　意外だなとゆー顔をされて俺はアセった。

「あ。たぶん俺達あなたがたの思ってるのとは違うと思います。俺たちは…その…地
球へは今日降りて来たばっかりで、何も解ってなくて。」

「スペースマンだったのか。何処の？」

　ついでに云うとこの『スペースマン』というのはただの『コロニスト』より一段上

の敬称らしい。

「う、うーと。生まれは別なんだけど、仕事頼まれたのは『ムーンII』から…」

　えぇいクソ。どこまで話していいのやらわーらん。

　好ならもっと上手く情報収集やるんだろうけど。

　とにかく俺が『ムーンII』の名前を口にすると、空気がザワっと変わった。

「アルバトーレ…！」

　敵意とかではなく、絶対的な好意。と、若干の畏敬。

「…よォし。何か深いわけがありそうなのは解った。つべこべ云わないよ。さっき
も云ったけど、協力する。何をして欲しい？」

「アルテミス姫のこと、御存知ありませんか。」

「コロニスツの宗女どの？　いや。……何かあったのか？」

「　ぃえっ！　知らないならいいんですっっ」

　相手が親切そうなんで、つい口をすべらしちゃったけど…　早計だったかな。

「じゃ、お願いはひとつです。無事に逃げて下さい。俺たちとしちゃ、騒ぎが大きく

なればなるほど都合がいいんです。」



「わかった。そういうことならいくらでも安心してまかせておいてくれ。向う三週間

は皇国軍内部の連絡網、分断しといてやるぜ。」

　サイさんと名乗った人が思いっきり小気味よく片目をつぶった。

　この人、落ち着いて見えるけれど、思ったよりはかなり若いらしい。

　２８、ってとこかな？

　相変わらずビル全体の鳴動と爆発音は続いている。

　アナウンスはいつのまにか総員退避命令に変わっていた。

　「うわー。ここもいよいよ本格的にヤバイみたい。」

　ったく何やりゃぁってんだろーな栗原達は。

「そろそろ我々も行くか。」

　俺をとり巻いていた人間にも出発の気配。

「俺は最後のひとりが出ちゃうまではここにいます。クォクで一緒に走っても危ない

だけですしね。」

「 GOOD- LUCK！」

「それじゃっ」

　奥の階段通って４０４層から降りて来る人たちも断続的になってきた。

　そのうち階上のほうからもド派手な爆発音がズン！ズン！とばかりにのしかかって

くる。

「…始めたな…あの海賊さん達。」

　まっこと頼もしーわいとひとり呟いて。



「これで終わりだよ！　あんたもさっさと逃げなっ！」

　病気らしい母親をささえながら数人の子供たちが逞しく駆け抜けて行く。

　これで終わり。………え？

　あの、印象的なひとが、まだだ…。

　俺は奥へ向かって走りだした。

https://www.youtube.com/watch?v=MsvW4A1bKKI&index=30&list=RDTKOOQegezqM
心躍る和風曲

 
ひみつ日記

　

そろそろ壁や天井の塗装がはがれ、亀裂まで細かく入り始めている。

　奥の階段を三段抜かしで行こうとすると、すぐ上の踊り場のところに、まるで薄暮のなかにそ

こだけ切りぬいたようなほの明るさで、彼女は立ち尽くしていた。

「あ、あなたこんな所で…　あ、あの早く。逃げないと、キケ……」

　危険だと云おうとして何がなし絶句してしまう。

　この人は、そんな事に頓着していない。

　どこか非現実感。

　透き通るような………

https://www.youtube.com/watch?v=MsvW4A1bKKI&index=30&list=RDTKOOQegezqM


「…エルフィーリ（妖精人）。」

　なにか、の異なる存在感に思わず口が動く。

　…ぅわ〜バカバカのんびりアダ名つけて喜んでるばーいじゃないっっ

　ところがその人はゆたかに微笑んだ。

((　あなたは ”見遥かす者” の瞳をしておいでだわ、勇敢なテレストリアル。（人間族）　))

　はっと気づくとその言葉…感覚…は、どちらの口も耳も通さずに俺の心に直接しみこんでいた
。

　…　てれぱしい。…

　そんな単語がまっさきに頭に浮かぶけれども、やっぱりもっと違う。

　不可思議な、むしろファンタジー。

　魔法にちかい肌合い。

　俺たちは天井の崩れ落ちはじめるガラガラいう轟音の中で、立ちつくしていた。

((　お願いがあるのです。))

　再び、限りなく優しいくせに決然とした 感情 が、心の中へ伝わってくる。

「どんな事でも。」

　咄嗟にそう応えてしまう以外、俺にどうできただろう？

　自然に…　本当にごく自然な あたりまえの 現象であるかのように、彼女の腕の中の赤ん坊が宙
に浮かび上がった。

　そのまま滑るようになめらかに、彼女の愛情と、忠誠めいてさえ見える神聖さの淡い光芒に包

まれて、その安心しきった寝顔が俺のすぐ前へ運ばれて来る。



　俺はと云えば今さら驚いてみる気にもなれずに、ただただ自分がわけもわからないまま黙示劇

のなかにでも引きずりこまれてしまったような感覚につかまり、それでも何かしら重大な気が

して、両腕をさしのばして おくるみ のふくふくした感触を抱きとめようとしていた。

　不思議なのは、とうに非常灯の明かりさえ失せてしまった闇黒のはずの空間の中で、彼女と赤

ん坊と俺自身の腕だけが、内側から光ってでもいるように、妙にはっきりと視界に焼きついてい

たことだった。

「………アトゥルワー…!!　」

　俺は柔らかい生き物をあやうく取り落とすところだった。

　後ろを振り向いて見るまでもなく、その太く苦しげな、ほとんど悲痛とさえ云える声は、あの

、酒場で聴いた「それでも日本人なのか?!」と、同じ老人のものだったのだから…。

「　アトゥルワーよ。」

　おぉ、とも、あぁ、とも、つかない呻き声がもれた。

「　アトゥルワー……」

　みたび呼びかける。

　下腹部に巻かれた包帯代わりの裂いたシーツの上に、鮮やかな、紅。

　荒い熱い息づかい。

((　バヌマ。))

　見まちがいなどではなく、彼女…妖精人…アトゥルワー（水乙女）…は、老人にむけて静かに
微笑みかけた。

　透明感。

((　苦しまないで下さい。わたくしたち水精の掟は知っておいででございましょう？



　　わたくしは、すでに穢れた身となりました。

　　死を許されたほうがわたくし、幸福でいられるのです。))

「…アトゥルワー。しかし…」

　 ”穢れ” イコール ”死” 。

　彼女の言うことが頭にしみこむまでにはすこし時間がかかって、はっと気がついた時には。

　奈辺から現われ出たのだろう。

　冷たい、凶々しい、悪夢のような輝きの刃が、ゆるやかに一閃して、そして…

　鮮血。

　気がついてみればその小さなナイフは、彼女自身の美しい白い指にしっかと握りしめられてい

るのだった。

「　…　水の、娘。……」

　呟いたのは俺なのか彼なのかわからない。

((　バヌマ…　そして、見遥かす瞳のおかた。))

　頸動脈からの急速な失血のために、ともすれば途絶えがちになる意識をおして、彼女の最後

のメッセージが俺たちの心へ伝わって来た。

((　ワコさまを…　お願いいたします。ニッポン…　あの小さい、不思議な活気に満ちた…　はは
なる大地の鳴動する島国へ…

　…あ…　アサヒガモリ…　へ…　お預けしてください…

　 ”アサヒガモリ” …の…

　長なる御方に…　))



　彼女の 声 が彼方に薄れて消えていってしまった後には、すでに息絶え、むきだしの床に崩折れ
たせいで急速に冷えつつある遺骸がひとつ、俺たちの目の前に横たわっているだけだった。

　いとも、無造作に…

　比喩表現でなしに目の前が真っ暗になった。

　事実なにも視えなくなってしまったんだからおかしな話だ。

　もちろん、よく考えてみれば、普通には それまで物が 視えていた って事のほうが説明のつかな
い現象なんだろうけれど…

「　アトル…　水の娘よ…　」

　すぐ脇で老人が膝をついてしまう気配。

　俺はハッと気がついて時計をのぞきこんだ。

　こいつは夜光だから…

　しまった！

　約束の ”２時間後” は、とっくに過ぎちまってる…！

「ちょっとおじーさんっっ！」

　歩け……る筈もないよなぁ、その傷で。

　ここまで辿り着くのだって相当な苦痛だったに違いない。

　かと云って、俺、赤ン坊と一緒にこの人までは運べないぜっ



((　とにかくとりあえずクォクの所まで…　))

　不思議なもので、 彼女 と向かい合ってる時にはまるで意識にひっかかりもしなかった建物全体
の揺動が、脱出を焦りはじめたとたん、俺の心に不気味に重くのしかかってくる。

　う。

　はっきし云って恐い。

　怖ろしいんだ。

　覚えず脚がすくみそうになる。

　エルフィーリに気をとられていれば本当に周囲の様子なんて、そこだけ ”場” が違ってでもいた
かのように、判りもしなかったのに…

　足元が危ないくらい床面はひどく震動している。

　ひっきりなしに天井が塊になってはがれ落ちてくる。

　プアン!!

　重い漆黒を切り裂くように軽快なクラクション音が響いて。

「磯原さん！　御無事ですか ?!」

　輝かしいライトがまぶたに突きささった。

「　姫！　栗原!!　」

　思わず叫び反す。

　…はは、我ながらちと情けないほどホッとしちまった声かな…？

「栗原このおじーさん、おま、引き受けてくれぃッっっ」

　それから振り返る。あの人。………彼女………。



　ぐらっ

「危ない磯原さんっ!!」

　姫の銃閃が俺の頭に落ちかかるコンクリ塊を打ち砕いた。

　正確な射撃。

　そして広範囲に崩れ落ち、完全に埋もれてしまった階段と踊り場。

　………もう、ひろがり流れ、床を染めていった紅い流れのはしさえ、視えはしない。

「…　アー、メン…　」

　俺自身はクリスチャンじゃない。

　だけど母親のみようみまねで十字を切った。

　他に…　どうしてあげようがある？

　べつに合掌して冥福を祈るんでもなんでも良かったんだ。

　彼女のために、せめてできることなら。

　再び天井の崩壊。

　老人の腕を引きづって間一髪、危険区域から飛びすさった。

　すぐに栗原が駆けつけて来て、あとは引き受けてくれる。

　背負い上げるのを手伝い、ゆかり姫がまにあわせのロープで老人を固定する。

　俺は上着脱いで赤ちゃんくるみなおし、クォク操縦するのに両手が使えるように、膝の上に乗

せて両袖をしっかり腹に結わえつけた。



「行くぜっ！」

「 ＧＯ !! 」

　栗原と俺が殆ど同時にかけ声をかけた。

　たちまちクォクの轟音。

　サーチライトの渦。

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月11日20:38

『星船』は、たぶん前節に貼ったほーが合ってましたね。

（＾＾；）

でも、思い出したのが、今日、読みかえしてからだったんで…☆

（ていうか『レイディ』貼ったほうが、合ってたか…？）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月11日23:06
………

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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　済（さい）さん…ッｗｗｗ

　ごめん。完っ全に！

　忘れてました…っｗｗｗｗｗ

（ちなみに元ネタは

『エースをねらえ』の、

「ヒロインの彼氏の親友」氏…☆彡

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月21日10:19
　

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前
 
”敵の敵は味方” アンサイクロペディア
 
「無能な味方」はこの限りではない。敵より消えるべき存在であり、引き込むと逆に敵にやられ

るので決して味方にしてはならない。

煽るときに利用しようとしていることを悟られてしまうと、全てダメになるので慎重に煽ること

が求められる。

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


（11月11日）　ファイル一冊分、完了。（有料）

https://85358.diarynote.jp/201611112222476577/

（１２）

2016年11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=ezjRM_a_Ha4
YMO - Rydeen 高画質版 

　

ファイル一冊分、完了。（有料）

　↓

http://p.booklog.jp/book/111026/read
リステラス星圏史略

古資料ﾌｧｲﾙ　5-X-1-3
『未完史』第１部　第３章

俺たちは無鉄砲のかたまり。

　寝まーすッ☆

（０；２０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　…も、あっちこっち床は抜けてるわ、ひっきりなしに天井は降ってくるわ、非常 階
段 なんて殆どもう踊り場しか残っていない！て感じで、一体どーやって無事に脱けて
来られたんでせうね？

　自分でも不思議だ。

　おまけに途中からは火事の毒煙に危うく巻き込まれそうになって決死の鬼ごっこだ

ったし。

https://85358.diarynote.jp/201611112222476577/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611112222476577/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4253070914/
https://www.youtube.com/watch?v=ezjRM_a_Ha4
file:///tmp/puboo/127020/452218/book/111026/read


　もし留置場がもう少しでも下の層にあったら、俺たちゃ完っ全にオダブツでし

たねっっ

「　清クンっ！」

　やうやう屋上ヘリポートにとりつくと５ｍ上方に愛しの『 MISS-SHOT 』…♪

「どいてユミちゃん！」

　かなり慣れてきたタイヤ⇒ホバー⇒タイヤ、の操作を手早くこなしながら、クォク

３台そのまま続けざまに宇宙艇の格納庫口へ跳び込んでしまった。

　周りで警戒敷いてた好とひろと先輩も手荒く乗り込んで来る。

　クォクをきちんと繋索するヒマもなし、ヤニさんが宇宙艇を急発進させた。

「　様子はどうだ？」

　コケかけるひろと先輩とクォク同時に押さえこんで好が怒鳴る。

　べつに今までの喧嘩と違って今回は fellow-soldiers が多いんだから、必ずしも 俺が
窓に飛びつかなきゃならない理由ってのもないんだろうけど、気がつけば上半身乗り

出してるとこ見ると、こりゃ条件反射だ★

「………おわーーーーっ!!　」

　だけどマジに凄い、ちょっとした眺めだった。

　幾百って感じの飛行艇が都市区画Ｉ－３９棟の頭上を飛び交っている。

　ニアミス事故が起こんないのが不思議…とゆうか奇跡だね。

　大部分が４０６〜４０９層の格納庫から引き出された軍令部のエアパトカー。

　もちろん乗っているのは兵隊とばかりは限らないはず。

　むしろ割合としちゃあ脱走犯の乗っ取ってるヤツのが多いんじゃないかと思うけど



、うかつにＩ－３９棟空域から離脱すると警備兵側にそれと知られて撃墜されるので

、身動きがとれない。

　兵たちにしたってとっくの昔に指揮系統なんて壊滅しちまったに決まってるんだ

から、事情は似たようなもんなんだろう。

「　ん、とにもう、しょーもないなっ！　あのまんまじゃ燃料切れるまで右往左往や

ってるに違いないぜっ！」

　そのハエみたいな小さな機体群を押しのけるようにして、ドでかい都市の救急車や

消防車らしきもの。

　それから…

　その正体に気がついて俺は思わずほくそ笑んでしまった…

「　やったねっ！　この船と同じようなのが何隻か…　あ、更にあっちこっちから、
集まりつつあるぜっ！」

　ヤニさんがタイミングを計っていたかのように通信器のスイッチを入れた。

　艇同士の干渉波のせいでノイズがもの凄いけれど、なんとか聞き取れる。

　集まって来た高性能小型宇宙艇は、この騒動を聞きつけて脱獄犯たちをお出迎えに

来た、早い話がお仲間のアウトロウばかりだった。

　それぞれが全波帯使って知り合いの乗ってるパトカーを捜し出し、まだ屋上に残っ

ている連中で、正規のレスキュー隊には捕まりたくなさそうにしているのを２〜３人

みつくろっては、慣れた手並みで収容してさっさと引き揚げて行く。

　警備兵側のパトカーがいくら撃ったところでこの場合、役に立ちゃしないのだ。な

んたって、その気になりゃ（コスト無視すれば）自力で大気圏離脱入のできる外鈑。

　この分なら全員助かりそうですぜっ

　るん♪



｛ィヨ〜ウ。べっぴんさん。これまた大層なことをやってくれるじゃねェか。｝

｛礼を云うぜ。今度会った時にゃあ一杯奢らせてくれ。｝

　仲間捜しのにぎやか極まりない会話を傍受する合い間に、そのうちそんな通信が

混ざって来る。

　誰もがヤニさんのことを個人的にも良く知ってそうな口ぶりなのに、決して『

MISS-SHOT 』の名もヤニさんへの直接的な呼びかけも口に出さない。

　べっぴんさんてのだって洋風に考えれば船のことを云ったんだとも受けとれるわけ

だから…

　さすが無法者のプロ達だね。

　軍側に聞かれても後からヤニさんに追及の手が伸びる事のないよう、よっく心得

てる。

　その中のひとつにこんなのもあった。

｛こちら、反皇勢力・スターエア独立回復戦線 副将 尾崎 済（さい）。脱出のチャンス
を与えてくれた事に感謝する。今後、我々が力を貸せるような機会があったら、ぜ

ひ云って来てくれ。

　それから、…お尋ねの件だが、さしさわりがなければ我々の情報網でも探させて
もらって、何か判れば君たちの本部に連絡させてもらおうと思う。

　構わないかね？｝

　俺は短く感謝するとだけ答えた。好もゆかり姫も何も云わなかった。

　尾崎 済。

　ほんの少し向き合って話しただけの相手の顔を、漠然と思い浮かべてみる。

　落ちついた、それでいて、若々しい。

((　…いつかあの人とはまた会う事になるだろうな…　))



　予感がした。

「でもさすがですわ磯原さん。これでこの『 MISS-SHOT 』、完全に目立たなくなっ
てしまいましたわね。」

「さァて、そろそろこっちも全速力でとんずらと行きますかね若旦那がた！」

　唐突にスピードアップ。

　ひろと先輩が慌ててクォクの繋索具合を確かめに行く。

　俺はぼんやり赤ちゃんを抱いたまま、遠ざかって行くI-39を眺めていた。

　既にあらかたの騒ぎはおさまり、今はもう四方八方に散って行く無数の小型艇の

姿と、立ち昇る黒、黄、紫、様々な色の、見るからに有毒そうな煙の流ればかり。

　あ〜あ。環境汚染だぁ…。

　エルフィーリ。

　… "水の" 娘 … アトゥル・ウルワ…。

　どのみち火事を消し止めたところで、あの建物は２度と使い物になりはしないだ

ろう。

「ところで清。」



　部屋の向う側で好がニタリ笑って云う声が聞こえた。

「おまえいつのまに赤んぼ産んだんだ？」

「お兄ィちゃん！」

「俺じゃないわいッ★」

　ヤニさんが無責任に笑いこけた。

　不夜城めいた都市空域を離れてしまえば、今は夜。

　広い太平洋の上に、俺たちの出発点が、明るく浮かんでいた…。

　　　　　　　　　　…続く。…

https://www.youtube.com/watch?v=K_xTet06SUo
和楽器バンド / 千本桜 

 
 
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=K_xTet06SUo


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月11日22:23
　

…あ”〜ｗ（＾＾；）ｗ…☆

『フェネラ』を前項に貼るべきでした…☆
 

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


（11月12日）　…毎度のことながら「原稿が面白くなってくると」家事と雑事は完全
に放棄します…★

https://85358.diarynote.jp/201611120822592148/

（砂魚宇宙）に、棲みたいりす。（＾＾；）

2016年11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=TKOOQegezqM
テンション跳ね上がるカッコイイ和風曲メドレー　Traditional Japanese Music 

遅め？ようございます。

０８：１４になっちゃいました。

再び４連勤の１日目…（－－；）…★
札幌の気温は＋３℃。

晴れた♪ ので通勤はラクですね…☆彡

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1478905800/1011-0010-101000-201611120810.gif?
t=1478906440
（０８：００〜０８：１０）

http://p.booklog.jp/book/111026/read

リステラス星圏史略

古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-3
『未完史』第１部第３章

「俺たちは無鉄砲のかたまり。」

ＳＦエンタメ「未来史」アクション＆恋愛（ご注意：一部にＢＬ入り）です…　１９
８２〜８４年（高校２〜３年＋「素浪人」時）に、文芸部と漫研〜生徒会役員あたり

の仲間内で、直筆原稿を回覧する形で読んでもらい、... [ 編集 ] 
100円
小説・ノンフィクション （ SF , ファンタジー ） 
15ページ
0ダウンロード

https://85358.diarynote.jp/201611120822592148/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611120822592148/
https://www.youtube.com/watch?v=TKOOQegezqM
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1478905800/1011-0010-101000-201611120810.gif?t=1478906440
file:///tmp/puboo/127020/452218/book/111026/read


コメント（0）

閲覧数：44

真夜中にアップしたにも関わらず、早速の多数ご来場、ありがとうございます♪

！（＾＾）！

…ついでに、『投げ銭１００円』で「袋とじ」部分（※今回エロは無いですｗ）も、読んでやっ
ていただけると…

んで。

昨夜結局午前１時まで作業してたので（＾＾；）

今朝は意図的に起床時間を１時間ずらして、

７時に起きて３連休でけっきょく積み残した台所と買い込み食糧の家事関係をがーーーっとや

って…★

この時間。（＾＾；）

…毎度のことながら「原稿が面白くなってくると」家事と雑事は完全に放棄します…★

＜（－－；）＞

…早く、「自分がオーナーのホテルで生活」して、

「原稿三昧しても部屋が綺麗で、ご飯も食べられる」、暮らしがしたいなぁ…☆彡

ってことで。

来年のことを書いて鬼を笑かすぞ〜っ☆

１．来年前半中に、「旧原稿発掘」を終わらせる！

２．来年中には、ひとまず「１ヶ月で５０枚」新規原稿を書けるようになるっ！



３．目標！「３連休で５０枚！」

…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月12日8:35
…ちなみに、どうしてこんなに、当時はまだ殆ど無かった「和魂洋才の曲」が、合うかというと
…ｗ

そもそもの元ネタが「新選組」だったからなのでした…ｗｗｗ

近藤　勇⇒会田正行

土方歳三⇒杉谷好一

沖田総司⇒磯原　清

ほら、ぴったりでしょう…ｗｗｗ

（ゆかり姫は…云うまでもありませんね…☆）
 

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


（11月12日）　「意識レベルが低下した」。

https://85358.diarynote.jp/201611120850123501/

【 北海道 新幹線 】運転士 【意識レベル低下】。

2016年11月12日 環境は、生命圏で、生存権。

cmk2wlさんがリツイート 
[青い蒼い]さんごのうみ @coralocean · 10時間10時間前 
北海道新幹線の運転士「意識レベル低下」 … 車掌驚く低速走行 居眠りは否定 
：北海道文化放送 2016.11.11
JRによりますとこの運転士は「意識レベルが低下した」「寝てはいないが、
注意が散漫になり、ぼうっとしていた」

（承前）

てことで情報チェックの時間は、もう殆どありません…★

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

2016年11月11日（金）【当日】

https://85358.diarynote.jp/201611120850123501/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161112/85358_201611120850123501_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161112/85358_201611120850123501_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161112/85358_201611120850123501_3.jpg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


01:00 0.034 0.033 0.034 6 
02:00 0.034 0.033 0.034 6 
03:00 0.034 0.033 0.034 6 
04:00 0.034 0.034 0.034 6 
05:00 0.035 0.034 0.034 6 
06:00 0.035 0.034 0.034 6 
07:00 0.034 0.034 0.034 6 
08:00 0.034 0.034 0.034 6 
09:00 0.034 0.034 0.034 6 
10:00

　↑

【本日】は、１２日…★（－－＃）★

ホワイトフード @whitefood1 · 12時間12時間前 
11月11日20時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が36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/Cw-kxxMVEAEsqag.jpg

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cw-kxxMVEAEsqag.jpg


（11月12日）　（アルパカ狼さんが居なくても）まぁ赦す…┐(’〜`；)┌

https://85358.diarynote.jp/201611120906218414/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月12日9:07
　

はい時間切れ。ｗ＾＾ｗ

地震と天文情報は未チェック★

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月12日16:40
　

業務内容的に明らかに厄日ですし馬鹿馬鹿しい姑息な嫌がらせも続いていまして「それだけはや

めてくれ」と言ったとたんにそれまで月２位だった【朝飯が９時で「昼飯」１６時３０分】が週

３に増えた(`ヘ´)って、
間違いなく退職強要の拷問ですが、

ムダに営業成績と

天気は良いし、┐(’〜`；)┌

隣が「麗しのレイン・リリー」さんなので、

（アルパカ狼さんが居なくても）

まぁ赦す…┐(’〜`；)┌
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月12日16:41
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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16:41で日暮れて真っ暗！
ヽ（・＿・；）ノ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月12日22:45
　

…とりあえず
１８歳以下運転禁止なんだから

８１歳以上運転禁止でよくないか？…(∋_∈)…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月12日22:49
　

先ほど無事帰投。

残業１０分、

ムダに営業成績良し。(^_^;)

予約して楽しみにしていた本をジュンク堂に受け取りに行って

その足で業務スーパー回って

買物がっつり。(‾ー+‾)ニヤリ

自転車快走。気温５℃。

ごはん食べて

漫画読んで

寝ま〜す！ (^o^)／
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201611121003026176/
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11月12日めも。ウィング、ツウィング、スウィング。

2016年11月8日 リステラス星圏史略　（創作）
　

３対のホバーウィングを自在に使いこなせるのは、近衛兵団長、ただ一人。
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（11月13日）

https://85358.diarynote.jp/201611130744008561/

【 北海道 竜巻 注意情報】。

2016年11月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

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11月12日 15:42】
日本海側南部と太平洋側西部では、１３日明け方から昼過ぎにかけて、竜巻などの激

しい突風、落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。

https://www.youtube.com/watch?v=cUx4IPHOVDE
初音ミク　千本桜　PV　フルVer　歌詞つき　高画質　高音質

おはようございます。

０７：２６になっちゃいました。

６時に起きる予定がだるくて起きられず、

６時半に起きだして、慌てて家事やって、この時間。

https://85358.diarynote.jp/201611130744008561/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611130744008561/
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札幌の気温…＋…７℃。（＠＠；）？

大？雨が降ってます…★（－－；）★

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1478988600/1011-0010-101000-201611130710.gif?
t=1478989238
（０７：００〜０７：１０）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月11日（金）【当日】

…今日は１３日…（－－＃）★

特務機関NERV @UN_NERV · 2 分2 分前 
【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】
渡島・檜山地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。

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

ください。

この情報は13日08:40まで有効です。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】
渡島・檜山地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。

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

ください。

この情報は13日07:30まで有効です。

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M3.9】国後島近海 深さ163.8km 2016/11/13 00:26:30

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ42.8km 2016/11/12 15:33:18

【宮城沖 Ｍ６.2 】と、

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1478988600/1011-0010-101000-201611130710.gif?t=1478989238
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


ほぼ【同時発震】（５０秒遅れ）

　↓

地震マップ @eq_map · 11月11日 � 北海道 上ノ国町 
【M4.0】渡島半島 深さ10.2km 2016/11/12 06:43:51

地震マップ @eq_map · 11月11日 
【M2.6】積丹半島北西沖 深さ17.7km 2016/11/12 05:43:44

地震マップ @eq_map · 11月11日 � 北海道 広尾町 
【M3.0】日高山脈 深さ51.9km 2016/11/12 05:40:15

地震マップ @eq_map · 11月11日 
【M3.3】北海道東方沖 深さ9.5km 2016/11/12 04:56:34

地震マップ @eq_map · 11月11日 
【M2.5】根室半島沖 深さ92.2km 2016/11/12 00:22:00

地震マップ @eq_map · 11月11日 � 北海道 標津町 
【M2.9】根室地方 深さ159.2km 2016/11/11 23:40:10

地震マップ @eq_map · 11月11日 
【M4.6】KURIL ISLANDS 199.1km 2016/11/11 16:05:46JST, 2016/11/11 07:05:46UTC

地震マップ @eq_map · 11月11日 � 日本 
【M2.9】内浦湾 深さ32.9km 2016/11/11 13:55:29

地震マップ @eq_map · 11月11日 � 北海道 白老町 
【M3.5】胆振地方 深さ136.1km 2016/11/11 12:05:28

地震マップ @eq_map · 11月10日 � 日本 
【M2.5】浦河南方沖 深さ44.5km 2016/11/11 06:38:42

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

https://www.youtube.com/watch?v=Un05KNjlUaQ


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月15日7:34
2016年11月13日（日）【前日】
(Yesterday) 
測定時刻

(measurement time) 最大
(max) 最小
(min) 平均
(average) 有効数
(effective number) 
01:00 0.034 0.033 0.033 6 
02:00 0.034 0.033 0.033 6 
03:00 0.034 0.033 0.033 6 
04:00 0.034 0.033 0.033 6 
05:00 0.034 0.033 0.034 6 
06:00 0.041 0.033 0.037 6 
07:00 0.049 0.041 0.045 6 
08:00 0.050 0.044 0.047 6 
09:00 0.042 0.037 0.039 6 
10:00 0.036 0.034 0.035 6 
11:00 0.037 0.034 0.036 6 
12:00 0.035 0.033 0.034 6 
13:00 0.034 0.033 0.034 6 
14:00 0.039 0.033 0.036 6 
15:00 0.046 0.041 0.043 6 
16:00 0.046 0.041 0.043 6 
17:00 0.042 0.038 0.040 6 
18:00 0.037 0.034 0.035 6 
19:00 0.035 0.034 0.034 6 
20:00 0.034 0.034 0.034 6 

https://85358.diarynote.jp/
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21:00 0.034 0.034 0.034 6 
22:00 0.034 0.034 0.034 6 
23:00 0.034 0.034 0.034 6 
24:00 0.034 0.034 0.034 6

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月15日7:34
　↑

つまり、「１２日の」データを隠匿したい。

のかな…？？　（〜〜＃）
 

https://85358.diarynote.jp/
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（11月13日）　アルパカ狼さん居ないし。(T_T)

https://85358.diarynote.jp/201611130909108066/

【 @TOHRU_HIRANOさんのツイートは非公開です。】

2016年11月13日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (5)

https://www.youtube.com/watch?v=1OE0VIv8eQ0
千本桜6人メドレー
　↑

もうこれ「国家」でよくね？（＾ｗ＾；）☆彡

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。

https://www.youtube.com/watch?v=4U7KferrPSY
【ピアノ】「千本桜」を弾きなおしてみた (Play again) 

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 

https://85358.diarynote.jp/201611130909108066/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201611130909108066/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161113/85358_201611130909108066_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161113/85358_201611130909108066_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161113/85358_201611130909108066_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1OE0VIv8eQ0
https://www.youtube.com/watch?v=4U7KferrPSY


アメリカ合衆国原子力規制委員会 （NRC）資料
1、2、3、4。そして 5、6号機すらも
Core : Damaged 炉心損傷。
Cooling : Sea Water ingected海水注入。
Secondary Containment : Lost 二次格納容器損失。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年6月19日 
4号機燃料プール「ウソ八百とはこのことちゃいますか？ それも、これは、ついていい
ウソとちゃうでしょう？ 市民の健康と命、強いては人生全体に関わることでし
ょう？」 UCS（憂慮する科学者同盟）が NRCの内部でのやりとりを公開。
http://t.co/bYTajOiAu5

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
「食べて応援」をしていた人たちも危険側に舵を切り始めている。

その人たちの焦りは大きい。「やってしまった。」という気持ちになっている。

被曝は積算。これから先が大事。

https://www.youtube.com/watch?v=C9gYOxgpTks
【野原ひろし】千本野原【千本桜】 
　↑

「ざぶとん１００枚！」ｗｗｗｗ

…付き合いで張るしかあるまい…ｗｗｗ
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】 

♪　早急にりす、バイトを辞めたい〜…ッ★

…ｗ（－－；）ｗ…★

cmk2wlさんがリツイート 

http://t.co/bYTajOiAu5
https://www.youtube.com/watch?v=C9gYOxgpTks
https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo


cmk2wl @cmk2wl · 9月4日 

嫌なものは嫌だとハッキリ言いましょう。

嫌だ、

やめろ、

ごまかすな、

ふざけるな、

インチキ、

嘘つくな、

同じこと言うな、

ばか野郎（お品がない）、

ファック・ユー（上品じゃない）、

うせろゲス野郎（品位に欠ける）。

意思表示をしない限り、原発村の思い通りになってしまう。

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月13日10:29
　

ばつ 国家 (^_^;)
まる 国歌。(^o^)／

これゼッタイ「斉唱」しにくいしｗ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月13日15:38
　

席順サイテー。(-”-;)
アルパカ狼さん居ないし。(T_T)

ムダに営業成績良し。

馬鹿がたくさん釣れる釣れる…

┐(’〜`；)┌

もう面倒くさいから、釣りとか釣果とか呼んでるよん…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月13日15:39
　

休憩室のいつもの場所で、有職ホームレスの人が爆睡してるし…(-”-;)…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月13日21:56
　　

先ほど無事帰投。(^_^;)

買い物がっつり。(^_^)v

札幌の気温６℃。(＠＠;)

怖いほどの満月。

ヽ（・＿・；）ノ

あまり嬉しくない１日でしたが

大禍は無し。(^_^;)

https://85358.diarynote.jp/
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漫画読んで

ごはん食べて

寝ますぅ…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月13日23:04
　

まぁとりあえず漫画が面白ければ機嫌は直るわけなので。

(^_^;)

…明日はアルパカ狼さんが
見れるかなぁ〜…☆
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（11月13日）　ネタを３年くらい埋めておくと、物語の芽が出る…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201611141030025755/

めも＠１４日。 イラプサンネリ。(^。^;)

2016年11月13日 リステラス星圏史略　（創作）
　

走ってく車にアイヌ語？

…かと思ったら、

リ

ネ

ン

サ

プ

ラ

イ

…だった…。(^◇^;)。。

…こういうネタを３年くらい埋めておくと、物語の芽が出る…ｗ

とりあえず、

「ハタラ・キアリに丸投げ」

しとくかな…？

(‾ー+‾)ニヤリ
 

https://85358.diarynote.jp/201611141030025755/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


（11月⒕日）　ＮＺ発震だわスーパームーンだわ、波乱の一日になりそうですね…★

https://85358.diarynote.jp/201611140756473490/

【北海道】１４日夜遅くから１５日昼前にかけて、竜巻などの激

しい突風、落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。

2016年11月14日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

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

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11月14日 04:47】
日本海側北部の陸上では、１４日夜遅くから１５日明け方にかけて、暴風に警戒して

ください。また、１４日夜遅くから１５日昼前にかけて、竜巻などの激しい突風、

落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。

おはようございます。

０７：２７です。

札幌は＋１℃。晴天。

https://85358.diarynote.jp/201611140756473490/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611140756473490/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161114/85358_201611140756473490_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161114/85358_201611140756473490_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161114/85358_201611140756473490_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8


札幌は＋１℃。晴天。

！（＾o＾）！

それはいいんですが、ＰＣが勝手に自動更新とかして暴走しやがりまして、今まで普通に使えて

いた機能が使えない？？？

（〜〜＃）

のかなと…聴きかけてた音楽のトリガーもうっかり消されちゃったし…★

どうも、ＮＺ発震だわスーパームーンだわ、波乱の一日になりそうですね…★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月11日（金）【当日】

…本日は、１１月１４日（月）…!!
　★（－－＃）★

ホワイトフード @whitefood1 · 24時間24時間前 
11月13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/CxGOBUGVQAAlmVO.jpg

★地震マップ @eq_map · 39分39分前 
【M3.3】青森県東方沖 深さ63.3km 2016/11/14 07:17:25

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 � 日本 
【M2.8】津軽半島付近 深さ177.3km 2016/11/14 06:14:32

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M3.5】北海道東方沖 深さ88.1km 2016/11/14 05:28:32

★地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CxGOBUGVQAAlmVO.jpg


【M2.7】青森県東方沖 深さ25.9km 2016/11/14 04:40:10

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M3.4】北海道南西沖 深さ15.8km 2016/11/14 00:38:23

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 北海道 天塩町 
【M3.8】宗谷地方 深さ267.3km 2016/11/13 18:14:11

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ45.3km 2016/11/13 16:32:47

https://www.youtube.com/watch?v=BkII9oibsug
天空の城ラピュタ オーケストラ
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月14日8:01
　

あ、しまった図１と２が逆だｗ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月15日7:35
　

2016年11月14日（月）【当日】
(Today) 
測定時刻

(measurement time) 最大
(max) 最小
(min) 平均

https://www.youtube.com/watch?v=BkII9oibsug
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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(average) 有効数
(effective number) 
01:00 0.034 0.033 0.034 6 
02:00 0.034 0.033 0.034 6 
03:00 0.034 0.034 0.034 6 
04:00 0.034 0.034 0.034 6 
05:00 0.035 0.034 0.034 6 
06:00 0.035 0.034 0.034 6 
07:00 0.034 0.034 0.034 6 
08:00 0.034 0.033 0.034 6 
09:00 0.034 0.033 0.034 6 
10:00 0.034 0.033 0.034 6 
11:00 0.034 0.033 0.033 6 
12:00 0.034 0.032 0.033 6 
13:00 0.034 0.033 0.033 6 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 
24:00   
 



（11月⒕日）　俺のバースデーと磁気嵐が来る日が被さってるとか最高じゃないか（
暗黒微笑）

https://85358.diarynote.jp/201611140908069173/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月14日15:18
　

超絶厄日。もうキレそう。(ToT)
座席配置最悪。

嫌がらせでやってる、

としか思えん★(-_-#)

客はキレキレで会話不成立。

(-_-#)

さっきほんの微量だけどアルパカ成分補給できたから辛うじて踏みとどまってるけど、

さもなきゃとっくにブチ切れて

ヤラカシテるぞ…？

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月14日15:20
　

異様睡魔。

電波で苛々する。

何もかもがオカシイ。(∋_∈)
　

　

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11月14日15:31
　

体が帯電してる。(・_・;)

来る。

なんか来る。ヽ（・＿・；）ノ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月14日15:37
　

たぶんスタンピードが起こる。

逆怨みの暴力と。(-”-;)

おそらくめはや手遅れの

【非健康】状態状態の人々が。

遅まき過ぎるのに、今さら自覚してしまったのだ。

それは、被曝だ。と…

。。。(〃_ _)σ‖
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月14日15:39
　

営業成績を上げても退職強要は止まらない、と判明したので、

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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努力放棄。(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月14日20:42
　

17時30分頃から急にラクになったけど、どっかで発震が？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月14日22:16
　

先ほど何とか無傷で生還。

(∋_∈)
買い物運、無し。(-.-;)

沖天に恐怖のスーパームーン。

札幌は異様強風。(・_・;)
…南西に竜巻でもあるのか？
？(-”-;)？

怖いのでニュースとか見ません。

(-”-;)

ごはん食べて漫画読んで寝ます…
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（11月15日）　⇒…《オレゴン州セイラム》…！ｗ

https://85358.diarynote.jp/201611150713506418/

【再めも】　《 イラプサンネリ　》。　(^。^;)

2016年11月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
 
参照：http://85358.diarynote.jp/201611141030025755/
めも＠１４日。 イラプサンネリ。(^。^;)

走ってく車にアイヌ語？

…かと思ったら、

リ

ネ

ン

サ

プ

ラ

イ

…だった…。(^◇^;)。。

…こういうネタを３年くらい埋めておくと、物語の芽が出る…ｗ

とりあえず、

「ハタラ・キアリに丸投げ」

しとくかな…？

(‾ー+‾)ニヤリ

https://85358.diarynote.jp/201611150713506418/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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参照：http://ameblo.jp/ashitanokaze-dd/entry-10153685824.html
「オメラスから歩み去る人々」 

⇒…《オレゴン州セイラム》…！ｗ

…ちなみに私は、↑ を読んだ後（２５〜６年前？）、

生き方を変える決意をし、

冷蔵庫とテレビと洗濯機と、

ハイヒールと肩パッドの入った「通勤用」スーツを

すべて捨てて、

【 反 原発】団体に名を連ね、
…ついでに何故か？

公安警察のブラックリストに、名前が載りました…ｗ

…おかげで、こんなに遠くまで、来ることができました…

後悔はひとつもしていませんし、

一生、ルグィンと伊藤有壱先輩には、感謝をし続けます…

http://ameblo.jp/ashitanokaze-dd/entry-10153685824.html


https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
Pirates of the Caribbean - He’s a Pirate (Extended) 

　生きろ。

　生きぬけ。

　生きつくせ。

　立って、闘え。

　己を、曲げるな。

　たましいの、疑問に…

　目を、そむけるな…

 
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月15日7:14
　

※　例によって本が古すぎて？画像が出てませんが、これを貼ってます…☆

風の十二方位 (1980年) (ハヤカワ文庫—SF)
アーシュラ・Ｋ・ル＝グウィン

文庫 早川書房 発売:1980/07 583円
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/B000J86Q24/   

風の十二方位 (1980年) (ハヤカワ文庫—SF)

文庫 早川書房 発売:1980/07 583円
 
 
初レビュー日： 2016年11月15日
メーカー　　　： 早川書房
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（11月15日）　多少なりとも「アルパカ成分」を補充できることを期待して

https://85358.diarynote.jp/201611150823539155/

「北海道・釧路沖のシャチ発見数、大幅減」。

2016年11月15日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

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11月15日 04:58】
日本海側北部の「暴風警報」は解除しました。北海道地方では、引き続き１５日昼過

ぎにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください

。

https://www.youtube.com/watch?v=E317TqaML44
パイレーツ・オブ・ザ・カリビアン 

あらためまして、おはようございます。

０７：２８になっちゃいました。

４連勤の最終日。

https://85358.diarynote.jp/201611150823539155/
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https://www.youtube.com/watch?v=E317TqaML44


業務用もちべは皆無ですが、多少なりとも「アルパカ成分」を補充できることを期待して（

＾＾；）今日もホウホウノテイで出稼ぎしてきますよ…（※誤用）。

札幌の気温は＋８℃。（＾＾；）

まぁ、たぶんこれが「正しい」んです…たぶん…☆

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1479162000/1011-0010-101000-201611150720.gif?
t=1479162632
（０７：１０〜０７：２０）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月14日（月）【当日】

…きっとサッポロシって、国境の向うの土地なのね？
「日付変更線の向う」にあるんだわ？きっと…★
★（－－＃）★

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
11月15日5時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が36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/CxP8xfJUcAEak9R.jpg

地震マップ @eq_map · 37 分37 分前 
【M2.9】襟裳岬南東沖 深さ7.9km 2016/11/15 07:11:35

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 足寄町 
【M2.5】十勝地方 深さ141.1km 2016/11/15 03:19:33

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11月14日 16:12】
留萌地方では、１４日夜遅くから１５日明け方まで暴風に警戒してください。

［留萌中部］暴風

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1479162000/1011-0010-101000-201611150720.gif?t=1479162632
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CxP8xfJUcAEak9R.jpg


地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � 北海道 厚沢部町 
【M2.8】渡島半島 深さ180.8km 2016/11/14 10:06:08

地震マップ @eq_map · 11月13日 
【M3.3】青森県東方沖 深さ63.3km 2016/11/14 07:17:25

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
北海道・釧路沖のシャチ発見数、大幅減

北海道新聞

海の食物連鎖の頂点に立つシャチの発見数が前年比 86％減の 19頭
https://t.co/9tNMLfLo4Y

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月17日9:25
（－－＃）★

2016年11月15日（火）【前日】
01:00 0.034 0.033 0.034 6 
02:00 0.034 0.033 0.034 6 
03:00 0.043 0.034 0.037 6 
04:00 0.048 0.043 0.046 6 
05:00 0.046 0.040 0.044 6 
06:00 0.039 0.035 0.037 6 
07:00 0.038 0.035 0.037 6 
08:00 0.038 0.035 0.036 6 
09:00 0.035 0.033 0.034 6 

https://t.co/9tNMLfLo4Y
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


10:00 0.034 0.033 0.033 6 
11:00 0.036 0.033 0.035 6 
12:00 0.042 0.037 0.041 6 
13:00 0.040 0.038 0.039 6 
14:00 0.046 0.038 0.041 6 
15:00 0.048 0.045 0.047 6 
16:00 0.048 0.042 0.045 6 
17:00 0.041 0.036 0.038 6 
18:00 0.037 0.035 0.036 6 
19:00 0.048 0.039 0.045 6 
20:00 0.070 0.046 0.054 6 
21:00 0.074 0.061 0.066 6 
22:00 0.060 0.046 0.053 6 
23:00 0.043 0.038 0.040 6 
24:00 0.037 0.035 0.036 6 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年5月18日16:08
ばつ　　ホウホウノテイで

まる　　青息吐息で。

…これが「思い出せなかった」んだな…ｗ
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（11月15日）　アルパカ成分補給不足。(T_T)

https://85358.diarynote.jp/201611150912478833/

「見なければ、いいじゃん（笑）」／日本のテレビは完全に死

んだ。

2016年11月15日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
見なければ、いいじゃん（笑）

なに文句いってんの？　あなたは、日本のテレビや新聞の言う事を100%信じてる人な
んでしょ？　それでいいじゃん。俺は世界中で報道してるのに、日本では碌に報道し

てない事をツイートしてるだけだから。なので、ブロックさせてもらいますね。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月13日 
世界中が伝えてる

そりゃそうだよ。直下型地震で（マグニチュード7.4・深さ10km）だよ。日本は他人事
だね？タイムリーに「伝えること」をしてないのは、日本と中国ぐらい。なんかあっ

た時にテレビ見てたら死ぬね。日本のテレビは完全に死んだ。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/797764115712253952

https://85358.diarynote.jp/201611150912478833/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201611150912478833/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161115/85358_201611150912478833_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161115/85358_201611150912478833_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161115/85358_201611150912478833_3.jpg
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/797764115712253952


https://www.youtube.com/watch?v=4MjuEqaSWmk
Ghostbusters Theme 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
今更だけど。

3.11の時「報道の仕方」にも問題があったから、あれだけの犠牲者が出たと思う。
当時、宮城に住んでた女性が「地震直後、備蓄用の食べ物を買いにコンビニに行こう

したら、飼い犬が凄く吠えてたけど、犬を家に置いたまま出かけた。その後、大津波

が来た。自分は助かった」と証言してる

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月13日 
深さ10kmで（マグニチュード7.4）だと、耐震になってないと、一瞬で家が倒壊。地震
に慣れてないと「この世の終わりか？」と感じるような揺れ。ご無事を祈りたいけど

、欧米のメディアでは速報を出してる。日本のメディアは、相変わらず通常営業。

https://www.youtube.com/watch?v=jGdrUAcj7wU
ディズニー　シリー・シンフォニー(Disney Silly Symphony):
ノアの箱船(Father Noah’s Ark)

cmk2wlさんがリツイート 
蔦 （JAPAN,NO WAR! ） @tsuta2010 · 6 時間6 時間前 
@cmk2wl しかし、その代わりと言っては何ですが、国立病院の医師や看護師（関東）
が当時、二週間ほどの交代で南相馬へ行かされました。行った本人から直接、聞いた

ことです。放射性物質の危険を知らないわけではなく、致し方なく。

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
医療従事者５３％減　原発事故直後の相馬、南相馬

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/11/post_14410.html …
半分以上の医療従事者はちゃんと逃げていたんだ。

https://t.co/uWEYOtXz3i

cmk2wlさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 11月12日 
amaちゃんださんがPokémon GO Japanをリツイートしました
「ポケモンＧＯ」の日本公式アカウントが「福島県の沿岸部でラプラスが出現しやす

https://www.youtube.com/watch?v=4MjuEqaSWmk
https://www.youtube.com/watch?v=jGdrUAcj7wU
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/11/post_14410.html
https://t.co/uWEYOtXz3i


くなっている。この現象は11/23まで続くようです。
東北の今を感じる旅に是非おでかけください！」「１号機」のカバーが取り外された

、このタイミングで

https://www.youtube.com/watch?v=-bTpp8PQSog
Indiana Jones Theme Song [HD] 

https://www.youtube.com/watch?v=GN6o3MKSuGk
Galaxy Express 999 ゴダイゴ　特別編集版　銀河鉄道999op 

…本当の幸いとは、何だろう…？

　学歴か？

　金か？　名声か…？

　真実を告げる他人を腐し、

　目と耳を塞いで、

　虚偽のままに「腹が減らないのに喰う幸福」に、耽溺することなのか…？？

https://www.youtube.com/watch?v=geZyBs3wp9M
銀河鉄道物語 銀河鉄道は遥かなり ささきいさお Full 

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
これからの時代。

あなたのやった結果が健康をもたらし、

あなたがやらなかった結果が病気を引き起こす。

https://www.youtube.com/watch?v=-bTpp8PQSog
https://www.youtube.com/watch?v=GN6o3MKSuGk
https://www.youtube.com/watch?v=geZyBs3wp9M


危機感を持てたなら、行動を。

まずは掃除を。

いや、まず「逃げよう」よ…！

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

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月15日22:57
　

先ほど何とか無傷で生還。

(^_^;)札幌はプラス２℃。

一時的に大雨だったらしいですが、アイヌモシリの天気の神様から愛されてる私は小雪の後の今

夜も怪しい満月眺めて余裕で帰って来ました…(‾ー+‾)Ｇ

食糧飲料がっつり買い込み。

(^。^;)

とりあえず多少の災厄があっても、初動の半月くらいは自力で鯖威張らないとね…☆

(^。^;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月15日23:02
　

https://www.youtube.com/watch?v=FOY2ASBFFz4
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


バイトはもう無視。(-_-#)
下らな過ぎて相手にする価値もないゴミ。

アルパカ成分補給不足。(T_T)

キャゼルヌ先輩が袖の下なしで相談に乗ってくれるなら、是非とも補給路の確保をお願いしたい

…(^人^;)…

漫画読んで

ごはん食べて

寝ます☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月16日9:16
　

cmk2wl @cmk2wl · 11月13日 

「自主的な苦しみだけが価値を持っている。」グルジェフ
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（11月16日）

https://85358.diarynote.jp/201611160931544411/

【 倶知安 ０．１ μ 】…注：【避難準備】 レベル！…。

2016年11月16日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

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

おはようございます。

０９：０９でした。

再び３連休の初日♪

札幌は雲が多めの晴天。気温＋２℃。（上昇中。）

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1479255000/1011-0010-101000-201611160910.gif?
t=1479255635
（０９：００〜０９：１０）

朝６時半に起きて手洗濯と朝風呂浸かって二度寝して起きて洗濯物を外干しして…この時間。

https://85358.diarynote.jp/201611160931544411/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611160931544411/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161116/85358_201611160931544411_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1479255000/1011-0010-101000-201611160910.gif?t=1479255635


さて、N.Z.の地震とかとか、どうなっているんでしょうか…★
…（－－；）…★

（今日は１５日だッ★）

　↓

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

01:00 0.034 0.033 0.034 6 
02:00 0.034 0.033 0.034 6 
03:00 0.043 0.034 0.037 6 
04:00 0.048 0.043 0.046 6 
05:00 0.046 0.040 0.044 6 
06:00 0.039 0.035 0.037 6 
07:00 0.038 0.035 0.037 6 
08:00 0.038 0.035 0.036 6 
09:00 0.035 0.033 0.034 6 
10:00

…気温の高低と線量の高低が、ほぼ正確に比例しています…☆

んで？　倶知安 0.１μ？？（－－＃）★

泊原発のスカシっ屁なのか…？？？

（しかも、週間と月間のデータが更新されてないぞ…!!★）
http://new.atmc.jp/prefs.cgi?pref=01&mode=

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

…ナニユエ「８時と８時１分」報があるのか、ナゾ…。

ホワイトフード @whitefood1 · 1 時間1 時間前 
11月16日8時01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/CxVrFpZUAAAartL.jpg

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://new.atmc.jp/prefs.cgi?pref=01&mode=
https://www.youtube.com/watch?v=lRa95E0TdkQ
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CxVrFpZUAAAartL.jpg


　↑

ホワイトフード @whitefood1 · 1時間1時間前 
11月16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/CxVqyOoUcAE-m-z.jpg

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.6】浦河南方沖 深さ58.9km 2016/11/16 04:45:43

◆地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.5】根室地方 深さ81.4km 2016/11/16 02:57:50

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M4.4】KURIL ISLANDS 172.0km 2016/11/15 22:56:48JST, 2016/11/15 13:56:48UTC

ホワイトフード @whitefood1 · 10時間10時間前 
11月15日23時33分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が25箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CxT2tEGVIAAEaiT.jpg

★地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 北海道 釧路市 
【M2.8】弟子屈付近 深さ3.0km 2016/11/15 22:47:36

★地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � 北海道 弟子屈町 
【M2.6】弟子屈付近 深さ113.4km 2016/11/15 21:50:08

◆地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 北海道 釧路市 
【最大震度1】(気象庁発表) 釧路地方中南部 深さごく浅い M1.6 15日19時36分頃発生 
　？↑↓？

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M3.4】青森県東方沖 深さ26.8km 2016/11/15 19:36:04

◆地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ70.6km 2016/11/15 19:10:24

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CxVqyOoUcAE-m-z.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CxT2tEGVIAAEaiT.jpg


11月15日17時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が26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/CxSkMMHUAAAJKMM.jpg

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.6】津軽海峡 深さ118.0km 2016/11/15 16:33:34

☆地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 北海道 更別村 
【M2.5】十勝地方 深さ99.8km 2016/11/15 16:29:40

◇地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.6】襟裳岬南東沖 深さ55.4km 2016/11/15 11:37:37

◇地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.5】襟裳岬南東沖 深さ8.0km 2016/11/15 11:37:36

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
11月15日11時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が26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/CxRRcqaUcAEseDb.jpg

☆地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 
【M2.9】十勝地方南東沖 深さ71.7km 2016/11/15 10:00:51

ホワイトフード @whitefood1 · 11月14日 
11月15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/CxQhMmnUQAAo-2m.jpg

◇地震マップ @eq_map · 11月14日 
【M2.9】襟裳岬南東沖 深さ7.9km 2016/11/15 07:11:35

https://www.youtube.com/watch?v=OJa2JGPPpCU
襟裳岬　吉田拓郎　谷村新司 

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CxSkMMHUAAAJKMM.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CxRRcqaUcAEseDb.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CxQhMmnUQAAo-2m.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=OJa2JGPPpCU


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月18日8:27
2016年11月16日（水）【前日】
01:00 0.035 0.035 0.035 6 
02:00 0.035 0.034 0.034 6 
03:00 0.035 0.034 0.034 6 
04:00 0.034 0.034 0.034 6 
05:00 0.034 0.033 0.034 6 
06:00 0.034 0.033 0.034 6 
07:00 0.034 0.033 0.034 6 
08:00 0.034 0.033 0.033 6 
09:00 0.034 0.033 0.033 6 
10:00 0.034 0.033 0.033 6 
11:00 0.034 0.034 0.034 6 
12:00 0.034 0.033 0.034 6 
13:00 0.034 0.033 0.034 6 
14:00 0.034 0.033 0.034 6 
15:00 0.034 0.033 0.034 6 
16:00 0.034 0.033 0.033 6 
17:00 0.034 0.033 0.033 6 
18:00 0.034 0.033 0.034 6 
19:00 0.034 0.034 0.034 6 
20:00 0.035 0.034 0.034 6 
21:00 0.034 0.033 0.034 6 
22:00 0.034 0.034 0.034 6 
23:00 0.034 0.033 0.034 6 
24:00 0.034 0.033 0.034 6
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（11月16日）　今回も見事に、次項（創作…？？世界）に、つながりましたよ。と…
★

https://85358.diarynote.jp/201611161129572316/

【 T.HIRANO  情報更新 ナシ 】／居眠り運転で逆走したり、食事
したら鼻血が出てきたり…（東電社員）／何が本当で何が嘘か見
抜けないなら人生を棒にふった。

2016年11月16日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

※【 T.HIRANO · 情報更新ナシ】※

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 17時間17時間前 
急病人

豊洲移転で築地移転に反対していた自民党議員が亡くなった。状況はポリ袋を頭にか

ぶりガムテで止めてある状態で発見。なんと警察発表は自殺。自民党議員が1人減った
ことにより民主自民が同数に、議長(民主)決定で採決されることになった。

https://www.youtube.com/watch?v=fmO8bZlyK-U

https://85358.diarynote.jp/201611161129572316/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161116/85358_201611161129572316_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161116/85358_201611161129572316_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161116/85358_201611161129572316_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fmO8bZlyK-U


魔法陣グルグル　MAGIC OF LOVE 

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 2 時間2 時間前 
JUMPILIKEYOUさんが47NEWSをリツイートしました
人間が食わなくなった汚染食材を犬に食わそうという電通からのご提案。

https://twitter.com/47news/status/798647014758105089

cmk2wlさんがリツイート 
沖縄へ行きたい 脱原発に一票 @tamakoina · 9 時間9 時間前 
沖縄へ行きたい 脱原発に一票さんがcmk2wlをリツイートしました
長瀧、お前が飲めよ。

https://twitter.com/cmk2wl/status/798549654950400000

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
福島県の児童 20mSvにお墨付きを与えたんだから、ずいぶんたくさんの埴輪が必要な
んだね。

年寄りは一人で死ねと言いたい。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11時間11時間前 
陰謀というより、国策であり、

国策こそ、陰謀であろう。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 17時間17時間前 
このところ、舌がピリピリしてます。感電したみたいな。

大地震でもくるか。

濃い放射能がきてるのか。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
kenji @buick54aki · 17時間17時間前 
急病人

段ボール製造大手「レンゴー」グループ、福島県南相馬に原紙製造設備を導入

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
蒼いロバ（No!） @aoiroba1 · 20時間20時間前 
チェルノブイリ原発に新ドーム　石棺ごと１００年密封：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASJCG75H9JCGUHBI028.html …
これが現実。

https://twitter.com/47news/status/798647014758105089
https://twitter.com/cmk2wl/status/798549654950400000
http://www.asahi.com/articles/ASJCG75H9JCGUHBI028.html


福島第一の廃炉プランは机上の空論。

夢のまた夢…

cmk2wlさんがリツイート 
Marie @saraonabrick · 20時間20時間前 
MarieさんがDJ LEGION ONEをリツイートしました
NyのLong Islandで魚の大量死です@cmk2wl
https://twitter.com/DJ_LEGION_ONE/status/798327465596719104
　↑

cmk2wlさんがリツイート 
emb @edenbenard · 11月14日 
@JustineAiko I just went down there
https://twitter.com/edenbenard/status/798191803790983169

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 23時間23時間前 
日本の水のセシウム濃度は事故前は0.045ベクレルだったが、今は1000ベクレル以上。
首都圏の水の汚染は現在進行中。基準値は事故後に引き上げられたから、事故前の基

