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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

 

からの、 

 続きです…。
…（＾＾：）…

 
 
 
 

感想はこちらのコメントへ

http://p.booklog.jp/book/127083 
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（12月１日）

https://85358.diarynote.jp/201612010729504035/

【 札幌 ０．０６８ μ 】…なにも気づかずに暮らしている人た
ちは、どんどん体調や精神状態を崩して逝きますよ…★

2016年12月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年12月01日 05:06】
北海道地方は、１日夜遅くから２日にかけて西の風が雪を伴い非常に強く、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。

https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
Lord of the Rings - Sound of The Shire 

おはようございます。

０７：００ジャストです。

３連休の中日。
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札幌はプラス１℃。無風。

予報はプラス９℃で雨風だそうですが…さて…？？

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年11月30日（水）【当日】

…（－－＃）…

＞2016年11月29日（火）【前日】
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 

…なにも気づかずに暮らしている人たちは、どんどん体調や精神状態を崩して逝きますよ…★

…ｗ（－－；）ｗ…★

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ7.9km 2016/12/01 04:59:05

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 � 北海道 幕別町 
【M3.5】十勝地方 深さ119.8km 2016/11/30 17:56:04

…喜ぶべきか怖れるべきか…。

https://www.youtube.com/watch?v=V9d3kpp7d44
PIANO-Still love her-TMN 
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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12月1日8:53
 
…今日はちょっと（少しは）ちゃんと家事をやらなくては…☆
　↓

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 

清潔にするという行為が、集中力を生んだり、自己嫌悪を無くしたりする。

　

村上 龍
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月2日18:44
2016年12月01日（木）【前日】
01:00 0.033 0.032 0.032 6 
02:00 0.032 0.032 0.032 6 
03:00 0.033 0.032 0.032 6 
04:00 0.033 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.033 6 
06:00 0.034 0.032 0.033 6 
07:00 0.033 0.032 0.033 6 
08:00 0.033 0.032 0.032 6 
09:00 0.033 0.032 0.032 6 
10:00 0.033 0.032 0.033 6 
11:00 0.035 0.034 0.034 6 
12:00 0.034 0.033 0.034 6 
13:00 0.034 0.033 0.033 6 
14:00 0.034 0.033 0.034 6 
15:00 0.034 0.033 0.033 6 
16:00 0.033 0.032 0.033 6 
17:00 0.033 0.032 0.033 6 
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18:00 0.033 0.032 0.033 6 
19:00 0.033 0.032 0.032 6 
20:00 0.034 0.033 0.033 6 
21:00 0.045 0.034 0.039 6 
22:00 0.049 0.046 0.047 6 
23:00 0.044 0.038 0.041 6 
24:00 0.037 0.034 0.036 6
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201612010936021037/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月1日15:23
（次項参照の出戻り。）

　

…（＠＠）…☆

…！（＾◇＾）！…☆彡

…ほ、ほくでんの…！！

毎月の、ＰＲチラシから…！！

ついに！

【 泊原発の再起動準備ＰＲ 】が、消えた〜ッ！！！！！！

！（＾＾）！
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（12月１日）　岐阜県土岐市にある核融合科学研究所／ 「土岐」 の 「魔扉」 ネタ
かよ…ッｗｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201612011457397867/

【核融合】推進者は『クリーンな発電だ』と宣伝し／岐阜県土岐

市にある核融合科学研究所が、核融合発電に向けた重水素実験

を【２０１６年度】から実施予定である。

2016年12月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

（砂魚旨え）…（え？）

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

再びＰＣ前に戻りました。１４：５０。

洗濯してご飯食べて昼寝して二度寝して（＾＾；）

予定１時間オーバーして起きだして、小家事…というか片づけ（分類整理収納）だけちょろっと
して…きたところ。

朝は１℃だったのに、

今１０℃もありまして。

正味３時間足らずで前線通過とともに一気に気温が上がった…★（＠＠；）★…ので、体が変調
をきたしてもぞもぞ逝ってて気持ちが悪いです…★（－－；）…★

先にちょっくら机の上を片付けて、

ネットで探し物して…から、

昨日の続きの作業にとりかかる…予定。
　↓

http://85358.diarynote.jp/201611302227124421/
（砂魚宇宙）　（６）。　（１９８５．１１．７．）。

https://www.youtube.com/watch?v=w9da1fTPIm4
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https://www.youtube.com/watch?v=w9da1fTPIm4
ケツメイシ　カーニバル 

…や、やべぇ…ｗｗｗ

ｗ（＾◆＾；）ｗ

いや、前？項続き（７）入力中にふと、３０年前に自分が書いた文章

　↓

＞重水エネルギー利用してて、なんで放射能…？？
　↑

…の科学的精確性に不安を感じまして、検索してみたら…ｗｗｗ

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/129550
＞岐阜県土岐市にある核融合科学研究所（以下、科研）が、核融合発電に向けた前段的意味合い

の重水素実験を、2016年度から実施予定である

＞「核融合開発の推進者は『原発の次に来る新世代エネルギーだ』とか『地上に太陽をつくるよ

うなものだ』とか、あるいは『クリーンな発電だ』とか、そういう耳触りのいい言葉で盛んに宣

伝してきた。私は、核融合発電が本当にそんなに素晴らしいものであるかどうか、話したいと

思う」

＞「原子力発電はウランを燃料にするもの。一方の核融合発電は、重水素と三重水素（トリチ

ウム）という、いわば『水素の仲間』を使う。このうち、トリチウムは放射性物質だ」。井上氏

はこう強調し、さらに述べた。「科研では、1998年から軽水素を使った実験が行われている。こ
の実験は、核融合反応が起きない安全な実験だが、今日の新聞によれば、2016年度には重水素使
用の実験（重水素実験）を始める。この実験では核融合が起きて、トリチウムが生成される」。

＞そのトリチウムと重水素を反応させることで生まれるのが、ヘリウム4と中性子だ。ヘリウム4
は安定した物質だが、一方の中性子はそうではない。井上氏は、ノーベル物理学賞を受賞した小

柴昌俊氏が「原発の10倍ものエネルギーがある」と指摘していることを引き、「その強大なエネ
ルギーを電気に変えるという発想が『核融合発電』の根幹だ」と説明した。

…は〜はははは…ｗｗｗ

しかも「土岐」の「魔扉」ネタかよ…ッｗｗｗｗ

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/129550


（涙目でヤケ笑い★）

https://www.youtube.com/watch?v=SeUPU73Kg1U
Gundam ZZ Op：アニメじゃない 

https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow
鬼束ちひろ - 月光 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月1日15:45
　

…そうそう、思い出した…★

ｗ（＾＾；）ｗ★

気分が落ち込んでる原因…★

すごいイイ夢？を視てたんですよ…

夢ん中で、「え？うそうそ？夢でしょコレ？」

って思ってた（＾＾；）くらい、

「オイシイ夢」だったんですが…

…眼が覚めたら…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=SeUPU73Kg1U
https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow
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「やっぱり夢だった」んで……★（ＴＴ；）★

なんかすげぇ、がっかり〜して★

気分が、落ち込んでしまったのでした…★

…ｗ（－－；）ｗ…★

（…たぶん予知夢ですらナイ…「見果てぬ願望」が、視せた、夢…？？）

…（－－ｐ）…★



（12月１日）　…「西暦二〇一四年」＝「風韻２５年」…。

https://85358.diarynote.jp/201612011823413522/

「おれが、西暦二〇一四年の過去から来て、いまコロニスツの領

域から地表へと戻った、と言えば？」…（writened
＠1986.10.18.）⇒（８）。　

2016年12月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=GTYyR-OFbq0
機動新世紀ガンダムX OP DREAMS(歌詞) 

（承前）o（ＴへＴ；）o　★

https://www.youtube.com/watch?v=wHXoYo_YgfY
Resolution ガンダムX 

　…ぱんっ！…

　手のひらを打ちあわせて音の刺激でその場の主導権を強引にひき寄せる。

「タツトさん！　動けるひと全員に指令を出して下さい！」

　…あるいみで不必要なほど広大だったシティ大祭のための緑園。その中心部の妙に
空疎な一画が、式典用に残されたスペースにしては他との庭園設計上の整合性を欠き

、………円形。だったことを、俺は覚えている。

　そとぼり、だったんだ、あの階層は。

　直上から始まる官庁街と高級住宅とを一般市民のレベルから隔絶し、まんがいちの

暴動などのさいにひといきに乱入されることを避けるための。

https://85358.diarynote.jp/201612011823413522/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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　つまりは、都市の大動脈の、いっぽうがわの終点。

「…………磯原くん？」

　組織のナンバー２、実働面での最高指導者は、ひとたび絶望にまみれた泥海の底

から、深海魚のはきだす泡沫のように、ゆっくりと浮上してきた。

「　伝説を、おぼえていますか。」

　声をたかめて、部屋じゅうの……いいや、へやのそとにいる人間にまで聞こえるよ
うにして、俺。

「 "失われし人々" は、そのむかし地上へと直接ぬける道をつかったわけじゃない。

　核攻撃をうけても破壊されないよう、旧主都との往来を安全にたもつよう、地底に

確保された通路が、たしかにあったはずです。

　そして それ は封じられた中央送路…つまり、 "ここ" から、繋がっていたものに違い
ないんですよ！」

　…確信。

　推理というよりは、知識。

　なぜならそうと意識を向けた瞬間、俺には、ほそながい巨大な空間が、体感、でき

るのだから…。

　クロムの店は緑地帯に隣接して、おなじ階層に位置していた。

「…磯原くん…　なにを根拠に」

「　おれが、西暦二〇一四年の過去から来て、いまコロニスツの領域から地表へと戻

った、人間だと、言えば？」

　…ざわ…と、浪だつ空気のながれ。



　二〇一四年といえば皇統歴の…と、慌ただしく換算する声がする。

「風韻（ふういん）二十五年。クーデター後の皇紀・緑賀（りょくが）七年でした。

…そう云ったほうがわかりやすければ。」

「…………大迫害時代のまえ………っ!!」

　俺はうなづき、無言で手をあげた。

　へやの反対側で重い機器類が数基、おともなく持ちあがる。

　…おれの動きにつれて。

　いつのまにか花夢ちゃんがしっかりと、服のすそにしがみついていた。

　抱きあげる。

「　信じなくても構いません。でも、もし、なんの努力もしないままで死んでいくの

はイヤだと、思ってくれるなら。」

「…お兄ちゃんはウソをついていないもの。」

　俺の語尾に、かん高い幼女の声がかさなる。

「……………　わかった。」

　ひとつだけ頷いて適確な指示をくだしはじめた。

　タツトさんは俺にすべてを委ねてくれたのだ。

　この都市にのこされている何十万という生命のゆくすえ、あるいは、ただたんに、

その死にざまを…。



https://www.youtube.com/watch?v=Mi9uNu35Gmk
SEKAI NO OWARI「RPG」

https://www.youtube.com/watch?v=zZZFWuwuuZA
デジモンテイマーズOP　The Biggest Dreamer（MAD）
　↑

お♪　なんか「清クンのテーマ」な…ｗｗ

「　ちなみにこの章、全体のＢＧＭは "交響組曲ガッチャマン" です。

　　１９８６．１０．１８．」

…ほうほう。（＠ｗ＠；）

…全曲通しのは、悠宙舞さんには、無いみたいよ…？？

https://www.youtube.com/watch?v=rsFtm2u2m84
プロローグ〜物語への導入〜劇場版 科学忍者隊ガッチャマンより 

https://www.youtube.com/watch?v=8ugfDJ8H3qs
ガッチャマンのテーマ〜劇場版 科学忍者隊ガッチャマンより 

 
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12月1日18:26
…キヨくんが
「過去から未来へ飛ばされた」のが

２０１４年〜と、すると、

２０１１年春くらい？に、

「関東から関西へ慌ただしく引っ越して逃げた」わけで…

…ｗ（－－；）ｗ…

で、

２０１６年から、「土岐真扉」が、「天岩戸開き」な、わけですか…

そ、…そうでしたか…

（…とりあえずナニャドラヤでも踊るか…）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月1日19:09
　

…「西暦二〇一四年」＝「風韻２５年」…。

「昭和が終わってから二十有余年」で…これも、ほぼ合ってたね…ｗｗｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月2日17:47
　

〜０５９０８７７、

＞０５９０８９９☆

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（12月１日）　そのなかに ”皇国軍” としてのまとまった人種の姿はすでになく、

https://85358.diarynote.jp/201612012156323167/

（９）＋（１０）。　（1986.10.28.）

2016年12月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　　

（…まぁ確かに…ジョーのあの「崖っぷちの悪あがき」がなければ…
「このお話」は、存在していなかったかもしれない…☆彡）

https://www.youtube.com/watch?v=HNb1RNkjIBg
ガッチャマンの歌　オーケストラバージョン 

　

　

　広場はごったがえしていた。

　かなりの怪我をした避難民。不安のため集まってきた、まだ無事な階層のひとびと

。

　そのなかに ”皇国軍” としてのまとまった人種の姿はすでになく、きのうまでは圧政
の側の下部構成員であったと、残されたズボンのカラーから明確に知られる彼らは、

なぜかみな申し合わせたように上着をとって市民のなかに三々五々と、呆然とすわり

こんでいた。

　上層部の官庁＋高級住宅街のほうが先に酸性水に侵され、現在、この都市の唯一の

行政組織は旧 ”裏側” である。

　徹底した緊急アナウンスのおかげでその突然すぎる政権交代は比較的スムーズに各

人に受け容れられたらしく、投降のしるしとして制服を捨てた…難民の応急包帯用に
供出させられた…緑衣隊員に対する無差別的な報復措置もうまく抑制されている。

https://85358.diarynote.jp/201612012156323167/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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https://www.youtube.com/watch?v=HNb1RNkjIBg


　もっとも、そう思ってしまったのも俺がこの広場のことしかわからずにいたからで

、実際には都市の各所で立て篭もった連中との銃撃戦、あげくには一般市民を人質

にとっての軍人の反攻、と、ついには逃げ遅れてしまったひとびとの悲惨な争いも多

々あったものらしい。

　ともあれ、中央送路のフタ全体を、持ち上げる必要は、ないはずだった。

　…触手をだして、探る。

　乗り物などはすでに手にはいりはしないだろう。

　けど、でも、わずか一階層分、昇り降りするためにバスをひろう人間も、ふつう居

はしないのだから…

　………あった。

　かつての歩道階段の、入り口。

　人工の緑のうえこみに覆われて、それでも当初は永久封鎖にしようという程のつも

りはなかったのだろう。

　カモフラージュされつつ送風調整所かなにかのようなかおで、ドアはしっかりと階

上に残されているんじゃないか。

　苦労するほどもなく、封印の鍵はとかれた。

「…空気分析。…照明班。」

　すぐうしろでタツトさんが指示を出す。

　異常なし。と判ると工作班が出て、両びらきの扉の左右ともはずしてしまった。

　ひと五人は並んで通れる。暗々とした洞窟が眼下にくちをあく。

「…　行きましょう。」

　もっとも簡単な酸素検出器・松明を手にとって掲げて、俺は、みなを導くべく最初



の一歩を踏みだしたのだった。

　左の腕にはカムちゃん。

　すぐうしろにタツトさんが並び、篤さん、探査班、照明班、とつづく。

　先頭の集団からすこしおくれて裏側組織の ”長老” が、これは一般市民を率いるかた
ちで、いくらかの側近を従え、杖を片手に立った。

　そうして。

　あとにつらなる、長蛇のひとのなみ。

　幾万のひとびとの、生命を他人に仮託した不安と緊張のおももち。

((　救かるわ。大丈夫よ。 ))

　ひゃく数えるたんびに一回。

　俺にいわれたままの間隔でカムちゃんはメッセージを発し続けていた。

　すべての人間に向けて。

((　だからついてくるのよ。そとに、出るために。 ))

　…テレパシーでうそをつくことは出来ないから…。

　俺はカムちゃんを完全に安心させていなければならない。

　自信をもってエネルギーを与え続けなければ、ちいさな女の子の、わずかな動揺が

、いみのないスタンピードを招いてしまう。

　 ”外” という単語がでるたびに、吹きわたる自由な風のイメージを、俺はカムちゃん
の思念波にのせて送った。

　やがて、のこりふたつの扉も開かれて新たな列が加わる。



　直径五十メートルほどの長いながい垂直の円筒形の中央送路の、壁をまくようにし

て三本の階段。

　らせんを描くそれらの上にめいめいが光の先導をおしたてて、地をえぐるように、

進む。

　下へ…　下へと。

　逆説的な、朝日へ向けて…

「百メートルおきに照明班を入れろ。…後続、混乱は？」

｛　ありません。今のところ。 ｝

　通信器で指令をとばすタツトさんの確かな声。

「…よし。のこった市民の救出を続けろ。…おまえらも、遅れるなよ。」

　すでにして ”全員で救かろう” などという理想論は誰のあたまにも不可能事だった
ので。

　俺たちにのこるのはただ、 ”ひとりでも多く” という願いだけなのだ…

　そこの見切りのあまりの難しさは、後尾についた人達にしかわかりはしまい。

((　そとに、出るために。 ))

「　………　きれいねえ…………!! 」

　ふと、探査班のひとむれのなかで女性が感嘆の声をあげた。

　つられて見上げると、

「　うわ…　」

「　凄い。」



「…クリスマス・ツリーみた〜い ♪ 」

　タツトさん、篤さん、カムちゃんも、同様の反応をしめす。

　本当に、みごとだったのだ。これが。

　いつの間にこんなにも下ったのだろう。

　頭上はるかに三筋の人間のらせんが伸びる。

　暗闇をとりまいて幾重にも、規則的な投光器の巨大な明かり。

　そのあいだに無数にまたたく市民たちの懐中電灯。

　輝き。

　そしてまた、浪。

　光の竜はうねりくねりながら地底の奥深くへとくぐもってゆく。

　先頭にたつ俺の松明へと向けて、これはまるでむかし絵本で読んだ中国のおまつり

のよう。

　…祭りの躍り。

　そう、たしかにこれは ”祭祀” なのだろう。

　自分らがこれまで住んでいた、生まれ育った街路への、最期のことほぎの挽歌。

　あるき、くだり、くだり続けて。

　…何時間かがたった頃なのだろうか。

　俺たちは、通路の終点だろうところに、ようやくにして辿り着いたのだった。

　そして。



「…さて…」

　タツトさんが腕組みをして立ち止まり、

「　どうする。」

　なぜか、篤さんに訊く。

　俺は、はっきりいって感応力をとぎ澄まそうとするあまり肉体的な反射がうまく示

せないレベルまで "潜って" しまっていたので、…いわゆる "神懸り" というやつだ…つ
まり、無表情きわまりない人間には話かけづらかった、というだけのことだろう。

「…さあ？」

　篤さんも投げたように首をふる。

「…カミィ？」

「し〜〜〜っ！」

　俺の肩からうしろに乗りだして花夢ちゃんは "お黙り" をしてみせた。

　静かに。

　…そう…

　平静に。

　爆発の衝撃で破られてしまった、さきほどの、 "夢" 。

　「逆」だとささやいた声。その存在が何者であれ、いま俺たちを見護っていてくれ

るだろうことがわかる。

　だから、まちがえるわけには、いかないはずだから…



　そこは。

　中央通路の階段の終点、地底の果てには、昏く寂かに泥緑色のみずうみが横たわっ

ていた。

　各階層への隔壁も含めてすべてシティの外殻と同じ強度に造られている独立した構

造は、さすがに浸水地域のはるか下層におよぶまで水圧による変形を受けつけてはお

らず。

　それでもさすがにドア周辺からの滲み水流が階段を川となって流れ落ちていくのを

発見した時点で、脱出経路が水没してしまうのを懸念した俺たちは自然に速足となり

、けれど、とりあえずそれは杞憂としておわった。

　かなり早期ではあったシティ全体の断エネルギー。

　その原因である、重水動力炉エリアの完全な冠水。

　逆にいえば遊水地となって俺たちの行く手を確保してくれたのだ。

「…で…。　どっちへ？ 」

　タツトさんは今度は花夢ちゃんを俺のスポークスマンとして尋ねた。

　無線からは後にしてきた都市のほぼ全域が水に沈み、避難民・救出部隊ともに撤退

して、入り口であったドアの閉鎖にあたっているとの報告が順次送られてくる。

　この狭い閉鎖空間のなかにいつまでも押しこめられているわけにはいかないのだ。

　圧迫感はパニックを呼ぶ。一般市民に。

　そうして、俺の前で横方向の通路は、二方向へと口をあけていた。

((　………　母さん　…　))

　人の性格を、火や風や大地、ひと、緑、といった七相に分けるならば俺はもろに

"水" に属する人間なのだと、あのひとは言った。



　 "風" を呼ぶのは彼女だ。

　それは草原の、自由の象徴。

「…やっぱ昇り…かな？　こっから南西。」

「しぃ。タツト。清くんの邪魔をしてしまうよ。」

　意識を、どちらの通路にも、最大限まで伸ばしてみる。

　手のとどくかぎりでは、障害はない。

　それでは、やはり、昇る方向へ………？

((　ちがうわ。 ))

　ひらめくように、しかし一瞬のそれは、たしかに触手にふれた。

((　…　花夢ちゃん。 ))

　両のこめかみに手のひらをあてて童女は神めいて小さな瞳をつむっている。

((　…　呼んでる。　…　あっちから。 ))

　その通路へと、俺は無言のまま、手にした松明をなぎ、黙した行列はふたたび動き

始めた。

https://www.youtube.com/watch?v=6Pk1KQXS_Ks
ULTRA SEVEN Song : Live version ウルトラセブンの歌　冬木透指揮　東京交響楽団 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Pk1KQXS_Ks


ひみつ日記

　

　あしもとの埃がかすかに湿りけをおびる。

　天井まで、四メートルほどだろうか。

　幅員もそれに見合うだけある道路は、やや下りの勾配をみせながら、緩やかなカーブをえが

いて、真北へと伸びていた。

　といってサーチライトの照らしだせるのはせいぜい十メートルがとこ先までにすぎない。

　重く、くらく、冷たい壁面がかこむ闇のトンネルをひたひたと押し進む。

　閉ざされた空間に育ったひとびとは、すでに半日ちかくを歩かされ続けて、疲労も限界に近付

いているはずだ。

　本当は誰もかれも、走りだしたい衝動でいっぱいだっただろう。

　すでに、俺たちの入り口、中央送路の上端にあった隔壁はふさぐことに失敗し、そこから瀧の

ように、かつてアトランティスを襲ったのと同じ災厄は、なだれこみつつあったのだ。

　報告が追いついた時点でタツトさん、長老をはじめとする主要メンバーは疲れた脚を踏みし

めて、後方へと、とって返していた。

((　好。 ))

　呼んでみる。

　せなかに何十万の命をしたがえる、その事の重さに、支えが…ほしくて。

((　…　待っていたわ…　))



　けれど闇のなか、ほの白い、少女の影がうかびあがる。

((　光る星のひたいのひと。わたしたちの記憶を、受けとって欲しくて。 ))

((　うん。 ))

　応える。

　記録の少女は頬笑んで、かつて彼女であったものの全てを俺に放ってよこした。

　…　アイ、シテイタ

　ニクンデ　イタ

　殺サレタ。

　追ワレテ、

　コロサレタ。

　カツテコノ都市ニ

　マヒト　ガ　住ンデイタ。

　イマハ　モウイナイ。

　イナイ　…

　………そんなこと。

　そして、((　伝えて。))　という、想い。

　彼女はサキミ（未来視）であったのだから。



　だからこそ、かたり継がれる歴史の、真の重要性を信じて。

((　おゆきなさい。道をね。…あなたに幸運が…　))

　そうして、永くてみじかかった、すべての生涯を終えた。

　残留思念。

　消えたその足元にころがる、泥をかぶった小さなちいさな白骨。

　…泥…

　そう。

　洞路の最下点に達して、流れこむ水はまたくるぶしを埋める高さにまで追いすがろうとして

いた。

　彼方との連絡の慌ただしくなるのが聴こえる。

　そうして。

　俺たちのすぐ眼前で、今まで続いてきた人造の道は切断され。

　遺棄された虚しい復旧工事の残骸だけが、地殻変動さわぎでスライドし陥入した岩盤の硬さ厚

さを、物語っていた。

　…かつて…

　 ”彼ら” は、この事態のあるのを予見し、閉ざされた地底都市を追われ逃げまどった挙句に、チ
ャンスを攫んで最後の賭けにでたのだ。

　激しい地震。

　一瞬にして追手の、狂った群衆を叩き潰した大地解放のエネルギーを間髪の差で逃れて、彼ら

が奈辺へ旅立っていったものか、いまはもう知るすべとてないが。



　地の闇の恐怖にとりつかれた人々は迷信的にみずからの内に閉じこもりたがり、遅々として進

まぬ復旧は出没する少女のマボロシにおびやかされつづけ。

　何年。何十年…

　それでも少女は護っていたのだ。

　扉を。

　自由を、つらぬくすべを…

((　…　愛シ…　ニクンデ、　イタカラ…。 ))

　人柱と、化してまで。

　…そうしておれは全存在としてのちからをこめる。

　…大地よ。おまえも、ひとびとの母ならば…

((　…　シッダールン、アグマニマー　…!!　))

　 ”術” をつかう母さんの呼び声が、一瞬、たましいに、かさなって、ふれた。
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Ｏ　感応力

Ｘ　勘能力。

…あわや見落とすところでした…笑い死んだｗｗｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月1日22:48
　

↑　（９）のしっぽ増えてます。

「　過去のすべては等しく予言とおなじ重みを持つから。　」　1986.10.28.
　

（欄外カキコミ）。
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（12月１日）　ここで終わっている。という…鬼畜ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201612012320284410/

（１１）。　（1987.04.17.改稿。）

2016年12月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

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

とりあえず１冊できたです。（＾＾）

　↓

http://p.booklog.jp/book/111631/read
リステラス星圏史略

古資料ﾌｧｲﾙ

5-X-1-6-1
『未完史』

第１部　第６章　扉をあけて。

１．地底都市パンドラ。

…空中分解 Part.3。
http://p.booklog.jp/book/111631

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　…塞ぎの岩盤が移動する…

　…………少しずつ。…

　耳には聴こえないほどの低周音。

　…地上では地震が起こっているだろう…

https://85358.diarynote.jp/201612012320284410/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612012320284410/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4122022398/
https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI
file:///tmp/puboo/127083/452463/book/111631/read
file:///tmp/puboo/127083/452463/book/111631


　やがて、切断された道のきわに、埋まっていた急な傾斜の、おそらくは工事のさい

に使用されていたものだろう、風の吹き抜ける昇りの入り口が現われた。

　行程はあと三十分も、ない。

　かわらず先頭に立とうとした俺に、しかしいきなり後背の悲鳴がおおいかかった。

　………いけない!!

　たいまつを放り、花夢ちゃんを父親のむねに押しつけて、俺は一歩で何百メートル

だかのうしろに跳びかえる。

　テレポーテーション。

　水は、ついに、中央縦路そのものを埋めつくそうとしていた。

　にぎり潰したアルミ缶のようにへしゃげかける巨大な円筒の壁面を内側から、必死

のちからで押しとどめる。

　間隙をなだれ落ちる水流まではとても、無理だ。

　手がまわらない。

　大地がわだつみを引きよせるのと、おなじだけの、荷重。

　そもそもひとのちからで支えられるものじゃない。

　壁がへしゃべるにつれて内部へとハングしてしまった階段の一本はもう、完全に使

えない。

　たたき落とされた人間たちが、いまは滝つぼと化している渦まく水面からけんめい



に救けだされるのを目にして、上にとり残されたなかでも勇気のある連中は十メート

ルちかい落差にみずから身を躍らせた。

　なわばしごを張ろうとする "裏側" も、あえてそれを制止しようとはしない。

　のこり二本の階段は、それこそ暴走。

　はしれ！

　適者生存。

　ひとにはかまえない。

　ながれこむ水流で、すでに走っているのか、押されて浮いているのか…

　家族のうでをふり捨ててでも、人間は、生きのびるべきものだと、思うから…

　それでいいのだと、いまではおもう。

　下りの横道はほぼ水没し、われと激流に身をたくす度胸のないものは救かるチャン

スを捨てる。

　むこうがわで、さらに細い脱出路に押しあげられるまで、いったい何人の息が続く

のだろう？

　…子供！

　おくれてしまった一行が、勢いに押されて、反対側、旧首都へと通じていたはずの

、行き止まりの昇りのほうへと逃げこまされている。

((　ちがうわ！ ))

　テレパシストが必死で呼びかけても、小さな手足で濁流には逆らいえない。

((　花夢ちゃん、受けとって！ ))

　風のふいているのだろうそこへ、保母さんもまとめて、クラスひとつぶんまるまる



押しやった。

　…外へ…!!

　ひろえるかぎり、意識のない肉体を、草原のなかへ放りあげる。

　…これ以上は…

「…磯原くんっ!!」

　…………だめだ。限界…。

　さいごまで残って救助作業の指揮をとっていた、タツトさんの叫びが聴こえる、よ

うな気もした。

　俺はどうやら、崩れかけた壁面と対峙するかたちで空中浮揚していたらしい。

　じぶんを支えるちからすらも失って、それまでいた宙空のたかみから転がり落ち、

と同時に、ことばどおり堰を切られた水はすべてを我がものにせんと圧し潰す。

　崩壊する中央通路。

「……………磯原くんっ!!　…………　」

　そしてあと、すべては濁流のなか。



https://www.youtube.com/watch?v=HX1iZa1tjN0
Joe Hisaishi - Nausicaa 久石譲『風の谷のナウシカ』
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はたしてここで終わっている。という…鬼畜ｗｗｗ

時間切れ。本にする作業は、明日やります〜☆

（「会田さんバージョン」も残ってるし。）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月4日9:35
　

しろくまCEO（魚雷） @stfed_bear · 2016年12月27日 

https://www.youtube.com/watch?v=HX1iZa1tjN0
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絵を描いた。タイトル「磁気嵐」 
https://pbs.twimg.com/media/C0vC90AUkAA55Sl.jpg
　

　

 



（12月２日）　原稿整理（成仏？）の続き♪

https://85358.diarynote.jp/201612020726049276/

【避難勧告レベル！】⇒【 仁木町 ０．１５７ μ 】。

2016年12月2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 

おはようございます。

０７：１０です。

３連休の最終日。

本日の予定も終日ひきこもり。

料理と掃除と洗濯と…

原稿整理（成仏？）の続き♪

https://www.youtube.com/watch?v=gV26zIE0130
Berserk - Sign (Full Version) 

https://85358.diarynote.jp/201612020726049276/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612020726049276/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161202/85358_201612020726049276_1.jpg
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札幌の気温はプラス４℃。雨。

気温と湿度と線量は正比例して連動しているらしいので、

機嫌と体調はイマイチよろしくありません…（－－＃）…★

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1480630200/1011-0010-101000-201612020710.gif?
t=1480630837
（０７：００〜０７：１０）

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12月02日 05:06】
北海道地方は、引き続き２日夜遅くまで、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。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
2016年12月01日（木）【当日】
　　　　　↑

（－－＃）

http://new.atmc.jp/prefs.cgi?pref=01&mode=
　仁木町　０．１５７ μ
　赤井川　０．１５３ μ
　余市　　０．１４３ μ
　共和町　０．１３５ μ
　泊村　　０．１１１ μ

…救いは、「泊原発が事故ったわけではナイ」という点。だけだな…★

ホワイトフード @whitefood1 · 10 分10 分前 
12月2日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CyoEOTrVIAA0SFB.jpg

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1480630200/1011-0010-101000-201612020710.gif?t=1480630837
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://new.atmc.jp/prefs.cgi?pref=01&mode=
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CyoEOTrVIAA0SFB.jpg


【M4.4】HOKKAIDO, JAPAN REGION 252.7km 2016/12/02 06:06:50JST, 2016/12/01
21:06:50UTC
　↑

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M5.1】北海道北西沖 深さ272.8km 2016/12/02 06:06:48

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年12月02日 05:25】
渡島、檜山地方では、２日夕方まで高波に警戒してください。

［渡島西部］波浪

［檜山北部］波浪

［檜山南部］波浪

［檜山奥尻島］波浪

★地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ53.7km 2016/12/02 05:04:51

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年12月02日 04:26】
宗谷地方では、２日夕方まで暴風雪に、２日昼前から２日夕方まで高波に警戒してく

ださい。

［宗谷北部］暴風雪・波浪

［利尻・礼文］暴風雪・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年12月02日 03:42】
留萌地方では、２日夜遅くまで暴風雪に、２日昼前から２日夜遅くまで高波に警戒し

てください。

［留萌北部］暴風雪・波浪

［留萌中部］暴風雪・波浪

［留萌南部］暴風雪・波浪

ホワイトフード @whitefood1 · 4時間4時間前 
12月2日3時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が131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/CynGniYUsAAAzJB.jpg

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


地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.8】青森県西方沖 深さ9.5km 2016/12/02 02:57:43

★地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ32.2km 2016/12/02 00:45:46

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12月02日 00:18】
次の地域に警報が発表されています。

［石狩北部］暴風雪・波浪

［北空知］暴風雪

［中空知］暴風雪

［後志北部］暴風雪・波浪

［後志西部］暴風雪・波浪

☆地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ58.4km 2016/12/01 22:21:27

☆地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ24.2km 2016/12/01 22:00:19

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年12月01日 21:24】
宗谷地方では、２日明け方から２日夕方まで暴風雪に警戒してください。

［宗谷北部］暴風雪

［利尻・礼文］暴風雪

ホワイトフード @whitefood1 · 10時間10時間前 
12月1日21時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が118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/CylyXGjUQAEpK3R.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年12月01日 21:16】
日高地方では、２日夜遅くまで暴風に、２日明け方から２日夜遅くまで高波に警戒し

てください。

［日高東部］暴風・波浪

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CylyXGjUQAEpK3R.jpg


★地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ44.6km 2016/12/01 20:52:18

☆地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.0】十勝地方南東沖 深さ40.6km 2016/12/01 19:25:25

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年12月01日 19:19】
釧路地方では、２日未明から２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 · 12時間12時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年12月01日 19:16】
空知地方では２日未明から２日昼前まで、石狩、後志地方では２日未明から、暴風雪

に警戒してください。

［石狩北部］暴風雪

［北空知］暴風雪

［中空知］暴風雪

［後志北部］暴風雪

［後志西部］暴風雪

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年12月01日 18:25】
留萌地方では、２日未明から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 · 14時間14時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年12月01日 18:10】
渡島、檜山地方では、２日明け方まで暴風に、２日未明から２日夕方まで高波に警戒

してください。

［渡島東部］暴風

［渡島西部］暴風・波浪

［檜山北部］波浪

［檜山南部］暴風・波浪



［檜山奥尻島］暴風・波浪

★地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M4.1】根室半島沖 深さ96.8km 2016/12/01 15:05:15

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【胆振・日高地方 気象警報 2016年12月01日 16:17】
日高地方では、１日夜遅くから暴風に警戒してください。

［日高東部］暴風

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
12月1日15時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が41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/Cykf0W5VQAAR0Xu.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年12月01日 14:28】
渡島、檜山地方では、１日夜のはじめ頃から２日明け方まで暴風に警戒してください

。

［渡島東部］暴風

［渡島西部］暴風

［檜山南部］暴風

［檜山奥尻島］暴風

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月4日7:22
（★現在、【更新停止】中…★）
　　　　　　↓

2016年12月02日（金）【当日】

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cykf0W5VQAAR0Xu.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