準に比べれば１万4200倍という、もうクラクラする数字に達している。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
masako @hoppeko · 11月14日 
臺灣、規制を緩めるなと各地で抗議がおきています。放射性物質汚染されている恐れ

のあるものを台湾にいれるな。とお母さんたちやたくさんの人が声をあげています

。http://japan.cna.com.tw/news/asoc/201611130001.aspx …

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
onodekita @onodekita · 11月14日 
今に、お風呂に入ると心筋梗塞になると言い始めるぞ。まず、確実に

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11月13日 
保安院の信じられない言葉

＞「日本が終わるということは、国民に説明する必要がない」

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ルローの旅人 @kuma096kuma · 11月13日 

https://twitter.com/DJ_LEGION_ONE/status/798327465596719104
https://twitter.com/edenbenard/status/798191803790983169
http://japan.cna.com.tw/news/asoc/201611130001.aspx


ルローの旅人さんがTabathaをリツイートしました
今知ってM7.4で10キロは被害大きいと思ったらM7.8 23キロって(。＞д＜)
NHK見てたけど速報すら入れないんだね。。。
https://twitter.com/araran100/status/797776554956685314

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ゆり @Liliumoon · 11月13日 
ニュージーランドが揺れると日本も揺れるんじゃなかったっけ…

cmk2wlさんがリツイート 
かんだ ゆうや @yynchatsutko · 11月11日 
【拡散】cmk2wl 「人口の多い首都（東京）を避難区域にすることができないから、ど
うしても汚染の事実を認めないのだ」ドイツ放射線防護協会会長

https://www.youtube.com/watch?v=JEAUaycIeY0
ゴールデンタイムラバー／スキマスイッチ 

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
映像をよく見てほしい（4分40秒〜を特に）
https://www.youtube.com/watch?time_continue=281&v=izwAJmdQGrg … …
何が本当で何が嘘か、見抜けないのならそれまでの人生を棒にふったということ。

子供騙しがいくらでも通用するということになる。

https://twitter.com/cmk2wl/status/798596034427371520

cmk2wl @cmk2wl · 2014年5月28日 
【重要】おかしいおかしいと思っていたんだけど、やはりこの動画を見て感じるもの

がある。http://www.dailymotion.com/video/xip109_tepco-confirme-la-fusion-totale-du-
reacteur-n-1_news?start=50 … 炉は数時間しか持たなかった筈。地震で水が抜けたプー
ルは翌日には爆発していたのではないか。だとすると、あの3号機の核爆発映像は録
画だった可能性がある。

https://twitter.com/cmk2wl/status/471572647629697024

https://www.youtube.com/watch?v=DvsQ8pcMd64
晴れてハレルヤ 

https://twitter.com/araran100/status/797776554956685314
https://www.youtube.com/watch?v=JEAUaycIeY0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=281&v=izwAJmdQGrg
https://twitter.com/cmk2wl/status/798596034427371520
http://www.dailymotion.com/video/xip109_tepco-confirme-la-fusion-totale-du-reacteur-n-1_news?start=50
https://twitter.com/cmk2wl/status/471572647629697024
https://www.youtube.com/watch?v=DvsQ8pcMd64


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
一井唯史 @ichii_tadafumi · 11月14日 
新人の時は、家庭の停電対応。

しかし異常な夜勤体制。

朝8時〜翌日夜19時頃まで、3時間の仮眠で車を運転し続けドライバーを回す日々。
居眠り運転で逆走したり、食事したら鼻血が出てきたり。

こんな会社だから事故を起こすのさ。

https://pbs.twimg.com/media/CxOqYDqUQAQ7SZA.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
かおなし @cocorono121 · 11月14日 
一般庶民の給料も上がらず正社員にもなれず子育てのお金に苦労し介護離職や老後破

産が増えるなかで日本のGDPが3四半期連続でプラス成長していることがアベノミクス
の本質を如実に表している…お金持ちがもっともっとお金持ちになるための政治なん
だよ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
元原発技術者·平井憲夫 bot @hirainoriobot · 11月13日 
115)日本がこの核実験に反対をきっちり言えなかったのには、そういう理由があるか
らです。もし、日本政府が本気でフランスの核実験を止めさせたかったら、簡単だっ

たのです。つまり、再処理の契約を止めればよかったんです。でも、それをしなか

った。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 11月13日 
「若い奴の根性が」とかいう話じゃない。ブラック企業は、日本が教育費とか20数年
かけて育てた人間を、たった1〜2年でボロボロにして使い捨てる。いわば焼畑農業の
ようなものだ

　↑

★それは「焼畑農業」が、最良の「持続可能な」農法であることを、解っていないから…★（－
－＃）★

参照；http://www.jatan.org/?p=161
＞焼畑民族によって営まれている伝統的な焼畑農業は持続可能なもので、熱帯林破壊の原因では

https://pbs.twimg.com/media/CxOqYDqUQAQ7SZA.jpg
http://www.jatan.org/?p=161


ありません。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11月12日 
JUMPILIKEYOUさんがomega2をリツイートしました
静岡、石川以外、原発は食料自給率が60％以上の農林水産業県に立地しているわけね
。

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

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 12時間12時間前 
電通から、つまり日本政府から金が出てるからこそ、ツイッターでも、映画でも、君

の名はなどメディアあげての東京シンボライズキャンペーン、避難者帰還キャンペー

ンやってるんですね。 
そして、避難垢が後悔キャンペーンをはじめたのはその一環だろうか。

https://www.youtube.com/watch?v=JUqG5ArvZ7E
岡村孝子の「夢をあきらめないで」

ユリア・クソリプニツカヤ @teracy · 22時間22時間前 
よく考えたらそこら中にカメラと加速度センサーと地磁気センサー積んでGPS受信で
きてインターネットに繋がるコンピューターが溢れてるってヤバい社会だな

特務機関NERV @UN_NERV · 11月14日 
【南スーダン派遣の自衛隊部隊に駆け付け警護の任務付与 閣議決定】
政府は15日の閣議で、南スーダンに派遣される自衛隊の部隊に、安全保障関連法に基
づいて国連の関係者などが襲われた場合救援に向かう「駆け付け警護」の任務を新た

に付与する実施計画を決定しました。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
北風ロビン @oldblue2012 · 11月13日 
嫌な予感しかしない、全国の図書館をマイナンバー個人番号カード1枚で利用可能にす

https://www.youtube.com/watch?v=AKnWNqzlEJI
https://www.youtube.com/watch?v=JUqG5ArvZ7E


る方針が決定| http://buzzap.jp/news/20161111-library-mynumber/ … 図書館での貸し出
し履歴までもがマイナンバーの個人情報に紐付けられてしまう。その他の情報と共に

集約されてしまうということは極めて危険。

https://www.youtube.com/watch?v=DKB41krUnVU
島唄　本当の意味（裏歌詞付） 

…さて…（－－；）…★

今回も見事に、次項（創作…？？世界）に、つながりましたよ。と…★
★（－－＃）★

https://www.youtube.com/watch?v=e7bH3TdAcOs
君にこの声が 届きますように 

シン・ゴジラ リアルタイム実況 @shingoji_real · 11月13日 
【ニュース】原子力規制庁発表、ゴジラ周辺の空間線量に変化見られず。ゴジラ依然

として沈黙 #シンゴジ実況

https://www.youtube.com/watch?v=BMEky_9F6U8
Moon Over The Castle - コンサドーレ札幌ホームゲーム選手入場曲 

ガメラで、すいませんｗ

https://www.youtube.com/watch?v=fdqJOlMVW6Y
フラチナリズムが勝手にコンサドーレ札幌の応援歌を作ってみた(歌詞付き) 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
放射能漫画描く人(放射能呪子) @houshanoumanga · 10月30日 
cxjrさんのいう、放射能による五年目東京壊滅説にだまされて、人生をめちゃめちゃに

http://buzzap.jp/news/20161111-library-mynumber/
https://www.youtube.com/watch?v=DKB41krUnVU
https://www.youtube.com/watch?v=e7bH3TdAcOs
https://www.youtube.com/watch?v=BMEky_9F6U8
https://www.youtube.com/watch?v=fdqJOlMVW6Y


された人が、どれくらいいるか知りたいです。ぜひリツイートお願いします

　6%五年壊滅説に騙されて移住し、憤っている人 
09%五年目壊滅説に騙され移住しなかった自分は勝ち組です 

41%放射能をさけて移住して、なんだかんだ正解だったひと 
44%放射能嫌。今からでも放射能ないとこへ移住したい 

投票 465票•最終結果

https://www.youtube.com/watch?v=escqDJdTj1U
晴れてハレルヤ 結婚式ver〜勇気の鐘〜【説明に歌詞あり】 

https://www.youtube.com/watch?v=hsSAnsrQvLk
01 北の国から　遥かなる大地より〜螢のテーマ 

https://www.youtube.com/watch?v=hFBWVSZTOCE
見えない翼　full 

https://www.youtube.com/watch?v=escqDJdTj1U
https://www.youtube.com/watch?v=hsSAnsrQvLk
https://www.youtube.com/watch?v=hFBWVSZTOCE


（11月16日）　第４章・間奏曲　…　空中分解 Part.１．

https://85358.diarynote.jp/201611162107097349/

『俺と好』１　第４章・間奏曲　…　空中分解 Part.１．　（１
）＋（２）。

2016年11月16日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

（作業開始前のりす☆）

はい再びＰＣ前に戻りました。

１５：１５でした。

（＾◇＾；）

朝が０９：０９でしたから、今日は数字のカミサマに愛されちゃってる？みたい

です…？？

とりあえず「痛勤」４連勤でぐたぐたになっちゃった机の上を片付けてます…

https://www.youtube.com/watch?v=4iGzQ5jxAPw
「みんながみんな英雄」 フルver. /AI【公式】
　↑

実は世間に疎すぎるもので、この人たちが誰だか知らないのだが。

ｗ（＾＾；）ｗ

…たぶん、そんなこと言ったらドン引きされるような、有名な人たちだよね…？？

https://www.youtube.com/watch?v=4Bh1nm7Ir8c
PERFECT HUMAN【MV】RADIO FISH/（Full ver.） 
　↑

…ぉぉ…ｗ（＠□＠；）ｗ

杉谷好一賛歌。だったりしますかぁ…？？ｗｗｗ
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=qE3uDuy-suY
パーフェクトヒューマン【MV】Short ver. / RADIO FISH
　↑

https://85358.diarynote.jp/201611162107097349/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611162107097349/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4150301638/
https://www.youtube.com/watch?v=4iGzQ5jxAPw
https://www.youtube.com/watch?v=4Bh1nm7Ir8c
https://www.youtube.com/watch?v=qE3uDuy-suY


ぃゃコレ清クンに学祭とかで歌わせたら、ノリノリで大盛り上がりだろぉなぁ…ｗｗｗ

（つきあいで？もう一曲…ｗ）
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=zCIvhQd2LRI
オマエらは絶対に間違っている　あべりょう 
　↑

（てかコレは「昔の私」そのまんま干菓子すぎる詞で…、
　耳が痛すぎて笑える…ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=y8tAiucswAA
公開的な「止めろ！」を止めろ

あべりょう

　↑

コイツ面白れぇ…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=LR7IHSUnyzU
墓穴 あべりょう ナパーム弾 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

（消えた画像（＾＾；））

　銀河乞食軍団 3 銀河の謀略トンネル
　 (ハヤカワ文庫 JA 163)
　文庫 早川書房 発売:1972/12 441円

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 

『俺と好』１

　第４章・間奏曲　…　空中分解 Part.１．

　　　　　　　　　　（遠野真谷人）

https://www.youtube.com/watch?v=zCIvhQd2LRI
https://www.youtube.com/watch?v=y8tAiucswAA
https://www.youtube.com/watch?v=LR7IHSUnyzU
https://www.youtube.com/watch?v=eusKFEWFHlY


　夜が明けた。

　気がつけば全員そのままの恰好で眠りこけちまってたらしい船の小さな居間の中で

、目を覚ましてみればとうにおひる。洋上を一路日本へとホバー走行しているとこ

ろだった。

　青い青い浪が見渡す限り広がっている。

　所々の島影をのぞけば３６０° がぼうっとかすむ光の水平線だ。

「　ふ わ〜ぁぁァ…あ。」

　みんなモゾモゾと起きだしていた。

　好だけはいつの間に入りこんだのかコクピットの副操縦席に収まって、まだしっか

り眠りこけている。

　女の子から順ぐりに洗面所、使い。

　ユミちゃんはまだ麻酔が効いている老人の包帯とりかえ、ひろと先輩は栗原のクォ

クが早速ぶっ壊れているとか云って、当の栗原と２人して大喜びで修理工具ひっぱり

出している。

　ヤニさんは寝不足は美容にどうのと景気よく悪態をつき、色っぽく欠伸を噛み殺し

ながら…も〜、美人は何やっても美人に見える。うん♪…人数分の濃いコーヒーを淹
れてくれた。

　ゆかり姫、その隣でヤニさんの言葉使いに苦笑しながら、朝食の支度をしてくれ

てる。

　手伝おうかと申し出たら、「男子厨房に…」どうとか云われて追い出されてしま
った。

　う〜む古式ゆかし過ぎる教育ってのも考えもんだな。



　俺、ヒマ、持てあましちまう…

　フテて寝なおそうとしてたらユミちゃんから洗濯のあがった分の包帯巻きをおおせ

つかった。

　しゅるしゅる。

　わりと平和。

　ゆかり姫がヤニさんに質問しているのを聞けばあと２時間ほどで日本本土の防衛海

域につくという。

　………突如。

　…赤ちゃんが泣きはじめた…!!

「　！　ぅ、ぅわァ〜〜〜ゴ、ゴメンっ！」

　はっきし云って俺、このコの存在を忘れはててたもんね…っ

　育ての親らしき人物から引き離されたってのにケロッとした顔して平然と眠り続け

てるしさ、そういや昨夜ヤニさんが普通の乳児にしちゃ長いこと目を覚まさなすぎる

とか心配していたような記憶がないでもないけど、

　…ぅわあ、何でもいい。どーーーーにかしてくれ、この泣き声…っっっ

　俺と姫がオタオタしているとユミちゃんがすっ飛んできて優しく抱きあげた。

「困りましたネェ。粉ミルクなんてもう置いてないンですョ。せめて牛乳と思ったン

ですけどあいにくこれも切らしちまってましてネ。なにせ合成モンには飽き飽きして

、どうせ地球に行くからには美味いホンモノを仕入れてやろうって思ってた矢先なン

ですから。」

　なんでそんなものが積んであるのか、空の哺乳ビン放りあげながらヤニさん登場。

「　牛乳？　このくらいの赤ちゃんにはかえって良くないと思うわ。イシュタンパク

シツですもの。」



　さすが看護婦志望。イヤな顔ひとつせずテキパキとおくるみはがして、オムツ替え

にかかる。…俺パス。…

「あァ、タオルなんか代用にしなくっても、オムツなら前に使ってたやつが…オヤ。
男の子なンですかい？」

「そうみたい。優しい顔してるから、てっきり女の子だと思ってた。」

　食糧に関しては白米が少しあったので、ユミちゃんが重湯を作ってみようというこ

とで話が落ちついた。

　それにしても、何だってそんなに赤ン坊の世話なんかに慣れて…？？

　あぁ、そーか。ゆみちゃん、よくうちの母上にくっついて、乳児園だの養護施設だ

のへボランティアに行ってたっけ…。

「　ワコよ…!!」

　ぎくりと、ソファに寝かされていた老人が身動きしてハネ起きた。

「　！　そこに居ますわ。お起きになってはいけません。」

　ゆかり姫が慌てて腕を添えるまでもなく、苦痛に顔をゆがめて再び倒れてしまう。

そのままギラギラする眼をうすく開けて、 "ワコ" さまとやらの無事を確認するように
横目で眺めていたが、ヤニさんがほんっとに幸せそうな顔してあやしているもんで、

安心したのか、ふっと体のちからを抜いた。

　遠くを見る目つき。

（しっかし流石のヤニさんも、女だけあって、赤ちゃんとかの小さな 可愛いもの 見る
と眼の色の変わっちまう一人らしい。…猫にマタタビ…？
　男にはイマイチあの反応は理解しがたいね！）

「よう爺さん、目が覚めたのか。」

　好がうっそりと操縦室との戸口をふさいでいた。



　はん。よっく言うぜ、自分だっていま起きたところのくせに。

「…わしは…場沼という。」

「それで？」

　そろそろと上体を起こし、壁にもたれかかって、ポツリとだけ爺さん…場沼さんは
口をきいた。

「……それで？」

　好にしては辛抱強く尋きなおすんだけれど、それっきり、答えない。

　おし黙っている。

「　おい。清。」

　おかげでホコ先が俺にまわって来てしまった。へぃへぃ。

「 荷物 が２つに増えた理由を説明して貰おうか。」

　ユミちゃんが慣れた手つきで楽しそうに授乳（授おもゆ？）しているほうを好はア

ゴで指した。

　わ〜。だからそう恐ろしい眼をするなっつーの！

「　あ、えとさ。」

　俺はできるだけ手短に あの場面 の説明。

　もちろん信じてもらえそうもないので、不可思議な印象と現象のことはほぼ全面的

にはしょって。

　話してるうちにチクリと胸が痛む。

　あの神秘的な、神々しくさえあった、端正な死に顔。



　横たわっていた姿が目に浮かぶ。

　…うわ〜〜〜。

　…俺って、あの妖精人に、……惚れちまってたんだな……っ

　二言三言しか話してない相手なのに我ながらヘンだとは思うけど、多分、あの瞳。

　最初に鍵のことであの深い色の瞳にのぞきこまれた時から、魅かれちまってたんだ

。

　一目惚れって現象、本当にあるんだな。バカバカしい…

　…もうあの貴婦人は、死んじまったのに…。

「　ふん。」

　気に喰わねェな、と話を聞き終えた好の口から十八番（オハコ）が出る。

「それで？　その女は 何処へ そのチビを届けさせたがっていたんだ？」

　単に恐いのとは違う、妙に光る眼をして俺を睨めつける。

　見透かされるような…

　………ふん。

　おまえにはそんな能力ナイってくらい、俺ちゃんと知ってるんだからなッ

「…え〜…と、アサ…朝…朝ナントカ…なんとか森。」

「…アサ………『朝日ヶ森』か…?!」

　好の手の中でコーヒーカップが大きく揺れた。

「熱（あち）っ！」



「大丈夫？　お兄ィちゃんたらっ」

「あっそうそう。そんな名前。」

　ちょうどその時ひろと先輩たちが油まみれになって格納庫から戻って来ていた。

「…ピィユゥ！」

　栗原がヘタっくそな口笛。

　話の終わりの方だけ聞きかじっていたらしい。

　ひろと先輩、爺さんと赤ン坊を等分に値踏みして。

　ヤニさんが含みのあるような眼つきで煙草管に点火した。

　キセルパイプ…。

　俺としちゃやっぱ煙管（きせる）とかパイプとか素直に呼びたい。

　けど、これが「正式名称」。

　 ”宇宙人” 御用達のタバコ吸引用具。

　喫煙。…この素晴らしい習慣というのは『指輪物語』をひきあいに出すまでもなく
、人類には欠かせないものらしい。

　だけど宇宙空間で紙巻きや葉巻くわえたって火の点けようがないし、初期の… ”植
民者” （コロニスツ）以前の ”開拓者” （フロンティア）の時代、コロニー建設の為に何
十時間も宇宙服着たまま真空中で作業し続けたり、休みをとるにしても体を横にする

のが精一杯ってェ気密匣（ポッド）の中では、不必要な酸素消費が許される筈もない

。

　そうでなくても嫌煙権なんてコトバ発明する人種もいるわけだし、進取の気性と妙

なロマンチシズムを兼ねそなえた宇宙の男たちが大いに閉口させられたのは、ま当然

だろーな。



　そんないきさつから工夫されたのが、このポータブル（持ち運び可能）な装置だ

った。

　本体は厚みも重さも、俺らの感覚で言う ”煙草の箱” の２倍強ずつくらい。

　ヤニさんはこれを銀のガンベルトの左側に装着してるけど、Point.Pやスターエア宙
港ではポケットに入れたり、単にカバンに放りこんでるだけという人も見かけた。

　形やサイズにも結構いろいろ有るらしい。

　で、これから折り曲げ・引き伸ばし自在な細いチューブ（管）が出ていて。

　その先端にパイプ。

　The Kiseru Pipe.

　命名はもちろん形が煙管に似ているところから。

　このパイプの吸い口のところはもちろん簡単にくわえてもいいんだけど、スペース

・メットの飲食物パック用ジョイントとも規格が合わせてある。

　で反対側の、本来なら火皿がある筈のところへ、粉末煙草の圧縮カートリッジをセ

ット。

　間のパイプと本体とのチューブは両方とも二重構造になっていて、吸うのに合わせ

て適量の酸素を供給する一方、排煙…つっちまうとなんかエライ表現だな…を換気し
、本体へ送り返して、浄化・放出する。

　つまりは宇宙服脱げない状態や、狭い船内、公共の金で空気確保してんでエチケッ

ト上喫煙できない場所なんかにおいて、周りに迷惑かけずに一服楽しめる装置なわ

けだ。

　もっともヤニさん、地球に降りて来てからは煙モクモク輪っか作ったりしながら吸

ってるけどね。

　…う〜〜〜。うまそおだなァ。



　俺も吸いたいッ

　そう云や《ムーン II 》で手持ちのひと箱空けちまって以来だ。

　…閑話休題（それはさておき）…。

「………朝日ヶ森？」

　ゆかり姫が山盛りサンドイッチのお盆を運んで来ながら不審そうに眉を寄せた。

「その名前…あたくしにも聞き覚えがありますわ。正行さんから。」

　ちょっとちょっとっっっ

　んじゃそれ知らないのって俺だけなわけっ？？

「ユミちゃん知ってるっ？」

「ううん。初耳。」

　じゃ、 俺たち だけ、か…。

「好ォ、なーんなんだよそれっ」

「　ンでもねェよ。」

　ウソつけ★

　おまえが物こぼすなんざ何年に一度じゃないかよっ

「…ふんっだ。…とにかくその何でもないナントカの長に預けて欲しいって言った
んだ、彼女は。」

「…リーダーに、ねェ。」



　ヤニさん、ポンと廃カートリッジ（吸殻）を手の平にたたき出して。

「朝日ヶ森…か。それが 有る からには、結局、いずれは行くことになるだろうな。し
かし…　なるほど、緑衣隊イコール皇国軍か？　…」

　好は独言のように呟く。

　ゆび噛むクセやめろってばっ

「………ふん。いいだろう。清、おまえが責任持つならそのガキ置いといてもいい。
ただしジャマになったらその場で放り出すからな。」

「おまえなァ〜〜〜〜っ」

　人情ってもんがないのかよ。相手は自力じゃまだ生きていかれない赤ン坊なん

だぞっ！」

「それで構わねェだろうな爺さん。」

「…ああ。足手まといなら出て行く。」

　なんとなくそれで話は決まってしまった。

　そして遅い朝食。

（以下、「有料」〜ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=_8h6j8fZJ5k
作業用BGM　テンションがあがる曲　和風アレンジなロックとか音楽詰め合わせ　その1 

https://www.youtube.com/watch?v=_8h6j8fZJ5k


　↑

（…なんか当時、私が「聴きたくて捜し回っていたのに、まだ存在していなかった曲」が…ごろ
ごろ転がってるなぁ、悠宙舞さん…♪）

（なんていうか…時代が私に、か、私が時代に、か…「追いついた」。感じ…？？）

https://www.youtube.com/watch?v=A0rCF2QiLgI
【作業用BGM】京都の悠久なる古都音楽【究極の癒し】 

 
ひみつ日記

　サンドイッチは全員に行き渡るだけ十分にあった。

　食事の間に栗原が昨夜の話をはじめ、ドギューン！とかバリバリ！とか、しきりに擬音を交え

て動力室のぶっ壊しかたを解説している。

　その手振り身振りにユミちゃんキャアキャア云って面白がり（事実上聴衆は彼女ひとりだ。）

、ゆかり姫テーブルの後片付け。

　ひろと先輩はドガンズギュンをうるさいとも思わず再び眠りこける。

　ヤニさんは着替えると云って寝室にひっこんでしまった。

　好…　コ・パイ・シートでコーヒー啜ってる。

　あいつ一度気に入った場所見つけると居ついちまうからな〜…

　俺も操縦室はいってスクリーンを覗く。

　今はものすごく素直に外の景色を映し出してるから、窓と変わりがなかった。

　青い青い海と、それより明るい色調の青い青い空。

「…ふうん。綺麗なもんだよな。…これって南太平洋だろ。」

https://www.youtube.com/watch?v=A0rCF2QiLgI


　普段ならもっと大騒ぎして感動してやるんだけど、寝不足と精神的な疲れのおかげで、そんな

気分じゃない。

「　いや。もう北半球に入ってる。」

　そんな事どうだっていいのに、わざわざ計器に目を走らせて、好。

　俺の表情を確かめるように振り返って、座れよって感じで無愛想にアゴで指す。

　普段ならヤニさんが座る、メインシート。

　時折り操縦桿がかすかに振れるのは自動システムだ。

　柔らかい。広くてゆったりしていて、自由に姿勢を変えられる。

「…外の音って聴こえないわけ？　ここ。」

　好の長い指が黙ってボタンのひとつに触れる。

　おーお。もうしっかり扱いかた覚えちまって。

　まあ昨夜一晩ヤニさんがやるのを見てたんなら、こいつなら当然だけど。

　わりと抑えたボリュームで ”外” の生の音が部屋の中に入ってくる。

　太洋を渡る波の音。

　MISS-SHOT の吹き出すジェットの響き。

「………ふうん。………」

　俺は片方の膝をかかえて深くシートにもたれかかった。

　目をつぶって。

　潮騒のくりかえし宥めてくれる優しさとはずいぶん違う。



　もっとずっと男性的な、洋々として、荒々しい。

　そして限りなく自由。

　………海…………。

　俺はスクリーンに映っている浪ではなく、心の中に浮かび上がってくる青い色を見つめる。

　青。

((　…ああ。そうか。 ))

　何かが心のなかでつながった。

　青い浪。

　白い、純白のように見えながら、それでもどこかに海の耀よいを秘めた、泡の飛沫。

((　エルフィーリ（妖精人）…訂正。…ネーレイド （人魚姫）。 … ))

　もう死んでしまった彼女の瞳と髪の色だ。

「　おい。」

　海の…　いや、 ”水の” 娘……

「　おい。清？」

　後ろでシュンっという軽い音がする。

「　げっ!!　」

　みっ、…耳もとに息なんか吹きかけるなアホゥッっっ！

　思わずのけぞったすぐ目の前に好の顔。



　ニヤッと やらしい 笑いかたをして、いつの間にやら俺の椅子のヒジかけに片膝のっけて乗り出
して、両手で背もたれのフチをしっかりつかまえて。

　………しまった油断したッ…!!

　う。

　気がついた時にはたいてー後のまつりなんだ、こーゆーのは。

　なまじ《ムーン II 》で１週間も同室だったのに手を出されずに済んでいたんで気をゆるめた
のが、マズかった…

「…おまえ、まだ何か隠してんだろう。」

「　へ？　な、なんのことかなっっっ!?　」

　長いつきあいなんで好の言いたい事くらいすぐに判る。

　喋ってたまるかっての。もう死んじまった年上の女性に一目惚れしてあげく落ち込んでるな

んざ…

　冗談じゃねェよ。

　他ならぬ好にチラッとでもバラしてみろ。むこう３年間はいやンなるほどからかわれ続けるに

決まってる…

「それ以上寄るなよなっ！　わめくぞ。ユミちゃんに人格疑われてもいいのかよっ」

「後ろ見てみな。」

　げ。

　さっきの シュン は、エアロック閉めた音かいな…ッ★

「…おまえ〜…！　くそ、どのスイッチだよっ」

「下手にいじくると船ごと墜ちるぞ。」



　う。

「さて、と。あきらめて白状するんだな。何を隠してる？」

　アゴに手なんぞかけるなっ！　服の前かってに開けるな〜っ!!

「ンな大事な事じゃないってのッ☆」

「　ほー。…重大でないことを、なンでわざわざ隠す必要がある？」

「　ぎゃっ…」

　…そ、その指…っ！

　その指先をなんとかしてくれっ！　!!

「どうせならもう少し色っぽく反応しろ。」

　………き さ ま な 〜〜〜〜〜ッ★

「…おまーこそ、アサヒガモリ、ってな何なんだよ…っ！？」

　咄嗟に口をついた疑問詞。

　べつに深い意図はなかったんだけど、単に他のセリフ思いつかなかっただけなんだけど、何

故か………

　反撃成功。（？？）

「　………おまえにゃ関係ない。」

　好の顔がすっと遠のいて、一瞬、見覚えのあるひどく優しいような表情。

　そして困惑。

　それからそれを見せちまったことに腹をたてたみたいにそっぽを向いて。



「　関係ないことあるかよ。おまえに関係あってどーして俺に関係ないんだよっ！」

　も、噛みついたろ。

　追及してやろ。

　こいつにこーゆ顔させたのってホンっト久しぶりですぜ。

　やったねっ♪

　しかし束の間の勝利。

「　ガキの口だす事じゃねえんだよ。童顔。」

　ぐ。

　ぐっさァ〜〜〜〜っっ

　も、死んでやる。スネてやる。イジケてやるっ

　よくも人の弱点を。よくも俺がいちばん気にしていることをっ!!

　どーせ童顔だよ。精神年齢も低いよ。

　だからって姫だって栗原だって知ってるらしいことを、俺にだけ教えないっていうのは、何な

んだよ。

　…くそ〜〜〜〜っ

　どっせ頼りになんぞなんねェんだよ俺は。

　フンッッ！

「　、っ…☆　っっ」



　軽いキスひとつ残して、好はさっさとエアロック開けて出て行ってしまった。

　去りぎわに、目一杯 ”外の音” のボリュームあげて…。

　ぐわ。

　思わずよろっときそうな音量。

「きゃっ。」

「なん？　お、どーしたんだよ杉谷。」

「清に聞いてみな。」

　あのヤロウ。

　……… ”不利な喧嘩はする奴がバカだ” てのはあいつの処世訓のひとつ。

　ふん。

　おまえだって俺に弱味握られた事になるんだから、な。

「ぉわ〜すげぇ音っ！」

　栗原がスイッチ切りにコクピットへ入って来る気配。

　俺は慌てて胸のジッパーを引き上げなけりゃならなかった…。

 
 



コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月16日21:08
あらザンネン。検索しなおしたら、

画像が出なくなっちゃったわ…★

⇒『銀河乞食軍団』（初版本の３巻。）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4150301638/
 

銀河乞食軍団 3 銀河の謀略トンネル (ハヤカワ文庫 JA 163)

文庫 早川書房 発売:1972/12 441円
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月16日18:53

０５

８７

８７７☆

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4150301638/


（11月16日）　知らねェのかい。ゆんべスターエアの皇国軍司令部が襲われてな。

https://85358.diarynote.jp/201611162112568657/

（３）＋（４）。

2016年11月16日 リステラス星圏史略　（創作）

https://www.youtube.com/watch?v=K_xTet06SUo
和楽器バンド / 千本桜

おぉ♪（＾＾）「栗原くん」が、太鼓たたいとる…♪
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=14CbWvZIt5s
TAO　大祭２ 

https://www.youtube.com/watch?v=PM_ZOYPCIow
Red Run!- TAO Drummers of Japan 

　本来のコースを大きく迂回して南米方向から来たように見せかけていた俺たち、や

がて日本の防衛海域に入ろうってところでスターエア⇔日本首都の洋上主要航路に合

https://85358.diarynote.jp/201611162112568657/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161116/85358_201611162112568657_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161116/85358_201611162112568657_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161116/85358_201611162112568657_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=K_xTet06SUo
https://www.youtube.com/watch?v=14CbWvZIt5s
https://www.youtube.com/watch?v=PM_ZOYPCIow


流する。

　大型タンカーや鉱石貨物船は 船 で、スピードが勝負の商業貨物や旅客専門はホバー
船や MISS-SHOT と同じようなジェット推進で運行している。

　無論さらに "速さ" を要求する輩ははるか高空、大圏航路の上だけど…一般の民間の
用船がそこを通ると、時折 誤って 皇国軍に撃ち墜とされるんだそうな…。

　ところどころを方向区分ブイで仕切られた両側を、右往左往する乗りモンの類は、

ラッシュ時でない首都高速のそれと同じ程度に混みあっていた。

　その大人しやかでいてそれなりに活気を見せる高速船の列の中を、ひっきりなしに

電波サイレンで警告を出しながら、パトロール艇らしいのが走りまわっている。

　ヤニさんがそこらの船の通信員に立体電話でちょっかいかけて聞き出したことには

、

｛　知らねェのかい。ゆんべスターエアの皇国軍司令部が襲われてな。ほとんど壊滅

状態でビルさえまともにゃ残りゃしねェってんで、今日は朝っぱらからすげェ騒ぎよ

。

　おかげでこちとら仕事あがったりだが、ま、オエラガタの慌てぶりが想像できる

ってェだけでも、お釣が来るってもんよ。｝

「…おぉやぁ。そりゃァ残念なコトをしちまった。急いでリマになンざ向かわずに
スターエアで一泊しとくんでしたネェ…！」

　そうすりゃ騒ぎにまざれたかもしれないのに、あたしの知り合いもあそこに捕まっ

てたンですョ…と、洗いざらい情報聞きだしながら、シャアシャアたるもの。

　実はヤニさん、すでにペルーの友人に口裏合わせてくれるよう、連絡つけてある。

　派手な赤ペイントの惑星間小型艇が列に割り込んで来たとあって、

「…アチ。おいでなすった…」

　神経とがらせてる海上巡視艇が職務質問のため「停船！」を呼びかけてきた。



「………普段ならこんな目に遇いやしないンですがねェ…」

　うんざり。という風に大げさに額に手をやりながら、もう片方の白い指がサラサラ

操作盤の上を走って停止・着水する。

　小型の曳航艇がチャグチャグと直進してきた。

「さ、て。

　ボーヤとこちらのお嬢さン以外はコンテナーの方に行っといちゃくれませんかね。

あとは適当に誤魔化しときますョ。」

　俺とユミちゃんを指す。

　あとの連中はゾロゾロと指示に従って。

　ピーッと玄関？のブザーが低く鳴るのへ、ヤニさんはスタスタと出て行った。

　俺は面白そうなのでほこほこくっついて行き。

　振り返るとユミちゃんは居間との境にひっかかって、不安げに首だけをのぞかせて

いた。

　平気だよ。とウィンクひとつ。

「　ハイな。 」

　目一杯なまめかしく壁にヒジついてシナを作って、ヤニさんは扉の開閉ボタンへと

指を伸ばした。

「　お役目ごくろうさンでございます。」

　残念ながら俺のほうからは見えない、凄いほどに艶やかだろう微笑みに、踏み入っ

て来ようとしたパトロール２人はまずビビらされてしまったようだった。

　その鼻先に小さな銀板とＩＤカードをさしつける。

「　惑星間自由貿易人、ヤニ・シュゼンジシブ・シュゼンジシカ。 "火喰い竜の" ヤニ



と云えばもしかして御存知じゃあと思うンですけどネ。」

「　！　火喰い竜のヤニ…！」

　若いほう、新入りらしいパトロールの顔に思わず尊敬というか憧憬の色。

　へ〜えヤニさん有名人っ！

　…しっかし…

　自由貿易人なんつって許可証や身分証明みせたところで早い話が宇宙の運び屋、流

れ者。

　アウトロー（無法者）にパトロールが憧れてたりなぞしていいものか？　いまいち

疑問。

　案の定、年かさのほうは若いのを横目で睨みつけて、ますます表情を硬くした。

「カードとライセンスは本物だ。…で？　荷の品目と数量は？　目的地及び受取主は
？　…コンテナ内を改めさせてもらう。」

　カードの判別器を腰に納めながら乱暴に押し入って来ようとする。

「きゃ。」

　背後でユミちゃんの短い悲鳴。が。

　むずと掴まれたヤニさんの細腕は不思議とびくとも動かなかった。

「積み荷はこのおふたりコンテナは居住用。」

　唄うような揶揄うような口調。

「マ、もちのろん、嬢さん坊ちゃんがたの為の専属用心棒が３〜４人乗りこんじゃァ

、居ますがね。皆さん首にごたいそうなシロモンをぶら下げていらっしゃるンで、パ

トロールにお引き合わせするってェわけにも行かないんですョ。」



「　なんだと！」

「ま、ま。鈍い旦那だねェ、ヤボ云うは女に嫌われますョ。そこは察ッして下さら

なくッちゃァ。」

　チッチッと指を振る。

　パトロールはますます居丈高に船荷証を見せろと主張。

「　解ってないンですネェ、いまいち。」

　広げた胸もとから気短そうに書類ザックを取り出した。

「お尋ねのモンはここですョ。…ぉおっと触っちゃァ、いけないねェ旦那。

　まずコレだけちょいと拝んじゃ貰えませんかぃ。」

　１枚、ちらっと引き出してまたすぐ戻す音。

「　う！？」

　パトロール達の顔色が…　みるみる変わって行って。

「こんな手はァ、あんまし使いたかないンですがね。」

　ヤニさんはいとも色っぽくタメ息をついた。

「いま見せたのは、ま、別ン仕事の時のですけれどね？

　お解りでショ。ふたつ名前はダテや酔狂でついてるわけじゃァない。それなり の自
信と実績があって初めて名乗れるもンですからねェ…。

　パトロールの旦那がたなら無法者のルールっくらい、先刻ご承知でしょォが。

　この方々はネ、さる御方からあたしが内密に依頼を受けて、はるばる冷たい真空世

界からお連れして来たンですョ。



　顔立ちをご覧になりゃ半分日本人だ。ってェのはお判りですね？

　さて、それ程ちょくちょく《コロニスツ》の領域まで出向いて来られる御方と云

えばァ。………さてネ？」

「…そ、相当、 "上" 、の、…？？　御方。って事に……っ？？」

　若いパトロール、おどおどと。

「 "云わぬが花" ってもンでしょうが？」

「…本当でありますか…ご子息殿？」

　年配のほうはそろそろ同期の出世度合の気になるお年頃。

　今までの失点を取り繕うとでも云うように急に丁重な態度。

「………疑うわけ？」

　せいぜい『生まれのいいお坊ちゃん』らしく高飛車な声を出してやるんだけど。

　俺、こういうおっさんの姑息な表情って、あんまし好きくはない〜…

「　マ、そぉいぅ事で。」

　声はにこやかに態度はシタテに出ながらも、ヤニさん断固とした動作で前に進み

出て、パトロール２人を船外へ追い出してしまった。

「し、しかし。ちゃんと調書を取って行きませんことには、上司に…」

　若いほう、世慣れしていないだけに、 "権威" てものがピンとは来ないらしく、シャ
クシジョウギ。

「あァ。…それもそうですかねェ。」

　例の、小首をかしげる感じの振り向きかたで俺たちの方へチラッと微笑みかけて

から、自分も揺れるタグボートの上に鮮やかに飛び降りた。



　………ハシゴを使っても、下までは約２ｍあるんですが………

　スリット入りのロングドレスったってスペース・スーツの一種なんだから、もちろ

んその下に細身のパンタレットみたいなものをはいてはいる。

　しっかしそれが白地の極薄。ほとんど半透明に肌の色や脚の形が透けて見えるとあ

っては男としては、まンだすなおに素足でいてくれたほうが、精神衛生上ありがたい

…ような気がする…

　タグボートから見上げれば、ヤニさんはちょうど逆光線になっている筈だった…。

　ユミちゃんは安心したのか一旦居間のほうへ引っ込むと、洗い物のカゴを持って来

てランドリーのほうへ姿を消す。

　『新入り坊や』がシドロモドロに質問するのへ、ヤニさん適当にでっちあげて答

えて。

「どしたンです？　書かないンですかい？」

「は。あの、規定では、船内の実物とチェックしながら…」

「…新入りサァン…っっ　アンタって、ほんっと、可愛い…♪」

　何を思ったのか笑いこけ…　笑いじょーごだったんですか、ヤニさん。

　『パトロール・年配』は、これはもう彼女に逆らおうという気力はなく。

「 てっきとう に生きましょうや、ねェ？　早く老けちまいますョっ！」

　すっ、と俺の眼下、斜め下２ｍかける３ｍくらいの所でヤニさんのすらりとした体

が『新入り』のほうへ近寄った。

「…ま、これはほんの、ワ・イ・ロ…♪」



　白魚の指先がひょいと相手のアゴを捉える。

　げっ！！

　きっ！　…キッキッキっ！　kissしてる〜〜っっっ!! ??

　………………ッ☆

　あ、あいつ役得だッ　うらやま…　ぃゃ不届きな…ぃや、えーと。

　と、とにかくっ！

　ア然としている年配と、呆然としている若輩を乗せて、タグボートは静かに母船へ

と去って行った。

「…ヤ、ヤニさん………。」

　当の彼女はごく平然とした顔で海面からのハシゴを登って来る。

　手を貸そーかと思ったけど、なんとなく、俺はひきつって壁に貼りついてしまって

離れられなかった…。

「 ぉおや。 坊やさん、どうかしなすッったンですかィ？」

　ニッ、という、笑み。

　十分解ってるくせしてこちらの反応を楽しんでいる。

　ふいっとその限りなく陽気に色っぽくて人生を楽しんじゃってる顔が、大映しにな

った。

　！　ひ、ヒエェっっ

　…ぅ、わ。

　………柔らかい感触………。



（………やっぱ好とは、………ずいぶん違う。…………☆）

「　これっくらいで驚いてちゃァ、いけませンよ。」

　人差し指でチカッと合図を残しながら、ヤニさん退場。

　………ぉ、男の側の立場と都合ってェもんも考えてもらいたいぃぃぃぃっ！

「…あら？　清クン変な顔してどうしたの？」

　からのカゴ持ってランドリー兼バスルームから姿を現わすユミちゃん。

「わっ馬鹿っ☆」

　こ、こんな時に肩に手なんかかけないでくれっっっっっ

　…も、俺は、アセッてトイレに駆けこむっきゃ、なかった…。

　………………。★

https://www.youtube.com/watch?v=mDur9_fM-Kw
津軽三味線　超速弾き tsugaru jamisen quick play 超絶技巧 transcendence

https://www.youtube.com/watch?v=mDur9_fM-Kw


…しかし…（＾＾；）…ｗ

なに考えてコレ書いてたんでしょうねぇ…

当時レッキとした「高校生女子」だった、ワタクシは…ｗｗｗｗｗ

…と、鳥さんが可愛い…ッ♪
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=cZuIckEIMC8
津軽三味線で演奏してみた　　千本桜 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2meWkWqc-I
【和楽器バンド】天樂 Tengaku 【VOCALOID】

https://www.youtube.com/watch?v=_M4K5wk9DCM
林英哲　Eitetsu Hayashi & 木下伸市　Shinichi Kinoshita "-SHI-BU-KI-" 

https://www.youtube.com/watch?v=xwQ3xUlMM1Q
林英哲　Eitetsu Hayashi & 木下伸市　Shinichi Kinoshita "海流　-KAIRYU-" 

https://www.youtube.com/watch?v=GjwoxoRCcRs
夏休み （本当は切ない反戦歌だった？）　吉田拓郎 

…ちなみに清クンは名前を知らないようですが、
ヤニさんの衣装は基本これです…☆彡
　↓

http://brideal.jp/blog/archives/10866
優雅で美しいベトナムの民族衣装「アオザイ」

　↑

（チャイナドレスより動きやすく、えろい♪）

彼女は多国籍いろいろ混血なので、

https://www.youtube.com/watch?v=cZuIckEIMC8
https://www.youtube.com/watch?v=Q2meWkWqc-I
https://www.youtube.com/watch?v=_M4K5wk9DCM
https://www.youtube.com/watch?v=xwQ3xUlMM1Q
https://www.youtube.com/watch?v=GjwoxoRCcRs
http://brideal.jp/blog/archives/10866


民族性にこだわっているわけではなく、

「似合うし♪」と気に入っているだけのようで、

「胸元は日本のキモノ風」に仕立てて、

思いっきり襟を抜いたり、はだけてみたり…ｗ

「いたいけな純情男子を誑かすのが趣味♪」らしいです…☆

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=oo-rQZdZqdA
結〜yui〜 『紅』 

 
ひみつ日記

　洗面所で手と顔を洗って居間へ戻ろうとすると、開けかけた扉（ふだんは手動になっている）

の向うに誰かしらがいるような気配がする。

　ふっ…と、何とはなしに手が止まった。

「………び出して何の用だ、会田？　逢引でもしたいのか？」

「　、…そうやっていつでも相手の足元をすくおうとなさる態度には、あたくし感心できかねま
してよ。」

　うっ　…扉のすき間から声がもれてくる。

　なんとゆーか、出るに出られない雰囲気。

「どうしてもお伺いしたい事がございましたの。かと云って他のかたがたもいらっしゃる所で軽

々しく口にすべき内容とは思われませんでしたし、この船でひとけの無い場所といえばここくら

いのようですから。」

　…俺はだんじて立ち聞きしたくてしてるわけじゃないんだからね姫…っ

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


「　女のほうから迫られても面白くも何ともねェぜ。」

　あくまでも話をおちょくりはぐらかすつもりの好を相手に、ゆかり姫の表情、想像できてし

まう…。

「…婉曲な言いまわしはお嫌いでいらしたのでしたわね。直截に申し上げましょう。お伺いした
いのですわ。

　杉谷さん。あなたはスターエア島で皇国軍司令部司令官室へお行きになられたはずです。

　では、その司令官をどうなさいましたの?! 」

　みぞおちに冷たく突き刺さる、張りつめた声。

「　ふん。」

　俺の親友が鼻で嘲り笑う。

　…ソノ司令官ヲドウナサイマシタノ…

　その答えは、おそらく俺も薄々感づいてはいる、けれどもけっして意識にのぼせたくはない、

なにか、だった…

　好は、これから日本本土に乗りこもうって時に、その１支部とドンパチ追撃戦やりながら、も

つれ込んだりせずに済むように、ってんで先手必勝を決めこんだんだった。

　その本部・司令官室にまで単身乗り込んで行ったのだったら。

　やる事は決まっている…口封じ。

　より上層部へと俺たちの情報が伝わらないように。

　好は肯定も否定もしない。

　ゆかり姫もそのまま黙っている。

　俺の首すじを伝う、汗。



「少なくとも、正行さんがいらっしゃれば、そういう行為をお許しにはならなかった筈ですわ。

」

「その会田サンを探しに来てるんじゃないのか、今は。」

　好、たぶん、いつものあの薄気味の悪い嘲笑を浮かべて。

「…………その通りでしてよ杉谷さん。」

　姫の声はますます硬く強張った。

「そして、ともあれ 今は あなたがリーダーシップを握っていらっしゃるのですから、従いまし
ょう、あたくしもね。

　ただこれだけは覚えていらして下さい。あたくし、あなたのなさりかた、認めませんわ。

絶対。」

「　それが、オレにどう関わりがある？」

　カシャッという低い音。漂ってくる煙草の煙の匂い。

「…いいえ。なにも…。

　後悔、なさいませんように。あたくしこれでも恐い女でしてよ。」

「 ” I know. ” 」

　かつっ。

　ゆかり姫が一歩行きかける、靴のかかとが床にあたる響き。

「考え直せ。と、正行さんならばおっしゃることでしょうね。穏やかに。

　あなたが冷然と人を殺せる人間だなどと知ったら、優実子さん、磯原さんも、さぞ悲しまれる

だろうと思いますわ。



　…おふたりとも、すっかりあなたを信頼していらっしゃるようですもの。」

　エア・ロックの開く音。

　そして再び軽い擦過音。

「…冷然…　信頼ねェ。」

　ふーっ…

　聞き慣れた、煙を輪っかに作る時の、ため息みたいな低いブレス。

　ぐぃ、と、俺と好の間を隔てていた銀色が横に消えた。

「　おまえ、オレを信頼するほど馬鹿か？」

　わからない。

「ユミにはバラすんじゃねェぞ。」

　最後の１本の残ったCABINの箱をライターと一緒に俺に投げてよこしながら、背を向ける一瞬
前のいつもの皮肉っぽい、自負に満ちた笑顔が…

　何故だか哀しく視えた…

　煙草を１本、できるだけ長い時間かけて。

　ゆかり姫、少なくとも俺のことは、心配してくれなくてもいいよ…。

　好がどんな奴だか…　もう、６年越しのつきあい。

　割れたビール瓶１本で７人に重傷を負わせたことも。



　ワナを仕掛けて卑怯な手段でひとりカタワにしちまった時も。

　いつも俺は一緒だった。

　なかばいじょう強引にひきずりこまれて。

　好が、どんな奴だか………

　ヒトゴロシ。

　だけど…　この言葉だけは…

「おまえ、オレなんぞについてっとロクな目に遇わねェもんな。」

　こんな科白をふいっと云われたのは、あれはいつの事だったろう…。

　俺は吸いガラを始末すると、深呼吸して、何喰わぬ顔で、扉を開けた。

「　！　…磯原さん。」

「あれ、清クン、まだそっち居たの？？」

「うん。なんで？」

　あくまでも。俺はウソが得意なんデス。…

「どしたの、ゆかり姫。かお蒼い。」



　白々しい質問だなぁ。

「　あ、いいえ。別に…」

　気づかわしげな視線が走る。

　はん。

　好は奥か…。

「　坊やさん、お嬢さんがた。」

　コクピットからヤニさんが声をかけてきた。

「そろそろ日本が見えてきましたョ。」

「きゃ〜〜〜。見たい。見せてっ♪」

　明るく楽しくユミちゃんが飛んで行く。

　ので、オレもつきあって ”外” を見に移動した。

　倍率をあげてくれたので、蒼い大海原の向う、黒ずんだ稜線がくっきりと浮かび上がる。

　その手前に銀色のかなり巨大そうな海上都市。

　明るかった空は心なし曇りはじめ、左手、南西の方角からかなりの速さで黒雲の端切れが寄せ

てくる。

「…まずいことにひと荒れ来るようなンですョ。今夜あたりちょいと揺れるかも知れませ
んねェ。」

「　嵐になんの？　へぇ♪」



「？」

「清クンてばカミナリ好きだもんねぇ。」

「　加えて。栗原が居るだろ。あいつは地震カミナリめちゃくちゃ苦手なんだ。もぉひたすら騒

ぎまくるんだぜっ♪」

「ホント〜〜〜？　きゃあ♪」

「……イイ性格してますねェおふたかた☆　………あたしも楽しみにしとこ。」

「、どっちがぁ〜？？」

　わめくと、ニンマリ笑ってヤニさんは後部ガレージの連中を呼びに行く。

　ゆかり姫はまだ居間で暗くなったまんま、どっぷり自己嫌悪に陥ちこんで。

((………やめなよ。人を責めるたんびに自分の潔癖さがイヤになるって、きみのしょーもない性
格は、解っちゃいるけど。…今回ばかりは確実に、好が悪いんだからさ。

　…きみの言い分、絶対的に正しい。))

　俺の母親はキリストの信者です。

　汝、殺すなかれ。

　俺が蚊を叩いても怒るという…

　スクリーンの中、大きな雲が「闇の乗手」のように重苦しく走り過ぎて行き。

　部屋の中にも一瞬おとずれる暗がり。

　姫に、なにか言ってあげたいけど、そうすると会話を聞いていたことがばれて余計にめりこむ

でしょう…。

「　ねェねェねェ、清クンったらあ。」



　雲間から、ぱあっとまた陽光がそそいだ。

「ここ、太平洋側でしょ。日本のどのあたりなのか、判る？」

「え？　んーっと、」

　Ｏ市は内陸都市だったし、 ”海” と云えばどっちかってと日本海側を指す。

　俺は急にふり向いたまぶしさに、小手をかざして目をしばたいた。

　コンソールに指を伸ばして、これだけはやっと覚えたスクリーンの倍率操作。

　目盛りをあげると海上都市の像は手前にずれてぼやけ…

　浮かび上がる海岸線の遠景。

　乏しい地理的知識を総動員して推理する。

「　う〜〜〜ん。…」

　頭をひねりながらユミちゃんのそこに居てくれることに感謝していた。

　まったくのところ、好がユミちゃんにだけはよわいっていうのも、単なる血のつながりなんて

ものだけが理由じゃあないと思う。

　そうではなくて、彼女は本当に、護られるにふさわしい特別な女の子なんだ。

　特別な。

　…俺、６年近くつきあっててユミちゃんの落ちこんだりヒガんだりしたところって、想像すら
出来ない。

（スネるとかヒスおこすとかは時々してるけど。）

　何があっても曲がらないし、負けない。

　どんな時にも物事を明るいほうへと持って行くことのできる天才で。



　……花にたとえるならキミは向日葵（ひまわり）そのものなんだろーね、ユミちゃん。

　見ているとこっちにまで太陽エネルギー、充電されてくる…。

「皇国とやらの ”首都シゾカ” って、シズオカ のことかなあ？　だとすりゃ富士山みえてもいい筈
なんだけどね。」

「あ。見たい、それ♪　あたし未だ見たことないっ！」

「きれいだよ〜あれはホントに。」

　なんせここは俺たちから見れば未来世界？で、地名や単語の発音なんかが大分ちがいがある。

　古語…とまで俺達の口調が古めかしく聞こえるってわけでもないようだったけど、流行語はも
ちろん、新造語とか、日本人お得意のガイライゴ、なんかでは、ヤニさんや皇国軍の兵士たちの

言葉遣いの中にもずいぶん判らないものがあった。

　そこはそれ、宇宙から降りて来たばかり、てことで上手く誤魔化したけれど…

　



（11月16日）　「…悪いことにここは皇国で、国民総背番号制なンですさ。」

https://85358.diarynote.jp/201611162220502112/

（５）。

2016年11月16日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=GKRHNCfWwCY&index=4&list=RDJKBiO2MZSvg
結〜yui〜 『春の海〜結バージョン２〜』

https://www.youtube.com/watch?v=x_CzD0GBD-4&list=RDJKBiO2MZSvg&index=11
Yoshida Brothers - Rising from Best Of Yoshida Brothers　吉田兄弟 

「ヤニさんさ、なんで最初の名目、通さないわけ？　俺たちって確か親の遺品を祖国

にかえしに来たケナゲな青少年御一行さまじゃなかったっけ。身分証明だって偽造の

やつ、ちゃんと持ってるし。」

　銀色をした巨大な海上都市、実は皇国軍の一大方面危地（げっ！）でもあるそうで

、そこの入国管理署で例によって船荷証を見せろ、いやですョ、の遣り取りをした

挙句、 "さる御方" がどうのこうのをまたも押し通したヤニさん。

　いきなり態度の変わった小役人どもに書類が整うまでＶＩＰルームでお待ちを、と

か言われてすたすたと歩き出してしまうのへ、慌てて俺とユミちゃんとで追いついて

。

「………あァ。」

　ニヤニヤと、しよーもなく無法者的な笑いが彼女の頬に浮かんで消えた。

　さすがに皇国軍基地内のこととて声のトーン、落として。

「坊やさんにお嬢さンといい、説明しとかなくても適当に話を合わしてくれちまう頭

の良さには、この火喰い竜のヤニ、感謝してるンですョほんとに。

https://85358.diarynote.jp/201611162220502112/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611162220502112/
https://www.youtube.com/watch?v=GKRHNCfWwCY&index=4&list=RDJKBiO2MZSvg
https://www.youtube.com/watch?v=x_CzD0GBD-4&list=RDJKBiO2MZSvg&index=11


　いえね。Point.Pから地表へ降りて来る分にゃそいつが一等うるさく言われずに済む
ンですがね、

　…悪いことにここは皇国で、国民総背番号制なンですさ。」

「　え？」

　早い話が、なに、親の遺骨の埋葬に来た？　じゃ、その親の皇国臣民番号を言って

みろ、っつわれて…

　コンピュータに照合して、該当番号が見つからなけりゃ、それでチョン。即座にス

パイ扱い。

　…ことほど左様に一般人の動向管理にはやかましく。

「もちのろん、回線に割りこんでニセの情報を与えるとか、裏の手口が色々と、無い

わけじゃァ、ござンせんけれどね？　今回は急に入った仕事で、そこまでは手ェまわ

す時間がありゃしませんでしたのさ。」

　そうなると、ちょいと強引ではあっても、"特権階級" の一員になりすまして見せ
ちまったほうが、かけひき次第でいくらでも無理が効く。んだそうで…

｛　ＶＩＰ３名様ゴ案内。ＶＩＰ３名様ゴ案内。｝

　コトコトと耳障りでない程度にあたりにむかって呟きながら、案内用ロボットが

一台、俺たちの前をころがって行く。

　 ”賞金首" という事にされてしまった好やゆかり姫たちは、MISS-SHOT の中でお留
守番ね。

　………これが悪かった。

　これが良くなかったんだ、絶対に…。

　どーせ後で「内部の様子はどうだった」とかなんとか好に尋問されるに決まってン

だからと、俺はあたりをキョロキョロせっせと、まぁ結局は自分自身の好奇心半分だ



ったけれど、観察してた…。

　と、廊下の向うから角を曲がって別の一行がドタドタとやって来る気配。

「…うっうっうっ。兄貴っ。鋼（はがね）の兄貴よォ…」

「しっかりしろ鉄文字！　傷は浅いぞ！」

「うっうっうっ。おれのことなんざどーでもいいんだよ叔父貴ぃ…　うっうっうっ。
カタキを…　早く鋼の兄貴のカタキを取ってやってくれ…　ぅっく。

　おれが病院送りになってる間にみんな死んじまうなんてよォ…　うっうぅ。」

　…なんか、担架で運ばれながらの男泣きって…、

　悲壮だなぁ…

「　泣くな。今、全力をあげて下手人を探させているからな！」

　カタキに下手人…

　あいつら、 "組" の人間だろーか？

　なんつう大時代的な…

　ピコンピコンと俺たちの案内ロボットがウィンカーを出して、廊下の脇に寄るよう

合図する。

　どうやら相手方の案内ロボットに指示された優先順位のほうが格が上らしい。

「へーへー。」

　大人しく立ち停まる俺たちに、担架でかつがれた甥っこ、なにやらエライ人間そう

なその叔父貴、担架かつぎにその他数人の随行…という一団はまるで無関心に近づい
てくる。

「あいつだ…　あれだけの機動力のある兵を使いこなせる男といえば、太平洋方面の



反皇勢力では、ヤツしかいない…」

　『叔父貴』殿、こぶしを握り締めてヴ〜グルルルル…とか唸って。

「見ていろよ…スターエア独立解放戦線副将・尾崎済っ！」

「誇りある皇国軍司令官たる兄貴・権藤鋼（ごんどう・はがね）をその手にかける

とは…っ!!」

　……………………え？

　ひきつりきって俺たち３人は、顔を見合わせた。

　好が居れば…

　好が居さえすれば、おそらくこういう事態には陥らずに済んでいただろう。

　記憶力抜群の奴なら、まず廊下の向うの男泣きの声を聞いただけで、三十六計の必

要性を感じとっていたはず。

「うっうっうっ。それにしても兄貴よォ…」

　せめて。

　この時点で俺だけでも、とっさに壁のほうへ向くなり何なり、していれば…

「うっうっ。う…！　………あ”〜〜〜〜〜っ！！」

((　Oh,...　MY GOD !!　))

　俺は十字を切った…



「　どうした鉄文字！　傷が痛むのかッ?! 」

「こっ！　ここっこっこっこっこ、ここのこのこのこの…ッ！」

「なんだっどうしたんだっ」

「…このガキッ！　おれを撃ちやがったヤローの片割れのひとりだっっっっ!!」

　アーメンッ！

　両肩の貫通銃創に巻かれた真っ白い包帯も痛々しく、むりやり上体を起こしてしま

った酔っぱらいの皇国軍人、ゴンドウ・テツモジとやらの指は…

　真っ直ぐに、俺をさしていた…。

「〜〜〜ッ！　これだから俺は自分の顔が嫌いなんだッ！」

「馬鹿なこと喚いてないでっ?!　逃げるのよ！」

　ユミちゃんが俺の腕をひっぱる。

　ヤニさん腰のレイガンを最強レベルで、横ざまに薙ぎはらい。

　さすが軍人、ばらばらっと慌てて倒れ伏す奴ら。

「　おッ追え〜追え〜追え〜ッッ!!」

　『叔父貴』殿が、なかば悲鳴といった感じで叫ぶ。

「ごめんねっ！」

　どっちに謝ったものやら。

　ユミちゃんに蹴たおされて円筒状のガイドロボットが意外に軽々とすっ飛んで行く

。



「 ぅ、わ〜〜〜〜っっっ」

　…ぅ〜んっ。

　この凶暴性は血筋なのかな？　くっちゃんの教育のタマモノなのかな…？？

「　！　そっちじゃない、こっちっ！」

　来た道をすなおにとって返そうとするユミちゃんを、今度は俺が引きずって。

　MISS-SHOT の停めてある甲板への最短距離（だろうと思う）を走りだす。

　へっへっ、ダテに構造、観察していたわけじゃ〜ないもんねっ♪

「………誰かっ！　そいつらを捕まえろっ！」

　角ひとつ曲がるあたりで『鉄文字』どんの息もたえだえな怒鳴り声がした。

　俺たちが行こうとしてる廊下の向う側にも、騒ぎを聞きつけてやって来る巡回兵た

ちの姿っ！

　俺はとっさに壁の非常ベルへと駆け寄り…叩き割った！

　鳴り響く、けたたましい音。

「　早くっ！　奥の方へと侵入したぞ、反皇勢力の奇襲だっ！」

「はッ！」とか応えて兵たちはバラバラと…

「……ッ違う違〜うッ！」

　背後でわめく負傷者のドラ声よりも強烈なベル音の下では俺の喉のほうが絶対、よ

く通るもんねっ♪

　ところが職務に忠実なる巡回班長か何かが足を止めかける。



「将軍閣下は？！」

「御無事だ！　こっちはいい、賊を早く！」

「はっ。それでは一名残しておきますのでっ！」

　………いかにも武骨そうな皇国兵士一名、残されて行かれたっても、困る。

「………しょーがない。ユミちゃん、気絶して。」

「　え？　あ、うん。」

　いきなりくたくたっと倒れこむ。

　のを、ヤニさんそれこそ必死！って感じで慌てて抱き止めて。

「 きゃあああああ！　お嬢さンっ！　しっかりなすって下さいましッッッ！」

　う。普段より１オクターブは、声が高いな…。

「そこの兵隊さン！　早く！　医務室までお嬢さンを抱いて行って下さいましなッ！

」

「え？　ぃやしかし自分は将軍閣下を…」

「あちらは随行員のかたが沢山いらっしゃるンですから大丈夫ですョ！　それともな

ンですかぇ？　あンたさんはこなたのお嬢さンが心臓発作でおかくれになっても構わ

ないと、そうおっしゃるおつもりなンですかッ！」

　これだけの美女に物凄い剣幕でつっかかられて動転せずに済む男ってのは、まずい

ないだろうと思う。

「…あ、いや。…」

　オロオロと近づいて行く。ヤニさんの眼はチカッと光って他の兵達は廊下のかなた

に姿を消してしまった後なのを確認し。



　ずん。

　たった今までかぼそい少女のユミちゃんひとりの重みにさえ耐えかねる風情に見え

ていた楚々とした美人女官、白い拳が相手のみぞおちに吸い込まれ…

　あっさり、骨太の大男、殴り倒してしまった…。

「もういーい？」

　ぱっちりと無邪気に瞳をあけるユミちゃん。

　俺は銃で配線、焼き切って、ようやくにのとのとと追いかけて来はじめた『叔父貴

』こと将軍閣下たちとの間にアカンベをしながら防災シャッターを降ろしてやった。

なんかこのアニメ凄ェいい♪

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=QVlv4JrmVnQ&list=RDJKBiO2MZSvg&index=12
脱兎-Datto-

＞　…悪いことにここは皇国で、国民総背番号制なンですさ。」
　↑

ちなみにコレ書いてた１９８０年代、まだ噂ばかりで、

「そう簡単に実現はするまい」と、思われておりました…★

★…（〜〜；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=sKXAZVhjkDc&index=13&list=RDJKBiO2MZSvg
YUI & THE PYONKO BAND / Tsukishiro No Sora (月白の空)

＞「…うっうっうっ。兄貴っ。鋼（はがね）の兄貴よォ…」

https://www.youtube.com/watch?v=QVlv4JrmVnQ&list=RDJKBiO2MZSvg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=sKXAZVhjkDc&index=13&list=RDJKBiO2MZSvg


違います。（＾＾；）「錬金術師な」兄貴じゃありません…☆

https://www.youtube.com/watch?v=0p_yo_VGOSw&list=RDJKBiO2MZSvg&index=18
Yoshida Brothers - Ibuki

＞円筒状のガイドロボット

はい。これです。（＾＾；）↓

http://www.starwars.jp/wiki/R2-D2

https://www.youtube.com/watch?v=5DbDyMshloE&list=RDJKBiO2MZSvg&index=8
hanamas / LIFE
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（11月17日）　末梢されている…★（＝＝＃）★

https://85358.diarynote.jp/201611170939199641/

【重要】室内の結露水を完全に拭き取ること。ありとあらゆる汚

染物を包摂した結露水から、結露が解消した時に水と一緒に汚染

物が空気中に出てくる。

2016年11月17日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年12月12日 

【重要】室内の結露水を完全に拭き取ること。放置してはいけない。

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
窓の結露水を放置するとどうなるか。

ありとあらゆる汚染物を包摂した結露水から、結露が解消した時に水と一緒に汚染物

が空気中に出てくる。

あるいは微粒子が窓に残って再飛散する。

https://85358.diarynote.jp/201611170939199641/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611170939199641/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161117/85358_201611170939199641_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161117/85358_201611170939199641_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161117/85358_201611170939199641_3.jpg


遅め？ようございます。０９：１７です。

「休日ダイヤ」で順調に運行中です…☆

札幌は現在すでに＋４℃まで気温上昇しましたが、未明は＋２℃。

夜半はついに！

「窓枠が凍結」し始めていました…★

（…早いよ…（－－；）★…まだ１１月中旬だよ…？？）

https://www.youtube.com/watch?v=1uQqN2g-KV8
THE BLUE HEARTSメドレー(Non-Stop) 

てことで暖房費がコワイ今冬です…★

…線量は、低いんですが…★（－－＃）★
　↓

2016年11月16日（水）【当日】
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
　↑

今日は１７日だっっっ★

（そして、こっちのデータ↓からは、昨日の、

http://new.atmc.jp/prefs.cgi?pref=01&mode=
【 倶知安 ０．１ μ 】…
注：【避難準備】 レベル！…。
　　　　↑

が、末梢されている…★（＝＝＃）★

◆地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.7】国後島近海 深さ111.3km 2016/11/17 06:48:58

★地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M3.5】津軽海峡 深さ126.9km 2016/11/17 06:35:36

★地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=1uQqN2g-KV8
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://new.atmc.jp/prefs.cgi?pref=01&mode=


【M2.7】青森県西方沖 深さ18.2km 2016/11/17 06:02:40

★地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.0】津軽海峡 深さ129.9km 2016/11/17 00:37:11

◆地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ69.3km 2016/11/16 21:10:26

ホワイトフード @whitefood1 · 13時間13時間前 
11月16日20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/CxYSaMeVQAAL-1T.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【上川・留萌地方 気象警報（解除） 2016年11月16日 15:56】
上川・留萌地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

留萌地方では、強風や高波、電線等への着雪に注意してください。上川、留萌地方

では、大雪やなだれに注意してください。

ホワイトフード @whitefood1 · 20時間20時間前 
11月16日14時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が25箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CxW9nJcUkAANY59.jpg

◆地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M3.0】根室半島沖 深さ61.9km 2016/11/16 12:40:29

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11月16日 11:37】
上川地方では、１６日昼過ぎから１６日夕方まで大雪に警戒してください。

［上川中部］大雪

ホワイトフード @whitefood1 · 11月15日 
11月16日8時01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/CxVrFpZUAAAartL.jpg
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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11月19日7:27
2016年11月17日（木）【前日】
01:00 0.034 0.034 0.034 6 
02:00 0.034 0.034 0.034 6 
03:00 0.034 0.034 0.034 6 
04:00 0.035 0.033 0.034 6 
05:00 0.034 0.033 0.034 6 
06:00 0.034 0.033 0.034 6 
07:00 0.034 0.034 0.034 6 
08:00 0.034 0.033 0.033 6 
09:00 0.034 0.033 0.033 6 
10:00 0.034 0.033 0.033 6 
11:00 0.034 0.033 0.033 6 
12:00 0.034 0.033 0.033 6 
13:00 0.033 0.033 0.033 6 
14:00 0.034 0.033 0.033 6 
15:00 0.034 0.033 0.033 6 
16:00 0.034 0.033 0.034 6 
17:00 0.034 0.033 0.034 6 
18:00 0.035 0.034 0.034 6 
19:00 0.035 0.034 0.034 6 
20:00 0.035 0.034 0.034 6 
21:00 0.034 0.034 0.034 6 
22:00 0.034 0.034 0.034 6 
23:00 0.034 0.033 0.034 6 
24:00 0.035 0.034 0.034 6
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（11月17日）　((　黙示録の世界だな。 ))

https://85358.diarynote.jp/201611171930032331/

変更。　（６）＋（７）。

2016年11月17日 リステラス星圏史略　（創作）
https://www.youtube.com/watch?
v=jqtxwpwX2jU&index=32&list=RDJKBiO2MZSvg
JapA - Japanese Traditional Music 

https://www.youtube.com/watch?
v=Z1fTbDJiyrM&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
Yoshida Brothers - Storm 

https://www.youtube.com/watch?v=EQDV5hj0mHM&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
Hiromitsu Agatsuma-Yuu

https://www.youtube.com/watch?v=wQqQb40-dTE&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
Yoshida Brothers - Nikata from Yoshida Brothers II　吉田兄弟

　

「…あ”〜〜〜〜もうッ！　これで当分、 ”火喰い竜のヤニ” さンは、皇国軍関係の仕事
はできゃしませンよ！　いい儲け先だったてェのに、まッたくッ!!」

　問答無用。派手にヒステリー起こしながらヤニさん MISS-SHOT を緊急発進させ。

　その間に俺は事情説明をする。

　好、ひと言。

「　この馬鹿。」

「好きで目立つ顔に生まれたわけじゃねェよっ！★」

https://85358.diarynote.jp/201611171930032331/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127020/452218/14482a38c02b9d58357a/10141/epub/OEBPS/image/85358_201611171930032331_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jqtxwpwX2jU&index=32&list=RDJKBiO2MZSvg
https://www.youtube.com/watch?v=Z1fTbDJiyrM&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
https://www.youtube.com/watch?v=EQDV5hj0mHM&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=wQqQb40-dTE&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27


　などと、やっている暇に次々と飛びたってくる皇国軍の追手ども。

　折しもあたりは暗雲たちこめ…

「お〜、後方２００km、台風が来てんぞ栗原 ♪ 」

「おぁ？　マジかよ、ひぇぇっ」

　ひろと先輩もまぁ、嬉しそーに。

「こりゃ、落雷の危険性があるなァ」

「ひとまず雲の上に出ますよ旦那がたっ！」

　ヤニさん一人がマジをやっていた。

　……入り乱れる雲と空間との混沌を射しつらぬいて、紫に黄色に、狂った陽光が神
々の太い柱めいて垂直に海原へと落ちこんでいる。

　蒼々として深いはずの海もいまは奇妙に光をはらむ銅鏡のにび色。

　すべての不安と昏いよろこびとを呑みこみはねかえし、妖かしの美しさのなかで銀

青色の透かし編みの波頭だけがうねうねと、うねうねと、蠢き、無限界のパターンを

ひろげる…

　そのさなかを、ほぼ４５度、という凄まじい角度を保って真紅の燃える船はまっし

ぐらに駆け昇ってゆく。

　惑星海をおしわたる宇宙の船だ。

　それは、当然、近距離用のパトロール機群など追いつける速度ではなく。

　みるみる海面は足下に遠のいていった。

「　ぅっわぁ！　凄いわ、もう引き離しちゃった！」

　嵐雲の腹ン中に飛びこむなりユミちゃんがはしゃいで叫ぶ。



「まだまだっ！　レーダーレンジから出てもいないんですヨ！」

　ぐぅっと回頭させてスクリーンに現われたエアポケットの表示を避けながら、ヤニ

さん。

　雲海の上に脱け出るとそこは一転して静謐な、輝白色と冷たい陽光との二元的世

界だった。

「…ふっわぁ…。天国だぜここ。」

「ほんと。歩けそうよあの上っ♪」

　地平線ならぬ 雲平線 が見える。

　ゆかり姫がなかば呆れた目をして呑気な俺たち２人を見ていた。

「後方３０００ｍ自動追尾ミサイルっ！」

　ひろと先輩が喚く。

「それッくらい躱しますョ。５００まで来たら教えとくんなさィ。」

「たいへん！　これからどうせ揺れるんでしょう？　おじいさんと赤ちゃん…！」

「えぇ。忘れていましたわね。」

　女性２名が慌てて退場。俺はかたわらに立つ好の横顔を見上げた。

　ひろと先輩の椅子の背に軽く片手をかけて微動だにせず、小憎らしいほど落ちつ

き払った三白眼で素早くスクリーン上に現われる全情報を読み取り続けている。

「なんだ？清？」

　振りむきもせずに、訊いた。

「　うん…」



　俺はすこしためらい、背中から頭頂にかけて 体のなかに 一本の光の束を放りこまれ
たような、現実離れした感覚を持てあます。

　久しぶりだ、これ、が来るの…

　まるで肉体の奥のどこかから、皮膚の内側に向けて走馬燈を投影してでもいるよ

うな…

　肉眼を閉ざして見つめようとすれば溶けて流れてすぐ消える。

　それでも、印象のわずかな断片として記憶にのこるのは。…

「…前と、下が危険だ、好。それ以上のことは言えないけど。」

「前と下…？」

　ひそめた眉の奥から、きら、と閃いて、茶色の眼が一瞬俺の表情を窺う。

　例によって襲ってきている悪感と、鈍い頭痛。

　立ちくらみに似た幻惑感。

　う〜〜。

　肩に手がまわった。

「ヤニ、回頭しろ。高度をとって逃げる…」

　と、言わせるひまもなく、

「　ぅわっ！…ぅわわわわわっ!! 」

　栗原が前を指して叫ぶのと MISS-SHOT が信じられない勢いで船首を振るのとが、
ほぼ同時だった。

　爆発。



　衝撃。

「きゃーーーーっ！」

　うしろのほうで悲鳴が聞こえる。

　……真っ黒い、地獄の闇もかくや、という、光もはじかない無気味なかたまりが幾
つか、一瞬の勢いで視界のすみをかすめ過ぎた。

「フェライトだッ！」（※）

　わめく栗原に、

「　おー、雲海を煙幕がわりにしやがったか、」

　異様に動じない先輩。

　ほとんど文字には書けない悪態を滝のごとく並べたてて、ヤニさんは必死の回頭を

続けている。

　凄まじく揺れる。　

「………しようがねェな。反撃にうつるか。」

　好のうすい唇のはしがまくれあがって、はっきり、愉しい…ととれる、狼のような
微笑を、酷薄に浮かべた。

　好は。

　殺すだろう。

　また。

　…確定した事実。そしてそれのせいで、好に人が殺せる、人を殺すのを愉しむこと
さえできる、という、薄々は悟っていた恐怖を、俺はまのあたりにしてしまった…



　その、ひとつことのせいで。

　俺には口を開いて言うことが出来なかった。

　予感している不安はフェライトンミサイルなんかじゃない。

　もっともっと危険で、不可避な事態なのだ。と…

　また揺動。

　支えられている俺はぐらつくこともない。

　その腕を、外して。

「…うしろ、手伝ってくるよ。」

「……あぁ。」

　俺の表情など、好は振り向いても見なかった。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（以下、「ひみつ」文中へのＢＧＭとコメントｗ）

（ちなみに欄外に、「あ、文章が栗本薫してるっっ」て書いてある…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=jQXhO9MMqFs&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27&spfreload=1
Rin’ - Sanzen Sekai (三千世界) 

https://www.youtube.com/watch?v=JePmI6n_DNk&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
和楽・百年夜行 Feat.鈴華ゆう子 [Waraku・Hyakunen Yakou feat. Suzuhana Yuuko] 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2meWkWqc-I&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27

https://www.youtube.com/watch?v=jQXhO9MMqFs&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=JePmI6n_DNk&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=Q2meWkWqc-I&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27


【和楽器バンド】天樂 Tengaku 【VOCALOID】

（※フェライト：　知ってると思いますけど、すべての電波を吸収しちゃって、まったくレーダ

ーに映らない…という、米軍の開発した特殊塗料。黒い。）

（　↑　１９８０年代情報。（＾＾；）

　２０１６年に検索してみると…★

http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2011-02/14/content_21918227.htm
米ステルス機開発　日本の助けを借りていた？

http://plaza.rakuten.co.jp/mcneill/diary/200408190000/
2004/08/19 
ステルス技術は日本が起源？ (4) 
（テーマ：戦争反対(1002) ）

おやおや…ｗ（－－＃）ｗ…★ 

＞「直下の気圧、９０２mb。おー！　完全な台風だこれは

…「みりばーる」…ッ！ｗｗｗ

 
ひみつ日記

　

「いいですかぃ、あたしが合図したらその黒のレバーを思いっきり引いて下さいョ、ひろとの

旦那。こっちにだって切り札くらいちゃんと有りますのサ！

　雲ン中へ戻りますョ！」

「直下の気圧、９０２mb。おー！　完全な台風だこれは、栗原。カミナリが鳴ってんぞ♪」

「ぎゃ〜〜〜〜!!　やめてくれ〜〜〜っっ」

http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2011-02/14/content_21918227.htm
http://plaza.rakuten.co.jp/mcneill/diary/200408190000/


「ユミちゃん、ゆかり姫。」

　薄暗いガレージをのぞきこむ。

「まだ相当続くみたいだよ。なんか手伝うこと、」

「こちらはいいですから、磯原さん…」

「清クン！　助かったァっ！」

　あ〜んっ、と泣かんばかりの表情でユミちゃんは叫んだ。

「おじいさん何とかしてよぉ！　前でソファーにでも体を固定しなきゃあ、傷口が開いちゃう

のにぃっ！」

「どれどれ、」

　そういう仕事なら、わりと俺の管轄だ。

　のこのこガレージに入っていく背後では、ほとんど喧騒、という勢いで、ヤニさんひろと先輩

が数値と指示の応酬をやっている。

　ぐん！と大きな転進。

　再びの爆発音。

　振り向けば船はいまにも雲海のさなかへ沈みゆこうとし、さあっと暗くなる、コクピットも居

間も。

　ぎゃあぎゃあぎゃあぎゃあ〜ッ！

　栗原が決死！とばかりに喚く。

　ときおりの好の落ちつきはらった命令。

　あざやかに世界を照らしだす光芒。



　遠く近くの巨大な稲光…

　…音は、聞こえない。

((　黙示録の世界だな。 ))

　俺はガレージの片すみに体を固定してしゃがみこみ、ユミちゃんの声を聞き、おじいさんに理

由を尋ね、…しながら…、

　どうしようもなく、心眼はその幻影を追いつづけていた。

　青、とも蒼ともつかない、満天を貫く輝光の網柱。

　それを逆光に、浮かびあがる好の、昏い、影。

　…

　（別離。）

　その単語が、ようやくに頭のなかを翔びかう不安の、制御できない本流に当てはまった。

　それとも、離散、というのにもあるいは近いのかも知れない。

　つい目前の ”孤独” と ”彷徨” 。

　そしてはるか彼方の、本当に決定的な…

　たとえば今この船に乗りあわせている全員、会田先輩、月に残してきたくｔっちゃん達、出会

った、これから出会うだろう、多勢の人々…

　そのすべてが、奇妙に交錯し、やがては互いに離ればなれになってしまうだろうという、認識

。

　さだめ、られた未来。



　俺が、死んでしまってもう好には話しかけられない。と、……哀しい想い。

　すべてが透観できた。

　ほんとうに、その一瞬だけは、俺にはなにもかもがあらかじめ判っていたんだ。

　みんな去ってしまうこと。

　そして、

　いちばん可哀想な、…………俺の好……。

「…清クン？　瞳が光ってる。」

　…はっ、と、我にかえった。

「　えっ？」

　けげんそうに、俺を、ただ見まもるように覗きこんで、ユミちゃんがいる。

　超感覚は溶けさるように消え、たった今までいったい 何を 視ていたのか、そもそも何事かを ”
視て” いたのだ、ということをさえ、俺の胃識はもはや覚えてはいないのだった。

「なんだって？」

「　瞳がね、一瞬なんだけど、光を放つみたいにして、こう…」

「稲妻のせいでしょう。それより本当に、いつまでもこちらに居るのは危険なように思えま

すわ。」

「あ、うん。」

　俺はおじいさんの移動に注意を戻した。

　どうもこのおじいさん、妙に自分を苛めているというか、他者から優しくされたり気を遣われ



たりすると、拒絶反応を起こしちゃう風なんだよね。

　放っておけばユミちゃんに傷の手当てさえさせないんじゃなかろーか。

　それも、単にへんくつとか、人嫌いで、といった理由からじゃないらしいんだ。

((　う〜んっ　))

　先刻から何度目かの「わしはここでいい。」

　依怙地なな科白のくりかえしを聞きながら俺はツメを噛んだ。

　ガレージの片すみにうずくまり、ほとんど根暗く自分の内に閉じこもりたがっている白髪の

老人。

　放っておいてもいいけれど、彼を動かさない限り女の子たちも戻りそうにないし、ここはひっ

きりなしに揺れるし。

　衝撃のたびに俺たちの掴まっている鎖はギシガシャと不吉な響きをたてて軋む。

　クォクを床に繋索してあるやつだ。

　十二分な強度をとってあるだろうとは、思うんだけれど…

　クォクの重量って、１００kg単位だぜ？

　もし、１本でも鎖が切れたら…

　そう考えると、さっさと前部へ移るにこしたことはなかった。

「わしには、片隅が似合っとる。放っておいてくれ。」

「ですけれど…」

　なかば理由もなく依怙地になっている老人に、しつこく喰いさがっているゆかり姫。

　それをさえぎって俺は行動を起こした。



「そいじゃお言葉に甘えて。」

「磯原さん!?」

　さっさと立ち上がり、揺動のなかユミちゃんの腕から赤ン坊かっさらう。

　……う〜ん、このコ、大物になるぜ。

　この騒ぎのさなか、目を覚ましもせずに…。

「　本人がそうしろってんだから、置いてこーぜ。それにべつに前に居れば安全、てのが保障さ

れてるわけでもないんだし。

　ミサイル被弾して俺たち全滅しても、案外バヌマさんだけ救かったりしてね。」

　そう言って、さっさと居間へと引きあげてしまう。

　とっさのことに途惑っている姫ひっぱって、もちろん、バヌマ老お大事の ”和子様” 抱いて。

　ユミちゃんに言わせるとその時おじいさんは、 ”怒っているんだか、笑っているんだか、さっぱ
り判らない” 奇妙〜な表情を浮かべて、ようやっと重い腰をあげてくれたんだそうな…。



（11月17日）　「知るもンですかっ３次大戦以降、地表の気象にセオリーなンざあり
ゃしませんよっ！」

https://85358.diarynote.jp/201611171934004218/

（８）。

2016年11月17日 リステラス星圏史略　（創作）

「…ぐぅえぇ〜っっ酔ったッ！」

　エアロックをぬけて居間へ戻る。

　と、丁度コクピットでは栗原が、海老さんになって自己主張をしていた。

「　清。」

　器用にミスター・スポックばりに片眉をつり上げて、好は俺を見る。

　へーへー。

「だーいじょうぶかよ、栗原？」

「栗原さん。」

　クラスメイトでもある姫が、やっぱり修学旅行ン時の盛大な酔いぐあいを思い出し

たんだろう、心配げな顔をするのへ、ひょいと赤ン坊を預けてしまって。

「や〜い、情緒不安定。ガキッ」

「　るせ〜〜…ぎゃーーーーーっ!!」

　悲鳴は、もちろん、雷が光ったせいだ。

「…大気中に硫酸！」

https://85358.diarynote.jp/201611171934004218/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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　ひろと先輩が赤い警告灯より速く叫ぶ。

「濃度は…」

「…なァんですってェ！」

　暗視画像と動物的カンだけで船を動かしているヤニさん。また一連の悪態を語彙の

尽きる気配もなく並べた。

「畜生！グリーンフォグ（緑霧）ですョ。この大嵐のせいで、こンな所まで!!」

「どうなるんだ？」と、好。

「船殻が熔けちまいまさァね。せっかくの民間御禁制のフェライトン加工が。」

　げ。

　つまりまた一方的に敵さんに追いまわされる役なわけ？

「お、なんでもいい。早く台風から出してくれえっっ」

「悪いが、前方２５０km、竜巻発生だ。ポイント139.67°〜135.5°。」

「…緑霧湾…真上じゃ〜ありやせンか……」

　ヤニさんが頭を抱えた…い。という表情を、操縦桿握りしめたまま、した。

「ふん、気に喰わねェな」

　好のオハコが出て。

「何故、日本上空でこの季節に。…この嵐はちょいと異常じゃないのかヤニ？」

「知るもンですかっ３次大戦以降、地表の気象にセオリーなンざありゃしませんよっ

！

　これじゃあたしゃァ皇国軍から逃げているやら自然と闘っているのやら………ッ!!」



　またブン！　と唸って機体は左右に振れる。

　突風。

　乱気流。

　エアポケットに竜巻と。

　なんでもござれだ…

　おまけに数撃ちゃ当たるの確率論式弾幕ミサイルを相手の、ひっきりなしの緊急

回頭。

　栗原じゃないけどこれは…

　う。

　まずい。シンクロしちまいそうだ。胃が。

「…ふんぎゃーーーーーっっ」

　泣きだしたのは、栗原じゃない、ゆかり姫の腕のなかの赤ン坊だった。

「きゃ。ど、どうしたら、」

「無理だわ。この状態じゃ、」

「泣かすな。」

　またしても好のひと睨みが俺に跳ぶ。

　ンなこと言ったってなーーー！★

　俺自身、おぞまったらしい暗緑色に濁ってゆく窓の外をちらりと視ただけで、言い

ようのない背すじの粟だち、理屈ヌキの嫌悪感、に、やられっちまってゾクっときて

るのに、（…それにしちゃ他の連中は平気なみたいだが…）、立っているのも難しい



揺れのさなか、どうやって、

　…だいいち、さっきの超常感覚のショック症状から、俺まだ立ち直ってない！

　………それにしても本当に、なんていう……

「　ぐえ〜〜〜」

　潰れている栗原をなんとか抱え起こそうとしながら俺の眼は、抗いようもなく緑霧

、いっそ麗しいとさえ錯覚できるほどに歪んだ色彩の、奇妙に光を含んだ昏さ、に、

ひきつけられていた。

　しきりに赤ン坊は泣く。

「　…　まだ、目覚める時間ではないはずだ。　… "アトル" が、穢れているのか。…
」

　他の人間には意味不明のことを呟きながら、白い包帯のバヌマ老人は支えようとす

るユミちゃんの手からぬけて。

　ぐったりと重いラグビー部主将の図体を、腕一本、掴んだだけで楽々と持ち上げて

しまっていた。

「　わ！」

「おじいさん！　駄目よ、そんなことしたら傷が開く…っ」

「コクピット内で吐かせてもいいのか」

　うっそりと言ってバスルームへ向け歩きはじめて、赤ン坊を抱いたゆかり姫に、

「来なさい。操縦の邪魔になる。」

「…あ、はい。…」

　それで、なんとなく俺たちは、エアロックは開け放したままバスルームと、その前

の通路に移動することになったのだった。



「…針式のじゃなくて良かったわ。」

　ユミちゃんはひどい揺れのなか、どうにかしてクォクから医療用キットを取り外し

てきて、たぶん酔い止めの薬だろう。浸透圧式注射器を栗原に押し当てる。

　耐えきれずにゲエゲエ吐く背中を老人の武骨な掌が、静かにやさあしく、なぐさめ

るようにゆっくりとさすっていた。

　ゆかり姫はまだオロオロしている。

　と、

　…ズキン！

　ほとんど物質的な痛みをともなって、恐怖が俺の脳裏をつらぬき奔り抜けていった

。

((　………　好っ　))

　振り向いても声が出ない。

　さきほどの超常感覚の、これは続きなのだった。

　危険だったのは前方と下。

　皇国軍に追われ、嵐にもまれ、もはや避けようもなく、その…

　まっただなかに、あって。

「前方７０、ミサイル視認！」

「あらョっと！　甘い！」

　ヤニさんの熟練した腕が急速に、しかし安定した軌跡を描いて MISS-SHOT を回頭
させる。



　…………　ガクン　!!

　船を呑みこんだのはエアポケットだった。

　一瞬、気の遠くなるような衝撃と閃光。

　破壊される音。

　かすかに俺は視た。

　宇宙空間用の自由貿易船とは言い条、ミサイル数基の直撃に、ぶ厚い船殻がぺらぺ

らと砕け散るのを。

　覚えては、いられない。

　白金色の光を放ったのは俺であるかも知れず、もしかしたらゆかり姫の腕の赤ン

坊だったのかもしれない。

　船は爆滅せず、けれどあまりの外力の強さに、ジョイントが…外れた。

「船首左方被弾！」

　ヤニさんのかすれた声がひきつったように叫ぶ。

「被害は！」

　壁に叩きつけられた好がすばやく起き上がりながら。

「船殻破損。ライフサポート停止。うわっ！…接続がーーッ」

「 好!! 」

　絞りだすように俺の声はやつを呼んでいた。

　エアロックをつなぐ太い金属棒は叩き折られ、俺たちはこぼれ墜ちようとしていた



。

　バスルームのユニットごと。

　安全な、MISS-SHOT の灯から…

「　…………　好っっ!!　」

　悲鳴、だった。

　恐ろしさにすくんでいた。

　一瞬のうちに、それとも永遠の時間をかけて、好はほとんど一息で数メートルはあ

る居間を跳び越え通り抜け、行く先のなくなった戸口の床から身を乗り出して、怒鳴

った。

「　……………　ユミ……　っ！？　」

　………………

　そうだね。

　良く似た薄茶色の瞳をめいっぱいに見開いて凍りついているユミちゃんを、我に

かえった俺は引き寄せておもいきりの反動をつけて空へ投げ上げて。

　好の妹ユミちゃんの、お守（護衛役）。

　…それがそもそもの好にとっての、俺の、存在価値。なのだから…



　最後の最後に、彼女の細い手首を、がっしりと捉えて抱え上げる、好を。

　俺は、視ていた…

（………………続く。…）

https://www.youtube.com/watch?v=Z_guyo_oAnw&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
ENDO CHIAKI -- Gaku 

https://www.youtube.com/watch?v=DinkFO0ECpQ&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
Electric Shamisen 三味線 

https://www.youtube.com/watch?v=-dZgf_LUvbM&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
【和楽器バンド】六兆年と一夜物語 Roku Chounen to Ichiya Monogatari 【VOCALOID】

https://www.youtube.com/watch?v=udFEUozNjlQ&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
和楽·百年夜行 

…そこで何故か…？

「ちょっと育ったユミちゃん」が、そのまんま、居たりする…ｗｗｗ
　↓

http://orangina.jp/?utm_source=youtube&utm_medium=trueview4&utm_campaign=161107
＞オランジーナ先生。

https://www.youtube.com/watch?v=Z_guyo_oAnw&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=DinkFO0ECpQ&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
https://www.youtube.com/watch?v=-dZgf_LUvbM&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=udFEUozNjlQ&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
http://orangina.jp/?utm_source=youtube&utm_medium=trueview4&utm_campaign=161107


…ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆

髪型まで、一緒だわ〜っｗｗｗ

 



（11月17日）　サキは、間違いなく、「なかのひと杉谷好一」だわ…☆

https://85358.diarynote.jp/201611172116568570/

（第４章の、あとがき。）＋「あと書きでっせ」＋…あるふぁ…
？

2016年11月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

…★（－－＃）★…。

パブーの経営会社が変わった途端、いろいろ不具合が生じていて、

まさかの「これだけ大量に入力してからお引っ越しッ？」パニック中ですが。

（－－；）

とりあえず、

「表紙画像が（作成してあるのに）反映されない」という不具合放置のまま、

見切り発車で公開ｗ

http://p.booklog.jp/book/111212/read
リステラス星圏史略

古資料ﾌｧｲﾙ

5-X-1-4
『未完史』

第１部　第４章

…間奏曲…
空中分解 Part.１．

http://p.booklog.jp/book/111216
リステラス星圏史略

古資料ﾌｧｲﾙ

5-X-1-4-X
『未完史』

第１部　第４章

…間奏曲…
（あとがきでっせ。）

https://85358.diarynote.jp/201611172116568570/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611172116568570/
file:///tmp/puboo/127020/452218/14482a38c02b9d58357a/10141/epub/OEBPS/image/85358_201611172116568570_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=1TBe5o3Phpw&list=RDJKBiO2MZSvg&index=25
Yoshida Brothers - Lullaby of Takeda (Takeda no komoriuta).flv 

https://www.youtube.com/watch?v=Rs7fI4sdvj4&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
MAD 花吹雪 

https://www.youtube.com/watch?v=ekIZRyTyVLI&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
Daishi Dance feat. Yoshida Brothers Renovation 吉田兄弟 (Full Version) 

　わ〜い。

　やっと、暗くなったね。

　５ヶ月もの長きにわたってとびとびに

　書いていたものだから

　構成、メチャクチャになってしまった。

　もともとだけど。

　ファンの人ごめんなさい。

　好くんしばらく出てこないよ。

　主役は清クンさっ。ルンっ♪

　ちなみに佐伯かよの（だっけ？　字、忘れた）氏の

　短編『紅のラプンツェル』読んだって下さい。

　清クンが出稼ぎやっております。

　…いや〜あ、

　驚いた。

https://www.youtube.com/watch?v=1TBe5o3Phpw&list=RDJKBiO2MZSvg&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=Rs7fI4sdvj4&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=ekIZRyTyVLI&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg


　あ〜そんなのもあったっけ…ｗ
（忘れてた〜☆）

　↓

http://bookstore.yahoo.co.jp/shoshi-568676/
紅いラプンツェル　1巻. 著作：佐伯かよの

…ちなみに清クンの基本性格は、むしろこっち…？
　（＾＾；）↓

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%88%E3%83%A9dc-
%E6%9C%AC/s?ie=UTF8&field-adult-
product=0&page=1&rh=n%3A465392%2Ck%3A%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%88%E3%83%A9dc
『クレオパトラD.C.』

https://www.youtube.com/watch?v=chwADnoFDng&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
Sakura - Japanese Folk Music

　あと書きでっせ。

　　　　　　　　　　by　遠野真谷人

　星間連盟リスタルラーナの主惑星リスタルラーナの首都リスタルラーナの郊外（

エア・バスで二時間ほどの所）にある、アール・ニィ…まぁ、総合芸術大学とでも思
し召せ。

　その構内をぽけぽけと、ひたすら己れの思考に埋没しながら歩いて行く青少年があ

りました、まる。

　こらこら掲示板にぶちあたるとゆーに。

　中肉中背と言ってやるには若干サイズが小さい。

　同い年の同種族の女の子に比べれば大きいほう、という位かな。

　割とスリムな褐色の体に、集中力さえ健在ならけっこう運動神経も良さそう。

　女顔。

　やや吊り上がり気味の優しい切れ長の黒瞳。

　短く切った縮れっ毛。

　そして、滅多にいない程の、一種神秘的とさえ言える雰囲気のある、 "美少年" で
ある…。

　…この、地球連邦（通称テラズ）からの留学生で、あまりにも原作の設定にいった
りだからと自主製作映画『俺と好』の "磯原 清" 役を割り当てられた彼、脚本と原作の

http://bookstore.yahoo.co.jp/shoshi-568676/
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%88%E3%83%A9dc-%E6%9C%AC/s?ie=UTF8&field-adult-product=0&page=1&rh=n%3A465392%2Ck%3A%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%88%E3%83%A9dc
https://www.youtube.com/watch?v=chwADnoFDng&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg


コピーをしっかりと抱えて、深ァく悩みこみながら今、図書館からの帰り。

　役作りのために詳しい時代背景を調べて来よう…と、思いたって勇んで出かけたま
では感心だったんだけれどねェ。

　そもそも彼、『芸術大学』程度の図書館に置いてあるほど一般的なアルマゲドン（

最終戦争）伝説のテープ（本）がいかに少ないか、そこんところの認識が甘かったの

である。

　…　（ほとんど無いのよ。）

「　う〜くそっ。考えが甘かったぜ何にせよ、俺だって婆っちゃまから聴かされた話

がほとんどで、専門書どころか、学校の教科書でだって読んだ覚えがねェもんなァ。

　…とにかく、そうだ、けっきょく性格はいいんだよな、性格は。

　俺より若干お人よしでヌケてる。って以外は、殆ど同じなんだから。

　行動パターンも人に言わせりゃしっかり似てるそうだし…

　う〜っ。こーゆー莫迦モンとは、俺、あんまし似たくねェ…

　古代地球語の発音は、難しいけど慣れれば何とかなりそうだし…

　…リスタルラーナの連盟共通語を覚えた時に比べれば、そもそも文法が近いｄけは
るかに楽なんだ。

　なんたってテラザニア連邦公用語の、もともとの形。

　…うー。…」

　そうなのだ。

　凝り性の原作者まやとが名目だけとはいえなぜか総監督兼任で、乗り性のプロデュ

ース責任者・オリキャラ劇団長を動かしてしまったとなれば。

　セリフ、原語で喋らせて現代語の字幕流すくらいの芸当は朝飯前って顔で実行を決

めちまう。

　金はかかるわ手間はかかるわ、演技側の苦労にしたって考えてもみろってんだ…

　なんて風には、決して文句を言えない所に芸術大学アール・ニィ名物『オリキャラ

劇団』なるものの恐さというか、凄さがあるのだけれども、今はおくとして。

「…お〜い。 "清" ！」

　ぶたくたやってる彼に気軽く声をかけて歩き寄って来る女性（一応）が一人。

　キヨシ君なんかよりよっぽど背が高い。

　すらりと引きしまって見事な均整を見せている体躯に、ポニー（子馬）というより



はユニコーン（一角獣）テールといった感じで豊かになびいている珍しい灰色の長

い髪。

　それとは別に横分けにしてある中途半端な前髪が顔の左半分を軽く覆っている。

　だけどわざわざ振り返ってそういった特徴を確認するまでもなかった。

　その、深みがあるくせにふわりと軽く明るい声の持ち主といったら、サキ…つい半
年ほど前にプロ活動の休止を宣言して世間を騒がせた人気 No.1 の、歌手兼女優シェ
リル・プラネットでもある…本名サキ・ラン＝アークタス。

　彼女しかいるわけがない。

「ハイ、清。熱心だねェ。」

　その長い脚で楽々と追いついて来て、もう一度声をかける。

　しっかし１０cm近くもある高いヒールつきのブーツ履いて、よくもそう速く歩ける
もんだ。

「や。久し振りじゃん。ここしばらく見かけなかった。」

　 "清" のほうも軽く笑い返して、二人は並んで歩きはじめた。

「ん。ちょいとね。衣装と小道具に関する資料が足りないっていうんで、テラ（地球

）まで取りに戻ってた。」

「…実家って…極東平野出身だっけサキは？　資料って、え…。」

「　あっはっは。そーゆー "清" クンは、何？　図書館の帰り？」

「そーォなんだよ、それがサッ。もォ聞いてくれよォ〜〜〜っっ」

「………なんにも、本、無かったてんだろ？」

　ぱち。（＾ｗ－）☆彡

　ウィンクひとつ、飛んだりなんかして。

「あれ、どうして…」

「マボロシなんだよね。前アーマゲドン期の伝説なんてやつは、殆どね。」

　昼下がりのアール・ニィ芸術大学構内…平和な光景。

　サキがひとつ大きく片脚を蹴り上げると、カーン！とか冴えた音が響いて、青紫の

空を空缶が護美箱まで飛んで行く。

「…ナイッシューっ♪」

「サキ・ラン。真面目に教えてくんない？」



「熱心だねェ。演劇ひとすじ少年は。」

「そりゃそのために留学して来たんだもの。」

「あはん。うらやましい。」

　意味もなく微笑ってサキは話し始めた。

「母の遺した書庫にね、あの時代の古書がごっそりある。」

「　え、ウソだろ。だって、前アーマゲドン期の伝説に関しちゃ、そもそも出版点数

が極端に少ない、皆無に近いって司書コン（※）が…

　どうやって作者まやとが脚本書いたのか今、不思議に思ってたとこなんだぜっ」

「誰が、 "関する本" だって言った？」

「え？」

「わたしゃ あの時代の古書が って言ったんだよ。古資料と言うべきかな？」

「…へ。え、えぇ〜〜〜！　千年よりも昔の…?!」

　 "清" の驚愕ぶりをサキは横目にながめて楽しんでいる。

「アイン族って知ってる？」

「あ、確か地球連邦統一の時に最後まで連邦政府にはむかってたひとつだろ？　首長

と政府派遣員の婚姻によってカタがついたとかいう。

　それが何か…」

「わたしの一族なんだ。」

「…げ。ちょっと待てよーーーっ」

　この "清" も歴史的なものは割りかた得意である。

「おたくの正式名、サキ・ラン＝アークタス、だったよね。間違いない？」

「あっはっ。お察しの通り、《蘭》家は代々首長職を、ってよりは族長兼祭祀なんだ

けど…を出してきたよ。

　もっとも部族はもう解散したけどね。」

「…政府派遣員がアークタス氏って言わんかったっけ？」

「うん。わたしの父。」

「…う〜〜〜。」



　いきなりお知り合いが歴史的有名人物になってしまって、 "清" の頭はパニックした
。

　なんたってちゃんと教科書で読んだことのある名前なのだ。

「…ま、いいけど…　それで？」

「アインの一族の存在理由…　アーマゲドン直後のそもそもの初めにコミュニティを
築いた目的っていうのが、 "神殿を守ること" だったんだ。

　その "神殿" が、さっき言った書庫さ。

　昔の人間が貴重な歴史的資料を残そうとして打った手だったんだろうねえ。

　もっともそんなこと、母が…蘭 冴夢（らん・さえむ）という優れた祭司が出て扉の
古書体文字を解読するまでは、忘れ去られていた事なんだけれど。」

「ふうんっ。」

　すっかり吊りこまれて "清" は聞いている。

「それで？」

「もちろん他にも何箇所か、地球には古書籍や美術品の類が保存されてあった時間基

地がある。」

「奥アジアのシャンバラ図書館とかだろ。そりゃ知ってるよ。」

「あはは。アイン＝ヌウマの神殿の特色はね、事前から準備され整理されてあった全

地球的レベルの文化遺産じゃない、かなり個人的な資料が 紙に書かれた形のまま 大量
に保存されてあったってところなんだ。」

「…カミに。へー、そりゃ貴重…」

「だろ。で、そこの所有権とか版権とかは全部わたしにあるんだよね。管理と研究は

一応考古学会に全面委嘱してあって、今、リスタルラーナ科技庁の協力で、研究者用

の分子レベルまでの完全コピー、限定制作しているんだけれど…

　これが、顔で手に入る。」

　こほむ。

　効果をねらってサキはひと息ついた。

「速い話が資料、翻訳して真谷人のところに持ち込んだの、わたしなんだ。

　磯原清の日記帳とか、アルバトーレの予言の書の写しとか、…まぁいろいろあっ
てね。」



「　ぐわ。」

　 "清" は叫んだ。

「　冗談だろ!?　まさか、じゃ、あれ全部………」

「実話だよ？」

　からからっと笑ってのけてサキときたら完全に、 "清" の現実世界に穴をぶち開けて
しまった。

「う〜〜〜〜っ！」

　 "清" は思わず校舎の壁さんとお近づきになってしまったりする。

「伝説ってェのはあくまでもフィクションなんじゃないのかっ!?　じゃあ実は探せばそ
の辺にくっちゃんの子孫がうろついてたりして、タイムマシンで行くと本物の磯原清

に会えたりして、……きゃあ。お話が、俺の隣りを歩ってるッ！」

　…

「ゲシュタルト崩壊した？」

「したした。崩れすぎてもうシャーベットになっちまった。」

「あは」

　サキがその有名な澄んだ微笑を浮かべるのを、 "清" はちょっと見とれて。

　ふと、彼方を見遥かす表情を彼女は浮かべた。

「あの時代は…　よかったね。

　暗くて、誰もが、明日はどうなるのかなんて、まるで視えてなくて、それでも…

　だからこそ、みんな精一杯で生きてた。

　恋して、笑って、殺しあったりもして。

　裏切りや暗殺もあったけど、それは結局はひとりひとりが自分なりの信条で、地球

を愛して救おうとしていたからに他ならなくって、…

　結果は、必ずしも幸福なものには終わらなかったけれど、

　…それでもわたし達がのこった。

　地球は、亡びてしまったわけじゃない。

　彼らが泣いたり笑ったりしながら消えて行ったのが、無駄になってしまったわけじ

ゃあ、絶対にないんだよね。



　…そう。

　あの時代は本当に… 良かったよ。 

　わたしは知ってる。

　小さい頃から書庫に入り浸って、読んでばかりいたせいかな。

　まるで自分が昔その場に居合わせたことがありでもしたみたいに、

　…わたしにはそう思えるんだ。」

　陽射しのなか…光を弾くというよりは、自身それを放つかのように、かすかな青白
色のオーロラを秘めて、彼女は立っていた。

　 ”清" は、ふと思った。

　姿かたちだけの自分なんかよりよっぽど、かつて実在したという伝説の超能力者に

、もしかして彼女の魂は近しいんじゃないだろうか。

　時代を超えて、共鳴を起こすほどに…。

「　、　あ”〜っと。ミーティングに遅れる〜っっ」

　それが趣味の古風な針式のアナログ時計をのぞき込んで、サキは叫んだ。

「ぅわ、しまった。」

　 "清" も自分のを視て慌てて。

「　走ろっか。」

「　ＯＫ。 」

　………………

「ぉお〜い、遅いぞぉ！」

　遠くで、 "好" が、じれったそうに腕を振りまわして、二人を呼んでいた。

（…本気の冗談なんだよ。



　『粗菜獲茶』よろしく♪）

（※司書コン；司書コンピューター。図書館のヌシ。）

https://www.youtube.com/watch?v=gPOmo9f0-Pc&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
Yoshida Brothers - Mirage (Shinkiro) 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月17日21:35
　

………ｗ（＾◆＾；）ｗ…☆

で…☆彡

１９８４年に？コレ書いて…？？
２０１４年に？「エルさん」に再会？して…？？

んで。

「サキ・ラン⇔杉谷好一」なんてぇ、転生仮説？まで、発生してるんですけど〜っ？？？

…ｗ（＾◆＾；）ｗ…★

…あ”〜★　＜（〜〜；）＞ッ☆

読み返してつくづく判ったわ…。

サキは、間違いなく、

「なかのひと杉谷好一」だわ…☆

ｗｗｗｗｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月17日22:58

https://www.youtube.com/watch?v=gPOmo9f0-Pc&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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…パブーの不具合
（表紙画像が連携できない★（－－＃）★）で、

サ行停止中…（ＴへＴ；）…★
 
 

 
 

 

 



（11月17日）　（来週の作業分ための、音楽メモ。）

https://85358.diarynote.jp/201611180009227605/

（来週の作業分ための、音楽メモ。）

2016年11月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

ちなみに（＾＾；）

　↓

http://p.booklog.jp/book/111216
リステラス星圏史略

古資料ﾌｧｲﾙ5-X-1-4-X『未完史』
第１部　第４章…間奏曲…（あとがきでっせ。）
　↓

参照：http://p.booklog.jp/book/109770/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

　？－？　『 《最終戦争伝説》 伝説』

『会田サンちの庭』借景決定ｗ

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=dW_dQyalRaI&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
Yoshida Brothers - Moyuru (Sprouting) 

https://www.youtube.com/watch?v=tiDfAisNLpQ&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
福士豊秋 白藤ひかり 武田佳泉 - 津軽三味線曲弾き 2010.11.13 

https://www.youtube.com/watch?v=pzrWG9gu0W8&index=26&list=RDJKBiO2MZSvg
Yoshida Brothers - Passion 

https://www.youtube.com/watch?v=jVFLkz2S29w&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
Rin’ - Kagami Tsuki (鏡月) 

https://www.youtube.com/watch?v=T3yKl5AeLaA&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
「たまゆらのもり」薫風之音（箏：藤崎浩子　尺八：鯨岡徹） 

https://85358.diarynote.jp/201611180009227605/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611180009227605/
file:///tmp/puboo/127020/452218/book/111216
file:///tmp/puboo/127020/452218/book/109770/read
https://www.youtube.com/watch?v=dW_dQyalRaI&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
https://www.youtube.com/watch?v=tiDfAisNLpQ&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
https://www.youtube.com/watch?v=pzrWG9gu0W8&index=26&list=RDJKBiO2MZSvg
https://www.youtube.com/watch?v=jVFLkz2S29w&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
https://www.youtube.com/watch?v=T3yKl5AeLaA&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27


https://www.youtube.com/watch?v=FaMrlk2cr2c&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
Amazing Grace 

https://www.youtube.com/watch?v=zN63RJ27nao&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
藤原道山　KOBUDO -古武道-　リベルタンゴ　Libertango 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar-lK0r8hY0&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
和楽器による戦場のメリークリスマス 

https://www.youtube.com/watch?v=y18geQEg9pM&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
津軽三味線　高橋祐　津軽じょんがら節　イタリア公演 

ぅおぅ♪

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=jNVUld1QbBU&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
【MAD】キミガタメ【モノノ怪】改

https://www.youtube.com/watch?v=QVlv4JrmVnQ&list=RDJKBiO2MZSvg&index=12
脱兎-Datto-
　↑

この色彩はむしろ、こちらに拝借したい…♪
　↓

http://p.booklog.jp/book/44113/read
『　火涙沢 mono-noke-騙り　〜 働 酷 〜　』　

 
 
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月18日0:16
　

パブーの不具合のせいで、（－－＃）

予定時間大幅オーバー★（〜〜；）★

寝ま〜すっ☆

 



（11月18日）　「時間がナイッ★」の無限ループに…★

https://85358.diarynote.jp/201611180839438599/

札幌の気温は±０℃。（＾＾；）

2016年11月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=nWzwKBoW_OA
Bond - Shine 

おはようございます。

０８：００ジャストでした。

（＾＾）末広がりでマルマル。

（＾＾）縁起がよぉおますなぁ…♪

（注：昨夜寝る前に読んでた漫画が「上方落語もの」。（＾＾；）ｈ

⇒https://booklive.jp/product/index/title_id/173355/vol_no/001
　『たまちゃんハウス 』

札幌の気温は±０℃。（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201611180839438599/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611180839438599/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161118/85358_201611180839438599_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161118/85358_201611180839438599_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161118/85358_201611180839438599_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=nWzwKBoW_OA
https://booklive.jp/product/index/title_id/173355/vol_no/001


…まだ、１１月なのに…★

夜明けどきは綺麗に晴れていたのですが、あっという間に雲に襲われました…

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1479424800/1011-0010-101000-201611180820.gif?
t=1479425435
（０８：１０〜０８：２０）

予報は雨。（－－；）

「今日こそ源泉かけ流し！」たかったのですが、諸般の状況を勘案して、

「本日家事の日！」決定…（－－；）…。

まぁ予想はしていましたが、一度「原稿脳」に火が憑い…ぃゃぃゃ、灯が点いちゃうと、「それ
以外のコト」は、果てしもなく後回しにされまくる。という…★

ｗ（－－；）ｗ

「毎週３連休！」という豪華にして贅沢な（※カネは無いｗ）時間を確保した♪

…はずだったのに…

原稿を書いて

家事もやって

漫画も読んで

ちゃんと寝て

健康管理して

温泉に通って

買出しもして

…たまには…

外で遊びたい…☆

…と、なったら、もう完全に、

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1479424800/1011-0010-101000-201611180820.gif?t=1479425435


「時間がナイッ★」の無限ループに…★

…＜（〜〜；）＞…★

…やはり、私の人生で何がいちばん無駄かと言ったら、面白くも楽しくも有意義でもナンでも
ない、あの「バイトに逝く時間。」なんですよね…★

★（－－＃）★

可及的速やかに、あのムダ時間を省いて「原稿三昧な日々♪」を堪能できるよう…

…o（＾ｗ＾；）o…☆

…地道〜に！

…精進。いたしますぅ…☆☆☆…

https://www.youtube.com/watch?v=j3nBuwOPu8A
Bond - Victory 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月17日（木）【当日】
　↑

…もはや、直す気がない。らしい…★
★（－－＃）★

★地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 鶴居村 
【M3.1】釧路地方 深さ13.8km 2016/11/18 03:18:34

★地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.6】国後島近海 深さ132.0km 2016/11/18 00:20:38

◆地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 北海道 広尾町 
【M3.0】日高山脈 深さ52.8km 2016/11/17 15:47:30

★地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ73.9km 2016/11/17 15:35:08

https://www.youtube.com/watch?v=j3nBuwOPu8A
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


◆地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � 北海道 平取町 
【M2.5】日高地方 深さ125.7km 2016/11/17 14:28:01

◆地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � 北海道 中札内村 
【M2.8】日高山脈 深さ69.3km 2016/11/17 11:35:17

★地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M3.5】根室半島沖 深さ91.1km 2016/11/17 10:24:00

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月19日7:29
2016年11月18日（金）【当日】
01:00 0.034 0.034 0.034 6 
02:00 0.035 0.034 0.034 6 
03:00 0.034 0.034 0.034 6 
04:00 0.035 0.034 0.034 6 
05:00 0.034 0.033 0.034 6 
06:00 0.034 0.034 0.034 6 
07:00 0.034 0.033 0.034 6 
08:00 0.034 0.033 0.033 6 
09:00 0.034 0.032 0.033 6 
10:00 0.033 0.033 0.033 6 
11:00 0.033 0.032 0.033 6 
12:00 0.034 0.033 0.033 6 
13:00 0.035 0.034 0.035 6 
14:00 0.035 0.034 0.034 6 
15:00 0.035 0.034 0.035 6 
16:00 0.043 0.034 0.038 6 
17:00 0.045 0.042 0.044 6 
18:00 0.041 0.037 0.039 6 

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


19:00 0.036 0.035 0.035 6 
20:00
 



（11月18日）　わが人生の座右の銘。的な一作。

https://85358.diarynote.jp/201611181038181288/

数日前から中国で「PM2.5が警戒レベル」／ぜんぜん報道してな
いけど／日本国民は「すでに死んでいる」／さて、日本の自衛隊

が動いたのはいつでしょうか？

2016年11月18日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
南スーダン戦闘激化でも…安倍政権が自衛隊「駆けつけ警護」を閣議決定！
議論避けるため憲法調査会も先延ばし

https://t.co/IjJdxZFDgP

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
注文後1時間以内に届く「アマゾン新サービス」でさらにブラック化が…アマゾンのせ
いで悲鳴をあげる運送業界

https://t.co/xJ41z2Xj9r

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
poppy @pmxpvrtmx · 20時間20時間前 

さて、日本の自衛隊が動いたのはいつでしょうか？

なんと、地震と同時(14:46)に陸上自衛隊東北方面隊宮城沖地震対処計画が発動され、
15:01にはヘリコプター映像伝送装置により映像配信を開始しています。
http://www.pref.miyagi.jp/pdf/kiki/kensyou2syou.pdf …

参照⇒ http://85358.diarynote.jp/201611171154229019/
「あーなるほど。」／世界が間違っていることだってある。

https://www.youtube.com/watch?v=bmjj6s4HeAU
Bond - Born (2000) [Full Album] 

https://85358.diarynote.jp/201611181038181288/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201611181038181288/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/B000JAGOY2/
https://t.co/IjJdxZFDgP
https://t.co/xJ41z2Xj9r
http://www.pref.miyagi.jp/pdf/kiki/kensyou2syou.pdf
http://85358.diarynote.jp/201611171154229019/
https://www.youtube.com/watch?v=bmjj6s4HeAU


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
PM2.5
1年間に550万人も亡くなってるんだよね。日本の朝のテレビで呑気に「今日のPM2.5
の値は？」なんてやってるけど、放射能汚染のセシウムやストロンチウムよりも即効