01:00 0.036 0.034 0.035 6 
02:00 0.068 0.035 0.052 6 
03:00 0.076 0.062 0.071 6 
04:00 0.058 0.046 0.052 6 
05:00 0.045 0.038 0.041 6 
06:00 0.038 0.035 0.036 6 
07:00 0.035 0.035 0.035 6 
08:00 0.038 0.035 0.037 6 
09:00 0.049 0.036 0.042 6 
10:00 0.055 0.052 0.053 6 
11:00
 



（12月２日）　これにて「一旦完了」。ｗ（＾＾；）ｗ

https://85358.diarynote.jp/201612021303348781/

２．アトムの子ら。【未完】

2016年12月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4150104476/

アトムの子ら (ハヤカワ文庫 SF 447)

文庫 早川書房 発売:1981/09 441円
 
 
初レビュー日： 2016年12月2日
メーカー　　　： 早川書房
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=8Mw0Y016vyg
君の名は／Radwimps 歌詞付き FULL
 
 
とりあえず１冊できたです。（＾＾）

　↓

http://p.booklog.jp/book/111631/read
リステラス星圏史略

古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-6-1
『未完史』第１部　第６章　扉をあけて。

１．地底都市パンドラ。…空中分解 Part.3。

もう１冊できて、これにて「一旦完了」。ｗ（＾＾；）ｗ

　↓

http://p.booklog.jp/book/111641/read
リステラス星圏史略

古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-6-2『未完史』

https://85358.diarynote.jp/201612021303348781/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612021303348781/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4150104476/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4150104476/
https://www.youtube.com/watch?v=8Mw0Y016vyg
file:///tmp/puboo/127083/452463/3aa5d226458f515db7a7/book/111631/read
file:///tmp/puboo/127083/452463/3aa5d226458f515db7a7/book/111641/read


第１部　第６章　２．アトムの子ら。

https://www.youtube.com/watch?v=u2pWMeAPrG4
Best Star Wars Music By John Williams 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=g1GNAXZMqCs
Superman （スーパーマンのテーマ）

…どっちかってと私のなかで会田サンは
「大岡越前」なんだけど…（＾＾；）…☆
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=OaxHCtLGwqw
大岡越前 メインテーマ Op (完全ver.) 

https://www.youtube.com/watch?v=0tMgybJAbJ4
大江戸捜査網 初期オープニング・エンディング 

…ご本人サマが「洋楽希望」と仰せなので、
由緒正しい？ヒーローもの洋画音楽で…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=mL-rpbdyHKE
インディー・ジョーンズのテーマ 

https://www.youtube.com/watch?v=XAYhNHhxN0A
Mission Impossible Theme(full theme) 

https://www.youtube.com/watch?v=BjDaPOWdx6s
Star Wars Throne Room Theme Song 

例によって古すぎて画像が出ませんが、貼ってあるのはこれです。

⇒アトムの子ら (ハヤカワ文庫 SF 447)

https://www.youtube.com/watch?v=u2pWMeAPrG4
https://www.youtube.com/watch?v=g1GNAXZMqCs
https://www.youtube.com/watch?v=OaxHCtLGwqw
https://www.youtube.com/watch?v=0tMgybJAbJ4
https://www.youtube.com/watch?v=mL-rpbdyHKE
https://www.youtube.com/watch?v=XAYhNHhxN0A
https://www.youtube.com/watch?v=BjDaPOWdx6s


「…そして混乱の大迫害時代、末期にいたってＥＳＰ狩りは過酷をきわめ、そして時
を同じくして、くだんの隕石さわぎは起こったのよ。」

　陽光…おひさま色のながい髪の少女は、半跏趺座のあしをくみかえて話を続けた。

「月の何分の一かの質量とはいえ、そのままのコースでは、もののみごとに正面から

ぶつかるはずで…　夜空に銀の球体がおおきくなるにつれて、ずいぶんな天変地異が
みられたということだわ。

　今残る地表の荒廃のあとには、この時の被害によったものが沢山ある。

　地震、火山の噴火、異常なほどの高潮。

　バンアレン帯や、すでに酸や放射能に侵されつつあった海流、地殻プレートそのも

のにまで影響が出るにおよんで、騒動のなか、第三次世界大戦はなし崩しに終結。

　これは、 "勝者なき敗戦" と呼ばれて、旧国家群のほとんど全てを壊滅させてしまっ
たの。

　人類は、地球まるごとの、滅びを予感したわ。

　そんなとき、だった。アルヴァトーレの始祖がはじめて宇宙にとびだしたのは。」

　会田正行はだまったまま興味深げに宗女姫の熱弁をきいている。

「かれの名はアルカス。正式な発音でなら、ア・ルーカ・スュール。 "到達せし者" 。

　中央アジアの片すみから出て世界中の仲間たちに宇宙空間での建国を呼びかけ、み

ずからは特に能力あるものたちと共に自力で…いいこと、宇宙船も真空服も使わずに
、ということよ…大気圏を離脱。

　最後のキスを地球に投げようとする隕石を捉えて、月に対座するいまの位置に乗せ

、軌道をさだめ、 "第二の月" と名づけてＥＳＰによる所領を宣言したの。



　結果として彼の行動は地球を救ったわ。

　アルカス・ディラ・アルヴァトーレの力はすでに偉大という域を超えて、より 神 に
ちかいものだったと言うもの。

　…これがアルヴァトーレ公国のそもそもの始まりであり、今日に至るまで地球でも
宇宙でも、畏れられ、特殊なちからを保ちつづけてきた理由よ。

　で、それから六十年あまりを経て、わたしの父、Mr. ゴウダ・ユク（豪田 行）が、そ
れまで旧国ごとに分裂していた各コロニー群を糾合して、地表の政情をぎゃくに監視

できるだけの勢力をもった組織を創立したわけ。

　その功績を買われて父は先代の公女デメテア・アルヴァトーレに精子を提供する権

利を得て、公国の援護のもとに宗主の地位についたわ。

　それでもって、いまは彼が宇宙歴を唱えてから二十四年目に、あたるの。」

　要約すればそういった内容のことを、ひと通り話しおえると少女はふっと息をつい

て姿勢を変えた。

　レクチャーを受けたほうはと云えばぅうむと呻ったきり考えこんでいる。

　やがて大圏降下のための時間がやって来て、二人はいやもおうもなく耐Ｇシートに

縛りつけられた。

　長くて短い数分を、しかしアルテミスは慣れているので平然と、マサユキのほうは

むしろ初体験に子供のような興奮を内心に隠しきれない表情で、なんなくやり過ごし

てしまった。

「…う〜〜ん。どうにも、混乱しただけだな。…」

　やがてまた周囲に余人がいなくなると、困ったようにアゴをかきながら、マサユキ

はようやく言った。

「なにが？」



「ぜんぶ。」

「だからどのへんがよ。」

「きっぱり全部。だな。」

　漫才のような会話をとばしながら彼らが何をしているかと云えば、アルテミスが手

にした小さな機械でもって、あらたに閉じ込められた部屋にとうぜん取りついている

盗聴器を "殺して" いるのである。

　すでに地表についた段階で、迎えにでた誘拐作戦の首謀者…ド・ベ大臣といった
…に、聞いているマサユキがつい引きとめたくなるような痛烈な皮肉を浴びせかけ、
なさけ容赦もなく例の "自殺するわよ" と併用して、しっかりイニシアチブは確保した
のだ。

　かといって赤い砂漠の台地のしたに広がる地底王国ユーサリカの、地下宮殿の奥深

くに人知れず幽閉されるというシビアな事実に変わりはない。

「どうせ次の間があるのでしょうが。このわたしを監視役の侍女なんかと一緒におく

つもり？」

　とて、用意されたメイドを追い出して、ひき離されることのないようスイーツルー

ムの続き部屋にマサユキの寝室をわりふってしまうと、けっきょくカボチャの馬車も

ただの野菜にもどって、小女王は『塔のなかの姫君』に、おさまるしかないのであ

った。

（…おとぎ話のパターンにしては、騎士のおまけ付きが変則的ではあったが。）

「…さぞ慌てて取り付けたんでしょうね。ひとりで閉じ込められる予定だったもの。
…量も質も、たいしたことないわ。」

　検知器をみながら指示を出し、マサユキに探し出させたそれは、それでも親指のあ

たまほどのが十三個ばかりある。

　ひといきに握り潰そうとするのをおし留めて、理工系ハードＳＦにつきあい慣れた

人間は器用に指先で分解し、部品べつに手帳のページをちぎってくるむと、空にした

煙草ケースにまとめてポケットへ入れた。



　きょんとして見ている宗女姫に笑いかける。

　敗者復活戦をするのに何が必要になるものか、などと考えているあたり、根はサイ

エンスフィクションよりもスペオペな人間だったりするのである。

　意図をさとると同時に、わざとらしくスパイ映画の気障な仕草をまねた彼にウケて

しまった少女が、くすくすと白い歯をみせた。

　（…続…いてません…★）

https://www.youtube.com/watch?v=U9FzgsF2T-s
007 : James Bond : Theme 

＞聞いているマサユキがつい引きとめたくなるような痛烈な皮肉

…さ、さすが、「なかのひと」アルマンディン兄サマ…っｗｗｗ

黄金のイルレアーナ。

《白》の一族。スレイフィーア。

（ちなみに「隕石を迎え撃つ超能力者」シーンの元ネタは、

むしろ漫画版『幻魔大戦』のラストシーンでございますとも…♪）
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=U9FzgsF2T-s


https://www.ebookjapan.jp/ebj/238679/
＞それは、十数億年という気の遠くなるほど長い戦争だった。宇宙の破壊者「幻魔」との激

闘──。強大な幻魔大王の力は宇宙の大半を破壊し、ついにその魔手は地球に伸びる。幕を開け

るハルマゲドンを前に、今、高校生・東丈（あずまじょう）の超能力が覚醒する！

https://www.youtube.com/watch?v=jAA3-80dwnk
サンダーバード OP(日本放送当時版) & ED 

…ぅ〜わ♪　なっつかしい…っっ♪
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=1_EUkiGOGYU
サンダーバード２号【初出動】THUNDERBIRD ２ 

https://www.youtube.com/watch?v=X1faTFQ-5LQ
Thunderbirds 1, 2, 3 and 4 Launch Sequences 
　↑

…しかしいま見ると、凄い「環境破壊」だなぁこれ…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Onhe7w190DY
Thunderbirds Are Go | Ring Of Fire (Part 1 & 2) 

ぉお♪　！（＾０＾）！　♪♪

https://www.youtube.com/watch?v=VjgA01fUEyo
STAR WARS 　theme　（｢スターウォーズ｣のテーマ）

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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https://www.youtube.com/watch?v=jAA3-80dwnk
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2016年12月2日18:25
　

…ちなみに…

結局、「２０２０年代にイキナリ超能力を持つ若者が異常多発」って…★

…結局、「フクイチ由来」ってことなんじゃ…？？？

…ｗ（－■－；）ｗ…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月2日18:27
※予定としては、来週から一旦

「平和と爛熟の昭和末期」に戻りしま栗鼠マス…☆彡

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月2日19:24

amaちゃんださんがリツイート 
只野婆婆吾 @madameokan · 12月1日 

南アルプスルートという災害リスク - リニア中央新幹線 南アルプスに穴を開けちゃっていいの
かい？ -
 
Yahoo!ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/jigiua8eurao4/11033438.html …
#ブログ #鉄道 #列車 #東海地震とリニア計画

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（12月２日）　＜ 葬儀ベストネット ＞著名人の訃報サービスを終了。

https://85358.diarynote.jp/201612021849148928/

【 北海道 】 札幌 ０．０７８ μ ★（＝＝＃）★／【 南海道 】沖
スタンバイ次第【 Ｍ ８ 】〜／【心筋梗塞が放射能の影響】／事
務所家賃は月４３００万円／ということを一般の人は知らない。

2016年12月2日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

　

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 12時間12時間前 
東日本の家の中は、キラキラ光っています。

http://ameblo.jp/64152966/entry-12224850721.html …
https://pbs.twimg.com/media/Cyn277ZVEAAYKYo.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
アレクセイ・V・ヤブロコフ博士
「37,000 Bq/m2に住むすべての人々に何らかの健康被害。
健康被害は、汚染レベルが高くなるにつれ明確に増大する」

←　ほぼ関東全域が平米37000　キロ当たり570ベクレルを大きく超えている
つまり、東日本は終わってるということ

…ちょお〜ぜつ！ひさしぶりに、「当日」更新中…★
…（－－；）…★　　　　　　　　　↓

2016年12月02日（金）【当日】
01:00 0.036 0.034 0.035 6 

02:00 0.068 0.035 0.052 6 
03:00 0.076 0.062 0.071 6 
04:00 0.058 0.046 0.052 6 
05:00 0.045 0.038 0.041 6 
06:00 0.038 0.035 0.036 6 
07:00 0.035 0.035 0.035 6 
08:00 0.038 0.035 0.037 6 

09:00 0.049 0.036 0.042 6 
10:00 0.055 0.052 0.053 6 

11:00

…ちなみに、図２と図３は、「初期値より数値が減らされている」

ことに注意…★（－－＃）★

http://new.atmc.jp/prefs.cgi?d=day&mode=
（愛知と山口【欠測】）

ホワイトフード @whitefood1 · 3時間3時間前 
12月2日15時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が39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/CypruAqUkAA6g8F.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 9時間9時間前 
12月2日9時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が96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/CyoZLRlUsAAg7LK.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 11時間11時間前 
12月2日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CyoEOTrVIAA0SFB.jpg

…【六ヶ所村】か【東通原発】が、

先日の【地震と津波でコワレタ】

可能性が、かなり高いか…？

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/chart/1480658400/weathermap00.jpg?t=1480667470

https://85358.diarynote.jp/201612021849148928/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
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http://ameblo.jp/64152966/entry-12224850721.html
https://pbs.twimg.com/media/Cyn277ZVEAAYKYo.jpg
http://new.atmc.jp/prefs.cgi?d=day&mode=
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CypruAqUkAA6g8F.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CyoZLRlUsAAg7LK.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CyoEOTrVIAA0SFB.jpg
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/chart/1480658400/weathermap00.jpg?t=1480667470


　↑

【低気圧　９６８　！】

https://twitter.com/jishinkenkyu/status/804588173649031168

amaちゃんださんがリツイート 
地震情報・予知 @jishinkenkyu · 3時間3時間前 
南海道沖 暖水流巨大化 
スタンバイ次第M8〜

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
2016 年10 月31 日をもちまして、著名人の訃報 ・ 葬儀スケジュールなど
＜ 葬儀ベストネット ＞が提供しておりました訃報サービスを終了とさせていただき

ました

http://sougi.bestnet.ne.jp/funeral_famous_service_end.html?rcv_type=1 …
船橋・習志野・八千代　こんなのばっかり　柏市で死者激増を受けて

amaちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
放射能による被曝はベルゴニー・トリボンドーの法則に規定される

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87
…
最初に、もっとも代謝の激しい血球細胞、リンパや腸上皮、血管内壁とガンマグロブ

リンが破壊される

これが免疫機能を激しく破壊するメカニズムだ

難病激増は被曝によるものだ

amaちゃんださんがリツイート 
お散歩日和 @osanpogo5 · 13時間13時間前 
アレルギー疾患

二人に一人だって！

#増えている

amaちゃんださんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 12月1日 
日本の学校は本当にどうなってしまったのか？修学旅行で福島へわざわざ行く学校

やら、原発事故おこしていて現在進行形なのに電力会社の社員を呼んで講演会をし生

徒の前で「原発は絶対安全です」と講演するのを聞かせたり。その話を聞いてなにも

思わないのだろうか？教員たちは、もはや死んでいるすべて

amaちゃんださんがリツイート 
いわた・きよし（岩田清） @Kiyoshi_IWATA · 11時間11時間前 
@tokaiama 気象庁も、例によって、情報工作していると勘繰られるので、福一原発の
動画部分を切り出してGIF動画にしました。　コマ間隔＝30㍉秒（オリジナルのMP4動
画のコマ間隔＝29.97fps＝29.97㍉秒）です。
http://yoshi-tex.com/Fuku1/100314/100314Opt30ms.gif …

https://www.youtube.com/watch?v=u2pWMeAPrG4
Best Star Wars Music By John Williams 

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 20時間20時間前 
"lllpuplll 2016/3/19
九州に移住後・・・

①足の裏が痛い

　　↓

　東京からもってきたスニーカー（靴）を捨てる

　　↓

　痛みが消えた

②「アタマ」と「ノド」を締め付けるような痛み

　　↓

　東京からもってきた枕を捨てる

　　↓

　痛みが止まった

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 20時間20時間前 
Casey_Matsuoka

結局は福島のコメも出荷。

魚も規制しない。

肉の産地偽装は重罰を課さない。

そして瓦礫も拡散、

いぐさも全国に畳になって出回る。

原発が止まる前に子供達の心臓が

止まってしまうのを

ただ呆然と眺める以外、

日本人には残っていないということか。

https://twitter.com/jishinkenkyu/status/804588173649031168
http://sougi.bestnet.ne.jp/funeral_famous_service_end.html?rcv_type=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87
http://yoshi-tex.com/Fuku1/100314/100314Opt30ms.gif
https://www.youtube.com/watch?v=u2pWMeAPrG4


…事実は、未来予知より、さらに奇なり…★

…（－－；）…★

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 20時間20時間前 
roarmihoko
肥田先生

「最近出たロシアの論文によれば

　セシウム137は遅効性でなく、

　その場で即心臓の筋肉に

　支障をきたすとある。

　福一に最初に入った

　労働者の方が2日後に

　心筋梗塞で亡くなったのは

　それではないかと今は思っている。」

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 20時間20時間前 
Lulu__19
心筋梗塞が放射能の影響ということを

一般の人は知らないので

（政府もマスコミも言いません）

みんな体調が悪くなって、

おかしいと思っているうちに死んでいる。

東京の状況です

amaちゃんだ @tokaiama · 12月1日 
ガリガリに痩せた愛子ちゃん

皇居はキロあたり数千ベクレルの汚染　強制移住水準の場所も多い

オマケに皇室の食材は、那須地方の御料牧場製　異常が出ない方がおかしい

https://t.co/iGpGMumJeV

amaちゃんださんがリツイート 
m TAKANO @mt3678mt · 20時間20時間前 
安倍政権下で防衛費が年々膨らんで過去最大に。これと反比例する形で年々下がって

いるのが「報道の自由度ランキング」だ。こちらは民主党政権下の11位から調査開始
以来最低の72位に。これを対比すれば、この政権の歪んだ性格が浮き彫りなる。

amaちゃんださんがリツイート 
金吾@みんなでこの国変えましょうよ！ @kingo999 · 11月30日 
東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の事務所の家賃は月４３００万円。こ

れを知ったら、ボランティアなんてやる気が起きないのでは。

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月2日19:29
　

…まぁとりあえず、

ご飯つくって、

掃除して、

洗濯して、

…明日からまた地獄バイトなので…

寝ますよ…。
 

https://t.co/iGpGMumJeV
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（12月３日）　サイアク 「 ニグルの木の葉 」。

https://85358.diarynote.jp/201612030721245812/

【 函館 ０．０８４ μ 】／【 低気圧 ９６０ ㏋ 】。

2016年12月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

　

https://www.youtube.com/watch?v=8Mw0Y016vyg
君の名は／Radwimps 歌詞付き FULL 

おはようございます。

０７：００ジャストです。

再び地獄の４連勤の初日。（－－；）★

札幌は０℃。

無風。晴天。（＾ｗ＾）ｇ

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1480716000/1011-0010-101000-201612030700.gif?
t=1480716641
（０６：５０〜０７：００）

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 

https://85358.diarynote.jp/201612030721245812/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612030721245812/
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http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1480716000/1011-0010-101000-201612030700.gif?t=1480716641


【北海道地方 気象情報 2016年12月03日 05:00】
北海道地方に発表されていた警報はすべて解除となりましたが、引き続き３日夕方に

かけて強風や高波に注意してください。

…双子座は占いによると今日は
「ロクデモナイヒ」なんですが…（ーー；）★

とりあえず、通勤路は楽しめそうです…♪

あ、昨日、２つ分冊完了してるので…土日はお暇だというかた、お立ち寄り下さいませ…♪
　↓

http://p.booklog.jp/book/111631/read
リステラス星圏史略

古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-6-1
『未完史』第１部　第６章　扉をあけて。

１．地底都市パンドラ。…空中分解 Part.3。

http://p.booklog.jp/book/111641/read
リステラス星圏史略

古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-6-2『未完史』
第１部　第６章　２．アトムの子ら。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年12月02日（金）【当日】

（－－＃）

地震マップ @eq_map · 33 分33 分前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ46.4km 2016/12/03 07:35:04

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ90.8km 2016/12/03 05:13:46

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 

file:///tmp/puboo/127083/452463/book/111631/read
file:///tmp/puboo/127083/452463/book/111641/read
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年12月02日 23:05】
石狩地方では、３日明け方まで暴風雪に警戒してください。

［石狩北部］暴風雪

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年12月02日 22:42】
渡島、檜山地方では、３日明け方まで高波に警戒してください。

［渡島西部］波浪

［檜山南部］波浪

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ112.5km 2016/12/02 21:42:50

ホワイトフード @whitefood1 · 10 時間10 時間前 
12月2日21時33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
https://pbs.twimg.com/media/Cyq-Q7oUsAE4cB4.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
赤い地域にいくつもの警報・注意報が出ています。

暴風雪（風雪）、暴風（強風）、大雪、波浪、なだれ、着雪。

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

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年12月02日 16:42】
石狩地方では、３日明け方まで暴風雪に警戒してください。石狩、後志地方では、２

日夜遅くまで高波に警戒してください。

［石狩北部］暴風雪・波浪

［後志北部］波浪

［後志西部］波浪

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
12月2日15時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が39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/CypruAqUkAA6g8F.jpg

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cyq-Q7oUsAE4cB4.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CyqSVuCUUAEZcYM.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CypruAqUkAA6g8F.jpg


【M3.1】根室半島沖 深さ30.9km 2016/12/02 11:23:29

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年12月02日 11:01】
石狩、後志地方では、２日夜遅くまで暴風雪に、２日夜のはじめ頃まで高波に警戒し

てください。

［石狩北部］暴風雪・波浪

［後志北部］暴風雪・波浪

［後志西部］暴風雪・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年12月02日 10:18】
檜山地方では、２日夕方まで暴風に警戒してください。渡島、檜山地方では、２日夕

方まで高波に警戒してください。

［渡島西部］波浪

［檜山北部］波浪

［檜山南部］暴風・波浪

［檜山奥尻島］暴風・波浪

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 � Елизовский район, Россия 
【M4.7】NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 110.3km 2016/12/02
10:16:08 JST

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年12月02日 09:56】
宗谷地方では、２日夕方まで高波に警戒してください。

［宗谷北部］波浪

［利尻・礼文］波浪

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
12月2日9時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が96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/CyoZLRlUsAAg7LK.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
12月2日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CyoZLRlUsAAg7LK.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/


http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CyoEOTrVIAA0SFB.jpg

地震マップ @eq_map · 12月1日 
【M4.4】HOKKAIDO, JAPAN REGION 252.7km 2016/12/02 06:06:50JST, 2016/12/01
21:06:50UTC

http://85358.diarynote.jp/?day=20161203
http://85358.diarynote.jp/?day=20151203
http://85358.diarynote.jp/?day=20141203
http://85358.diarynote.jp/?day=20131203
http://85358.diarynote.jp/?day=20121203

http://85358.diarynote.jp/?day=20111203

http://85358.diarynote.jp/?day=20101203
http://85358.diarynote.jp/?day=20091203
http://85358.diarynote.jp/?day=20081203
http://85358.diarynote.jp/?day=20071203

http://76519.diarynote.jp/?day=20071203
http://76519.diarynote.jp/?day=20061203

…とりあえず「進む方向」は…
ゼッタイ間違ってねぇ…！（＾＾）！
　↓

http://85358.diarynote.jp/201112040951461242/
http://76519.diarynote.jp/?day=20061203

…まぁ、こうは堕さない「ホンモノの物語」を描き出すことを目指して、
サイアク「ニグルの木の葉」まで持ち越しの覚悟も決めて、

地道に匍匐前進で、

「微力を尽くして」精進したいと思いますぅ…☆彡

https://pbs.twimg.com/media/CyoEOTrVIAA0SFB.jpg
http://85358.diarynote.jp/?day=20161203
http://85358.diarynote.jp/?day=20151203
http://85358.diarynote.jp/?day=20141203
http://85358.diarynote.jp/?day=20131203
http://85358.diarynote.jp/?day=20121203
http://85358.diarynote.jp/?day=20111203
http://85358.diarynote.jp/?day=20101203
http://85358.diarynote.jp/?day=20091203
http://85358.diarynote.jp/?day=20081203
http://85358.diarynote.jp/?day=20071203
http://76519.diarynote.jp/?day=20071203
http://76519.diarynote.jp/?day=20061203
http://85358.diarynote.jp/201112040951461242/
http://76519.diarynote.jp/?day=20061203


　↓

amaちゃんだ @tokaiama · 11月30日 
私はインターネットの普及を「真実の普及」だと勘違いしていた

事実は「バーチャルの普及」にすぎなかったのだ

ネットの情報は、現実を知らず、実際の体験も拒否する無知蒙昧で誤った情報を洗脳

された膨大な若者の群れを生み出したのだ

彼らこそ、安倍晋三自民党という稀代の大嘘つきの支持者だった

amaちゃんだ @tokaiama · 11月30日 
若者達はネットゲームを通じて、バーチャル戦争を体験し、それが現実の世界で起き

ていることだと勘違いしはじめた

ゲーム戦争では、見せかけの血しぶきが飛んだとしても誰も苦しまず、痛まず、遺さ

れた家族にも悲痛はない

飢えもなく、水や食料は必要とせず、安全な環境も不要

これが戦争なのだと

amaちゃんだ @tokaiama · 11月30日 
若者達はネットゲームの世界を現実のものと勘違い、錯覚させられるようになり、血

が出ない殺戮、誰も悲しまない、苦しまない戦争があるかのように思い始めた

何もかもバーチャルな大嘘つき世界だったのだ

これを真実と思いこんだ若者達が「ネトウヨ」として現実社会に勢力を作り始めたの

だ

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月3日7:33
　

０５９

０９５…８☆
　

　

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3日7:59
　

０５９０９６０☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月3日8:53
　

ルーン占い◇X 望月潮 @sioblu · 16時間16時間前 

明日、12月3日の雰囲気です。強い運気が吹き抜けていくような日です。利用して羽ばたく人もい
るかも。吹き飛ばされる人もいるかも。強い嵐の時には、あれこれ不具合も出てきますが、太陽

風の時にはオーロラが見えるように、美しい良いこともあります。どこに着目するかで運気が分

かれる日です。

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


（12月３日）　アルパカ狼さんが居ないけど、

https://85358.diarynote.jp/201612030912165511/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月3日15:32
　

札幌は一見平穏。

空気は変で喉が痛い。(∋_∈)

個人的には（星占いの悪さの割には）静穏。

アルパカ狼さんが居ないけど、

レインリリーさんが隣(^_^)だし
観賞価値の高いビクーニャさんがフロア内を回遊してるので、精神安定作用は高いです…♪

(^-^)g
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月3日15:56
　

激睡魔。(-”-;)

東海の脳べくれ増殖中。(-”-;)
 
　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201612032059305805/

黒ゴジラの逆襲ｗ o(^-^)o

2016年12月3日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (1)
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/201612032059305805/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
https://85358.diarynote.jp/201612032059305805/
file:///tmp/puboo/127083/452463/3aa5d226458f515db7a7/10140/epub/OEBPS/image/85358_201612032059305805_1.jpg


旨かった♪ (‾ー+‾)ニヤリ

写真と本文はまた明日。(^。^;)

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月3日22:25

先ほど無事帰投。(^_^)v

心身ともに堅調。o(^-^)o

レインリリーさんが隣席に居てくれると、すっごく精神安定に良いです〜♪

♪( ^_^)人(^_^ )♪

あんど、半田屋の

【黒ゴジラ】カレーは今回も、

やっぱり旨ぇ〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

おなかいっぱい〜ぬくぬく♪

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


漫画読んで寝ま〜す♪

(^o^)／
 
 



（12月４日）　絶賛（＝＝＃）更新停止中…★

https://85358.diarynote.jp/201612040739575469/

【モニタリング・ポスト】更新停止中。

2016年12月4日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8
Pirates of the Caribbean Soundtrack Compilation 

おはようございます。

０７：０７でした♪

前項とりあえず写真だけ貼りました。

旨いわ、半田屋のカレーシリーズ…♪

（もちろん定番「ライスカレー」も美味い。）（けど、「辛くない」のね…☆）

さて札幌はプラス２℃。（＠＠；）★

本日の予想最高気温…１１℃…？！

https://85358.diarynote.jp/201612040739575469/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612040739575469/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161204/85358_201612040739575469_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161204/85358_201612040739575469_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161204/85358_201612040739575469_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8


ｗ（＠◆＠；）ｗ

…先日、１１月中に、マイナス４℃まで下がった…

アレは何だったんでせうか…？？？

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年12月02日（金）【当日】

絶賛（＝＝＃）更新停止中…★

★地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 � 北海道 浦幌町 
【M2.7】十勝地方 深さ85.2km 2016/12/04 05:01:51

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M3.1】苫小牧南方沖 深さ79.0km 2016/12/04 01:11:19

◆地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ37.4km 2016/12/04 00:29:48

☆地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.6】根室地方 深さ135.4km 2016/12/03 19:16:30

★地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 北海道 池田町 
【M2.7】十勝地方 深さ31.7km 2016/12/03 18:28:26

◆地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M3.3】青森県東方沖 深さ33.8km 2016/12/03 18:11:56

☆地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.6】国後島近海 深さ83.3km 2016/12/03 17:43:51

◆地震マップ @eq_map · 12月2日 
【M2.5】青森県東方沖 深さ46.4km 2016/12/03 07:35:04

 
 

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


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月4日8:36

cmk2wlさんがリツイート 

ｗｗｗ

　↓

汁ゴリラ @bolick_frank · 12月1日
 
ツイッターを議論の場と勘違いしてる人がいるけど、

 
ツイッターは基本ひとりで奇声をあげたり壁に向かって話しかけたりする場だからな。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月6日7:04
2016年12月04日（日）【前日】
01:00 0.033 0.032 0.033 6 
02:00 0.033 0.032 0.033 6 
03:00 0.033 0.032 0.033 6 
04:00 0.033 0.032 0.033 6 
05:00 0.033 0.033 0.033 6 
06:00 0.033 0.033 0.033 6 
07:00 0.033 0.032 0.033 6 
08:00 0.033 0.033 0.033 6 
09:00 0.033 0.033 0.033 6 
10:00 0.033 0.033 0.033 6 
11:00 0.033 0.033 0.033 6 
12:00 0.033 0.032 0.033 6 
13:00 0.034 0.032 0.033 6 

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


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 0.032 0.033 6 
19:00 0.033 0.032 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 0.033 6 
23:00 0.033 0.032 0.032 6 
24:00 0.033 0.032 0.033 6
 



（12月４日）　せっかくアルパカ狼さんが居るのに、見ている暇もないよう〜
…(ToT)／…★

https://85358.diarynote.jp/201612040811363493/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月4日15:18
　

厄日。┐(’〜`；)┌

まぁ両脇に、ごく普通かつ常識的に反応してくれる良い人たち（内一人はレインリリーさん）が

居てくれてるので愚痴の言い甲斐もあろうというものですが。

σ(^◇^;)。

…にしても、せっかくアルパカ狼さんが居るのに、見ている暇もないよう〜…(ToT)／…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月4日22:11

先ほど無事帰投。(^_^;)

アルパカ成分不足ッ＼(`O´θ／

…と声を大にして暴れたい以外はまぁ大厄はなかったです…☆

┐(’〜`；)┌

漫画読んで

ごはん食べて

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


寝ます☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月5日9:01
　

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前  
cmk2wlさんが雪裏の梅花をリツイートしました

うん。楢葉で開催っていうのだからひどい話。

人間ロボットになって事故収束作業ができるんじゃないの。

 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（12月５日）

https://85358.diarynote.jp/201612050735002861/

【 泊原発 『直撃』 津波 】 危機。

2016年12月5日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

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 

おはようございます。０７：０７でした♪　（＾＾）

個人的には心身ともに堅調。

たっぷりしっかりぬくぬく眠れて、

自力整体もできて、ご機嫌良し。

ご飯もたくさん買い込んであります…♪

…で。（－－；）しかし…

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1480889400/1011-0010-101000-201612050710.gif?
t=1480890040

https://85358.diarynote.jp/201612050735002861/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612050735002861/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161205/85358_201612050735002861_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161205/85358_201612050735002861_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161205/85358_201612050735002861_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lBN7dPtNSuU
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1480889400/1011-0010-101000-201612050710.gif?t=1480890040


（０７：００〜０７：１０）

札幌は「プラス！」８℃もあります…。
？（＠＠；）？

先日マイナス４℃だったのに…
そして明日はマイナス２℃で「猛吹雪」の予想なのに…

…どう少なく見積もっても、「異常気象」としか、言いようがないですね…★
…（ーー；）…★

昨日の国内の有感地震もハンパナイ回数でしたし…★

さて。さくさく逝きます…★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年12月02日（金）【当日】 

…ｗ（－－＃）ｗ…★

ホワイトフード @whitefood1 · 5時間5時間前 
12月5日2時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が64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/Cy2OyetUsAEGWP8.jpg

…画像２と３を診て頂ければ、現在「泊原発【直撃】津波」の危険性があることは、ご理解いた
だけると思います…（－－；）…★

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.6】積丹半島北西沖 深さ7.7km 2016/12/05 03:38:09

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 鶴居村 
【M2.6】釧路地方 深さ126.4km 2016/12/05 01:54:25

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cy2OyetUsAEGWP8.jpg


地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 天塩町 
【M2.8】宗谷地方 深さ19.9km 2016/12/04 23:53:43
　↑

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 天塩町 
【最大震度2】(気象庁発表) 留萌地方中北部 深さ約10km M2.9 4日23時53分頃発生 

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 � 北海道 置戸町 
【M3.3】網走地方 深さ199.0km 2016/12/04 21:47:53

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.5】津軽海峡 深さ142.3km 2016/12/04 20:21:26

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 北海道 初山別村 
【M3.9】北海道北西沖 深さ194.9km 2016/12/04 19:38:57

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 北海道 津別町 
【M2.8】弟子屈付近 深さ147.9km 2016/12/04 18:48:24

地震マップ @eq_map · 12月3日 
【M2.5】青森県東方沖 深さ71.6km 2016/12/04 07:56:59

https://www.youtube.com/watch?v=6F5vBsY9VZ8
Danny Boy (Brassed off!) 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月7日6:33
2016年12月05日（月）【前日】
01:00 0.033 0.032 0.033 6 

https://www.youtube.com/watch?v=6F5vBsY9VZ8
https://85358.diarynote.jp/
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02:00 0.033 0.032 0.033 6 
03:00 0.034 0.033 0.033 6 
04:00 0.033 0.032 0.033 6 
05:00 0.033 0.033 0.033 6 
06:00 0.034 0.033 0.033 6 
07:00 0.034 0.033 0.033 6 
08:00 0.033 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 0.034 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 0.033 6 
19:00 0.033 0.032 0.033 6 
20:00 0.034 0.032 0.033 6 
21:00 0.033 0.033 0.033 6 
22:00 0.035 0.034 0.034 6 
23:00 0.035 0.034 0.034 6 
24:00 0.034 0.033 0.033 6
 