性がある「毒物」で、何が含まれてるか分からないから危険。中国では、ぽっくり亡

くなってるみたいね。#COP22
https://pbs.twimg.com/media/CxeOsNIUcAEQVSI.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
PM2.5
日本では、ぜんぜん報道してないけど、数日前から中国・北京では「PM2.5が警戒レ
ベル」で『子供や高齢者は外出を控えて下さい（6倍の危険値）』と報じてる。10m先
も見えない状態。週末にかけて九州〜西日本に来るみたいで、地元のPM2.5の値を確認
した方が良いですね

https://pbs.twimg.com/media/CxeCT7xVIAAbndA.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=HiaOFOMPOBc
Bond - Explosive 

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
2016年9月10月11月の地球の大量死の記録 ： 報道ベースに関してのほぼ完全版
http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/2013432.html …

桑ちゃん @namiekuwabara · 11時間11時間前 
東京新聞社会面2016.11.17
白血病労災元作業員「東電と九電を損賠提訴へ」

・被ばく防止策怠る

数足りず放射線遮るベストなしで作業も

被ばく線量19.78ｍSv
写真見る限り溶接工で管理区域用防炎服を着て作業していたようですね。42歳で子供3
人小学校に上がったばかりの子供も 

もりちゃん＠DK5AW @mollichane · 12時間12時間前 
被曝で鼻血が出るのは急性放射線症という症状に限る。そしてこの症状は一瞬で高線

https://pbs.twimg.com/media/CxeOsNIUcAEQVSI.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CxeCT7xVIAAbndA.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=HiaOFOMPOBc
http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/2013432.html


量の被曝を受けた時だけに出る。言っておくけど福島の線量なんか目じゃないから。

桁が全然違うから。そしてもし被曝で出血したとしたら鼻血だけじゃないから。全身

の粘膜から出血するから。それが高線量被曝だから。

もりちゃん＠DK5AW @mollichane · 12時間12時間前 
「被曝で鼻血が出ると死ぬ」と言うのは我が広島で立証された。疫学調査で出た結果

なんだよ。こういう被曝に対する知識があるから低線量被曝をするジェット機にも乗

れる。CTスキャンも受けられる。癌の治療で放射線治療も受けられる。宇宙飛行士も
空に飛べる。今更デマの入る余地なんかないんだよ。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
2015/07/17
最悪早期に命を落とすかも・・

原発事故後の身体の異変『卵巣の腫れ、卵子の変型を指摘された』

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4da05f183a2944f8ba9f29237b340578 …
精神的には、起伏が激しく　常に眠気

元々痩せているのに、更に1年に1キロずつ痩せていく

楠 正憲 @masanork · 11月16日 
死因が気になる。高校生の時の実験で生涯被曝線量を超えて、希望の職にはつけなか

ったそうだから、早熟というか行動力も考えもの / “自宅の裏庭に原子炉を作ってしま
った高校生、39歳で死亡” http://htn.to/bsKfLr

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年5月19日 
IPPNW（核戦争防止国際医師会議）　
100mSv以下で催奇形的被害（未熟児出産、乳幼児死亡、重い形成異常）は起こらない
というのが ICRPの立場だが、1986-1987年わずか 0.2mSvのドイツでもそれは起きた
。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 10月3日 
IPPNW and GFS Report
「本人は直接被曝してなくても高線量に被曝していた両親をもつ子どもで健康な割

合は 1987年には81％、1996年には30％。」ウクライナのデータ。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/4da05f183a2944f8ba9f29237b340578
http://htn.to/bsKfLr


https://www.youtube.com/watch?v=Qk7UE65iGwk
David Garrett - Explosive 

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
【重要】東電がなんと言おうと、NRCが当初と違う訂正をしても、マスコミが馬鹿な
報道をしようとも、水の蒸発量の計算結果、衛星写真やドローンの撮影、そして動画

からして 4号機燃料プールには核燃料はない。
そして 91パーセントの人たちが今や理解している。
インターネットの時代なのだ。

https://pbs.twimg.com/media/CxeU7zsVQAA9ms4.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 13時間13時間前 
(菅総理元政策秘書松田光世氏)
福一は平均56cm地盤沈下した 
保安院の幹部

「4号炉は北側より南側が80cm沈んでます」 
それは不等沈下で建物は南に傾いている

だが国会では

海江田「傾いてません」と認めなかった 
地盤は傾いているが

建物は傾いていないと（苦笑）

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
poppy @pmxpvrtmx · 19時間19時間前 
NRCの資料や、村上達也元東海村村長の話等を総合すると、福島第二、東海第二、柏
崎刈羽が無事と考えるのは極めて難しい。もっというとMARK-I改良型を採用している
東通1号機、女川2号機からも全電源喪失や高線量の計測話が出ています。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 11月16日 
日本の電気料金は世界中で、ずば抜けて高いのです。

どうしてこんなに高いのでしょうか?
原発を使っているからです。

「ウランの生成」「揚水発電」「核燃料中間貯蔵維持」

「高速増殖炉維持」「核廃棄物処分」と莫大なコストがかかります。

https://www.youtube.com/watch?v=Qk7UE65iGwk
https://pbs.twimg.com/media/CxeU7zsVQAA9ms4.jpg


amaちゃんださんがリツイート 
早川タダノリ @hayakawa2600 · 11月16日 
本日の「朝日新聞」２大キモチワルイ広告。とくに櫻井刀自登場のほうは「高速増殖

炉は2500年にわたってエネルギーを供給する仕組みです」とあってですね、いろいろ
とたまげましたですわよ。もう「皇紀」やめて「もんじゅ紀元」を使えばイイんじ

ゃねーのと言わざるをえない神話レベルの妄想。

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

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 11月10日 
確かに燃料プールはない。炉の蓋もない。

おのおの方もご覧ぜよ。しかと確認されたし。

（報道で「核燃料の取り出しが始まりました」とやれば信じる？）

https://pbs.twimg.com/media/Cw8HRXIUkAEsVS1.jpg

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 3月13日 
NHKのドラマで脳内が再構成されているでしょ？
炉内の圧力を考えたら、どんなにギアをかませたってベントを人力で開けることなん

て不可能。

https://www.youtube.com/watch?v=95viXxf34-c
Bond - Samba

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 1 時間1 時間前 
政府広報

人口減少

多死社会

年金支給開始年齢引き上げ

原発爆発

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
今朝のハイライト！

https://twitter.com/tokaiama/status/799360665521557504 …

https://pbs.twimg.com/media/CxWSAPeVEAACMKd.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cw8HRXIUkAEsVS1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=95viXxf34-c
https://twitter.com/tokaiama/status/799360665521557504


これで暴力革命が起きなければ、日本国民は「すでに死んでいる」

ただのアホ、馬鹿の見本

https://twitter.com/tokaiama/status/799360665521557504

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
【フクシマ見聞録】オリンピックの招致に5000億円出して、福島の災害対策に10分
の1、いったい、なにが大事なんだ　※３５回目の紹介
https://t.co/lghwTTjS3e

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
エリック ・C @x__ok · 9時間9時間前 
安倍、トランプとの会談に対して「未来に向けてお互いの夢を語り合う会談にしたい

」などと言っている。どんな夢だ。多くの人々の命まで奪う事になる夢に違いない。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
nuke holocaust @NukeRefugee · 18時間18時間前 
nuke holocaust さんがmielをリツイートしました
洗脳って恐いですね。そんな単純な因果関係に気づかないんでしょうか？

https://twitter.com/miel_sound/status/799093341241544704

amaちゃんださんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 21時間21時間前 
こちらも興味深い記事

“ブラジル政府は出生異常の激増をジカウィルスが原因だと慌てて批難をしていますが
、実はこの出生異常の原因はいまだに不明のまま”
『ジカウィルスではなくビル・ゲイツのワクチンが小頭症の原因？』

⇒https://t.co/oDdo1aJfEz

amaちゃんださんがリツイート 
タニ　センゾー @Tanisennzo · 21時間21時間前 
これもまた興味深い・・

『「ワクチンを受けた人だけが『エボラ熱』に」　ガーナからの叫びとエボラ偽旗作

戦の結論』

⇒ http://amba.to/10eyTpy #アメブロ @ameba_officialさんから
https://t.co/B5h3fnepMb

amaちゃんださんがリツイート 

https://twitter.com/tokaiama/status/799360665521557504
https://t.co/lghwTTjS3e
https://twitter.com/miel_sound/status/799093341241544704
https://t.co/oDdo1aJfEz
http://amba.to/10eyTpy
https://t.co/B5h3fnepMb


かおなし @cocorono121 · 11月17日 
テレビをつければ毎日毎日隣国の大統領の汚職問題を丁寧に丁寧に報道し糾弾してま

すけど自国の甘利元大臣の収賄や五輪賄賂承知疑惑は知らぬ存ぜずスルー…僕はいい
けど君はダメ なかなかの腐り具合ですね日本のメディア

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
縞うさぎ／詫摩雅子 @shima_usa96 · 11月16日 
信州大学の子宮頸がんワクチン研究をめぐる話。産経

http://www.sankei.com/smp/life/news/161115/lif1611150024-s1.html … と読売
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20161116-OYTET50005/ … ではまったく印象が違う
。誰もが判断できるよう、公表義務はなくても信州大は結果報告書を公表してほしい

。

https://t.co/iqp15A1BgL

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
清水 潔 @NOSUKE0607 · 11月15日 
従軍慰安婦や南京事件を否定し歴史修正する行為。いったいなぜか？その「目的」を

考えてみるといい。本来なら無関係なはずの７０年前の旧日本軍の行為だが、その歴

史が邪魔な一派がいるということだ。再度海外派兵をして得をする勢力。そのために

おぞましい過去を消したいのだ。愛国心とは全く別だ。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
U @wayofthewind · 2015年8月22日 
どこへ行っても１５０キロ圏内に原発がある日本。

どう考えてもおかしいのに、考えたがらない日本人。

受験勉強、労働、貯蓄のことしか考えられない日本人。

３１１が起きても、ちょっと騒いでみて、あとはなかったことにしてしまう日本人。

https://www.youtube.com/watch?v=sZeUQjWl8pM
David Garrett – "Carnevale di Venezia" of Niccolo Paganini (Milan, May 30th 2015) 

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 

導いてくれる人を待っていてはいけません。

あなたが人々を導いていくのです。

http://www.sankei.com/smp/life/news/161115/lif1611150024-s1.html
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20161116-OYTET50005/
https://t.co/iqp15A1BgL
https://www.youtube.com/watch?v=sZeUQjWl8pM


マザー・テレサ

https://www.youtube.com/watch?v=4iGzQ5jxAPw
「みんながみんな英雄」 フルver. /AI【公式】 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 5時間5時間前 
近赤外線でがん細胞が１日で消滅、転移したがんも治す ——米国立がん研究所（NCI
）の日本人研究者が開発した驚きの治療とは | Mugendai（無限大）
https://t.co/XHWfoYF3zS

…たぶん画像が出てないと思うけど、
貼ってあるのはこれです♪

　↓

月を売った男 (1964年) (創元推理文庫) 

https://www.youtube.com/watch?v=v2SlpjCz7uE
地上の星 / 中島みゆき [公式] 

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
友人は心臓の痛みが被曝回避で消えました

http://inventsolitude.sblo.jp/article/177694729.html …

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
はなゆー @hanayuu · 11月16日 
小林麻央さんのガン発病の前兆（前駆症状）として「鼻炎」「冷え性」「低体温」

があった。　（ちなみに私の身の回りでも、冷え性の人ほど大病しやすいような感じ

はある）

https://www.youtube.com/watch?v=f7ixJR9qRx0

https://www.youtube.com/watch?v=4iGzQ5jxAPw
https://t.co/XHWfoYF3zS
https://www.youtube.com/watch?v=v2SlpjCz7uE
http://inventsolitude.sblo.jp/article/177694729.html
https://www.youtube.com/watch?v=f7ixJR9qRx0


David Garrett - We are the Champions - Queen - Frankfurt 05.10.2014 

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
博多駅前の道路陥没１週間で復旧、海外掲示板で真実が見抜かれる！「低賃金のくせ

に働きすぎの馬鹿がいる」

https://t.co/ZXmcYkqIUg
　↓

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
夕力匕口 @Kashaverak · 11月15日 
博多駅前の道路陥没復旧工事が、11/15の5:00に終了。10日からのNHK定点ライブの映
像を140秒にしてみました。関係者の方々お疲れ様でした。#博多 #陥没 #復旧
https://twitter.com/Kashaverak/status/798328343833677824

https://www.youtube.com/watch?v=ANWSQo1dqYw
David Garrett - "We Will Rock You" 

amaちゃんださんがリツイート 
町田暁雄 @fishcurry1963 · 11月16日 
町田暁雄さんが舞田敏彦をリツイートしました

アマゾンさん、もう何回も書きましたが、

逆に「急いでいないので1週間ほどで届けばＯＫです」ボタンを
設置してください。

いや、マジでお願いです。

https://www.youtube.com/watch?v=nY3ztACkl6I
David Garrett - LET IT BE (Paul McCartney) 

 
編集する

（関連商品）

https://t.co/ZXmcYkqIUg
https://twitter.com/Kashaverak/status/798328343833677824
https://www.youtube.com/watch?v=ANWSQo1dqYw
https://www.youtube.com/watch?v=nY3ztACkl6I
https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201611181038181288


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月18日17:14
あ、貼ってある本の理由は、所収作品の、

たぶん「光あれ」だったと思う（いま調べた）のですが、それです☆

（全人類の役に立つ発明が、利権屋によって闇に葬られようとした時、発明者が選んだ手段は…
）という、わが人生の座右の銘。的な一作。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/B000JAGOY2/

月を売った男 (1964年) (創元推理文庫)

文庫 東京創元新社 発売:1964
 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/B000JAGOY2/


（11月18日）　（「ご本人様」脳内リクエストにより（＾＾；）これにしました☆）

https://85358.diarynote.jp/201611181646035573/

【今までの話】　ＮA ＮA （書）。

2016年11月18日 リステラス星圏史略　（創作）

https://www.youtube.com/watch?v=0p_yo_VGOSw
Yoshida Brothers - Ibuki 

…ウカツに出歩かなくて良かった…（－－＃）★
本降りの雨ですよ。気温がいっきに１０℃まで急上昇して、線量も上がりまくってますよ…★（
－－＃）★

https://www.youtube.com/watch?v=muqM4rV7ovM
The Yoshida Brothers - "Cherry Blossoms in Winter (Fuyu No Sakura)" 

　おや？？（＾＾；）

意外に、会田サン登場シーンには、「和風」が似合わないと判明…ｗ
（好と清クンはＷbloodのくせに、やけに似合うのになぁ…ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=5c2E1F6wx8Q&spfreload=10

https://85358.diarynote.jp/201611181646035573/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161118/85358_201611181646035573_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161118/85358_201611181646035573_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161118/85358_201611181646035573_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0p_yo_VGOSw
https://www.youtube.com/watch?v=muqM4rV7ovM
https://www.youtube.com/watch?v=5c2E1F6wx8Q&spfreload=10


ビリージョエル　Uptown Girl. 
　↑

（「ご本人様」脳内リクエストにより（＾＾；）これにしました☆）

https://www.youtube.com/watch?v=SuFScoO4tb0
Billy Joel - Honesty 

（…確かにカラオケとかで謡わせたら、むちゃくちゃ似合いそぉだ…♪）

『俺と好』１

　第５章・　地球の緑の海よ。（…空中分解 part.２．）

　　　　　　　　　　遠野真谷人

【今までの話】　ＮA ＮA（書）

　清 少年はグイン・サーガが終わろうとする頃の近未来 日本Ｏ市在住の マル特 美少
年です。

　ある日スケベの友人他数名と歩いていたら何のはずみか、おーっと大未来へタイム

・ワープしてしまいました。

　ところがどっこい帰れたのですが、「他数名」中、唯一見どころのあった会田とか

ゆう、部の先輩が、お姫さん助けようとして居残っちゃって、

　あれまと思ううちに再びタイム・ワープして、その先輩を捜しにワープ先の月から

地球へと向った訳。

　その頃、地球では、日本が皇国軍ぶってえばってたりして、何となくそいつらとケ

https://www.youtube.com/watch?v=SuFScoO4tb0


ンカなんかしながら、捨て子とか年寄りとか、拾ってたりしたんだけどね。

　何の因果か因縁か、船体の１部が船から欠落しちゃう訳。

　スケベの友人他何名かは船本体に、落ちこぼれには清君とスケベの友人の清純な妹

他数名 残されるんだけど、けねげな清君はいたいけな少女だけは兄の下へと、自分も
いたいけなくせに一生ケン命 送り届けて、哀れ自分は落下中…

　なのでした。

　そいでもって？

　注）あまり正確ではない。

＞グイン・サーガが終わろうとする頃の近未来

　…は〜ははははははは…ｗ（＾◆＾；）ｗ…☆

…未完のまま既に栗本薫が死んでるし！…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=dW_dQyalRaI&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
Yoshida Brothers - Moyuru (Sprouting)
 

https://www.youtube.com/watch?v=dW_dQyalRaI&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg


（11月18日）　『 定める者（運命者）時代を動かす 』

https://85358.diarynote.jp/201611181652368141/

アルカス・アルバトーレ著述　『予言の書』　より　最終章　頭

句

2016年11月18日 リステラス星圏史略　（創作）

　定める者（運命者）時代を動かす

　過去より来たる　九人とひとたり

　神々さえをも凌ぐだろう

　ひとたりの血縁者に

　すべての選択はゆだねられる

　彼の感情が

　神々の意志をも超えるとき

　全ての時代は、流れ

　ただ、こたえだけが、そこに在る。

　………

https://85358.diarynote.jp/201611181652368141/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


　アルカス・アルバトーレ著述

　『予言の書』より　最終章　頭句

　………

https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0
Billy Joel - Piano Man
 
    
 

https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0


（11月19日）　今日はアルパカ狼さん居ない確率９０％くらいなので、もちべ皆無。

https://85358.diarynote.jp/201611190726231730/

【 積丹 ０.０７２ μ 】／【路線の半分は単独維持が困難 ＪＲ北海
道が正式発表】。

2016年11月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=BHnJp0oyOxs
Billy Joel - Allentown 

おはようございます。

０７：１９になっちゃいました。

沖田のは…いや掃除でも艦長でもなくて…（＾＾；）
起きたのは朝６時。

けっきょく３連休で積み残した家事を慌てて片付けて、この時間…

ｗ（＾＾；）ｗ

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【１日の平均睡眠時間 成人の約４割“６時間未満”】

https://85358.diarynote.jp/201611190726231730/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611190726231730/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161119/85358_201611190726231730_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161119/85358_201611190726231730_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161119/85358_201611190726231730_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BHnJp0oyOxs


１日の平均睡眠時間を厚生労働省が調査したところ、成人のおよそ４割が「６時間に

満たない」と回答したことがわかりました。要因は仕事や家事という回答が多くなり

ました。

再び４連勤の初日。

今日はアルパカ狼さん居ない確率９０％くらいなので、もちべ皆無。

（－－；）

…唯一多少なりとも希望があるとすれば、

レイン・リリーさんと席が近いと嬉しいなぁ…。ぐらいかな…☆

ｗ（－－；）ｗ

　　↑

（ 昨夜「今日の分の座席表」を作った当番が、悪意ある（悪意だらけの）ＳＶか、退職者を少し
でも減らしたいと踏ん張っている職業的良心のあるほうの（少数派の）ＳＶか、によって、運

がバッキリ分かれる…★）

https://www.youtube.com/watch?v=Iyv905Q2omU
Billy Joel - Pressure

札幌は午前６時でなんと！プラス８℃もあって。

（〜〜；）

予報降水確率わずか２０％なのに、かなり本降りの雨…

…ｗ（－－；）ｗ…★

線量情報見るのが嫌でぐずぐずしてるんですが…★

嫌々いやいや、情報チェック逝きます…★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月18日（金）【当日】

…相変わらず SAPPORO CITY は、日付変更線の向うにあるもよう…★

https://www.youtube.com/watch?v=Iyv905Q2omU
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 北海道 浦河町 
【M2.8】日高山脈 深さ72.2km 2016/11/18 18:30:55

ホワイトフード @whitefood1 · 14時間14時間前 
11月18日17時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が52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/CxiDUCIWgAEwGHc.jpg

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.5】苫小牧南方沖 深さ75.9km 2016/11/18 16:34:49

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.5】十勝地方南東沖 深さ101.9km 2016/11/18 15:25:23

ホワイトフード @whitefood1 · 20時間20時間前 
11月18日11時42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/CxgwujDUAAAlL7q.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【路線の半分は単独維持が困難 ＪＲ北海道が正式発表】
赤字路線が経営の重荷になっているJR北海道は、路線全体のおよそ半分にあたる13の
区間について、単独では維持が困難だと正式に発表しました。

nerv.link/8uttFf

…o（ＴへＴ；）o…★

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

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CxiDUCIWgAEwGHc.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CxgwujDUAAAlL7q.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6-b38gob9A8


 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月20日7:10
〜０

５８８

３５５、

⇒０

５８８

５３９．

ＧＯ！ＴＨＡＮＫ ＹＯＵ！
 

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


（11月19日）　そこへ来合わせちゃったエルさんの反応というか(^_^;)

https://85358.diarynote.jp/201611191517262917/

フィル痴ＳＶを何とかしてくれよ。(-_-#)★

2016年11月19日 就職・転職 コメント (2)
　

プチ厄日っぽいけど今のところまだ大禍は無し。(^へ^;)☆

ムダに営業成績は良さめ？

フィル痴ＳＶとキャバ嬢ＳＶ（だっけ？）の公開悪口はまたそのうち。(-_-#)

和歌山で震度４、

根室で？震度３。

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月19日15:19
　

遅番は風呂土場吟ず…もとい、
(^。^;)
フロド・バギンズＳＶなので、まぁ大厄日にはならない…ことを期待しておこう…☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月19日22:30
　

先ほど無事帰投。(^_^;)
残業１５分

https://85358.diarynote.jp/201611191517262917/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201611191517262917/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


＋準レギュラーの買い出し回り

１５分で

きっかり３０分遅れ。(^。^;)

心身ともに堅調。(^_^)v

…札幌の外気温、１０℃もありますが…(・ω・;)(;・ω・)…

無気味に過ぎる血の色の正半月ですが…（；‾Д‾）…

…きっとまたどこかで
「何か」が起きてますが…

…(-”-;)…

何はともあれレインリリーさんとすこしだけどお話できたし♪

o(^-^)o

さらにそこへ来合わせちゃったエルさんの反応というか(^_^;)
グレっぷり？が、たいへん面白かったので…

。。。(^◇^;)。。。

ま、ほかの嫌な記憶なんかは、

消去、消去！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪



（11月20日）

https://85358.diarynote.jp/201611200726327659/

【 稚内 ０．０７９ μ 】／体調を崩してる人たちが増えていませ
んか？何か身体がだるい、言うことを聞かない、あるいは、聞い

たことのない病気になった。風邪が治らない‥。

2016年11月20日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

ホワイトフードさんがリツイート 
so　sora @sosorasora3 · 21時間21時間前 
https://www.whitefood.co.jp/store/item/SET-FISH01 …
ホワイトフードさんの魚の定期購入パック、目録覗いたら、普通に美味しそうでこ

まる。

多くが北海道産、(これ、美味しいよね)、とか思いながら見てる。
セシウム、ストロンチウム計測済、と。

https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw
Berserk mmv : "Kajiwotore" Susumu Hirasawa 

https://85358.diarynote.jp/201611200726327659/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611200726327659/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161120/85358_201611200726327659_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161120/85358_201611200726327659_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161120/85358_201611200726327659_3.jpg
https://www.whitefood.co.jp/store/item/SET-FISH01
https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw


おはようございます。

０７：１１です。

札幌は雨。

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1479593400/1011-0010-101000-201611200710.gif?
t=1479594033
（０７：００〜０７：１０）

気温…１０℃…（－－；）…★

べたべたにベクレた臭い空気です。

厭〜…（＞＜ｐ）…★

てことで「窓を開けて換気」ができないので、ナンチャッテ水式クン稼働…★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
＞2016年11月18日（金）【当日】 

…札幌市はもはや「過去の遺物」なのか？（〜〜；）？

…そうなのか…★★（－－＃）★★

ホワイトフード @whitefood1 · 7 時間7 時間前 
11月20日0時03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/CxokALFUoAAXW3_.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
５年が経過して、汚染地域ではない地域でも体調を崩してる人たちが増えていませ

んか？何か身体がだるい、言うことを聞かない、あるいは、聞いたことのない病気

になった。風邪が治らない‥。

こういう形でジワジワと出口の見えないトンネルにベラルーシも入っていました。

野呂美加

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1479593400/1011-0010-101000-201611200710.gif?t=1479594033
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CxokALFUoAAXW3_.jpg


地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 上士幌町 
【M2.6】大雪山系 深さ143.4km 2016/11/20 05:04:33

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M4.6】KURIL ISLANDS 43.0km 2016/11/19 15:01:22JST, 2016/11/19 06:01:22UTC

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M4.6】根室半島沖 深さ46.7km 2016/11/19 15:01:22
　↑

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【最大震度3】(気象庁発表) 根室半島南東沖 深さ約50km M4.3 19日15時01分頃発生 

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.5】北海道北西沖 深さ8.3km 2016/11/19 10:10:16

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月22日7:37
2016年11月20日（日）【前日】
01:00 0.034 0.033 0.033 6 
02:00 0.034 0.033 0.034 6 
03:00 0.034 0.033 0.034 6 
04:00 0.034 0.033 0.034 6 
05:00 0.034 0.033 0.034 6 
06:00 0.035 0.033 0.034 6 
07:00 0.035 0.035 0.035 6 
08:00 0.036 0.034 0.035 6 
09:00 0.040 0.037 0.039 6 

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


10:00 0.040 0.037 0.038 6 
11:00 0.036 0.035 0.035 6 
12:00 0.035 0.034 0.035 6 
13:00 0.035 0.034 0.035 6 
14:00 0.035 0.034 0.035 6 
15:00 0.035 0.034 0.034 6 
16:00 0.034 0.034 0.034 6 
17:00 0.034 0.033 0.034 6 
18:00 0.035 0.034 0.034 6 
19:00 0.034 0.033 0.034 6 
20:00 0.034 0.034 0.034 6 
21:00 0.034 0.033 0.034 6 
22:00 0.035 0.033 0.034 6 
23:00 0.036 0.035 0.035 6 
24:00 0.036 0.035 0.035 6
 



（11月20日）　…いいかげん機嫌を直さんかね、エルさん…★（＾＾；）★

https://85358.diarynote.jp/201611200906573759/

【もはや日本人は人間ではない】。

2016年11月20日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)

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 

cmk2wlさんがリツイート 
あずき @nemesis385 · 11時間11時間前 
@cmk2wl 今まで十分警告し続けてきているわけです。聞かない人はそれまでです。
生きる為の情報は、それを心底必要としている人の目にのみ触れることが出来れば、

もう良いでしょう。これからどんどん生きていきにくくなっていくのに、くだらない

言いがかりに付き合ってるヒマなどありません。

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
「支配するは、分裂させること……しかも、やつらが自然にやつら自ら互いにいがみ
あうように仕向けることじゃ。」

日置藩城代家老　三角 重太夫 ”カムイ伝”

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 

https://85358.diarynote.jp/201611200906573759/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201611200906573759/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161120/85358_201611200906573759_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161120/85358_201611200906573759_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161120/85358_201611200906573759_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lBN7dPtNSuU


「ラジオフォビア」（放射能恐怖症）という言葉は原発事故を起こした側が、不正義

を通用させるためにつくりだした言葉です。

病気の人達の心を、この言葉で氷漬けにして、檻に入れ病気になったあなたの心のせ

いであり、あなたが悪いという責任転嫁できる便利な言葉が用意されました。

野呂美加

https://www.youtube.com/watch?v=ZK0YEljlKAc
むかしむかし 

cmk2wlさんがリツイート 
asuka @asuka_250 · 20時間20時間前 
日本人の政治的無知を世界中の人達が笑うだろう。

人権無視の政治が繰り広げられているのに、知性のかけらも無い日本人（愚民）の目

には、日本の政治が正しいか、必然であるか、仕方ない物として映るだろう。

もはや日本人は人間ではない。

http://www.1101.com/home.html

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
日本食品の輸入規制めぐる公聴会、各地で大荒れ 緩和に足かせ／台湾
「もし輸入を支持すれば、あなたたちはブラック政党、ブラック食品、ブラック立法

委員（国会議員）、ブラック県議だ」と絶叫。テーブルがひっくり返され、怒号が飛

び交う一幕も

http://goo.gl/m0gH1y

cmk2wl @cmk2wl · 2日2日前 
御用学者、御用組織、御用市民活動家。

これ以外にも「御用商」がいる。

放射性物質を売り買いして利ざやを稼いでいる商人など。

311直後に Twitter内でも沈静化に暗躍していた。
知識量は多く人間性は低い。

cmk2wlさんがリツイート 
猪木俊一S.inoki JPN @花少年 7@yFd4 · 11月11日 
【保存 記録】
公然と晒され始めた福島原発の姿

https://www.youtube.com/watch?v=ZK0YEljlKAc
http://www.1101.com/home.html
http://goo.gl/m0gH1y


▼今も管理されコントロールされているあの燃料プールはない。

▼原子炉の蓋も 全くない。
▼これまでの東電側とマスコミ報道の映像は全くウソだった。via view @cmk2wl
@ikarostayuu
https://pbs.twimg.com/media/Cw-x5GAUkAAr4YT.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=pypRTvKpnrc
わが友わが命 

cmk2wl @cmk2wl · 1日1日前 

「人生のある一時期、目標のために自分を律するという経験を持てた人は素晴ら

しい。」松任谷由実

私を忘れる頃

https://twitter.com/cmk2wl/status/799563742006497280

https://www.youtube.com/watch?v=cS4LrWJ2aUo
われらの旅立ち　キャプテンハーロック 

…いいかげん機嫌を直さんかね、エルさん…★（＾＾；）★

君の処世術が基本「強いほうに付く」だってのは、

ちゃんと理解してるからさぁ…☆

cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 

https://pbs.twimg.com/media/Cw-x5GAUkAAr4YT.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pypRTvKpnrc
https://twitter.com/cmk2wl/status/799563742006497280
https://www.youtube.com/watch?v=cS4LrWJ2aUo


敵が間違いを犯している時は、邪魔するな。

ナポレオン・ボナパルト　

わはははｗ　「私と似てる人」〜ｗｗｗ

　↓

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前

ページの魚拓はもらっている。

日曜日までに連絡なき場合には、その週のうちには厳重な指導が入る。

私は権威主義的なのが大嫌いだけどパワーゲームが好きなら相手をしてみせる。

…いやあの…（＾＾；）…★

アレは「敵に回したら手ごわいやつ」ではありますが…

（ていうか「敵に回したくはないやつ」？）

【私】ときたら、「向かうところ敵無し」ですからねぇ…ｗ

（てゆうかアレは「身内」だ！ " not enemy " ！）
 
　

　

 
 

コメント



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月20日16:24
　

まぁとりあえずエルさんの背筋が伸びて動きが軽くなったから良しとしておこう☆

┐(’〜`；)┌
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月20日20:37
　

業務厄日。┐(’〜`#)┌

さらにアマゾンを名乗る馬鹿から痛メールが大量に…(-_-#)★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月20日22:28
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

業務厄日でサボると決めたのにまた結局ムダに営業成績が良くなっちゃったとか、

どうなの私…(-”-;)…★

要領が悪いにも程があるッ★

(ノ-o-)ノ　┫

…あと数日もしたら本気で

「我こそは諸葛亮孔明の生まれ変わりな〜り！」とか叫び出しそうなくらい絶望的な

要領の悪さなんですが…

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


。。。(〃_ _)σ‖

（注：たぶんかなり間違ってる孔明解釈。(・o・)ノ）

まぁいいや。(^_^;)

アルパカ成分補給できたし♪

o(^-^)o

レインリリーさんからは

チョコまで貰っちゃった〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

…てことで…

漫画読んで

ごはん食べて

寝ま〜す…☆

(’◇’)ゞ
 



（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１６年１１月）

（下旬）
 
 
 
 
 



（11月21日）　「我こそは諸葛亮孔明の生まれ変わりな〜り！」

https://85358.diarynote.jp/201611210724593983/

【追記アリあり。】　サボタージュなう。(`ヘ´)Ｏ

2016年11月21日 就職・転職
　

またもや「お昼ごはん１６時」という嫌がらせを喰らったので

(-_-#)
静かなる報復手段として、

本日の【営業努力】、

完全放棄。(ノ-o-)ノ　┫

　(`ヘ´)Ｇ

http://ejje.weblio.jp/content/sabotage

1　サボタージュ 《労働争議中に労働者が機械・製品などに故意の損傷を加えること;
★【比較】 日本語の「サボタージュ」は「怠業，サボること」の意で用いられ，器物
破壊の意はないが，英語の sabotage には「怠業」の意はない; 「怠業」の意味には 《
主に米国で用いられる》 slowdown，《主に英国で用いられる》 go‐slow を用いる》.
2　妨害[破壊]行為.

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%9C%E3%82%8B

サボるとは、仕事などを怠けること。 過失に見せかけ機械を破壊する、仕事を停滞さ
せるなどして経営者に対し損害を与える事で事態の解決を促進しようとする労働争議

の一種であるフランス語:サボタージュ(sabotage)の日本語の略語「サボ」にラ行五段
活用を付して動詞とした造語である。

https://85358.diarynote.jp/201611210724593983/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091913296/
http://ejje.weblio.jp/content/sabotage
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%9C%E3%82%8B


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月20日16:24

まぁとりあえずエルさんの背筋が伸びて動きが軽くなったから良しとしておこう☆

┐(’〜`；)┌ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月20日20:37

業務厄日。┐(’〜`#)┌

さらにアマゾンを名乗る馬鹿から痛メールが大量に…(-_-#)★ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月20日22:28

先ほど無事帰投。(^_^;)

業務厄日でサボると決めたのにまた結局ムダに営業成績が良くなっちゃったとか、

どうなの私…(-”-;)…★

要領が悪いにも程があるッ★

(ノ-o-)ノ　┫

…あと数日もしたら本気で

「我こそは諸葛亮孔明の生まれ変わりな〜り！」とか叫び出しそうなくらい絶望的な



要領の悪さなんですが…
。。。(〃_ _)σ‖

（注：たぶんかなり間違ってる孔明解釈。(・o・)ノ）

まぁいいや。(^_^;)

アルパカ成分補給できたし♪

o(^-^)o

レインリリーさんからは

チョコまで貰っちゃった〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

…てことで…

漫画読んで

ごはん食べて

寝ま〜す…☆

(’◇’)ゞ



（11月21日）

https://85358.diarynote.jp/201611210739599026/

札幌は午前５時でプラマイ０℃でした。このうえもなく快適な棲

息条件です…♪

2016年11月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw
Berserk mmv : "Kajiwotore" Susumu Hirasawa 

あらためまして、おはようございます。

前項参照。

０７：３６になっちゃいました…☆

（＾＾；）

毎日まいにち「時間がナイッ！」と叫びながら、ナニやってんでしょうね私…ｗ

（ぃゃ、「こういうムダ記事を書く時間」が、一番「欲しい」んですが…ｗ）

札幌は午前５時でプラマイ０℃でした。

無風、晴天。
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日の出の時刻が遅くなりました。（＾＾；）

空気は気持ちよく乾燥して湿度も線量も低く、寒さに強い霧樹りすにとっては、

このうえもなく快適な棲息条件です…♪

（＾ｗ＾）ｇ

さて…？

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月18日（金）【当日】

完全に、★（＝＝＃）★…更新停止中…★

※【 Not Found 】…!!
　　↓

ホワイトフード @whitefood1 · 16 時間16 時間前 
11月20日16時02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/UWEfLGhttps://pbs.twimg.com/media/Cxr_e8VUoAApakP.png

　↑

…（〜〜＃）…★

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ6.3km 2016/11/21 04:49:53

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 中標津町 
【M2.5】根室地方 深さ125.3km 2016/11/21 01:46:37

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 北海道 別海町 
【M2.8】根室地方 深さ152.1km 2016/11/20 22:52:02

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.5】浦河南方沖 深さ52.5km 2016/11/20 21:30:37

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLGhttps://pbs.twimg.com/media/Cxr_e8VUoAApakP.png


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11月20日 18:13】
留萌地方では、２０日夜遅くから２１日未明まで暴風に警戒してください。

［留萌北部］暴風

［留萌中部］暴風

［留萌南部］暴風

地震マップ @eq_map · 11月19日 
【M3.5】十勝地方南東沖 深さ71.6km 2016/11/20 07:44:00

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月23日7:33
2016年11月21日（月）【前日】
01:00 0.035 0.034 0.035 6 
02:00 0.035 0.034 0.035 6 
03:00 0.035 0.034 0.034 6 
04:00 0.034 0.033 0.034 6 
05:00 0.034 0.034 0.034 6 
06:00 0.034 0.033 0.034 6 
07:00 0.034 0.034 0.034 6 
08:00 0.034 0.033 0.034 6 
09:00 0.034 0.033 0.034 6 
10:00 0.034 0.033 0.034 6 
11:00 0.034 0.033 0.034 6 
12:00 0.034 0.033 0.034 6 
13:00 0.034 0.033 0.033 6 
14:00 0.033 0.033 0.033 6 
15:00 0.033 0.033 0.033 6 

https://85358.diarynote.jp/
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16:00 0.033 0.032 0.033 6 
17:00 0.034 0.033 0.033 6 
18:00 0.034 0.033 0.033 6 
19:00 0.033 0.033 0.033 6 
20:00 0.034 0.033 0.033 6 
21:00 0.034 0.033 0.033 6 
22:00 0.034 0.033 0.033 6 
23:00 0.036 0.034 0.034 6 
24:00 0.041 0.038 0.040 6
 



（11月21日）　時給９１５円。とりあえず「今月いっぱい」で積年の努力目標「一つ
の職場で３年」をようやくクリアできるので、あとのことはそれから考える…

https://85358.diarynote.jp/201611210838385405/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月21日15:38
 
マリリン・モンローの遺品が

オークションで５億３千万円。

広島カープの寄付金が５億円。

ファイターズの優勝パレードが１５００万円の赤字。(^_^;)
 
私の時給が９１５円。

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月21日15:48
（次項？参照）

胃が激痛。(-”-;)

とりあえず「今月いっぱい」で積年の努力目標「一つの職場で３年」をようやくクリアできる

ので、

あとのことはそれから考える…

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

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

2016年11月21日20:27
　

超絶厄日。

胃に穴が開いたら労災で訴えてやる。
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（11月21日）　厄日。まがうことなき厄日。

https://85358.diarynote.jp/201611212221232780/

【追記アリ。】　死亡フラグ。(-_-#)★

2016年11月21日 就職・転職
　

 
厄日。まがうことなき厄日。

┐(’〜`；)┌

リータ・スキーターSVが舌舐めずりしていやがったから、また明日から去年と全く同じ(-_-#)

地獄の退職強要が始まる模様…★

（言っておくが他の人なら、基地害クレーマーを撃退し損ねて「責任者を出せ」になったからと

いうぐらいで、いちいち退職強要にはならない。(-_-#)★

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月21日15:38

マリリン・モンローの遺品が

オークションで５億３千万円。

広島カープの寄付金が５億円。

ファイターズの優勝パレードが１５００万円の赤字。(^_^;)

私の時給が９１５円。

https://85358.diarynote.jp/201611212221232780/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月21日15:48

（次項？参照）

胃が激痛。(-”-;)

とりあえず「今月いっぱい」で積年の努力目標「一つの職場で３年」をようやくクリ

アできるので、あとのことはそれから考える…

(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月21日20:27

超絶厄日。

胃に穴が開いたら労災で訴えてやる。



（11月21日）　今日はアルパカ狼さんの着ていたグレーのカーディガンがとても良く
似合っていて可愛かったし、

https://85358.diarynote.jp/201611212235028776/

ヤケ買い♪　ｗｗｗ

2016年11月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8
Berryz工房 『愛はいつも君の中に』
(Berryz Kobo[Love is Always inside you]) (Promotion edit) 

（前項参照）

線量低くて空気の美味しい豊平河畔を元気に走っているうちに機嫌は直り…ｗ

勢いでヤケ買いに走りましたｗｗｗ

ぜんぶ野菜やさい〜〜〜♪♪

！（＾＾）！

（だから、喰っても太らん♪）

てなことで総重量１０kgくらいのヤケ喰い野菜＆惣菜♪ と、
越冬用食糧飲料ガッツリ買い込んで元気に帰投しました☆

今日はアルパカ狼さんの着ていたグレーのカーディガンがとても良く似合っていて可愛かったし

、ちょっと瘠せた？（二日酔いでむくんでいない！）し、背すじもしゃっきり伸びて血色も良く

、健康そうなので嬉しかった…♪

…あとのことはぜんぶ忘れる！

https://85358.diarynote.jp/201611212235028776/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611212235028776/
file:///tmp/puboo/127020/452218/14482a38c02b9d58357a/10141/epub/OEBPS/image/85358_201611212235028776_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8


（ノ＾へ＾）ノ

漫画読んでご飯食べて寝まーす！☆

（…画像注意…ｗ）
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=YOrNsDL6JhQ
愛は勝つ-福山潤 

https://www.youtube.com/watch?v=CLn6_rtwUd0
それが大事(入野自由ver.) 

 

 

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月21日23:03
０５

８８８

４４☆

 

https://www.youtube.com/watch?v=YOrNsDL6JhQ
https://www.youtube.com/watch?v=CLn6_rtwUd0
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（11月22日）　バイト中はストレスまみれですがなにしろ週２〜３回はアルパカ狼さ
んが望見できるし、

https://85358.diarynote.jp/201611220707175251/

…結論から言えば…。（＾＾；）★／（ＰＴＳＤ発症して呼吸
困難、意識レベル低下、心臓バクバク、激胃痛、血圧乱高下…）
。

2016年11月22日 就職・転職 コメント (4)

　

https://www.youtube.com/watch?v=8e2fNEfyU8U
今宵、月が見えずとも/黒崎一護 

おはようございます。

０６：４０でした。

早いですね？

いつもの通り

朝５時に１度目の目覚ましで起きてトイレに行って、

コーヒー飲んで情報チェックして

２度寝して、

https://85358.diarynote.jp/201611220707175251/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201611220707175251/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161122/85358_201611220707175251_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161122/85358_201611220707175251_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161122/85358_201611220707175251_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8e2fNEfyU8U


朝５時半の２度目の目覚ましでコーヒー飲んでツボ押ししながら

３度寝して（＾＾；）

　↑

（※低血圧でなかなか起きられなかった頃の習慣がまだ抜けないｗ）

朝６時に起きてさくさくご飯の仕度をしながら燃やすゴミをまとめて、ストーブの前に布団を干

して…

たら、今日はあまり急ぎの小家事がなかった（明日からの休み中にやろう〜☆）

ので、早めに終わって、この時間…。

さて。昨日のハナシの続き★

　↓

http://85358.diarynote.jp/201611212221232780/
【追記アリ。】　死亡フラグ。(-_-#)★

https://www.youtube.com/watch?v=v2p2yIcM5LI
アスタリスク_黒崎一護

よくよく考えても、私は、「アルパカ狼さんがあの部屋に居る限り」

辞めたいとは、思っていません…★

「…また退職強要が始まる〜ッ（＞＜ｐ）＃★」

…と、思った途端、ＰＴＳＤ発症して呼吸困難、意識レベル低下、心臓バクバク、激胃痛、血圧
乱高下…しますが…★

…！（＞＜＃）！…★

それは今までなら「辞めてやるッ！」という「行動に移す」ことで発散できていた負のエネ

http://85358.diarynote.jp/201611212221232780/
https://www.youtube.com/watch?v=v2p2yIcM5LI


ルギー。ですが…

今回、なにしろ、踏ん張っていたらアルパカ狼さんとエルさんとレインリリーさん（※）に遇え

たし…ｗ

バイト中はストレスまみれですがなにしろ週２〜３回はアルパカ狼さんが望見できるし、通勤ル

ートは楽しいし、なんだかんだ言って「週休３日」を確保しつつ交通費も社会保険も付く…とい
う好条件？な転職先は、そう簡単に見つからない…。

と、いうことで。（＾＾；）★

辞めたい気持ちが２００％ですが、

辞めたくない事情３００％くらいなので、

【　辞 め ま せ ん 。】

…私を虐める馬鹿どもは、今度もまた徹底抗戦されて敗退する憂き目に遭う。

…ということを、覚悟のうえで、イヤガラセにかかって下さい…ｗｗｗ

（いつでも労基署に訴え出る覚悟はできてるからな…ッ!!）

https://www.youtube.com/watch?v=9ccbNmEAi2Y
ｃｈＡｎｇＥ/朽木ルキア 

（※レインリリーさん…⇒「懐かしの古アニメ『レインボー戦隊ロビン』に出て来る看護婦リリ
ーちゃん似の清楚な美人さん」…の略☆）

https://www.youtube.com/watch?v=9ccbNmEAi2Y


（…いや、略称を
「レインボー・リリー」にすると、

「ＬＧＢＴパレードの女王様」みたいになっちゃうでしょ…ｗ）

　ｗ（＾□＾；）ｗ

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月22日7:30
０５

８８８８

１☆

amaちゃんださんがリツイート 
litera @litera_web · 20時間20時間前
　 
「左翼雑誌」と攻撃を受けても怯まなかった「通販生活」に感動！ その反骨の歴史を改めて振り
返る

https://t.co/GUGhxR6Ktp

…「あの時」「ちがう選択」をしていたら…？
…（＾＾；）…

バイトは楽しかったかもしれない…

そして、アルパカ狼さんには逢えなかったかもしれない…

https://85358.diarynote.jp/
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（じゃ、ま、いっか〜…現状追認で…！☆）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月24日9:56
　

あづれ @adure_ · 13時間13時間前 

月曜は俺だけでなくたくさんの人が鬱のピークを迎えたという印象を受けますが、

父親曰く「磁気嵐がすごい日」だったので気分の変動が激しくなる人がいたらしい。

磁気嵐すげ〜

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月1日8:54
　

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 

集中力を身につけるためには、くだらない会話をできるだけ避けることが大事だ。

くだらない会話を避けることに劣らず重要なのが、悪い仲間を避けるということである。

 
エーリッヒ・フロム

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月1日9:08

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

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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ある人物を評価するに際して最も簡単で確実な方法は、

その人物がどのような人々と付き合っているかを見ることである。

 
マキャベリ

 



（11月22日）　「異常」という日本語の意味をわかる人であれば、警戒した方が良い
ですね。

https://85358.diarynote.jp/201611220746306159/

【津波警報】発表中／東京湾のホットスポットは福島第1原発沖
を超えた。

2016年11月22日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (3)

https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
進撃の巨人 OP - "紅蓮の弓矢" - Linked Horizon (1 hour size) 

…？（＠◆＠）！…★
　↓

http://emergency.weather.yahoo.co.jp/weather/jp/tsunami/?1479767160

津波警報　2016年11月22日　7時26分　気象庁発表 
【津波警報】発表中　ただちに可能なかぎり高いところへ逃げてください。 
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/tsunami/1479767160/01101.jpg?t=1479768276

…これ…？　↓
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地震マップ @eq_map · 44分44分前 
【M4.9】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 10.0km 2016/11/22
06:50:56 JST[UTC+9]

…ぉわあ…★（＠◆＠）★…⇒画像３…。

特務機関NERV @UN_NERV · 31分31分前 
【停電解消 2016年11月22日 8:12】
東京電力エリアのすべての停電が解消しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 13分13分前 
【常磐線[上野—水戸] 運転再開 2016年11月22日 7:59】
福島県沖を震源とする地震の影響で、取手—水戸駅間の運転を見合わせていまし

たが、07:50現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 45分45分前 
【水戸線 運転再開 2016年11月22日 7:35】
福島県沖を震源とする地震の影響で、運転を見合わせていましたが、07:30現在、運転
を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 46分46分前 
【水郡線 運転再開 2016年11月22日 7:35】
福島県沖を震源とする地震の影響で、運転を見合わせていましたが、07:30現在、運転
を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【ひたちなか海浜鉄道湊線 運転見合わせ 2016年11月22日 7:19】
福島県沖を震源とする地震の影響で、運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【常磐線[上野—水戸] 運転見合わせ 2016年11月22日 7:17】
福島県沖を震源とする地震の影響で、現在も取手—水戸駅間の運転を見合わせてい



ます。また、運転区間の列車に遅れや運休が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【山形新幹線 運転見合わせ 2016年11月22日 7:07】
福島県沖を震源とする地震の影響で、運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【山形新幹線 運転見合わせ 2016年11月22日 7:07】
福島県沖を震源とする地震の影響で、運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福島 いわき市のクレハ化学 火災鎮火】
福島県いわき市の消防本部によりますと、いわき市錦町にある「クレハ化学」の事務

所で火災が発生しましたが、午前6時40分ごろ鎮火したということです。けが人はいな
いということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【東海道新幹線 運転再開】
東海道新幹線は、地震の影響で東京駅と愛知県の豊橋駅の間の上下線で運転を見合わ

せていましたが、午前6時18分に運転を再開しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【常磐線[水戸—いわき] 運転見合わせ 2016年11月22日 6:55】
福島県沖を震源とする地震の影響で、運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【常磐線[上野—水戸] 運転見合わせ 2016年11月22日 6:53】
福島県沖を震源とする地震の影響で、運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福島 いわき市 クレハ化学で火災】
福島県のいわき市消防本部によりますと、いわき市錦町にあるクレハ化学の事務所の

建物が燃えているということです。いまのところけが人などの情報は入っていないと

いうことです。



特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【東北新幹線運転再開】

地震の影響で運転を見合わせていた東北新幹線は午前6時半に全線で運転を再開しま
した。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【東海道新幹線 東京〜豊橋 運転見合わせ】
東海道新幹線は、地震の影響で東京駅と愛知県の豊橋駅の間の上下線で運転を見合わ

せています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【水戸線 運転見合わせ 2016年11月22日 6:40】
福島県沖を震源とする地震の影響で、運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福島 いわき市 コンビナート地域で火災か】
震度5弱の揺れを観測した福島県いわき市の消防本部に入った情報によりますと、午前
6時17分ごろ、いわき市錦町の石油コンビナートのある地域で火災が発生したというこ
とで、警察や消防が現地に向かい、確認を急いでいます。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【水郡線 運転見合わせ 2016年11月22日 6:37】
福島県沖を震源とする地震の影響で、運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【東北・上越・北陸新幹線 運転見合わせ】
ＪＲ東日本によりますとこの地震の影響で、東北新幹線と上越新幹線、それに北陸新

幹線は、午前６時１５分現在、すべての区間で運転を見合わせています。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【停電情報 2016年11月22日 6:28】
東京電力停電情報によりますと、千葉県 袖ケ浦市の約300軒で停電が発生しているとい
うことです。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 



【地震 05:59】
［震度５弱］福島中通り、福島浜通り、茨城北部、栃木北部

［震度４］宮城北部、宮城南部、宮城中部、秋田沿岸南部、山形村山地方、山形置賜

地方、会津、茨城南部、栃木南部、群馬南部、埼玉北部、埼玉南部、千葉北東部、千

葉北西部、新潟中越

［震度３］青森三八上北、岩手…

amaちゃんだ @tokaiama · 24時間24時間前 
２１日０６時５９分頃茨城県沖Ｍ５．３震度３

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20161121070316395-210659.html …
先ほどの地震、東京から直下型揺れの報告があった

これが昨日の激しい前兆の結果だろう

amaちゃんだ @tokaiama · 24時間24時間前 
私は4月頃から、何か特別な危機感が芽生えて、食料備蓄を始めた
家屋倒壊に備えた機材も揃えた

こんなに備蓄するのは2010年以来だ
異様な不安感がある

amaちゃんださんがリツイート 
麒麟地震研究所 @kirinjisinken · 1日1日前 
観測機５のデータです。21日6時59分頃、千葉県・茨城県で最大震度3の地震がありま
した。震源地は茨城県沖、M5.3。前回ツイートしたように観測機５は関東地方の地震
を捉えています。今後の反応が収束するか注目しています。

#地震 #地震予知 #jishin
https://pbs.twimg.com/media/CxvSW2iVEAELWTz.jpg
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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………ははははははは…

「今日だった」のか…ｗｗｗｗ（泣）

「１１２２」（いいふーふ）の日…！！！（哭）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月24日10:14
T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月22日 

今日の福島沖の地震は「正断層地震」という解析結果を気象庁が公表

福島原発から約20kmの沖合が震源のM7.4（Mを気象庁が上方修正）の巨大地震。これが3.11のよ
うな「海溝部」の逆断層地震でなくてよかった。もし地震のメカニズムが「逆断層」だった場合

、津波は10mクラスになるよね

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月24日10:14
　

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月22日 

これは大きいよね。明後日ぐらいまで要警戒ですね。ここまで頻繁に（福島沖）で、地震が起こ

るのは異常だからね。今までないよ。「異常」という日本語の意味をわかる人であれば、警戒し

た方が良いですね。

https://85358.diarynote.jp/
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（11月22日）　福島県沖地震。深さ約10km、【 M ７．３ 】。／津波【福島県 すでに
到達 ３ｍ】。

https://85358.diarynote.jp/201611220831098055/

【福島県 すでに到達 ３ｍ】／【津波情報 2016年11月22日】22
日05時59分頃、福島県沖を震源とする地震。震源の深さは
約10km、地震の規模は【 M ７．３ 】と推定。

2016年11月22日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (1)

固定されたツイート 
特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【津波情報 2016年11月22日】
津波警報を発表しました。ただちに避難してください。

［震源に関する情報］

22日05時59分頃、福島県沖を震源とする地震。震源の深さは約10km、地震の規模
はM7.3と推定。
https://pbs.twimg.com/media/Cx0JVolVEAAUc2T.jpg
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特務機関NERVさんがリツイート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 3 分3 分前 
東北電力によりますと、宮城県女川町にある女川原子力発電所の港湾内に設置されて

いる潮位計で午前７時４８分ごろ、およそ５０センチの潮位の変化が観測されたとい

うことです。女川原発は現在、運転停止中で、今回の地震や潮位の変化による異常は

今のところ起きていないということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 5分5分前 
【各地の満潮時刻 2016年11月22日 8:36】
石巻：午前10時7分
仙台新港、鮎川：午前10時9分
小名浜：午前10時34分

特務機関NERV @UN_NERV · 23分23分前 
【仙台港で１メートル４０ｃｍ】

気象庁によりますと、宮城県仙台港で、午前8時3分に1メートル40センチの津波を観測
しました。津波は繰り返し押し寄せます。さらに高い津波が到達するおそれがあり

ます。ただちに安全な場所に避難してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 24分24分前 
Earthquake Update: Data revised to Magnitude 7.4, Depth revised to 25km. Tsunami
Warnings are still in effect.

特務機関NERV @UN_NERV · 26分26分前 
【気象庁 宮城県に津波警報追加】
この地震で、気象庁は午前8時9分、宮城県に津波警報を追加しました。津波警報が出
ているのは福島県と宮城県です。予想される津波の高さは3メートルです。直ちに避難
してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 31分31分前 
仙台港で1m40cmの津波を観測、「さらに上昇中」です。

特務機関NERV @UN_NERV · 32分32分前 
【津波警報 すぐにげて！】
福島県　すでに到達　３ｍ

宮城県　すでに到達　３ｍ



（2016年11月22日 8:12）
https://pbs.twimg.com/media/Cx0nBAgUoAArYSg.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 36分36分前 
【震度５弱の地震 マグニチュードと震源の深さ修正】
福島県などで震度5弱の強い揺れを観測した地震について、気象庁は観測データを分析
した結果、地震の規模を示すマグニチュードを7.3から7.4に、震源の深さを10キロか
ら25キロにそれぞれ修正しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 37分37分前 
3/3 【各地の到達予想時刻 2016年11月22日 08:10】
▼千葉県内房：第１波の到達を確認

▼伊豆諸島：第１波の到達を確認

特務機関NERV @UN_NERV · 36分36分前 
2/3 【各地の到達予想時刻 2016年11月22日 08:10】
▼宮城県：第１波の到達を確認

▼福島県：第１波の到達を確認

▼青森県太平洋沿岸：津波到達中と推測

▼岩手県：第１波の到達を確認

▼茨城県：第１波の到達を確認

▼千葉県九十九里・外房：第１波の到達を確認

特務機関NERV @UN_NERV · 37分37分前 
1/3 【津波情報 2016年11月22日 08:10】
津波警報を切り替えました。ただちに避難してください。

[津波警報]宮城県、福島県
[津波注意報]青森県太平洋沿岸、岩手県、茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房
、伊豆諸島

特務機関NERV @UN_NERV · 8分8分前 
【2016年11月22日 8:00 NHK】
原子力規制庁「福島第二原発３号機 燃料プール 冷却再開」
http://nerv.link/7RNYjy

https://pbs.twimg.com/media/Cx0nBAgUoAArYSg.jpg
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特務機関NERV @UN_NERV · 9分9分前 
【NHKニュース速報 07:59】
福島第二原発３号機　燃料プール

ポンプ再起動　冷却再開

特務機関NERV @UN_NERV · 17分17分前 
【青森 東通村 沿岸部に避難指示】
青森県の太平洋沿岸に津波注意報が出されたことを受けて、東通村は沿岸部に避難指

示を出しました。東通村は防災行政無線で高台への避難を呼びかけるとともに、避難

所の開設を準備しています。

特務機関NERV @UN_NERV · 24分24分前 
【菅官房長官「ただちに安全な地域に避難を」】（続き）

なお、福島第一、女川の各原子力発電所に異常はないとの報告を受けている。現時

点で、特段の被害の報告は受けていない」と述べました。

（2016年11月22日 7:52 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 25分25分前 
【菅官房長官「ただちに安全な地域に避難を」】（続き）

現時点において、福島第二原発3号機において、使用済み燃料プール冷却装置が停止し
、状況を確認中だが、ただちに放射能漏れや燃料の温度が上がるものではないと報告

を受けている。

特務機関NERV @UN_NERV · 28分28分前 
Tsunami of 80cm observed at Ayukawa, Ishinomaki, Miyagi Prefecture. Tsunami are
expected to rise further, please remain vigilant.