（12月５日）　「アルパカ成分不足ッ★」　＼(`O´θ／キック！

https://85358.diarynote.jp/201612051529567867/

最近のお気に入り♪ (*^_^*) ♪

2016年12月5日 グルメ コメント (2)
　

東光ストアの

惣菜コーナーの新商品、

『北海道ごぼうの甘辛揚げ』

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

…と踊ってしまうほど旨くて

ハマってます♪♪ (^o^)／

（写真はまた後ほど…☆）
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月5日22:14
　

先ほど無事帰投。個人的には

「アルパカ成分不足ッ★」

＼(`O´θ／キック！
と叫んでいる以外は、

心身ともに意気軒昂。(^_^;)

https://85358.diarynote.jp/201612051529567867/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=226
https://85358.diarynote.jp/201612051529567867/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161205/85358_201612051529567867_1.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


…札幌はこの時間でまだ

プラス６℃！(‾○‾;)！

…もある異常気象…(・_・;)★

無風曇天で無気味なほどに穏やか。…(^。^;)…
なまぬるくて怪談やりたくなるくらいです…σ(^◇^;)。。。

一体どのへんに【明日猛吹雪】の兆候があるのか…(・_・;)？
…？(・ω・;)(;・ω・)？…

…むしろ予報官の正気を疑いたくなるレベルです…
ヽ（・＿・；）ノ

いつ何があっても後悔が少ないように…。。。(〃_ _)σ‖

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12月6日21:51
　

…どんぐりのパン生地が
日に日にマズくなっていくので

私はとても哀しい。(T_T)。

今週のカレーパンときたら、

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


こりゃ何だ？

札幌スケートリンク（路面が立体氷結してガリバリ）か？

(-_-#)

…とか思うくらい、皮のパン粉が、固くてマズい…(ToT)…★
　

　

 



（12月６日）　リーズナブルな贅沢（？）

https://85358.diarynote.jp/201612060654591816/

なんちゃって『ノン・アルコール・ワイン』の密造…ｗ　（嘘）

2016年12月6日 Ｃ級ぐるめ？倶楽部☆
　

「最近ハマっているもの」その２。

（＾ｗ＾；）

「野菜ジュースの

　グレープフルーツ・ジュース割り」ｗｗｗ

なんか思いつきで造ってみたらｗ

あら不思議ｗ

見ためは濁ってますけど、飲み口がワインにそっくり…（？）。

☆（＾ｗ＾）ｇ

しかもコレ呑み始めてから、ぐっと体調が良くなりました…♪♪

まぁ下手にバカ高い「不健康」ドリンクなんか買うより…

よっぽど、リーズナブルな贅沢（？）なので、是非一度、お試しください…♪

（たぶん「なんちゃってホットワイン」にしても、美味しいんじゃないかな…）

https://85358.diarynote.jp/201612060654591816/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=9


（12月６日）　核戦争後の世界を描いた小説。

https://85358.diarynote.jp/201612060725361155/

【 冬 時 間 】 開始…？

2016年12月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

　

https://www.youtube.com/watch?v=8_po-KTu2Js
Canadian Brass "Winter" Vivaldi 

あらためまして、おはようございます。

０６：３９です。（＾＾；）

りある早いですね…☆彡

さてまずお詫びを。（＾＾；）

昨夜、前々項コメントで、

…札幌はこの時間でまだ
プラス６℃！(‾○‾;)！

https://85358.diarynote.jp/201612060725361155/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612060725361155/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161206/85358_201612060725361155_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161206/85358_201612060725361155_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161206/85358_201612060725361155_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8_po-KTu2Js


…もある異常気象…(・_・;)★
無風曇天で無気味なほどに穏やか。…(^。^;)…
なまぬるくて怪談やりたくなるくらいです…σ(^◇^;)。。。

一体どのへんに【明日猛吹雪】の兆候があるのか…(・_・;)？
…？(・ω・;)(;・ω・)？…

…むしろ予報官の正気を疑いたくなるレベルです…
ヽ（・＿・；）ノ

…なんて書いちゃいましたが、さすが予報官サマ…！☆

風はまったく無いので吹雪じゃないですが…
気温もプラス１℃もありますが…

猛雪です…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

…てことで「雪中 徒歩 通勤」決定…☆彡

てことで、３０分早く運行しております…☆

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年12月05日（月）【当日】

（－－＃）

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年12月06日 04:07】
檜山地方では、６日昼前から６日夕方まで暴風雪に警戒してください。

［檜山南部］暴風雪

［檜山奥尻島］暴風雪

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 浦河沖 深さ約70km M3.8 6日04時02分頃発生 

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


地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ96.8km 2016/12/05 13:11:40

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 � 北海道 南富良野町 
【M3.8】大雪山系 深さ159.8km 2016/12/05 10:53:46

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 � 北海道 豊頃町 
【M3.2】十勝地方 深さ107.8km 2016/12/05 08:45:23

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月6日8:29

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年10月14日 

核戦争後の世界を描いた小説 ”洪水のあと” 著者のP・C・ヤシルドは核攻撃の演習にも参加。核戦
争防止国際医師会議メンバー。「いいかい、雨はなるほどこれっぽっちも汚染されていないよう

な味がするかもしれん・・・でも、その雨粒にはまだ白い灰が混じっているかもしれないんだ。

」

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月7日6:36
2016年12月06日（火）【当日】
01:00 0.034 0.033 0.033 6 
02:00 0.038 0.034 0.036 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.041 0.038 0.040 6 
05:00 0.056 0.041 0.048 6 
06:00 0.063 0.059 0.062 6 

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


07:00 0.059 0.053 0.055 6 
08:00 0.053 0.049 0.051 6 
09:00 0.049 0.044 0.047 6 
10:00 0.042 0.041 0.041 6 
11:00 0.043 0.043 0.043 6 
12:00

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月8日7:35
2016年12月06日（火）【前日】
01:00 0.034 0.033 0.033 6 
02:00 0.038 0.034 0.036 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.041 0.038 0.040 6 
05:00 0.056 0.041 0.048 6 
06:00 0.063 0.059 0.062 6 
07:00 0.059 0.053 0.055 6 
08:00 0.053 0.049 0.051 6 
09:00 0.049 0.044 0.047 6 
10:00 0.042 0.041 0.041 6 
11:00 0.043 0.043 0.043 6 
12:00 0.043 0.041 0.042 6 
13:00 0.041 0.041 0.041 6 
14:00 0.042 0.040 0.041 6 
15:00 0.045 0.039 0.040 6 
16:00 0.048 0.042 0.045 6 
17:00 0.042 0.037 0.040 6 
18:00 0.036 0.034 0.035 6 
19:00 0.034 0.032 0.033 6 
20:00 0.032 0.031 0.032 6 
21:00 0.032 0.031 0.031 6 
22:00 0.031 0.031 0.031 6 
23:00 0.031 0.031 0.031 6 
24:00 0.031 0.031 0.031 6
 

https://85358.diarynote.jp/
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（12月６日）　厄日。札幌０.０６３μ。(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201612060834241386/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月6日16:27
　

厄日。札幌０.０６３μ。(-_-#)

の中を徒歩通勤しちゃって

表皮と眼が痛い。(∋_∈)★

東海地方では大の大人が、

インフルエンザですらない

「ただの風邪」で、

入退院を繰り返したり、

ポックリ死んだりが

多発しているらしい…

…(-”-;)…★

ニュースにすらならない。

気づけ。いいかげん…

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月6日16:30

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


　

地震ぱねぇ。(‾○‾;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月6日23:03
　

先ほど無事帰投。(^。^;)

中らないのではと思わせた昨日の予報すらサックリぶっちぎって、まさかのマイナス５℃まで急

降下。

(‾○‾;)★

昼間はプラス気温だったので、溶けかけた雪が立体氷結彫刻と化して、町中が凶器というか、

デス・トラップ状態です…

ヽ（・＿・；）ノ

個人的には何か激しく苛々する１日でしたが、おそらく磁気嵐か地震体感のせい。(-”-;)

帰り際に良いことが２回も有ったので、他の記憶は消去！

┐(’〜`；)┌

漫画読んで

ごはん食べて

寝ます☆

　

　

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

2016年12月7日8:42
　

ネイロ*neiro* @meguminoneiro · 12月3日  
　

地磁気でてるせいか

人身とか車とか電車で

いらいらとか

なるべく冷静にコントロールしたほうがよさそうな流れ(´·_·`)

びりびり心地よくないよね

しょうがないよ

我にかえるように安静にしといたほうがよさそうです

本日は早めの睡眠必須です

#地球の空気
 



（12月７日）　早寝早起き、規則正しい生活習慣は、WITCHや仙人の基本条件です
とも…☆彡

https://85358.diarynote.jp/201612070642185248/

【 岩見沢０．０７３ 】。

2016年12月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8
Pirates of the Caribbean Soundtrack Compilation 

おはようございます。

０６：２７です。

早いですね。

（＾＾）

…早寝早起き、規則正しい生活習慣は、WITCHや仙人の基本条件ですとも…☆彡

めざせ（＾＾）ｇ ながいき♪

札幌はマイナス４℃。キンキンです。

画像１は昨日の通勤ルートです…☆

https://85358.diarynote.jp/201612070642185248/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612070642185248/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161207/85358_201612070642185248_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161207/85358_201612070642185248_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161207/85358_201612070642185248_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8


http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481059800/1011-0010-101000-201612070630.gif?
t=1481060439
（０６：２０〜０６：３０）

そんで再び３連休の初日。

なんだか今年は規則正し過ぎて？あっという間に終わりに近づきました…☆

ｗ（＾＾；）ｗ…★

いいんだか悪いんだか判らん…★★
（－－；）…★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年12月06日（火）【当日】

…どうやらこれは「規則正しく１日遅れ」
（あんど土日祝は更新停止）が、

「標準装備」？になったようですね…？？？

…ｗ（＾へ＾＃）ｗ…★

ホワイトフード @whitefood1 · 11時間11時間前 
12月6日19時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が50箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cy_JG2mUQAAOYPq.jpg

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.6】十勝地方南東沖 深さ60.5km 2016/12/06 18:45:33

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【上川・留萌地方 気象警報（解除） 2016年12月06日 18:22】
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。

上川、留萌地方では、風雪に注意してください。上川地方では、大雪やなだれに注意

してください。留萌地方では、高波に注意してください。

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 � 日本 

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481059800/1011-0010-101000-201612070630.gif?t=1481060439
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cy_JG2mUQAAOYPq.jpg


【M3.3】苫小牧南方沖 深さ107.0km 2016/12/06 17:11:37

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報（解除） 2016年12月06日 16:08】
渡島・檜山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。

渡島、檜山地方では、７日明け方まで風雪に、７日昼前まで高波に注意してください

。

ホワイトフード @whitefood1 · 17時間17時間前 
12月6日13時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が388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/Cy92kRGUQAAMyUF.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
12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/Cy8qlVvVQAAnACc.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
12月6日7時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が447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/Cy8j-T_UcAEaVXv.jpg

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月7日9:20
　

…いま、うちの窓辺に陽が当たって、

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cy92kRGUQAAMyUF.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cy8qlVvVQAAnACc.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cy8j-T_UcAEaVXv.jpg
https://85358.diarynote.jp/
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…雪崩れが起きました…ｗｗｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月9日7:29
　

2016年12月07日（水）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.032 0.031 0.031 6 
07:00 0.032 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.031 0.031 6 
09:00 0.031 0.031 0.031 6 
10:00 0.031 0.030 0.031 6 
11:00 0.031 0.030 0.031 6 
12:00 0.031 0.030 0.031 6 
13:00 0.031 0.030 0.031 6 
14:00 0.032 0.030 0.031 6 
15:00 0.031 0.030 0.031 6 
16:00 0.031 0.030 0.031 6 
17:00 0.031 0.031 0.031 6 
18:00 0.031 0.031 0.031 6 
19:00 0.031 0.031 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.031 6 
21:00 0.031 0.031 0.031 6 
22:00 0.032 0.031 0.031 6 
23:00 0.032 0.031 0.031 6 
24:00 0.031 0.031 0.031 6 

…もはや、「全てのデータは信用できない」という状況に…（－－；）…★
 

https://85358.diarynote.jp/
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（12月７日）　「…え〜い、あみだにしてやるッ!!」

https://85358.diarynote.jp/201612071307048994/

『ヒーロー交差点シリーズ』　（設定）。

2016年12月7日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=Yfh6azHw7Fk
めざせモスクワ【和訳歌詞付き】

体調不良。（－－＃）１２：５１。

家事の予定でしたが昨日の被曝と低血糖（職場イヤガラセによる激空腹）の疲れで

激睡魔と極度の貧血起こしてダウンして

２時間？「半分気絶」睡眠してました…★（夢見が悪いのよ★）
★（－－＃）★

んで、血管内のエネルギーを使い果たした間脳さんから生命維持の危機を訴えられて、

「これ以上　寝る前に　メシを喰えッ！」

…と、むりくり叩き起こされたので土鍋でご飯を温めて…
…（＾＾；）…

まだ熱すぎて食べられないので、先に原稿で遊びますか…★★

https://www.youtube.com/watch?v=yfwRcNlVRx8
Y.M.O 過激な淑女

『 ヒーロー交差点シリーズ 』

https://85358.diarynote.jp/201612071307048994/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612071307048994/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/B000J856VG/
https://www.youtube.com/watch?v=Yfh6azHw7Fk
https://www.youtube.com/watch?v=yfwRcNlVRx8


シグナル・緑（グリーン）　・　過激な かぐや姫

シグナル・黄（イエロー）　・　まいごのクァーバさん♪

シグナル・赤（レッド）　・　タイム・スリップ ♪ ストライプ

「ちょっと宮さん、もとのあたしはっ!?
　２７歳のほうはどーなってるのよっ！」

　あたしは、〆切のどつぼで…」

　たくさんの閉口世界。

　たくさんのストライプ。

　たくさんの、乗り越えられない…

「…え〜い、あみだにしてやるッ!!」

　あたしはパラレルに、マジックで横線をひいた。

☆　岩川くん、「槌矢さんの 大・中・小 …」あたしは徳用ビニールかっての。

☆　いくつのときでもけたたましい、空似のタヤちゃん。

☆　白黒のしまのこと。…宇宙からの侵略猫ばなし…



https://www.youtube.com/watch?v=WH1tVdv7jlw
ライディーン 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月7日13:50
　

↑　例によって古すぎて画像が出てませんが。（＾＾；）

これを貼ってあります。

ぼくらの時代 (1980年) (講談社文庫)

文庫 講談社 発売:1980/09 410円
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　↑

※「新装版」の画像が出てました…ｗ　（２０１９年作業時に追記）
　　↓

https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/B000J856VG/

ぼくらの時代 (1980年) (講談社文庫)

文庫 講談社 発売:1980/09 410円
 
 
初レビュー日： 2016年12月7日
メーカー　　　： 講談社
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

https://www.youtube.com/watch?v=WH1tVdv7jlw
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/B000J856VG/


 
 



（12月７日）　未来人。リスタルラーノ国籍のタイムパトロール。

https://85358.diarynote.jp/201612071324064270/

『 過激な　かぐや姫 』　荒稿　by　当野槇子。　（１９８４．
１１．１６．）

2016年12月7日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=kdalyjjfVxY
YMO - Rydeen (Budokan 1980) 

『 過激な　かぐや姫 』　荒稿

　　　　　　　　　　1984.11.16.

　　　　　　　　by　当野槇子

主人公（ヒロイン）：　高平千夏（仮名）…流刑人。本名サラ。ＥＳＰ。

かたりべ：　当之槇子　…いわずとしれた、ふつーの日本人。

トリックスター１：　テス。… "ナンタラー" の警察官。サラの元同僚。

トリックスター２：　リーツ・トオノ＝ミエア。（遠野律子）…未来人。リスタルラ
ーノ国籍のタイムパトロール。

どたばた担当：

　井尾　鬼太郎

　井尾　鳩子

https://85358.diarynote.jp/201612071324064270/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612071324064270/
https://www.youtube.com/watch?v=kdalyjjfVxY


　岩川　年次

　橇　　空井　多夜子

　ヒポさん

　松平　奈美江

　宮崎　ひろと　（国大理工科生）

　遼野　伸　　　（　　〃　　　）

　その他。

悪役：　皇国 緑衣 部隊　および　《センター》の　皆さま。

　服部　真青　（はっとり・まっさお）…《センター》の科学者　
　依他　直起　（よりた・すぐおき）…その同僚　
　福岡　煎政　（ふくおか・せんせい）…緑衣隊長　

ギャグキャラ：　ナーナ　＆　サチア　… "ナンタラー" の上級監視員。

舞台　…　横浜。

西口アカデミー専門学校。某国大。桃岡高校。御釜（みかま）台。

…ぶっこわすんなら…　関内　あたりが　いいわっ♪

https://www.youtube.com/watch?v=u3v6nhVz_ZA
Technopolis YMO / Dance Perfume 　YMO　テクノポリス /　パフューム 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u3v6nhVz_ZA


ひみつ日記

主人公（ヒロイン）：　立平千佳（仮名）

立平千香

高平千佳

高平千香

高平チャイカ

竜平ちか

龍平…

立平　地下　っっ

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月7日13:27
　

ハイもちろん「ナンタラー」は

「夢の中に出てきたナンタラいう組織のやつら」の略です…ｗｗｗ
 

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


（12月７日）　（この人、まったくのオリジナル。）

https://85358.diarynote.jp/201612071345054144/

☆　キャラクター群。

2016年12月7日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=XV8TApaboRs
TECHNOPOLIS RYDEEN 

☆　キャラクター群。

高平　千香

　…　口を開かなければ絶世の美少女。の、
　マンガ家志望の変人。

　実は記憶処理をうけた "ナンタラー"　の流刑人。
　ＳＡ級ＥＳＰの、元パトロール。

　（※「なわぬけ」⇒「記憶制御解除」。）

当野　槇子

　　…　メガネにななめわけのロングヘア—。
　普通の専門学校生をやっている、

　作家志望の変人。

井尾　鬼太郎

　…　まあハンサムだとは言いがたいんだけど、
　いい表情をする、

　とてもそうは見えないプレイボーイの、

　リッチな夜学生。

　正体不明の変人。

https://85358.diarynote.jp/201612071345054144/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612071345054144/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4086090406/
https://www.youtube.com/watch?v=XV8TApaboRs


（おとーさまが『 紅 三四郎』を地でやってる人で、
　水木しげるのファンだった。）

空井　多夜子

　…　メガネにちょっと手入れの悪いロングヘア—。
　灰色の受験生をやっている、

　もとアトランティス最後の神官の

　生まれ変わりだと主張している変人。

氏井　夏江？

テス・Ｔ・セシリア

　…　金髪がかったロングヘア—に超グラマー。
　男好きの変人。

　実は、サラ…高平千香…を迎えにきた、
　 "ナンタラー" のスペース・パトロール。

遠野　まや

　…　ひたすらロングヘア—の男装風女言葉の美女。
　いつも図書館か、唐突な街角にいる。

　自称フリーランサーのジャーナリスト。

　（マヤ・トーノ・トウトーミ）。

　実は未来のリスタルラーナの歴史学者。

　（外見だけ）星野（セイヤ）風♪　外見だけ　

高畑　栄一郎

　…　…うわっ！　勝手に出てきた。（この人、まったくのオリジナル。）
　…　身長１８０cm。肩幅広く、筋肉がっしり。の、
　神田鉄雄に憧れて、自衛隊やってた変人。

　槇子にからまれて無責任に除隊する。



　一郎さん風？　

（…すでに「シリーズ化」してしまった "ヒーロー交差点" の、

　これは出てくるであろうキャラクター達です。）

https://www.youtube.com/watch?v=b4hCjxNvHfE
YMO - Solid State Survivor (Budokan 1980) 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月7日13:46
　

ちっとご飯を食べてくる…♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月7日15:12
　

…あ…★

惜しいッ☆

https://www.youtube.com/watch?v=b4hCjxNvHfE
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


まだ、「猫之舌」氏…（現芸？名：「伊藤有壱」師。）が…

参加してくれる、前のハナシ。だったか…ッ★



（12月７日）　おたくだって人間じゃあないでしょうが。

https://85358.diarynote.jp/201612071438218351/

◎　プロット。

2016年12月7日 リステラス星圏史略　（創作）
　

（てなことで鳥あえず分冊。）

　↓

http://p.booklog.jp/book/111781/read
リステラス星圏史略

古資料ファイル　５－Ω－ア

『ヒーロー交差点シリーズ』

（設定資料）

https://www.youtube.com/watch?v=PSqKck5pYU0
YMO - Radio Junk (Budokan 1980) 

◎　プロット。（※ 没リヌス菌。）

　 "西口アカデミー" の授業が終わる。
　ぽてぽてと出てくる、槇子と千香。

　中華街へ肉まん食べに行くことになって。

　買った肉まんをぶつかられて落とした件に関して

　行きずりの男といきなり路上で喧嘩をはじめる千香。

　「あ〜あ」の槇子。

　逃げる男に道ばたの空きビンを投げつけ、

　当たる筈のない角度で当ててしまった千香。

https://85358.diarynote.jp/201612071438218351/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4575722626/
file:///tmp/puboo/127083/452463/book/111781/read
https://www.youtube.com/watch?v=PSqKck5pYU0


　たまたま目撃する緑衣隊の依田と服部。

　ぼーぜんとしてとにかく千香をひっつれて槇子、その場をトンズラ。

　なんか最近、変なのよね。　

　山下公園。より人気のすくない大通り公園の奥がいい。その帰り道。　

　結局、その日、最低４回はＥＳＰとしか思えない現象を千香、起こした。　

　現実に穴をあけられて茫然と気のたっている槇子。　

☆　たちかがＥＳＰであること。

☆　槇子が右翼と喧嘩して、で、なんかかんかで、

　　栄一郎さんが絡んできて舌戦になること。

☆　たちかのＥＳＰに《センター》及び緑衣隊が目をつけること。

☆　テスがマクドナルド…なりケンタッキーなりなんなり…の２階からサラを見おろ
していること。

☆　マヤ・トーノが自転車部隊を追っかけて、公園で千香・槇子とすれ違う。

☆　どうも千香のＥＳＰ？に、よからぬ連中が目をつけたらしいこと。

☆　悩んだ槇子、多夜子は受験生で駄目だから、

　　鬼太郎に同人誌売りつけがてら相談に行く。

　　面白がられる。（デートの邪魔をする。）



「　え〜い。やつら人間じゃないっ！」

「人間じゃないってね。それこそおたくだって人間じゃあないでしょうが

。

"人間" って言葉は狭義には地球人のことを指すん…」

「　うるさいっ！　あたしは怒ってるんだっ！」

　……で。……で。……で。で…。

「　そーだボツリヌス菌！」

「感染者が出ちまったらどーする気だ。」

「あ、あ、あ、あのね。シアン化ガス。なんての、ど〜お？

　ちゃんと計って致死量以下なら、後遺症も残んなくて、で、死んだ方が

マシってくらい、一時的に猛烈に気分悪くなるって…」

　

https://www.youtube.com/watch?v=ZZmcEdAElYY
YMO - The End of Asia (Budokan 1980) 

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


（12月７日）　水色の根岸線を石川町駅で降りて、ちょっと歩くと大きな朱塗りの門
がある。

https://85358.diarynote.jp/201612071646185738/

『 過激な かぐや姫 』　（action.１＋ ２）。

2016年12月7日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=FJeKDOoYM88
【MAD】Zガンダム -Z・刻を越えて- 

https://www.youtube.com/watch?v=SAMGmyuSc3s
YMO - Behind The Mask (Budokan 1980) 

https://www.youtube.com/watch?v=KDVuHZKedVA
cosmic surfin’ ~ absolute ego dance - ymo (07/07/12) 

ヒーロー交差点・シグナル緑（グリーン）。

　過激な かぐや姫

　　　　　by　遠野真谷人☆

　action.１

　日曜日。ムービル（映画館）をでたあとで、天気もいいことだし中華街にでも行き

ましょうよ、と。

　水色の根岸線を石川町駅で降りて、ちょっと歩くと大きな朱塗りの門がある。

https://85358.diarynote.jp/201612071646185738/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4150301212/
https://www.youtube.com/watch?v=FJeKDOoYM88
https://www.youtube.com/watch?v=SAMGmyuSc3s
https://www.youtube.com/watch?v=KDVuHZKedVA


　はいってすぐの屋台から、ふかしたての肉まんをジャンケンで負けたほうが２コ買

って、山下公園までのんびり歩くのがいつものコースになっていた。

　あたし、当野槇子（とうの・まきこ）という。

　ななめわけのストレートの長髪にびんぞこメガネという外見の、ごくふつうの専門

学校生だ。

　となりにいるのは高平千香（たかひら・ちか）。

　だまって立ってりゃ世紀の美少女、くちをひらけば絶世の破壊者（クラッシャー）

という、そらおそろしい性格をしている。

　どんなふうにこわいのか、って…？

「わーい。温ったかいぞォっ」

　そろそろ、秋だ。待ちきれず歩きながら無邪気に喰らいつくあたりまでは、まあ「

玲瓏な美少女」→「可愛い♪」くらいの、魅力的といえなくもないイメージの落差な

んだ。

　だけどねぇ…。

「…あ”〜〜〜〜っっ!!」

「ど、どうしたん？」

「あのヤロー、あし踏んだッ！」

　…そりゃ、天気のいい日曜の中華街って、とくに催しのない時でも、けっこう混む
んだもん。

　急いでる人なら少しくらい、誰かにぶち当たったって、あたりまえ…

　…は、この娘には通じない…。



「〜〜〜よ〜っし。…踏み返してやるッ！」

「げっ！」

　止めるまもなくダッシュをかけている。

　…お、おちつけ。おちつくんだ槇子。あたしは他人。他人なんだっ！

「…この野郎っよくもひとの足をっ」

　むぎゅうっと、ちからいっぱい。

「　痛ェ！　な、なんだてめぇはっ？！」

「なんだじゃないっ先に踏んづけたのはそっちだろうがっ」

　…これよ。

　これが恐ろしいっていうのよ…っ

　あいての男、一瞬呆然としている。

　それから、やおらがっしりと千香の胸ぐらをつかみあげ、にんまりと歯をむきだ

して、

「おもしれェ、アヤつけようってのか？」

　…あ〜〜〜〜んっっ

　あたしは他人ですぅ……っっ

　…千香も千香よ。ハラが立つなら仕返しするなとは言わない。でも、せめて、敵と
手段は選べばいいのに…っ

　なにもあんな北京原人にまで、真っ正面から噛みついて行かなくたって…っ

　あっという間に始まった路上の大乱闘に、通りすがりの皆さまの視線、くぎづけに



なる。

　…当然よねー。

　かたや脳ミソに力こぶの、いかにもチンピラ風。

　かたやスカートで細い脚をあたまの上まで蹴りあげて、長い黒髪の、ぱっと見は「

お嬢さん風」なんだもの…。

　嗚呼。（－－；）。

　容姿に目がくらんでつきあいはじめた、騙されたあたしが馬鹿だった…。　

　このまま放っておいても千香はぜったいに "負けない" ってことは確かなのよね。

　でも、きれいな顔を殴られて青アザつくって、せっかくのフリルのブラウスひっち

ゃぶいてまで、まだ根性でむかっていくのって…

　あんまり、 "勝ってる" とも、言いがたいと思うわけよ…。

　Sigh。

　…しかたない。

　古典的マンネリ手法を使うか…。

「　きゃあああ！

　おっまわっりさ〜〜〜ん！

　こっちで喧嘩してまあぁぁぁぁ〜すっ！！　」

　…何十ホンになるのかは知らないけどさ。

　もと演劇部だもんね。あたしの声。

「　ちぃ。」



　チンピラが、逃げる。

「〜〜〜逃がすかあぁっっっっ…！！　」

　去りぎわに突きとばされて落とした肉まんを、さらに踏みつけられて逆上した千香

。

　……なんと、それまでは執念で、食べかけのやつを左手にかばいながら殴りあいし
てたのだ……

　いきなり路上に積んであったビール壜をブン投げた！！

「　うわっ！　ばかっ！　」

　あれ、後頭部に直撃したら、もしかして傷害罪だけじゃ済まないんではなかろ

うか…。

　…当たるな！

　って、あたしは思ったわよ、とーぜん。

　いやよォ殺人犯の友人だなんて、持ちたくないっ！

　………。

　ありがたいことに、怒りのあまり重たいビール壜の狙いはかえってそれたようだ

った。

　わずかにズレた軌道をえがいて飛んでいく。

　…ほ。

　…と、息をぬいた瞬間。

「　馬鹿者っ！！　」



　理不尽にも、千香がガラス壜にむかって大喝した。

　…驚いた物体Ｘは、すなおかつ柔順に、そのコースを変えた。

　…って、え。

　えぇえっ！？

　魔法の野球バットよろしく、口のほうを軸に急回転したビンは、ものの見事にチン

ピラのうしろ頭をヒットしてしまったのだ…

　………そんなアホな。

　…あの角度で、いったいどうしたら、落下しはじめた物体を、目標にブチ当てら
れるって、いうの…？？？？？

　………呆然。

　見ィてしまった。

　…『ムー』の世界だわこれは。『幻魔大戦』よ…。

　…あたしをはじめとして目をむき口をあけたままの周囲の反応にもお構いなく、（
たぶん自覚が…まったく…無いのだ。）

「　ざまをみろっ！ 」

　倒れ伏した男に脚をかけ、千香はマンガでなら手書き文字で「カカカ…」と表現さ
れそうな笑い声、というか奇ッ怪な勝利の雄たけび？…らしい奇声をあげた。

　それからおもむろに男のからだを探り、ポケットから小銭入れを引き出すと、きっ

かり百九十円、数えて盗って、

「…肉まん、買い直して来よっ♪　」

　…………あ★



　あたしは、コケた…。

　…どおしてこのコってば、喰いモノしかあたまにないの〜〜〜っっ？？

「…来るのよ。馬鹿。逃げるのっ！」

　腕をひっつかんで駆けだしながら振り返る。

　…あの男…

　…本気で死んでたら、どおしよう…？？

「…見ましたか、勝取（かつとり）教授」

「そちらこそ、岩川博士」

　とりのこされて呆けたまま、倒れたチンピラを眺めている人垣。

　その後ろで、すばやく立ち直って言葉をかわしたのは。

　たまの休日に美味いものでも、と研究所の食堂をけって中華街へ遊びに来ていた

エリート科学者２名である。

　《センター》と呼ばれる官立の総合研究所に所属していて、専門分野は、あろうこ

とか…

　パラサイコロジー。（超心理学）

「じつに素晴らしいサンプルですね」

　フッフッフッ…と、もうひとまわり冷酷な表情ができれば北斗多一郎（※）に似る
だろうという外見の勝取正男が断言する。



「ぜひ捕獲しましょう」

　小柄な岩川利次博士は、（かならずしも "サンプル" を見つけたからという為だけで
はない）感動に頬を上気させながら、ぶんぶんぶんと頷いた…。

　…そして。もうひとり…。

「…あ〜ぁあ。バッカねぇ…」

　彼女は深いスリットからこぼれる眩いばかりの脚線美を、無造作に組みかえながら

軽くためいきをついた。

　中華街界隈でも群をぬいた超・高級料理店といわれる、その２階の個室である。

　ここからだと、まだ逃げて行くふたりの後ろ姿が見える。

「…しかたないわぁ。おしごと（任務）しようかしらぁン」

　すたすたと、エルメスのクラッチを片手にみせを出て行こうとするのへ、キャ

ッシャーの青年が追いすがった。

「…あの、お客さま？　お勘定を…」

「　あはン？　なにかおっしゃって？」

　シームストッキングの脚を、世にも悩ましく上げ、豪奢な金髪をかきあげて、華や

かに青い片瞳をつぶる。

　店員がおもわず生唾を呑みこんだ隙に、テスはさっさと逃亡をくわだてていた。

　安月給の時空パトロールが、なんで最高級料理店に入れるかというと、よーするに

最初から、払うつもりなど毛頭なかったのである…。



「あたくしみたいな絶世の美女に、大衆食堂が似合うと思って？」

　…と、いうのが、彼女の言いぶんであった…。

（千香⇒岩川。

　テス⇒勝取。　性格ださない。）

（つづきは「ひみつ」（有料）にて〜ｗ）

（＊『ムー』：http://gakkenmu.jp/mu/ ）

（※　北斗多一郎→参照：https://twitter.com/taitirou1 …なんだこれ…ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=WGYbhSmuZMo
YMO - Firecracker (Budokan 1980) 

https://www.youtube.com/watch?v=S2Wum_XWQrY
Godam Goliath the Super Fighter (ゴワッパー5ゴーダム)(日本)(OP&ED)(1976) 

 
ひみつ日記

　action.２

http://gakkenmu.jp/mu/
https://twitter.com/taitirou1
https://www.youtube.com/watch?v=WGYbhSmuZMo
https://www.youtube.com/watch?v=S2Wum_XWQrY


　う〜〜〜〜む。

　どうしよう…。

　大乱闘から一週間。新聞をみてるかぎりではあのチンピラ、死んだりはしなかったみたいだ

けど…

　千香はすっかり忘れきって、元気に弁当喰ってるけれど。

　え〜い。う〜む。

　気をつけて観察してみるとどうしてもあたしの隣にいるやつは超能力者であるらしいのだ。

　落ちると思ったシャーペンが落ちない。

　ぶち当たるはずのドアがなぜか？勝手に開く。

　………う〜ん………。

　べつに、いいんだけどね。 ”ファイアースターター” しようが ”キャリー” になろうが、もとから
人間離れはしてたし。

　ただ、なまじＳＦなんてものを常日頃あくまでも架空のもの（フィクション）として愛読して

いると。

　…ようするに、当野槇子サン、ことフツーのごく平凡な学生であるあたしは、一週間かけて
パニックを起こし続けているのであった…。

「…も、駄ァ目だ。だれかに相談しよっ！」

　前後の脈絡もなくお昼休みに吼える。

「…にゃ？」

　千香はみじかく鳴いて、おつむ快晴にタッパーのふたを閉じた。



　…で。さて…。

　なにしろ『ムー』を買い揃えてて、超常現象（オカルト）に詳しいのは後輩の空井多夜子。

　…と、待った。あのコいま灰色のガンダルフ…じゃない、

　受験生。だったっけ。（１９８４年当時）。

　じゃあ、ほかに、こういうのに理解があって、信用のおけるやつは…。

「　！　ッっとォ、鬼太郎。タイスタイミン！」

　叫んじゃった。

　学校がえりの横浜駅の、西口地下街某書店。五日と二十日と二十四日に、行けば必ず誰かしら

と遇えるという、雑誌コーナーの並び。

「おや真沙香（まさか）女史。おひさしぶりですねー。」

　おもいっきり背中をどやされたそいつは平然と振り返った。

「 ”槇子” だってば。名前変えたん、知ってるでしょ。…今晩おひまっ？」

「ホテルですか？」

　もちろん冗談である。

　けど、立ち読みのお隣が、ちらっと『ＢＣＳ』（ビッグ・コミック・スピリッツ）（まだ ”軽
シン” 連載中だった）から目をあげるもので、慌ててその場から立ち去ったりなんかして…。