特務機関NERV @UN_NERV · 31分31分前 
宮城県石巻市の鮎川では、80cmの津波を観測していて、「さらに上昇中」です。
https://pbs.twimg.com/media/Cx0g9DTVQAAI2Yv.jpg

特務機関NERVさんがリツイート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 36分36分前 
福島県によりますと、午前６時３３分、東京電力福島第二原子力発電所に高さ１メー

トルの津波が到達したと東京電力から連絡が入ったということです。

https://pbs.twimg.com/media/Cx0g9DTVQAAI2Yv.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 42分42分前 
【津波注意報 千葉内房と伊豆諸島に追加】
この地震で気象庁は午前7時26分に、千葉県内房と伊豆諸島に津波注意報を追加しま
した。津波警報は福島県で変わっていませんが、津波注意報の範囲が南に広がりま

した。

特務機関NERV @UN_NERV · 44分44分前 
【岩手 大槌町 避難勧告を避難指示に切り替え】
津波注意報が出ている岩手県大槌町は、午前6時36分、沿岸部の全域の避難勧告を避難
指示に切り替えました。避難指示が出ているのは3045世帯6823人で、高台への避難を
呼びかけています。

特務機関NERV @UN_NERV · 47分47分前 
【青森・階上町 沿岸部に避難指示】
青森県階上町は午前6時55分、漁港などのある沿岸部に避難指示を出しました。役場の
隣にある「ハートフルプラザ」に、避難所を開設したということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 49分49分前 
宮城県石巻市の鮎川では、津波の高さが「上昇中」です。

https://pbs.twimg.com/media/Cx0d4p0UkAAUmA4.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 54分54分前 
津波注意報が千葉県内房と伊豆諸島に追加されました。

特務機関NERV @UN_NERV · 55分55分前 
2/3 【各地の到達予想時刻 2016年11月22日 07:27】
▼福島県：第１波の到達を確認

▼青森県太平洋沿岸：津波到達中と推測

▼岩手県：第１波の到達を確認

▼宮城県：第１波の到達を確認

▼茨城県：第１波の到達を確認

▼千葉県九十九里・外房：第１波の到達を確認

特務機関NERV @UN_NERV · 55分55分前 
3/3 【各地の到達予想時刻 2016年11月22日 07:27】
▼千葉県内房：津波到達中と推測

▼伊豆諸島：津波到達中と推測

https://pbs.twimg.com/media/Cx0d4p0UkAAUmA4.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 55分55分前 
1/3 【津波情報 2016年11月22日 07:27】
津波警報を切り替えました。

[津波警報]福島県
[津波注意報]青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、茨城県、千葉県九十九里・外房、千
葉県内房、伊豆諸島

特務機関NERV @UN_NERV · 57分57分前 
【福島 南相馬市全域に避難指示】
福島県南相馬市によりますと、津波警報を受けて、市内全域のおよそ6万8000人に避難
指示を出したということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 57分57分前 
【津波情報 2016年11月22日】
津波警報を切り替えました。

［震源に関する情報］

22日05時59分頃、福島県沖を震源とする地震。震源の深さは約10km、地震の規模
はM7.3と推定。

特務機関NERV @UN_NERV · 59分59分前 
【福島・楢葉町 沿岸部に避難指示】
福島県楢葉町は、津波警報の発表を受けて、沿岸部の地域に避難指示を出し、避難を

呼びかけています。避難所は、楢葉南小学校と町のコミュニティーセンターです。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【福島第二原発３号機 使用済み核燃料プールの冷却装置停止】（続き）
3号機の使用済み核燃料のプールには2544体の核燃料が貯蔵されているということです
。

（2016年11月22日 7:21 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【福島第二原発３号機 使用済み核燃料プールの冷却装置停止】
東京電力によりますと、福島第二原子力発電所の3号機の使用済み核燃料プールの冷却
装置が停止している状態だということで、現在、東京電力が詳しい状況の確認を進め

ています。



特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【津波観測報 2016年11月22日 7:21】
宮城県石巻市の鮎川と岩手県の大船渡港でも津波を観測しました。

https://pbs.twimg.com/media/Cx0bWEsVEAABnYD.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【茨城 神栖の沖合で津波を観測】
気象庁によりますと、午前6時半に、茨城県神栖市の沖合に設置された津波計で津波が
観測されました。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【津波観測報】

相馬港で午前7時6分に90cmの津波を観測しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【宮城 山元町沿岸部に避難指示】
宮城県山元町は午前6時半に沿岸部の世帯に避難指示を出しました。行政無線とエリ
アメールを使って沿岸部の住民に避難を呼び掛けています。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【福島・広野町 沿岸地域に避難指示】
福島県広野町は津波警報の発表を受けて、午前6時10分ごろ、東日本大震災で浸水した
沿岸部の地域に対して避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【茨城 高萩市が沿岸地域に避難指示】
震度5弱を観測した茨城県高萩市によりますと、市内に津波注意報が出されていること
を受けて、午前7時前、沿岸に近い地域に住む住民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 
【沖合津波観測報 2016年11月22日 7:05】
茨城県神栖沖 20km地点 水圧計 引き波を観測

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 

https://pbs.twimg.com/media/Cx0bWEsVEAABnYD.jpg


Tsunami of 60cm has been observed at Onahama Port, Iwaki, Fukushima. Even taller
tsunami are expected, so please be vigilant.

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福島 いわき 小名浜港で６０センチの津波観測】（続き）
今後、津波の高さがさらに高くなる可能性もあり、気象庁が警戒を呼びかけています

。

（2016年11月22日 7:00 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福島 いわき 小名浜港で６０センチの津波観測】
気象庁によりますと、この地震で午前6時49分に、福島県いわき市小名浜港で60センチ
の津波を観測しました。場所によってはさらに大きな津波が到達しているおそれがあ

ります。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【千葉 鴨川 海岸にいる人に避難指示】
津波注意報が出されている千葉県鴨川市は、午前6時20分、海岸沿いの防潮堤より海側
にいる人に対して避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【津波観測 2016年11月22日 6:55】
小名浜港 午前6時49分 60cm

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【青森 三沢市 沿岸に避難指示】
青森県の太平洋沿岸に津波注意報が出されたことを受けて三沢市は、防風林より海側

の地域に避難指示を出しました。三沢市は防災行政無線を使って沿岸に近づかないよ

う呼びかけています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福島 小名浜沖で津波観測】
気象庁の観測によりますと、午前6時6分、福島県の小名浜沖で津波が引き波で観測さ
れました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
沖合での観測値であり、沿岸では津波はさらに高くなります。



特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【岩手 陸前高田市で避難勧告】
岩手県陸前高田市は午前6時20分、5年前の東日本大震災の津波で浸水した区域に避難
勧告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
福島小名浜沖　ＧＰＳ波浪計　引き波観測

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
Tsunami was observed 20km Offshore Iwaki Coast, Fukushima. Tsunami will affect land
soon.

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
沖合で津波が観測されました。これから沿岸にも津波が押し寄せます。急いで逃げて

ください。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
沖合で津波を観測　福島いわき沖20km地点で津波を観測しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
余震が起きています。倒れてくるものや落ちてくるものから見を守ってください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
到達時刻を過ぎていますが、警報が解除されるまで引き続き避難を続けてください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
Magnitude 7.3 Earthquake occurred Offshore Fukushima Prefecture. Maximum Shindo
Scale 5-, Depth 10km. Tsunami Warning Issued.

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【各地の震度 2016年11月22日】
震度5弱：
［福島県］白河市、須賀川市、国見町、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、浅川町、

いわき市、南相馬市、福島広野町、楢葉町、双葉町、浪江町

［茨城県］高萩市

［栃木県］大田原市



https://t.co/hCNITziGEM

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【震度５弱の地震 福島県沿岸に津波警報】（続き）
この地震で、気象庁は福島県の沿岸に津波警報を発表しました。

（2016年11月22日 6:10 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【震度５弱の地震 福島県沿岸に津波警報】
22日午前5時59分ごろ地震がありました。震源地は福島県沖で震源の深さは10km、地
震の規模を示すマグニチュードは7.3と推定されます。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
2/2 【各地の到達予想時刻 2016年11月22日 06:04】
▼福島県：ただちに津波来襲と予測

▼青森県太平洋沿岸：7時10分
▼岩手県：6時30分
▼宮城県：6時20分
▼茨城県：6時20分
▼千葉県九十九里・外房：6時30分

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
1/2 【津波情報 2016年11月22日 06:04】
津波警報を発表しました。ただちに避難してください。

[津波警報]福島県
[津波注意報]青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、茨城県、千葉県九十九里・外房

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【地震 05:59】
［震度５弱］福島中通り、福島浜通り、茨城北部、栃木北部

［震度４］宮城北部、宮城南部、宮城中部、秋田沿岸南部、山形村山地方、山形置賜

地方、会津、茨城南部、栃木南部、群馬南部、埼玉北部、埼玉南部、千葉北東部、千

葉北西部、新潟中越

［震度３］青森三八上北、岩手…

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【津波 すぐにげて！】

https://t.co/hCNITziGEM


福島県　すぐ来る　高さ３ｍ

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【津波情報 2016年11月22日】
津波警報を発表しました。ただちに避難してください。

［震源に関する情報］

22日05時59分頃、福島県沖を震源とする地震。震源の深さは約10km、地震の規模
はM7.3と推定。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
東京都千代田区でも揺れを感じています。身を守ってください。倒れてくるものに注

意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
緊急地震速報です。

強い揺れが来るまで、わずかな時間しかありません。

安全を確保してからタイムラインをご覧ください。

上から落ちてくるものや、倒れてくるものに注意してください。

揺れがおさまってから火の始末をしてください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
《緊急地震速報（気象庁発表）》

福島沖で地震　強い揺れに警戒

〈強い揺れが予想される地域〉

福島　茨城　宮城　山形　栃木

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【緊急地震速報 2016年11月22日 06:00】5時59分頃、福島県沖を震源とする地震があ
りました。地震の規模はM6.5、最大震度5弱と推定されています。なおこの地震情報は
、緊急地震速報 第6報に基づく推定情報です。実際の情報に対して誤差を含む場合があ
ります。

amaちゃんださんがリツイート 



Lulu__19 @Lulu__19 · 1日1日前 
東京湾のホットスポットは福島第1原発沖を超えた　http://bit.ly/1khmbeU 　
https://pbs.twimg.com/media/Btt6zcwCMAAZfYL.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
11月22日6時11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/Cx0LZ7JUsAEuYhR.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 8時間8時間前 
11月22日0時03分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が71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/Cxy3JzvUUAEsZ1w.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 14時間14時間前 
11月21日18時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が28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

ホワイトフード @whitefood1 · 20時間20時間前 
11月21日12時02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/CxwSFSRUQAA9OMs.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 17時間17時間前 
@palebrown @tokaiama まだ良いほうかもです！家はまた500ベクレル近いお茶をいつ
飲まされるか緊張感がありますw
10日間位飲んでた茨城県のくき茶からセシウム合計488Bq/kg検出
http://geiger.grupo.jp/blog/406672

amaちゃんだ @tokaiama · 1日1日前 

http://bit.ly/1khmbeU
https://pbs.twimg.com/media/Btt6zcwCMAAZfYL.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cx0LZ7JUsAEuYhR.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cxy3JzvUUAEsZ1w.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CxwSFSRUQAA9OMs.jpg
http://geiger.grupo.jp/blog/406672


3月16日朝、東日本一円に降下した硫黄35の黄色い粉は、土壌や野菜などに降り積もり
、東日本住民の食物に入り込んで内部被曝をもたらした可能性が極めて強い

弱いベータ線だけだが胃腸を直撃して体調を悪化させた可能性がある

半減期87日　千分の一になるのに2年以上かかった

amaちゃんだ @tokaiama · 1日1日前 
2011年3月16日朝に目撃された「黄色い粉」は硫黄35の可能性が非常に強い
花粉も含まれているが16日のような莫大な量は出ない
167Kevのベータ線のみを出すが通常の測定器では計測困難
高級なガイガーカウンターなら検出可能性

半減期87日　稼働原子炉に海水が接触して生成

amaちゃんださんがリツイート 
IINUMA @kita3aoshima · 1日1日前 
@tokaiama 2011.3.15の夜から3.16の朝に降下した黄色い粉に因果関係があるのでしょ
うか。15日に納車されたばかりの白い軽自動車に積もった黄色い粉を、水で洗い流す
と水が緑色に変わり流れ落ちました。嫌な感じがしました。南房総鴨川在住

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月22日9:08
　

cmk2wl @cmk2wl · 13 分13 分前 

東日本に津波到来　福島第２原発の冷却装置が一時停止　「冷却再開」と東京電力　東通、女川

、東海第２原発異常なし

産経新聞 11/22(火) 8:09配信

ばいと逝ってきます…ｗｗｗｗ

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


 



（11月22日）　アルパカ成分補給〜♪♪

https://85358.diarynote.jp/201611221537542266/

【ａｕの嘘つき】。(-_-#)★　（一曲追加ｗ）

2016年11月22日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)
　

【ａｕのニュース】だと、

仙台の１ｍ４０cmが
津波の最大記録だったように

思い込まされてしまうが、

実際には

福島と宮城で

【津波の高さ３ｍ】が

観測されており、

【フクイチの冷却停止】が

１時間以上に及んだ。（＞＜）

という大惨事。(-_-#)

…垂れ流し情報だけを鵜呑みにしている愚民やＢ層どもは、

情報に、殺されます…(-"-;)…

https://www.youtube.com/watch?v=4iGzQ5jxAPw
「みんながみんな英雄」 フルver. /AI【公式】 

 
 

https://85358.diarynote.jp/201611221537542266/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201611221537542266/
https://www.youtube.com/watch?v=4iGzQ5jxAPw


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月22日15:39
　

これは

余震じゃない。

予震だ！

（；‾Д‾）

熊本の悲劇を思い出せ。

最善を尽くして、

命を守れ！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月22日23:34
　

先ほど無事帰投。o(^-^)o

今日は個人的には

とても良い日でした♪ o(^-^)o

アルパカ成分補給〜♪♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

買い物もがっつりしっかり。

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


買い物もがっつりしっかり。

(‾ー+‾)ニヤリ

…生き抜くぞ〜っ！(^o^)／
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月23日7:12
０５８

９１１１☆

 

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


（11月23日）　きのう「アルパカ成分」たくさん補給できたも〜ん…♪

https://85358.diarynote.jp/201611230726444252/

札幌、マイナス４℃。（＾□＾；）

2016年11月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

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

おはようございます。

マイナス、４℃です…（＾＾；）…。

たしか一昨日はプラス１０℃だった。んですけどねぇ〜？？？

（…あ、さきおととい、でしたね☆）
　↓

http://85358.diarynote.jp/?day=20161120
＞2016年11月20日

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 

https://85358.diarynote.jp/201611230726444252/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611230726444252/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161123/85358_201611230726444252_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161123/85358_201611230726444252_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161123/85358_201611230726444252_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c
http://85358.diarynote.jp/?day=20161120


【北海道地方 気象情報 2016年11月23日 04:59】
日本海側では、引き続き２３日夕方にかけて雪を伴い風が強く、海はしけるでしょう

。猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒してください。

昨晩遅くから急激に気温が落ち込んだので、油断していて今朝気がついたら

「水道管凍結させちゃった！」という

悲劇のご家庭が、かなり有ると推測されます…ｗ

ｗ（＾＾；）ｗ←油断しなかったので余裕☆

https://www.youtube.com/watch?v=xzGV9Bl6CGg
jimmy cliff - i can see clearly now 

０７：１７です。

再び３連休の初日。（＾＾）

心身ともに健康♪　o（＾＾）o

きのう「アルパカ成分」たくさん補給できたも〜ん…♪

…ってことで、さて、世間はどういう事態に…？？

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…☆

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1479853800/1011-0010-101000-201611230730.gif?
t=1479854435
（０７：２０〜０７：３０）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月22日（火）【当日】

★（－－＃）★

https://www.youtube.com/watch?v=xzGV9Bl6CGg
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1479853800/1011-0010-101000-201611230730.gif?t=1479854435
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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11月23日 01:59】
留萌地方では、２３日朝から２３日夕方まで暴風雪に警戒してください。

［留萌北部］暴風雪

［留萌中部］暴風雪

［留萌南部］暴風雪

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年11月23日 01:28】
石狩地方では、２３日明け方から２３日夕方まで暴風雪に警戒してください。

［石狩北部］暴風雪

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.2】北海道南西沖 深さ15.1km 2016/11/22 20:24:43

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ42.0km 2016/11/22 19:55:17

ホワイトフード @whitefood1 · 18時間18時間前 
11月22日13時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が16箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cx1rq27UoAAraRl.jpg

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月24日10:25
　

cmk2wl @cmk2wl · 2015年8月26日 

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cx1rq27UoAAraRl.jpg
https://85358.diarynote.jp/
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「皮膚は人体の中で最大の臓器であり、それは巨大な腎臓や肺のようなものです。皮膚は、肝臓

のバックアップ。内部フィルタがうまく機能している場合には、細胞外液が汚染されず、免疫系

は感染から体を守ることができます。」

 
う〜む、なるほど。

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月25日7:35
　

2016年11月23日（水）【前日】
01:00 0.035 0.034 0.034 6 
02:00 0.034 0.033 0.034 6 
03:00 0.034 0.033 0.034 6 
04:00 0.034 0.033 0.034 6 
05:00 0.034 0.034 0.034 6 
06:00 0.035 0.034 0.034 6 
07:00 0.034 0.033 0.034 6 
08:00 0.034 0.033 0.034 6 
09:00 0.034 0.034 0.034 6 
10:00 0.034 0.033 0.033 6 
11:00 0.034 0.033 0.034 6 
12:00 0.034 0.033 0.034 6 
13:00 0.034 0.033 0.034 6 
14:00 0.034 0.034 0.034 6 
15:00 0.035 0.034 0.034 6 
16:00 0.035 0.034 0.035 6 
17:00 0.035 0.034 0.034 6 
18:00 0.034 0.034 0.034 6 
19:00 0.034 0.034 0.034 6 
20:00 0.035 0.034 0.034 6 
21:00 0.035 0.034 0.034 6 
22:00 0.034 0.034 0.034 6 
23:00 0.034 0.033 0.033 6 
24:00 0.034 0.032 0.033 6

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


 



（11月23日）　完全消滅…ｗ（－－；）ｗ…★

https://85358.diarynote.jp/201611230857395607/

（作業中断★）　ｗ（－－；）ｗ　（※【フクイチ沖】地震・Ｍ

３以下は省略※）

2016年11月23日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (7)

　

https://www.youtube.com/watch?v=god7hAPv8f0
Earth, Wind & Fire - Boogie Wonderland 

…フクシマ余震情報、とてもじゃないが、拾いきれない…★
…（－－；）…★

地震マップ @eq_map · 9分9分前 
【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約20km M4.1 23日08時22分頃発生 

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.1 23日06時59分頃発生 

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 

https://85358.diarynote.jp/201611230857395607/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201611230857395607/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161123/85358_201611230857395607_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161123/85358_201611230857395607_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161123/85358_201611230857395607_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=god7hAPv8f0


【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.2 23日06時06分頃発生 

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.3 23日05時12分頃発生 

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.2 23日05時10分頃発生 

★地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M5.0】OFF EAST COAST OF THE NORTH ISLAND, N.Z. 204.3km 2016/11/23
04:38:18 JST

☆地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M4.2】NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU 37.3km 2016/11/23 03:50:56
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 26分26分前 
【M4.9】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 100.5km 2016/11/23
03:45:19 JST[UTC+9]
　↑

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 房総半島南方沖 深さ約110km M4.6 23日03時45分頃発生 

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.9】SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS, JAPAN 78.3km 2016/11/23 02:53:02
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.1 23日03時18分頃発生 

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.2 23日03時13分頃発生 

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 宮古島近海 深さ約70km M4.7 23日02時53分頃発生 

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 



【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.3 23日02時41分頃発生 

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約20km M4.1 23日02時22分頃発生 

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M4.7】PRINCE EDWARD ISLANDS REGION 10.0km 2016/11/23 00:15:19
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M4.9】ALASKA PENINSULA 16.2km 2016/11/22 23:10:40JST, 2016/11/22
14:10:40UTC

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M5.0】SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 517.2km 2016/11/23 01:03:30 JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � Salta, Argentina 
【M4.6】SALTA, ARGENTINA 163.4km 2016/11/22 21:57:03JST, 2016/11/22
12:57:03UTC

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.1 23日00時27分頃発生 

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M4.6】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 10.0km 2016/11/22
22:34:40 JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � Afghanistan 
【M4.2】HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN 212.7km 2016/11/22 22:12:47
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約20km M4.2 22日23時14分頃発生 

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.2】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 12.7km 2016/11/22
23:03:58 JST[UTC+9]



　↑

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M5.3】福島県東方沖 深さ21.2km 2016/11/22 23:03:58
　↑

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【最大震度4】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M5.7 22日23時04分頃発生 

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.0】福島県東方沖 深さ29.1km 2016/11/22 22:34:41

★地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � Hurunui District, New Zealand 
【M4.6】SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND 14.9km 2016/11/22 18:49:38
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 � Северо-Байкальский район, Россия 
【M4.9】BURYATIYA, RUSSIA 10.0km 2016/11/22 20:37:12JST, 2016/11/22
11:37:12UTC

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.0 22日20時21分頃発生 

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さごく浅い M4.5 22日19時58分頃発生 

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約20km M4.1 22日19時10分頃発生 

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � Oklahoma, USA 
【M4.0】OKLAHOMA 5.0km 2016/11/22 18:55:33JST, 2016/11/22 09:55:33UTC

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M4.2】福島県東方沖 深さ22.4km 2016/11/22 18:49:18

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M4.2】福島県東方沖 深さ21.7km 2016/11/22 17:49:40

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 



【M4.4】GULF OF CALIFORNIA 10.0km 2016/11/22 16:48:30JST, 2016/11/22
07:48:30UTC

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.1 22日17時25分頃発生 

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.1 22日17時14分頃発生 

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.3 22日16時32分頃発生 

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.2 22日14時48分頃発生 

★地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � Hurunui District, New Zealand 
【M5.3】SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND 3.8km 2016/11/22 14:13:36
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.0 22日14時17分頃発生 

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.3 22日13時26分頃発生 

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約20km M4.0 22日13時04分頃発生 

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約10km M4.5 22日13時01分頃発生 

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.1 22日12時55分頃発生 

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
◇◇津波警報等発表中◇◇

【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.3 22日12時32分頃発生 



地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M4.3】福島県東方沖 深さ29.1km 2016/11/22 12:05:53

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
◇◇津波警報等発表中◇◇

【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.5 22日12時06分頃発生 

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M4.2】福島県東方沖 深さ13.4km 2016/11/22 11:24:49

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
◇◇津波警報等発表中◇◇

【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.0 22日11時15分頃発生 

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M5.1】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 10.8km 2016/11/22
10:38:00 JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M4.1】福島県東方沖 深さ19.2km 2016/11/22 10:34:06

https://www.youtube.com/watch?v=rPJz3syNbtE
The Whispers - Rock Steady Official Video 

https://www.youtube.com/watch?v=OQ7Rdzxt8zQ
Bobby Brown - Rock Wit’cha 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rPJz3syNbtE
https://www.youtube.com/watch?v=OQ7Rdzxt8zQ


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月23日9:33
　

作業のこりあとちょっとのところで、

画面が凍結…★（－－＃）★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月23日9:53
　

１２時間前〜２３時間前…まで、辿り着いたところで、
保存寸前に凍結って…（－－＃）…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月23日9:56
　

…だ〜めだぴくりとも動か〜ん…（ＴＴ；）…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月23日12:09
　

…まだだめ…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月23日16:12
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０

５８９

２００☆

諦めて再起動…ｗ（－－；）ｗ…★

したら、ＤＮさんが保存しておいてくれた分だけは、サルベージできました…☆彡

！（＾０＾；）！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月23日16:35
　

（作業栗鼠５匹目）は…完全消滅…ｗ（－－；）ｗ…★
 
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月25日11:04

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
No More ABE @sunaton · 11月23日 

強震モニタの通知が鳴り止まない。
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（11月23日）　「現実と区別がつかなくなってきた」未来予知？世界。

https://85358.diarynote.jp/201611231733342186/

２．地球の緑の海よ。…空中分解 part.2…。　（１）＋（２）。
　（＠１９８５．３．５．）。

2016年11月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4150106738/

地球の緑の丘 (ハヤカワ文庫SF—未来史2)

文庫 早川書房 発売:1986/07 1,080円
 
 
初レビュー日： 2015年2月24日
メーカー　　　： 早川書房
 
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=LR7IHSUnyzU
墓穴 あべりょう ナパーム弾 

…前項コメント参照…（－－；）…★

「消えた情報チェック」に未練を残しつつ…

「現実と区別がつかなくなってきた」未来予知？世界にステップしたいと思います…ｗ

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 18時間18時間前 
英国BBC
今日の福島沖の地震直後に報じてるのが、この画像の報道

米国も地震の事を心配してるというよりも「福島沖でM7.4の巨大地震で津波警報が

https://85358.diarynote.jp/201611231733342186/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611231733342186/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4150106738/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4150106738/
https://www.youtube.com/watch?v=LR7IHSUnyzU


起こった日本。福島原発は大丈夫か？」みたいな報道の仕方。そういう状態なんだ

よね。日本は。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19時間19時間前 
ニュージーランド

13日のM7.8の巨大地震。昨日、友人と話してて「えっ？知らない。報道してない
よな？」という感じだもんね。現政権になってから、海外の巨大地震は報道しなくな

ってる。日本の原発再稼働で「国民の不安」が起こるからだろうね。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19時間19時間前 
ニュージーランドと日本の地震

2011年2月22日（ニュージーランドM6.1）→3月11日（東日本M9.0）→3月19日（19年
ぶりのスーパームーン）

2016年11月13日（ニュージーランドM7.8）→11月14日（68年ぶりの超スーパーム
ーン）→11月22日：福島沖M7.4

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月22日 
BBC News - Japan earthquake sparks tsunami advisory near Fukushima.
https://t.co/IEvuv9DNvM

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月22日 
福島沖の大地震。

地震が収まらないよね。福島原発のほぼ真正面の、そんなに離れていない沖合いの場

所で起こってる地震なので、原発は警戒した方が良いですね（１号機はカバー撤去

しちゃったし。）　この群発地震で、太平洋プレートの境界の海溝部が刺激されて、

誘発地震が起きなければ良いけど。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月21日 
とんでもない速報だね。これ。

7時30分「福島第２原発：核燃料の入ってる燃料プールの冷却装置が停止している。東
京電力は原因を調査中、復旧を急いでる」

原因がすぐわかんないの？復旧を急いでるって、停電した時の予備電源もないの？そ

んなんで、原発を管理してんの？阿呆じゃないの？

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月21日 
06時39分ごろ。
福島原発の近くで、マグニチュード5.5の地震。　NIEDの第一報が震源地（福島県中

https://t.co/IEvuv9DNvM


通り：深さ10km） 気象庁では（福島県浜通り：深さ50km）
https://pbs.twimg.com/media/Cx0WFIqUAAAoDwD.jpg

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月21日 
三河湾でも地震が起こってんだね。

https://pbs.twimg.com/media/Cx0P3GhUsAABGEY.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=w9V3x61D994
SEKAI NO OWARI「炎と森のカーニバル」 

参照：

http://85358.diarynote.jp/201611181646035573/
【今までの話】　ＮA ＮA （書）。

https://www.youtube.com/watch?v=kgfLhrRPc88
【フル】エルサが全く気が付かないうちに日本語になるウェイ【Let It Go】

http://p.booklog.jp/book/111212/read
リステラス星圏史略　古資料ﾌｧｲﾙ　5-X-1-4
『未完史』第１部　第４章　…間奏曲…空中分解 Part.１．

http://85358.diarynote.jp/201611180009227605/
（来週の作業分ための、音楽メモ。）

２．地球の緑の海よ。

　雷光。

　自由落下。

https://pbs.twimg.com/media/Cx0WFIqUAAAoDwD.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Cx0P3GhUsAABGEY.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=w9V3x61D994
http://85358.diarynote.jp/201611181646035573/
https://www.youtube.com/watch?v=kgfLhrRPc88
file:///tmp/puboo/127020/452218/book/111212/read
http://85358.diarynote.jp/201611180009227605/


　肌を刺す緑の酸性雨。

　猛風。

　ユミちゃんがもがきながら振りかえる。

　小さな口が、動いて。

「…………清クン…!!　」

　…そう…

　ともかくも、彼女は無事だ。

　いいや。

　そのことは考えるな。

　考えるな…

　忘れてしまえ……　

　それは…

　前にも、そうしたように…



https://www.youtube.com/watch?v=gsVGf1T2Hfs
SEKAI NO OWARI - Dragon Night 

（画像が出てませんが、貼ってあるのはこれです…☆）
＞地球の緑の丘 (ハヤカワ文庫SF—未来史2)
　文庫 早川書房 発売:1986/07 1,080円

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 

東電福島原発からの風は、沼津あたりまでの太平洋岸を流れています。

リアルタイムのアメダスでも確認できます。

https://pbs.twimg.com/media/Cx7cpJBXcAA37k0.jpg

 
ひみつ日記

　

　…考えるな………。

　深く、どろどろとした、嫌なもののなかを俺は漂っていた。

　もがけばもがくほど肌に刺すような痛みは鋭く、いきのできぬ肺は火を吐きそうに熱い。

　緑の海のなかだ。

　希硫酸。

　希塩酸。

　ふと、混濁しきった嵐の海底で、閉ざした瞳のままに一条の光を視た思いがする。

https://www.youtube.com/watch?v=gsVGf1T2Hfs
https://pbs.twimg.com/media/Cx7cpJBXcAA37k0.jpg


　人魚姫ネーレイド…自らの命を断ったあの美しい女性に、驚くばかりよく似た面差しの、人影
のイマジネーション。

《　水の…娘たち…　アトル・ウルワニ…　》

　昔おふくろに教わった、部族の古伝を思い出す。

　人影たちは彼方で声をかわしていた。

　………あんなところに《水》の香りがする…

　………あの娘だ。《光》に還った、あの妹の…

　………想いを継いだか、《人》の子よ……

　………それ、だけではないね…

　………《彼》は…《水の縁者》の子ども…

　………母親からは、《白》の一族の血を受けた…

　………「人族、ふたつの血の交わる時」…

　………では、《彼》は《古き力の者》か…

　………あのままでは失われてしまう…

　………あのように穢された、《膿》のなかでは…

　………救けよう。《彼》は、《水》とえにしのある者…

　………救けよう…

　………救けよう…



　声は消え、かわりに近づく波動。

　純粋な、なにものにも穢される前の太古の《水》の姿が、かすかな輝きさえ秘して俺を包み

こむ。

　ふわり、と、高揚感。

　奈辺かへと導かれる感覚…。

　けれど、それさえも夢なのだろう。

　俺の心は哀しみにふさがり、そうして、目覚めよう刻には何ひとつ、覚えていは、しないのだ

った…。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月23日18:21
　

直筆原稿の欄外に、

「１９８５．３．５．

　ソリが大学うかったので私は嬉しい。

　寄田君も浪人卒業、おメテドね〜♪　」

とか、書いてある…☆

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11月25日21:37
　

…今にして思えば、ソリを私は「アイリスと間違えていた」んだな…？

（そして何故か正反対の「くっちゃん」のモデルになった…ｗｗｗ）
 
 
 

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


（11月23日）　「官憲には渡さないよ。これでも "裏側" には、けっこう通じている
んだ。」

https://85358.diarynote.jp/201611231839036545/

（３）＋（４）。

2016年11月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=T3yKl5AeLaA&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
「たまゆらのもり」薫風之音（箏：藤崎浩子　尺八：鯨岡徹） 

「……あ、目ェ覚ました、お父さん」

「お、そうかい。どれ」

　正気づいた時、ずいぶん長い夢を視ていたようだと思った。

　悪い夢。

　悲しい夢。

　それから、ずんと胸が痛くなる。

　夢ではないね…　少なくとも、ひとつは。

「　…気分はどうだい？　かなり、うなされていたね。」

「　…あ…　悪くはないです。ありがとう。」

　驚いたことに、尋ねられて、応えているのは俺自身のかすれた声なのだ。

「喋れるようなら大丈夫だろう。声帯まで灼かれた後じゃないかと心配したんだが…

https://85358.diarynote.jp/201611231839036545/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611231839036545/
https://www.youtube.com/watch?v=T3yKl5AeLaA&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27


」

「…………ここは………？」

　薄い明かりをさえぎって覗きこんでいる優しげな顔だちの人に、俺は尋ねた。

「覚えていないかい。自分でうちの店の裏口まで歩いて来たんだよ。」

「　…………　あ、……」

　言われて思い出す。どこか運河のような暗い澱んだ緑の淵から、救けを求めて…

　どれくらい彷徨ったんだろう…

　生ゴミのバケツに蹴つまづいて、派手に倒れたところまでは、記憶にある。

「　すみません。ご迷惑をおかけして…」

「怪我人は謝らない。困った時にはお互いさまだよ。」

　肩口に注射針の痛み。

「官憲には渡さないよ。これでも "裏側" には、けっこう通じているんだ。」

「え？」

　だから安心して、事情を聴くのは体力が回復してからにしよう。と、有無を云わさ

ず睡眠薬を服まされて、結局まとまった話をしたのは翌々日の夕方近くだった。

　俺の正体について説明しきれるものではないので、例の、宇宙で散った両親の遺

品云々というやつを適当に脚色する。

　スターエア島でヤニさんがでっちあげたやつよりも、民間では多分こっちのほうが

通りがいいだろう…。

　うん。俺はサギ師で食ってける。



　頼んだ船が例の大嵐にやられて分解し、気がついたら…

　という所まで、横になったままポツポツ喋った。

　…と、話すあいだじゅうずっと何も口をはさまず、考えこむように耳を傾けていた
その人は、娘のほうを振り返って。

「………カミィ？」

「………嘘、ついてないよ。」

「………そうか。」

　それから小さな女の子を部屋の外へ出すと、信じられん、と首を振りながら俺の枕

元に戻って来たのだった。

「　…海…　"外" から…　」

「…どういうことですか？」

「　いや…　」

　椅子をひきよせて鈍い動作で腰をおろす。

　今、気がついたが、この人は足が…おそらく両脚ともに…不自由なのだった。

　松葉杖をまとめて壁にたてかける。カランと音がする。

「…そういう事なら…　きみに、救かって良かったね、とは、素直には云えないな…
」

　三十歳、くらいだろうか。少し瘠せて、もしかしたら実際よりも幾らか歳を取って

いるように見せるだろう、隠遁者のような寂寞というか、寂しい眼をしている。

　《ィル・デ・ゼーレワ〜》…おふくろの部族の言葉で、 "なにごとかを悼んで静か
になってしまった人" だ…。



「…ここは閉じられた世界なんだよ。宇宙から降りて来たというのなら知らないかも
しれないが、誰がつけたのか、アダ名を "地底都市" …アースシティ・パンドラ。と
も云ってね…」

　もともとは皇国の旧首都から一時間の距離にあった、三次大戦中の一大シェルタ

ーだった。

　地殻変動で半ば以上、海中に没し、ほぼ完全に出入り口を遮断されて、以来百年…
。

　通信手段だけは一応残されているのだが、この都市から、出た者も居ない、入った

者も、いない。

「………出られない……と……？」

「ああ。」

　まるで自分の落ち度でもあるかのように、済まなさそうな表情で、彼は俺を見つ

める。

　俺は、起こしかけた頭を枕に戻して、眼を閉じた。

　…出られない…

　好を、探しにいけない…

　好、を。

「　う。」

　凄まじい頭痛がして、一瞬顔をしかめる。

　駄目だ。

　少なくとも体力が回復するまで、あいつの名前は禁句だね。

「磯原くん？　大丈夫かい？」



「………ええ。…清（きよし）、でいいですよ。」

「ぼくは高畑 篤（たかはた・あつし）だよ。」

「…アツシ…。」

「どうか？」

「いえ。兄に同じ名前のがいるもんで。…二番目のですけど。五人兄弟の。」

　ふっと微かに篤さんは頬笑んだ。

「資源の豊かな所で育ったんだね。…きみは、もしかして、末っ子？」

「あれ、判ります？」

「ははっ。なんとなくね…　素直そうだから。」

「…単純に出来てんですよ…」

　笑いかえして、それから家族のことを想いだす。

　心配しているだろう。

　この時代に放り出されてから２週間も、経ってしまった。

　二度目の行方不明だね。母さん。

　ごめん。必ず還るから。

　…不意に気づく。

　まっとうな時間軸の中では、あのひとはとうに風になってしまっている筈…。

　…でも。



　あそこが、俺の、時代だ…

　俺とあいつのが産まれて生きてきた。

　本来あるべき場所。

　…月面の、あの、 "遺跡" の部屋まで、戻れれば…

　…でも。

　出られない。…

　出て行くことが、出来ない…。

　想いは結局そこへ巡ってゆく。

　…う〜〜〜〜〜。

「…でも、入って来るやつもいなかったんだ、って、言いましたよね…」

　口をついて出る言葉。

「…ぼくが知る限りではね…　どうして？」

　俺の視線を真っ直ぐに捉えかえして、深い瞳で覗きこんで、篤さんは尋ねる。

「いいえ。べつに…。薬を…　もう寝ます…」

　あした考えるわ…と、云うのを口癖にしていたのは、スカーレット・オハラだった



ろうか。

　いつか観た古いフィルムの『風と共に去りぬ』。

　主役のビビアン・リーが何故だか、ゆかり姫のイメージと重なっていた。というほ

うへ、唐突に連想が飛ぶ。

　…メラニー夫人のまちがいじゃないの？…と、ユミちゃんは尋いたけれど。

　本当はスカーレットなんだ…　彼女は。

　きみも、探さなければね、姫。

　それから栗原と…

「もう鎮痛薬は要らないようだね。」

　くすっと洩れるような吐息を聴いて、俺はとろとろとまどろみだしていた。

　コトン、コトン、と松葉杖の音がする。

「…カミィ、」

　ちょっと驚いたような声。

「むこうへ行っておいでと言ったろう？」

「あのね、あのね、」

　まだ小学校にあがる前くらいの、童女に特有の賢明な高い調子で、

「あのね、カミィ、押したの。

　この人、苦しくって、いつも眠れないから。

　ちょっとだけだけど、押したの…。



　苦しいお友だちは頭から追い出しちゃった。

　狭いのも。

　…今は苦しくないお友だちのこと考えてるわ。

　………カミィ、したの、いけないこと…？」

　低い高畑氏の声は聞きとれない。

「…うん。だって、眠れないのは、イヤだもの…。」

　ほっとしたような幼いことばを最後に、俺は居心地の良い暗い洞窟のなかへ、急降

下していった…

　食べて寝て、食べて寝て、もとが至って丈夫に出来ている俺の体は直ぐに回復して

、数日後にはすっかり起きて普通に食事が摂れるようになっていた。

　全身ぐるぐる巻きミイラ男の包帯をカミィ、こと、高畑花夢（たかはた・はなむ

）ちゃんが面白がって外してくれる。

　篤さんが診て、

「うん、中和剤がちゃんと効いたみたいだ。熱傷はきれいに治ってる。一週間もすれ

ば跡も残らないよ。」

　ただし当分は薬が必要だし、内臓に負担はかけられない。

　溺れている間に気絶した俺は、希硫酸いりヘドロの海水を相当量、飲んでしまった

みたいなのだった。

「体中の毒素が抜け切ったという保証はないし、どんな後遺症が出てくるかも知れ

ない。当分、無理はしないようにね。」



　そう云いながら結構厳しい看護人だった彼も、俺はほぼ全快したと認めてくれた日

。

　起きだして、篤さんの貸してくれた服で、ダイニングキッチンで俺たちは食卓を囲

んだ。

　チンチンチン♪

　カムちゃんが嬉しがって、したくの出来るのを待つあいだじゅう、食器を鳴らし

て唄っていて、しまいには手にしたスプーンを取り上げられてしまった。

「…悪いね。しつけが行き届いていなくって。何しろ誰かと食事をするなんてこの子
には初めてなんで。」

　チョロチョロと走りまわるのを目で追って苦笑しながら、そういう篤さんは松葉杖

をつきつき慣れた様子で、それでもどこか不自由に、台所のなかを動き回っている。

「かまいませんよぉ。俺だって小っさい頃はよく、おふくろのスカートにしがみつい

て邪魔したもん…　あ、手伝います。」

　なんか彼、俺の全快祝いの為なのか、普段は使いそうにない高い所のお皿、出そう

とするんだ。

　思わず反射的に腕を伸ばすと、俺より頭半分は背が高く、もとは結構スポーツマン

でもあったろう体格の人は、ふふっと寂しげに笑ってアリガトウと、云った。

https://www.youtube.com/watch?v=YNbm_9-C2gI&index=8&list=RDJKBiO2MZSvg
「月ノ雫」　薫風之音（箏：藤崎浩子　尺八：鯨岡徹　和楽器） 

https://www.youtube.com/watch?v=oo-rQZdZqdA&index=3&list=RDJKBiO2MZSvg
結〜yui〜 『紅』 

https://www.youtube.com/watch?v=YNbm_9-C2gI&index=8&list=RDJKBiO2MZSvg
https://www.youtube.com/watch?v=oo-rQZdZqdA&index=3&list=RDJKBiO2MZSvg


…清クンて、太棹（三味線）が似合うなぁ…☆

 
ひみつ日記

　食事は、美味しかった。

「…料理、お上手なんですね〜」

「本職の調理師から習ったからね。」

　その最中に、ふいっと二〜三度、またたくようにして暖色の光源が消える。

「、あ………」

　自慢じゃないけど、暗い所は、苦手だ。

「ただの停電だよ。よくあるんだ。…カミィ？」

「は〜い」

　カタン。

　椅子をひいて、床に足をおろす音がする。

　迷いもなく歩きまわる。

　…何故ああも、自由に？

　…自分の家、とはいえ…

　どうして歩けるんだろう。

　窓もない部屋の、真実のまっ暗闇。

　おぼろげな月明りも、外の常夜灯や隣家の光の反射さえ、入っては来ないというのに…。



　そして何故？

　俺は、その子供の姿を眼で追っている自分に気づかなければ、ならないのだろう……

「はいお父さん」

「ああ。」

　ボウと、火明かりがともった。

　その光が直接肉眼に届いてはいないと知って、俺は慌ててまぶたを引きあける。

　そそけ立った俺の表情を、篤さんは誤解した。

　愛娘の肩に手をまわして、

「この子は、何も明かりが無いところでも、物がよく視えるんだ。

　どうしてだかは判らないが…

　気味悪く思わないでやってくれないか？」

「…………ええ。カムちゃん、ろうそく、俺にも１本。」

　銘々が灯火を確保したところで、さて、と彼は立ち上がった。

「丁度いい。手を貸して欲しい事があったんだ。」

　静かな松葉杖の音とともにドアを開く。

　ついて入った隣の部屋には、きちんと磨かれた木とステンレスのカウンター。

　同じ素材の卓と椅子の、ボックス席が７つほど。

「…お店だったんですかここ。知らなかった。」



　卓の上の灰皿には ”喫茶店・植留花（ウエルカ）” と、洒落た字体で書いてある。

「はは、もう、ここ十年ばかりは開店休業さ。

　客は来ないし、出す物も無いし…。」

　置いてある、もとは単なるアクセサリーだったのだろうアンティークの洋燈に火を入れると、

カウンターわきの扉から貯蔵庫へと降りて行った。

「ここなんだ。来てくれないか？」

　冷いやりとした部屋だ。

　短い階段を降りるとそこには蓋を開けたままの平型の業務用フリーザーがあり…

　その内部には。

　カーテンらしい縁つきのビロードと白いシーツとで綺麗に包まれている、おそらくはカムちゃ

んの手によるのだろう稚拙な色とりどりの紙の造花に飾られた、

　…細い顔の美しい女性の、遺骸が、あった…

　睫毛に霜を宿らせて、眠るように凍りついている。

「………このかたは…？　」

　どことなし、篤さんとも、その娘カムちゃとも、面差しに似たところがある。

「…姉の依夢（よりむ）だよ。花夢（はなむ）の母親。」

「…………え？」

「きみが来る前の日に、亡くなってね。

　いつまでもこのままにしておく訳にもいくまいから…

　…他人の死体など無気味なだけかも知れないが、悪いが、運ぶのを…」



「ええ。俺は構いませんよ。」

　棺のかたわらに膝をついて十字を切った。

「…優しそうな、儚い、ひとですね。」

「ああ。そう…、やっと、息をひきとって、幸せになれたと言うべきだろうな…。

　昔は、これでも女傑でならしていたんだよ。６年ほど前に、恋人を亡くしてね。以来すっかり

心を失って…　最期まで、自分の産んだ花夢のことを、理解できていない風だった。」

「…そう…ですか…」

「眠るように頬笑みながら去ってしまったよ。」

　花夢ちゃんが、こぼれ落ちた造花をすくい上げるようにして棺の主にふりかけている。

　篤さんは低く喋りながら手早く用意を整え、蓋を、閉ざした。

　静かな動作。

「悪いね、病みあがりに肉体労働をさせて。」

「いいえ…」

　曖昧に微笑む以外、なにが出来ただろう…？

　松葉杖のためにふさがる両手の代わりに補助具をつけて棺の前を背負いさして重くもないその

後ろを俺が支えた。

　俺が倒れていたのだという店の裏口の戸をくぐる。

　真っ暗だ。

　花夢ちゃんがわずかな蝋燭の明かりをふっと吹き消した。



「足元を、頼むよ。教えてくれ。」

　篤さんが云う。

　何故なのか判ってはいないけれど闇中でものを視とおせる不思議な娘に。

「ひとに見つかるわけにはいかないんだ。カミィが障害物はよけてくれるから、不安だろうが灯

火なしで歩いてくれるかい」

「…俺なら、大丈夫ですよ…」

　ひとことを気味悪がりなど出来るはずもない。

　はっきりと、自分のいま存る場所を理解してしまっている俺に…

　そこは狭い、暗い、二階層分が吹き抜けになっている天井も、けして高いとは云えない細い路

地だった。

　じめじめとして侘しく、どこかに塩辛いようなカビ臭いような、ツンと鼻をさす臭気がある。

　しんとして、街は動かない。

　あたり一帯が光を失った停電の被害区なのだ。

　そのなかを短い葬列は歩いていく。

　棺をかつぐ二人と、故人の娘である小さな女の子がひとり。

「ここから、きみは這い上がって来たんだよ」

　篤さんが言ったのは、小さな淀み…下水の一時集留地ででもあるのだろう、５ｍ四方ほどの暗
く濁った水溜まりだった。

　そこにだけ、別系統の電源なのか、薄ぼんやりとした水銀灯が重い湿気のなかに浮かんでいる

。

「カミィが水と血の跡を消しに来てね。ぼくは、きみが ”裏” の人間だと思っていたから」



　 ”裏” というのは、行政府、つまり皇国軍の圧政に抵抗している地下組織軍の総称だ。スターエ
アあたりで聞いた ”反皇勢力” というのの同義語になる。

「この上手の廃水処理場から何かで逃げて来たのだろうと考えていた。それが外界からやって来

た人間だとは、ね…。

　どんな潮の加減でか、流れ流れてこんな地下深くまで堕ちてしまったんだ。」

　棺を降ろす。

「願わくば、その同じ潮流が彼女を 外 へと、逃がしてくれんことを。

　…もっとも、人間ほど大きな異物の逆流を許すほど排水ポンプの出力が落ちてきているなら、
それも望み薄だがね。」

「…お母さん…　さいごにお顔、見る。」

「やめておおき…。キリがないからね。」

　大きな、涙でいっぱいの瞳を静かな声でなだめて、篤さんは俺の手を借りず不自由な脚と手で

、棺を水の中へ送り出した。

　ばしゃり。

　…妙に鈍い音とともに白い冷凍庫は、不要になったゴミ同様、汚れた水にひっそりと呑みこま
れて行く。

「………誰しも、最愛のひとの亡骸を、蛋白資源用の再生処理に供出したいとは思わないさ。」

　声もなく哭き、やがて振り返って肩をすくめ、亡きひとの弟は言った。

「カミィ、先にお帰り。停電がなおってから行くから。

「…うん…。」

　去って行く少女の後ろ姿を見送って、彼はようやく涙を流せたのだった。



「……きみが……居てくれて、救かったよ…」

　むせび泣いて、ついには松葉杖を投げだし、冷たく湿った金属の床… ”地面” …に崩折れてしま
うほど、彼の隠されていた感情…哀しみは、深く虚しいものだったのだ。

　ようやく、声がやんだ頃、顔をあげて独言のように、彼は話した。

「ぼくは、時々、思いつめてしまうタチでね…　きみの看病に気を取られていなければ、未だ何
も知らない花夢をみちづれに、馬鹿なことをしでかしていたかも知れない…

　倒れているのを見つけた時、きみは半死半生の態で、でも生き延びようとして無意識にぼくに

しがみついてきたので…

　ぼくは一瞬、 ”帰って来た” と思ってしまったんだよ。

　きみが、姉の身代わりのように感じられたんだ。」

「………」

　俺は黙っている。

「カミィが言ってた。きみが、治ったらぼくらに礼をして出て行こうと考えていると。

　だが、どちらにせよこの地底都市からは逃げられないんだ。

　はぐれたというお仲間もこの都市のなかに流れついただろうとは、確率的に言って考え難い

しね…。

　きみに、別の棲みかを探してあげることも、無論ぼくには出来るけれど…。

　良ければ、しばらくでもいい、ぼくらと一緒に暮らしてくれないか？」



「…風邪、ひきますよ…。」

　俺は了解のしるしに軽く肩をすくめて肯いた。

　どのみち何処へ行こうというアテがあるわけでもない。しょせん社会構造すら判っていない、

まったくの異邦人なのだ。

　篤さん達の迷惑にならないというのなら…

「幸か不幸か、姉の死を当局に届けるつもりはないから食糧もちゃんと三人分、配給されて来る

しね。」

　まるで彼自身も娘同様テレパスであるかのように、皮肉っぽく微苦笑して付け加えて、篤さん

は松葉杖を手に取った。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月23日21:32

「磯原

　高（たかし）

　厚（あつし）

　広（ひろし）

　清（きよし）」

　このほかに自殺しちゃった異母兄がひとり。」

…という初期設定が書いてある…☆

https://85358.diarynote.jp/
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（…死んでないから〜ッ☆）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月23日22:25
　

ていうか「今」（決定稿）

広⇒高⇒厚⇒清。だよな？
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（11月23日）　「ここは紅茶の専門店だよ。コーヒーは出してない。」

https://85358.diarynote.jp/201611232140391982/

とりあえず、（５）。　（※あした⇒６を入れる〜☆）

2016年11月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?
v=FaMrlk2cr2c&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
Amazing Grace 

https://www.youtube.com/watch?v=IITn9XHXT8k&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
[Tsuki no shizuku] Kunpu-Note (Koto and Shakuhachi /Traditional Japanese musical instrument ) 

　それからまた何日か、平穏な日が過ぎた。

　カムちゃんが、まいあさ俺を起こしにくる。

　過激に布団の上に飛び乗ったり、小さな指でそおっと頬をつっついて来たり、色

々だ。

　学校や幼稚園はおろか近所に歳の近い遊び友達もなく、閉じこもりがちな街の住人

達のなかで、今まで間近に他人と接するという機会がなかったらしい。

　どうやら俺は生きて喋る、とてつもなく面白いオモチャだと、解釈されてしまった

ようだった…。

　よじ登られるは、 "おんまさん" にされるわ…。

　午前２時間、午後２時間、篤さんが役所の在宅勤務でコンピューターに向かってい

る間なんか、完全に肉体労働だ。

　ふわふわした猫っ毛や、よく動く焦げ茶色の瞳を見ていると、どこかの誰かさんを

https://85358.diarynote.jp/201611232140391982/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611232140391982/
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https://www.youtube.com/watch?v=IITn9XHXT8k&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27


思い出させられて、おはじきだの人形遊びだののお相手をはいはいと務めさせられる

のも、けっこう楽しくないわけではなかった。

　ある日…

　食事の時間中、例によってキッチンの片すみで音質の悪い "行政放送" が鳴り、一週
間分の食糧配給の連絡を流した。

　篤さんがカムちゃんを伴って受け取りに出かけてから小一時間。

　俺はもて余して何ということもなく "喫茶・植留花" の店の内部にいた。

　なにしろあの二人がいないと何もすることがない。

　古いビデオデスクは山ほど積み上げられていても、それをかけるだけの十分な電力

供給がこの地底都市には無いのだ。

（………早く帰って来ないかな〜〜〜…）

　その時、

　コン、コンコン、コン。

　特徴のあるノック音が "植留花" の裏扉から聞こえた。

「マスター、シナモンスティックを持って来た。依夢夫人はお元気か？」

「え？」

　心持ち押し殺したような声だ。

「ヨリム夫人はお元気か？」

「…あ、ちょ、…ちょっと待って下さい。今、開けます。」

　とにかくヨリム、というあの亡くなった女性の名前を云うからには、篤さんの知り



合いに違いない。

　開店休業中、と本人が云ったにせよ喫茶店の主なら、マスター、というのは彼のこ

とだろうし…

　慌てて鍵に手をかけた俺に。

「…何だって?!　きみは誰だ！？」

　不信と疑惑と、かすかに驚き・焦りを含んだ声音が浴びせられた。

　ドアが開く。

　ぱっ、と、そこに居た男は一歩後ろに飛びすさり、罠にはまった事を悟った野生の

獣のように、瞬間、身構えて四囲の様子を探った。

　…何事も起こる筈がない…

　と、…するり。

　隙間をくぐり抜けて後ろ手に戸口を閉ざすと、そいつはもう俺の体を壁に抑えつけ

て立っていた。

「…誰だ？　何をしている？　ここは "紅茶の専門店" じゃないのか？」

「え、…し、知りません。俺はここの居候で…」

　うわー！　うわー！

　…おなかのあたりに押し付けられてるコレって、もしかしてピストルだったりする
んじゃないっ？…？？

「イソウロウ？」

　…答えさせたいなら、首、緩めてくれぇ…！

「タツト。客人だよ。放してあげてくれ。」



　表口を開けてそのとき篤さんが云った。

「…………無事か、篤。花夢ちゃんも。」

　目に見えて腕の力が抜ける。

「ここは紅茶の専門店だよ。コーヒーは出してない。」

　…心配してくれてありがとう、と彼はつけ加え、それから咳き込んでいる俺に慌て
て謝罪した。

　タツト…高原 尊（たかはら・たつと）、というらしい。なかなか精悍な、なりかけ
二枚目中年だ。

「………異民族なんだな！」

　めちゃくちゃ、気に障ることに、篤さんが手短に "客" の素性の説明をし、お茶を入
れるとかで店内の照明光量をあげるなり、そいつときたら思いっきりそう叫びやが

った。

「初めて観たぞ！　実物はね。写真やヴィジホン越しの会談でならともかく。自称 "
エリート階級" ばっかりが移住して出来たこの都市に、異民族が棲んでいられる筈が
ない。… "外" から来たと…？　信じるほかはないらしいな！」

　………ああそうですか。成程ね…。

　約百年間、密室の状態であった割には、篤さんがあっさりと "外部からの混入" 説を
受容してくれた理由がよっく判りましたよ…。

　ふん。ふん。

　…俺は国籍コンプレックスを刺激されると、無制限に落ち込むんだぞ…っ!!

　どーせね。

　俺の生まれ落ちた時代でさえ俺たち兄弟のような存在は、もう随分と少なくなって



いた。

　親父の話では数十年前までは、もう少し、日本は他国人に対して寛容で、偏見や差

別もさほど酷くはなく、むしろ白人種に対しての場合は一般に憧れを抱いてさえいた

らしい。

　もの珍しがられ、或いは言語や習慣の障壁の故に疎んじられる事はあったとしても

、意味もない積極的な悪意、というのは確かに減りつつあったのだ。

　むしろ "世界" という概念に向けて、感情が啓きつつあったと。

　親父は元フリーのカメラマンで、外国暮らしが長かった。 "白の一族" と呼ばれる生
粋の砂漠の放浪民族の出で、フランスの教養と国籍を持つ母さん…褐色の肌と黄金の
髪の…を、妻として帰邦した時、けれど日本という国は、何処かが変わってしまって
いた。

　何故、どうして、変化したのかは、親父にも分からない。

　まして俺に理解できた事はと云えば、異なる民族の血統を引く、というだけで、同

じ人間でありながらクラスメイトから、ご近所さんから、不当に遠ざけられ卑しめら

れた、という実感だけ。

　そうして俺たちは住みなれたＹ市を離れ、数少ない友人たちと別れ、古き良き気風

を残す片田舎のＯ市へと、引っ越さなければならなかったのだけれど…

　そうした風潮…異なる種族を受け容れたくない、という…が、現実の歴史の中でそ
の後どんどん強化されていったのだろうとは、容易に見当がつく。

　混血の俺や、かなりの人数がいた、日本人と寸分違わない外見をし、日本で生まれ

育ち日本語しか話すことが出来なくなっているにも関わらず、日本国籍を持ってい

なかった、下町の人たち。

　そういった手合いを全て一括して血筋の違う "異民族" と呼び、 "エリート階級" と、
はっきり相対する存在だと、決めこんでしまう程に…

（…何故なんだろう？　違う、という事を、それほど拒否しようとするのは…）



　答えの出ない、決して判らない、俺の永遠の謎々のひとつ…。

　ちょっとでも意識を向ければ、頭が痛くなる…。

「…磯原くん……きよしくん？」

　しかめっ面を誤解して、ティーカップを手渡してくれながら篤さんが顔を覗き込む

。

「具合が？」

「いいえ。ちょっと…考え事しちゃってて。」

「…しかし…。…美形なんだな…。華奢で。」

　…つくづくと人の貌を無断で観賞した挙げ句に、風変りだが確かに 美人だ と、男に
対して使う場合には必ずしも純粋な誉め言葉ではないんじゃなかろうか…という、神
経を逆撫でする形容詞でひとりごとめいて断言する。

　その頃には俺にも、この人のはＯ市民の大半が見せるのと同じ、不躾だけれど率

直な、人間的な好奇心だけなんだ、という事は判っていたけれど。あまつさえ彼は先

刻の暴力沙汰について謝ろうとさえ、してくれたのだけれど…

「…さっきはいきなり悪かったな、お嬢さん。」

　……ぷーーーーーーーー〜……………っ。

　…さも気の毒そうに、それでもこらえがたくて、つい吹き出す。だなんて。

　それは無いでしょう。篤さん………。

「…え？　どうしたんだ？　篤。」

　…え〜〜〜〜〜い。

　もう、もう、当分コイツとは口きいてやらねぇぇぇぇぇ…っ!!



「…いや、胸が無いから男かな、とも思ったけれど…、ボーイッシュに見える美少女
かな、と。…おれとしては気をまわして、だな。いや、だから…っっ」

　篤さんを相手に慌てて弁明を試みているけど、俺、聞いてやんな〜いっ。

「…だって実際、年齢も性別も判らない顔をしてるじゃないかっ」

　しばらくツブクサほざいていた後、気を取り直して、

「まあいいや。…ところで、ヨリム女史はどんな具合だい？　姿が見えないが。」

　…びく。

　と、機嫌よく苦笑していた篤さんの肩が、こわばってしまった…。

「…………亡くなったよ。…彼に、手伝ってもらって、 "淵" に、…沈めてきた…。」

「………!!」

　近親者である篤さん程ではないとは云え、タツト氏にとっても少なからずその報せ

は打撃であるようだった。

「………そうか…。」

　言葉少なに手にしたカップに視線を落とす。

「……ブレイン（参謀）・ヨリムは、素晴らしい女性だったな…。緻密で情熱的で、
おれも、もうずっと、本気で憧れていたよ…。

　…ただ、少しばかり、彼女は愛しすぎたんだな…心が壊れるほどに…」

「…ぼくが、彼を、救けられていたら…？」

「篤。おまえはその脚を犠牲にした。…それで十分だろう…？」



　怒ったように。

「………おまえの気持ちは解るが……、あまり、気を落とさないでくれ。花夢ちゃ
んだって居るんだし。」

　ああ、大丈夫だよ。と、篤さんは声だけで微笑んだ。

「ところで今日の用は？　 "お茶を喫みに" 来る日じゃないだろう？」

「………ああ。うん。シナモンスティックを届けに来たんだ。えぇと…」

「カムちゃん、向うに行って遊ぼう。」

　タツト氏の視線を感じとって俺は席を外した。

　説明をされなくても、ここまでくれば大体、見当はつくというもんだ。

　 "裏側" だ。

　篤さんが最初この俺もその所属だろうと思ったという、反政府の地下活動組織の、

なんの事はないここは連絡場所として使われている店なのだった。

「…………ろしあカクメイって、なぁに？」

　俺のイメージが「聴こえて」しまったのだろう、カムちゃんが大きな瞳をして見上

げていた。

https://www.youtube.com/watch?v=ekIZRyTyVLI&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
Daishi Dance feat. Yoshida Brothers Renovation 吉田兄弟 (Full Version) 

https://www.youtube.com/watch?v=2unb1Cf04EI&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27

https://www.youtube.com/watch?v=ekIZRyTyVLI&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
https://www.youtube.com/watch?v=2unb1Cf04EI&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27


Yoshida Brothers - By This River (Subtitled) 

https://www.youtube.com/watch?v=tYQgKsY8u6U&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
Keisho Ohno｜YOAKE - MV

＞親父は元フリーのカメラマンで、外国暮らしが長かった。

　↑

参照：http://p.booklog.jp/book/108710/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－２－０　『 水 恋 』 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar-lK0r8hY0&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
和楽器による戦場のメリークリスマス 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月23日22:21
　

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
　

関東、東海は現在。

中部、紀伊半島あたりまでが東電福島原発の風下になるかもしれません。

　

　

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
　

原子力規制庁「機器不具合の影響から線量値が変動する場合があります。また、現在、正常稼働

に向けて対応中です。」

同じことしか言えないの？

「不具合」で納得させられる人たちばかりじゃない。

https://www.youtube.com/watch?v=tYQgKsY8u6U&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
file:///tmp/puboo/127020/452218/book/108710/read
https://www.youtube.com/watch?v=Ar-lK0r8hY0&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
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11月23日22:22
　

…０
５８…
９２…国？
９２…苦荷…？

…ｗ（＾■＾；）ｗ…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月23日22:27
　

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 

【緊急地震速報 最終報 2016年11月23日 19:02】19時0分頃、小笠原諸島西方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M6.1、最大震度2と推定されています。詳し
い情報が入り次第お伝えします。

　

 

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


（11月24日）　（…誰だ「試される大地」なんて、エンギの悪い標語を考えちゃっ
た奴…★）

https://85358.diarynote.jp/201611240721035710/

【★氷結★】…（札幌マイナス５℃）…／函館沖。北海道で増え
る熱帯の魚たち。

2016年11月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=2Sp4JyDNNr8
モルダウ「わが祖国」より

おはようございます。

０７：０７です。（＾＾）

札幌は【マイナス５℃】！

まで下がりました…☆（＠＠；）★

…キンキンのカンカンです…★☆

https://85358.diarynote.jp/201611240721035710/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611240721035710/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161124/85358_201611240721035710_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161124/85358_201611240721035710_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161124/85358_201611240721035710_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2Sp4JyDNNr8


送水管の加温が始まりました…

やむなき処置ですが、市の職員さんは「…予算が…！」と、おろおろ頭を抱えている頃でしょう
…
（－－；）…★

夏はアリエナイ台風４連発だったし、

秋のドカ雪に続いて、

冬が来るのが速すぎる…！

（…誰だ「試される大地」なんて、エンギの悪い標語を考えちゃった奴…★）
…（－－；）…★

貯金残高と相談するよりまず凍死を防ぎ体温と健康を維持確保するのが先決問題なのは論を待た

ないので、アパート備え付け（据え置き＆自動給油♪ 型）の灯油ストーブは１０月の雪からずっ
と設定１０〜１５℃で「２４時間営業」中。暖房器具のない隣の部屋（１ＬＫの「１」部分）は

、階下からの床暖房効果のみで、プラス５℃…立派に「食糧貯蔵庫」です…ｗ）

…まぁ、地震直撃のフクイチからの汚染直撃の関東や軽井沢にいるよりは、

ずーーーーっと！マシですわ〜…☆♪

（てか、軽井沢のほうがゼッタイ死ぬほど寒かった…☆）

（てことで恒例？〜☆）

　↓

http://85358.diarynote.jp/?day=20161124
http://85358.diarynote.jp/?day=20151124
http://85358.diarynote.jp/?day=20141124
http://85358.diarynote.jp/?day=20131124
http://85358.diarynote.jp/?day=20121124

http://85358.diarynote.jp/?day=20111124

http://85358.diarynote.jp/?day=20101124
http://85358.diarynote.jp/?day=20091124

http://85358.diarynote.jp/?day=20161124
http://85358.diarynote.jp/?day=20151124
http://85358.diarynote.jp/?day=20141124
http://85358.diarynote.jp/?day=20131124
http://85358.diarynote.jp/?day=20121124
http://85358.diarynote.jp/?day=20111124
http://85358.diarynote.jp/?day=20101124
http://85358.diarynote.jp/?day=20091124


http://85358.diarynote.jp/?day=20081124
http://85358.diarynote.jp/?day=20071124

http://76519.diarynote.jp/?day=20071124
http://76519.diarynote.jp/?day=20061124

http://85358.diarynote.jp/201411241133359368/
　

「希望があるとすれば、状況は常に変化しており、今もそうだということです。」

【2014年】11月24日 リステラス星圏史略　（創作） 
　↑

幸先？いいな…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=tsi5eJp4EVY
ドヴォルザーク　交響曲第9番「新世界より」第4楽章
小澤征爾指揮ウィーン・フィル 

…で。さて…★（－－＃）…★
　↓

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月23日（水）【当日】

（画像参照）←…まぁ、「上がっても０．０６」なら、「大したコトないや…」と、感じるよう
になってしまった、自分が哀しいです…★（－－＃）★

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.8】北海道東方沖 深さ68.5km 2016/11/24 02:39:05

ホワイトフード @whitefood1 · 6 時間6 時間前 
11月24日1時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が207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/Cx9jA44VIAEeA2y.jpg

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 � 北海道 浜中町 

http://85358.diarynote.jp/?day=20081124
http://85358.diarynote.jp/?day=20071124
http://76519.diarynote.jp/?day=20071124
http://76519.diarynote.jp/?day=20061124
http://85358.diarynote.jp/201411241133359368/
https://www.youtube.com/watch?v=tsi5eJp4EVY
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cx9jA44VIAEeA2y.jpg


【M3.0】根室半島沖 深さ60.2km 2016/11/24 01:37:20

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ28.4km 2016/11/23 23:30:19

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11月23日 16:11】
北海道地方では、２４日明け方にかけて、ふぶきや吹きだまりによる交通障害や強

風に、２４日夕方にかけて高波に注意してください。また、２３日夜遅くにかけて大

雪による交通障害に注意してください。

ホワイトフード @whitefood1 · 18時間18時間前 
11月23日13時33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/Cx66Io7UcAAnxxF.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 24時間24時間前 
11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/Cx5t6XaVQAAf4oL.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
函館沖。北海道で増える熱帯の魚たち。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161123-00000007-hokkaibunv-hok …

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2月13日 
これは凄い...牡蠣の水質浄化能力が高すぎてヤバいと
http://ideahack.me/article/1620 
うぇぇ。もう食べません。

あの湾がキレイだったのは、牡蠣の養殖をしていたからか？

https://pbs.twimg.com/media/CbEVypZUkAAuuJ6.jpg

 

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cx66Io7UcAAnxxF.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cx5t6XaVQAAf4oL.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161123-00000007-hokkaibunv-hok
http://ideahack.me/article/1620
https://pbs.twimg.com/media/CbEVypZUkAAuuJ6.jpg


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月26日7:56
　

2016年11月24日（木）【前日】
01:00 0.034 0.033 0.033 6 
02:00 0.034 0.033 0.033 6 
03:00 0.034 0.033 0.033 6 
04:00 0.034 0.033 0.033 6 
05:00 0.034 0.033 0.033 6 
06:00 0.033 0.033 0.033 6 
07:00 0.034 0.033 0.033 6 
08:00 0.034 0.033 0.033 6 
09:00 0.033 0.033 0.033 6 
10:00 0.034 0.033 0.033 6 
11:00 0.034 0.033 0.033 6 
12:00 0.034 0.032 0.033 6 
13:00 0.034 0.033 0.033 6 
14:00 0.033 0.032 0.033 6 
15:00 0.033 0.032 0.033 6 
16:00 0.033 0.032 0.033 6 
17:00 0.033 0.032 0.033 6 
18:00 0.033 0.033 0.033 6 
19:00 0.034 0.033 0.033 6 
20:00 0.034 0.033 0.033 6 
21:00 0.034 0.033 0.033 6 
22:00 0.034 0.033 0.033 6 
23:00 0.034 0.033 0.033 6 
24:00 0.034 0.033 0.034 6
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（11月24日）　全て放擲して寝ちゃいますぅ…☆

https://85358.diarynote.jp/201611241036099517/

１日で「2億4000万ベクレルが大気中に漏れてます」。

2016年11月24日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=m20LnRnSNDM
エルガー作曲　 行進曲「威風堂々」第一番 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月21日 
だって、あれですよね

福島原発から、こないだまでの東電の発表では、放射性物質が大気中に「１時間あた

り1,000万ベクレル漏れてます」と、言ってるので、つまりは１日で「2億4000万ベク
レルが大気中に漏れてます」となってるんだけど。もう何年間？そういう事をテレビ

やラジオで報じてない

https://www.youtube.com/watch?v=A-_-rS6J4a0&list=PLycmPAplleuRLsgzQARkYqI2JDERAhspH
Back To The Future - Main Theme [Kunzel, Cincinnati Pops Orchestra] 

https://85358.diarynote.jp/201611241036099517/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201611241036099517/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161124/85358_201611241036099517_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161124/85358_201611241036099517_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161124/85358_201611241036099517_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=m20LnRnSNDM
https://www.youtube.com/watch?v=A-_-rS6J4a0&list=PLycmPAplleuRLsgzQARkYqI2JDERAhspH


松藤民輔 @tamimatsufuji · 23時間23時間前 
太陽黒点数を眺めれば、地球はかなり急速に寒冷化している。パリ協定などと言う大

嘘を、なぜ？ついてるのだろう。官僚たちは自分の権益を広げるために二酸化炭素を

犯人として温暖化の嘘を作り上げた！！芸術的な嘘だ。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月21日 
もうダメだよね

日本の報道は現政権の「よいしょ」しかしない異常な状態

「ジャーナリズム＝権力者の暴走の監視機能」は、正常ではない状態。この異常な事

態に海外では批判が起こってる。テレビは観ない方が良いけど「観ない」のではな

く『今はどんな嘘を言ってるか？』を監視した方が良いですね

https://www.youtube.com/watch?v=RYY6F2XQipM
Symphonic Suite "Nausicaä of the Valley of the Wind" 3 Movements - Arr. Kazuhiro Morita 

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年10月25日 
若い世代は ”美意識” を失いかけている。巨大な虫、キツツキのパワー、孤高の百合。
気を感じるほどの木、透明感のある潮騒、圧倒される満天の星空。

自然からしか学べないのに植物は窒素で枯れ、大気は霞み、川は藻だらけ、海は腐臭

を放つ。

若い子の、塗ったくったつけまつ毛には理由がある。

https://www.youtube.com/watch?
v=H8z9pC77f30&index=5&list=PLycmPAplleuRLsgzQARkYqI2JDERAhspH
Star Trek IV The Voyage Home Main Title [Kunzel, Cincinnati Pops Orchestra] 

cmk2wl @cmk2wl · 48分48分前 
「リンクして Twでメディアの 伝道師」
「リンクして Twでメディアの 伝道師」詠み人知らず。自省。

https://www.youtube.com/watch?v=RYY6F2XQipM
https://www.youtube.com/watch?v=H8z9pC77f30&index=5&list=PLycmPAplleuRLsgzQARkYqI2JDERAhspH
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk


https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida 

 
編集する

（関連商品）

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月24日21:49

先ほど無事帰投。(^o^)／

心身ともに良好。o(^-^)o

久しぶりに源泉かけ流したら、

眠くなってしまいました…
(^。^;)

てことで全て放擲して寝ちゃいますぅ…☆

おやすみなさ〜い…☆

(-.-)zzZ
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（11月25日）　「緊急着陸を宣言します。」

https://85358.diarynote.jp/201611250752327305/

「札幌管制塔へ　デルタXX便　緊急着陸を宣言します。」

2016年11月25日 環境は、生命圏で、生存権。

　

https://www.youtube.com/watch?v=v2SlpjCz7uE
地上の星 / 中島みゆき [公式] 

おはようございます。

０７：３０になっちゃいました。

再び３連休の最終日。（＾＾；）

６時に起きてストーブ前の洗濯物を畳んで、

きのう買い込んだ冬物衣類を試着してタグを取って吊るして、

なんかちょっとぼっとしてたら、この時間に…☆
…（＾＾；）…。

札幌はマイナス５℃。無風。晴天。

この時間に起きると朝焼けから日の出まで眺められるので、

https://85358.diarynote.jp/201611250752327305/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161125/85358_201611250752327305_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161125/85358_201611250752327305_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161125/85358_201611250752327305_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=v2SlpjCz7uE


たいへん「お得感」があります…♪

　o（＾ｗ＾）o

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月24日（木）
＞【当日】

　　↑　　　　　

…う〜む。（－－；）もう、
この点は、諦めましょう…★

ホワイトフード @whitefood1 · 19 分19 分前 
11月25日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯
します。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CyEBGjEUQAAf5v2.jpg

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M3.2】北海道南東はるか沖 深さ24.3km 2016/11/25 06:33:12

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 北海道 旭川市 
【M2.8】上川・空知地方 深さ163.1km 2016/11/24 18:39:50

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 � 北海道 釧路市 
【最大震度1】(気象庁発表) 釧路地方中南部 深さ約10km M2.4 24日13時01分頃発生

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
2011年3月11日　飛行機も緊急事態になっていた。
「札幌管制塔へ　デルタXX便　緊急着陸を宣言します。」
https://twitter.com/cmk2wl/status/801839711996153856

　↑

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CyEBGjEUQAAf5v2.jpg
https://twitter.com/cmk2wl/status/801839711996153856


…皆さん、御無事で何よりでした…☆彡

（そぉいえば、成田で着陸寸前の旅客機横転爆発炎上…とか、
「最悪の事態」はなかったんだねぇ、良かった良かった…☆）

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11月23日 
衝撃「わや！」函館の沖に巨大熱帯魚が…名物イカ漁過去10年で最悪 異変だらけ北の
海

（北海道文化放送） - Yahoo!ニュース

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161123-00000007-hokkaibunv-hok … #Yahooニュ
ース

マンタ、マンボウ、ブリ

https://t.co/DCEXwgottg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
テレ朝news @tv_asahi_news · 11月21日

ハイブリッド車充電中に出火か　札幌市で住宅全焼

https://t.co/IJjTTOPgzT

JUMPILIKEYOUさんがリツイート

心が乱れた時に見るgifのBOT @kokoro_gif_bot · 11月22日 
#心が乱れた時に見るgif

コイに餌をやる優しいカモ

https://twitter.com/kokoro_gif_bot/status/801051402256551938

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
AKINO @msakino1024 · 11月5日

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161123-00000007-hokkaibunv-hok
https://t.co/DCEXwgottg
https://t.co/IJjTTOPgzT
https://twitter.com/kokoro_gif_bot/status/801051402256551938


旭川キャベツ(^o^)
https://pbs.twimg.com/media/CweEqEcUcAArryj.jpg

　↑

最初に目撃した時、「…放射能のせい！？」かと思ってギョッとした…ｗｗｗ

（これはもとからこういうサイズらしいです…ｗｗｗ）

 
  

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


（11月25日）　…首都壊滅…★ｗｗｗ

（１１月２５日）

https://85358.diarynote.jp/201611250822011243/

【核の雪】／【首都ほぼ壊滅】／【電力需要急増 東電が節電呼び
かけ】。

2016年11月25日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。

https://www.youtube.com/watch?v=-AWijJa922o
デーモン閣下 地上の星 

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【電力需要急増 東電が節電呼びかけ】
真冬並みの強い寒気の影響で関東甲信の各地で雪が降り、暖房向けの電力需要が急増

しているため、東京電力管内では電力の使用率が９０％を超え、東京電力では企業や

家庭に対し節電を呼びかけています。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
あかぺぱ 8@a5433231387425 · 11月22日 
今朝、関東に住む義母に「大丈夫でしたか？」と電話。無事で何より。

「一昨日の夜からテレビが大音量で勝手にスイッチが入ったり、電話と連動したり、

https://85358.diarynote.jp/201611250822011243/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161125/85358_201611250822011243_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161125/85358_201611250822011243_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161125/85358_201611250822011243_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-AWijJa922o


家電が暴走してたのよね‥…」と。
家電の暴走はやはり「注意」なのだな。

…時季外れの初雪が降ったうえに、

…相次ぐ長時間の停電て…★（＠◆＠；）★
…ご、御愁傷さまでした…★（－－；）…★

cmk2wl @cmk2wl · 14 分14 分前 
スイス拡散予報は正常に動いていません。

NOAAの予報では、関東東海は明日26日のお昼頃まで断続的に東電福島原発の風下に
なります。

https://pbs.twimg.com/media/CyEV7OnUkAAOxJt.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
かあこ 0@nigiri_3_ · 20時間20時間前 
やっぱり地震のあとの大雪ってそういうことじゃないかなと思えるなー。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ナットポチ 100@Natto · 22時間22時間前 
東京54年ぶりの雪。54年前と言えば1962年。米ソ核実験真っ盛りの頃。その年の11月
は東京にも核の雪が降ったのですね…。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
すなっきー @snyacky · 22時間22時間前 
福島、茨城で震度4　原発に新たな異常なし | 2016/11/24 - 共同通信 47NEWS
http://this.kiji.is/174272081174904840 …

「新たな」。。元々異常だしね。

https://www.youtube.com/watch?v=jw4S0EAmkgk&nohtml5=False
シューベルト『冬の旅』全曲リサイタル 勝村大城(Br) 魚住幸正(P) 対訳テロップ付き 

★【フクイチ沖】の【Ｍ３】（未満）は省略★

https://pbs.twimg.com/media/CyEV7OnUkAAOxJt.jpg
http://this.kiji.is/174272081174904840
https://www.youtube.com/watch?v=jw4S0EAmkgk&nohtml5=False


　　↓

地震マップ @eq_map · 8分8分前 
【M3.5】福島県東方沖 深さ21.9km 2016/11/25 08:33:56

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M3.0】福島県東方沖 深さ16.7km 2016/11/25 07:30:34

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M3.6】茨城県東方はるか沖 深さ10.6km 2016/11/25 04:22:14

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.3】福島県東方沖 深さ21.6km 2016/11/25 03:54:03

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.1】福島県東方沖 深さ20.6km 2016/11/25 03:27:07

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.6】銚子付近 深さ13.0km 2016/11/25 03:25:22

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約20km M3.8 25日03時17分頃発生 

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.0】福島県東方沖 深さ25.5km 2016/11/25 02:49:46

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.4】福島県東方沖 深さ24.9km 2016/11/25 02:42:03

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.4 25日01時56分頃発生 

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.5】福島県東方沖 深さ22.9km 2016/11/25 00:58:09

ホワイトフード @whitefood1 · 7 時間7 時間前 
11月25日0時42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://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG


https://pbs.twimg.com/media/CyCc1X9UoAAQqbZ.jpg

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 � 山形 上山市 
【M2.5】山形県南部 深さ19.0km 2016/11/25 00:09:41

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.8】福島県東方沖 深さ21.5km 2016/11/24 23:49:47

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.9】福島県東方沖 深さ20.4km 2016/11/24 23:43:32

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.6】福島県東方沖 深さ19.2km 2016/11/24 23:28:41

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M3.1】福島県東方沖 深さ23.6km 2016/11/24 22:36:38

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M3.1】福島県東方沖 深さ24.4km 2016/11/24 21:26:55

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M3.0】福島県東方沖 深さ24.2km 2016/11/24 20:39:27

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M3.1】福島県東方沖 深さ9.7km 2016/11/24 20:35:42

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.0 24日19時29分頃発生 

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.0】福島県東方沖 深さ27.2km 2016/11/24 18:00:23

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.4】福島県東方沖 深さ20.3km 2016/11/24 17:46:12

ホワイトフード @whitefood1 · 18時間18時間前 
11月24日13時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が84箇所以上存在します

https://pbs.twimg.com/media/CyCc1X9UoAAQqbZ.jpg


。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/CyAIAqvUoAAqYtO.jpg

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M4.8】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 24.8km 2016/11/24
13:48:10 JST[UTC+9]
　↑

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約30km M4.6 24日13時48分頃発生 

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 千葉 四街道市 
【最大震度1】(気象庁発表) 千葉県北西部 深さ約80km M3.0 24日12時36分頃発生 

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約20km M4.0 24日12時12分頃発生 

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約20km M4.3 24日12時00分頃発生 

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2016年11月24日 11:51】
２４日昼過ぎにかけて、関東甲信地方の広い範囲で雪となるでしょう。大雪による交

通障害や着雪に注意してください。

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約20km M3.8 24日11時21分頃発生 

特務機関NERV @UN_NERV · 24時間24時間前 
【長野県 気象警報 2016年11月24日 08:33】
中部では、２４日昼前まで大雪に警戒してください。

［佐久地域］大雪

［諏訪地域］大雪

地震マップ @eq_map · 11月23日 
◆◆緊急地震速報(最終第3報)◆◆【M3.5】福島県沖 深さ10km 2016/11/24 07:33:38
発生 最大予測震度2

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CyAIAqvUoAAqYtO.jpg


ホワイトフード @whitefood1 · 24時間24時間前 
11月24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/Cx-3gYpVQAAalvf.jpg

地震マップ @eq_map · 11月23日 
【最大震度1】(気象庁発表) 福島県沖 深さ約20km M3.8 24日06時59分頃発生 

特務機関NERV @UN_NERV · 11月23日 
【東京都心で初雪観測 １１月では５４年ぶり】（続き）
東京の都心で11月に初雪を観測したのは、昭和37年以来54年ぶりです。
（2016年11月24日 6:45 NHK）

https://www.youtube.com/watch?v=lvyHp6WUefM&nohtml5=False
Eitetsu Hayashi － Bolero　林英哲＆山下洋輔 － ボレロ (FULL ver.) 

特務機関NERV @UN_NERV · 18 分18 分前 
【西武池袋線 運転再開 2016年11月25日 7:31】
保谷駅で発生した停電の影響で、運転を見合わせていましたが、07:24頃、運転を再開
しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 21分21分前 
【西武有楽町線 運転再開 2016年11月25日 7:31】
西武池袋線内で発生した停電の影響で、運転を見合わせていましたが、07:24頃、運転
を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 21分21分前 
【西武豊島線 運転再開 2016年11月25日 7:31】
西武池袋線内で発生した停電の影響で、運転を見合わせていましたが、07:24頃、運転
を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【停電情報 2016年11月25日 1:52】
東京電力停電情報によりますと、神奈川県 川崎市宮前区、相模原市中央区の約700軒で

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cx-3gYpVQAAalvf.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lvyHp6WUefM&nohtml5=False


停電が発生しているということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【停電情報 2016年11月25日 0:47】
千葉県、神奈川県で停電が発生しています。

停電軒数：約1,000軒

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【停電情報 2016年11月25日 0:13】
千葉県、神奈川県で停電が発生しています。

停電軒数：約2,300軒

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【停電情報 2016年11月24日 23:39】
千葉県、神奈川県で停電が発生しています。

停電軒数：約5,100軒

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【停電情報 2016年11月24日 23:08】
千葉県、神奈川県で停電が発生しています。

停電軒数：約3,500軒

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【停電情報 2016年11月24日 21:27】
東京電力停電情報によりますと、神奈川県 小田原市の約50軒で停電が発生していると
いうことです。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
NHKニュース @nhk_news · 11時間11時間前 
川崎市宮前区で約１万戸停電 電線から火花との通報 #nhk_news
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161124/k10010783351000.html …

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【埼京川越線[大崎—川越] 運転再開 2016年11月24日 21:14】
池袋—板橋駅間で発生した踏切支障の影響で、運転を見合わせていましたが、21:02頃
、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161124/k10010783351000.html


特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【内房線 運転再開 2016年11月24日 20:31】
線路支障の影響で、館山—安房鴨川駅間の運転を見合わせていましたが、20:19頃、運
転を再開しました。なお、一部列車に遅れや運休が出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【箱根登山鉄道線 運転再開 2016年11月24日 20:05】
大平台—宮ノ下駅間で発生した倒木の影響で、箱根湯本—強羅駅間の運転を見合わせ

ていましたが、20:00現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【久留里線 運転再開 2016年11月24日 17:59】
倒竹の影響で、久留里—上総亀山駅間の運転を見合わせていましたが、17:48頃、運転
を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【停電情報 2016年11月24日 17:33】
東京電力停電情報によりますと、千葉県 鴨川市、鋸南町、富津市の約100軒で停電が発
生しているということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【停電情報 2016年11月24日 16:38】
埼玉県、千葉県、神奈川県で停電が発生しています。

停電軒数：約600軒

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【八高川越線[八王子—川越] 運転再開 2016年11月24日 16:27】
東飯能—高麗川駅間で発生した架線支障の影響で、拝島—高麗川駅間の運転を見合わ

せていましたが、16:14頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出て
います。

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【停電情報 2016年11月24日 15:52】
埼玉県、千葉県、神奈川県で停電が発生しています。

停電軒数：約900軒

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 



【東武日光線[南栗橋—東武日光] 運転再開 2016年11月24日 15:27】
下小代—明神駅間で発生した線路支障の影響で、新鹿沼—下今市駅間の運転を見合わ

せていましたが、15:20頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【総武本線[千葉—銚子] 運転再開 2016年11月24日 15:11】
八街—日向駅間で発生した倒竹の影響で、佐倉—成東駅間の運転を見合わせていまし

たが、15:03頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【停電情報 2016年11月24日 14:37】
埼玉県、千葉県、神奈川県で停電が発生しています。

停電軒数：約1,800軒

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【停電情報 2016年11月24日 14:03】
埼玉県、千葉県、神奈川県で停電が発生しています。

停電軒数：約1,300軒

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【高崎線 運転再開 2016年11月24日 14:03】
熊谷—籠原駅間で発生したポイント故障の影響で、下り線の運転を見合わせていまし

たが、14:00現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【青梅線[青梅—奥多摩] 運転再開 2016年11月24日 13:59】
倒竹の影響で、運転を見合わせていましたが、13:45現在、運転を再開しています。
なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【停電情報 2016年11月24日 12:53】
埼玉県、千葉県、神奈川県で停電が発生しています。

停電軒数：約2,200軒

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
岡三マン @okasanman · 20時間20時間前 
岡三マンさんがもりりんをリツイートしました



横浜市営地下鉄、停電で止まる

https://twitter.com/1964Ventura/status/801666861515423744 …
https://twitter.com/takaCP3/status/801666205274677248 …
https://twitter.com/CherryHadit/status/801667074363797504

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【中央本線[高尾—大月] 運転再開 2016年11月24日 12:27】
ポイント故障の影響などで、上り線の運転を見合わせていましたが、12:15頃、運転を
再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【停電情報 2016年11月24日 12:18】
東京電力停電情報によりますと、千葉県 市原市、大多喜町、鴨川市、君津市、鋸南町
、袖ケ浦市、長南町、富津市の約800軒で停電が発生しているということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【停電情報 2016年11月24日 11:33】
群馬県、千葉県で停電が発生しています。

停電軒数：約1,400軒

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【総武本線[千葉—銚子] 運転再開 2016年11月24日 11:23】
日向駅で発生したポイント故障の影響で、佐倉—成東駅間の運転を見合わせていまし

たが、11:15現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【烏山線 運転再開 2016年11月24日 9:49】
鴻野山—大金駅間で発生した架線支障の影響で、運転を見合わせていましたが、09:45
現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【停電情報 2016年11月24日 9:42】
東京電力停電情報によりますと、千葉県 市原市の約600軒で停電が発生しているという
ことです。

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 
【青梅線[青梅—奥多摩] 運転再開 2016年11月24日 9:41】

https://twitter.com/1964Ventura/status/801666861515423744
https://twitter.com/takaCP3/status/801666205274677248
https://twitter.com/CherryHadit/status/801667074363797504


日向和田—石神前駅間で発生した架線支障の影響で、運転を見合わせていましたが、

09:30現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 
【埼京川越線[大崎—川越] 運転再開 2016年11月24日 9:39】
新宿—池袋駅間で車両点検を行った影響で、大崎—大宮駅間の運転を見合わせていま

したが、09:30現在、運転を再開しています。なお、列車に遅れや運転変更が出てい
ます。

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 
【停電情報 2016年11月24日 9:12】
東京電力停電情報によりますと、千葉県 市原市の約200軒で停電が発生しているという
ことです。

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 
【八高川越線[八王子—川越] 運転再開 2016年11月24日 9:04】
金子駅でポイント点検を行った影響で、八王子—高麗川駅間の運転を見合わせていま

したが、08:51頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運転変更が出ています。

…何と言うかもう…ｗ（＾◆＾；）ｗ…★

…首都壊滅…★ｗｗｗ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ＳＡＩＴＯ@kentaro_s1980 · 11月23日 
菊池誠さんの見解

「2Fで電源喪失は起きてない。
大騒ぎする人は『デマ認定』。」

実際は、

モニターが停電で4時間の停止。
停電があった。

https://twitter.com/kentaro_s1980/status/801327891678117888

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 

https://twitter.com/kentaro_s1980/status/801327891678117888


安保 多稼士 @AmboTakashi · 11月23日 
静岡の原発は広域に害を及ぼしていた

http://inventsolitude.sblo.jp/article/177772032.html …

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
朝日新聞(asahi shimbun） @asahi · 11月21日 
福島第二原発「ただちに放射能漏れはない」　菅官房長官

https://t.co/BSXz6lHXbt

いわき湯本ガイガーカウンター @iwaki_GC · 11月15日 
いわき湯本の放射線線量 0.075uSV/h,気温22.6℃,2016/11/15,14:42 #mark2bot

返信先: Ryo Yamaji (街の遊撃手)さん 
おおばやしみゆき @himatuuu · 11月15日 
@ryamaji この間の地震で、線量が上がったら逃げないといけないと思って、焦りまし
たよ。

http://inventsolitude.sblo.jp/article/177772032.html
https://t.co/BSXz6lHXbt


（11月25日）　☆「レイン・リリーさん」は、雰囲気と言動から推測すると、どうも
間違いなく、「ソウルチームメイトのひとり」っぽいな…？

https://85358.diarynote.jp/201611251555081732/

（さてと予定作業に進む前に「転生課題」ネタのメモを２つば

かり…

2016年11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 

…さてと…（＾＾；）…☆

おや…１５：３３（＾＾）☆彡
（午後の３時３３分）です…。

朝の情報チェックが予定時間を大幅オーバーした後ご飯食べて昼寝して、

起きて家事をやって…たら、思ったより遅くなってしまいました…★

…が。（＾＾；）。

https://85358.diarynote.jp/201611251555081732/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161125/85358_201611251555081732_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161125/85358_201611251555081732_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161125/85358_201611251555081732_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU


ここしばらくせっせと買い込んでいた越冬食糧と飲料は、

ほぼ目標値？に達しまして。（＾ｗ＾）ｇ

１０月に積雪した時にはどうなることかと思いましたが、その後でまた自転車が使えたので、り

すの野生の本能発揮というか、ヒナを育てる親鳥のよーな勢いでせっせとエサを運んでしまいま

したよ…ｗ

そして「栗鼠の本領」を発揮して…？

…買い込んだ缶詰をせっせと賞味期限順に整理整頓収納していたら…ｗ

去年か一昨年かその前に買い込んで（＾＾；）

奥に入れて「忘れたまま」、

賞味期限が切れかけていた缶詰を、３個ほど発掘しました…ｗｗｗ

（まぁ初夏の食材整理の時には、一年過ぎてたやつもあったんだからｗ…そして食べちゃったん
だから…余裕、余裕ｗ）

ま、年内に喰っちゃえばいっかぁ〜ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=L_ODGObbrJc
旅人／ケツメイシ 

さてと予定作業に進む前に「転生課題」ネタのメモを２つばかり…

☆「レイン・リリーさん」は、雰囲気と言動から推測すると、どうも間違いなく、「ソウルチー

ムメイトのひとり」っぽいな…？

…と、思っていたんですが…。

今日、家事をやっている時に気がつきました。

「…あ〜そっかぁ〜。ヘレナに雰囲気が似てる」んだ〜♪

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


参照：

http://76519.diarynote.jp/200705040401350000/
『　（The LORD of the Rings）　（7）　』　（＠中学2年以降。）
http://76519.diarynote.jp/200701030051570000/
『　☆ 略 年 表　−　第 一 部　（1）　』　（＠中2？）　

☆「エルさん」（⇒サキ・ラン＝アークタスのナカノヒト？）は…

月収（手取り？）３０万円も出せば、職業作家になった私のブレイン係として、

「札束で横面をはたかれて」くれるらしいです…ｗｗｗ

（…なんて面倒臭い意思表示の仕方をするんだキミは…っｗｗｗ★）

…う”〜ん…月額３０万円ね……ボーナス入れて、年収４００万円台だね…まぁフツウだね…？

…ｗ（＾＾；）ｗ…

…それにつけても「あの大魔王エルさん」を…ふつう（ていうか下限？）な、
たった年収４００万円で雇えるなら、ずいぶんお安い買い物ですが…ｗｗｗ

…ただし。（＾＾；）☆

そんな「夢未来」を妄想している私は、ここ２５年ばかり、

「平均年収１２０万円以下」でフツウにサバイバルしている、

筋金入りの、激貧なんですけど…ｗｗｗ

　…なにか…？

https://www.youtube.com/watch?v=_M4K5wk9DCM
林英哲　Eitetsu Hayashi & 木下伸市　Shinichi Kinoshita "-SHI-BU-KI-" 

http://76519.diarynote.jp/200705040401350000/
http://76519.diarynote.jp/200701030051570000/
https://www.youtube.com/watch?v=_M4K5wk9DCM


…さて…。

机の上を片したら、原稿入力の続きに進みます…☆



（11月25日）　「ヨリムさんも異常に勘は良かった。それは確かだな。」

https://85358.diarynote.jp/201611251737273767/

（６）＋（７）。

2016年11月25日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=HR33szgPGMU
鎮命歌 -しずめうた 

https://www.youtube.com/watch?
v=Z_guyo_oAnw&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
ENDO CHIAKI -- Gaku 

　翌日。

　篤さんのコンピューター仕事は珍しく休みだった。

「シティ大祭の日なんだよ」

　松葉杖をつきつき、朝食の後始末をして、出掛ける仕度を調えながらいう。

「ちょっと待って、」

　カムちゃんにコートを着せ、なにやら俺にと持って来てくれたものを見てみれば、

女物の、深いフード付きの黒い長いマントだった。

「肩幅と、背丈が丁度くらいなんだ。姉は女性にしてはすらりとしていたからね。」

　…ぶ〜。…どーせ。

　俺は男としては小さくて華奢ですよっ！

https://85358.diarynote.jp/201611251737273767/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4592116224/
https://www.youtube.com/watch?v=HR33szgPGMU
https://www.youtube.com/watch?v=Z_guyo_oAnw&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg


「くくくっ」

　カムちゃんが笑って先に立って駆け出して行った。

　シティ大祭には市民全員の参加が義務なのだという。

　白い湿気よけの女性ものの手袋をはめて、ヨリムさんのＩＤカードで、フードを真

深にかぶった俺は検問の兵士の脇を抜けた。

「大祭参列は現存人口のチェックも兼ねているんだよ。皆、肉親の遺体の再生処理用

供出はいやがるからね。」

「たとえそれが明日の食糧難を招くと解っていてもね。」

　いつの間に涌いたのか、タツト氏がぶらりと偶然のような顔をして隣に並びながら

付け加えた。

　……そこは、市の中心 "広場" だった。

　確かに広くはあった。

　見渡す限りという感じで太い柱の列とそれに区切られた空間とが連なっている。

　天井も、高い。５階層分くらいはあるだろうか…

　天井に近い柱のぐるりには沢山の太陽灯がとりつけられ、辺りを明るく照らし出し

ている。

　そして、そちこちに見られる、緑の茂み。

　確かにこれだけの容量のスペースを憩いの場として割くというのは、狭い地下都市

にあってはたいした事だったろう。

　だけれど喜ぶ間もなく俺は気づいてしまっていた。

　妙に青々と、勢いのよい街路樹と見えていたものは、実は武骨な空調機の四囲を隠

すための偽物のプラスチック。



　眩しいほど、と見えた太陽光も、目にたつほどあちらこちらが暗く欠けたままにな

っていて、すでに昔日の照射力はない。

　………ニセモノの太陽、ニセモノの、緑…。

　この "広場" には、人の心をなごませ、くつろがせる作用はないのだった…。

　５階分、きっかり上方に広がる平らな天井に塗られた青い色が、もとはさぞかし毒

々しくも鮮やかだったろうと思われるのが、一層もの哀しい。

　…ガポン。ゴボ、ガポッ…

　どこか遠くから、逆さにした缶からガソリンが流れ出す時のような、何がなし不吉

な響きが、不規則なリズムをおいて微かに届く。

　その音の正体の判らなさが居心地の悪さを倍加させている。

　 "広場" は三々五々と連れだって歩く人々の静かなざわめきでそこそこ埋まっていた
。

「まあとにかく、大祭の利点は日頃じゃ会えない遠くの階のリーダー達と直接話が出

来るってことさ」

　タツト氏は何か小さな物を沢山、まとめて篤さんに手渡しながら云っている。

「十二人分だ、頼むよ。おれはこれから東三区の屋台で人に会わなきゃならん」

「ああ、大丈夫だよ」

「……ときに、その前に、話があるんだが…」

　彼は切りだしにくそうに歩を停めた。

「おまえ…そろそろもう少し上に移って来ないか？　丁度いま二十三層に三人分の空
きが出てる。…ヨリムさんと、と考えてアタリをつけてたんだが、あの坊やが一緒と
いうのでも、それはそれで不都合はないんだし。



　登録とＩＤカードは "裏側" で、おれの権限で押さえてあるから…」

　 "あの坊や" こと俺は傍らで、外に出たのが嬉しくてたまらないカムちゃんと小規模
な鬼ごっこをやっている。

　篤さんが、すい、と肩をすくめるのが視界に入った。

「特権乱用だなァ。きみは、時々それをやる。ぼくなんかに二十層近くまで上にやる

価値はないだろうに。」

「………るせぇ。……ヨリムさんも 彼 も、英雄だっただから、いいんだ…。遺族のア
フターケアは裏側組織全体の責任だ。

　…で。」

「有難う。残念だけど、断らせて貰うよ。」

「…もう、すぐ下の階まで、 水 が来てるじゃないか!!」

　いきなり激したタツトさんの感情に反応して、びょん！とカムちゃんが俺の膝にし

がみついた。

　抱き上げて、肩に乗せてやる。

「………解ってるよ…」

　ちらりと俺たちのほうへ視線を走らせて、気弱そうな微笑みを篤さんは浮かべた。

「でも、あの店を持つのは姉たち二人の念願だったんだ。亡くなる前日まで店の内部

だけは毎日きっちり掃除していた事を考えると…

　まだ、離れる気にはなれない。」

「………そうか…」

「済まない。折角、気にかけてくれてるのに。」



「いや…　実のところ、そう言うだろうってのは解ってたんだ。おれの我がまま
だよ。」

　じゃ、時間だから、また。と云ってタツトさんは立ち去って行った。

　大祭の式典が広場の一画のステージで始められている。

　市長かなにかあたりの演説なのだろう。偽物の木立ちと同じ色彩のグリーンの軍服

を着た人物が、滔々と地底都市の縁起を説き起こしている。

　意味の無い美辞麗句のつらなり。

　効果的に太陽灯全体の光量が落とされ、花火めいた空々しいイルミネーションと

スポットライトだけが、仄暗い空間のなかに舞台を浮かび上がらせている。

　…なるほど、これは地下組織が連絡をとりあうには絶好の機会だろう。警備兵たち
の目は律儀に演壇のほうにだけ向けられている。

「…そして我々はこの輝かしい理念に基づき今日の平和な理想郷とも言うべき整備さ
れた社会を創り出し…」

　…ズサンなコンピューター管理社会がユートピア（理想郷）ねぇ。

　…ま、いいけど…

　俺のしらけ切った気分をよそに演説が一応の成功をみて締めくくりの部分に入ろう

という時だった。

「…嘘よーーーーーーっ!!」

　カン高い、どこか調子の狂った、女性の叫び声が長く尾をひいた。

「　嘘よっ！　嘘っぱちよ！　あたしの部屋は酸の水に沈んだわ。どこが統制された

美しい社会なの?!　誰もこの都市からは出られない。海底に沈んで、上がってくる水位



に怯えながら、空気が抜けて洩れていくのをただ待っているばかり。

　…みんなには、あの音が聞こえないの…っ？！」

　悲鳴のような喋りかたが一瞬とぎれた空白に、虚ろな、ガポン、ゴポッ、というひ

とつらなりの音が、遠くで響いた。

　…グパッ…。

　…水没都市のどこかで、空気のぬける音。

　…ガプッ。ゾボゾボ…

　ひきかえになだれ落ちる、腐った酸の海の水塊。

「…出られないわ！　出られないのよ！　あたし達は座ってただ亡びるのを待つだ
けよ！」

　…皆が、恐怖をもって聴くその一瞬。

　女性は兵士達のすきをついて演壇にかけ上がっていた。

　小さい体で闇雲に市長を突き飛ばし、マイクを奪う。

「どうせ亡びるのよ！　何故？！　何故みんなはこんな白々しいお芝居を続けていて

平気なの…っ？！」

　ノイローゼが昂じてあきらかに精神の均衡を失った状態らしかった。

「…無茶だ…」

　呆然として篤さんが呟く。

「三区のカラムだ。あの冷静なひとが……」

「やめないかっ！　この女！」



　立ち直った市長が逆にステージから女性を突き転ばした。

「衛兵！　何をしている、さっさと捕えろっ!!」

「…やめて！　離して！　離してよヒトゴロシッ！」

　恐怖より怒りが勝っている分だけ、女性の叫びは悲痛だった。

「どうしてよ！　どうしてあなた達は そう なの?!　閉じ込められた世界でまで空威張
りの権力を振り回して！」

　それが、まるで最後の頼みの命綱だ。とでも云うかのように彼女はマイクにしがみ

ついて離そうとしなかった。

「みんな、黙ってこのまま溺れ死ぬのを待つつもりなの！？　出口はあるのよ！」

　絶叫。

「　出口はある筈なのよッ！　こいつらが…　コワレタ、とか何とか云って、隠して
いるだけなのよッ！」

「…ぇえい！　押さえろ！　その場で撃ち殺してしまえっ!!」

「…彼女を救けろ！」

　広場の人混みの一角で、更にまた…

　確かにタツトさんのだ。と俺は思った…

　声が起こった。

https://www.youtube.com/watch?v=-dDPYo3w66s

https://www.youtube.com/watch?v=-dDPYo3w66s
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ひみつ日記

　

「手近の奴、衛兵の銃を奪え！　通信器と出口を抑えろ！　援軍を来させるな！」

　………わっっ！！

　と、最初に殺到したのは勿論、あるていど以上に組織化し訓練された、 ”裏側” の人間達だった
のだろう。

　だけどそこで恐いのが群集心理というやつで。

　日頃はひたすらに無気力で温和しいだろう一般市民までが、武器を奪い取って台座で殴りつけ

る奴、どっと人数にまかせて押し寄せ口々に何事か怒号している集団。

　それからもっと多かったのは、とにかく市政に目一杯柔順な臆病な…つまりは何でもいいから
我が身に災いが降りかかる前に逃げようと悲鳴をあげて走りまわる、…手合いで。

　あっという間に広場は一大混乱に陥ってしまった。

　おそらくこうなるとタツトさんの冷静な判断力も伝達機能を失うんじゃなかろーか…。

「やれーーーっ！　やっちまえッ！」

「やめろ。やめんかっ。沈まれっ！」

「嫌ぁ、やめてェッ！」

「きゃああああっ！」

　俺はと云えば唖然として騒ぎに見とれている暇もなかった。



「カムちゃん、おいで。篤さん！」

本来 ”裏側” のメンバーは闘うべきなんだろうけど篤さんは松葉杖なんだよね。

「…あっちの茂みへ。騒ぎが収まるまで動かないほうがいいですよ。」

「………あ、ああ。」

「あたし出来る。出来るってば！」

　ところが花夢ちゃんが一言叫んで俺の腕から飛び出して行ってしまった。

「待ちなさい！　カミィ？！」

「カムちゃん！　出来るって何が！」

　これはもう慌てるしか、ない。

　小さい子に特有の、追いつきそうで捕まえれない速さで騒動の中心めがけてタタタッと走って

行く。

「カムちゃん!!」

　ピュンッ。

　威嚇のため前方の集団の頭すれすれに撃たれた弾丸が、丁度、俺がカムちゃんを横っ飛びに抱

きさらって転げこむ一瞬後に、小さな足跡のあった場所にめり込んだ。

　別の銃声で篤さんが転倒する。

「お父さんっ!!」

「大丈夫だ、杖が…」

　真っ二つに折れている。

　………きっ。



　と、あどけない童女とも思えない怒った貌で、小さな瞳が中央を振りかえる。

「…カムちゃん、駄目っ……!!」

　何が ”駄目” だったのか、俺にも判らない。

　一瞬、不思議そうな視線を俺の顔に走らせたあの子が、小さく真剣に肯いたように思えたのは

気のせいだったかも知れない。

　白熱した雲のような、もわもわした塊が、ぶわっと広がりながら女の子の頭から飛び出して去

った。

　肉眼で視た、わけではない。

　カクッ。

　余波を喰らった俺の頭のなかで何かがくじけるような感覚がする。

　瞬間。視界が霞みかける。

　はっと気づくと群集に追いつめられてステージの上へあがり、なおかつ銃を乱射しての威嚇を

続けていた緑の制服の軍人達が、どうしたわけか…

　一斉に気を失って、崩折れるところだった…。

「…………カミィ…おまえが…？　…何を…　」

　倒れたまま、上体だけを起こした父親が呆然とそれを見ている。

　しん…

　沈黙が落ちる。

　気絶した人間を相手にどうこうしようという程には興奮した市民たちのモラルも堕ちてはい

なかったらしく、事態に途惑いながら立ちすくんでしまっている状態だ。



　静寂をついて、タツトさんをはじめ幾人かの 指導者慣れした 声が順々に指示を出しはじめた。

　 ”裏側” のリーダー達が混乱を鎮めるためにとった作戦はこうだった。

　まず、全員、急いで、静かに、各自の区画へ帰れ。

　武器は持ち帰ってはいけない。兵士達のそばにさりげなく放り出して行くこと。

　今日の式典では　別に何事も変わったことは無かった。

　起こったとしても、自分は妙にぼんやりとしてしまって、良く覚えていない。

　つまり、兵士達の意識が途切れたのを幸い、事件をあいまいに誤魔化してしまおうという訳だ

。

　杖の折れたほうの篤さんの体を俺の肩で支え、反対側の腕でカムちゃんを抱いて、《植留花》

まで戻って来て間もなく。

　忙しい最中だろうにタツトさんが ”ちょっと寄った” と称して、酒瓶かかえて様子をわざわざ見
に来てくれた。

「彼女は？」

　篤さんが聞く。

「無事に保護したよ…こりゃあ酷いな。」

　松葉杖をなんとか修理しようと格闘している篤さんの手から取り上げて云う。

「見事に真ッ二つだ。新しいのを作ったほうが早い。」

「…タツト。おまえ何処からこんな高級酒をくすねて来たんだ。」

「市長邸。」



「おまえな、」

「断言してもいいね。機密書類の紛失より、こっちで泡を喰ってるぜ、やっこさんは。」

　何も彼一人が侵入したわけじゃない。首脳部が揃って人事不省に陥ってくれていたので混乱が

ひどく、出入りがたやすかったのだと、彼は篤さんの心配顔をカラカラと笑い飛ばした。

　惜し気もなくその最高級品の栓を抜く。

　さすが素晴らしい黄金色の芳香だ。

「…わっ♪　俺もっ！」

　グラスに手を伸ばしかけたら篤さんに睨まれた。…定義によれば俺は未だに病み上がりの部類
なんだそうで、しこたま飲んだ酸性ヘドロ水の後遺症が絶対出ない、という保証がつくまでは、

一切の刺激物は口にしちゃいけないことになってる…

　考えてみれば手持ちの最後の１本を吸いつくしてこのかた、二週間以上の筋腫禁煙生活だよ。

ぐえぇ。

「………う〜〜〜〜っっ!!」

　タツトさんときたら面白がりやがって、人の鼻先でグラス揺らして遊ぶんだおも

んなーーーーっ！

「…何が、起きたのか、みんな知り違っているが…」

　リーダーの口調にふと篤さんは肴の用意をする手を停めた。

「一応、おれの所で止めてある。………花夢ちゃん、だろう？」

「…ああ…たぶん。…ぼくにもよく解らん。」

　トントントン。軽い包丁の音。

「 ”失われし人々” か。…伝説への先祖帰りだなんて、本当にあるのかな」



「…さあ…」

「ヨリムさんも異常に勘は鋭かった。それは確かだな。」

「…………」

　篤さんはもうそれ以上なにも云わなかった。

　つまみを卓に置き、自分も腰を降ろす。

　…しばらくして、 ”裏側” の一人がタツトさんを呼びに来るまで、二人はただ黙ってグラスを嘗
めていた…

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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（11月25日）　（ちょっとヤニさんみたいな美人だ ♪ ）

https://85358.diarynote.jp/201611251804254788/

（追記あり。）　…番組の途中ですが…☆（＠＠；）★

2016年11月25日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。
　

　

…まぁ、札幌は、「…あれ？　眩暈かな？」ぐらいの揺れでしたけどね…。

地震マップ @eq_map · 17分17分前 � 北海道 幌延町 
【M4.8】HOKKAIDO, JAPAN REGION 22.1km 2016/11/25 17:22:49JST,
2016/11/25 08:22:49UTC
　↑

地震マップ @eq_map · 31分31分前 � 北海道 天塩町 
【M4.6】宗谷地方 深さ27.5km 2016/11/25 17:22:49
　↑

地震マップ @eq_map · 32分32分前 � 北海道 遠別町 
【最大震度4】(気象庁発表) 留萌地方中北部 深さ約30km M4.7 25日17時22分頃発生 
　↑

地震マップ @eq_map · 34分34分前 
【最大震度4】(気象庁速報)25日17時22分頃発生 震度4 留萌地方中北部 震度3 上川地方
北部 http://www.jma.go.jp/jp/quake/20161125172426353-251722.html …
　↑

地震マップ @eq_map · 37分37分前 � 北海道 天塩町 
◆◆緊急地震速報(最終第5報)◆◆【M4.5】留萌地方中北部 深さ20km 2016/11/25
17:22:49発生 最大予測震度3
　↑

地震マップさんがリツイート 
ゆれたかも…bot @YuretaKamo · 37分37分前 
[25日17時22分頃] 北海道 あたりで揺れたかも… #地震
(アニメ) http://j.mp/2gb2dG6 (画像)
https://pbs.twimg.com/media/CyGB9GwVEAI0lqe.jpg

https://85358.diarynote.jp/201611251804254788/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161125/85358_201611251804254788_1.jpg
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20161125172426353-251722.html
http://j.mp/2gb2dG6
https://pbs.twimg.com/media/CyGB9GwVEAI0lqe.jpg


…まぁ、本当に「地震」なのか、

「幌延の深地層研究所」で、アラヌ爆破実験でもヤラカシテたのか…

…ｗ（－－；）ｗ…謎。

taku @taku69384488 · 2分2分前 
幌延深地層研究センター、

近くで地震

核廃棄物深層貯蔵の研究が、、震源地近いとは、どうすんの？

ひーん親父 @tunante1995 · 28分28分前 
高レベル放射性廃棄物の地層処分を研究している幌延町は隣ですけど RT 北海道で震
度4 津波心配なし | 2016/11/25(金) - Yahoo!ニュース
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6222076 #Yahooニュース
https://t.co/SXIsGRu0EK

Shuji Dekura @akahiguma · 35分35分前 
北海道北部の地震「幌延深地層研究センター日本原子力研究開発機構」放射性廃棄物

の地層処分に関する研究を行う施設。に、近いな…
http://qq4q.biz/zUE3 　http://qq4q.biz/zUEf 
何処に埋めても危険だと言う事だね。

ＮＨＫ生活・防災� 認証済みアカウント � @nhk_seikatsu · 36分36分前 
【北海道で震度４　市町村震度】

震度 4遠別町　天塩町
震度 3中川町
震度 2剣淵町　音威子府村　幌加内町　増毛町　小平町　苫前町　羽幌町　羽幌町焼尻
島　初山別村　豊富町　幌延町

震度 1留萌市　稚内市　名寄市　北竜町　下川町　美深町　猿払村　浜頓別町　中頓別
町　枝幸町　興部町 
https://pbs.twimg.com/media/CyGDVBHUAAAolOl.jpg

原発廃止・廃炉・被曝防護・・情報 @Registro_info · 11月23日 
必見】再稼働などありえないですが、もう、核ゴミの事も考えましょう。日本ではど

うなってるのでしょうか。

10万年後の安全をどう守れるか？：フィンランドオンカロ・六ヶ所・幌延は。 

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6222076
https://t.co/SXIsGRu0EK
http://qq4q.biz/zUE3
http://qq4q.biz/zUEf
https://pbs.twimg.com/media/CyGDVBHUAAAolOl.jpg
https://twitter.com/Registro_info/status/801387622216003585


https://twitter.com/Registro_info/status/801387622216003585

幌延まちおこし隊(ヤマシタ)糠南ガンバ @horo_nukanyan · 11月23日 
◆11/23(水)読売新聞P.31
「幌延無人３駅 町、当面維持」
https://pbs.twimg.com/media/Cx62EEfUkAEYOxV.jpg

katamachi @katamachi · 11月23日 
幌延町は、2007年3月廃止候補の宗谷本線の糠南、南幌延、下沼の無人駅３駅を、町
が2017年度の維持管理費を負担して存続「３駅の除雪や修繕にかかる年間の維持管理
費は計１５９万円」 / “幌延町、廃止３…” http://htn.to/PuhxBT #鉄道 #ローカル線 #駅

幌延まちおこし隊(ヤマシタ)糠南ガンバ @horo_nukanyan · 11月23日 � Horonobe-cho,
Hokkaido 
なんか、寒いです…。
冬が早いです…。
https://pbs.twimg.com/media/Cx78V60WEAEOydD.jpg

幌延まちおこし隊(ヤマシタ)糠南ガンバ @horo_nukanyan · 11月21日 
◆H29/1/9(日) 「DE15形ラッセル撮影会」開催します！
昨冬のリベンジで今冬もやります！

幌延町までのお越しは可能な限りＪＲ利用をお勧めします！

町民優先枠がありますので、参加多数の場合は補欠登録となります。

http://www.town.horonobe.hokkaido.jp/www4/section/sangyo/le009f000000a194.html …
https://pbs.twimg.com/media/CxwT_yNUUAERZrO.jpg

幌延まちおこし隊(ヤマシタ)糠南ガンバ @horo_nukanyan · 11月21日 
記事に注目するべきなのですが、真冬の糠南とキハ５４の写真に目を奪われる、と

いう…。
JR北海道の「悲鳴」を聞き流す北海道庁の「非常識」（デイリー新潮） - Yahoo!ニュ
ース http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161121-00514923-shincho-soci …
#Yahooニュース
https://t.co/INkrSM5Jnz

…ちなみに一度遊びに行きましたが、良いところですよ、幌延…♪

https://pbs.twimg.com/media/Cx62EEfUkAEYOxV.jpg
http://htn.to/PuhxBT
https://pbs.twimg.com/media/Cx78V60WEAEOydD.jpg
http://www.town.horonobe.hokkaido.jp/www4/section/sangyo/le009f000000a194.html
https://pbs.twimg.com/media/CxwT_yNUUAERZrO.jpg
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161121-00514923-shincho-soci
https://t.co/INkrSM5Jnz


　（＾ｗ＾）ｂ

幌延町地域おこし協力隊 @horo_okoshitai · 11月17日 
トナカイの角は、北欧では「幸福を運んでくれる」と言われており、お守りとして人

気があります！！そこで、トナカイ観光牧場では、トナカイ角細工を販売してい

ます！ 現在は、ハンドメイドの為、イベントでの販売だけとなっています。12/11のホ
ワイトフェスタ内での販売を予定しております！

幌延まちおこし隊(ヤマシタ)糠南ガンバ @horo_nukanyan · 11月16日 
◆11/17(木) 北海道新聞朝刊 P.33「目玉は秘境駅巡り 27日幌延でツアー」
町内の全８駅と町内各名所を巡るバスと列車のツアーです。