「えっとね、聞いてもらいたいことがあるんだけどォ」



「あ、いいですねえ。つきあいます。」

「これこれ槇子ちゃん、あたしはっ？」

　脇から千香がくちをはさむ。

「…あ、そうだっけ。」

　今日は漫画のアシストやりに、泊まりに行く約束。

　でないと完全に落としてしまうのだ。あたしが主宰をしている、同人誌の〆切。

「…んじゃ、腕力のあるところで、肉体労働（消しゴムかけ）まで付き合って頂く。というこ
とでぇ。」

「おっと。何なんですかそれはっ」

　慌てるのは強引に黙らせて。

　ちなみに夜間部の学生のくせして今晩おひまなお兄さんは井尾鬼太郎（いお・きたろう）と

いう。

　丁寧語をつかうくせがあるから書いちゃうと紛らわしいけれど後輩ではなくて、あたしと高校

で同学年で、生徒会長をやってた名物男だ。

　その、お父さまがね。

　ほとんど『紅 三四郎』か合気道の開祖・植芝盛平翁かという…既存の武道に飽き足らず、つい
に自分なりの流派を打ち立ててしまったってぇ大物で。　　×　文筆家のほうがいい。

　関係あるのか知らんが水木しげるのファンでもあるのだそうだ。

　安易なネーミングの結果、ついでにいえば二人いる妹ぎみは猫子＆ねず美ちゃんだった…。



「…でね…。」

　ローカルアニメ『サガミーンＡ（エース）』の舞台になったこともある若草色の私鉄に乗って

、終点のひとつ手前の駅、通称 ”ルードの森” 。

　連日の寝不足で座ったなり眠りこんでしまった千香をしりめに話し続けていたこっちのふたり

、千香を蹴り起こしてあやうくホームに降りる。

　駅から１５分ほど歩く途中の、ひとけのない雑木林の細い道。

　そこで…

「　高平千香。だな。一緒に来てもらおう。」

「あに？」

　寝ぼけきった千香のこえとともに、事件は起こったのだった。

「いちおう連れのふたりも捕獲しておけ。同類かもしれん。」

「はっ隊長」

「ちょ、ちょっと待ってよ！」

　ばらばらと現われたのは数人の男たち。

　それも、妙にてらてらした感じの、緑の制服…軍服？…に身をかため、隊長とか呼ばれた男に
いたっては頭はみごとに角刈りで、真っ黒グラサンかけて一丁あがりの、はっきりヤーさま風で

ある。

　…右翼団体の人かしらん…。



「あたしら連れて行こうってどういう了見よ。何の用だっていうの。」

「うにゃ。」

　千香が役に立ちそうにないので、あたしが怒鳴る。

　こらこら〜〜、歩くのやめた途端に眠りに落ちるなって…★

　わわっと叫んで鬼太郎が、棒のようにひっくりこける千香のからだを受け止めた。

　う〜〜ん。

　人間、十日以上まともに寝てないと、ああいう風になるもんかね…。

（それにしちゃ本屋で立ち読む間はちゃんと起きてたのだが。）

　…腕のなかで、しっかり泥「睡」…。

「　？！　どうしたんだ、病気か？？」

　 ”隊長” がビビっている。ははん。

　まさか同人誌の〆切のせいだとは思わないわよねぇ普通。

　色は白いわ線は細いわの美少女が、白昼の路上でぶっ倒れるんだもの。

　真相を知らない性嗜好ノーマルな男ならとうぜん心配する。

　その一瞬、ピン！とあたしの脳裏にいやァな直観が走った。

　…はずれないんだよォ、これが実際。

　当野槇子サン別名「当たりの」槇子さんってぇくらいで。

　…よーおし、カマ、かけてやる。

「こないだの日曜日に、能力（ちから）、使いすぎたでしょ。それからずっと衰弱したまんまな



のよ」

「　なんだそうか。」

　…………★

　納得されてしまった…。

　…あ〜あ、あ。

　本当にマジで、こいつら千香をＥＳＰと知ったうえで誘拐に来たってワケ。

　『幻魔大戦』かと思っていたら、『ブルー・ソネット』か『超人ロック』。いや平井和正ンと

ころにも ”クェーサー” とかいうのが出てきてたっけ。

　とにかくとっても三文な、ＳＦ的設定。

　…おぉいあたしの現実世界はどこへ行ったんだあとパニくってる暇も、無かった。

「抵抗できんのなら都合がいい。おい！」

「　はっ。」

　なんて応じて７〜８人でまわりを取り囲まないでよねッったら、ちょっと大の男がっっ

「…鬼太郎、おたくこの人数をひとりで倒せたり…　しない、わよね？」

「殴り飛ばして三十六計ってんなら出来るんですが。千香ちゃんがいるでしょう」

「あたしも走るのには自信がない。」

　ったく武道家の息子にしちゃ頼りにならない連れだ。もっともこいつは典型的な、実践よりも

理論とか指導に強いタイプらしい。　

「さあ。来い。」

「　、やだっ。ちょっと。触んないでよったら、



　きゃああ、ちかん★　すけべっ！！　」

　出したぞ、百ホン。この際なりふり構っちゃいられない。べしっとか引っぱたいて飛びすさっ

てはみても、後ろから羽交い締めに捕まえられたんじゃ、意味がないのよね…。

「…う〜〜〜〜〜？」

　あいかわらず鬼太郎にもたれかかって人間やめてる千香が、さわぎに五月蠅そうに呻いて目を

覚ましかける。

　「　きゃあ！　きゃあ！　きゃあ！　誰かあ〜〜〜〜っ！」

「…う、うるさいっ、やめろ！」

　制服組がわめく。

　だってさすがに鍛えてあるらしくってさ。いくらもがいても逃げられないんだぁ。

　ええぃ。弟から習いかけの少林寺、もっとしっかり覚えとくんだった…。

　お利巧さんの鬼太郎はしっかり耳にフタをしえいる。

　でも、これだけ叫んでもすぐに救けが来てくれるほどには、近くに人家が無いんだよねェこ

の道…。

「どうした福岡。なにを手こずっている。」

　５メートルくらい向うで車輛乗り入れ禁ズの小径を幅員いっぱいに塞いでいるテラテラした緑

の軍用車から、隊員たちと同じ緑色の、こちらは背広仕立てに白衣をひっかけた小柄で気障そう

な男がおりてくる。

「はっ。いや、博士。すぐに…」

　視るからヤクザの隊長・福岡先生の合図で、じたばたしているあたしたち、無理矢理にひきづ

られる。



　………やばい。

　あの車に乗せられたら最後だ。

　そう思うなりあたしは足をふり上げて、諸悪の根源をみごとに蹴り倒してしまっていた。

　「　千香っ！　〆切やぶる気っっっ？！　」

　……もうもう、こうなったら『童夢』にしてやるもんね…っ！

「………ぅぎゃぁあ〜ΩακμΩΩッ？」

　わけのわからない半寝言を呟きつつ三十六億七千万年後の弥勒よろしく覚醒する。

　…うん。

　たとえ丸三日眠ってなかろーと、☆ 〆切 ☆ のひとことで目を覚ますあたり、さすがプロ志望。

　そこだけは見上げた根性ねっ♪

「………へんほーわほほら…（原稿はどこだ…）

　………あ？　…あらひンちじゃないろ、ほほ。」

「　お、いかん。」

　一見ヤーサマふう　福岡隊長が慌てた。

「暴れだすと面倒だ。眠らせてしまえ。」

「はっ！」

　…眠らせる⇒寝る⇒…原稿が、描けない…。

「…あんだと！？」

　きゃ〜〜〜怖いッ　目が据わってるぅこのコっっ



　…しかしここでひるんでいては我が身が危うい。

　使えるものはゴミでも使うのがあたしの主義である。

「　千香っ。言うこと聞いちゃ駄目よ。…こいつらおたくの 〆切 ！

　邪魔しようとしてんのよっ！」

「…………ンなに〜〜〜〜ィ」

　ばき★

　派手な火花が散って藪の竹が一本、 ”爆発” した。

「でっ！」

「なにっ？！」

　…きゃあきゃあ ♪

　スピルバーグの映画みたい ♪

　…きれいに先の尖った 竹槍 が、まっすぐに飛んで来るんだもん…っっ

　ばきばきばき。

　青竹ロケットは量産体制にはいってしまったらしい。

　片端から竹林が凶器に改造人間されて…

　…えぇいこれでは最終戦争ハルマゲドンだ。こっちの安全まで無くなるじゃーないかッ！

「鬼太郎、危ないっ」



「どわ〜〜〜〜っっ★」

　間一髪。伏せる。

　千香のアタマのなかには敵も味方もないらしい。

　それは結構だが…

「…ぶふっ？！」

「なにを笑ってんですか真沙香女史っ」

「…だってだって、あれ〜〜〜っっ」

　…何の必然性で竹槍の先に ”Ｇ” のマークが浮き出ているのか？

　科学忍者隊の略ではない。

　あれは………　Ｇペン だ…ッ!!

　鬼太郎も気づいたらしく、笑いの発作にハラを抱えつつ竹槍へんじて巨大ペン軸の攻撃から逃

げまわるという器用なことをやっている。

　うん。

　実にシュールな心象風景ね。

　…いつのまにか世界は四角い原稿用紙の形に切りとられ、白っぽい もや のようなものが足元に
充満したそこでは、ロットにスクール、スプーンペン。各種とり揃えてお絵描き道具が『敵』（

〆切）を殺さんと走りまわってるってーわけ。

　…千香のアタマのなかって、結局ソレしかないのね〜。

　ぷふ。ぐふ。

　だけどあたしら二人の笑い（ジョーク）を理解できない緑衣隊員たちはそれこそ必死の形相で

、次々と迫りくる鋭利な竹の切り口と果敢に格闘していた。



　…さすがは体術のプロ。みるみるうちに地面にはヘシ割られた山ができていくんだけれども、
この竹藪はけっこう広いので。

　千香の武器がなくなる気配はない。

「わわわわわわっっ!!」

　危うくシシカバブにされかけて鬼太郎が叫んだ。

「真沙香女子ィ、なんとかしろよっ！」

　え？　この混乱のさなか、何故あたしだけ落ちついていられるかって？

　決まってんじゃない。とうに千香のそばに、貼りついているからよ…。
　



（12月７日）　「ゲームブック」っていう、サイコロ振って進む文庫本の形のロープ
レが、流行ってたんですよ…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201612071845448229/

続・ action.2…　（分岐点。）

2016年12月7日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

「…なんということだ…　これほどの能力（ちから）とは…！」

　恥も外聞もなく装甲車のしたに転げこんで頭をかかえた岩川博士がわめい

ていた。

「つかまえろ！　絶対に捕獲するんだ！」

　そのとき。

　…と、ここで２つのことが同時に進行する…。

Ａ．「金髪美女が好き♪」

　⇒　だったら、さきに次ページへ。

Ｂ．「槇子チャン（真沙香女史）」のキャラクターが気に入っていたら、

　⇒p｡28 へ。　

https://85358.diarynote.jp/201612071845448229/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612071845448229/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4253195644/


　↑

※…当時、「ゲームブック」っていう、サイコロ振って進む文庫本の形のロープレが、流行って
たんですよ…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=slMVQh0YSak
Get Wild ’89 VER.〜CITY HUNTER (シティーハンター） 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月7日18:50
　

休憩〜。

　

　

らっこ

2016年12月8日6:15
　

今朝１２月８日６時頃に、東電の福島第一原発ライブカメラを見てみたら、１号機側からのカメ

ラでは、空が可なり明るく、朝焼けも色づいているのに対して、４号機側からのカメラは真っ

暗け。つまり、４号機側からの映像は、過去映像に差し替えられている疑いが有ります。JNNの
ライブカメラも先の地震以後、配信されない儘が続いています。３号機か４号機か、その間の地

下デブリに何か異変が起きているのでは無いでしょうか？

　

　

https://www.youtube.com/watch?v=slMVQh0YSak
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12月8日15:00
　

（＠＠；）

書き込みありがとうございます。

すいません。いま気がつきました…。

異変は【既に起き、常に続いて】います…。

悪化した、というより、むしろ「情報をそろりそろりと開示」してこっそり「発表」した、と

いう、

 
免罪符だけ用意しておこう、という段階ではないでしょうかね…★

（私の昨日の体調からすると、大規模な【再臨界】があったものと推測されます…。）

…（－－＃）★
　

　

 



（12月８日）　カナリア体感的に確かです。

https://85358.diarynote.jp/201612080743524934/

【 北海道　欠測　】／【列島の頸椎】剥離骨折？⇒【 泊原発（
直撃） 津波 】〜注意警戒〜★

2016年12月8日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=ob7pebouMmk
White Reflection Full Song 

遅め？ようございます。０７：２８です。

（＾＾；）３連休の中日。

「寝ても寝ても眠い」という「慢性疲労症候群が再発？」したのかなと、

ちょっと不安になる隊長。いや体調…☆

そういえば一昨日は「１１月鬱」再発危機。ぽかったですしね…★
（－－；）

１０〜１１月にイキナリ「冬！」だったので…順当に季節感的にクルはずの変調が、

https://85358.diarynote.jp/201612080743524934/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612080743524934/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161208/85358_201612080743524934_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161208/85358_201612080743524934_2.jpg
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ちゃんと来なかったから、今ごろ出たのかな…？

（被曝とバイトの精神疲労も酷いですしね…★）

まぁ、原稿遊びのために…サクサク情報チェックだけしちゃいます…☆

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481149800/1011-0010-101000-201612080730.gif?
t=1481150432
（０７：２０〜０７：３０）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年12月07日（水）【当日】

とりあえず昨日の線量が低かったことはカナリア体感的に確かです。

（空気がよく冷えてて、美味い ♪）

…と、思ったら…（－－＃）…★

昨日、「激ネム！起きてられないッ！」…と、「気絶」した時間帯…★

【欠測】してるじゃー、ないですか…ッ★（＞＜＃）★

https://www.youtube.com/watch?v=6VmBmzSlqxY
Gundam Wing - Frozen Teardrop OP Full 

…はい。【画像３】⇒【列島の頸椎】剥離骨折？注意警戒〜★

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M3.0】青森県西方沖 深さ5.2km 2016/12/08 05:58:00

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M4.2】北海道東方沖 深さ10.5km 2016/12/08 04:35:38

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ24.2km 2016/12/08 01:25:31

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 � 青森 野辺地町 

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481149800/1011-0010-101000-201612080730.gif?t=1481150432
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=6VmBmzSlqxY


【M2.9】下北半島付近 深さ8.2km 2016/12/07 19:15:41

特務機関NERV @UN_NERV · 11 時間11 時間前 
【新千歳空港 滑走路１本閉鎖 旅客機が誘導路からそれる】
国土交通省新千歳空港事務所などによりますと、7日午後8時20分すぎに成田空港から
到着した日本航空の旅客機が誘導路からそれて動けなくなったため、2本ある滑走路の
うち1本を閉鎖しているということです。
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【2016年12月7日 20:59 NHK】
新千歳空港 滑走路１本閉鎖 旅客機が誘導路からそれる
http://nerv.link/popyL5

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月9日7:30
　

2016年12月08日（木）【当日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.032 0.031 0.031 6 
07:00 0.032 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.031 0.031 6 
09:00 0.031 0.031 0.031 6 

http://nerv.link/popyL5
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


10:00 0.032 0.031 0.031 6 
11:00
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月9日17:51
　

2016年12月08日（木）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.032 0.031 0.031 6 
07:00 0.032 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.031 0.031 6 
09:00 0.031 0.031 0.031 6 
10:00 0.032 0.031 0.031 6 
11:00 0.032 0.031 0.031 6 
12:00 0.032 0.031 0.031 6 
13:00 0.032 0.031 0.031 6 
14:00 0.032 0.031 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.032 6 
16:00 0.031 0.031 0.031 6 
17:00 0.032 0.031 0.031 6 
18:00 0.032 0.031 0.031 6 
19:00 0.032 0.031 0.032 6 
20:00 0.032 0.031 0.032 6
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（12月８日）　真珠湾攻撃へ至る道のりは1872年の琉球併合から始まっているが、そ
の終着点はまだ見えない。

https://85358.diarynote.jp/201612081351044830/

※「作業栗鼠？匹目」…かと思ったら…⇒「砂魚宇宙」でした…
ｗｗｗ☆

2016年12月8日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=_mkiGMtbrPM
WORLD ORDER "HAVE A NICE DAY" 

amaちゃんださんがリツイート 
やずや @FjiEJwCR7sIYPgD · 34 分34 分前 
【注意喚起】ln.isから始まるリンクに要注意 "http://Linkis.com "という怪しいTwitterウ
イルス（？）が流行しています！

https://t.co/pnTfvlsWu7

ＰＣが不調でまた再起動…（－－；）…★
磁気嵐なのかな…？？

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 5時間5時間前 
家で飲んでいたお茶（茶葉）から488Bq/kgのセシウム
http://geiger.grupo.jp/blog/406672

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
福島事故後、余分な腕・足を持って生まれた赤ちゃんが急増・原因は放射能・多くは

中絶・死産の高い数(ENENews)
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/610.html …
投稿者 ﾅﾙﾄ大橋 日時 2016 年 5 月 02 日

https://85358.diarynote.jp/201612081351044830/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=_mkiGMtbrPM
https://t.co/pnTfvlsWu7
http://geiger.grupo.jp/blog/406672
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/610.html


…ちょっくらまずＰＣ内と机の上（と頭とココロの中味）を
整理してから、

「砂魚宇宙」に往きたいと思います…☆

https://www.youtube.com/watch?v=r-qhj3sJ5qs
WORLD ORDER　"MACHINE CIVILIZATION" 

amaちゃんださんがリツイート 
山口二郎 260@yamaguchi · 19時間19時間前 
山口二郎さんが上丸洋一をリツイートしました

維新という政党の害悪は底知れず。こんなものを野党扱いしてはならない。自民党の

、特に質の悪い右派の別動隊である。

https://twitter.com/jomaruyan/status/806406877441441792

https://www.youtube.com/watch?v=Tblx00nIZB0
WORLD ORDER "IMPERIALISM" 

amaちゃんださんがリツイート 
kiyomix @coupe0609 · 6時間6時間前 
@kaori_sakai @tokaiama そうなんです。
彼は日本生まれの日本育ち。

価値観も何もかもが生粋の日本人です。

彼にとってはタイは外国。

彼の温和な性格は沢山の友達と支援者を引きつけます。

彼が一体何をしたというのでしょうか。

不条理に憤りを感じます。

　↑

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 
amaちゃんださんが水玉をリツイートしました
これが安倍信者たちの理屈

https://twitter.com/Miztama1231/status/806414733750501377 …
「法律を破ったから仕方ない」

今、日本で最大最悪の法律破壊者は誰なのか知ってて言ってるのか？

もし、正しい人間性の、まともな首相だったなら日本に適応した少年がタイに強制送

還されることなどないだろう

https://www.youtube.com/watch?v=r-qhj3sJ5qs
https://twitter.com/jomaruyan/status/806406877441441792
https://www.youtube.com/watch?v=Tblx00nIZB0
https://twitter.com/Miztama1231/status/806414733750501377


https://twitter.com/Miztama1231/status/806414733750501377
　↑

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
「日本で生まれ育ち、満足に生活している未成年を国外退去。なんだろうね、この

国は。：毛ば部とる子氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/21252.html#readmore …
歴史的無法者、安倍晋三信者ネトウヨが「法を守れ」の大量メンション

こいつらの腐り果てた脳味噌には、どこにも真実がない

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
「「日本死ね」流行語問題についてひとこと：勝見貴弘氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/21255.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
真珠湾攻撃へ至る道のりは1872年の琉球併合から始まっているが、その終着点はまだ
見えない

https://t.co/iLaW8KyZ6A

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
小池百合子の本性が表れた！ 五輪施設見直し腰砕けの一方で、韓国人学校貸与撤回の
差別政策を強行

https://t.co/BFbGZUq8vX

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
「「『戦後』が完全に終わった」という安倍晋三の言葉がリアルすぎる。：山崎 雅
弘氏」

http://sun.ap.teacup.com/souun/21253.html#readmore …

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
安倍信者の糞ネトウヨが、タイ人少年の強制送還を批判したら「法律を守れ」の大合

唱

誰が法を破り、憲法を無視、破壊してるのか、少しは考えてからものをいえ！

ネトウヨのゴミガキども

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
カジノ法案、8日にも成立か　安倍政権の前では「違法も合法」
http://tanakaryusaku.jp/2016/12/00014963 …

https://twitter.com/Miztama1231/status/806414733750501377
http://sun.ap.teacup.com/souun/21252.html#readmore
http://sun.ap.teacup.com/souun/21255.html#readmore
https://t.co/iLaW8KyZ6A
https://t.co/BFbGZUq8vX
http://sun.ap.teacup.com/souun/21253.html#readmore
http://tanakaryusaku.jp/2016/12/00014963


amaちゃんださんがリツイート 
風 @huu22 · 9時間9時間前 
@tokaiama @Lulu__19 いちばん法律守らないのは国会議員。領収書の書き方も無視。
ついでに自身の給料は上げる。賭博は犯罪と言いながらOKになり、年金はギャンブル
に使う。腐れ政府、年金いらないから払った金返せといいたい。

https://www.youtube.com/watch?v=mmhM7-o8d-8
#WOPV2016 

amaちゃんだ @tokaiama · 5時間5時間前 
自民党は一番カネのかかる案を選ぶ　リベートが大きいからね

「小浜・京都」に決定へ＝北陸新幹線延伸ルート—与党

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161207-00000131-jij-pol …
https://t.co/VRbAB9Srig

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
ついにＪＲのホームにまで「格差」ホーム出現　

http://www.asyura2.com/16/hasan116/msg/465.html …

amaちゃんださんがリツイート 
出雲蝦夷 @izumoemishi · 8時間8時間前 
@tokaiama 東電の損害賠償窓口、当時の避難区域の外側は「事業主」のみ相談に応じ
、非事業主は門前払いです。話も聞きません。身分で差別する企業丸出し。

行政が引いた境界で年100万円×人数の世帯と０円の世帯に差別していた東電。怒って
公務員を殴った住民もいます。

…ははは…ｗ

「善野（想定地域）ルート」は、回避されたようで…ｗｗｗ
　↓

http://76519.diarynote.jp/200609141012470000/
『　ありえる・たうん　第三話・5　』　（＠96.08.25）

https://www.youtube.com/watch?v=mmhM7-o8d-8
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161207-00000131-jij-pol
https://t.co/VRbAB9Srig
http://www.asyura2.com/16/hasan116/msg/465.html
http://76519.diarynote.jp/200609141012470000/


https://www.youtube.com/watch?v=IDAlZ7PDMDU
WORLD ORDER　"Welcome to TOKYO" 

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
新電力に原発の電力　経産省案提示　電源の選択肢 狭まる　（東京新聞)
http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/881.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
新電力利用者から怒りの声　「原発の電力強制、納得いかない」　（東京新聞） 
http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/887.html …

https://www.youtube.com/watch?v=wkwTPPDNawA
WORLD ORDER "LAST DANCE" 
　↑

…「エネルギー」関連施設での撮影…。

てか、「フクイチ爆発」出た…ッ!!

…「逃げる」ための「ラストダンス」なんだね…？

…ぉお♪　そして…⇒「南米」だ…♪

https://www.youtube.com/watch?v=zlK5abIJRyM
WORLD ORDER 　"2012" 

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
FNS歌謡祭出演なんかよりすごい！ 長渕剛が柳美里と南相馬の高校の校歌を共作…2人
の震災、反原発への思い

http://lite-ra.com/2016/12/post-2752.html …
福島での反原発は、安全地帯に逃げ出すことしかない

勘違いするな！　長渕・柳

https://t.co/B0vWp9TeQW

https://www.youtube.com/watch?v=IDAlZ7PDMDU
http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/881.html
http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/887.html
https://www.youtube.com/watch?v=wkwTPPDNawA
https://www.youtube.com/watch?v=zlK5abIJRyM
http://lite-ra.com/2016/12/post-2752.html
https://t.co/B0vWp9TeQW


https://www.youtube.com/watch?v=MMSjOVkkQiE
WORLD ORDER　"AQUARIUS" 

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
電力は壮大なインフラと中央集権的発電を前提にした旧電力システムから、再生可能

新電力へとシフトしているが、巨大組織と中央集権の大好きな官僚どもが権力で妨害

している

だが、今後、供給発電から現場発電へと大きな電力革命が起きるのは確実で、発電所

も送電施設も不要になる未来を見据える必要

https://www.youtube.com/watch?v=wuvoCVCAX9k
WORLD ORDER　"CHANGE YOUR LIFE" 

…もうはや「滅びた国」だが…

　…にっぽんは…

　…面白かった。ねぇ…。

https://www.youtube.com/watch?v=anXXLZ6Iv7o
WORLD ORDER on TV 名曲ダンス日本一決定戦 1 

amaちゃんだ @tokaiama · 7時間7時間前 
【気色悪っ】１２月６日のゴールデンタイム「世界〜日本人〜スペシャル（日本スゴ

イ系番組）」が3つのテレビ局で同時放送！
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/24786健康法.jp/archives/24786 
もうすぐ滅亡する運命の世界最悪放射能汚染国家に最後の徒花かよ

https://www.youtube.com/watch?v=MMSjOVkkQiE
https://www.youtube.com/watch?v=wuvoCVCAX9k
https://www.youtube.com/watch?v=anXXLZ6Iv7o
http://???.jp/archives/24786


https://t.co/SzTOgRXulO

https://www.youtube.com/watch?v=dMhEohWcSUA
WORLD ORDER NHK ワールドオーダー 

…ははは…ｗ

ひと様のカキコとひと様の歌詞をＰＣに出てきた時系列に並べただけで、

「物語１話分」の、プロットが、出来ちゃった…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=NGdyaDnnrLM
WORLD ORDER　"WORLD ORDER" 

…この「スズキ」すげぇイイ男だな♪

おし♪　「外見モデル」に、勝手にもらった…♪♪
　↓

http://85358.diarynote.jp/201612071345054144/

高畑　栄一郎

　…　…うわっ！　勝手に出てきた。（この人、まったくのオリジナル。）
　…　身長１８０cm。肩幅広く、筋肉がっしり。の、
　神田鉄雄に憧れて、自衛隊やってた変人。

　槇子にからまれて無責任に除隊する。

　一郎さん風？

　

https://www.youtube.com/watch?v=4ua64HbsBUo
WORLD ORDER　"MIND SHIFT" 

https://t.co/SzTOgRXulO
https://www.youtube.com/watch?v=dMhEohWcSUA
https://www.youtube.com/watch?v=NGdyaDnnrLM
http://85358.diarynote.jp/201612071345054144/
https://www.youtube.com/watch?v=4ua64HbsBUo


amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
アメリカ先住民族の勝利、パイプライン建設ルート変更

https://t.co/eSldGmYZUh

https://t.co/eSldGmYZUh


（12月８日）　「つかまえろ！　絶対に捕獲するんだ！」

https://85358.diarynote.jp/201612081538276049/

「過激な かぐや姫」　（action.１－Ａ＋B．）

2016年12月8日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=PIb6AZdTr-A&list=RDPIb6AZdTr-A
Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun (Official Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=DNSUOFgj97M
Madonna - Material Girl [Official Music Video] 

（Ａ）

　…おりしも青竹ペン軸が緑衣隊員たちをいたぶってまわり、鬼太郎はモズのはやに
えにされかけ、高平千香は妖気をしょって歌会直前の紫野先輩（すでに理性をのりこ

えて人間性がない）（※）の彫像と化し、ひとり当野槇子だけがその千香にしがみつ

いて状況を笑いころげる余裕を確保しつづけ。

「つかまえろ！　絶対に捕獲するんだ！」

　破壊性災厄をさけて装甲車の下部にころげこんだ同僚・岩川博士の絶叫を耳にし

つつ、勝取教授はこのとき安全な車内から、異様な存在を眺めて、ほけっと口を無防

備に開けていた。

　まるで胃カメラを手にした医者をまえにして "さあ、どうぞ" といわんばかりの風
情だ。

　異様な…と、形容詞がつくのはひとりの美女である。

　胸もともあらわに真紅のド派手なチャイナドレスを着こなし、黄金がかった淡色の

巻き毛は腰のあたりまでもながく豪勢に波うっている。

https://85358.diarynote.jp/201612081538276049/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4592882016/
https://www.youtube.com/watch?v=PIb6AZdTr-A&list=RDPIb6AZdTr-A
https://www.youtube.com/watch?v=DNSUOFgj97M


　その高次関数的なボディラインのあまりな心理学的効果は、どちらかといえば化粧

っけのない知性派女性嗜好の個性派で、同僚のスリムな女性科学者に懸想中の勝取教

授をしてさえ、たっぷり三秒間ほどは何も考えられずに見惚れさせてしまうほどのシ

ロモノだった。

　その、禁断の果実的な真紅の微笑みがなにゆえ見る者のこころにブキミカケアミ、

おどろ線、状の背景を幻視させるかというと…

　ことはペン先ミサイルの嵐である。

　普通人であれば発狂パニックものの、その異常事態のさなか、深いスリットの脚線

美はためらいもせずに婉然と、優雅に小径をやって来るではないか。

　それでもって…

　生きて歩くナルシシズムの周囲きっかり３メートル。

　半径のふちにそって、飛び交う無秩序の権化・植物性核弾頭は、きっぱりはっきり

、跳ね返されている。

　傾城の美貌にうっかり見惚れて気を取られるという過ちを犯した緑衣隊員たちがそ

の周りで、あおりを喰らってばったばったと薙ぎ倒されていた。

　クレオパトラか楊貴妃か、はたまたマリリン・モンロー並みのその色魔…もとい、
色香こそが、異次空パトロール・テス・Ｔ・セシリアの最大の武器なのである。

　そのテスはハイヒールの靴音もたかくツカツカと、まっすぐに諸悪の根源へと歩

みよって行った。

　ちかづくなり、咳払いひとつして、

「…元・異次空パトロール隊員、サラ・レシフェ・タチーカ姫。流刑処分解除と復職
許可および命令です。現地にて原隊に復帰。旧パートナーと任務を共にすること。

以上、伝令、テス・Ｔ・セシリア二尉。………いいわね。伝えたわよ！」

　…むろん、いまの千香に、反応の期待できるはずもない。



　寝ぼけているだけだ。

　そこへ、

「お嬢さん。いい女だね。」

「あらん♪ 」

　見ればヤーさま隊長、福岡先生である。

　テスの周囲は爆竹が飛んで来ないとふんで匍匐前進でにじりより、服のほこりをは

たいてちゃっかり声をかけている。

　…ま、職務忠実な軍人がすなおにナンパをかけているとも思いがたいが…

　生け捕りが目的だろうと、ともあれ誉められて悪い気はしない。

「　渋いおじさま。おじさまこそ…♪」

　…スパコーーン…！！

　ひときわ派手な音がして、グレードアップした青竹ロットリングがテスの視界から

日雇い愛人を連れて去る。

「　………　………　サラ。」

　わなわなと、白き双腕は震え、つまりは、カツブシを奪われたネコのごとき金切り

声でもって、異次空パトロールは元同僚の耳をひっつかんだのだった。

「　サラッ！　いいっかげんに…………ッ！　」



https://www.youtube.com/watch?v=JmcA9LIIXWw
Culture Club - Karma Chameleon 

https://www.youtube.com/watch?v=lDK9QqIzhwk&index=7&list=RDPIb6AZdTr-A
Bon Jovi - Livin’ On A Prayer 

（※「歌会直前の紫野先輩」⇒添付画像参照ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=zHW5RVvg2v4
Madonna - Like a Virgin [Official Music Video] 

https://www.youtube.com/watch?v=LPn0KFlbqX8
Cyndi Lauper - True Colors 

（以下、（Ｂ）はひみつ（有料）ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=6kxLeC9r45k
Madonna - Girl Gone Wild 

https://www.youtube.com/watch?v=LPn0KFlbqX8&list=RDPIb6AZdTr-A&index=5
Cyndi Lauper - True Colors 

https://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw&index=9&list=RDPIb6AZdTr-A
Europe - The Final Countdown (Official Video) 

 
ひみつ日記

（Ｂ）

https://www.youtube.com/watch?v=JmcA9LIIXWw
https://www.youtube.com/watch?v=lDK9QqIzhwk&index=7&list=RDPIb6AZdTr-A
https://www.youtube.com/watch?v=zHW5RVvg2v4
https://www.youtube.com/watch?v=LPn0KFlbqX8
https://www.youtube.com/watch?v=6kxLeC9r45k
https://www.youtube.com/watch?v=LPn0KFlbqX8&list=RDPIb6AZdTr-A&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw&index=9&list=RDPIb6AZdTr-A


「のわ〜〜〜〜っっっ」

　あいかわらず緑衣隊といっしょに無差別攻撃にさらされている鬼太郎の声もだんだん悲痛にな

ってくる。

「うでっ★」

　見るとついに割られて転げた破片に足をとられて戦線を離脱ってしまった。

　けど、それで絨毯爆撃から逃れられるくらいなら誰も千香を ”人間じゃない” なぞとは考えない
わけで…

「　危ないっ！」

　叫んであたしは手近に飛んできた一本をとっ捕まえ、すっころんだ人間めがけて突進していく

やつを慌ててはたき落とした。

　自慢じゃないけど、スイカ割りは得意だ。

　が。

　…が。

「うっわぁ！　真沙香女史、うしろっ!!　」

　こんど怒鳴ったのは逆方向をむく鬼太郎のほうだった。

「えっ？」

　どっすんばたんガチャ。

　どこからともなく青竹ロットリングに薙ぎ払われて吹っ飛んでいた福岡隊長、ひとを巻き添え

にしてド派手に転倒し、鬼太郎さんは二人あわせた体重の下敷きを避けようとしてかえって事態

を混乱させ、気がついた時には。

　周囲のヒラ隊員数人をひきずりこんで、めいめいお互いを踏みつけにしあうという、死屍累々

。



　そのなかで、

「…あ”〜〜〜〜っ！！」

　脈絡のない、とある事実に気づいて悲鳴をあげたのは、あたし自身だった。

　三十分、経っている！

　目の前に投げ出された誰かの腕のダイバーズウォッチが示す、厳然たる事実に、偏執長こと当

野槇子サンの頭脳はいきなり核分裂した。

　…あたしは時間をムダにするのが嫌いである…。

　半時間といえば残りのワク線くらいはそろそろ引き終わってる頃じゃーないかっ

「　邪魔よっ」

　だれでもいい、上に乗ってる人間を突き飛ばし、すっくと立ちあがるとつかつかと諸悪の根源

に歩みより、

「…千香っ！　いいっかげんに…！！」



（12月８日）　「いつまで原住民と遊んでるつもりなの！」

https://85358.diarynote.jp/201612081657396404/

（action.１－続。　＋　action.３－１．　）

2016年12月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4197700199/

能瀬くんは大迷惑!! 1 (アニメージュコミックス)

コミック 徳間書店 発売:1994/10 576円
 
 
初レビュー日： 2016年12月8日
メーカー　　　： 徳間書店
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://www.youtube.com/watch?v=XXp2vo7AnW8
TM NETWORK / 1974 

「　しなさいっ！」

「　してよねっ！」

　…ふたつの大音響があわさった一瞬だった。

　世界は、白光とともにまっぷたつに砕け散り…

https://85358.diarynote.jp/201612081657396404/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612081657396404/
https://85358.diarynote.jp/201612081657396404/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4197700199/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4197700199/
https://www.youtube.com/watch?v=XXp2vo7AnW8