列車利用は限られますが、下沼駅→幌延駅間を普通列車に乗車予定です。

現職の幌延町の副町長がガイドなので、町民でも学び楽しめます！ 
https://twitter.com/horo_nukanyan/status/799031596581953536

ゆきの @snow217w · 11月16日 
家族で幌延の地層処理のアレ見学してきたんだが、隣のトナカイ牧場にEMなんとか
がいっぱい売ってて微妙な気持ちになった。 
https://twitter.com/snow217w/status/798819323359825920

…ぁあ…★（－－；）…★アノ、

「放射能はＥＭ菌で無害化できます！」ってぇ主張している、

奇痴害ガッカイのヒトたちかぁ…★

https://www.youtube.com/watch?v=kq7b7QKRmi0
【蛇足】え？あぁ、そう。【歌ってみた】 
　↑

（ちょっとヤニさんみたいな美人だ ♪ ）

返信先: LN BB-45さん 
火を掘る日日 @Braunite · 11月13日 
@BB45_Colorado 深地層処分施設を、国営幌延炭鉱に衣替えして、とっとと石炭を掘

https://twitter.com/horo_nukanyan/status/799031596581953536
https://twitter.com/snow217w/status/798819323359825920
https://www.youtube.com/watch?v=kq7b7QKRmi0


れと言いたいですよ！従業員３６０人、年産（精炭ベース）５４万トンの炭鉱にし

たら、幌延町への寄与はゴミ捨て場実験の比ではないでしょう！

返信先: 火を掘る日日さん 
LN BB-45 @BB45_Colorado · 11月13日 
@Braunite 単に北海道の地層は安定していて、人が居ないと言うのが理由でしたから
。

幌延に市民にも自治体にも何も言わず、いきなりやって来てボーリングをはじめ、抗

議の住民がやってきたら機動隊で壁を作ったのは有名な話ですね。

国際（外交）ニュース @usfpxsm3 · 10月12日 
国際ニュース◆【HTBニュース】幌延で”核のゴミ”地層処分で国際会議 http://youtube-
international.net/?p=10800

浅野たかお　社民党北海道副代表 @asanotakao · 10月7日 
ＮＵＭＯによる「地層処分意見交換会」が１０月３０日から全国９都市で開催との

こと。札幌は、何と１１・２３。それって旧動燃が幌延に強行調査した日。勤労感謝

の日でありながら、怒りめらめらの日になっている事知ってるはず、旧動燃と関係な

いとは言わせない。挑戦的体質、あせりの表れか。カッ！

稲垣昭義 @dream21ai · 9月27日 
地下350mの世界、幌延深地層研究センターです。高レベルの放射性廃棄物の最終処分
については専門家、技術者の研究を重ね信頼される結果に基づき政治が判断しなけれ

ばいけない重要な課題です。 
https://pbs.twimg.com/media/CtV1ZB6UEAAqUaR.jpg

JAEA_reports @JAEA_reports · 9月23日 
幌延深地層研究計画における人工バリア性能確認試験; 大口径掘削機の開発、模擬オ
ーバーパック、緩衝材および埋め戻し材の製作 http://htn.to/T3kKt1

Whose apron is this? @flapperon · 9月10日 � Horonobe-cho, Hokkaido 
I’m at 幌延深地層研究センター ゆめ地創館 w/ @hamanasu12_700 @snowychikurinn

　↑

…わざわざ【創】の字が入ってるねぇ…ｗｗｗ

http://youtube-international.net/?p=10800
https://pbs.twimg.com/media/CtV1ZB6UEAAqUaR.jpg
http://htn.to/T3kKt1


…さて…ｗ（〜〜；）ｗ…★

前項の作業に戻り鱒か…★

https://www.youtube.com/watch?v=4b00QwEkwB8
【蛇足】九龍レトロ【歌ってみた】 

香山リカ @rkayama · 9月3日 
香山リカさんが士別市議会議員　国忠たかしをリツイートしました

原子力開発機構が管理する幌延町の深地層研究センターですね。今のところ使用済み

核燃料の処分場にはしないという取り決めですが、おっしゃる通り沖縄で「民意無視

の力ずく」が実現すれば次はここでは、と私も懸念してます。 
https://twitter.com/takunitada/status/772005370566893568

https://www.youtube.com/watch?v=3vrdphVLf_E
虎視眈々　歌ってみた　【蛇足】 2525とMIXが違うよ。

https://www.youtube.com/watch?v=Yurk6-GtTJ8
パラジクロロベンゼンを歌ってみました【ふぁねる×あさまる×じゃっく】 

https://www.youtube.com/watch?v=6bzfEev0dKM
96猫 『ゴーストルール』
 

https://www.youtube.com/watch?v=4b00QwEkwB8
https://twitter.com/takunitada/status/772005370566893568
https://www.youtube.com/watch?v=3vrdphVLf_E
https://www.youtube.com/watch?v=Yurk6-GtTJ8
https://www.youtube.com/watch?v=6bzfEev0dKM


（11月25日）　「 "失われた人々" って、何なんですか？」

https://85358.diarynote.jp/201611251956469078/

（８）＋（９）。

2016年11月25日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。
　

https://www.youtube.com/watch?v=qcDI9KhZdQg
紡唄を歌ってみた＠ヤマイ 

「篤さん？」

「え？」

　相手が帰ってからはすぐに壜を片付けてしまったので、結局、（俺の感覚では）大

した量を飲んだわけでもなかったのだけれど、日頃カムちゃん用のお菓子にばかり配

給券を使っているので慣れていないせいか、それとも疲れているからか、篤さんは、

仄暗い喫茶室のひとすみで、ずいぶんとぼんやりして見えた。

「 "失われた人々" って、何なんですか？」

「………ああ。」

　いいつたえ（伝説）だよ。と云って遥かに遠くを見つめる。

　今より百年の昔、この地底都市が海に閉じ込められるのより十年ちょっと前から、

人々はここに住んでいた。

「なにしろ新首都にするという計画だったし核戦争にもスーパーウェポンにも耐えら

れるという触れ込みだったそうだからね。」

　居住権イコール生存権。を手に入れるのは大変難しく、異民族等と呼ばれる賤民層

は一切駄目。

https://85358.diarynote.jp/201611251956469078/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://www.youtube.com/watch?v=qcDI9KhZdQg


　中流階級以上の、それも相応のコネと金を持っていた者達だけが旧首都…東京…か
らの移転を認められたその結果、当時の住民達ははなはだしいまでのエリート意識と

プライドを持つようになっていた。

　そんな頃、世間を騒がせ始めたのが "失われし人々" と呼ばれる遺伝子異常の子供達
の出現だった。

　通信器を遣わずに遠くの仲間と意志を伝えあい、目隠しをして物が視え、未来を予

見し、念じただけで巨大な物体を軽々と移動させる…

　そんな童子や、若者、少女たち…

「彼らのチカラを表現する、もっと適切な言葉があった筈なのだけれど、厳しい検閲

に遭って、今日までは伝えられていない。」

　…そう。軍政府や "善良な" 市民たちはそれら異常な能力を持つ者たちを徹底的に
迫害・差別した。とりわけその動きは、この限られた地下都市にあって厳しかった

のだ。

　選民思想に凝り固まり、自らの優性を信じる人間が、より巨きな、理解しがたい能

力を持つ者達の存在を容認できよう筈もない。

　日に何人もの子供や若者が狭い地底都市のあちこちからいぶり出され、捕えられた

。

　容疑をかけられたある者は実験体モルモットに、そして大部分は "収容" と称して…
　ガス室へ。

　…異変はある日、起こった。

　最初、それは "失われし人々" とは全く関係のない所から始まったのだった。

　使い古されたＳＦのネタ…

『　巨大な隕石が地球に衝突する !! 』だ…。



　異常接近に伴った地殻変動や大津波など前触れの、文字通りの天変地異に怯えきり

、恐慌をきたした人々は、いつしかその原因を、迫害される異能者たちの上にすり替

えていた。

　逃げ場のない地下世界での、中世さながらの魔女狩り暴動である。

　折しも地底都市の基である岩盤はまるごと海中へと没しようとしていた。

　そして最後の最後に、都市中の狂った一般人に撃たれ追いつめられた生き残りの、

ほんのひと握りの強力なエスパー達は、意を決して脱出する。

　汚染された酸性水のなだれ落ちてくる、常人なら既に通行不能となっていた中央ゲ

ートを抜けて…

「…宇宙へ逃れて、そこへ彼らだけの平和な国を築いたのだという話だよ。ここでは
世界の情勢など殆ど入って来ないから、確かな事はなにも判らないけれど。」

　後には海中に封じ込まれたパンドラ・シティだけが残った。

　そこに住む人々の記憶に、こんな風な伝説を刻んで。

　 "失われし人々" のひとり、予知者の少女が言い置いて去った言葉だ。

　曰く…

『　私たちはこの都市にひとつの道を遺す。

　　都市に再び 視る眼 を持つ者が生まれ、受け容れられる時、

　　巨大な能力を持つ先祖が還って来るだろう。

　　そして、先祖は我等の遺す岩塊を動かし、

　　人々を率いて、扉を開けるだろう。　』

　…官憲の厳しい取り締まりの手をくぐって、不思議な物語は口伝えに今日まで語り
継がれて来ている。



　それは既にこの閉じ込められた都市の住民にとっては、神話にも等しいものなのだ

。

「タツトは花夢がその "還ってきた" 先祖…　つまり遺伝的に先祖帰りした子供じゃあ
ないかと、云うんだけどね。」

　篤さんは静かに頭を振った。

　そのあと、長いこと篤さんは、黙って聴いている俺に、いろいろな話をした…。

https://www.youtube.com/watch?v=uqmjVHBj-vQ&list=RDJKBiO2MZSvg&index=29
夢の輪／Yume no Wa　（沢井比河流 作曲／composed by SAWAI Hikaru ）

https://www.youtube.com/watch?v=sb37pdQAbBs
【犬猫店長】　神のまにまにを歌ってみた

https://www.youtube.com/watch?v=SVKcu5N_LsQ&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
「番凩」を歌って弾いてみた【杏ノ助�halyosy�530】 

 
ひみつ日記

　途中でむずかって寝入ってしまったカムちゃんをベッドに運んで、篤さんにおやすみなさいを

云い、ひとり横になった俺は直ぐに眠りについた…というか、ヒト場じゅう目覚めていたとい
うか…

　なにか、確かに体は睡眠をとっているのだけれど意識だけが遊離して頭の上のほうで活発に活

動を続けているような、これは夢なんだなあと自覚しながら起きている時のつもりで考え事をし

ているような、妙な精神状態に陥ってしまった。

　疲れているのに興奮がおさまらなかった所為かも知れない。

　とにかく不思議によく何でも物事が視え、考えがまとまった。

https://www.youtube.com/watch?v=uqmjVHBj-vQ&list=RDJKBiO2MZSvg&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=sb37pdQAbBs
https://www.youtube.com/watch?v=SVKcu5N_LsQ&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27


　タツトさんさえ知らない事だけれど、篤さんはもうずっと長いこと、姉弟としてではなくヨリ

ムさんを真剣に愛していたのだという。

「片恋に決まっていたけどね。」

　そう、静かに微笑った。

　それでも想うだけなら血のつながりを超えて、人の自由の筈だから、と。

　もちろん彼は誰にも何も云わず、姉に恋人が出来たと知った時にも、黙って祝福をした。

　…覚悟は最初から、していた事だったから…。

　けれど予想外、その恋人は亡くなり、ヨリムさんは精神の均衡を失ってしまった。

　狂った状態で彼女は一時期、弟と恋人の見分けがつかなくなっていたという。

　篤さんは一度だけ、哀しみに耐えられなかった事があった。

　本当に、タツトさんでさえ考えてみたこともないだろうけれど…

　花夢ちゃんは、篤さんの実の娘でもあるのだ。

　もともと異常なほど勘が鋭く、他者の感情に敏感だった姉弟の血を花夢ちゃんは濃く受け継

いだ。

　 ”先祖返り” は、その所為ではないのか…

　というのが、篤さんの辿り着いた結論だ。

　罪は自分にあるのだから、姉の遺してくれた子供を、憎める筈もなかった。

　つまり再び生まれた ”視る眼を持つ者” は「受け容れられた」のだ…。



　だけれどそこから先の彼らの推測は喰い違うと、俺は 夢 のなかで妙にはっきりと気がついて
いた。

  



（11月25日）　語り伝えられた予言が正しいものだとすれば、

https://85358.diarynote.jp/201611252028585694/

（１０）。

2016年11月25日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=G8t0KTOeMPw&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg
Japanese War Music - Samurai Battle March [HD] 

　語り伝えられた予言が正しいものだとすれば、素直に解釈すれば "先祖" と "受け容れ
られた者" とは別の存在である筈なのだ。

　カムちゃんに出来るのは透視とテレパシー、精神操作。

　その能力は相当なものだけれども、伝承の "岩塊を動かす" というのが抽象的な言い
まわしではないとすれば、その場合にはまったく役に立たない。畑違いのものなのだ

…

　そして俺…

　過去から来て宇宙に現われ、地表の、日本へ、 "還って来た" …が、

　ここに居る。

　俺は夢うつつの状態にいながら不思議にはっきりと意識して、部屋のなかにある色

々なものを、右へやったり左へやったり、空中高く浮かしてみたりしていた。

　自分の指を軽く曲げ伸ばしするような、ピアニストが演奏の前によくやるような、

感覚で…。

　これは…

https://85358.diarynote.jp/201611252028585694/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=G8t0KTOeMPw&index=27&list=RDJKBiO2MZSvg


　現実だ。

　目を閉じて横になったまま俺は俺の動かす椅子が床の上１０センチの所でワルツを

踊るさまを視ていた。

　小さい頃は自由に使いこなし、一旦は自分自身で封じたあの力が、今またいつの間

にか、すっかり戻ってきたのだ。

　あまり色々な事が一度に起こったのが、刺激になったせいなんだろうか…。

　それなら、俺は "道" を、見つけ出さなくちゃいけない。

　…………を、

　見つけに、行くために…

　まだ…　思い出したくない なにか が頭の片すみに引っかかってはいたけれど。

　俺は、好に、会いたい。

　無意識下の自己暗示が例によって功を奏して、何故しばらくはあいつの事を考えた

くないなどと考えたのか、そもそもそんな風に思っていた事さえ、都合良く俺は忘れ

てしまっていた。

　けれど本当に、何故、一時的にもせよ、好のほうへ感情を向けるのが、辛い、な

どと…。

　あいつは俺の、…………親友なのに…

　…答えを探してはいけない…



　何処かで自己防御セイフティが働いた。

　…思考は篤さんの悲しい想いのほうにずれ、依夢さんの儚い死に顔にずれ…

　連想が、スターエアでのアトルの死に至ったところでまたひとつ、大事なことを思

い出さなければという気もしたのだけれど…

　俺の記憶はここで終わっている。

　目覚めると、カムちゃんが光をたたえた瞳で、俺をじっと視ていた。

((　…　おはよう。　))

　声には出さずに俺は言った。

　そしてよろしく。

　初めて出会った、俺の、同類…。

((　…　お兄ちゃん、 オハナシ できるのね！ ))

　目で見る限りではカムちゃんは殆ど表情を動かさなかった。

　ただ瞳の表情が少しばかり強まっただけだった。

　頭の内部に送られて来たイメージが、満開のバラの庭のような、笑顔では表現しき

れない嬉しさを、咲きほこらせていた…。



　　　　　　　　　　…続く。

https://www.youtube.com/watch?v=2FMIv2lBF_w&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
【和風ユニット】オリジナル曲『深紅』PV【華風月】 

https://www.youtube.com/watch?v=ObA2QSG76_g&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
Agatsuma Hiromitsu 07 Yuudachi

https://www.youtube.com/watch?v=2FMIv2lBF_w&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=ObA2QSG76_g&list=RDJKBiO2MZSvg&index=27


（11月25日）　…１冊完成したので、洗濯してご飯食べて寝ますぅ…☆彡

https://85358.diarynote.jp/201611252048425646/ 

「第５章のあとがき＠1985.4.16.」　と、感想 ＆ イラスト。

2016年11月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=yM4Tb9mkqTo&list=RDObA2QSG76_g&index=10
Hiromitsu Agatsuma Yuudachi 

…１冊完成したので、洗濯してご飯食べて寝ますぅ…☆彡

http://p.booklog.jp/book/111484/read
リステラス星圏史略 古資料ﾌｧｲﾙ5-X-1-4
『未完史』第１部　第５章

２．地球の緑の海よ。… 空中分解 Part.2.

　…うえ〜〜〜んっっ。

　どォーしてこんなに時間がかかったんでしょうねェ。２月の半ばにはこれ、書きは

じめてたんですよお………まったく★

　例によって多忙のためあっちこっちに不義理をしておりますが、まあその辺は大目

に見たって下さいませ。

　今回はめっきり明るい会田・アルテミス組と、どっぷり暗ぁい愛しの清くんのコン

トラストが、あまりにもひどすぎた１章ですっっ

　なお、当分のあいだ（３〜４章分＝丸１年ちかく）、好くんヤニさん尋人さんは出

てまいりませんので悪しからず。ファンの人カミソリ投げないでくれェ…

　ともあれ感想などお聞かせ下さいませ ♪

https://85358.diarynote.jp/201611252048425646/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611252048425646/
https://www.youtube.com/watch?v=yM4Tb9mkqTo&list=RDObA2QSG76_g&index=10
file:///tmp/puboo/127020/452218/14482a38c02b9d58357a/book/111484/read


　　　　　　　　　　　　　　　１９８５．４．１６．あさ。

　　　　　　　　　　　　　　　ｂｙ　遠野 真谷人

　P.S.　ＮaＮaちゃん、原稿は２部ずつコピーしましょおっっ★

…超〜凄ェ好み〜っっ♪♪
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=-q8GLfRI1IA&list=RDObA2QSG76_g&index=5
Shamisen --- Agatsuma Hiromitsu 
　↑

　ぃゃもうこのおかたは、「清クンのテーマ」。

「専用ミュージシャン」にスカウトで…ッ♪

こっちは「全員バージョン」…？
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=ekIZRyTyVLI&list=RDObA2QSG76_g&index=21
Daishi Dance feat. Yoshida Brothers Renovation 吉田兄弟 (Full Version)
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-q8GLfRI1IA&list=RDObA2QSG76_g&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ekIZRyTyVLI&list=RDObA2QSG76_g&index=21


 
 
 

 
 
 



 

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月25日22:41
　

…やっぱチカラ尽きた…

寝る（＾＾；）。

 

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


（11月26日）　アルパカ狼さん遭遇確率１０％くらい…（；；）…★

https://85358.diarynote.jp/201611260811554944/

【M4.8】HOKKAIDO。

2016年11月26日 環境は、生命圏で、生存権。

 
https://www.youtube.com/watch?v=-q8GLfRI1IA&index=5&list=RDObA2QSG76_g
Shamisen --- Agatsuma 

おはようございます。

０７：５１になっちゃいました。

再び地獄？の４連勤の初日。

アルパカ狼さん遭遇確率１０％くらい…（；；）…★
勤労モチベは皆無ですが、お天気は良くて、気温はプラス１℃…♪
とりあえず通勤路は楽しめそうです…♪

（＾ｗ＾）ｇ

…それにしても昨夜この曲（アガツマ）師を発聴したのはめっけもんでした…♪

https://85358.diarynote.jp/201611260811554944/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161126/85358_201611260811554944_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161126/85358_201611260811554944_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161126/85358_201611260811554944_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-q8GLfRI1IA&index=5&list=RDObA2QSG76_g


超〜絶♪ 好み〜♪♪♪

リステラス星圏史略　古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-4
『未完史』　第１部　第５章　２．地球の緑の海よ。…空中分解 Part.2。 
閲覧数：37
販売数：0

…お♪　 いっぱい…来てる…♪（＾＾）♪

（売れてないけどｗ）

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ10.6km 2016/11/26 02:19:41

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.0】津軽半島付近 深さ152.0km 2016/11/25 23:18:24

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 北海道 幌延町 
【M4.8】HOKKAIDO, JAPAN REGION 22.1km 2016/11/25 17:22:49JST, 2016/11/25
08:22:49UTC
　↑地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 北海道 天塩町 
【M4.6】宗谷地方 深さ27.5km 2016/11/25 17:22:49
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【北海道 留萌中北部で震度４】
25日午後5時22分ごろ地震がありました。現在、震度4以上が観測されている地域は以
下のとおりです。震度4が留萌中北部。今後の情報に注意してください。
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【地震情報 2016年11月25日】
17時22分頃、留萌地方中北部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M4.7、最大震度4を北海道で観測しています。この地震による津波の心配
はありません。

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

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




（11月26日）　白熊さん似の美脚で美ケツのビクーニャさんがお仕事大変そうでした
…

https://85358.diarynote.jp/201611260922142933/
（関連商品）

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月26日9:22
　

地震多すぎて時間切れ。遅刻寸前★

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月26日22:32
　

先ほど無事帰投。

心身ともに壮健。（＾＾）／

特に面白いことも無かったですが、ムダに営業成績は良く、悪いことは何も起こらなかったエア

ポケットのような一日。なぜか白熊さん似の美脚で美ケツのビクーニャさんがお仕事大変そうで

した…リャマさんもヤクさんもアルパカ狼さんもいなかった…

何かがとても変。（〜〜；）？

でも、例によって「私だけ台風の目に居て無風」状態…☆

？…ｗ（＾□＾；）ｗ…？

…まぁいいや。買い過ぎるぐらいガッツリ買い込んできました…

多少のことなら何とかなる！

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


来るなら来いッ☆　（ヤケｗ）

漫画読んでご飯食べて寝まーす！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月26日22:34
　

首都圏反原発連合 @MCANjp · 4 時間4 時間前 

今月前半の重要なニュース、ツイートしそびれていました。

森井小樽市長、全国から後押ししていきましょう！

小樽市長、泊原発の廃炉要請へ　30キロ圏外
 
 

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


（11月27日）　アルパカ狼さん遭遇確率５０％くらいかな…？

https://85358.diarynote.jp/201611270738357858/

４連勤の２日目。アルパカ狼さん遭遇確率５０％くらいかな…？

2016年11月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=ueDAJkU8be8
TM NETWORK Piano Medley（ピアノメドレー）

おはようございます。

０７：０５です。

０６時に起きて家事（おもにご飯の仕度）をしていたら、この時間…。

札幌はプラス１℃。うっすら雪が積もってます。

４連勤の２日目。アルパカ狼さん遭遇確率５０％くらいかな…？
（あんまり期待し過ぎてガッカリするのも嫌なので期待しない☆）

なんだか物凄く嫌な胸騒ぎはしてるんですけど、不安要因が多すぎて、いつどこで何が起こるか

なんて、もはや予知予見のしようもありません…★
…ｗ（－－；）ｗ…★

https://85358.diarynote.jp/201611270738357858/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611270738357858/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161127/85358_201611270738357858_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161127/85358_201611270738357858_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161127/85358_201611270738357858_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ueDAJkU8be8


個人的には、静かで暖かい安全な寝床でガッツリ眠って、

起きた時には「…あぁ、『丹田が据わった』な…と思っていました…☆

素晴らしい♪ o（＾ｗ＾）o

（…まぁこれ単語の使い方が正しいのかは知りませんが…）
　↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B9%E7%94%B0
丹田

…仙術の修業（？）なんてしてたの、中学の時だしな…ｗ
（ ↑ んでそのへんのネタはがっつり「俺と好」の下敷きになってる…ｗ）

さて。（－－；）

楽しく現実逃避をしていてもラチがあきませんので、

厭〜な現実情報チェックをば…★（－－；）★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月25日（金）【当日】
　　　　　　　↑

…更新が停まっておりますね…★（－－＃）★

…あら…？（＾＾；）…★

さっきまで「穏やかな曇り」だったんですけどね…★
イキナリ？

強風が吹いて、【 雨 】!!…が、降り始めちゃいました…★
…（－－；）…★

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.6】根室半島沖 深さ67.4km 2016/11/26 20:44:38

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ3.7km 2016/11/26 14:20:05

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B9%E7%94%B0
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 � 北海道 芽室町 
【M2.8】十勝地方 深さ122.1km 2016/11/26 13:06:31

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ29.4km 2016/11/26 09:33:11

晴れました♪

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月29日7:18
　

2016年11月27日（日）【前日】01:00 0.033 0.032 0.033 6 
02:00 0.033 0.033 0.033 6 
03:00 0.034 0.034 0.034 6 
04:00 0.033 0.033 0.033 6 
05:00 0.037 0.035 0.036 6 
06:00 0.037 0.036 0.036 6 
07:00 0.036 0.034 0.035 6 
08:00 0.034 0.032 0.033 6 
09:00 0.033 0.032 0.033 6 
10:00 0.033 0.032 0.033 6 
11:00 0.033 0.032 0.032 6 
12:00 0.033 0.032 0.032 6 
13:00 0.032 0.032 0.032 6 
14:00 0.033 0.032 0.032 6 
15:00 0.036 0.033 0.034 6 
16:00 0.038 0.036 0.037 6 
17:00 0.035 0.035 0.035 6 

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


18:00 0.035 0.033 0.034 6 
19:00 0.033 0.033 0.033 6 
20:00 0.033 0.032 0.033 6 
21:00 0.033 0.032 0.033 6 
22:00 0.033 0.032 0.032 6 
23:00 0.035 0.032 0.034 6 
24:00 0.035 0.033 0.034 6
 



（11月27日）りすは「卵から出なければならない」のだから。　

https://85358.diarynote.jp/201611270817156103/

不思議な国のニュース。

2016年11月27日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)

（承前）

　　↓

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月25日 
今日の中米のM7.0の巨大地震
海外の報道で「このところイタリア、ニュージーランド、日本の福島で巨大地震が

起こってますね。地球はどうなってるんでしょうか？」みたいな報道がある。こうい

う風に報道すれば「警戒した方が良いね」となるけど、日本は海外の事は報道しない

から国民が無警戒になる

tk_mot @tk_mot · 11月23日 
11月の降雪を温暖化が要因だと煽る学者たちが、罵倒されるのを楽しみに待つ。直
近１ヶ月の太陽黒点出現数がほぼゼロに近かったことを報道するメディアはない。小

氷期を迎える長期プロセスからみれば、太陽活動低下による影響が地球全球で現れ初

めていると言えるのではないだろうか。

https://85358.diarynote.jp/201611270817156103/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201611270817156103/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161127/85358_201611270817156103_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161127/85358_201611270817156103_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161127/85358_201611270817156103_3.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=yYIFm8k_ICQ
【ファミマ入店音】ファミマ小室店に入ったら店員が変になってた 
　↑

…………本日の拾いモノ………ッッッッ（笑い死に中…☆彡）

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
#福島高校 の生徒さん達へ。
反論や疑義があればその旨を伝えてください。SNSは大勢の人が見ているし、密室の
授業。言外の利益誘導や不利益。背後に権威を纏ってないので私が皆さんのマインド

コントロールはできません。筋の通った会話であればどこまでもおつきあいします。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月25日 
不思議な二国間のニュース

今日、アメリカでは『国民にマリファナを販売する企業が上場した」というトッ

プニュースで、一方で今日の日本の報道では「長野でマリファナ所持で２０人が逮捕

」というもの

こういう矛盾。敗戦国ならではの事。アメリカは一般市民に販売するマリファナの税

収を見込んでる

https://pbs.twimg.com/media/CyHNhwVVIAAx3QR.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=LnHjtLEIdGQ
俺らゲットワイルだ’８９／IKUZO+TM NETWORK （ニコニコ字幕つき） 
　↑

…だめ救けて笑い死ぬ…ッッッッｗｗｗッ☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=5PV3Myyp8No
【IKZO】PERFECT FARMER【オリラジ】 

https://www.youtube.com/watch?v=VjCjVwdNaSI
吉幾三　×　マイケルジャクソン　IKUZO スリラー 

https://www.youtube.com/watch?v=yYIFm8k_ICQ
https://pbs.twimg.com/media/CyHNhwVVIAAx3QR.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LnHjtLEIdGQ
https://www.youtube.com/watch?v=5PV3Myyp8No
https://www.youtube.com/watch?v=VjCjVwdNaSI


…やっぱ人類を滅ぼすのは勿体ないよ神様…ッｗｗｗ

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【キューバ フィデル・カストロ前国家評議会議長が死去】
ロイター通信など複数の欧米メディアは、キューバの国営テレビが1950年代にキュー
バ革命を主導し、反米の社会主義政権を半世紀にわたって率いたキューバのフィデル

・カストロ前国家評議会議長が亡くなったと伝えていると報じました。

　↑

…これは、「霊界招集」が、かかったものと推測されます…

…（－－；）…★

（つまり、近々に「大勢死ぬ」事変があるよ…★）

https://www.youtube.com/watch?v=DGtc9EKiZ0s
「IKZO」ゴーストバスターズ 

https://www.youtube.com/watch?v=5_Al1d3vIwM
【IKZO】ジュリアナ農協【2unlimited】

…どこまで逝くんだこれ…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=FNSPh3AA6GI
(MAD) Bomb A Head! m.c.A.T & IKZO（吉幾三） 

…ｗ（＾＾；）ｗ…秋田…★

https://www.youtube.com/watch?v=AB-gP0Ll1oU
Little House on the Prairie TV Show Intro 

https://www.youtube.com/watch?v=DGtc9EKiZ0s
https://www.youtube.com/watch?v=5_Al1d3vIwM
https://www.youtube.com/watch?v=FNSPh3AA6GI
https://www.youtube.com/watch?v=AB-gP0Ll1oU
https://www.youtube.com/watch?v=4EBBZiP56o4


https://www.youtube.com/watch?v=4EBBZiP56o4
大草原の小さな家　日本語主題歌 

https://www.youtube.com/watch?v=tEKkUEawGZI
赤毛のアン (Anne of Green Gables) OP ED.flv 

「…何者も、持って生まれた空想の力や、夢の理想世界を私から奪い取ることは出来ません…。
」

　（＾ｗ＾）

https://www.youtube.com/watch?v=yakFjIV9Vto
Home,Sweet Home 　埴生の宿　『火垂るの墓』挿入曲　【ビクター　ＳＰ盤】 Amelita Galli-
Curci 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月25日 
Japanese troops in South Sudan for first overseas deployment since WWII. (Video: ©
FRANCE 24)
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/802121592335544322

https://www.youtube.com/watch?v=Nc8jHAlLBhA
映画予告編『ビルマの竪琴』＋唱歌 

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
いい子ちゃんってよくない。

盗んだバイクで走りだすのもよくない（なんだっけ？）

若い世代なら心をニュートラルな状態で解放してやれば、本質が何か見えてくるはず

。妙な追従も葛藤も不良化する必要もない。透徹した心で見ればいいだけ。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月25日 
ISIS Bomb Aimed at Shiite Pilgrims in Iraq Kills at Least 80.
http://www.nytimes.com/2016/11/24/world/middleeast/islamic-state-bombing-shiites-
iraq.html …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/802060649811447808

https://www.youtube.com/watch?v=tEKkUEawGZI
https://www.youtube.com/watch?v=yakFjIV9Vto
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/802121592335544322
https://www.youtube.com/watch?v=Nc8jHAlLBhA
http://www.nytimes.com/2016/11/24/world/middleeast/islamic-state-bombing-shiites-iraq.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/802060649811447808


https://www.youtube.com/watch?v=tfKMId_Z8Wk
埴生の宿　唱歌　ウクレレ　ソロ　　HOME, SWEET HOME　ukulele solo 

…オメラスからは、歩み去れ。

　りすは「卵から出なければならない」のだから。

　卵は、狭い世界だ。

　二度と…

　欺瞞だらけの【月収３０万円】の世界…には、

　私は、

　戻 ら な い …。

（「六ヶ所村はリサイクルだから地球に優しい」なんて…嘘でしかない文章をワープ
ロ打ちさせられる仕事に戻るくらいなら…（ちなみに今のバイト先の親会社（本社）
…ｗ）

　一生「平均年収１２０万以下」の暮らしのほうが、よっぽど満足だ…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=nBCjtE_m_jU
銀河鉄道の夜 【Night on the Galactic Railroad】劇場アニメED曲 細野晴臣1985 

…ほんたふのさいわひとは、なんだらふ…？？

https://www.youtube.com/watch?v=tfKMId_Z8Wk
https://www.youtube.com/watch?v=nBCjtE_m_jU


https://www.youtube.com/watch?v=ZV0W0rzIA0M
ミュージカル座『マザー・テレサ　愛のうた』伊藤アルフプロモーション映像 

…いずれかならず、そこまで行くから…。

　

（あと何万回、転生してでも必ず育つ！）

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

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 

長い話を切り詰めて、

短い言葉で適切に語れるのは賢い人である。

エウリピデス

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月27日15:36

https://www.youtube.com/watch?v=ZV0W0rzIA0M
https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
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激睡魔。(∋_∈)
締め付けられるような

変な頭痛。(∋_∈)

とある会社に通販の問い合わせをした途端、痛メールが１７通…(-_-#)…★

まぁどうせガッカイ系の痛メールはガッカイ系な携帯会社が自動で止めてくれるのだが。

┐(’〜`；)┌

「何か」が凄く変。

(・ω・;)(;・ω・)

水面下の足の裏の下で「津波の前の引き波」が始まってる感じ…？

。。。(〃_ _)σ‖
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月27日22:17
　

無事帰投。心身ともに壮健。

o(^-^)o

今日は個人的には、

まぁ良い日のうちでした。

（欲を云えばキリがない…☆）

(^。^;)

何かが凄く変ですが。(-.-;)

確認するのは明日にします…。
漫画読んで

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


ごはん食べて

寝ま〜す☆(^o^)／
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月28日7:25
　

０５９０００９☆
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（11月28日）

https://85358.diarynote.jp/201611280740155419/

【小樽市長】【泊原発の廃炉】要請へ…。！（＾◇＾）！

2016年11月28日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

　

ざざんざ @zazanza2 · 12時間12時間前 
小樽市長、泊原発の廃炉要請へ　３０キロ圏外｜静岡新聞アットエス 
https://t.co/zova7oDUiy

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

おはようございます。

０７：２２です。

４連勤の３日目。（－－；）

札幌の気温はプラス３℃。

https://85358.diarynote.jp/201611280740155419/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611280740155419/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161128/85358_201611280740155419_1.jpg
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161128/85358_201611280740155419_3.jpg
https://t.co/zova7oDUiy
https://www.youtube.com/watch?v=GR0FDT0NV-M


降雨／雪確率４０〜５０％…

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1480284600/1011-0010-101000-201611280710.gif?
t=1480285231
（０７：００〜０７：１０）

雪と雨が降ったりやんだり、路面は積雪と融雪でどろぐしゃ。

（－－；）

…さて、通勤手段を、どうしましょうか…★★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月25日（金）【当日】

…ヲイ★（〜〜＃）★コラ…★

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 青森県東方沖 深さ約50km M3.5 28日02時12分頃発生

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ59.1km 2016/11/27 15:00:14

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 � 北海道 大樹町 
【M3.0】十勝地方 深さ56.1km 2016/11/27 14:48:05

https://www.youtube.com/watch?v=YoTFFr2viSE
さくらびと/アーロニーロ(志波海燕) 

……晴れた〜♪　！（＾０＾）！　♪
 
 
 
 

コメント

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1480284600/1011-0010-101000-201611280710.gif?t=1480285231
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=YoTFFr2viSE


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月28日8:46
　

…また一瞬？で曇った…★（－－；）★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月28日8:51
　

…また晴れて…

断続的に？ＤＮさんが「メンテ中」…★（－－；）★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月30日8:17
　

2016年11月28日（月）【前日】
01:00 0.042 0.035 0.039 6 
02:00 0.044 0.042 0.043 6 
03:00 0.046 0.043 0.045 6 
04:00 0.044 0.042 0.043 6 
05:00 0.040 0.035 0.037 6 
06:00 0.039 0.037 0.038 6 
07:00 0.043 0.039 0.041 6 
08:00 0.039 0.034 0.036 6 
09:00 0.036 0.033 0.035 6 
10:00 0.036 0.034 0.034 6 
11:00 0.036 0.033 0.034 6 
12:00 0.035 0.034 0.035 6 
13:00 0.036 0.034 0.035 6 
14:00 0.034 0.033 0.034 6 
15:00 0.034 0.033 0.034 6 
16:00 0.034 0.034 0.034 6 
17:00 0.034 0.033 0.034 6 
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18:00 0.035 0.034 0.034 6 
19:00 0.041 0.038 0.039 6 
20:00 0.040 0.036 0.039 6 
21:00 0.036 0.035 0.036 6 
22:00 0.035 0.034 0.035 6 
23:00 0.034 0.034 0.034 6 
24:00 0.034 0.034 0.034 6
 



（11月28日）　背中がアルパカ暖房？(^_^;)？的な遠赤外線効果？照射で終日ぽかぽか
でして…(^。^;)…☆

https://85358.diarynote.jp/201611281536476677/

★(∋_∈)★

2016年11月28日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (3)
　

関東〜北陸の「脳べくれ崩壊」っぷりが凄まじい。(・_・;)

ろれつが回らない。

文脈が支離滅裂。

一文で済む要件に辿り着くまでに所要時間１０分？

はたまた目的地不明のまま無限ループな永久ダンジョンに陥る「七人岬」状態なゾンビ…

(・ω・;)(;・ω・)

ヽ（・＿・；）ノ。。。

おかげで捗らないったら、処理件数の成績落ちたら時給下がるんだぜ…？(-"-;)★

ほんとに、べくれゾンビは迷惑…(-_-#)…★

さっさと死に絶えやがれ…

(ノ-o-)ノ　┫

 
 
 

https://85358.diarynote.jp/201611281536476677/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201611281536476677/


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月28日15:52
　

興部町で！

交通事故っ(‾○‾;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月28日22:13
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

…アルパカ成分補給不足ッ★
　(`o´)Ｏ

…とプンむくれつつ…

視覚効果？的には、角度は悪いは業務過多忙だわで、まともに全身を見る暇すらなかったのでぷ

うぷう逝ってるんですが。

(`o´)

背中がアルパカ暖房？(^_^;)？的な遠赤外線効果？照射で終日ぽかぽかでして…(^。^;)…☆

輻射熱？┐(’〜`；)┌でムダに営業成績がウナギの滝登り状態でして…ヽ（・□・；）ノ…☆

少なくとも自己ベスト記録は軽く更新？したし…(^。^;)…☆

…あしたの業績発表を見るのが楽しみです…ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/
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…σ(^◇^;)。。。

（しかしながらアルパカさんのボーナスには反映しない…★

残念★(^_^;)★）
　

　

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月29日15:27

…今日もいるかと思ってたのにアルパカ狼さん居ない…(;_;)

…グレてやるッ(`o´)★
 

https://85358.diarynote.jp/
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（11月29日）

https://85358.diarynote.jp/201611290736232687/

【 岩見沢 ０．０７ μ】。★（－－＃）★

2016年11月29日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=TWS0ogn53Wo
AMTV 機動戰士鋼彈Z OP1 Z・刻を越えて 

おはようございます。

０７：１３です。

札幌の外気温はプラス１℃。雪。

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1480371000/1011-0010-101000-201611290710.gif?
t=1480371635
（０７：００〜０７：１０）

…歩くか…☆（＾＾；）☆

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

https://85358.diarynote.jp/201611290736232687/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611290736232687/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161129/85358_201611290736232687_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161129/85358_201611290736232687_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161129/85358_201611290736232687_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TWS0ogn53Wo
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1480371000/1011-0010-101000-201611290710.gif?t=1480371635
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


＞2016年11月28日（月）【当日】

★（－－＃）★

（…もはや隣の市が０．０７μ「も」あっても、

「まぁたいしたことないや」と判断するようになってしまった、

　…自分が哀しい…★）

…ｗ（－－；）ｗ…。

ホワイトフード @whitefood1 · 2分2分前 
11月29日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯
します。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CyYndpkW8AAFD1o.jpg

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 白糠町 
【M2.7】釧路地方 深さ149.8km 2016/11/29 03:20:43

ホワイトフード @whitefood1 · 5 時間5 時間前 
11月29日2時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が47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/CyXXizpUAAIYbC_.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年11月28日 21:45】
宗谷地方では、２９日明け方まで大雪に警戒してください。

［宗谷北部］大雪

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � 北海道 浜中町 
【M3.7】釧路地方 深さ79.8km 2016/11/28 21:30:50

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 � 北海道 津別町 
【M2.8】弟子屈付近 深さ158.9km 2016/11/28 14:57:15

ホワイトフード @whitefood1 · 17時間17時間前 
11月28日14時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が55箇所以上存在します

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CyYndpkW8AAFD1o.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CyXXizpUAAIYbC_.jpg


。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/CyUwixrUQAALJFT.jpg

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � 北海道 標茶町 
【M2.8】釧路地方 深さ13.0km 2016/11/28 10:19:11

https://www.youtube.com/watch?v=ob7pebouMmk
White Reflection Full Song 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月30日22:38
 
 
2016年11月29日（火）【前日】
01:00 0.034 0.033 0.033 6 
02:00 0.033 0.033 0.033 6 
03:00 0.033 0.033 0.033 6 
04:00 0.033 0.032 0.033 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00 0.036 0.032 0.033 6 

07:00 0.051 0.042 0.048 6 
08:00 0.045 0.038 0.041 6 
09:00 0.047 0.038 0.043 6 
10:00 0.045 0.042 0.044 6 

11:00 0.041 0.037 0.038 6 

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CyUwixrUQAALJFT.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ob7pebouMmk
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


12:00 0.044 0.037 0.041 6 
13:00 0.042 0.038 0.040 6 

14:00 0.045 0.036 0.039 6 
15:00 0.056 0.048 0.054 6 
16:00 0.052 0.041 0.046 6 

17:00 0.040 0.035 0.037 6 
18:00 0.035 0.033 0.034 6 
19:00 0.034 0.033 0.034 6 
20:00 0.041 0.034 0.036 6 

21:00 0.060 0.046 0.052 6 
22:00 0.068 0.060 0.064 6 
23:00 0.061 0.051 0.055 6 
24:00 0.057 0.050 0.053 6
 



（11月29日）　白熊さん似のビクーニャさんの今日の言動から推測すると、

https://85358.diarynote.jp/201611290839513845/
　

https://www.youtube.com/watch?v=YJ8aclIW_b8
AMTV 機動戰士鋼彈0083 OP1 The Winner 獲勝者 

2016-11-28 (月) 163  ☆ 日記更新 
2016-11-27 (日) 153  ☆ 日記更新 
2016-11-26 (土) 151  ☆ 日記更新 
2016-11-25 (金) 197  ☆ 日記更新 
2016-11-24 (木) 185  ☆ 日記更新 
2016-11-23 (水) 216  ☆ 日記更新 
2016-11-22 (火) 227  ☆ 日記更新 
2016-11-21 (月) 177  ☆ 日記更新 
2016-11-20 (日) 159  ☆ 日記更新 
2016-11-19 (土) 197  ☆ 日記更新 
2016-11-18 (金) 186  ☆ 日記更新 
2016-11-17 (木) 193  ☆ 日記更新 
2016-11-16 (水) 234  ☆ 日記更新 
2016-11-15 (火) 162  ☆ 日記更新 
2016-11-14 (月) 201  ☆ 日記更新 
2016-11-13 (日) 167  ☆ 日記更新 
2016-11-12 (土) 155  ☆ 日記更新 
2016-11-11 (金) 230  ☆ 日記更新 
2016-11-10 (木) 221  ☆ 日記更新 
2016-11-09 (水) 225  ☆ 日記更新 
2016-11-08 (火) 161  ☆ 日記更新 
2016-11-07 (月) 226  ☆ 日記更新 
2016-11-06 (日) 240  ☆ 日記更新 
2016-11-05 (土) 162  ☆ 日記更新 
2016-11-04 (金) 192  ☆ 日記更新 
2016-11-03 (木) 194  ☆ 日記更新 
2016-11-02 (水) 184  ☆ 日記更新 
2016-11-01 (火) 179  ☆ 日記更新 
2016-10-31 (月) 168  ☆ 日記更新 
2016-10-30 (日) 194  ☆ 日記更新 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ8aclIW_b8


2016-10-29 (土) 201  ☆ 日記更新 
2016-10-28 (金) 235  ☆ 日記更新 
2016-10-27 (木) 211  ☆ 日記更新 
2016-10-26 (水) 215  ☆ 日記更新 
2016-10-25 (火) 207  ☆ 日記更新 
2016-10-24 (月) 161  ☆ 日記更新 
2016-10-23 (日) 152  ☆ 日記更新 
2016-10-22 (土) 204  ☆ 日記更新 
2016-10-21 (金) 207  ☆ 日記更新 
2016-10-20 (木) 267  ☆ 日記更新 
2016-10-19 (水) 229  ☆ 日記更新 
2016-10-18 (火) 239  ☆ 日記更新 
2016-10-17 (月) 163  ☆ 日記更新 
2016-10-16 (日) 71  ☆ 日記更新 
2016-10-15 (土) 84  ☆ 日記更新 
2016-10-14 (金) 115 ☆ 日記更新 
2016-10-13 (木) 109  ☆ 日記更新
2016-10-12 (水) 87  ☆ 日記更新 
2016-10-11 (火) 86  ☆ 日記更新 
2016-10-10 (月) 99  ☆ 日記更新 
2016-10-09 (日) 94  ☆ 日記更新 
2016-10-08 (土) 91  ☆ 日記更新 
2016-10-07 (金) 106  ☆ 日記更新 
2016-10-06 (木) 113  ☆ 日記更新 
2016-10-05 (水) 135  ☆ 日記更新 
2016-10-04 (火) 99  ☆ 日記更新 
2016-10-03 (月) 117 ☆ 日記更新 
2016-10-02 (日) 83  ☆ 日記更新 
2016-10-01 (土) 89  ☆ 日記更新 
2016-09-30 (金) 115 ☆ 日記更新 
2016-09-29 (木) 125 ☆ 日記更新 
2016-09-28 (水) 129  ☆ 日記更新 
2016-09-27 (火) 89  ☆ 日記更新 
2016-09-26 (月) 131  ☆ 日記更新 
2016-09-25 (日) 114  ☆ 日記更新 
2016-09-24 (土) 99  ☆ 日記更新 
2016-09-23 (金) 133  ☆ 日記更新 



2016-09-22 (木) 115  ☆ 日記更新 
2016-09-21 (水) 134  ☆ 日記更新 
2016-09-20 (火) 133  ☆ 日記更新 
2016-09-19 (月) 129  ☆ 日記更新 
2016-09-18 (日) 97  ☆ 日記更新 
2016-09-17 (土) 87  ☆ 日記更新 
2016-09-16 (金) 110  ☆ 日記更新 
2016-09-15 (木) 119  ☆ 日記更新 
2016-09-14 (水) 153  ☆ 日記更新 
2016-09-13 (火) 114  ☆ 日記更新 
2016-09-12 (月) 102  ☆ 日記更新 
2016-09-11 (日) 91  ☆ 日記更新 
2016-09-10 (土) 106  ☆ 日記更新 
2016-09-09 (金) 141  ☆ 日記更新 
2016-09-08 (木) 134  ☆ 日記更新 
2016-09-07 (水) 161  ☆ 日記更新 
2016-09-06 (火) 116  ☆ 日記更新 
2016-09-05 (月) 127  ☆ 日記更新 
2016-09-04 (日) 113  ☆ 日記更新 
2016-09-03 (土) 111  ☆ 日記更新 
2016-09-02 (金) 113  ☆ 日記更新 
2016-09-01 (木) 132  ☆ 日記更新

？ｗ（＾□＾；）ｗ　？

https://www.youtube.com/watch?v=SXItubV9_k8
last impression 

https://www.youtube.com/watch?v=JO_I6LUlHjQ
Don’t Stop! Carry On! 

https://www.youtube.com/watch?v=FK9Y_8GN2h0
G gundam- Flying in the Sky full song
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SXItubV9_k8
https://www.youtube.com/watch?v=JO_I6LUlHjQ
https://www.youtube.com/watch?v=FK9Y_8GN2h0


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月29日22:23
　

結論から云えば今日はアルパカ狼さんが居なかったことを除けばかなり良い１日でした♪

(^。^;)

「…また、つまらぬ者を釣ってしまった…」(‾ー+‾)ニヤリ
とかウソぶきつつ、ムダに？

営業成績も良かったし…ｗ

┐(’〜`；)┌

白熊さん似のビクーニャさんの今日の言動から推測すると

 
部署が違ってても同じフロア内だと査定？が連動してる？ぽいので、

私が頑張ったら私を苛めたり虐めてる奴らの評価がウッカリ上がってしまうかと思うと

ヤル気がチャイナシンドロームですが、

 
アルパカ狼さんのボーナスにも多少は貢献できる？(^_^;)
かと思えば、多少はモチベが上がるかな〜…☆
(^。^;)☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月29日22:27
　

てなことで４連勤終了！(^O^)！

ガッツリ１０kgぐらい買い込んで、バスターミナルで美味しいどんぐりのチキンカツバーガー食
べて

o(^-^)o
終バスに余裕で座れて、(^_^)v

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


終バスに余裕で座れて、(^_^)v

どか雪のさなか

ぬくぬく帰宅中〜…♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月29日23:11

先ほど無事帰投。(^-^)g

ストーブ前で干しといた布団が

ふかふかでぬくぬく♪(*^_^*)♪

漫画読んで

ごパン食べて

寝ま〜す♪ (^o^)／
　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（11月30日）　転生。って、なかなかうまくいかないもんです…ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201611300808503885/

【 岩見沢 ０．０８７ μ 】。（－－＃）／１２月１日から２日に
かけて、西の風が雪を伴って非常に強く、大荒れの天気となるお

それがあります。

2016年11月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

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11月29日 15:47】
北海道地方は、１２月１日から２日にかけて、西の風が雪を伴って非常に強く、大荒

れの天気となるおそれがあります。猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風や高

波に警戒してください。

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 

https://85358.diarynote.jp/201611300808503885/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201611300808503885/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161130/85358_201611300808503885_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161130/85358_201611300808503885_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161130/85358_201611300808503885_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


遅め？ようございます。

０８：００ジャストでした。

再び３連休の初日。

意図的に１時間ゆっくり寝てました…♪

札幌はプラマイ０℃ジャスト。

朝イチでゴミ出しに出たらば、滅多にいないアパートの斜め下の住人が玄関に鍵かけてて、再び

出かけるジャストのタイミングに遭遇…。

☆（＠ｗ＠）☆

やはり静かですがハンパないオーラで。

彼はテレビ中継なんかもされちゃう、「夢を叶えている人」たちのひとりではないか？と、推測

しているんですが…

（なにぶんド近眼で他人の「顔」の判別がよくついてない（もっぱらオーラで見分けてる）私の

ことですから、断言はできませんが…ｗ）

小柄だけど「野生の越冬りす」のよーな筋肉質。

…朝っぱらから、良いもの観賞しちゃったわ〜♪♪

（当初設定（？）では、あのへんが「運命の男！」とかを期待してたんですが…ｗｗｗ
　ソウルチームメイツは意外すぎるところにいて、全然理想と違うしｗ

　人生…ならぬ転生。って、なかなかうまくいかないもんです…ｗｗｗ）

…ｗ（＾□＾；）ｗ…★

…さて。ツマンナイ現実の、情報チェックに戻りましょうかね…★★

（－－；）

…（〜〜；）…★



昨日の分。⇒http://85358.diarynote.jp/201611290745356941/
【 女川原発 】原子炉建屋に海水１２トン超

時間ギリギリで、最終バージョンに更新せずに作業終了していた？

ことが判明しました…★

ｗ（－－；）ｗ

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月29日（火）【当日】

（－－＃）（－－＃）

…しかし何故か？ガラケー画面からはもうちょっと先まで読めている。という…（？？）

…ｗ（－－；）ｗ…？？

★地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.9】国後島近海 深さ163.2km 2016/11/30 02:34:30

★地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.0】国後島近海 深さ102.0km 2016/11/30 00:15:47

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 � 北海道 泊村 
【M3.4】後志地方 深さ157.4km 2016/11/29 22:37:25

◆地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.3】青森県西方沖 深さ11.0km 2016/11/29 22:12:24

ホワイトフード @whitefood1 · 12時間12時間前 
11月29日20時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が53箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CybPH1IUAAAC-AS.jpg

◆地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.6】北海道南西沖 深さ19.6km 2016/11/29 17:55:14

http://85358.diarynote.jp/201611290745356941/
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CybPH1IUAAAC-AS.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年11月29日 15:38】
石狩地方では、２９日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。

［石狩北部］大雪

［石狩中部］大雪

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11月29日 14:39】
石狩地方では、２９日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。

［石狩中部］大雪

ホワイトフード @whitefood1 · 11月28日 
11月29日8時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が63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/CyYqEeBXcAItu47.jpg

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月30日17:43
　

…ちなみに眉ハゲがすごいです…（－－；）…★

生えたかと思うはしからどんどん脱落したり根元から千切れたり…★

眉毛列島の面積、半分になりました…。

（たぶん、すでにダウン（麻痺）している感情回路の代わりに、

「日本列島の現状を正しく反映している」のでわと…★（－－；）★…）
　

　

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CyYqEeBXcAItu47.jpg
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12月2日7:13
　

2016年11月30日（水）【前日】
01:00 0.053 0.048 0.051 6 
02:00 0.045 0.041 0.043 6 
03:00 0.040 0.037 0.038 6 
04:00 0.036 0.033 0.035 6 
05:00 0.033 0.033 0.033 6 
06:00 0.033 0.032 0.033 6 
07:00 0.033 0.032 0.032 6 
08:00 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.032 6 
10:00 0.032 0.032 0.032 6 
11:00 0.032 0.032 0.032 6 
12:00 0.032 0.031 0.032 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 
14:00 0.032 0.031 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.032 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.031 0.032 6 
18:00 0.032 0.032 0.032 6 
19:00 0.032 0.031 0.032 6 
20:00 0.032 0.032 0.032 6 
21:00 0.033 0.032 0.032 6 
22:00 0.032 0.031 0.032 6 
23:00 0.033 0.032 0.032 6 
24:00 0.032 0.032 0.032 6
 

https://85358.diarynote.jp/


（11月30日）　（借景ＢＧＭ集）　『朝日ヶ森』〜他。

https://85358.diarynote.jp/201611301756144888/

（借景ＢＧＭ集）　『朝日ヶ森』〜他。

2016年11月30日 音楽
　

（旧題：【滋養 興想 尊厳 死剤 】（終末系）（ 音 薬 匣 ））

https://www.youtube.com/watch?v=yM4Tb9mkqTo&index=10&list=RDObA2QSG76_g
Hiromitsu Agatsuma Yuudachi 

https://www.youtube.com/watch?v=OstvvP8QuxQ
Michael Jackson - Earth Song. (Lyrics). 

https://www.youtube.com/watch?v=SK1ywgF01JA&list=RDmnOpiwfu9a0&index=27
ケツメイシ / 合わせた手のひらの間 - in between the two palms 後編

https://www.youtube.com/watch?v=pfpPL30Qd6g&index=27&list=RDxSxnC7ai1QE
SALU「In My Life」

☆「朝日ヶ森」 "Ray-Line" 系

https://www.youtube.com/watch?v=wkwTPPDNawA
WORLD ORDER "LAST DANCE" 

https://www.youtube.com/watch?v=00Tf2iqeLU4
【日本軍歌】雪の進軍（歌：御堂　諦、すたんどあろんチーム） 

https://www.youtube.com/watch?v=KetJN41w2vY
Vanessa-Mae - Art of War 

https://www.youtube.com/watch?v=SeUPU73Kg1U

https://85358.diarynote.jp/201611301756144888/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
https://www.youtube.com/watch?v=yM4Tb9mkqTo&index=10&list=RDObA2QSG76_g
https://www.youtube.com/watch?v=OstvvP8QuxQ
https://www.youtube.com/watch?v=SK1ywgF01JA&list=RDmnOpiwfu9a0&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=pfpPL30Qd6g&index=27&list=RDxSxnC7ai1QE
https://www.youtube.com/watch?v=wkwTPPDNawA
https://www.youtube.com/watch?v=00Tf2iqeLU4
https://www.youtube.com/watch?v=KetJN41w2vY
https://www.youtube.com/watch?v=SeUPU73Kg1U


Gundam ZZ Op：アニメじゃない 

https://www.youtube.com/watch?v=Yv4bzCyw69w
もう一つの未来 

https://www.youtube.com/watch?v=7MaF-bWeLGw
おしゃかしゃま RADWIMPS MV 

https://www.youtube.com/watch?
v=aK1U_Qck3OE&ebc=ANyPxKqFhQ1eeotJrj6rOSIZWiBZwGGskRxWJ-
fSXI72ulzTbjtCc_OZAaZ3_G-J9vImepzTHSu0h-I2yZBKoh0jFkZQUAkGIw
地下室のメロディー　 （市川　慎 作曲）

https://www.youtube.com/watch?v=gzHNQsQXcPs
DISH// 『WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜』Short Ver. 

https://www.youtube.com/watch?v=uCVLW0J_8fg
Dead Or Alive - I’d Do Anything 

https://www.youtube.com/watch?v=kHue-HaXXzg
Demi Lovato - Let It Go (from "Frozen") [Official] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yv4bzCyw69w
https://www.youtube.com/watch?v=7MaF-bWeLGw
https://www.youtube.com/watch?v=aK1U_Qck3OE&ebc=ANyPxKqFhQ1eeotJrj6rOSIZWiBZwGGskRxWJ-fSXI72ulzTbjtCc_OZAaZ3_G-J9vImepzTHSu0h-I2yZBKoh0jFkZQUAkGIw
https://www.youtube.com/watch?v=gzHNQsQXcPs
https://www.youtube.com/watch?v=uCVLW0J_8fg
https://www.youtube.com/watch?v=kHue-HaXXzg


（11月30日）　いつかは来る事だと思っていた。

https://85358.diarynote.jp/201611301810184976/

『俺と好』　第１部　第６章　（未完）

2016年11月30日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=yM4Tb9mkqTo
Hiromitsu Agatsuma Yuudachi 

『俺と好』　第１部

　第６章　地底都市パンドラ

　　　　　…空中分解 Part.３．

　　　　　　遠野 真谷人

１．扉をあけて。…地底都市パンドラ…

　　いつかは来る事だと思っていた。

　　一年先か、二年先か、

　　けれどそれは明日。

　　確実に、来るのだと言う。

https://85358.diarynote.jp/201611301810184976/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/408600495X/
https://www.youtube.com/watch?v=yM4Tb9mkqTo


　　いつかは来る事だと、

　　漠然と、覚悟してはいた。

　　けれどそれは明日。

　　確実に、訪れるのだと。

　　　　　…by　磯原　清

　　　　　地底都市パンドラで…



（11月30日）　…　前章までのあらすじ。

https://85358.diarynote.jp/201611301821163996/

（…前章までのあらすじ。）　＋　（１）。

2016年11月30日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=-q8GLfRI1IA
Shamisen --- Agatsuma Hiromitsu 

　みなさん、おわすれでしょう。

　　　…　前章までのあらすじ。

　近未来な過去から

　もっとずっと先の第三次世界大戦後まで、

　いきなりふっとばされてしまった、

　日本国はやや辺境に位置するＯ市の、

　あまり平凡とはいいがたい才能をそれぞれ有する高校生の一行。

　事情もわからぬままに

　放っておけるかとばかり "捕らわれの姫君" 宗女アルテミスを救出しに

　行方不明になってしまった無責任なリーダー会田正行を追っかけて、

　月面の植民者連合《コロニスツ》本拠地から

https://85358.diarynote.jp/201611301821163996/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=-q8GLfRI1IA


　いまや敵対しつつある衰亡途上の地球表面へと降下。

　したはいいけど

　喧嘩の天才・杉谷好一（こう）の性格がわざわいして

　地表に根をはる《皇国軍》勢力とまっこうから衝突してしまい…

　乗ってた《撃ちそこね号》ミスショット空中分解で放り出された

　主人公・磯原清（キヨ）くん、

　地平都市に迷い込んだのだった。

　…

https://www.youtube.com/watch?v=nerhpPdKImA
津軽三味線　疾風（覚醒） 

 
ひみつ日記

　シティ大祭の翌日。

　俺ハカムちゃんと共に店の裏扉を忍び出た。

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


　篤さんは例によってコンピューターに縛りつけられている。

　昨日の混乱の余波をくらって、かなりの残業になるらしい。

　都合よく内緒にできる訳だった。

　…考えて見れば、俺が自分の意志で、居心地のいいこのコンパートメントから出るのは、これ
が初めてなのだ。

　いままでずっと眠っていたような気がする。

　だけどその安全な眠りの胎内から、俺は、はみ出してしまった。

　だって俺は…

　好を、捜したいのだから…

「…行こっか、カムちゃん」

「うん ♪ 」

　袋小路は朝の十時だというのに黄昏の闇に沈んでいた。

　低い天井の下、女物のマントの黒いフードをしっかりひき降ろすと、小さな女の子の手を引

いて、俺は足早に歩きはじめた。

　…調べものをするなら、図書館へ行く。

　それは俺みたいな読書漬けで育った人間には『太陽が東から昇る』みたいな事なんだけれども

、一生涯お日さまとは縁のない地下都市の住人にとっては、そうではないらしく…

　空いてるなあ、異様に。

　平日の午前中とはいえ、暇を持てあました御老体とか決死の形相の受験生とかで、それなりの

活気や緊張感を呈していてもおかしくは無い筈だ。



　しん…。

　無人の冷たさの漂う広大なスペース。

　ヨリムさんのＩＤカードで閲覧許可を取りつけて、俺はうっすらと埃をかぶってさえいる資料

室の座席を陣取った。

　さて。

　困った事がひとつ。

「〜〜〜〜カムちゃ〜んっっ　これの扱い方、わかるっ？？」

　…パソコンなんだよね…。

　自慢じゃないけどＯ市の図書館は大正何年だかのツタのからまる赤レンガ建築で、貸借登録以

外のコンピューターは未だ導入されていなかった。

　もとより平仮名がやっと読めるというおチビさんに詳しい事が判ろう訳もない。

「たしか一度…ひろと先輩に教わったんだ…　う〜〜〜。」

　ヤケでぱこぱこキーボードを叩いていると、

『何をお調べになりたいのですか？』

　不思議とゆかり姫に似た喋りかたで、機械が自己主張をした。

『画面の選択肢からお望みの番号を押して下さい』

「…お〜、自分で説明するわけ。かしこい！」

　これで ”有難うございます” の一言でも出たら、無人図書館の侘しさも少しは紛れようってもん
だけど。

　…シティの概略、シティの地理、シティの建築構造…



　と、調べていくうちにどうしても、俺は壁にぶち当たってしまった。

　資料が古いっていうのはまだ許せる。（それにしても五十年も前から改変されてないのって、

どうかと思うけど。）

　頭にくるのは、この…

　空白の多さ！

『その情報はこちらのカードではお見せできません』

「………またあぁっ?!　それは無いでしょお、おねえさんっ!!」

　ちからいっぱい悲鳴をあげてしまった。

　 ”都市の水没状況” とか、

　 ”都市の基底部の具体的構造” とか、

　 ”外部との交通手段” …etc., etc., ....