　はっと気がつけば緑衣隊たちは命からがら撤退するところである。

　……………なにが起きたんだっけ……？？

「…鬼太郎、生きてる？」

「ふぇ〜いっ」

　とりあえず身内は無事らしい。

　竹藪の根をモロに引き千切っている大地の裂け目、深さ２メートルほどのクレバス

から、おたがいもそもそと這い出してきてみると…

　あらま、いい眺め ♪

　あたしの眼のまえには深いスリットの、美女の足首があった。

「まぁったくもういつまで原住民と遊んでるつもりなの。あんたときたら反省のカケ

ラも見えないんだから。教母さまがお嘆きよ。さっさと起きなさいったら人手が足り

ないんだからっ!!」

　…ぢつに偉大な肺活量だと思う…。

　もっともその効果も、常人が相手であったならのことで。

　ひとんちの大地をなますに刻んでおいて安らかに眠ってくださってる千香には…？

　あらら。

　器用なことしてるわねー…っっ

　よじのぼった正面には直径５メートルほどの湯気の立ちそうなクレーターと、その

中空に浮かんで居汚く寝くたれている高平千香のすがたが、あった。

　美女の金髪が放電現象をおこして波だってるところを見ると、どうやら穴ぼこクレ



ーターの生産者はこちらの方らしい。

「…手ヌルいんじゃない…？」

　よれた髪の毛をかきあげながら、あたしはひとこと進言した。

「　みたいね。」

　すちゃっ。

　無の空間から現われ出たのはどう見てもバズーカ。対戦車砲のたぐいである。

「あわっ」

　さすがに、慌てた。

ｚ…ＧＯＯＯＯＯＯＮ…！

　…………っ

「　ちっ！　うっせーなーッ★」

　たちのぼる白煙をおふとんがわりにかきのけて、むろん無傷でのたくたと起きてき

たのは高平千香…こと、記憶を封印されていた、サラ・レシフェ・タチーカ姫。

　異次空パトロール。だった。

　かたちのいい顎をつんと上げ、

「　やーーーーっと醒めたわね。急ぐんだから。行くわよっ」

　さっさと "どこでもドア" の戸を開けて待つのはテスである。

「ちょっと待った！」

　あたしは、あたしの千香に、スッポンづいた。



「 原 稿 ッ！　上げてからにしてよねッ！　」

　…ここで逃げられて、たまるもんですか…っ。

　その時の千香のかおときたら、なかなかの見物だった…。

https://www.youtube.com/watch?v=kSYlkJt-7Dw
RainbowRainbow（陽気なアインシュタインと80年代モナリザの一夜） 

（あたしって物書きなんだぜ〜。

　

　…それにしちゃずいぶん人がましいほうだと思う。）

　↑

とか、欄外に書いてある…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=bfd44C-hN4Q
「スーダラ・クリミナル」植木等＆吉幾三 Feat. Michael Jackson 

　↑

…笑い死んだ…ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=kSYlkJt-7Dw
https://www.youtube.com/watch?v=bfd44C-hN4Q


（以下「ひみつ」文中の紹介曲ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=Ozgzy5rkdjA
GAIKING opening 

https://www.youtube.com/watch?v=XpyIF_xQI8U
ショスタコーヴィチ： 弦楽四重奏曲 第3番 ヘ長調 作品73 （1946） 
エマーソン弦楽四重奏団 
　↓

 
ひみつ日記

（　action.３　）

　カリカリカリ。カリッ。

　カリカリカリカリカリ。

　ごしごし。

　ぺたっ。ピーっ。

　ぱしゃぱしゃ…

　部屋のなかには静かな四重奏が満ちていた。

　なんのって、そりゃ、おも線を描くのと、消しゴムかけと、雲形定規をつかう音、そしてベタ

塗りの筆洗の響き…　そんなもんである。

「…ねー、テープ裏返して ♪ 」

　語尾のハートにピンクを塗りたいネコ声で、チーフ・アシを務める浜坂朱美がロットを弄ぶ。

「　ゆき、やりな。」

「　おねーちゃんのほうが近くにいるくせにぃっ」

https://www.youtube.com/watch?v=Ozgzy5rkdjA
https://www.youtube.com/watch?v=XpyIF_xQI8U


　ぶつぶつぶつ。…さーっ…

　流れでるＢＧＭは、…おっとガイキングだ…。

　ここは千香の家。千香のいもうとの雪ちゃんと、共同の寝室だ。

　机ふたつにサイドテーブル。鏡台までをも活用して、ただいま満席。　

　このさい役に立たないあたしはと云えばベッドに座って記事ページを書いている。

　ああ、膝の上のワープロさんが重いわ…っ。

「ほい、１５ページまでの消しゴムあがったよ。これ、なんて曲？」

　洋子センセーが訊いてくる。

「大空魔竜ガイキング。知るひとぞ知るマボロシの名作です。」

「ふーん。さっきのは」

「ショスタコｋヴィッチの三番。」

　実際、どおいうテープだ。

「おーいちょっと。ここの効果…」

　朱美ちゃんに呼ばれて何やら密談していたかと思うと千香はやにわに慌てふためき、

「…ぃやー当野くん。お仕事たいへんそうだねぇ。はっはっはっ」

　とつじょすりよってくるその顔には、 ”トーンが無いんだよ” と大書されていた。

（…そーいや昨日、買う買うと騒いでおいて忘れとったっけなコヤツは。）

　ためいきをついてカバンに手をのばす。

「　で？　何番と何番なの？」



　ここから横浜駅までは最低でも往復１時間半。で、もって、私鉄のダイヤがこの時刻、３０分

に１本なのである…。

（…計３時間のタイムロスだなーこりゃ★）

　柱時計を見ながら７匹いる猫たちに御挨拶して高平家のドアを後にする。

（…近道は…　っと。復旧、まだだろーな…。）

　そう。あれから２日が経っていた。

「　〆切？　」

　寝起きの千香は役に立たないとて社交性のありすぎるふたりが直接協議をした結果、テスはあ

んがいアッサリと…どうやら現地人の利害には最大限の配慮を払う決まりらしい…出発の延期を
承諾してくれた。

　こっちもこっちで千香の身分のだいたいを聞き、まあ驚いたというか納得したというか。

　つねづね「人間じゃねぇ」とは思っていたけど、まさか本当にそうだったとわ…。

　ま、いいんですけどね。

　いまは原稿が先決。

　…で。

　三歩あるいて全て忘れるトリ頭の当野編集長は、最初の、そもそもの問題点を、すっかり失念

していたんである…☆



「ぅええっ。４時間かかってやんのっ」

　トーンの在庫がたらんとて、関内まで足をのばしたのがまずかった。

　相鉄やおい台駅で、降りてみたらばとっぷりくっきり、すでに昏いじゃないかああっっ★

（あけみ、８時には帰るってたよなァ。）

　慌てるあまりに、ついつい、通行禁止のフダの立つ近道への角を曲がってしまう。

　…と、

「お嬢さん。」

　すっと寄った人影に肩を叩かれ、さてはチカンかと身構えるヒマもなく。

（…ぅわ〜んっ。ウソでしょッ！）

　白いモヤのようなものを嗅がされた槇子サン、あっさりと奈落の底へと意識が落っこってしま

った。

（…と、トーンが届けられないよぉぉぉっ！）

　そ・し・て。

 



 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月8日17:00
　

…あれ？この頃まだ「能瀬くん」はなかったっけ…？

『花のＯ—ＥＮステップ』とかの時代か〜？

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


（12月８日）　どうせ彼女だってタダの地球人じゃないんだし…　

https://85358.diarynote.jp/201612081959257015/

（砂魚宇宙）　（action.３－２。＋ action. ４ －１）。

2016年12月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=YkkEMh50sEc
恐怖のパイプオルガン曲 「白色彗星」＆宇宙戦艦ヤマトよりほか2曲 

「はい。さしいれよ ♪ 」

　にこにこにこにこ。

「がんばってちょうだいね ♪ 」

　ニコニコニコニコ。

　…彼女にホの字の男なら天にも昇るだろう満面の笑みをたたえて、両手いっぱいの
紙袋を机に置いたのはテスである。

「…ありゃ。当野クンは？」

「…さあ？　あたくし、知らないけど。」

「…真〜沙〜香〜め〜…どこでアブラ売ってやがんだっ」

　テスの空っとぼけた表情には注意もはらわず、トーンが来ない分、手書き効果に精

を出しているお絵描き人どもに、あしあたも朝早い幼稚園教諭の洋子せんせーはご挨

拶をして帰ってしまう。

　９時過ぎ。遅くなったわいとわめいて浜坂朱美も逃亡。

https://85358.diarynote.jp/201612081959257015/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612081959257015/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4592115414/
https://www.youtube.com/watch?v=YkkEMh50sEc


「ゆきっ！　寝るんじゃないっ！」

　怒鳴られても机にしがみついたまま熟睡してしまったものは仕方がない。

「…くっそー。どいつもこいつもっ。テス、お茶っ！」

「ええ。いいわよ ♪ 」

　…少なくとも、この時点で、気がつくべきだったのだが…

　彼女は本来こんな言い方をされてもオトナシクお茶を淹れてくれるような、優しい

人間では、ない。

　地球の中華料理の魅力にとりつかれて、彼女が今日も今日とてお代は払わずに山と

せしめてきた月餅をがっつきながら、千香のあたまにはもちろん、タイトルページの

仕上げの効果のことしか無かったのである。

「…もうすぐ、終わるのでしょ？」

　午前４時。

　あくびをしながらパフの鏡で化粧をなおすテスのセリフが千香の神経を逆撫でした

。

「終わんねえよっ！」

「あら、だって」

「当野クンのトーンが来なけりゃ仕上がらねーんだよっ」

「えっ！　そうだったのっ？」

　………………。

　沈黙数秒。



　そろそろ寝るしかなさそうだと、お絵描き道具のかたづけにかかっていた千香の

手が、ぴたりと兇悪に停止した。

「…おい。テス？」

「　………っ　」

　かたちのいい指さきを唇にあてて、あさって方向への逃亡計画を立てている。

「あんた何か知ってンだろう。」

　決めつける。

　ダテに長年コンビを組んでるわけではないのだ。

「…原稿さえあがれば出かけられると思ったものだから…」

　 ”原住民の利益保護” という ”規則” にだけは、あくまでも忠実だったＡ型ヤギ座の
テス、はっきりしっかり『槇子サンの誘拐』という事実には、知らんぷりを決めこむ

つもりだったのだが。

　なにしろ確かに、時空パトロールの職域には入っちゃいない事件だが。

「…ちったま〜〜〜（貴様）っ」

「…あらあ、だって、自力脱出が可能だと思ったのよっ。どうせ彼女だってタダの地
球人じゃないんだし…　人命救助の項には当てはまらなくってよっ」

　それよりさっさと任務を片して、てめぇの休暇を手にいれたい。

　…テスの欲求はとっても単純だ。

「そーゆー問題じゃ、ないだろっ」

　千香は、怒った。

「ジーンのアップには、５番のトーンが要るんだよッ！」



　そいで、もって。

「ねー、本当に救けに行くつもりなの」

「ったりめーだろ」

「トーン、新しく買いなおせば？」

「金がねーんだよっ」

　

　そんな会話を千香のころがす無断借用した近所のナナハンのうえで二人が交わして

いるころ…。

https://www.youtube.com/watch?v=m9We2XsVZfc
Original GhostBusters Theme Song 
　↑

これは観た。すでに働き始めていたので、自分の給料で観た♪

https://www.youtube.com/watch?v=O15x-B8PgeE
E.T. Theme Song 
　↑

…今に至るも、観ていない…（；；）★

とうぜんのように親に連れられて、はやりの映画をあたりまえのように観てくる「恵まれた」（

https://www.youtube.com/watch?v=m9We2XsVZfc
https://www.youtube.com/watch?v=O15x-B8PgeE


ふつうの）級友たちが、心の底から、憎かった。なぁ…★

（スターウォーズも、いっこも観てません…（－－；）…★）

https://www.youtube.com/watch?v=U9FzgsF2T-s
007 : James Bond : Theme 

https://www.youtube.com/watch?v=-bTpp8PQSog
Indiana Jones Theme Song [HD] 

https://www.youtube.com/watch?v=e9vrfEoc8_g
Superman Theme 

…３つとも、観てないよ〜ん…★（ＴへＴ）★

（…で。貧窮とリアル飢餓と精神的飢餓と、虐待のストレスから逃れるために、

「自分で物語を考えてしまうようになった。」と…ｗｗｗ）

（…まさに「ハングリー」精神★…ｗｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=lp6z3s1Gig0

https://www.youtube.com/watch?v=3pzkA_Ac79M
ルパン三世’80 LIVE ver. "Lupin the third" 

https://www.youtube.com/watch?v=JvjgR4FOj3g
ルパン三世のテーマ’78（30周年コンサートDVDより）／大野雄二【公式】

https://www.youtube.com/watch?v=U9FzgsF2T-s
https://www.youtube.com/watch?v=-bTpp8PQSog
https://www.youtube.com/watch?v=e9vrfEoc8_g
https://www.youtube.com/watch?v=lp6z3s1Gig0
https://www.youtube.com/watch?v=3pzkA_Ac79M
https://www.youtube.com/watch?v=JvjgR4FOj3g


 
ひみつ日記

「お目覚めですかな」

　声をかけられたとき、あたしは、夜の明けつつある横浜港を見おろす、大きなガラス窓のわき

に立っていた。

「……………。」

　まずはあいてを観察する。

　さいしょ気がついた時点でこいつらが、なにが目的にせよ今すぐ危害を加える気はないらしい

というのは、判った。

　なんといっても待遇がいいのだ。

　港のみえる小高い丘のうえ。たぶん古い洋館の小さなホテルかなにか。

　ふかふかしたソファーのうえにべつに着衣の乱れもなく寝かされて、目覚めるなり、無関心で

礼儀正しいメイドの手による熱いポット一杯のミルクティーと、洗面所の用意。

　こっちの戦闘準備が整ったと同時に、さっき出て行った緑衣兵に案内されてのボスキャラの登

場だ。

「…おはようございますと申し上げるべきかしら。」

　ラヴェンダーブルーの空と海をバックに自慢の背すじをすっくと伸ばした槇子サンは、こんな

こともあろうかと持ちあるいてる秘密兵器のコンタクトをはめて、髪もきっちり梳いてある。

　気障そうな男は、勝取教授と名乗った。

「…《センター》…？」

　聞いたことのないその研究所に彼らはあたしたち３人を招きたいのだと言う。



　…３人…

　つまり、千香と、テスと、…あたし。をだ…。

　なにか間違えてるなぁ。

　他はともかく、あたしはごく普通の、平凡な人間なのに。

　内心のあきれ笑いにはおかまいなく、教授は、被検体として応じた場合の契約料やらその他の

額面やらをつづけて持ってくる。

　…う〜ん…。

　しがない専門学校生には望みようもない大金ね。

　…ただし。

　あたしの契約条件には、 ”ほかの２人を説得して実験に従わせ続けること” という項目がはいっ
てくる。

　…ユダの接吻。収容所の密告係。

　ほーお〜お。

「…すこし、考えさせて頂けます？」

　青味がかった白目の上目づかいで、すっきり妖艶に、あたしは笑ってやった。

　…やはり、隙をみて脱出。のクチでしょう。

　とはいえ、相手もむろん、このまま帰してくれる気は無いわけで…

「そう云えばおなかがお空きでしょうな。」

　『…女は食いもので釣れ。』



　セオリーどおりにきた申し出に、異論をはさむつもりはない。

　なにしろこいつらのせいで高平家のボリューム満点の夜食をとり損ねているのだ、あたしは。

　ほんらい饗応というのは、もてなされたら話を受けるという意志表示、ってことになっている

のだけどね☆

　…ま、いいでしょう。作戦。作戦。

　だから。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月8日19:59
　

…なんか今、『直下型』くらった…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月8日20:20
　

…をいをいをいをい…★
　↓

地震マップ @eq_map · 11 分11 分前 

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


【M2.7】石狩湾 深さ12.1km 2016/12/08 20:00:47

地震マップ @eq_map · 14分14分前 
【M4.4】石狩湾 深さ9.4km 2016/12/08 19:58:54

　↑

…【泊原発】直近…人口密集地帯の、

サッポロ【Ｍ４】直撃ですかぁ…ッ？？

…ｗ（＠◆＠；）ｗ…
　

　

 



（12月８日）　『現実逃避の努力』も限界灘。／異変は【既に起き、常に続いて】い
ます…。

https://85358.diarynote.jp/201612082025211472/

【 札幌 】【 Ｍ ４ 】…直撃…。

2016年12月8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=pWnD0yctyOk
ルパン三世 78〜80 メドレー

【地震情報 2016年12月8日】
19時58分頃、北海道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M4.4、最大震度2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/CzJi_ShUAAA-7oN.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 29分29分前 
【緊急地震速報 最終報 2016年12月8日 20:00】19時58分頃、石狩湾を震源とする地震
がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.6、最大震度3と推定されてい
ます。詳しい情報が入り次第お伝えします。

https://85358.diarynote.jp/201612082025211472/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201612082025211472/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161208/85358_201612082025211472_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161208/85358_201612082025211472_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161208/85358_201612082025211472_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pWnD0yctyOk
https://pbs.twimg.com/media/CzJi_ShUAAA-7oN.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 31分31分前 
【緊急地震速報 第1報 2016年12月8日 19:59】19時58分頃、石狩湾を震源とする地震
がありました。今後の情報に注意してください。

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月8日19:59

…なんか今、『直下型』くらった…？？ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月8日20:20

…をいをいをいをい…★
　↓

地震マップ @eq_map · 11 分11 分前 
【M2.7】石狩湾 深さ12.1km 2016/12/08 20:00:47

地震マップ @eq_map · 14分14分前 
【M4.4】石狩湾 深さ9.4km 2016/12/08 19:58:54

　↑

…【泊原発】直近…人口密集地帯の、

サッポロ【Ｍ４】直撃ですかぁ…ッ？？

…ｗ（＠◆＠；）ｗ…



コメント

らっこ

2016年12月8日6:15

今朝１２月８日６時頃に、東電の福島第一原発ライブカメラを見てみたら、１号機側

からのカメラでは、空が可なり明るく、朝焼けも色づいているのに対して、４号機側

からのカメラは真っ暗け。

つまり、４号機側からの映像は、過去映像に差し替えられている疑いが有ります。

JNNのライブカメラも先の地震以後、配信されない儘が続いています。３号機か４号
機か、その間の地下デブリに何か異変が起きているのでは無いでしょうか？ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月8日15:00

（＠＠；）

書き込みありがとうございます。

すいません。いま気がつきました…。

異変は【既に起き、常に続いて】います…。

悪化した、というより、むしろ「情報をそろりそろりと開示」してこっそり「発表」

した、という、免罪符だけ用意しておこう、という段階ではないでしょうかね…★

（私の昨日の体調からすると、大規模な【再臨界】があったものと推測されます…。
）

…（－－＃）★

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=t55VHg6R_sA


　↑

もちろん観てないし、読んでもいないｗ

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月8日20:34
　

そんで、日本列島の北東と南西の両端（トカラと札幌）で、

交互に？「ほぼ同時」発震と…。ｗ（－－；）ｗ

どおおりで。「変にイライラして、気が滅入る」

（前項末尾の無関係文章参照）わけだ…★

…ｗ（－－；）ｗ…★
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月8日20:54
　

トカラ連発ぱねぇ。(‾○‾;)

…気分そがれた…つぅか、

『現実逃避の努力』も限界灘。

(-_-#)

今晩「まだ来る。」(-_-#)

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


泊原発直撃だったら、真夜中に車の無い人間は、身動き取れない。

…(-”-;)…★

まぁとりあえず。

早めに洗濯して。

ごはん食べて

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9日0:28
　

トカラぱねぇ…(・_・;)…★

川内原発再稼働で、海の神様が怒ってんじゃないの…？
(・ω・;)(;・ω・)
 

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


（12月９日）　「夢の楽土」を目指してじみちに匍匐前進。

https://85358.diarynote.jp/201612090807096591/

【 泊原発 直撃 Ｍ４ 】⇒【 共和町 ０．０６７ μ 】。…（－－；
）…。／「生き抜くことしか考えない。他のことなんか考えてる
余裕がない。」

2016年12月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

（★前項【 札幌 Ｍ４ 直撃 】参照★）

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
19時59分
約33秒差。ほぼ同時の地震
（鹿児島県：M3.6・震度3）
（石狩湾・M4.4・震度2）
　3.11大震災後、鹿児島方面で起こると、北海道でも地震が起こるパターンが多い。
気象庁履歴では、石狩が震源の地震は、この10年間でたったの5回。震源が浅いから注
意した方が良いですね

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/806821453970608128

https://www.youtube.com/watch?v=t55VHg6R_sA
【たっぽい】 TOUGH BOY 歌詞付 【たっぽい】 

おはようございます。

０７：２７。に、なっちゃいました。

３連休の最終日。（－－；）

…どうにも調子が上がりませんが、とにかく「夢の楽土」を目指して…
じみちに、匍匐前進を続けたいと思います…★

https://www.youtube.com/watch?v=T6WFT44GGG4
流浪の民　ソプラノ

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481235000/1011-0010-101000-201612090710.gif?
t=1481235636
（０７：００〜０７：１０）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年12月08日（木）【当日】

https://85358.diarynote.jp/201612090807096591/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612090807096591/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161209/85358_201612090807096591_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161209/85358_201612090807096591_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161209/85358_201612090807096591_3.jpg
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/806821453970608128
https://www.youtube.com/watch?v=t55VHg6R_sA
https://www.youtube.com/watch?v=T6WFT44GGG4
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481235000/1011-0010-101000-201612090710.gif?t=1481235636
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


ｗ（－－；）ｗ★

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
12月9日8時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が46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/CzMJ96pVIAIz7xa.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 3時間3時間前 
12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/CzMHWz_VQAMSlGv.jpg

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.8】国後島近海 深さ96.2km 2016/12/09 06:09:22

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 � 北海道 鹿追町 
【M2.6】大雪山系 深さ5.8km 2016/12/09 04:16:02

★地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 斜里町 
【M2.8】知床半島付近 深さ10.6km 2016/12/09 03:14:47

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 � 北海道 斜里町 
★【M2.7】知床半島付近 深さ3.7km 2016/12/09 03:08:19

ホワイトフード @whitefood1 · 5 時間5 時間前 
12月9日2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/CzK3b3BUsAA-kZr.jpg

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 � 北海道 白糠町 
【M2.5】釧路地方 深さ82.9km 2016/12/09 00:46:26

◆地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.7】石狩湾 深さ12.1km 2016/12/08 20:00:47

◆特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【地震情報 2016年12月8日】
19時58分頃、北海道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M4.4、最大震度2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/CzJi_ShUAAA-7oN.jpg
　↑

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M4.4】石狩湾 深さ9.4km 2016/12/08 19:58:54
　↑

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 北海道西方沖 深さ約10km M4.4 8日19時59分頃発生 

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.9】北海道南西沖 深さ9.8km 2016/12/08 15:14:39

地震マップ @eq_map · 12月8日 � 北海道 鶴居村 
【M2.6】釧路地方 深さ126.8km 2016/12/08 09:02:39

https://www.youtube.com/watch?v=m91L6wJZxjQ

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzMJ96pVIAIz7xa.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CzMHWz_VQAMSlGv.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzK3b3BUsAA-kZr.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CzJi_ShUAAA-7oN.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=m91L6wJZxjQ


０１：オープニング・テーマ〜三日月の寝台（ショート・ヴァージョン） 

※参照：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%81%AE%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%82%92%E5%AE%88%E3%81%A3%E3%81%A6
『ぼくの地球を守って』

http://blog.goo.ne.jp/solaris96/e/4dfa989adae9406a1c137aa36ed931f0
木蓮の「７つの言葉」を探す日記

ぼくの地球を守って名言bot @bokutama_bot · 12月7日 

「生き抜くことしか考えない　それ以外は考えられない　他のことなんか考えてる余

裕がない　自分のことだけで精一杯」8巻　紫苑

https://www.youtube.com/watch?v=h6HJbfO-0XM
Please Save My Earth Arai Akino
ぼくの地球を守って挿入歌　Aria〜紫苑と木蓮.wmv 

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

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月9日10:58
　

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 

行動に裏打ちされた現実的な夢追い人であれ。

　

ブルース・リー

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月9日17:52
2016年12月09日（金）【当日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.032 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.033 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.031 0.032 6 
06:00 0.033 0.032 0.032 6 
07:00 0.034 0.032 0.033 6 
08:00 0.035 0.033 0.034 6 
09:00 0.037 0.035 0.036 6 
10:00 0.037 0.036 0.037 6 
11:00 0.038 0.036 0.037 6 
12:00 0.036 0.035 0.035 6 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%81%AE%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%82%92%E5%AE%88%E3%81%A3%E3%81%A6
http://blog.goo.ne.jp/solaris96/e/4dfa989adae9406a1c137aa36ed931f0
https://www.youtube.com/watch?v=h6HJbfO-0XM
https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


13:00
 



（12月９日）　「…つぶれなさいっ緑衣隊！」

https://85358.diarynote.jp/201612091946139190/

（ａｃｔｉｏｎ．４－２＋３．）

2016年12月9日 リステラス星圏史略　（創作）
　

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

「…お〜の〜れ〜わ〜…っ★」

　地獄の餓鬼のような恨みがましい形相で、ぶ厚い一枚板のドアを蹴やぶった千香が

迎えに来てくれた頃には。

「ん。美味し ♪ 」

　デザートの最初のひとさじを口にくわえて、あたしはすっかりご満悦であった

のだ…。

「てめぇのせいであたしゃ夕飯、喰いっぱぐれたんだぞ！」

「あたしだってこれが２０時間ぶりの食事だわよ！」

「…あらあ、Ｓ堂のケーキっ♪ 」

　女３人…　空腹と寝不足で気のたちきった千香と、身の危険を感じて反撃にうつっ
たあたし。事情におかまいなく素直に食欲になついたテス…の、

　感情と声が、交錯した、時。

https://85358.diarynote.jp/201612091946139190/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091266878/
https://www.youtube.com/watch?v=MULFx71eonY


「　うわあっ！　」

　…部屋に、白光が、満ちた。

https://www.youtube.com/watch?v=dn06kQxjIfM
【亞北ネル】ゴチャゴチャうるせー！【オリジナル】 

 
ひみつ日記

　確認してみよう。

　そもそもあたしがパニックを起こしていたせいでアシストの手配が遅れ。

　結果として千香の寝不足が度を超して悪化したのや、出発を急がなきゃならなくなったせいで

更に〆切が縮まってしまったのは、千香がじつは高平家の長女ではなく異次元から来たサラ・レ

シフェだったということのせいで。

　ひとが、そのひと自身である、ということで、たとえどんなにハタ迷惑であろうと、その属性

それ自体を責めるわけにはいかない。

　だとすれば。

　ただでさえ常識を捨ててしまった事態をさらに混乱させ、千香の凶暴性と、あたしとテスの任

務遅延によるヒステリー症状に、よけいなちょっかい（干渉）をかけてよこしたバカは。

「…そうか。そういやぁ…」

「…み〜んな、おたくらが…」

https://www.youtube.com/watch?v=dn06kQxjIfM


「…わるいわね〜 っ♪ 」

　ケーキの箱を抱きしめたテスのセリフが関係ないのに何故かハマって、室内に充満した稲妻の

ようなハレーションは、ついに頂点に達した…。

「…つぶれなさいっ緑衣隊！」

　あたしは勝取教授を、びしっと指さした。

　ばきばきばきばき。

　要するに何だっていいのである。

　犬は散歩に出さなきゃいけない。猫はクサリにつなげない。

　高平千香は、怒りだしたら止められない。

　暴れたいだけ暴れさせておくしか、ないのだ…

（ただし、てめぇに被害が及ばない範囲内。で…）



（12月９日）　すべての細部が『 ＡＫＩＲＡ 』タッチでリアルに、

https://85358.diarynote.jp/201612092028306570/

（action.４－４）

2016年12月9日 リステラス星圏史略　（創作）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4592115651/

月は東に日は西に 1 (花とゆめコミックス)

コミック 白泉社 発売:1985/07 388円
 
 
初レビュー日： 2016年12月9日
メーカー　　　： 白泉社
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=D3BCUjC1WXc
てんぷら★さんらいず 

https://www.youtube.com/watch?v=z3c2ZQc1MnY
谷山浩子『ハサミトギを追いかけて』 

　まず、窓が飛んだ。

　柱やカベが四散して、すべての細部が『ＡＫＩＲＡ』タッチでリアルに朝ぼらけの

空に浮かんだかと思うと。

https://85358.diarynote.jp/201612092028306570/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4592115651/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4592115651/
https://www.youtube.com/watch?v=D3BCUjC1WXc
https://www.youtube.com/watch?v=z3c2ZQc1MnY


「…に、逃げろっ！」

　教授の悲鳴を待つまでもなく、

「退避！　退避－ッ！」

　ミドリ色の隊員たちはクモというよりカマキリの子を散らすイキオイで、福岡隊長

の指示にしたがった。

　そして。

　建物が、倒れる。

　ＰＫ（サイコ）津波はあふれてご近所を襲い、洋館数軒、街路樹に、どこかの教会

の塔がすっぱり吹っ飛んだ。

「　ひぇ〜えっ★」

　例によって千香におんぶおばけするあたしだったりして、…あ、こいつ、ゲーテ座
まで壊しやがった★

「…反撃！」

　すばやく散開した緑衣隊のハンドバズーカ。

「…た〜まや〜…♪ 」

　テスはちゃっかり高みの見物でケーキをひとり占めしている。

　…そう云えば、今年の花火大会は、見そこねてたっけ…

「テスぅ、ちょっとそっちに混ぜてっ ♪ 」

「だぁめっ。そこ力場が混乱してて介入できな〜いっ ♪ 」

　えいこの。ケーキは６個もあるんじゃないかぁぁぁぁっ★



「千香っ！　テスも殺っちゃってっ」

「きゃぁあ★　いやぁんっ」

　事態はさらに混乱を、極めた。

「　撃て、撃て〜っ!! 」

「…だいったいてめーは昔っから色ケが多すぎンだよっ」

「なによっ洗濯板ムネのガキッ」

「あんだと色魔のイロ毛虫ッ！

「ちょっとやだっ！　アップルパイはあたしのよぉぉぉぉッ!!」

　バズーカ。ＰＫ。対空砲。

　みつどもえの破壊音に多重放送の女のあらそいが加わって、はや懐かしのゴジラの

世界。

　大八車の避難民なんか、磯子方面に向けて走りだしたりして…

「あの〜映画のロケですか？」

「サインくださ〜い」

「ＦＭ横浜ですがッ」

「患者はどこですかー？？」

　はては、

「…悔い改めよ。裁きの日は近い…」

「おん！まゆきらてぃそわかあああっ！」



「 "のげっぷ教" に入信しませんか〜？？」

　戦域拡大。

　丘をくだった元町から中華街のあたり、ぱぱぱっと亀裂がはしってゆく。

　そして、

　気がついたら…あらら。

　千香もテスも、巨大化…！

　と、いうのかしらね。

　そもそもの故郷での原寸スケールに、からだが戻りつつある。

「うっ撃ちかたやめーッ！　空戦隊に連絡を取れ！」

「えーーーいＰＫじゃまだるっこしいわッ！」

「望むところよッ」

　…きゃあ。たんまたんまっ！

　あられもなくタイトスカートの裾を裂くテスに立ちむかう千香の肩のうえから、あ

たしは慌てて駆け降りた。

https://www.youtube.com/watch?v=AIu0JOjbGuE&index=30&list=PL2F86081EE7A8A5E8
パラソル天動説 - 谷山浩子

https://www.youtube.com/watch?v=VTxiZar2YB0
【あまりのみ】てんぷら★さんらいずを踊ってみた【谷山浩子】

https://www.youtube.com/watch?v=AIu0JOjbGuE&index=30&list=PL2F86081EE7A8A5E8
https://www.youtube.com/watch?v=VTxiZar2YB0


https://www.youtube.com/watch?v=_1JavvpirzY&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=79
ＪＲ岩代駅　テングサの歌 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_1JavvpirzY&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=79


（12月９日）　また新しい旅人… ”おなかま” が、この多次元交差点（すくらんぶる）
の世界に、降りて来たというしるし。

https://85358.diarynote.jp/201612092042558981/

『過激なかぐや姫』　〜＠LAST。

2016年12月9日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

てなことで手こずりましたが、何とか１冊終了…★
　↓

http://p.booklog.jp/book/111824/read
リステラス星圏史略

古資料ファイル　５－Ω－イ

『過激な かぐや姫』 

（予定は冠水…もとい完遂できず★）

選択肢て…もとい（＾＾；）
洗濯して？

ご飯作って？

食べてから？

漫画読んで…？

寝まーす★（明日からまた地獄の４連勤〜★）

https://www.youtube.com/watch?v=WD07ZsBGgIs
芸能山城組 - AKIRA (SOLIDSEEKER Remix) 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=FYGsrNesnDw&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=96
素晴らしき紅マグロの世界 

https://85358.diarynote.jp/201612092042558981/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612092042558981/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4835449517/
file:///tmp/puboo/127083/452463/3aa5d226458f515db7a7/book/111824/read
https://www.youtube.com/watch?v=WD07ZsBGgIs
https://www.youtube.com/watch?v=FYGsrNesnDw&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=96


「…絶景ですわねー。」

「いやー、推定身長１７メートルというあたり、ちょっと守備範囲を超えちゃいまし

たね〜。」

「わ〜い♪　ハルマゲドンだ ♪　ハルマゲドンだっ♪」

　…聴いたような声の集団に、ふりむいて見れば、おなじみの車から、あたしの友人
ご一同、ビデオ片手にロケ隊とくりだしている。

「鬼太郎っ♪　朱美ってめーアシスト逃げたくせしてっ」

「こっちの集会があったんだも〜ん」

「嘘つけ、飲み会だろっ」

　６人乗ってる車にさらに割り込んで、ビールのカラを投げ捨てる。

「　行っけェッ！」

「ぅわー待ったっ！」

　ビデオ命で窓から身を乗りだしているチグサ君の悲鳴をよそに、鬼太郎は急発進を

かけた。

　絶好のアングルを求めて海岸沿いをひた走る。

「うーん。倉庫がジャマだ。」

「…千香ぁっ！　このへんも薙ぎ払っちゃってっ♪」

「ちっ、しゃーねーな〜っ」



　バリッと白光が走ってあとは焼け野原…

「あらぁ、ＭＭ２１の用地が増えたじゃないっ ♪ 」

　…と、格闘中のアマレスラーの、注意をそらしたのがまずかった…

「…サラ、覚悟っ！」

　推定全長９メートル。美女の美脚のまわし蹴り。

「げげっ」

　ぽーーーーんっ☆…と。

　ほとんど重力を無視して、千香の巨体ははるかに吹っ飛んでいき…

　背中でマリンタワーをたたき割り、シルクセンターを押しのけて…

　すごい。

　ずざざざざｌっと横浜駅かいわいに頭っから突っ込んで、白亜の天理ビルをまっぷ

たつ。

　気を失って…

　停まった。

https://www.youtube.com/watch?v=ZAKWtg8XCbs&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=97
谷山浩子　森へおいで 

https://www.youtube.com/watch?v=fv6UkvrAHyU

https://www.youtube.com/watch?v=ZAKWtg8XCbs&list=PL2F86081EE7A8A5E8&index=97
https://www.youtube.com/watch?v=fv6UkvrAHyU


「ねこの森には帰れない」　谷山浩子　歌詞付き

 
ひみつ日記

ACT.4

　………後日。

「…にじゅうに、にじゅうさん、にじゅう…っと。はい。全部で２４ページ。ごくろうさん」

　おもわず高利貸しのノリで完成原稿をとりたてて、ゆきちゃんの淹れてくれたミルクティーで

乾杯。

　千香は、どこでもドアのむこうへと、せきたてるテスに引きづられて還っていった。

「…あ〜あっ★」

　ためいきのひとつも出ようというもの。千香のいない学校なんて、通ってる意味がひとつも

ない。

　…帰り道。

　あつぃはやたら見晴らしのよくなった根岸線沿線を歩く。

　マリンタワーも中華街もきれいさっぱり失くなった港かいわいは少し涼しすぎるけど、もう１

０月。

　ふしぎと無傷だったいちょう並木の黄金色。

　ＭＭ計画も大幅に練りなおされて、きっと数年後にはＳＦチックに生まれ変わった新しい街が

見れるはず。

　…風が、吹くな〜…



　空には雲の新聞が告知されていた。

　また新しい旅人… ”おなかま” が、この多次元交差点（すくらんぶる）の世界に、降りて来たと
いうしるし。

「んちゃっ☆」

　数日後、懐かしい声にあたしは振り返る。

「…また、クビになっちったぁ〜♪」

　…それは、もちろん、あたしの千香だった…。

　ＦＩＮ．

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月9日22:23
　

２２：２２♪

　

　

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10日6:55
　

〜０５９

２１２１ｗ

＞０５９

２１４５．

 

https://85358.diarynote.jp/


（12月10日）　（をいをい。バイトの日だっ）

https://85358.diarynote.jp/201612100707068620/

めも　（設定変更）。

2016年12月10日 リステラス星圏史略　（創作）
　

便宜上、パブーの

「著作権チェック」には

「侵害していない」にチェックしちゃいましたが。（＾＾；）

実をいうと「サラとテス」（とジーン≒当野槇子サン）は、

もともと「タチカのキャラ」なので…。

もしアレを私オリジナル作品としてプロ化するとしたら、

ビミョウに名称変更…ｗ

サラ・レシフェ・タチーカ姫。

⇒ルキフ・エル・サラ・ター・チャイカ。

　超絶ＰＫ持ちの、超絶・美少女。

　性格は凶暴にして、「無」常識。

　通称『ルキ・フェル』。

ユキちゃん。

⇒ユキシャ・エル・サラ・ター・ツヒラー。

　ルキフの実妹。ＰＫアンプリファイアー。　

　通称『雪女』。（歩くブリザード）。

テス・Ｔ・セシリア。

⇒テスラ・テラ・セラ。

　超Ａ級の精神感応（操作）力者。

　超絶・色気美女。

当野槇子（あたりの・まきこ）。

⇒予知・透視・降霊能力者。

https://85358.diarynote.jp/201612100707068620/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


　ビン底メガネ美女。（じつわＦカップの巨乳。）

　通称『図書館の幽霊』。

　悪口『ミルクタンク』…（－－＃）★

（をいをい。バイトの日だっ）

 



（12月10日）

https://85358.diarynote.jp/201612100734092681/

【 札幌 ０．０７５ μ 】／「…音もなく雪は降りつむ。」／日本
海側南部では１０日朝から夕方にかけて大雪による交通障害に警

戒してください。

2016年12月10日 環境は、生命圏で、生存権。

　

https://www.youtube.com/watch?v=WD07ZsBGgIs&list=RDWD07ZsBGgIs#t=8
芸能山城組 - AKIRA (SOLIDSEEKER Remix) 

（前項参照）

あらためまして、おそ？ようございます。

０７：０７でした。

夜中のアップにもかかわらず、早速沢山のお立ち寄り、ありがとうございます♪

　↓

http://p.booklog.jp/book/111824/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－Ω－イ

https://85358.diarynote.jp/201612100734092681/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161210/85358_201612100734092681_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161210/85358_201612100734092681_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161210/85358_201612100734092681_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=WD07ZsBGgIs&list=RDWD07ZsBGgIs#t=8


『過激な かぐや姫』 
はちゃめちゃＳＦ風味エンタメ実験作品です。（＾＾；）１９８４年作品。（＾＾；

）自分パロディで地元密着。身内ウケだけを追求した結果、全編を通して、美女の美

脚が炸裂しております…ｗ 
100円　小説・ノンフィクション （ SF , 学園・青春・友情 ） 26ページ
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：29

販売数：0

　↑

…売れてないけど★（＾＾；）★

（ちなみにこれは、記念すべき、【パブーで１００冊目♪】の上梓でありました…☆彡

（…⇒既・販売数…、１。）（－－；）★

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481321400/1011-0010-101000-201612100710.gif?
t=1481322038
（０７：００〜０７：１０）

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12月10日 04:59】
根室北部では１０日夕方から夜遅くにかけて暴風雪に、網走東部を含め１０日夕方か

ら１１日明け方にかけて高波に警戒してください。日本海側南部では１０日朝から夕

方にかけて大雪による交通障害に警戒してください。

札幌はプラス１℃。無風。

びっくりですが、夜中の３〜４時間のうちに、

３０cmくらい上乗せして、雪が降り積もってます…★
（＠＠；）

ほぼ「娯楽」（スポーツ♪）であるところの「雪中徒歩通勤」の予定でしたが、

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481321400/1011-0010-101000-201612100710.gif?t=1481322038


（そして、昨日がんばって買ってきたばかりの、「ハーフブーツ丈」の雪靴がさっそく活躍して

くれそう？なんですが…）

札幌市の公共除雪は通例１２月中旬以降？で予定を組んでいる？らしいので…

歩道の除雪具合によっては、もう「歩けない」状況なので…ｗ

まぁ、様子を見て、無理そうなら大人しくバスに乗りますわ…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=2TkvgbveuSs
GITS I Can’t Be Cool 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年12月09日（金）【当日】

★（〜”〜＃）★

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年12月10日 04:16】
石狩、後志地方では、１０日朝から１０日夕方まで大雪に警戒してください。

［石狩中部］大雪

［後志北部］大雪

ホワイトフード @whitefood1 · 5 時間5 時間前 
12月10日2時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が270箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzQDUMnVEAEjshA.jpg

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ38.8km 2016/12/09 23:54:52

★地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ40.6km 2016/12/09 22:15:41

★地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.9】根室半島沖 深さ50.5km 2016/12/09 19:16:00

https://www.youtube.com/watch?v=2TkvgbveuSs
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzQDUMnVEAEjshA.jpg


★地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M3.0】国後島近海 深さ70.4km 2016/12/09 15:38:45

ホワイトフード @whitefood1 · 17時間17時間前 
12月9日14時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が112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/CzNcgAgUUAAegLh.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
12月9日8時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が46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/CzMJ96pVIAIz7xa.jpg

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzNcgAgUUAAegLh.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzMJ96pVIAIz7xa.jpg


（12月10日）　アルパカ狼さんにちょっとだけど構って貰えたので機嫌は良好です。
(^_^)v

https://85358.diarynote.jp/201612101532289015/

ＷＯＲＫＭＡＮ！o(^-^)o♪

2016年12月10日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

今日の札幌はちょっくら大変な

大雪。ヽ（・＿・；）ノ

１時間で１０cm積もる勢いが数時間も続いて除雪が間に合わず市電が停ま
る等々。

(・ω・;)(;・ω・)

「こんなこともあろうかと」

(‾ー+‾)ニヤリ

きのう第六感に従ってわざわざＷＯＲＫＭＡＮまで遠征して、

ハーフブーツ丈の新雪靴を購入してた私は、遅れまくるバスを尻目に余裕の徒歩通勤。(^_^)v

（昨日までの半靴だったら玄関出た時点で諦めるところだった…(^_^;)…）

しかしそれでも新積雪５０cmに隠された穴だの坂だの段差だの…に、足を捕られて転倒３回。

ヽ（・＿・；）ノ

気温は高いのですぐ融ける雪のせいで、下半身ずぶ濡れになりました…┐(’〜`；)┌…★

 
 
 

コメント

https://85358.diarynote.jp/201612101532289015/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612101532289015/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161210/85358_201612101532289015_1.jpg


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月10日15:40
　

そして日焼けだか雪灼けだか、

放射線灼け？だかで…(ToT)…★

顔が、痛いです…(ToT)★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月10日23:22
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

オトナゲもなく往復歩いたウマシカりすはワタクシですが何か？

(‾ー+‾)ニヤリ

少なくともノロノロ徐行で遅れまくってる路線バスよりは速く帰れたよ〜ん♪ (^。^;)

転倒数十回。(^_^;)

右膝と手首をひねり、買ったばかりで一口しか飲んでなかったペットボトルをどっかで落としま

したがまぁ大禍大厄はなし。

(^_^;)

アルパカ狼さんにちょっとだけど構って貰えたので機嫌は良好です。(^_^)v

漫画読んで

ごはん食べて

寝ます♪
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（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１６年１２月）

（中旬）
 



（12月11日）　

https://85358.diarynote.jp/201612110710105334/

札幌 ０．０６ μ ／　積雪 ６５cm…。

2016年12月11日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=t55VHg6R_sA
【たっぽい】 TOUGH BOY 歌詞付 【たっぽい】 

おはようございます。

０６：４９です。

こりずに今日も歩く気なので３０分早く運行中です。

札幌はマイナス３℃。ほぼ無風。

晴れそうに見えるんですけど、降雪確率５０％…？

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481405400/1011-0010-101000-201612110630.gif?
t=1481406033
（０６：２０〜０６：３０）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年12月09日（金）【当日】

https://85358.diarynote.jp/201612110710105334/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612110710105334/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161211/85358_201612110710105334_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161211/85358_201612110710105334_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161211/85358_201612110710105334_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=t55VHg6R_sA
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481405400/1011-0010-101000-201612110630.gif?t=1481406033
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


今日は…（－－＃）…１１日…★

https://www.youtube.com/watch?v=XAYhNHhxN0A
Mission Impossible Theme(full theme) 

★地震マップ @eq_map · 50 分50 分前 
【M2.6】根室地方 深さ118.1km 2016/12/11 06:19:08

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M3.0】浦河南方沖 深さ45.6km 2016/12/11 04:31:20

ホワイトフード @whitefood1 · 4 時間4 時間前 
12月11日2時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が46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/CzVPMTGUQAEohma.jpg

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.3】弟子屈付近 深さ5.7km 2016/12/11 01:27:29

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.7】青森県西方沖 深さ16.8km 2016/12/10 23:34:37

★特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年12月10日 22:10】
根室地方では、１１日明け方まで高波に警戒してください。

［根室北部］波浪

★地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ56.8km 2016/12/10 21:47:58

ホワイトフード @whitefood1 · 11時間11時間前 
12月10日20時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が35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/CzT65MgUUAACYAo.jpg

★特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=XAYhNHhxN0A
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzVPMTGUQAEohma.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzT65MgUUAACYAo.jpg


【北海道地方 気象情報 2016年12月10日 16:06】
根室北部では、１０日夜遅くにかけて猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に、網走

東部を含めて、１１日明け方にかけて高波に警戒してください。日本海側南部では、

あと数時間大雪による交通障害に警戒してください。

ホワイトフード @whitefood1 · 17時間17時間前 
12月10日14時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が59箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzSoYOIUQAAVeG-.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年12月10日 10:23】
網走地方では、１０日夕方から１１日明け方まで高波に警戒してください。

［網走東部］波浪

★特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【釧路・根室地方 気象警報 2016年12月10日 10:19】
根室地方では、１０日夕方から１０日夜遅くまで暴風雪に、１０日夕方から１１日明

け方まで高波に警戒してください。

［根室北部］暴風雪・波浪

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.6】渡島半島 深さ79.8km 2016/12/10 19:06:28

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
12月10日8時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が102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/CzRV2ZiUkA0LfIu.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
12月10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/CzRQ8TkVQAAnEfb.jpg

…あれ…？（＠□＠；）？？

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzSoYOIUQAAVeG-.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzRV2ZiUkA0LfIu.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CzRQ8TkVQAAnEfb.jpg


昨日の札幌って…アレでも【大雪警報】とか、出なかったの…？？

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月13日6:55
2016年12月11日（日）【前日】
01:00 0.035 0.031 0.032 6 
02:00 0.035 0.032 0.034 6 

03:00 0.041 0.036 0.037 6 
04:00 0.044 0.041 0.043 6 

05:00 0.041 0.034 0.038 6 
06:00 0.032 0.028 0.030 6 
07:00 0.030 0.027 0.029 6 
08:00 0.037 0.032 0.034 6 
09:00 0.040 0.037 0.039 6 
10:00 0.036 0.029 0.032 6 
11:00 0.030 0.027 0.029 6 
12:00 0.032 0.028 0.030 6 
13:00 0.031 0.028 0.029 6 
14:00 0.029 0.027 0.028 6 
15:00 0.031 0.027 0.029 6 
16:00 0.034 0.031 0.032 6 
17:00 0.035 0.030 0.033 6 
18:00 0.030 0.028 0.029 6 
19:00 0.030 0.029 0.029 6 
20:00 0.029 0.027 0.028 6 
21:00 0.028 0.027 0.027 6 

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


22:00 0.043 0.030 0.038 6 

23:00 0.068 0.048 0.058 6 
24:00 0.068 0.047 0.058 6
 



（12月11日）　とりあえずアルパカ狼さんには迷惑がかからない範囲内で…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201612110835419810/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月11日16:24
　

徒歩通勤だけは

愉しかったですが、

バイトは厄日。(-_-#)

またしても「お昼休み」１６時の嫌がらせ。

(-_-#)

とりあえず非暴力平和主義者は棚上げして、

マジで２〜３人ブチ殺したいくらい、ハラヘッタ…(`o´)…★

（ので、忍耐キレて

客をサンドバッグにしたさｗ）

┐(’〜`；)┌

（昼飯１６時に

　したやつが悪いッ★）

　

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11日16:27
　

マジで今日こそ脳貧血（低血糖症）再発するかと思った…★

次は無い。

マジで気絶して、

救急車呼ばしたるッ！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月11日16:35
　

…食べ中なのでちょっとだけ？
冷静になってきた…(^_^;)…

無差別殺人はいか〜ん★(^_^;)

呪殺すべきは、まず、

「書き取りアンブリッ児」と、

フィル痴とスネイピと、

リータ・スキーター！

(*｀θ´*)

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12月11日16:37
　

あ〜あと、諸悪の根源、

ベルクカッツェなッ★

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月11日16:57
　

返りの風ならフクイチに向いて吹けばいいッ★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月11日22:28
　

すいません空腹のあまり狂暴化して取り乱しました(^_^;)

呪殺は地道に呪ってますがｗ

とりあえずアルパカ狼さんには迷惑がかからない範囲内で…ｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月11日22:35
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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てことで元気に歩いて(^。^;)

先ほど無事帰投。(^_^)v

本人的には

『嫌なバイト帰りにフィールド・アスレチックで楽しく遊んでストレス発散♪

o(^-^)o

てなノリなのでまぁ飽きるまでは歩かせてやって下さい…ｗ

(^。^;)

てかマジＷＯＲＫＭＡＮの雪靴最高！(^o^)／

バスより速くて

健康とダイエットに良し！

(^-^)g

…５５kgまで痩せたら、

大将ラーメン喰うぞ〜っ♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月11日23:34
　

…真夜中なのに。(‾○‾;)

雪雲一面の空が。

異様に明るく輝いてるのは、

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


…なんで…？？

(・ω・;)(;・ω・)
　

　

 



（12月12日）

https://85358.diarynote.jp/201612120710088015/

【 札幌 ０．０６８ μ 】（マイナス６℃）。

2016年12月12日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

https://www.youtube.com/watch?v=uGvIspfzLU4
宇宙戦艦ヤマト　OP　FULL 

おはようございます。

０６：５３になっちゃいました。

０６時に起床して家事やっててこの時間。

札幌はマイナス５℃。断続的に吹雪。

予報は晴れ？

明日はまた吹雪…か、雨…？？？

気分はもうヤケでヤマト見切り発進！つぅ感じです…ｗｗｗ

（んで昨日の午後やたらと苛苛してたのは、あながち空腹のせいばかりでもなくて、近場で地震

が２連発していた。（－－；）空間荷電とかのせいもあるもよう…？？）

https://85358.diarynote.jp/201612120710088015/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612120710088015/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161212/85358_201612120710088015_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161212/85358_201612120710088015_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161212/85358_201612120710088015_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=uGvIspfzLU4


地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.5】浦河南方沖 深さ92.9km 2016/12/12 00:20:36

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.6】大雪山系 深さ3.7km 2016/12/11 20:04:54

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.0】津軽半島付近 深さ160.3km 2016/12/11 18:48:38

★地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M3.4】宗谷地方 深さ24.8km 2016/12/11 17:34:26
　↑

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 留萌地方中北部 深さ約30km M3.1 11日17時34分頃発生 

★地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.9】宗谷地方 深さ24.7km 2016/12/11 15:30:57
　↑

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 留萌地方中北部 深さ約30km M2.7 11日15時31分頃発生

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年12月09日（金）【当日】

…役立たず…ッ!!　o（＞＜＃）o ★
　　↑

（パターンから推測すると、

「ヤバイ数値の日は無視してマシな日だけ表示」なもよう…）★（－－；）★

…まぁ、今に限らず、バブルの頃に、「農水省データの嘘」を現場で目撃した、

（つうか、「私が」入力して集計した「全国のコメ作況」データ、

　目の前で、何の根拠もなく「１．５倍」に「掛け算」させられて…！

　翌日の新聞で「公式発表」された。もんなぁ…！）
　　↑

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


（そして空前の「コメ不足」の年で、外米輸入とかで大騒ぎになってたのに、

「コメの作柄：ほぼ平年並み」という、嘘データだけが、記録に残った…★）

（＝＝＃）（＝＝＃）（＝＝＃）

…それはさておき…⇒（この項「情報はベクれトル」に続く。）
⇒　http://85358.diarynote.jp/201612120729109513/

ねこやまだ @msao211 · 48分48分前 
おはようございます。

月曜日です。札幌の大雪はようやく峠をこえたようです。12月にこんなに降ったのは
はじめてみました

皆さま今週もよろしくお願いいたします

https://pbs.twimg.com/media/CzbQQuqUkAAMJ3y.jpg

ダゼー・ファンク Jr. @dazeyfunkJr · 11時間11時間前 
実は大雪の影響で昨日今日とずっと札幌の空港にいるんですが、とてつもなく長い待

ち時間で、久しぶりに平成維新軍の試合をひと通り見れました。

#小林邦昭 #虎ハンター #流れる様なソバットからのフィッシャーマン #njpw

04 Limited Sazabys� 認証済みアカウント � 04@LS_nagoya · 18時間18時間前 
【本日ライブ中止のお知らせ】

本日予定しておりましたZepp札幌公演ですが、大雪による悪天候のためメンバーが会
場へ到着できなくなったため、公演を延期・中止とさせて頂きます。

詳しくはHPをご覧ください
http://www.04limitedsazabys.com/news/0/32836/

音楽ナタリー� 認証済みアカウント � @natalie_mu · 18時間18時間前 
04 Limited Sazabys本日の札幌公演が大雪で中止、開催延期に
http://natalie.mu/music/news/212795 …

…いろいろ悲喜こもごもだったもよう…。

http://85358.diarynote.jp/201612120729109513/
https://pbs.twimg.com/media/CzbQQuqUkAAMJ3y.jpg
http://www.04limitedsazabys.com/news/0/32836/
http://natalie.mu/music/news/212795


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月13日6:58
　

2016年12月12日（月）【当日】
01:00 0.043 0.034 0.038 6 
02:00 0.032 0.028 0.030 6 
03:00 0.028 0.027 0.027 6 
04:00 0.027 0.026 0.027 6 
05:00 0.030 0.028 0.029 6 
06:00 0.034 0.029 0.031 6 
07:00 0.036 0.034 0.035 6 
08:00 0.039 0.035 0.037 6 
09:00 0.039 0.034 0.036 6 
10:00 0.033 0.029 0.031 6 
11:00 
12:00
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月14日9:36
　

2016年12月12日（月）【前日】

01:00 0.043 0.034 0.038 6 

02:00 0.032 0.028 0.030 6 
03:00 0.028 0.027 0.027 6 
04:00 0.027 0.026 0.027 6 
05:00 0.030 0.028 0.029 6 

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


06:00 0.034 0.029 0.031 6 
07:00 0.036 0.034 0.035 6 
08:00 0.039 0.035 0.037 6 
09:00 0.039 0.034 0.036 6 
10:00 0.033 0.029 0.031 6 
11:00 0.029 0.026 0.027 6 
12:00 0.026 0.026 0.026 6 
13:00 0.026 0.025 0.025 6 
14:00 0.025 0.025 0.025 6 
15:00 0.025 0.024 0.025 6 
16:00 0.025 0.024 0.025 6 
17:00 0.025 0.024 0.025 6 
18:00 0.025 0.024 0.025 6 
19:00 0.025 0.025 0.025 6 
20:00 0.025 0.025 0.025 6 
21:00 0.025 0.025 0.025 6 
22:00 0.026 0.025 0.025 6 
23:00 0.026 0.025 0.026 6 
24:00 0.026 0.025 0.026 6
 



（12月12日）　エルさんは今日もエルさんだった…。(^◇^;)。

https://85358.diarynote.jp/201612120729109513/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月12日7:44
　

パソコン不調で再起動でロスタイム。（－－；）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月12日23:27
　

おばんです。(*^_^*)
札幌マイナス５℃ですが、

全身汗まみれ(^。^;)
湯気を立てながら

先ほど無事帰投。

(^_^)v

空腹に耐えかねて、

ごはんは半田屋で、

食べて来ちゃったので、

(^。^;)

漫画読んだら寝ます☆

(^o^)／
　

　

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12月12日23:28
　

エルさんは今日も

エルさんだった…。(^◇^;)。
 

https://85358.diarynote.jp/


（12月12月）　事実のみメモ。

https://85358.diarynote.jp/201612130641028153/

『デスイーターが多すぎる。』 (`ヘ´)

⇒ 【労基署 提出資料】。(-_-#)。　（オマケ一曲追加☆）

2016年12月12日 就職・転職 コメント (1)
　

事実のみメモ。

昨日１２月１１日、私物ロッカー荒らされた形跡。(-_-#)

ものが動いてた。

ロッカー内にタバコ臭（副流煙）が充満。

⇒18時30分から２０時までの間に私物ロッカーを勝手に開けられる、「あのタバコ」臭の管理者
と言えば？

（特定１名）。

同じ管理者に職務上の面談時に「休憩１６時はやめて欲しい」と申し入れたとたん、「無理」と

嘲笑われて、以降、１６時休憩が１０倍くらいに増えた。

昨日１２月１１日も１６時。

今日１２月１２日も１６時。

今日は同じ時刻に出勤した人が他に５人も居るのに、なぜ昨日もワリ喰った私が続けて【バツ

当番】なのか？

あきらかに、業務成績とは無関係な理由による、個人的または【職場内宗教組織？】事案による

嫌がらせ。

⇒ロッカーの件があるので、

https://85358.diarynote.jp/201612130641028153/
https://85358.diarynote.jp/201612130641028153/
https://85358.diarynote.jp/201612130641028153/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201612130641028153/


労基署より先に警察か？

（※北海道警はセイギじゃないので、アテにはならない…★）

以下次号。(-_-#)

https://www.youtube.com/watch?v=FtvZ696kcyg
聞け万国の労働者（SFMS 961230西成三角公園） 

 
　

ひみつ日記

　

しまった前項消えた？

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月13日6:43
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月12日23:27

おばんです。(*^_^*)
札幌マイナス５℃ですが、

全身汗まみれ(^。^;)
湯気を立てながら

先ほど無事帰投。

(^_^)v

https://www.youtube.com/watch?v=FtvZ696kcyg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


空腹に耐えかねて、

ごはんは半田屋で、

食べて来ちゃったので、

(^。^;)

漫画読んだら寝ます☆

(^o^)／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月12日23:28

エルさんは今日も

エルさんだった…。(^◇^;)。
 



（12月13日）　今日はアルパカ狼さんに遇える♪

https://85358.diarynote.jp/201612130716006272/

タチの悪そうなミゾレ？吹雪／マイナス５℃。

2016年12月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=Mdju-W_ZAnw
TOUGH BOY by TOM★CAT 【90’s Full Version】 

あらためまして、おはようございます。

０６：３６でした。（＾＾）

さすがにイキナリ吹雪中強行軍３往復もして、いくらか疲れてますが。

（＾＾；）

今日は歩こうかどうしようか、窓の外のタチの悪そうなミゾレ？吹雪を眺めながら勘案中で

すが…。（マイナス５℃）。

（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201612130716006272/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612130716006272/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161213/85358_201612130716006272_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161213/85358_201612130716006272_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161213/85358_201612130716006272_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Mdju-W_ZAnw
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481578800/1011-0010-101000-201612130640.gif?t=1481579433


http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481578800/1011-0010-101000-201612130640.gif?
t=1481579433
（０６：３０〜０６：４０）

昨日エルさんが面白かったｗし、

今日はアルパカ狼さんに遇える♪

確率が高いので、機嫌は悪くないです…☆

ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

…ま、イヤガラセの数々（私物荒らしに至ってはすでに「犯罪」）（－－＃）★
については、もはや…「頭逸狂怪」と「葬科学怪」と「餌捕罵の商人」と、
（なぜか公安警察まで？）「敵にまわした」時点で自業自得（－－；）なので、

ほっとくしかないですね…ｗ（－－＃）ｗ★

（携帯の中味をノゾカレテルこと確実なので、情報のってる方々には迷惑かかっているかもで、

　申し訳ないですが…★）
　↑

（「そんなこともあろうかと」あらかじめ、

「多少の事態には自力対応可能」なひと以外の、情報はのこしてない…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=MruGBUTdsY8
HOTEI - STILL ALIVE 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年12月12日（月）【当日
　　　　　　↑

…「１２月１０日の情報を【載せずに」すっ飛ばしたかった」のか…？
★（〜”〜＃）★

参照：http://85358.diarynote.jp/201612100734092681/
【 札幌 ０．０７５ μ 】
2016年12月10日 環境は、生命圏で、生存権。 

https://www.youtube.com/watch?v=MruGBUTdsY8
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://85358.diarynote.jp/201612100734092681/


★地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.9】北海道東方沖 深さ125.9km 2016/12/13 02:54:06

★地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.9】北海道東方沖 深さ85.6km 2016/12/13 00:00:33

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M3.1】十勝地方南東沖 深さ68.1km 2016/12/12 19:54:48

★地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.3】釧路地方 深さ127.7km 2016/12/12 18:43:54

…お、おまけ映像…ッｗｗｗｗｗ♪
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=pxXhfElVhlo
【ゆうパック】「パカまじめ。」篇 

…かわいい〜ん…ｗｗｗ
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月14日9:37
　

2016年12月13日（火）【当日】
01:00 0.026 0.025 0.026 6 
02:00 0.025 0.025 0.025 6 
03:00 0.026 0.025 0.026 6 
04:00 0.026 0.025 0.026 6 
05:00 0.027 0.026 0.026 6 

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


06:00 0.027 0.026 0.027 6 
07:00 0.028 0.027 0.027 6 
08:00 0.028 0.027 0.028 6 
09:00 0.029 0.027 0.028 6 
10:00 0.027 0.026 0.026 6 
11:00 
12:00
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月15日8:16
　

2016年12月13日（火）【前日】
01:00 0.026 0.025 0.026 6 
02:00 0.025 0.025 0.025 6 
03:00 0.026 0.025 0.026 6 
04:00 0.026 0.025 0.026 6 
05:00 0.027 0.026 0.026 6 
06:00 0.027 0.026 0.027 6 
07:00 0.028 0.027 0.027 6 
08:00 0.028 0.027 0.028 6 
09:00 0.029 0.027 0.028 6 
10:00 0.027 0.026 0.026 6 
11:00 0.028 0.026 0.027 6 
12:00 0.027 0.026 0.026 6 
13:00 0.026 0.025 0.026 6 
14:00 0.026 0.024 0.025 6 
15:00 0.029 0.025 0.026 6 
16:00 0.033 0.031 0.032 6 
17:00 0.030 0.027 0.029 6 
18:00 0.027 0.026 0.026 6 
19:00 0.026 0.026 0.026 6 
20:00 0.026 0.025 0.026 6 
21:00 0.026 0.025 0.026 6 
22:00 0.026 0.026 0.026 6 
23:00 0.026 0.026 0.026 6 

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


24:00 0.027 0.026 0.026 6
　

 



（12月13日）　アルパカ成分、絶賛欠乏中です。(ToT)

https://85358.diarynote.jp/201612130830285988/
（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12月13日15:23
　

個人的に厄日。

座席運が壊滅的。(∋_∈)

休憩室は男女別にしてほしい。

切に。(∋_∈)

（風呂入ってない男は臭いッ

しかも複数いるしッ★

また増えたし…ッ★

(-_-#)(-_-#)(`ヘ´)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月13日23:11
　

先ほど無事帰投。(^。^;)

色々と疲れましたが無傷。

食料

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


飲料

読料

聴料？f^_^;

総重量１０kgばかりを(^。^;)
ガッツリ買い込んで、

らくらく座って余裕のバス帰宅。

アルパカ成分のみ、

絶賛欠乏中です。(ToT)

とりあえず

漫画読んで

ごはん食べて

寝ます！

 



（12月13日）　（写真アップするの忘れてた☆）

https://85358.diarynote.jp/201612142129518842/

（…番組の途中ですが…）。

2016年12月13日 環境は、生命圏で、生存権。
　

（写真アップするの忘れてた☆）

 

 

https://85358.diarynote.jp/201612142129518842/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6


 
 

 
 
 
 



（12月⒕日）　挙句にアルパカ狼さんからまで無視（黙殺？…なんか怒ってる…？？
）されるわ…

https://85358.diarynote.jp/201612140828493137/

【札幌　いたるところで雪の壁】／【M3.5】石狩平野／サッポ
ロ「当日入りダメ絶対」／アルパカ成分、欠乏中です。

2016年12月14日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (7)

　

tenki.jp� 認証済みアカウント � @tenkijp · 20時間20時間前 
【札幌　いたるところで雪の壁】

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/kazuya_mori/2016/12/13/60671.html … 札幌市内は
、週末の大雪の影響で、街中のいたるところに大人も隠れてしまうような高い雪の壁

ができています..

https://www.youtube.com/watch?v=q5jSVGzFdZM
Saiyuki - Sanzo x Goku - Hurry up and save me - AMV 

遅め？ようございます。

https://85358.diarynote.jp/201612140828493137/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612140828493137/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161214/85358_201612140828493137_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161214/85358_201612140828493137_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161214/85358_201612140828493137_3.jpg
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/kazuya_mori/2016/12/13/60671.html
https://www.youtube.com/watch?v=q5jSVGzFdZM


０７：５３（七五三）でした…☆

（＾＾；）

再び「３連休」の初日。

今週「４連勤」はとにかくひたすら疲れました★

大雪だわ、路面は立体スケートリンクだわ、職場の管理職によるイヤガラセと、同僚による無視

イジメは、そのまんま（悪化しつつ？）継続中だわ、座席運はロクデモナイわ、客は【被曝性】

認知症だらけだわ、年末のせいか？無闇に忙しいわ…

数少ない娯楽のタネのエルさんまで居ない…（⇒本人カシコイつもりで底辺のばか⇒Ｂ層deぐ〜
みん⇒だから、また関東まで？ワザワザわざわい「被曝しに」逝ったらしい…★）

★　ｗ（－－＃）ｗ　★

挙句にアルパカ狼さんからまで無視（黙殺？…なんか怒ってる…？？）されるわ…
…（Ｔ■Ｔ；）…

…んで、何故か？…

（あいかわらず無駄に、）

【営業成績だけわ】良い…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=BYTYG884Q1k
【ゆうパック】「パカまじめ。」篇 

…手の抜けない、これで「過労ウツ自殺未遂⇒慢性疲労症候群⇒ヒキコモリ」…の、ドンヅマリ
お決まりコースで、

人生一番大事なはずだった時期を２０年も！

無駄にしたくせに…（〜〜；）…★

…とことんワーカホリック（？）な自分に呆れますが…ｗ（－－；）ｗ…★

https://www.youtube.com/watch?v=BYTYG884Q1k


…でも、自分を嫌いになるよりは、

プライド持って「敢えて損を取る」生き方のほうが、いいよね…？

（…とか思っている自分を、けして嫌いではない…。…ｗ（＾□＾；）ｗ…）

https://www.youtube.com/watch?v=b1uH4BnswKQ
Digimon Song Brave Heart 

誰に嫌われようと、構わない。

私は、曲がれない。曲がらない…。

…

https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
Pirates of the Caribbean - He’s a Pirate (Extended) 

んで、札幌は（＾＾；）

マイナス１℃。無風。

高い位置に一面に分厚い冬布団のような灰白色の雲が敷き詰められた曇天。

予報では「終日穏やか」ですが…とりあえず陽射しは皆無です。（－－；）

予定は終日自宅警備員。宅配の受け取りと家事と漫画と「原稿遊び」…。

…さて…？？

https://www.youtube.com/watch?v=w30p9ZdJLh0
[AMV] Saiyuki - Already Over 

（寒くておなか空いたんで、先にご飯たべてきます…☆彡）

https://www.youtube.com/watch?v=b1uH4BnswKQ
https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
https://www.youtube.com/watch?v=w30p9ZdJLh0


 



（12月⒕日）

https://85358.diarynote.jp/201612140828493137/

https://www.youtube.com/watch?v=URvVMZjlQw4
君の名は - 前前前世／Radwimps 歌詞 (1時間) 

…再びＰＣ前に戻りました。０９：２９。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
＞2016年12月13日（火）【当日】

（＝＝＃）

◆地震マップ @eq_map · 45分45分前 
【M3.0】日高地方 深さ33.7km 2016/12/14 09:40:48

★地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.1】択捉島近海 深さ126.2km 2016/12/14 02:26:04

★地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.5】根室地方 深さ75.6km 2016/12/14 01:33:24

★地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M3.2】根室半島沖 深さ36.0km 2016/12/13 22:40:42

★地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.6】釧路地方 深さ144.1km 2016/12/13 20:58:09

★地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.3】釧路地方 深さ117.5km 2016/12/13 19:40:29

◆地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M3.4】十勝地方 深さ84.9km 2016/12/13 18:59:33

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=URvVMZjlQw4
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


【M3.5】石狩平野 深さ110.0km 2016/12/13 15:04:58

https://www.youtube.com/watch?v=Hvb3iKkYZlw
Slam Dunk OST - BAAD - 君が好きだと叫びたい 

北海道新聞� 認証済みアカウント � @doshinweb · 12月11日 
発達した低気圧の影響で道内は１０日、石狩や後志地方を中心に大雪となりました。

札幌市では午後３時に最深積雪が６５センチを記録。１２月上旬としては１９８７年

の６８センチに次いで過去２番目です。１１日午後１時は、５９センチになってい

ます。

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0347304.html …

毎日新聞写真部� 認証済みアカウント � @mainichiphoto · 12月10日 
https://goo.gl/JnAOeb 
北海道は、除雪作業用の「#ササラ電車」が動けなくなるなどまとまった雪となってい
ます。札幌市の積雪は１２月上旬としては２９年ぶりの大雪となっています。写真特