　この手の要求を出すと必ず、

　ピッ！　てな電子音がして拒絶されちまうんだもの。

　えぇい、情報公開の原則はどこへ行ったんだっ!!

「………いいじゃないか〜〜〜　見せてよっ」

　ディスプレーでは静かに、 ”次の指示を入力して下さい” の文字が点滅している。

　声だけじゃない。この機械、融通のきかない所まで、ゆかり姫にそっくりだっ

『…その情報はこちらのカードでは…』

　十度目くらいのひっかかりで、俺はうしろの方に嫌な予感を嗅ぎとった。



「………カムちゃん。」

「うん。」

　素早く端末の電源を切ってパソコンの列の谷間に身を伏せる。

「、お、…居ないぞっ！」

　図書館の入り口に姿を現わしたのは数人の、銃持った緑衣兵。

　…まずいなァ、俺の調べてたの、保安チェックに引っかかっちまったんだ…

「これだから他所者は困る。う〜〜。」

　何が危険で、どこまでが安全なのか、が、判らないのだ。

　こんな時、好なら本能的にうまく処理するんだけど…

　カムちゃんを抱えて体を低くして移動した。

「探せ。逃げ出す暇は無かった筈だぞ。」

　手袋したままで良かった。指紋は遺らな…」

「登録番号二六六七四－Ｄ。女だ。三十三歳。高畑依夢。」

　………あたた★

　もうひとつ、本当にまずいなあ。…

　…情報公開どころの話じゃなかったんだ、うん。

　ここってもしかして軍部独裁で、戒厳令がどうたらで、国民総背番号制で…

　………逃げよう。



　………逃げるっきゃ、ない。

　急いで戻れば軍部の伝達系統は軟弱なんだ。

　喫茶店『植留花』に手配がいく前に、篤さんを連れ出す余裕くらいは遺る筈。

　あとの事は、タツトさんがいるから、大丈夫だろう…

　と、そこまでは咄嗟に計算して。

　しかしね。

　独断で行動して、ドジ踏んで命の恩人に迷惑かけて、で、しかも何の収穫も得られなかったっ

ていうのに、「すいません、救けて下さい」………って、

　ふつう言えるか?!

　…冗談じゃねーや。

　そこまで阿保をさらしたら、なけなしのプライドが、再起不能に陥る。

((　………　六人分、まとめて思考コントロール、できる？　))

　声には出さず、カムちゃんに質問して。

((　うん。でも…　コンピューターの記録の方は？　))

((　…そっちはまぁ…　仕様がないから、いいんだ。))

　俺は潜んでいた場所からすべり出し、やおら出入り口の見張りに跳びかかった。

 



（11月30日）　…何だろう。この不穏な空気は。

https://85358.diarynote.jp/201611301912314657/

（２）＋（３）。　（＠1985.07.07.〜09．）

2016年11月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x_CzD0GBD-4
Yoshida Brothers - Rising from Best Of Yoshida Brothers　吉田兄弟 

　………街が、揺れている。

　…何だろう。この不穏な空気は。

　カムちゃんを抱き上げて急ぎ足の速度を一層早めながら、俺は右に左に視線を走ら

せ走らせしていた。

　表面上は相変わらずひとけのない、静かでさびれきった通りだ。

　照明が暗いのも、ゴミと埃の入りまじったような泥で足元がぬかるむのも、先刻こ

の道を来た時とちっとも変わらない。

　…それでも……

　まだ、表には現われない何か、人の心のあまりにも大きな恐怖や動揺が、拡げた新

聞紙の裏側をなめる暗い黄金の炎のように、ちりちりと地下都市の内部を焦がしつつ

あるのだ。

　…まだ、秘かな絶望は、外に漏れてはいない…

　だけど時間の問題だろう。

https://85358.diarynote.jp/201611301912314657/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611301912314657/
https://www.youtube.com/watch?v=x_CzD0GBD-4


　一体これは…

((　…お兄ちゃん！　))

　カムちゃんが言葉もなくギュッとしがみついてきた。

　あんまり大勢が怖がっているので、かえって詳しい事は何も判らないと、言う。

　最後にはほとんど俺は小走りになっていた。

　バタン、と懐かしい『植留花』の飾り文字のドアを開ける。

　驚いたタツト氏が危うく俺たちに銃を向ける所だった。

「　やっ!!　」

　カムちゃんが叫ぶ。

　同時に彼は 指をすべらせて 武器を取り落としていた。

「………カミィ。清くん！　…外に出ていたのか?!　…一体…　」

「　篤さんこそ、仕事は？」

「休みだ。……大変な事になってね。」

「… "お水" が、落ちて来ちゃうの!?」

　悲鳴があまりにも鋭かったから、俺にまで、強力なテレパスの視た情報が津波のよ

うにざざっと降りかかってきた。

　地底の大空洞のなかで、水位が上がっている…

「　カミィ、人の心を勝手に覗くんじゃない。」

「御免なさいっ」



「………本当なんですか？」

　カムちゃんを父親の膝にかえしながら、タツトさんに。

「　ああ。…困った事にね。」

　道化たように笑って、 "裏側" の一翼を担うリーダーは肩をすくめた。

　もう、十日とちょっとも前の事になってしまった。

　ヤニさんの MISS-SHOT 号が俺のドジのせいで皇国軍の海上基地を追われ、攻撃を
受けて嵐のまっただ中に逃げこまなければならなかった、あの日。

　史上例にない荒天に見舞われたパンドラの排水設備は完全に機能を停止してしまっ

たと、…いうのだ。

「そもそもこんな大きな 異物 が（と、タツトさんは俺のことを指して）逆流して来ら
れたっていう位だからな。怪しいと思って直ぐに調査にやらせてたんだが…」

　全ての分析結果が出たのは今朝のこと。

　地底都市パンドラはそもそも 地底 にある事を想定して造られた構造物であって、そ
のうえ更に "海" の重圧にまで耐え得るよう設計されていた訳ではない。

　ひずみによる間隙を通して染み込んでくる海水に対し、思うにまかせない排水装置

の効率。

　都市は少しずつ少しずつ水没し…

　けれどその速度は、今まではほぼ一定していた筈なのだ。

「排水ポンプは二週間近くも前に停止した。そのあと自動シャッターが水圧に負けて

破れたのが、三日前。

　このままだとパンドラは…　十日以内に、完全に水没する。」



「…そんな…」

　俺は喘いだ。

　どうしろって言うんだ。たったそれだけの間で。

（　…好を、探しに行けない…　）

　…いや、それより。

　この都市にはどのくらいの人間が暮らしているんだろう？

　十万？　二十万？　…

「昨日のシティ大祭で騒ぎを起こした三区のサナダ・カラム（真田唐夢）、な。

　この調査の…　責任者だったんだ。…」

　椅子の背にもたれたタツトさんの肩に疲労が色濃い。

　おどけた口調のかげで、憔悴しているとさえいえる、頬の栓。

「…どうしろって言うんだ…!!」

((　…　いつかは来る事だと思っていたさ　))

　静かな篤さんの心の呟きが聴こえる。

((　…　ただ　…　それはいつでも、もっと先の事だろうと…　))

　カムちゃんはお父さんの服に顔を埋めている。

　カチン、と篤さんは何杯目かの水割りを友人の前に置く。

「…これが一般市民に知られたら…　」



　酷い事になるだろうな、と、杯に手もつけずにタツトさんは言う。

　冷静できこえたカラムでさえ、あの様だったのだから…。

「暴動で死ぬのも溺れるのも、同じ死ぬ事には変わりは無いよ。」

「いや。…」

　リーダーは、あくまでもリーダーなのだ。

「何か方法を考えてみるよ。せめて人間としての尊厳を守って…　逝けるように…　
」

「　…　もう　…　遅い　…　」

　俺はある事に気づいて呆然と呟いた。

https://www.youtube.com/watch?v=4VJfk0LY834
上妻宏光 "津軽じょんがら節" 

https://www.youtube.com/watch?v=tEjrkHAnzVs
高橋竹山　津軽三味線　一 

参照：

https://matome.naver.jp/odai/2140536356249786001
【茨城県】つくば市の地下がヤバイことになっている！ 

http://www.isobesatoshi.com/old/tsukuba/nazo9.html
＞首都機能代行都市にどのような機能が必要なのか、ということは時代ともに変わってくる。筑

波建設当時はちょうど東西冷戦まっただ中であった。当時想定されていた戦争というのは、都市

を全面的に破壊するような核戦争。いきおい筑波の建物は無骨だが核戦争に耐えられるようなも

https://www.youtube.com/watch?v=4VJfk0LY834
https://www.youtube.com/watch?v=tEjrkHAnzVs
https://matome.naver.jp/odai/2140536356249786001
http://www.isobesatoshi.com/old/tsukuba/nazo9.html


のとなった。また核攻撃を防ぐのには地下が有効であると考えられたため、筑波では地下が非常

に有効活用された。筑波大の地下通路もいざというときには核シェルターとしても使えるよう

になっているし、学園都市の中心部にも地下通路が張り巡らされている。

※　これを書いてた「１９８５年」当時には、まだ一般には知られておりませんでした…。

ｗ（＾＾；）ｗ…。

（ちなみに精確にいうと「夢」（ビジョン）で「視た」のは、

「筑波山の向う」の「海が魔緑色」に「腐って」て、

「その地下に大空洞があり」

「逃げ損ねた人々」が「閉じ込められて」

「汚染水に殺されようとしている」でした…★）

…ｗ（－－；）ｗ…★

※さらにちなみに「磯原」清の（たぶん）語？源…。

参照：

https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=129
＞駅の情報『　磯原　』

http://www.kousokoutaijingu.or.jp/
＞皇祖皇太神宮…北茨城市『磯原』

http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/1632347.html
皇祖皇太神宮の秘密　「天地をひっくり返す」ための最上級のサイン

…ｗ（＾□＾；）ｗ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=VYIDRTq3APo
PIANO-Wild Heaven-TMN 

https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=129
http://www.kousokoutaijingu.or.jp/
http://blog.livedoor.jp/genkimaru1/archives/1632347.html
https://www.youtube.com/watch?v=VYIDRTq3APo
https://www.youtube.com/watch?v=ueDAJkU8be8


https://www.youtube.com/watch?v=ueDAJkU8be8
TM NETWORK Piano Medley（ピアノメドレー） 

https://www.youtube.com/watch?v=RqW7l-3jkgg
TM NETWORK Piano Medley 2（ピアノメドレー）　#fanksfes 

 
ひみつ日記

　

　最初に暴動の火の手が上がったのは、何処からだったのか。

　王さまの耳はロバの耳。

　タツトさんでさえ自分の生命はあと十日限りだという事実に耐えかねて、 ”植留花” まで話しに
来てしまった。

　そう。

　 ”裏側” のトップリーダー達は、あまりな衝撃のせいで互いに口止めするのを忘れてしまった
のだ。

　誰もが自分の身内にだけは、と思い、打ち明ける。

　重圧から逃れるために、そしてまた、万が一にでも生きのびるチャンスがあるのだとしたら、

人よりも速く愛する者達を救い出したいがために。

　…話を聞いてしまった家族たちにもそれぞれ大切な仲間が、恋人や、親友たちがいる。

　…そして始まる、暴走スタンピード。

　けれど地下都市は、閉じられた世界…

　帰り道で俺とカムちゃんが嗅ぎとった異変はこの事だったんだ。

https://www.youtube.com/watch?v=RqW7l-3jkgg


　パニックは野火のように広がり、今では公然と炎をあげて燃えさかっていた。

　いや、比喩じゃない。現実に放火されたのだ。

「…燃えろ燃えろっ。水を追い払うんだ！」

　あきらかに精神失調をきたしたと見える男達が松明を振りまわして表通りを駆けぬけて行く。

　その後ろから、未だ事態を知らないのかよほど職務に忠実なのか、銃を抜いた緑衣兵が追う。

　……あ。発砲した!!

　男がひとり転倒する。たぶん………　即死だ。

　手を離れた松明が勢い余って手近の家並みの窓ガラスを叩き割る。

　あがる悲鳴。

　噴き出す炎。

　…ぎっ。

　と唇を噛んで。

　店のカーテン越しにタツトさんはその事態を見つめていた。

「……………くそォ………！！…」

　それから俺は気がつく。

　床に、どこからともなく泥水の小さな流れが這い込んで来ている。

　飛びついて裏扉を開けた。

　そこは、もう、どしゃ降り直後の校庭のような、一面の水浸し…

　バタン!!



　反射的にドアを閉めて背中でささえて、けれどそれがまったくの無意味であることを俺は知っ

ていた。

「篤さん！　ここって何階なんですか？！」

「地下第九十七層だが…」

「九十七階分が十日で水没するって事は、ここも直ぐ危ないっていう訳ですね」

　彼ら二人も早や出来つつある床の水溜まりに顔色を変えた。

「移動しよう。クロムのアジトまで行けば、しばらくは安全な筈だ。」

「カムちゃん、こっちおいで。お父さん歩けないよ」

「表通りは駄目だ。こっちから」

　扉を開けたタツトさんは、建築素材がむき出しの分だけ五センチばかり低くなる設計だったの

だろう裏通りの惨状に、一瞬ひるんだけれど。

　俺たちは直ぐにくるぶしまでの水を踏んで、歩きはじめた。



 

 
 

 
 



コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月30日19:18
　

「１９８５．７．７．

　…う〜む第 ４ 章が手元にない…」

とか、書いてあります…ｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月30日20:26
　

「１９８５．７．９．

　今日の夢見は最悪だった。

　ランド・シンドロームで人類滅亡！

　色つき音つき感触つきで、ちゃんとストーリーになってるのォ〜〜〜っっ

　え〜んえ〜ん！

　…汚染ってないといいけど…っ」

…とか…？ｗ（＾■＾；）ｗ
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https://85358.diarynote.jp/
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（11月30日）　((　………　俺に、　紅海を渡った　モーゼの力があれば…　))

https://85358.diarynote.jp/201611302131373008/

（４）＋（５）。

2016年11月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I
【Wild Heaven】extended hard core mix -TMN- 

「…よくもまあ無事だったねえ。高畑に小さい子供まで連れてさ」

　山ほどの熱いおしぼりを渡してくれながら、彼女は云った。

　高畑…　篤さんとカムちゃんの、名字だ。

　俺は道中の酷さにまだ少し身震いしながら、胸元まで泥だらけになったスーツの汚

れを勢いよくこすり落とした。

　九十七層は俺達のすぐ後ろで完全に水に呑まれたのだ。

　パニックを起こした人々の逃げまどう有様は、酷い…　としか、実際に表現でき
なかった。

　邪魔になるフードマントは途中でかなぐり捨てて来てしまったのだけれど、この混

乱で誰も俺の顔がどうこうなんて事には気がつきやしない。

「 "花夢ちゃん" て言うのォ。おーよしよし。後でなんか着替えを見つけて来てあげる
からねぇ。」

　一度、全身を渦に呑まれかけたカムちゃんは怯えきってしゃくりあげている。

　自分のＴシャツが泥だらけになるのも構わず抱いてなだめてくれているのは、 "六区

https://85358.diarynote.jp/201611302131373008/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611302131373008/
file:///tmp/puboo/127020/452218/14482a38c02b9d58357a/10141/epub/OEBPS/image/85358_201611302131373008_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I


のクロム" だった。

　威勢がよくて面倒見のよさそうな、中年過ぎの女性だ。

「シャワーが使えるといいんだけどねえ。水道系統、もうイカレちまったらしい

のよ。」

「…もう、こんな上のほうまで？」

「都市じゅうガタガタだわよ。電気だって各層別の非常発電に切り換えてるんだし」

　申し訳程度に泥水をぬぐい取るなり即座にタツトさんは仕事に出て行った。

　ちなみに、シティの "裏側" の組織は地区別に１５のパートに分かれている。

　皇国軍側の市長や司令官等の居住区に根を張っている第一区のリーダーを "長老" と
呼び、組織全体のまとめ役としている。

　十一から十五までは現在水没。

　この非常事態にあたって "裏側" の中枢全体が、一番大きなアジトである六区のリ
ーダー・クロムの所へ…

（渡してくれたおしぼりの袋には、『司令官御用達』・高級レストラン《クロムウェ

》とあった。成程。）

　…集まって来てるらしい。

　レストラン内部は臨時の避難場所と化して、逃げてきた裏側の仲間たちでいっぱ

いだ。

　怪我人は手当のため奥の配膳室へ。

　その隣のオフィスでは、隠してあった器材をひき出して、リーダー達が都市の各所

と連絡をとりあっている。

　二区（公官庁街）の責任者であるタツトさんは事実上、裏側組織のナンバーツーな



わけで、つけ加えて云うなら十四区に住む連絡員だった篤さんとは、組織の上でのつ

ながりはない。

　その篤さんは濁流のさなかを松葉杖で走ってきて消耗しつくしたのか、ここに着く

なり倒れこんでしまって、未だ目覚める気配もなかった。

　毒性の強い腐った海水に触れて、完治したはずの頬の火傷のあとがヒリヒリと痛む

。

　…………どうなるんだろう……

　俺は、はっきり言って怖かった。

「カムちゃん、おいで。すいません、クロムさん、忙しいんでしょう？」

「ああ。……おや。あんたが、 "外から来た" 坊やかい、タツトの言ってた」

「　ええ。」

「……………　災難だったね。」

　いろんな、深い意味をつけ加えて、彼女は修羅場の指揮所へと足早に向かって行

った。

https://www.youtube.com/watch?v=t55VHg6R_sA
【たっぽい】 TOUGH BOY 歌詞付 【たっぽい】 

https://www.youtube.com/watch?v=6KDxPM9z2j4
XAC881　TAKiOのソーラン節 　伊藤多喜雄 （1988）140731 HD 

https://www.youtube.com/watch?v=t55VHg6R_sA
https://www.youtube.com/watch?v=6KDxPM9z2j4


https://www.youtube.com/watch?v=IE016xl9TdQ
上戸彩ソーラン節 

https://www.youtube.com/watch?v=uGzng5BZRVU
虚空 / 西村虚空 

 
ひみつ日記

　

　カムちゃんの濡れて泥だらけの服を脱がせて、おしぼりで可能な限り有毒の酸性水を拭き取る

。

　俺のトレーナー（アルバトーレ製。スペーススーツの下だったので水をかぶっていないのだ）

を着て、配られた暖かい合成ココアをおなかに入れると、ようやく人心地がついたらしい。

「…怖かったの…。人が、死んだの。…まわりで。…いっぱい。」

「うん。」

　精神感応が専門ではない俺にでも人の最期の悲鳴というやつは異様に鮮明に聴こえる。

　まして強力なテレパスだ。ショックは相当なものだろう。

「…お母さんはね。死ぬの、好きだったの。静かだから。…でも…

　本当は、死ぬの、怖いのね…。」

「…うん。」

　老朽化した都市だ。

　水位が、一定して上がって来るというならともかく、いきなり道のわきの壁面が崩れ落ちて鉄

砲水を噴き出させたりする。

https://www.youtube.com/watch?v=IE016xl9TdQ
https://www.youtube.com/watch?v=uGzng5BZRVU


　巻きこまれて命を落としたのは一人や二人じゃないだろう。

　街路灯はすぐに切れ、非常用の誘導灯もまもなく泥濘に埋まり…

　タツトさんがいてくれて良かった。俺ひとりではとてもカムちゃんと篤さんまでを支えきれ

なかっただろう。

　でも、そのタツトさんにしても、闇黒のなか、俺とカムちゃんの暗視力がなければ身動きなら

なかった筈で。

((　………　俺に、　紅海を渡った　モーゼの力があれば…　))

　すぐ、身近に感じられた、救いをむなしく求める声。

((　…　お兄ちゃんのせいじゃないわ。 ))

　驚いたように瞳をみはって、カムちゃんは応じた。

　うんそうだね。でも。

　自分を必要以上に責めるのは俺の病気といおうか、ほとんど趣味だわねと、前にユミちゃんに

笑われた事がある。

　確かに常識的に考えれば俺が自虐にはしる必然性はどこにも無いのだろう。

　それでも、現に人は目の前で死んでいくのだ。

((　…もう少し、　もう、ほんの少し、　 ”力” が、あれば…　))

　だから俺は考えなくてはいけない。

　還ってきた先祖が扉を開くのだと、その昔、予知者は言ったという…。

((　…　考えるんだ…　))

　…こころを鎮めるとパタンパタンと、奈辺かで ”雑念” の領域の扉が閉じて行く。



　俺が持っている必要な知識だけを洗い出し、見落としていたわずかな断片、関わりのありそう

な過去の経験、そんなものが、ゆるく弧を描いて無意識の白い海に浮かびあがる。

「　…　お兄ちゃん、寝ちゃったの…？」

　外からの情報は入ってくる。

　でもこちらからの働きかけは遮断して。

　ことばを介さない、この直接思考は自動的な作用だ。

　…そう。

　確かに、深く ”眠る” というのと ”考える” という事は、俺にとっては同義語なのかも知れない…

　膝の上で猫のように丸くなった花夢ちゃんの体を微かにささえて、まどろむように静寂な光の

さなかへ、 俺 は、潜っていった…。

　…

((　…　こっちよ。　早く。　…　))

　ゆらぐように、泡のように、遠くで呼ぶ声がする。

((　…ここ…　まで来れば、手助けしてあげられるわ。

　…だから、　早く…　))

　せかされても、その 場所 が、判らない…。



((　逆よ。))

　…と、　探る俺に、声はささやく…。

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月30日21:35
　

「１９８５．９．２８．

　…結局、原稿を書かない イコール だらける、であって、

　試験勉強なんて、やりっこない性格なのだったと、悟った。」

…ｗ（＾■＾；）ｗ…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月30日21:41
　

　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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『　クロムウェ〜ウェルカ〜カムアロン〜ロングアンドワイン〜インディングロー〜ロードオブ

ザリン〜　』

　あ、しまった。ネタばらし…？？

　ｗ（＾□＾；）ｗ…☆
　

 



（11月30日）　まさにこれ！　「夢に出てきた」の…っ!!

https://85358.diarynote.jp/201611302227124421/

（６）＋（７）。　（1985.11.7.〜1986.08.14.）。

2016年11月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow
鬼束ちひろ - 月光 

　ドガッ！

　ズゥ〜〜〜ン!!…

　爆発音。

　そうしていきなり夢は破られた。

「　何だっ?!　」

「どうしたんだ！」

　店内のほの暗さとはうって変わって眩しい輪郭を見せている、開いたドアの向う。

　レストラン『クロムウェ』の事務所、現時点での裏側組織の本拠地での騒ぎを、俺

ははじめまだ覚めきらない頭で茫然と耳にした。

　二〜三時間も "眠って" いたのだろうか。

　今の爆発と衝撃はかなり上のほう、うんと遠いあたりから伝わって来たように思え

たけれど…

https://85358.diarynote.jp/201611302227124421/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201611302227124421/
file:///tmp/puboo/127020/452218/14482a38c02b9d58357a/10141/epub/OEBPS/image/85358_201611302227124421_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow


　まさか。

　水圧で設備が壊れるとかの騒ぎなら、 "下" からのはず。

「………違うわ！」

　ぴょん！

　叫んで花夢ちゃんはオフィスのほうへ走って行った。

「カミィ？　邪魔をするんじゃない！」

　これもいま目が覚めたのだろう、篤さんが呼び止める。

　俺は、花夢ちゃんを、追った。

「…判りました！　最上層部です。旧い地上設備との間の永久隔壁が、破られた、
って…！」

「何だってっ!?　 "上" も水のはずだぞっ」

「止められなかったって言ってます！　…一般市民の暴動らしい。凄い勢いで空気が
抜けて…　緑の水が落ちて来る…ッ!!」

　モニター前の通信係は憑かれたように、ヘッドフォンを摑まえて彼方の声を中継し

ていた。

「染谷っ、計算できるかっ」

「やってます！」

「…蛇みたいだ…　みんな呑まれる。みんな死ぬ…

　…上級市民の家の屋根から、真珠みたいのが浮かび上った……？？」

「バブル（泡）だ。司令部特製の脱出用艇！」



「くそお…　自分らだけ救かりゃいいてェのかよっ」

「馬鹿野郎ッ。仮にも為政者だろうっ?!」

　なかば悲鳴のような怨嗟の声が部屋の何ケ所かで上がる。

「…駄目だ水の勢いが強すぎる、あいつらも逃げられない…

　グッドラックみんな。せめて楽に逝ってくれ。…」

　…ピシッ。…

　ヘッドフォンの吸音スポンジを通してさえ聞こえる、相手方の通信器の、水を呑ん

でショートする最期のきしみ。

「　…………　切れました　………」

　自らも溺れる者のように、息をつめて言う、通信員。

「〜〜〜〜畜生っ!!」

　短く、叫んで、拳を叩きつけたのはタツトさんだった。

　壁に残る血痕。

「染谷っ」

「結果出ました。シティ・パンドラが完全に水没するまで、…あと…

　十二時間…　」



　………そうか。

　…と、皆が…、

　妙に納得し、諦めてしまう。

　その一瞬の空気のほうが、俺には恐ろしかった。

「………どうします、善後策。」

「　ふふ。」

「ガスか…　薬を配るとか、したほうがいいのかな。どうせなら…」

「…そうだなぁー…」

「ははは」

　誰からともなく口をついて出る、かわいた笑いの声。

　狂気にはしることすらできなくなった人間達の、最後の最期の衝動。

　…………チガウ。

　駄目だ。

　この人達を、死なせちゃいけない。

　…太陽も、風も、知らないままで…！



　俺は無意識に室内を見まわしていた。

　救いの手を求めて。

　考えろ。

　思い出せ。

　夢のなかで、 "声" は、なんと言っていた…？？

　あれは俺の心から生まれた情報じゃあ、なかった。

　外部のどこかから、与えられた…　知識。

　考えろ。

　もし、俺に、ちからが有るならば。

　俺は、この人たちを、救けたいのだから…

　ふと、あるものが、こちらの注意を引きつけた。

「………これは?!　染谷さんっ」

「え？」

　それはマイコンのディスプレイに映った都市の構造模式図だった。

　切断面を下に向けた半球型の、図書館の公開資料でも見た筈の、

　……だけどこれは、

「ここの…　この部分は何なんです。…中央ゲート…？？」

　シュミレート係の説明を、呆然と耳にしていた。



https://www.youtube.com/watch?v=MwmB2eptXz0
Soran Bushi Song 2 

https://www.youtube.com/watch?v=qf__s4ZZ_u8
Soran Bushi 「ソラン節」University of Arkansas, 2010 

＞（１９８５．１１．７．）。

＞「バブル（泡）だ。司令部特製の脱出用艇！」

２０１１年春、おののきましたわよ…ｗｗｗ

⇒http://www.shelter-hikari.com/cl-hikari/?gclid=CI_imI_H0NACFQybvAodO6sDQw
「津波シェルター」

　↑

これ！まさにこれ！　色までソックリ！

「夢に出てきた」の…っ!!
 

http://tsunami-capsule.com/
「津波避難用救命カプセル」

https://www.youtube.com/watch?v=MwmB2eptXz0
https://www.youtube.com/watch?v=qf__s4ZZ_u8
http://www.shelter-hikari.com/cl-hikari/?gclid=CI_imI_H0NACFQybvAodO6sDQw
http://tsunami-capsule.com/
https://matome.naver.jp/odai/2134046675403777401


https://matome.naver.jp/odai/2134046675403777401
＞「STATIM」はモジュール式のポッドで、内部への水の侵入を防ぎ、洪水の際には水に浮かぶよ
うになっている。

http://35guitar.cocolog-nifty.com/35guitar/2011/03/post-8fac.html
2011/03/21　津波脱出カプセル

http://www.ihi.co.jp/ihi/products/infrastructure_security/security/lifeboat/index.html
津波救命艇

…「同案多数」っすね。はい…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=S5NQSxiNLtA
[試聴] Get Wild 2014(HUGE DATA) from LIVE Blu-ray TM NETWORK 30th 1984〜 QUIT 30 HUGE
DATA 

https://www.youtube.com/watch?v=LgBxze0ye94
TM NETWORK / Get Wild（TM NETWORK FINAL MISSION -START investigation-）

https://www.youtube.com/watch?v=K7rob0JVlfE
Jupiter - 平原綾香 

 
ひみつ日記

　

　一班に言われているのと違って、 ”パンドラ” は実はずんぐりしたキノコ状の形に設計されて
いる。

　軸の部分の最基底にあたるのは半永久のコンピューター管理による重水動力炉。

　現在は街の他のパートとは完全に隔絶されている。

　そこへ至る通路が、ないのだ。

　道理で、水に追われて逃げるあいだ、この規模の人口を抱えるにしては上下の交通機能が弱す

http://35guitar.cocolog-nifty.com/35guitar/2011/03/post-8fac.html
http://www.ihi.co.jp/ihi/products/infrastructure_security/security/lifeboat/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=S5NQSxiNLtA
https://www.youtube.com/watch?v=LgBxze0ye94
https://www.youtube.com/watch?v=K7rob0JVlfE


ぎると…はっきり云って「足で」昇り降りする非常階段状のものしかないのを、疑問に思って
いた。

　大人数の移送が可能な乗り物さえあれば、もっと沢山が救かっていただろう。

　本来、その役を果たす筈の大動脈・都市の中心をつらぬいて伸びる垂直走路は、百何年も大昔

の【放射能汚染】を理由に封印され封鎖されたまま、その存在を忘れ去られようとしている。

　…だけど…

　ちょっと待てよ。

　重水エネルギー利用してて、なんで放射能…？？

　この人たちの科学知識、どこがぶっ飛んでる？

「…封印…　されたのは…　何年前ですって。」

　その答えを手にした時、俺は結論を見つけ出していた。

「　判った！　………っの、脱出経路…!!」

　 ”逆よ” …　と、夢のなかの声は、遠くささやいていたのだ。

「…なんだって？」（※）

　聞きとがめる意志力をまだのこしていたのは、後から入ってきた、死に対する抵抗をもはや持

たない篤さんだけだった。

 
 

コメント



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月30日22:34
　

本日終了。（＾＾；）

「バブル」の部分が出せてよかった〜ｗｗｗ

すっきりしたｗｗｗ

ご飯食べて

漫画読んで

寝ます♪

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月1日6:57
０

５

９

０…５５５…！☆

（＾ｗ＾）ｇ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月1日9:08

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年5月14日 

「真理はエンジンの構造にだって宿っていて、それを探るには心の落ち着きが大切なのだ」

 
”禅とオートバイ修理技術”
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月1日17:55
（※部分に

「←わ〜は〜は〜は〜は〜っっ　じつにここに１年にちかいブランクが存在していたりするのだ

。

　文体とか、かなりかわっちゃっているとおもうが、あしからず御了承しちゃって下さい。→『

Ｃ翼』に転げこんで以来、かけなくなっていたのさっっ☆

　１９８６．０８．１４．」

とかね…ｗ（＾◆＾；）ｗ…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月1日17:56
　

…ちょうどきっかり

「３０年ぶり」だったと判明しました。

ってことで…ｗｗｗ
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（11月30日）　共通項。

https://85358.diarynote.jp/201611301103023982/

【こっそり法案を通すため】⇒ASKAを逮捕／『見たくない真実
』より『安心できるウソ』／北朝鮮よりヒドい日本のテレビ報道

／【 T.H. 非公開 】継続中⇒【　逃　げ　ろ　現実だ。】…

2016年11月30日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

@TOHRU_HIRANOさんのツイートは非公開です。

https://www.youtube.com/watch?v=LeO0glTZOsA
進撃の巨人　[MAD]自由の代償 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
瀬名　南　（脱原発に一票） @senadesuga · 12 時間12 時間前 
瀬名　南　（脱原発に一票）さんがOMP(さらば暴政)をリツイートしました
毎回こうだもの・・・・ＡＳＫＡ逮捕って、聞いたときすぐに

採決するんだなって、思ったよ〜

https://85358.diarynote.jp/201611301103023982/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161130/85358_201611301103023982_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=LeO0glTZOsA


https://twitter.com/ompfarm/status/803591114598977536

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
higa kureta @higakureta · 14時間14時間前 
higa kuretaさんがこうをリツイートしました
高齢者の医療費を上げて年金をカットすれば政府にとっては一石二鳥ってところです

かね。医者にかかれない高齢者が早く死ねば政府は年金も払わなくて済むからなあ。

https://twitter.com/Satan_02/status/803564789377048576

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 16時間16時間前 
JUMPILIKEYOUさんが47NEWSをリツイートしました
こっそり法案を通すためASKAを逮捕しました。
https://twitter.com/47news/status/803495744258740224

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
えいこだん @denpa_hoihoi · 19時間19時間前 
天皇制維持には270億、在日米軍には7600億を注ぎ込むが、教育投資や貧困対策には「
財源が」どうこう理由をつけて金を出し渋る国くーるじゃぱん

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Pierre84 @spaptre · 11月28日 
"@syouwaoyaji: 国民年金は年間約4万円減、厚生年金ではなんと年間約14.2万円も減る
という。安倍政権は年金運用の方式を変えた結果、わずか15カ月で10.５兆円の年金
をパーにしてしまったが、その責任をとることなく国民にツケを回そうとしている！

！

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
レオナルド・ヘボシショウ【V7】 @carpfan_club · 11月28日 
「国民が受け取る年金が減ることが決まりました」

というニュースを隠すために

「ASKAが逮捕されました」
というニュースを流してるんですか？

北朝鮮よりヒドい日本のテレビ報道。

@nhk_news #nhk

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
yukan @yukankmr · 11月27日 

https://twitter.com/ompfarm/status/803591114598977536
https://twitter.com/Satan_02/status/803564789377048576
https://twitter.com/47news/status/803495744258740224


ずっと言ってるけど、言葉が通じない、辞書を共有できない恐ろしさが安倍政権には

あるねん。最近では戦闘を衝突と言ったり武器を防衛装備と言い換えたり、安保法制

を平和なんたらて言い換えたりね。今回の「ご冥福」の間違いを官邸は全く気にして

ないとしたらもう壊れてるにも程があるよ。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 12時間12時間前 
つかコイツぶっ殺されたいのかな？（笑

↓

"安倍「私の言った事を全くご理解頂いてない
私は(年金)３割カットしない、と云うことは一言も言ってない
ちゃんと聞いてないから

皆さんも３割減る中で何も出来なかった "
https://twitter.com/xciroxjp/status/803593670108712960

https://www.youtube.com/watch?v=ngcIIpT5wxs
高田渡　値上げ

渡邉哲也� 認証済みアカウント � @daitojimari · 3時間3時間前 
特報！ フィリピン ドゥテルテ大統領 『人権派がドラックの蔓延に関与しているとして
、殺す』 と表明

産経ニュース� 認証済みアカウント � @Sankei_news · 4時間4時間前 
ドゥテルテ大統領の警備車両を攻撃か　警護隊員ら９人負傷　掃討作戦への報復の可

能性

https://t.co/TqgyIkzcOO

林雄介 @yukehaya · 9時間9時間前 
フィリピンのドゥテルテ大統領、中国の不法就労者１３００人拘束。中国政府から、

拘束した中国人の「人道的な取り扱い」（中国人１３００人の射殺はやめて）を要請

される。中国政府から、真剣に自国民の犯罪者の人権保護求められた政府、ドゥテル

テ大統領がはじめてじゃないですかね？。

https://twitter.com/xciroxjp/status/803593670108712960
https://www.youtube.com/watch?v=ngcIIpT5wxs
https://t.co/TqgyIkzcOO


Kan Kimura (on DL) @kankimura · 15時間15時間前 
韓国。何で日本のメディアはあの大統領の記者会見を「辞任表明」的に報じているの

だろう。余りにピントハズレではないのか。

Bungoro @shanti_land · 17時間17時間前 
考えさせられる言葉に出会った。

「隣国を変な国だと思っているときはだいたいそう思っている自国のほうがおかしい

ことが多い」

トマーシュ・マサリク(チェコ初代大統領、哲学者)

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【韓国 パク大統領 任期満了待たずに辞任する意向表明】
知人や側近らが起訴された事件で窮地に立たされていた韓国のパク・クネ大統領は、

29日午後2時半からテレビなどを通じて国民向けの談話を発表し、再来年2月の任期満
了を待たずに辞任する意向を表明しました。

Shinta Yabe 257@syabe · 20時間20時間前 
パククネ大統領が辞任の意向を発表した。「このままでは生活が脅かされる」と声を

漏らした若者が「だから声を上げ続け引きずり降ろさなければならない」と語った。

土曜に150万人がソウルに集い僕もその1人になった。国は違えどあの歴史的な抗議の
頭数だった。感動だ。デモで政治は変わるんだ。 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
フランコーネ @tatsujpn · 11月28日 
これをほとんど無視しておいて韓国のデモを生中継で報じる意味が全く分からない。

https://pbs.twimg.com/media/CyVq2H3VEAA1lfp.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【コロンビアでチャーター機墜落 サッカー選手ら７２人搭乗】
AP通信など各国の主要メディアは、南米のコロンビアでブラジルのサッカーチームの

https://pbs.twimg.com/media/CyVq2H3VEAA1lfp.jpg


選手ら72人を乗せたチャーター機が墜落したと伝えました。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
狼たちは知っている @wolvesknow · 19時間19時間前 
コロンビアはAPECもTPPも不参加。安倍は今月１９日にサントス大統領と会談して
るね。内戦が長い国だから、米系Aチームには草刈り場のひとつなんだろうな。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
47NEWS 47@news · 11月25日 
速報:コロンビアのサントス大統領と左翼ゲリラ、コロンビア革命軍最高司令官が、内
戦を終結させる新和平案に署名。

https://t.co/qmvMkZSE8l

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

かおなし @cocorono121 · 2時間2時間前 
隣国の大統領ゴシップ辞任や2度目の覚醒剤で逮捕された芸能人のニュースをお茶飲話
にし紅白歌合戦にあのアイドルが出るのかどうかが楽しみのまんまとテレビに踊らさ

れるテレビの前の人たち…安倍政権がまだまだ続くわけだよ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
川原茂雄 @skawahara1217 · 18時間18時間前 

大衆は、『見たくない真実』より『安心できるウソ』を好むそうです。

・日本は民主主義国家である

・原発は安全である

・100Bq/kg以下なら安全である
・日本は言論の自由がある

・日本に不正選挙はない

・日本は法治国家である

・景気は緩やかに回復している

・ＴＰＰで経済成長する

https://t.co/qmvMkZSE8l
https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs
https://pbs.twimg.com/media/CyagiJhVQAAEJ5N.jpg


https://pbs.twimg.com/media/CyagiJhVQAAEJ5N.jpg

山際澄夫 @yamagiwasumio · 20時間20時間前 
日本の不幸は中国と朝鮮、という福沢諭吉の脱亜論に賛成ですが、朴槿惠の辞任受け

入れ会見は切ないですね。父上は日本からの資金で、漢江の奇跡を達成した朴正煕。

娘も慰安婦で日本に謝罪させたタフネゴシエーター。それなのになぜ、毎度毎度こう

なのか。韓国民って大統領弾劾が趣味なんですか。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 23時間23時間前 

映画「君の名は。」

三葉と瀧

彗星落下

尖塔

映画「この世界の片隅に」

すず

広島原爆炸裂

原爆ドーム

共通項

・主人公が、絵が上手い

・破滅的殺戮

・復興

・放射能の影響はない

・展望、生き延びる

共通項

・文化庁助成金

・製作委員会方式

・同時期の製作

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
如月さっちゃん @mutsukikisaragi · 11月28日 



瓦礫の上に新しい家を建てようって曲は復興ソングなのかなぁ。

原発のことがなければそれはそれは美しい曲だった。

「５年前にあんなことがあったけど、誰が悪いとか今さら言ったって一文の得にもな

らない。前向いていこうや」とうたいだす前のＭＣ。

私は心のなかでそうは行かないと呟く。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
如月さっちゃん @mutsukikisaragi · 11月28日 
原発のこと、なかったことには出来ない。

目を瞑って、知らないふりして、そこに新しい街ができても、そこに暮らす人々の健

康は蝕まれてる。

何世代にもわたって続く被曝被害。

なかったことにしちゃったら、きっとまた何処かで繰り返されるよ？

その度に新しい家をつくろうって前向きに歌うの？

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年3月13日 
”バカをつくる学校” 　ニューヨーク最優秀教師賞ジョン・ガット著 
「国の教育制度全体が、子どもたちを自分で考えて行動することから遠ざけ、依存的

な人間にしようとしている」

cmk2wl @cmk2wl · 2014年3月12日 
米国ではホームスクーリング（自宅学習）を行う子供が100万人いる。
自殺する子供の大半は、貧困家庭ではなく、裕福な家庭である。監禁、脅迫、無意味

な競争が闊歩する学校制度に耐えられない子供は多い。

ニューヨーク州最優秀教師賞受賞ジョン・ガットのベストセラー　”バカをつくる学校”

大統領 @daitoryodasu · 3時間3時間前 
高畑充希と坂口健太郎の交際報道のせいかわからないけど、今日会社に来る途中、道

端に倒れてる男女を38人ぐらいみかけた。

固定されたツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 4月23日 
「何年も検査してきて、魚を基本としたのエサを食べている犬は水銀のレベルが。イ



ワシを食べている犬はストロンチウムが上昇する原因となっている。福島原発事故に

よりストロンチウムは連続的に海に放出されていますが、一般に多くの人々に知らさ

れていないのです。」

獣医師 ピーター・ドビアーシュ

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 3月16日 
16年　原子力技術者アーニー・ガンダーセン　
「南相馬の市役所の屋根は去年に除染したのだが、そこのホコリを調べたら非常に高

い数値だった。この理由は空中を漂うホコリです。福島のコンビニの足拭きマットに

付いている土からも、放射能が検出されました。つまり放射性物質は動いているの

です」

cmk2wl @cmk2wl · 2014年11月10日 
Nature 2014年8月
人類は海洋上層部の水銀レベルを3倍にした
海洋上層部の水銀レベルは産業革命の開始時と比べて3倍になったと研究者らは発表。
多数の海水のサンプルを収集した調査結果。

マグロの水銀レベルは、周囲の海水の水銀レベルよりも1,000万倍高い。

cmk2wl @cmk2wl · 2013年6月29日 
マグロには、「オーガニック食品」という選択肢はない。マグロは食物連鎖の頂点に

いる捕食者なので、メチル水銀はマグロの筋肉組織である可食部で濃縮される。ロレ

ッタ・シュワルツ=ノーベル著 「アメリカの毒を食らう人たち」

https://www.youtube.com/watch?v=ZZTDzWIs2HM
#メルトダウン　（#高田渡の「値上げ」の替え歌） 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Kuniko Norman-Taylor @KunikoNT · 9月8日 
150年前　奴隷廃止を訴えた者は笑われ
100年前　女性の選挙権を提唱した者はバカにされた
50年前　黒人の平等を主張した者は気が触れたと言われ
25年前、ゲイの権利を支持する者は変態だと言われた
動物の扱いに抗議する私たちは今笑われている

https://www.youtube.com/watch?v=ZZTDzWIs2HM


けれども、いつか誰も笑わない日がくる

　逃　げ　ろ　。

https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw
Berserk mmv : "Kajiwotore" Susumu Hirasawa
 

https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw


（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借景資料集）



（上旬）　福島県の南相馬を拠点に大量生産されているドローン。／清水建設は赤道上
に浮島の人口島を造っている！

（１１月１日）

https://85358.diarynote.jp/201611010838178524/
https://85358.diarynote.jp/201611010839111175/
https://85358.diarynote.jp/201611010840552924/
https://85358.diarynote.jp/201611010849423500/
 
（１１月２日）

https://85358.diarynote.jp/201611021146151941/
https://85358.diarynote.jp/201611021254529428/
https://85358.diarynote.jp/201611021255206143/
https://85358.diarynote.jp/201611021402305886/
https://85358.diarynote.jp/201611021730167256/
 
https://85358.diarynote.jp/201611021730167256/
https://85358.diarynote.jp/201611021844504843/
 
（１１月３日）

https://85358.diarynote.jp/201611031027322705/
https://85358.diarynote.jp/201611031037107204/
https://85358.diarynote.jp/201611031113568312/
https://85358.diarynote.jp/201611031117532678/
https://85358.diarynote.jp/201611031303066031/
 
（１１月４日）

https://85358.diarynote.jp/201611041031325444/
https://85358.diarynote.jp/201611041056229443/
 
https://85358.diarynote.jp/201611041057042680/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

akairohanabi@ship5 @akairohanabi · 11月1日 
北極の氷が過去最大に？！温暖化は本当？地球寒冷化まとめ。 - NAVER まとめ 

老殺し屋 -亀- @roukoroshiya_k · 11月1日 
気象学的には地球は寒冷化に向かっている！温暖化！と騒いでいるうちに、地球は一



気にマイナス何十度！という冷え込みに陥る！ハリウッド映画は結構先読みしている

事がある！『ディ・アフター・トモロー』！赤道直下でしか生き残れない状態になる

かも！清水建設は赤道上に浮島の人口島を造っている！

　↑

…ははははは…ｗ

　ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆

ネタか？　ネタですね？

⇒《スターエア》島なんですね…ッ？

（参照⇒来週アップ予定分〜ｗ）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201611041136498717/
https://85358.diarynote.jp/201611041732506518/
 
（１１月５日）

https://85358.diarynote.jp/201611050801212998/
https://85358.diarynote.jp/201611050802377414/
https://85358.diarynote.jp/201611050803459815/
 
https://85358.diarynote.jp/201611050823569534/
 
 
 



（上旬）　(この先生、９万歳なのか…)

（１１月６日）

https://85358.diarynote.jp/201611060748147848/
https://85358.diarynote.jp/201611060801163742/
https://85358.diarynote.jp/201611060809486481/
https://85358.diarynote.jp/201611060827483873/
 
（１１月７日）

https://85358.diarynote.jp/201611070717372100/
https://85358.diarynote.jp/201611070745187983/
 
https://85358.diarynote.jp/201611070824531467/
https://85358.diarynote.jp/201611070826516857/
https://85358.diarynote.jp/201611070834326257/
 
（１１月８日）

https://85358.diarynote.jp/201611080722458223/
https://85358.diarynote.jp/201611080759539373/
https://85358.diarynote.jp/201611080801198286/
 
https://85358.diarynote.jp/201611080802467343/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ゴジラ @gojira_astro · 21時間21時間前
 
教員「直近の地磁気逆転は78万年前なんだけど、僕が習った時は69万年前だった」
 
僕(この先生9万歳なのか…)
 
#地球電磁気学
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201611080834247484/
 
（１１月８日）

https://85358.diarynote.jp/201611091001242847/
https://85358.diarynote.jp/201611091004289049/
https://85358.diarynote.jp/201611091056103544/



https://85358.diarynote.jp/201611091200214402/
 
（１１月１０日）

https://85358.diarynote.jp/201611101105029434/
https://85358.diarynote.jp/201611101105566814/
https://85358.diarynote.jp/201611101109543409/
 
https://85358.diarynote.jp/201611101142122453/
https://85358.diarynote.jp/201611101537147493/
 



（中旬）　フジテレビさんからの電波を受信しました。

（１１月１１日）

https://85358.diarynote.jp/201611110930529294/
https://85358.diarynote.jp/201611110933002526/
https://85358.diarynote.jp/201611110937302241/
https://85358.diarynote.jp/201611110955245567/
 
（１１月１２日）

https://85358.diarynote.jp/201611120850123501/
https://85358.diarynote.jp/201611120850492370/
https://85358.diarynote.jp/201611120851386499/
https://85358.diarynote.jp/201611120906218414/
 
（１１月１３日）

https://85358.diarynote.jp/201611130746017236/
https://85358.diarynote.jp/201611130806463012/
https://85358.diarynote.jp/201611130807533012/
https://85358.diarynote.jp/201611130909108066/
 
（１１月１４日）

https://85358.diarynote.jp/201611140800032300/
https://85358.diarynote.jp/201611140844433390/
https://85358.diarynote.jp/201611140846457060/
https://85358.diarynote.jp/201611140908069173/
 
（１１月１５日）

https://85358.diarynote.jp/201611150824324630/
https://85358.diarynote.jp/201611150825154338/
https://85358.diarynote.jp/201611150825468405/
https://85358.diarynote.jp/201611150912478833/
 
 



（中旬）　「2016年は記録上、もっとも気温の高い年」　。

（11月16日）
https://85358.diarynote.jp/201611161007365812/
https://85358.diarynote.jp/201611161009049900/
https://85358.diarynote.jp/201611161010016556/
https://85358.diarynote.jp/201611161129572316/
 
（１１月１７日）

https://85358.diarynote.jp/201611171015507524/
https://85358.diarynote.jp/201611171016373431/
https://85358.diarynote.jp/201611171018183613/
https://85358.diarynote.jp/201611171154229019/
 
（１１月１８日）

https://85358.diarynote.jp/201611180918252668/
https://85358.diarynote.jp/201611180919366270/
https://85358.diarynote.jp/201611180920229467/
https://85358.diarynote.jp/201611181038181288/
 
 （１１月１９日）
https://85358.diarynote.jp/201611190803503054/
https://85358.diarynote.jp/201611190804459117/
https://85358.diarynote.jp/201611190835241356/
https://85358.diarynote.jp/201611190904034910/
 
（１１月２０日）

https://85358.diarynote.jp/201611200729041599/
https://85358.diarynote.jp/201611200744127096/
https://85358.diarynote.jp/201611200822207618/
https://85358.diarynote.jp/201611200906573759/
 
 



（下旬）　腐海に飲み込まれつつあります。

（１１月２１日）

https://85358.diarynote.jp/201611210808065594/
https://85358.diarynote.jp/201611210808282636/
https://85358.diarynote.jp/201611210838166372/
https://85358.diarynote.jp/201611210838385405/
 
https://85358.diarynote.jp/201611212258439014/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ロケットニュース24 @RocketNews24 · 48分48分前 
【注意喚起】日本各地の市役所に次々と爆破予告メールが送信されている模様

/ 予告時間は11月22日10時30分
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　↑

いやソコは【１１月２２日１１時２２分】！…と、揃えるべきじゃないのか…？？
 
 
（１１月２２日）

https://85358.diarynote.jp/201611220745493366/
https://85358.diarynote.jp/201611220746306159/
https://85358.diarynote.jp/201611220830135234/
https://85358.diarynote.jp/201611220830344999/
 
https://85358.diarynote.jp/201611220831098055/
https://85358.diarynote.jp/201611221537542266/
 
（１１月２３日）

https://85358.diarynote.jp/201611230758273740/
https://85358.diarynote.jp/201611230759065548/
https://85358.diarynote.jp/201611230857395607/
 
（１１月２４日）

https://85358.diarynote.jp/201611240758458076/
https://85358.diarynote.jp/201611240759539097/
https://85358.diarynote.jp/201611240927467266/
https://85358.diarynote.jp/201611241036099517/



 
（１１月２５日）

https://85358.diarynote.jp/201611250822011243/
https://85358.diarynote.jp/201611250823085790/
https://85358.diarynote.jp/201611250928554669/
https://85358.diarynote.jp/201611250955438563/
 
https://85358.diarynote.jp/201611251804254788/
 



（下旬）　現実から逃げているだけ。

（１１月２６日）

https://85358.diarynote.jp/201611260831405023/
https://85358.diarynote.jp/201611260833012645/
https://85358.diarynote.jp/201611260858451445/
https://85358.diarynote.jp/201611260922142933/
 
（１１月２７日）

https://85358.diarynote.jp/201611270739292919/
https://85358.diarynote.jp/201611270740091340/
https://85358.diarynote.jp/201611270816402336/
https://85358.diarynote.jp/201611270817156103/
 
（１１月２８日）

https://85358.diarynote.jp/201611280741043265/
https://85358.diarynote.jp/201611280741543897/
https://85358.diarynote.jp/201611280842438938/
https://85358.diarynote.jp/201611280851121386/
 
https://85358.diarynote.jp/201611281536476677/
 
（１１月２９日）

https://85358.diarynote.jp/201611290745356941/
https://85358.diarynote.jp/201611290746209357/
https://85358.diarynote.jp/201611290826325850/
https://85358.diarynote.jp/201611290839513845/
 
（１１月３０日）

https://85358.diarynote.jp/201611300836401015/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

cmk2wl @cmk2wl · 2015年3月18日 

ディズニーランドは現実からいろんなものを削った世界。挫折もなければ苦痛もない。病もなけ

れば本当の死も腐敗もない。灰に終わった人間関係も、灰になってしまった人生もない。すべて

が予定調和。

だから、あの世界に夢中になってしまう人たちがいる。



現実逃避。いまも現実から逃げているだけ。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201611300904394252/
https://85358.diarynote.jp/201611300958383854/
https://85358.diarynote.jp/201611301103023982/
 



（…続きます…）

 
  
 
 

…続きます…（＾＾；）…。
↓

   
 

リステラス星圏史略
 

sin 資料ファイル
 

Ω－Ｘ－２０１６－12
 

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）
 

（2016年12月）
  

http://p.booklog.jp/book/127083
 

 
 



奥付

 

リステラス星圏史略

sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１６－11

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2016年11月）

http://p.booklog.jp/book/127020
 

（2019.05.17.〜23.）
 

☆ 著者 ☆
 

 霧樹里守
（きりぎ・りす）

 is
♪ 歌いながら大地を歩く ♪ 

 
著者プロフィール：http://p.booklog.jp/users/masatotoki/profile

感想はこちらのコメントへ

http://p.booklog.jp/book/127020
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