集で

http://mainichi.jp/photography/
https://pbs.twimg.com/media/CzTMh9lUkAA7wJF.jpg

産経ニュース� 認証済みアカウント � @Sankei_news · 12月10日 
札幌、２９年ぶりの大雪

http://www.sankei.com/photo/story/news/161210/sty1612100014-n1.html …　#札幌　#
雪　#北海道　#大雪 
https://pbs.twimg.com/media/CzToMICUkAAReoH.jpg

太一 @taichiiiiiiiii · 12月10日 
ほんとにそんなことあるの？！大雪の影響で札幌コンサート中止、現着したのに参加

できなくなったモーニング娘。ヲタ達が、そこで腐らずに「じゃあ同じ札幌でやる

関ジャニ∞コンサート行こうぜ！向こうも大変そうだし」ってなってるの、何て建設的
な精神！お前らは天使か。

4415＠無事お魚になりました @kurumi4415 · 12月10日 
札幌の大雪にやられて飛行機が着陸できずモー娘。はメンバー不在のため公演中止と

なり関ジャニはファンがコンサートに参加できなかったりで大変みたいだけど、同じ

https://www.youtube.com/watch?v=Hvb3iKkYZlw
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0347304.html
https://goo.gl/JnAOeb
http://mainichi.jp/photography/
https://pbs.twimg.com/media/CzTMh9lUkAA7wJF.jpg
http://www.sankei.com/photo/story/news/161210/sty1612100014-n1.html
https://pbs.twimg.com/media/CzToMICUkAAReoH.jpg


冬ソングでも豪雪感漂う雪の恐ろしさ十二分に理解してるGLAYは最低でも2日前には
北海道入りするし「当日入りダメ絶対」って言ってる

i-res.12/24銀座cαIIme @idolresolutions · 12月10日 
娘。が大雪で会場に行けずにコンサート中止、関ジャニの札幌ドームはメンバーは居

るが大量のファンが飛行機欠航で来れず。集まっていたハロオタが「男女の違いはあ

れど同じアイドルファン同士」と空席にしないように関ジャニの応援に行ってるのジ

ャンプのバトル漫画みたいで燃えるし泣けてくるな・・・

たなかくん @tanaka_yuriko · 12月4日 
地球温暖化による寒冷化！12月初旬に大雪 札幌上空の寒気、氷点下４３度の件 
https://t.co/bDoZTDE2JR

ねこやまだ @msao211 · 12月4日 
今朝の札幌市白石区サイクリングロード。右のはもみの木かな。ご心配いただいた北

海道の大雪、札幌はこの程度、全然大丈夫です。 
https://twitter.com/msao211/status/805225660893433856

dear_naoto@TR（弾き語り） @dear_naoto · 12月2日 
札幌市内ススキのは、ライブカメラをみるところ、曇りのよう。積雪0cm。12月10過
ぎから、下層寒気が強まるので大雪の可能性もあります

JFREY BOUTIQUE TOKYO @JFREYBOZ · 12月2日 
北海道札幌市で行われた富士メガネ様の展示会に先月行ってまりました。11月上旬に
しては異例の大雪！営業にまわれなかったメガネ店様ごめんなさい。

http://jfreyboutiquetokyo.blog.fc2.com/blog-entry-1621.html …　#北海道　#札幌　#大雪
https://pbs.twimg.com/media/CyqRGikUoAAs8Dl.jpg

札幌のお天気 @sapporotenki · 12月2日 
12月2日12時の札幌市内の気温は-1℃から0℃。今日これからの天気は雪で時々止む
でしょう。中心部の最高気温は+3℃と昨日より8℃低い予想。現在札幌市に大雪・風雪
・着雪注意報が発表中です。 #sapporo #tenki #札幌

たんぽぽ @akihimatandon · 12月2日 
今日の札幌は大雪注意報が出ています

ライラックの木も雪の華が咲いてます^_^; 
https://twitter.com/akihimatandon/status/804513023557677056

https://t.co/bDoZTDE2JR
https://twitter.com/msao211/status/805225660893433856
http://jfreyboutiquetokyo.blog.fc2.com/blog-entry-1621.html
https://pbs.twimg.com/media/CyqRGikUoAAs8Dl.jpg
https://twitter.com/akihimatandon/status/804513023557677056


札幌のお天気 @sapporotenki · 12月2日 
札幌市に大雪注意報が発表されました。現在札幌市に大雪・風雪・着雪注意報が発表

中です。今後の雪の降りかたにご注意ください。 #sapporo #tenki #札幌

札幌　販促アドバイザー　山谷 みきお @uniyacht · 12月1日 
今日は雨模様の札幌。

いったん、雪は融けそうですが、明日から、大雪予定です(^^;;
#札幌天気
https://pbs.twimg.com/media/CyjOfpfVIAA8xIm.jpg

返信先: Kay ☆プロフ見てねさん 
大公望 多忙です(^_^;) @iwaimasaki · 11月30日 
@dandygenkay Kayさん、お早うございます。ゆっくり寝れましたか？。昨日は大雪
注意報が出てビックリしましたが、19時ごろには解除になり安心しました。札幌は暫
くは暖かい気温の日が続きますので楽しみです。反動も恐ろしいですけど。今日も宜

しくお願いしますね。 
https://twitter.com/iwaimasaki/status/803807669366554624

精神科医 Dr.Snowman @doctorsnowman05 · 11月29日 
昨夜大雪警報が解除されてから積雪が増えた札幌。

今朝の幹線道路はほぼ圧雪アイスバーン。

まだ11月。自分も周囲もまだ冬道に慣れてない。少しのゆとりが大事だね… 
https://pbs.twimg.com/media/CydscfaUsAAesiG.jpg

つい言ったぁ〜北海道ネット枠(THN) @hokkaidonponet · 11月29日 
札幌・江別に大雪警報 - NHK 北海道 NEWS WEB http://www.nhk.or.jp/sapporo-
news/20161129/4812631.html …

石川めぐみ @ishikawa_megumi · 11月29日 
「大雪注意報」なんて大げさだなあ、と思っていたが、札幌の北の方はけっこう降っ

てるっぽい。 
https://pbs.twimg.com/media/Cybw5ZTVQAAbGml.jpg

ナダム @nadam326 · 11月29日 
二つほど思うことあるんだけどさ。

まず今日札幌大雪警報だったんだけど雪が本来多いはずの南区でこんなんなんだ

https://pbs.twimg.com/media/CyjOfpfVIAA8xIm.jpg
https://twitter.com/iwaimasaki/status/803807669366554624
https://pbs.twimg.com/media/CydscfaUsAAesiG.jpg
http://www.nhk.or.jp/sapporo-news/20161129/4812631.html
https://pbs.twimg.com/media/Cybw5ZTVQAAbGml.jpg


けど？？

ってのと。

いま22じすぎてんだけもさか、空明る過ぎない？？
ての。 
https://pbs.twimg.com/media/CybstLcUAAA_G6l.jpg

道道資料北海道 @roadokuton · 11月29日 
大雪に関する石狩・空知・後志地方気象情報第2号（11月29日20時34分・札幌管区気
象台発表）札幌市・江別市の大雪警報は注意報へ移行しました。30日朝の空知・後志
地方は、最低気温が-10℃を下回る地点もあります。水道の凍結に注意。
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/306_02_412_20161129113441.html …

wikiwiki @Travelitwell · 11月29日 
今日の札幌市内は日中はこんなお天気でした。大雪注意報でていますが、今の所、は

らりはらりと言う感じです。場所によっては雪があり、夜はアイスバーンになってい

るところがあります。さっきもお姉さん転んでいた。旅する方はご注意ください。横

断歩道の白い線は歩いてはダメ。ツルツル怖いよ。 
https://pbs.twimg.com/media/Cya1Wx6VQAE-TWi.jpg

江別なう @ebetsucity_now · 11月29日 
北海道札幌市・江別市に大雪警報！街が雪に埋まる（2016年11月29日）
http://ebetsunopporo.com/?p=7669 @さんから
https://t.co/sfFGFI5nS4

Suke @Suke78857694 · 11月29日 
「白石区なう」ってやつですか。

現在の外の様子です。

この時間帯、もう薄暗くなって来ました。　

雪の方は今は少し落ち着いている様ですが、札幌に大雪警報が出されています。

これから降るかも知れません。

油断は禁物です。 
https://pbs.twimg.com/media/CyaWqtZUsAAcA1G.jpg

…札幌一般ジモティずは、これっくらいでは「大」雪という言葉は、あまり使っていない。

ということに気がついた…ｗｗｗ

https://pbs.twimg.com/media/CybstLcUAAA_G6l.jpg
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/306_02_412_20161129113441.html
https://pbs.twimg.com/media/Cya1Wx6VQAE-TWi.jpg
http://ebetsunopporo.com/?p=7669
https://t.co/sfFGFI5nS4
https://pbs.twimg.com/media/CyaWqtZUsAAcA1G.jpg


「札幌　　雪」と

「札幌　大雪」で、検索件数がぜんぜん違うｗ

道道資料北海道 @roadokuton · 23時間23時間前 
道道資料北海道さんがＨＢＣ newsをリツイートしました
2017年3月のダイヤ改正で、旭川－網走の運転となる特急オホーツク2往復を「大雪
」に、特急スーパー白鳥用の789系列車を使用する札幌－旭川の列車を「ライラック
」に、名称変更を検討している。 
https://twitter.com/HBCnewsJNN/status/808512439755165696

https://www.youtube.com/watch?v=kREzXmfGRS0
SUPERBELL’Z なんかアリかもね 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月14日9:31
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月14日16:22
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マジョリンす @mariessu · 11月24日 

ロシアは-40°らしい。
異常な寒さの原因は太陽のせい？太陽の3分の1が黒くなっている。コロナホール再び。
http://honmono.whdbeauty.com/p/1611/fiuM6pl31.html …

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月14日17:04
　

＞客は【被曝性】認知症だらけだわ、年末のせいか？無闇に忙しいわ…

cmk2wlさんがリツイート 
シェフ @sendagiwalker · 12月9日 
この2年ほど急増した異常な患者に多いのは常識的治療を拒否する・叫ぶ・理屈が通じない子供じ
みた言動を続ける等々です。そして電話で訳のわからない事を言い続ける人も多い。殆どが現役

の会社員で平均以上の学歴や収入もある人間です　#東京は狂い始めた
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月14日17:46
　

アサミン @a_sa_minn · 37 分37 分前 

【睡眠に勝る名医なし！】

　

しっかり睡眠をとれると翌日の調子が良い。寝不足が続くと体調を崩しやすくなる。

睡眠と健康にはどのような関係があるのか？

⇒http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=311928&g=131208 … …
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月14日17:47
　

アサミンさんがリツイート 
アサミン @a_sa_minn · 21時間21時間前 

スプーン1本の眼球マッサージで視力0.4⇒1.0に回復した人も
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=314518&g=131208 …
 
さらに神経回路や脳の働きが活発になり「深視力（見た物の立体感・距離感などを捉える視機能

）が向上した」といった報告もあるという

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月15日8:17
　

2016年12月14日（水）【当日】
01:00 0.026 0.026 0.026 6 
02:00 0.027 0.026 0.026 6 
03:00 0.027 0.026 0.026 6 
04:00 0.027 0.026 0.026 6 
05:00 0.027 0.026 0.027 6 
06:00 0.027 0.026 0.027 6 
07:00 0.027 0.027 0.027 6 
08:00 0.027 0.026 0.027 6 
09:00 0.027 0.027 0.027 6 
10:00 0.027 0.026 0.027 6 
11:00 0.027 0.026 0.027 6 
12:00 0.028 0.026 0.027 6 
13:00 0.027 0.026 0.027 6 
14:00
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月16日7:25
　

2016年12月14日（水）【前日】
01:00 0.026 0.026 0.026 6 
02:00 0.027 0.026 0.026 6 
03:00 0.027 0.026 0.026 6 
04:00 0.027 0.026 0.026 6 
05:00 0.027 0.026 0.027 6 
06:00 0.027 0.026 0.027 6 
07:00 0.027 0.027 0.027 6 
08:00 0.027 0.026 0.027 6 
09:00 0.027 0.027 0.027 6 
10:00 0.027 0.026 0.027 6 
11:00 0.027 0.026 0.027 6 
12:00 0.028 0.026 0.027 6 
13:00 0.027 0.026 0.027 6 
14:00 0.027 0.026 0.026 6 
15:00 0.027 0.026 0.027 6 
16:00 0.027 0.026 0.027 6 
17:00 0.026 0.025 0.026 6 
18:00 0.027 0.025 0.026 6 
19:00 0.029 0.027 0.028 6 
20:00 0.029 0.028 0.029 6 
21:00 0.030 0.029 0.029 6 
22:00 0.030 0.027 0.029 6 
23:00 0.028 0.026 0.027 6 
24:00 0.030 0.029 0.029 6
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（12月⒕日）　当時の身内にしか通じないギャグだけで成り立っていた一作でござい
ました…ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201612142024106854/

「 コウモリ城 物語 」…【 団扇（うちわ）うけ・ショートショ
ート・シアター（劇場）】。

2016年12月14日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
 
https://www.youtube.com/watch?v=kWcPMBYP2og
5 Centimeters per second /秒速５センチメートル OST 

【 団扇（うちわ）うけ・ショートショート・シアター（劇場）】

　コウモリ城 物語

　　　　　　　　　　by　遠野真谷人

　魔導士の洞窟のどこか内部の昏い裂け目を冷たい一滴がまた、したたりしたたりし

て奈落の底へまでもと、永いながい余韻をひいて響き、落ち去って行く。

　気も狂わんばかりの音律…

　だがそれにも増して奥深き場所で蠢いているのであろう、奇怪な暗闇の生物たちの

たてる、ずるり、ぺたぺた、ざわざわという、潮騒のごとき営みのざわめきが、近づ

くでもなく、さりとて、遠く溶滅してくれるわけでもなしに…

　彼女の疲れはてた心を、ずっと悩ませているのであった。

　…いったい…

https://85358.diarynote.jp/201612142024106854/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612142024106854/
https://www.youtube.com/watch?v=kWcPMBYP2og


　あれから何時間、何日が、むなしく経ったものか…

　さしも巨大であった松明もついには尽きようとし、

　今はただ、うず高い灰のなかに皓々と紅い燠の篝ばかりが、辺りを見渡させる心細

い唯一の頼りであった。

　…彼女…虜囚の姫は……

　もはや力も無く、そのたおやかなる身を鉄鎖に預け、痛々しき鋼の輪につながれた

双腕からは全ての感覚が（…有難いことには痛苦さえもが！…）とうの昔に奪い去ら
れている。

　薄夜のように白いなめらかな肌は一層に蒼冷め、傷つき…

　がくりと項垂れたおもてに降りかかる、ぬばたまの夜滝の髪を、振りはらう余力

すら、すでに残されてはいないのだった。

　…絶望…。

　色あせた形の良い唇が弱々とうごいて声にはならぬ言葉をつづくろうとする。

　かたりと、また熾火のひとつ燃え散る音がする。

　………不意に。

　その傾城の、とも言われるべき新月のような美貌から、憂愁の色が去った。

　…何処からか届く声。

「………わが姫よ！　どちらにおわします！」

　貴姫に忠誠を誓いし従戦士の、それは決死の叫びであった。

　荒々しく足音が近づき、紅い火明かりの照らすかの洞窟へと、駆け入ってきた男は

。



　豊かに波打つ銀髪に身のたけ堂々の美丈夫。

　敵の血にまみれた双刃の大剣をひっさげ、肩口には大きなる傷を負い…

「…　姫君！　よくぞ御無事で！　」

　歓喜のあまり身分低く従戦士は我を忘れ、一時、美姫の細腰を折れよとばかりに抱

きしめ、かきいだき、そのかぐわしき唇を夢中でむさぼりとった。

「　……　……　おまえは……　…っ　」

　誇り高い皇女の眉がぴくりと動き、けれど抗う力もなく岸壁にもたれたままでいる

ことに気づき、彼は、恥のあまり打たれたように飛びすさって床に額をすりつけた。

「　………　御無礼を！　ひらに…ッ！　」

　巫女は黙って、つながれた双の腕をさし出す。

　大剣を鞘に納め、従戦士が魔道の者から奪い取った鍵を使おうと身をかがめた、そ

の時。

　ふっと最後の熾火が絶え、戦士の無防備な頭上に浮かびあがる、妖しい碧の眼…

「　！　……なぁ……っ」

　姫宮は、叫んだ。

「　……　にを、やっとんじゃ、このボケ……　ッ!!　」

　自由にされたばかりの片腕ひとつで従戦士の大剣を鞘からひっこ抜き、壁になる邪

魔な相手の体は派手に横ざまに蹴っぱ倒して。



「　………　なめるなァッ！」

　ざくっ。

　害意もなにも別になかった通りすがりの火喰いトカゲさん御一匹、唐竹割りにして

しまった…。

「………　う”〜〜。…腹が減ってるからチカラが入らん…。」

「…あいててて…」

　従戦士殿、蹴り倒されてぶつけた頭をさすりながら憮然と起き上がり。

「ボケはないでしょうボケは。せっかく救けに来てあげたっていうのにタチーカ姫。

」

「言えるか！ひとが動けんのをいーことにッ！」

　どかっ。

　痛烈な後ろ回し蹴りが決まる。

「…ぐっ！　…ッ!!　」

　一応、従戦士は肩にいのちに関わるほどの大怪我をしていたり、するのであった…
。

　傷が開いた激痛で、泡を吹いてあっさり気絶。

「………あや。寝ちまった。ノンキなやつだな。ここは敵地だぞ〜。」

　…お〜い。



　つんつん。

　足先で蹴飛ばして。

　…ｚｚｚ。

「　…　う〜む。　こいつ重いしな〜。　…

　ま、気がつきゃ自分で帰って来るだろう。うん。」

　じゃ、しゃーないな。と…。

　考える、なんて作業はおよそ彼女の得手ではない。わけで…。

　…にしてもメシ喰ってないから寒いや。コレ借りるぞ〜！

　とか呟いて、ずるん。ごとっ。スタスタ…

　サラ・レシフェ・タチーカ姫は晩メシを喰いに、ひとりで帰って去った。

　あとには、マントをはぎとられた哀れな従戦士さんがひとり、白目をおむきにな

って。

　…肩口からは、激しい血潮が、どくどくどくどく……

　　　　　　　　　　　　　　　ＥＮＤＥ．



【副題】（さぶたいとる）：

　由羽 院（ゆいば・いん）の、外見とナカミ（性格）の喰い違いについて、または、
栗本 薫の世界からブラックジョーク風 新井素子 文体への唐突なトリップ。
　でした…。

（※　このスペースに、ショート・ショート、詩、イラスト、なんでもいいや、

募集します。載せたい、という人は、例によって真谷人まで御一報ください。

待ってます ♪ ）

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月14日20:32
 
…推敲途中の没原稿もあるんですけど、どうしましょうか…？

ｗ（＾＾；）ｗ

騎士の名前が「トーノ」か「ノート」か「トウノ」か…という落書きや、

姫君が当初は「ターチカ」姫だったりとか、

出るはずだった脇役の名前が

「ク・リモート」と「イーシ・カワン」だったりとか…

　当時の身内にしか通じないギャグだけで成り立っていた一作でございました…ｗｗｗ

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14日20:37

…あ、「団扇」（うちわ）というのが、そもそも、

当時主宰していた同人誌の仲間（まさしく「内輪」）の、

連絡用に発行していた、ミニ会報のタイトルでございました…☆）
 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月14日20:39
 

「怪談・寒い半纏（はんてん）」

　かさばる荷物を抱えて私は歩いていた。

…という書き出しだけのメモもあり。
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月14日20:41
　

あ、

「コウモリ城」（どっちかわからんやつ）の元タイトルは、

「トンビ城」（おそらく「トンビがタカになる」という意味？）でした…
　

　

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12月14日22:35
　↑

もともとユイバくんが描いてたのが『鴉城物語』。

…の、パロディだったんでした…ｗ
 



（12月14日）　ＳＦ小説なんてものを書いていると現実とのさかいめがあやふやにな
ってくる。

https://85358.diarynote.jp/201612142102499916/

『過激な かぐや姫』　（没原稿）　１＋２＋３…その他。

2016年12月14日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914
a-ha - Take On Me (Official Video)
 
ファイル１冊分終了。

　↑

http://p.booklog.jp/book/111781/read
リステラス星圏史略

古資料ファイル　５－Ω－ア

『ヒーロー交差点シリーズ』（設定資料） 

寝ますっ☆（＾＾；）★

（予定時間大幅オーバー★）

https://www.youtube.com/watch?v=PIb6AZdTr-A
Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun (Official Video) 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=R0U1_bnU508
ジョジョ ダイヤモンドは砕けないED -『I Want You』 FULL 

https://85358.diarynote.jp/201612142102499916/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612142102499916/
https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914
file:///tmp/puboo/127083/452463/3aa5d226458f515db7a7/book/111781/read
https://www.youtube.com/watch?v=PIb6AZdTr-A
https://www.youtube.com/watch?v=R0U1_bnU508


　過激なかぐや姫

　　　　　　　　　　遠野真谷人

　ＳＦ小説なんてものを書いていると現実とのさかいめがあやふやになってくる。

　スペースシャトルが飛んだと聞いて拍手かっさいし、その中で人間の排泄物が圧縮

処理されている…永久循環方式でなく…ことを知ってショックを受けた。

　でもそう言えば、アポロが月に初着陸したときのあの騒ぎを、おぼろげにだけど小

さかったあたしは、まだ覚えているのだ…

　あの娘の横顔をはじめて見たのは入学式でのことだった。

https://www.youtube.com/watch?v=tMnGmoLS6zo
Walk Like An Egyptian 

　過激なかぐや姫

　　　　　　　　　　遠野真谷人

「……それでは、今日の授業はこの辺まで。質問のある者は…」

　ざわざわざわ。

https://www.youtube.com/watch?v=tMnGmoLS6zo


　例によって『起立・礼！』も何もなしの終わり方で放課後に突入すると、混みあう

廊下をすり抜けかいくぐり、雑踏のエレベーター・ホールを横目に青いタイルの階段

を使って降りて、ああ、やっと…

　…外…。だぁ〜っっ!!

　…今日も一日、授業が終わった。

　ったく、高校時代には "サボリの" とまで異名を取ったこのあたしが、連日れんじつ
、皆勤賞めざして学校に来るってぇのは…

　並大抵の努力ではないのよねぇ…

　…しみじみ…。

「…はぁぁ〜…。　ねェ、天気も良い事だし、中華街でも行かん？」

「　あ、良いねェ。」

　あたし、当野槇子（とうの・まきこ）という。

　いろいろあって大学浪人を一年やったあと、ごく普通の専門学校生をやっている。

　ななめわけのロングヘア－にメガネという外見。

　隣にいるのは相棒の高平千香（たかひら・ちか）。

　黙って立ってりゃ絶世の美少女、口を開けば世紀末の破壊者（クラッシャー）と

いう、おら恐ろしい性格をしている。

　…どんな風に恐ろしいかって…？



https://www.youtube.com/watch?v=2gJIdq9syn0
JoJo Sono Chi no Sadame 

　………う〜む。どうしよう。…

　あたし、こと当野槇子サンはまったく普通の、ごく平凡な学生なのだからして、こ

ういう異常事態への対処法なんてシロモノはまるっきり思いつけない。

　肝心の千香は、気づいてさえいない。

（自分で興味がない限り、隣りの家で殺人事件が起きて…パトカーが駆けつけて来て
てさえ…注意しやしないのだ、この娘はっ）

　…て、どういう事態かと云えば。

　千香に、尾行がついているのである…。

　あちらのビル。こちらの物陰。

　見慣れない碧の制服がちらちらと視界を横切る。

　 "西口アカデミー" の守衛の小父さん達も、ちかごろ急にメンツが変わった…ような
気がする。

（前はメガネ外して歩いてたから、正確なところは判らないのだ。）

　困った。

　本当にどうしよう…。

　狙いは千香だ。

https://www.youtube.com/watch?v=2gJIdq9syn0


　理由は、多分ＥＳＰ。

https://www.youtube.com/watch?v=ouqfjvAMg7Y
【歌ってみた】ジョジョ その血の記憶〜end of THE WORLD〜【taiga】

　…う〜〜〜〜む。どうしよう。…

　千香が、中華街で例の大乱闘をやらかして、ついでにＰＫめいたものを発揮しちゃ

ってから約一週間。新聞を観てる限りではあのチンピラ、死んだりはしなかったみた

いだけど…

　千香はすっかり忘れて元気に弁当喰ってるけれど。

　…え〜い。

　う〜む。

　気をつけて見ていると、どうしてもあたしの隣にいる奴は、超能力者らしいのだ。

https://www.youtube.com/watch?v=Jvu30XkxZ70
歌ってみた 【taiga】 ジョジョ〜その血の運命〜 

https://www.youtube.com/watch?v=ouqfjvAMg7Y
https://www.youtube.com/watch?v=Jvu30XkxZ70


　あ、あっちのは丸ペンだ。

　いま目の前を通過した、この削れかたはスプーンペン。

　ロットもあるねぇ。

　葉っぱがバサバサ緑衣隊の面々を叩いてまわっているのは、あれはたぶん羽根ぼ

ーき。

　うん。

　実にシュールな心象風景だね〜。

https://www.youtube.com/watch?v=qr73XbBFDA8
【歌ってみた】chase【taiga】

　異様な、という形容詞がつくのはひとりの美女である。

　むなもともあらわに真紅のド派手なチャイナ風ドレスを着こなし、黄金がかった淡

色の巻毛は一見無雑作とさえ思えるほど豪勢に、ながく腰のあたりまでも波うって

いる。

　その高次関数的なボディラインの見事さ豊満さは、自他ともにロリコンのケを認

める、どちらかといえば起伏のなさを美学としてきた利次博士でさえ、たっぷり３秒

間はなにも考えんと見惚れてしまうほどのシロモノだった。

https://www.youtube.com/watch?v=qr73XbBFDA8


　…絶世の、

　傾国の…

　それこそ、クレオパトラか楊貴妃か。

　つまりはマリリン・モンローかマグダラのマリアもかくやという、神秘と悪魔性を

兼ねそなえた典型の美女見本ともいうべき現し身で、彼女はあったわけで…

　

https://www.youtube.com/watch?v=KT8U6P9AHqw
★ JoJo - That Blood Destiny (Orchestra, Choir) | JoJo 

…欄外に「　唯馬鹿・ＯＵＴ！　」って、書いてあるんだが…

…これ、まさか、「名前のつもり」だったのか…？？？

…ｗ（＾◆＾；）ｗ…★

（　由羽　院（ゆいば・いん）

　⇒唯馬鹿ＯＵＴ（ゆいばか・アウト）…って…★ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=NI9Sa8LpZ3g
【JoJo’s Bizarre Adventure】Coda - BLOODY STREAM 【Full, Subbed】 

…たしかジョジョキはこの頃に、ゆいばクンから借りたんだったと思ったが…

どうだろう…（最近のは読んでない。）

https://www.youtube.com/watch?v=KT8U6P9AHqw
https://www.youtube.com/watch?v=NI9Sa8LpZ3g


１９８５．１０．０３．

…ちなみに真谷人はＴＶの "キャプテン翼 大会" を観終わったばかりなのさ。

…その頭で、これからこれを書くと。…っっ

　…とかも、書いてある…ｗｗｗ

　ちなみに、元原稿の「手書きで叫び文字」は…

元「多戸雅之」⇒現「津守時生」師の、

http://meimu.sakura.ne.jp/page019.html

幻の（同人誌時代の）名作『リフレイン』のマネでした…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=AjlvKY9_4YU
松任谷由実 Yumi Matsutoya リフレインが叫んでる 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月14日21:05

http://meimu.sakura.ne.jp/page019.html
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…ｗ（＾＾；）ｗ…

「　この小説はあくまでもフィクションであり、

　実在の人物・団体・地名、等とは一切関係が…

　あり、おり、はべりっ　」

　とかも、欄外に書いてあるｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月14日21:21
　

能天気

脳天気

脳天快晴　とかｗ

井尾

　鬼太郎

　猫子

　ねず美

　めだま

（その下は、ぬりかべかなっ？　ねずみ男かなっ？）

　とか…ｗｗｗ

錯乱ヶ丘（さくらんがおか）…まさかね。

とかとかｗ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月14日21:24
　

↑

あ、そういえばその直後に、

「錯乱坊」と書いて「チェリー」とかいうキャラが、某有名商業ベースで出てましたね…ｗ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月14日21:26
　

１．「ルードの森」のひとつ奥は「ノスフェラス」…。

　実は猫の舌（＝伊藤有壱）氏は、ノスフェラトゥだった！

２．「ルードの森」の、手前は赤土むきだしの、辺境開拓民の村…けけけｗ
　

　

 

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


（12月15日）

https://85358.diarynote.jp/201612150703272446/

【 泊原発 】防波堤 機能せず／近くでは白血病・ガンが多い／【
北電に抗議の電話をかけましょう】。

2016年12月15日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ahf2B_eZUc4
Bon Jovi - Born To Be My Baby 

おはようございます。

０６：３６です。

３連休の中日。

（＾＾）

雪中徒歩通勤の筋肉痛（＾＾；）★

が出つつある…ほかは、
心身ともに堅調。（＾＾）

（…ぢつわ超巨大な不安のカタマリの上で、「氷山の一角」ていどのカラ元気で、現実逃避して
、騒いでいるだけですが…）

https://85358.diarynote.jp/201612150703272446/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612150703272446/
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https://www.youtube.com/watch?v=eZQyVUTcpM4
Bon Jovi - Keep The Faith 

それはさておき、情報チェックをするする進めましょう…。

本日の予定も終日自宅警備。（＾＾）

札幌の気温はマイナス４℃。

無風曇天。降雪確率６０％。

◆地震マップ @eq_map · 58分58分前 
【M2.9】日高山脈 深さ62.9km 2016/12/15 08:14:33

◇地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ31.7km 2016/12/15 06:08:07

◇地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.1】苫小牧南方沖 深さ101.7km 2016/12/15 00:05:49

★地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.9】EAST OF THE KURIL ISLANDS 24.2km 2016/12/14 22:43:10 JST[UTC+9]

★地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.1】国後島近海 深さ5.0km 2016/12/14 22:44:34

◆地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.6】十勝地方 深さ107.0km 2016/12/14 19:23:02

◆地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.6】十勝地方 深さ107.0km 2016/12/14 19:23:02

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M2.6】胆振地方 深さ144.8km 2016/12/14 17:02:09

★地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ48.3km 2016/12/14 15:08:14

https://www.youtube.com/watch?v=eZQyVUTcpM4


◆地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 
【M3.0】日高地方 深さ33.7km 2016/12/14 09:40:48

https://www.youtube.com/watch?v=huvZeXFFSxI
Yaysama-Rimse, Dance Impromptu for band 

peace_prayer @peace_prayer · 12月10日 
peace_prayerさんが@N0NUKESをリツイートしました
北海道でも、泊原発の近くでは白血病がガンが多い。 
https://twitter.com/ST0NES/status/631472597172031488

北海道新聞� 認証済みアカウント � @doshinweb · 12月10日 
北海道電力泊原発からの固定資産税収入が減少する見通しとなり、泊村は来年以降、

行政サービスを大幅に見直します。村独自のケーブルテレビ（ＣＡＴＶ）の廃止など

で約４億円を節減。一方、子育て支援や定住対策を拡充します。

http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/area/doo/1-0346572-s.html …

Ryo Kitakaze @Skettokyo · 12月9日 
泊原発の安全審査、長期化も　防波堤機能せず　　：日本経済新聞 
https://t.co/42IudpmrLa

電気ミント (NoNuke NoWar) @denki_minto · 12月9日 
そうか、北海道の黒松内には断層帯があるのか。しかし泊原発の近いこと近いこと。 
https://twitter.com/denki_minto/status/807167022207336448

Yab. （反戦・反核・反原発） @yab887 · 12月9日 
小樽市長、泊原発の廃炉要請へ　30キロ圏外 | 2016/11/4 - 共同通信 47NEWS
http://this.kiji.is/167193435776632312 … #原発 #再稼働反対 #とめよう再稼働 #原発と
めろ #脱原発 #反原発 #廃炉
https://t.co/Jak4eLt0Nz

北海道反原発連合 @HCANjp · 12月8日 
明日！【1209再稼働反対！道庁前抗議】12月9日(金) 18:30-19:30 ■害悪な原発はいら
ない！川内原発再稼働反対！泊原発はこのまま廃炉に！今週も道庁前からおおきな

声を、政府、知事、電力会社に届けましょう！！ 

https://www.youtube.com/watch?v=huvZeXFFSxI
https://twitter.com/ST0NES/status/631472597172031488
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/area/doo/1-0346572-s.html
https://t.co/42IudpmrLa
https://twitter.com/denki_minto/status/807167022207336448
http://this.kiji.is/167193435776632312
https://t.co/Jak4eLt0Nz


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

電気ミント (NoNuke NoWar) @denki_minto · 12月8日 
2016-12-08 19:58:54頃 最大震度 3 マグニチュード4.6(震源の深さ10km)の地震が北
海道・泊原発の目の前の石狩湾で発生しました。 #EQMJ
https://pbs.twimg.com/media/CzJk2i9UoAEFcGI.jpg

電気ミント (NoNuke NoWar) @denki_minto · 12月8日 
泊原発のすぐそばでマグニチュード4.8地震ですよ！ RT @HBChokkaido: いま会社に
居るんですが、グラっときましたね。。。。

https://twitter.com/denki_minto/status/806816836234809344

鈴木達治郎 @tatsu0409 · 12月8日 
泊原発（５）原発依存度、なぜ高まった　「安い電力」企業誘致の力に　：日本経済

新聞 
https://t.co/IetKdQQG1i

Toyomi Sawada @qzv00507 · 12月4日 
北海道電力は、延期の理由について「回答を差し控えたい」としている。北海道電力

は先月11月25日に泊原発廃炉要望をほくでん本社を訪れて要望する筈だった小樽市長
の予定を自社の都合で延期した。週明けほくでん広報に抗議の電話をかけましょう。

返信先: ホワイトフードさん 
∞音∞ a.k.a. 風＊月 @fuhgetsu · 12月1日 
#泊原発 RT @whitefood1: 12月2日3時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点
が131箇所以上存在します。詳細… https://goo.gl/rSPE7x http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CynGniYUsAAAzJB.jpg

放射能トピックス @newtopics311 · 12月1日 
泊原発:再稼働に周辺６首長反対　地元合意にハードル
http://mainichi.jp/select/news/20140505k0000e010151000c.html …

渋谷 和也 @kazu_big · 12月1日 
小樽市長、泊原発の廃炉要請へ　30キロ圏外 http://this.kiji.is/167193435776632312 …
これの続報がないと思っていたら、11月25日に行く予定だったが、北電が拒否し、先
延ばしされていて日程未定だそうです。小樽市長がんばれ！！

https://t.co/LXG9n7AGIs

https://pbs.twimg.com/media/CzDFqetWEAAweYY.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CzJk2i9UoAEFcGI.jpg
https://twitter.com/denki_minto/status/806816836234809344
https://t.co/IetKdQQG1i
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CynGniYUsAAAzJB.jpg
http://mainichi.jp/select/news/20140505k0000e010151000c.html
http://this.kiji.is/167193435776632312
https://t.co/LXG9n7AGIs


北国＿ @ne_see_ · 12月1日 
小樽市長、泊原発の廃炉要請へ　30キロ圏外 | 2016/11/4 - 共同通信 47NEWS
http://this.kiji.is/167193435776632312/ …・・・原発に反対する市長に、北電傘下のや
くざ系列が小樽市を中傷するtwitter増えた。やらせ企業はやること汚いね。

原発ハザードマップ @genpatz · 12月1日 
http://1wat.com/atomic/tomari/map/ …　泊原発から50kmの距離が分かる

島薗進 @Shimazono · 12月1日 
【「原発事故は新しい形の戦争だ」】http://www.tokyo-
np.co.jp/article/national/list/201611/CK2016112602000119.html …　「アレクシエービ
ッチさんは２００３年に北海道電力泊原発を訪れている。現地では「日本の原発はチ

ェルノブイリと違う。地震にも耐える設計だ」と説明されたが、その後、福島第一原

発の事故が起きた。」

https://t.co/vbVLWhfjFC

渋谷 和也 @kazu_big · 12月1日 
泊原発再稼働は2018年まで延びたけれど、毎週道庁前で声をあげるのは泊原発再稼働
反対するためだけではない。RTしたように何から何までとことん国民に背負わそうと
している。事故の責任も、これまでの責任も誰も取らない。声をあげなければ何も変

わらない。

https://www.youtube.com/watch?v=6NEMXktlfTM
水曜日のカンパネラ『ヤイサマ・コムアイヌ』 

もりさと @taiki_morisato · 11月30日 
常々、北電本社が邪魔だなと思っていたが、ホント移転しそうだ。どうせなら安全と

いう泊原発の隣に移って泊村を活性化しようw
札幌市、大通公園拡張へ　「東1丁目」まで延伸方針（北海道新聞） - Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161130-00010001-doshin-hok … #Yahooニュース
https://t.co/rrmAhpq49l

『わたしの通勤ルート』が、さらに楽しくなりますよ…!!

http://this.kiji.is/167193435776632312/
http://1wat.com/atomic/tomari/map/
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201611/CK2016112602000119.html
https://t.co/vbVLWhfjFC
https://www.youtube.com/watch?v=6NEMXktlfTM
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161130-00010001-doshin-hok
https://t.co/rrmAhpq49l


　♪　！（＾＾）！　♪

（大通公園と豊平川が遊歩道で直結したら、最高の観光ルートに…！ ♪♪ ）

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

　

 
ひみつ日記

家宅の人。（＾＾）。

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月16日7:26
　

2016年12月15日（木）【当日】
01:00 0.032 0.028 0.030 6 
02:00 0.033 0.030 0.032 6 
03:00 0.031 0.028 0.029 6 
04:00 0.030 0.027 0.029 6 
05:00 0.029 0.027 0.028 6 
06:00 0.027 0.027 0.027 6 
07:00 0.027 0.026 0.026 6 
08:00 0.026 0.025 0.026 6 
09:00 0.026 0.026 0.026 6 
10:00 0.026 0.025 0.026 6 
11:00 0.026 0.025 0.026 6 
12:00
　

https://www.youtube.com/watch?v=1d61R9CWryc
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17日7:12
　

2016年12月15日（木）【前日】
01:00 0.032 0.028 0.030 6 
02:00 0.033 0.030 0.032 6 
03:00 0.031 0.028 0.029 6 
04:00 0.030 0.027 0.029 6 
05:00 0.029 0.027 0.028 6 
06:00 0.027 0.027 0.027 6 
07:00 0.027 0.026 0.026 6 
08:00 0.026 0.025 0.026 6 
09:00 0.026 0.026 0.026 6 
10:00 0.026 0.025 0.026 6 
11:00 0.026 0.025 0.026 6 
12:00 0.026 0.026 0.026 6 
13:00 0.026 0.026 0.026 6 
14:00 0.026 0.025 0.025 6 
15:00 0.026 0.025 0.026 6 
16:00 0.027 0.026 0.026 6 
17:00 0.027 0.026 0.026 6 
18:00 0.029 0.027 0.027 6 
19:00 0.034 0.030 0.033 6 
20:00 0.034 0.032 0.033 6 
21:00 0.034 0.032 0.033 6 
22:00 0.039 0.032 0.034 6 

23:00 0.047 0.041 0.045 6 
24:00 0.047 0.034 0.039 6
 

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


（12月15日）　主役が実はエルさん。なのが悪いのか…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201612151746594471/

『俺と好』（没原稿）　「 力 の制御がまだうまくいかないんだ
。知ってるだろ。」

2016年12月15日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=-pk_C2CCOVo
Paul McCartney & Michael Jackson Say Say Say 

おばんです。１７：２８になりました。

札幌けっきょく雪は降らず、穏やかな一日でした…。

ひとしきり家事と昼寝はしたので、（原稿）発掘作業を再開。

今日からまたしばらく、旧題『俺と好』の、没原稿のおさらいに戻ります。

…それにしても。（＾＾；）

同じ「超能力者モノ」なのに…

「かぐや姫」と「俺」シリーズの、この明暗の差は、何なんでしょうね…？

　ｗ（＾■＾；）ｗ

やっぱり、かたや主役がしょせんタチカ（ルキフェル）で、

かたや主役が実はエルさん。なのが悪いのか…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=CBrWNbjw3RA
Michael Jackson - Smooth Criminal Lyrics 

んで。

「ＢＬもの」（男性同性愛もの）は苦手なかたもいらっしゃるので…

https://85358.diarynote.jp/201612151746594471/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=-pk_C2CCOVo
https://www.youtube.com/watch?v=CBrWNbjw3RA


そのへんは「ひみつ作業」（有料化）にしておきます…☆

ｗ（＾＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=g16eXm_tS30
Michael Jackson- Liberian Girl [HD 1080p] 

 
ひみつ日記

　結局したいだけ俺をいたぶっておきながらぬけぬけとよく云うよ。

　俺はちからのはいらない腕でやっと好をつきのけ、寝返りを打つ。

「 ”力” の制御がまだうまくいかないんだ。知ってるだろ。」

　いつにも増して不機嫌なのは、さっきふっと思ってしまったからだ。

　いつから…　好はこんなことを覚え、そしてなぜ、俺たちは喰い違ってしまったんだろう。

「あせってる時にテレキネシス（念動力）なんて使ってみろよ。いつかみたいに…ぃ……ッ」

　いきなりゾクッときた。 あの シーン。

　あの日の夕焼けのおぼろな残像を、唐突に思い出しちまったのだ。

「…………ひっ」

　息が止まる。必死で頭をふる。体中が痛い。

「　おい！」

　好の、痩せてはいるけれど力の強い、色の白い腕がのびてきて背後から俺を抱き寄せる。

　こんな時ヤツの右目がキラリと光りをはじくのが 後ろを向いていても 俺には視えて、痙攣はす

https://www.youtube.com/watch?v=g16eXm_tS30


ぐにおさまった。

「…ごめん…　ころ、殺しちまいかね、な……って、云おうと思ったらさ、急に思いだ…　っ」

「　…………か。」

　聞きとれない声で好がいまいましげに何か呟いた。

「え？　なに？」

「ンでもねェよ。」

　………逆効果？　………何のことだろう…。

　好の手で乱暴に向きをかえさせられて俺は思わず呻き声をあげる。

　体中ン骨がバラバラになりそうだ。

「な、なにするんだよっ！」

　気がたっているので云う気もない事を口走ってしまう。

「好は卑怯だよ。俺が抵抗できないのを、解ってて好き勝手するんだもんなっ！」

　唯一無二の俺の親友。殺…　失なったとして、耐えられるだろうか？

　否。

　…好ヌキの俺なんて、想像つかない。

　ちゃんと俺の云おうとした通りの意味にうけとったのかどうか…

　好は俺をつかまえてまた無理にキスをした。

　いいかげん俺の唇からは血がにじんでいるに違いない。

　だるいので逆らわなかった。



　少し熱が出てきたみたい。

「…　おまえ…　」

　かぶさった前髪を好の指がはらいのける。

　好の声は奇妙な調子。

　そういえば、眼も。

　どこかで見たことがある、こんな表情。

「　なに…　俺もう眠いよ…　」

　テント。山ン中。

　カンテラの灯り？

　トロトロと誘う、やさしい夢。

　不思議にマジメっぽい、好の顔。

「　おまえ、よっぽど、オレと寝んのが苦手らしいな。」

　苦わらい…

　好が？

　俺おまえといるのは好きだぜ……あぁ。

　一瞬、ひどくはっきり目が覚めたような気だけして、俺は好になにかしら大切なことを告げて

いた…

　ような気がする。

　好がまたなにかを云う。



　ひどくいい気分。

　俺はそのまま寝入ってしまったらしい。

　夕焼けのことはすでに忘れていた。

　…それでもやっぱり、男色は異常だよ…

　好。

　

 



（12月15日）　（前項に同じｗ）

https://85358.diarynote.jp/201612151846147368/

『俺と好』（没原稿）　「何度云ったらわかるんだよっ。俺、マ

ジに怒ってんだからなっ！」

2016年12月15日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=B02LXuKWGTI
"Billie Jean" by Michael Jackson w/ Lyrics 

（前項に同じｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=IqWXAK-pAdA
Michael Jackson - They Don’t Care About Us Lyrics

https://www.youtube.com/watch?v=P5vz6iwV38U&index=9&list=RD4ru6XlZKZDg
Michael Jackson-Man in the mirror lyrics
 
ひみつ日記

「べっつになんも。」

　俺はまた何杯めかのグラスをとりあげる。

　わりと最近のことだ。

「………おまえ男色が異常だと思う気はないのかっっ」

　場所は好の家、好の部屋。

　新しく買ったレコード聞きに、学校帰りに寄った時。

「このあたり（地方）じゃ江戸の藩制の時代から、衆道ったら一般的な風習なんだよな。」

https://85358.diarynote.jp/201612151846147368/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=B02LXuKWGTI
https://www.youtube.com/watch?v=IqWXAK-pAdA
https://www.youtube.com/watch?v=P5vz6iwV38U&index=9&list=RD4ru6XlZKZDg


　例によって好ときたら獲物おっかける山猫の眼。

「キリスト教じゃ同性愛はタブーなんだっ」

「クリスチャンなのはおふくろさんであっておまえはねェだろ。」

　ずい、といつものそら怖ろしい片頬笑いをうかべて好がつめ寄ってくる。

　俺はにじにじ必死の後退。

　ずい。にじにじ。ずい。にじにじ。ずい。にじにじ、に…

　後ろがないッッ

　結局ごーいんにベッドのなか。

「何度云ったらわかるんだよっ。俺、マジに怒ってんだからなっ！」

　スネようがわめこうが好はおかまいなし。

　おまけにヤツ音楽やってんだろ。

　ドア閉めてロックしちまうと絶対に外に音が洩れない。

　やーだね〜ブルジョアはっ

　鍵、好が隠しちまうんだぜっ！

　それでもギャオギャオ騒ぎたてていると好の顔がかぶさってきて俺の口をふさぐ。

　にらいつけようが逆らおうが。

　無理矢理にこじあけて。

　星がとぶだろ。バラが咲くだろ。体の方が勝手に反応しちまいそうなのがよけい俺にハラをた



てさせる。

　ウ〜〜〜〜。

　いったいどこで好はこんなことを覚えてきたんだろぅ。

「やめろよ！　やめろ、つってんだよっ!!」

　その日に限って好は 最後まで 行くつもりらしかった。

　俺は夢中で押しのけようとする。

　体に力がはいらない。

　畜生。

　人間の肉体（からだ）ってのは、なんでこう刺激に対して素直に反応しちまうんだ？

　好と違って倫理観念の発達し（すぎ）ている俺の ”好奇心” なんてものは最初の１回こっきりし
かもちゃしない。

　後に残るのは腹立たしさ…

　好への、じゃない。

　今だに同性愛やフリーセックスに対して違和感を抱き続けているくせして、肉体的にも精神的

にも逆らいきれない自分への…

　はやい話が自己嫌悪だ。

「…まずい。落ちこんできた。」

　ひとくち含んで、グラスを置く。

　あれ、俺いつの間にストレートのブランデーなんか飲まされてるんだ？



　さっきから、奇妙な…あまり慣染みのない表情で、好が俺のことを見ている。

　その向うに俺を見すえている俺の顔。

「　へんだ…な…」

　俺はここにいるのに、どうしてあっちにもいるんだろう…？



（12月15日）　（続き）

https://85358.diarynote.jp/201612151856122066/

『俺と好』（没原稿）　「まぁまぁ。どーせ暇、もてあましてる

んだろ。」

2016年12月15日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=OstvvP8QuxQ
Michael Jackson - Earth Song. (Lyrics). 

（続き）

 
ひみつ日記

　それでも…

　どんなに証拠がそろっても、それでも。

　信じたくない。というよりはまず第一に、

　考えたくない。

　だって。そうじゃないか。

　ひとごとだと…　実際にはあり得ない、少なくとも自分にはまったく関わりがないと思えば
こそ、「ホモネタ」のワイ談や「ＴとＩが実は…」なんていうゴシップの不気味さを、無責任
に笑って楽しんでいられるんだ。

　そいつはキャアキャアはしゃぎながら怪談をするのと同じことだ。

　……よりによって……

https://85358.diarynote.jp/201612151856122066/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=OstvvP8QuxQ


　俺の一番の親友、何があってもこいつの手だけは離すまい、と思ってるヤツがゲイだって？　

冗談!!

　そんな俺の必死の否定を好はみごとに裏切ってくれた。

　だからって何も、 俺のからだで 証明してみせる必要性はないじゃないかッ★

「まぁまぁ。どーせ暇、もてあましてるんだろ。」

　凄味のある好の笑顔。

　大アップなんだから始末が悪い。

　………わりゃー自分の退屈で友人を毒牙にかけようってのかっ！……

　好の唇が強引に俺のわめき声を黙らせる。

　………最後まで抵抗し続けたわけじゃないんだから、俺にだって、 ”男色行為” に対する若干の
好奇心があったことは否定しない。

　むろんこれは友人としての感情にせよ、俺がヤツを好きだ、てのも確かな事実なんだから。

　………もしコトが俺がまだ好の性格をよく飲みこめていない頃に起こったら、それとも好が俺
に惚れてくれて手を出したとかいうんだったら、それこそ それ専門 の雑誌が喜んで買ってくれそ
うなラブストーリーを俺は書けたのかもしれないけど。



（12月15日）　⇒この項目、「転生課題」に持ち越し〜？？

https://85358.diarynote.jp/201612151953324469/

Ｉ．プロローグ　…　杉谷好一。　（ ※ 『俺と好』 没原稿 ）。

2016年12月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=xIx_HbmRnQY&list=RD4ru6XlZKZDg&index=10
Michael Jackson - Thriller (Lyrics) 

…とりあえずここまでで一旦分冊＆公開しました。（まだ追加します。）

http://p.booklog.jp/book/111944/read
リステラス星圏史略

古資料ファイル　５－２－H
『俺と好』（没原稿）

（ＢＬ編）

有料ですｗ　「これだけ買う♪」ってェ奴が、もしいたら笑ってあげますｗ

「すけべっ☆」

https://www.youtube.com/watch?v=tKAh--ss1r0
human nature - michael jackson 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=T2PAkPp0_bY
Michael Jackson-Beat it (Lyrics) 

（前項に同じ）

（これ我ながら迷文ｗだと思うｗｗｗ）

　↓

　好ときたら他人（ヒト）をおちょくるのが趣味で俺をいたぶるのが趣味で、窮地（

ピンチ）に追いこまれたときの俺の顔の、奴のせいですっかりクセになっちまったひ

https://85358.diarynote.jp/201612151953324469/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612151953324469/
https://85358.diarynote.jp/201612151953324469/
https://www.youtube.com/watch?v=xIx_HbmRnQY&list=RD4ru6XlZKZDg&index=10
file:///tmp/puboo/127083/452463/book/111944/read
https://www.youtube.com/watch?v=tKAh--ss1r0
https://www.youtube.com/watch?v=T2PAkPp0_bY


きつり笑いが３度のメシより大好きで、もうどうしようもなくエネルギー充填１２０

％の正真正銘のサドなのだ。

https://www.youtube.com/watch?v=_MOt0wDhXMc
michael jackson - bad (lyrics) 

https://www.youtube.com/watch?v=4ru6XlZKZDg&list=RD4ru6XlZKZDg#t=0
Michael Jackson - The Way You Make Me Feel (lyrics)

https://www.youtube.com/watch?v=g1UJcycN0bo&list=RD4ru6XlZKZDg&index=6
michael jackson dirty diana lyrics 

 
ひみつ日記

　

「やめろって云ってんだろ★　なにすんだよっっっ」

　………………

　好ときたら他人（ヒト）をおちょくるのが趣味で俺をいたぶるのが趣味で、窮地（ピンチ）に

追いこまれたときの俺の顔の、奴のせいですっかりクセになっちまったひきつり笑いが３度のメ

シより大好きで、もうどうしようもなくエネルギー充填１２０％の正真正銘のサドなのだ。

　１番最初のときっていったら何時だったかな。

　中３の６月だから…　もう丸３年とちょっとも昔のこと。

　俺たちの中学・市立二中の裏手にはちょっとした丘陵地帯がひかえていて、すぐ近くに市内観

光のバスが来るような豪勢な滝がある。

　その滝のわきから入ってずっと山林の深まった方、といって滝の音がまったく聞こえない程で

もないあたり。

https://www.youtube.com/watch?v=_MOt0wDhXMc
https://www.youtube.com/watch?v=4ru6XlZKZDg&list=RD4ru6XlZKZDg#t=0
https://www.youtube.com/watch?v=g1UJcycN0bo&list=RD4ru6XlZKZDg&index=6


　授業をサボっては俺と好、そこの空き地で何時間も昼寝をした。

　あの日は梅雨どきとも思えない青い空で、俺、眠るでもなくポケーっと、まあ座ってた。

　木洩れ陽が揺れて手や肩先が緑に光るのを見ていたのかも知れない。

　と、好のアホウが突如・背後からつかみかかってくる。

　なんだと思うじゃないか。

　それでもいつものプロレスごっこだろーと考えるのがあたりまえだから、せっせと応戦する。

　あれ、俺こいつ怒らせるようなこと何かしたっけ、とか、頭はたらかせながら。

　それが、なンかいつもと違うんだよね、好のかお（表情）が。

　で、どーゆーわけか暴れてるうちに俺のＴシャツ胸までまくれてきちまうし、押さえこまれて

…Ｏ市の影番とウワサもたかい、 ”喧嘩の杉谷” 相手じゃ分が悪すぎる…しまいにゃ俺のベルトに
ヤツの手がのびてくる。

　…いっくら俺がニブいからって、こうなりゃ気がつくよりないじゃないかっ！

　☆★☆…っ

「　なんだよー、何すんだよーっ」

　なかば以上ふてくされて。

　そりゃ、俺だってその頃には好のアブノーマルな趣味、と云うより、ことセックスに関する考

えかたが俺とは１８０° 違っていることに、薄々気がついてはいた。

　俺の知らない連中との度重なる外泊。

　かかってくる、一種フンイキのある男たちや、年上の色っぽい女性からの電話。

（男色の）色恋沙汰がらみで決闘騒ぎを起こしたらしいことも、一学年下の美少年からの思いつ

めたような恋文も。



　それでも…

　どんなに証拠がそろっても、それでも、信じたくない。

　というよりもまず第一に、考えたくない。

　だって。そうじゃないか。

　絵空事（ひとごと）だと…　実際にはあり得ない、少なくとも自分にはまったく関わりがない
ことだと思えばこそ、ホモネタのワイ談や「ＴとＩが実は…」なんていうゴシップのブキミさを
、無責任に笑って楽しんでいられるんだ。そいつはキャアキャアはしゃぎながら怪談をするのと

同じことだ。

　……よりによって……

　俺の一番の親友、何があってもこいつの手だけは離すまい、と思ってるヤツがゲイだって？　

冗談!!

　そんな俺の必死の信頼（？！）を好はみごとに裏切ってくれた。

　だからって何も、 俺のからだで 証明してみせる必要性はないじゃないかッ★

「まぁまぁ。どーせ暇、もてあましてるんだろ。」

　★!!

　…ったま来る好のこーゆー性格っ！

　わりゃー自分の退屈で友人を毒牙にかけようってのかっ?!

　頭と顔に血がのぼって支離滅裂なことをわめきたてている俺。

　凄味のある好の笑顔。

　そんな風にゆがんだ表情さえしなければ「好い」（いい）男とさえ云える白面の…なまじ大ア
ップなんだから始末が悪い。



　好の唇が強引に俺のわめき声を黙らせる。

　それだけで無罪放免にして下さろうってほど好がカワイイわけもない。

　………　………　………　…っっっ…っ

　そんなこんなで俺はときおり好に襲われる。

　と、云ってもそうしょっちゅうの事じゃない。

　もし俺が 慣れて ………ンな事には絶対なりたくねェぞっっ!!…アブノーマルに走ったりしたら
、ヤツとしては面白くないから。

　だいたい好が俺に手ェ出す理由ってのが、欲求不満とか俺にマジで惚れてるとか云う世間一般

あたりまえ的なシロモンじゃないんだ。

　好はひどくもてる。

　それも同年齢のかわいい女の子からというのでは絶対なく、年上の、もとは女だてらにゾク（

暴走族）のヘッド（頭目）だったんじゃないかって手合いや、ホモ・セクシュアル、特にハード

・ゲイらしき野郎ども。たまに下級の激しく気の強いタイプの美少年。

　だから好が生理的欲求不満なんて世俗的なものにひっかかる心配はまずない。

　そうではなくて惚れてるワケでもない俺にちょっかいをかけるのは…

　俺が健全なる女の子大好き人間、根っからのストレートだからだ。

　要するに、ヒトの嫌がる顔見て喜んでやがる。

　今日も今日とて下敷きにされ…



「何度云ったらわかるんだよ。俺マジに頭来てんだからなっ！」

　スネようがわめこうが好はおかまいなし。

　おまけにヤツ音楽やってんだろ。好の部屋のドア閉めてロックおろしちまうと、もう完全な防

音体制。

　やーだね〜ブルジョアはっ

　鍵、好が隠しちまうんだぜっ！

　好の顔が胸から首すじ、耳、と這ってきて俺は息ができなくなる。

　にらみつけようが逆らおうが。強引にこじあけて、舌。

　星がとぶだろ。バラが咲くだろ。体の方が勝手に反応しちまいそうなのがよけいハラをたてさ

せる。

　う〜〜。

　いったいどこで好はこんな真似を覚えてきたんだろう。

「やめろよ！　やめろっつってんだよっ!!」

　今日に限って好は 最後まで 行くつもりらしかった。

　めったにそんな事はないんだけど。

　精一杯もがいて腕の下から脱けだそうとする。

　力はもともと同じぐらいとは云え、体格差があるしこの姿勢だ。

　どことどこを抑えたら俺が身動きできなくなるのか好のヤツはちゃんと心得てるんだ。

　チキショウ、人間の体ってのはなんでこう刺激に対して素直にできてるんだ。

　俺は声なんてあげたくないんだぞ。



　痛かろうが感じようが。

　好がよけい面白がるだけじゃないか。

「…ッ　…っのっ…うち…っ！…絶交ッ、…して、ゃ…るか…ら…！　
ぁッ…　…ぁゥッ…　」

　あえぎあえぎまだ憎まれ口を叩いた。

　考えてみりゃ俺も相当の負けず嫌いだ。

「　やれるもんならやってみな。」

　憎らしいほど平然とした。

　ゆらり、と俺の視界に好の白い顔があらわれる。

　クォーター（４分の１日本人）の好はほとんど陽に焼けない。

「　…おまえ、…　」

　くしゃりと端正な面立ちがくずれる。

　下卑た笑い。 ”喧嘩の杉谷” 。

　チンピラの１人や２人、片腕にしたり失明させたこともある、Ｏ市の影番としての…かお（
表情）。

　俺おまえのそんな顔は好きじゃないよ。

　俺にまでそんな笑い方して見せるなよ。

　でも好はいつだって俺の想いになど無関心だ。

　ニタリと不気味に笑ったまま、



「おまえ…キヨ（清）、そんなに厭ならどうして本気で逆らわないんだ？　できるんだろ？」

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月16日6:49
　

…う’〜ん…★

ｗ（ーー；）ｗ

これ、３０うん年前？に、書いてた当時は、

夜ごと日ごと脳内で勝手に、

だーーーーっと！いう勢いで、（＾＾；）

「好の悪口」（あほうスケベ無節操はじしらずッ！）を

愚痴りたおす「清クンの話」（かなり一方的）を

「うんうん。」（－－；）と、聞いてるだけで精一杯だったんですが…☆

３０うん年たって、いま読むと…

…むしろ、好の方が…

切実に、気の毒で、可哀想な話？

…だったということが…

ようやく、わかりました…★

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


…ｗ（＾■＾；）ｗ…★

（んで、ヤツの「二重三重に絶望」している厭世観がベースで、

　地球、「滅ぼされてしまった」と…？★★）

⇒この項目、「転生課題」に持ち越し〜？？

　

 



（12月15日）

https://85358.diarynote.jp/201612152140446314/

『　ここが MOON だという事を知らないとでも？　』　（※『
俺と好』 没原稿・本編・第２部）。

2016年12月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=SmYefax6sIw&index=4&list=PL0fHwtabvptHlo_SiViSHnb2-
sQtlbo4e
Billy Joel - You’re My Home (Audio) 

とりあえずもう１コ分冊して、本日終了。

http://p.booklog.jp/book/111946/read
リステラス星圏史略

古資料ファイル　５－X－Z
『俺と好』（没原稿）（本編） 

…この作業、しばらく続きます…☆彡

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0&index=2&list=PL0fHwtabvptHlo_SiViSHnb2-
sQtlbo4e
Billy Joel - Piano Man 

「オレもいますこしは歩き続けた方がいいと思う。体力的な問題はさておいて、こん

な気の滅入る場所で一旦腰を落ちつけちまったら、後ろの３人にもう１回歩きだす気

力が残るかどうか解らないだろう？」

https://85358.diarynote.jp/201612152140446314/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612152140446314/
https://85358.diarynote.jp/201612152140446314/
https://www.youtube.com/watch?v=SmYefax6sIw&index=4&list=PL0fHwtabvptHlo_SiViSHnb2-sQtlbo4e
file:///tmp/puboo/127083/452463/book/111946/read
https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0&index=2&list=PL0fHwtabvptHlo_SiViSHnb2-sQtlbo4e


　…ああ。そうか。なるほど。

　最初っからそう云やいいんだよ好のアホ！

「まだ大丈夫だな、ゆかり」

「ええ正行さん、あたくしはね。でも後ろの方たちは全員１年生でしょう。」

「ああったくいつまで続く気なんだこの坂はっ」

「…でもありませんわ。先程より心持ち明るくなって来たように思いません？」

　と、その時。

「　ＸＸＸＸ !!　」

　鋭い誰何（すいか）の声…だろう…がとんで、俺たちはサーチライトの真っただな
かに居た。

「　ＸＸＸＸ！　△△，ＯＯＯＯＯＯ？！」

　………あん？

　えっらい早口でワケのわからんなまりかたしてるけど、よくよく聞けば、これ、英

語じゃないか…。

　見事な KING’S ENGLISH で会田先輩が二言、三言。

　と、また、

「　ＸＸ!?　△△△　…!!　」

　〜〜〜〜っっ

　どっこの方言だよこの英語。まるでヒアリングでけん。

　疑問形の感どー詞。らしいとは思うけど…



　何だって俺たちゃ地球人（アースメン）だっつって驚かれにゃならんの。

　大体エーゴが通じるなんザ、ここドコよ。

「　てめーらなァ。　ＸＸＸＸＸＸＸＸ ッ！ 」

　世にも兇悪な顔して前髪かきやり。

　おっそろしい早口で好がまくしたてはじめたのが、なんとスラング。

『　FUCK　YOU !!　』だけかろうじて聞きとれる。

　ゆかり姫のぎょっとした顔!!

　あーあー、ニューヨーク育ちはこれだからっ

　ところがこっちのが、よく通じたんだよね…。

　相手方の言葉が心持ちゆっくり、わかりやすくなった。

　誰だ、どこから入って来た、てのが、さっきから繰り返されている、質問の要旨。

『　てめえから名乗んのが礼儀ってもんだろう　』

　いつもながら素直でない杉谷好一クン。あーあ、また 話ややっこしくする気かよ…
。

『　まずライトを消してもらえないか…　ここが何処なのか教えて頂きたい。』

　…ら？　先輩までヘソ曲げていらっしゃるようで…

　おい、とか何とか光源のむこうで声がして、サーチライトが消え、かわりに周囲全

体が明るくなる。

　さっきの、例の "部屋" と同じ位の広さ、同じくらいの天井。柱。



　ただここは建物（なり、なんなり）のエントランス（入口）部分に当たっているら

しい。

　俺たちから向かって左手の方角に、一面のガラス張り。

　自動ドアの一種だろう。

『　もう一度尋く。　どこから入って来た？　』

『　教えられるもんなら教えてやりたいんだがね。』

　あ、それは云えている。だけど。

　その場の指揮官らしいまだ若い男…２０代後半ぐらい。確かに地球人だ…は、さっ
と手のひと振りで１０数人からいる部下に武器を構えさせて散開させ、俺たちを取り

囲んでしまったのだ。

『　衛士の交代時間と知って忍び込んだのか　』

『　そいつぁ初耳だな　』

『　どこの手の者だ。目的は。』

『　知らねェ。』

　ふてぶてしく開き直った…実際ウソはついてないのだが…応答に、相手方、だんだ
ん険悪な表情。

　今にも『捕えろ。』という一語が発せられようとし、それに構えて好がズイと半歩

進めかけた時、

『　やめろ。杉谷　』

　会田先輩の落ちついた手が、ヤツ（好）の肩をひきとめる。

『　連れの失礼は許してほしい。別に悪気があってのことではないんだ。



　わたし達は地球（アース）から来た。ここへは故意に潜入したわけではないし、は

っきり言ってここが何処なのかも解らない状態だ。

　さしつかえなければ教えてほしい…つまり、ここが、その…

　何という星か、という事だが。　』

　捕り手たちのなかにザワッとした反応が走るのを、その時の俺はたいして気にとめ

もしなかった。

　なんとなれば感動してしまっていたのだ。

　会田先輩、本当にこれで俺たちと１歳しか違わないんだろうか、これで。

　この堂々たる落ちつきぶり。腹の据わったしゃべりかた。

　まだ "青年" の粋に達したばかりの年齢とは云え、身にそなわった貫禄から氏素性の
正しさはおのずと知れるんだろーね。

　さっ、と、若い男の態度に変化が出る。

　なんというか…　緊張。

　敵にしろ味方にしろ、こいつは大物だろう、という。

『　……　ここが MOON だという事を知らないとでも？　』

「　…　ムーン　…！？　」

「お月さま ?! 」

　俺たち、異口同音に。

「やはりな。」　と会田先輩。

　好、不気味な薄ら笑いして頷き、ゆかり姫は神妙な顔。



　残り４人はただ呆然…　もちろん俺も含めて、の話。

「もろ、ルナティック。（気のふれた）」

　 "くっちゃん" こと楠木女史、それでもおちょくり精神（？）だけは忘れない。

　見上げた根性じゃ…

『　地表（アース）から…　故意に来たわけでも、場所が判っているわけでも、ない
と言ったな。…　いいだろう。とりあえず事情を話してもらおうか。』

　…話せ。たって。説明。…ねえ…？？

　俺たちは皆一様に顔を見合わせてしまった。

　自分たちだって信じられないような話を、どうやって他人に解らせればいーんだろ

ーか。

『　…え〜、えと、つまり、俺たち登校中だったんだけど…　』

　好は他人に【説明】なんて親切なマネ死んだってしない奴だし、会田先輩のゆった

りした King’s English は、どーも相手側にはスピードのトロい古語めいたものに聞こえ
ているようだし、…ってことは、ゆかり姫も同様。

　好と一緒のニューヨーカー・ユミちゃんは、再びベソかきのまり子嬢（いー加減に

してくれよ、もう）の面倒み中。

　結果として、ブロークン混じりの俺の Japaniese English にオハチが回って来てしま
った…。

『　信じられない。 』

『　事実ですよ。 』

『　まさか。 』



『　本当の話です。 』

　案の定、警備隊だか衛士だかの隊長サンは てん から話をうけつけない様子だったけ
れど、とりあえず俺たちに害意はなさそうだと判断してくれたのか、最初から尋問は

彼の任務のうちではなかったのか、どこか他の機関へ「引き渡し」という事で、この

件は処理されてしまうようだった。

　引き渡し…警察かなにかへ７人ゾロゾロ連行されて行くのである。

「杉谷。大人しくしていろよ。」

　銃をつきつけられてエア・カー（と覚しきもの）に乗りこまされようという時に会

田先輩がささやいた。

　好、なにも答えず、それでも不承不承「スキをついて脱出」というテをあきらめて

いる。

　…こいつに一言で命令きかせられる人間って、先輩以外、まずいないだろーな…。

　しかし。

　イモ虫めいた型の囚人護送車から解放され、別の建物の内部に連れて来られてみ

ると、俺たちをしょっぴいた係官に言わせてみれば今は "夜" なんだそうで、人影ま
ばら。

　月って、自転してないんだよね。

　どうやって１日区切ってるんだろう、地球との公転関係もあるだろうに。

　市街地の上に広がる天蓋（ドーム）の外は、



https://www.youtube.com/watch?v=o1ASIT5DqN0&list=PL0fHwtabvptHlo_SiViSHnb2-
sQtlbo4e&index=5
Billy Joel - The Ballad of Billy the Kid (Audio) 

https://www.youtube.com/watch?v=wsc1oLtlp0o&list=PL0fHwtabvptHlo_SiViSHnb2-sQtlbo4e
Billy Joel - Travelin’ Prayer (Audio) 

https://www.youtube.com/watch?v=IQjb9IA2_Co&index=8&list=PL0fHwtabvptHlo_SiViSHnb2-
sQtlbo4e
Billy Joel - If I Only Had the Words (To Tell You) [Audio] 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月15日21:44
　

…はい。生き残った「本編」とは、だいぶ展開が違ってますね…ｗ

（「主役が会田先輩ペース」だと、展開がトロくて「エンタメにならない」ので、没りました

…ｗ）

欄外にラグランジュ・ポイント？（月の公転軌道？）の模式図と、

「あ、だめだ。さっちゃんのコーミオーキがあたまんなかとびかってる…っっ」

という、身内にしか通じないカキコが残ってます…☆
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=o1ASIT5DqN0&list=PL0fHwtabvptHlo_SiViSHnb2-sQtlbo4e&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=wsc1oLtlp0o&list=PL0fHwtabvptHlo_SiViSHnb2-sQtlbo4e
https://www.youtube.com/watch?v=IQjb9IA2_Co&index=8&list=PL0fHwtabvptHlo_SiViSHnb2-sQtlbo4e
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15日22:27
　

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年12月15日 20:32】
後志地方では、１６日明け方まで大雪に警戒してください。

［後志北部］大雪

［羊蹄山麓］大雪

漫画読んで

ごはん食べて

寝まーす！

 

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


（12月16日）　「今生の私」はテレパスもテレキネシスもないけど、

https://85358.diarynote.jp/201612160700439176/

【 倶知安 ０．０９５ μ 】★（－－＃）★

2016年12月16日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

　

https://www.youtube.com/watch?v=IQjb9IA2_Co&index=8&list=PL0fHwtabvptHlo_SiViSHnb2-
sQtlbo4e
Billy Joel - If I Only Had the Words (To Tell You) [Audio] 

あらためまして、おはようございます。

０６：５５になっちゃいました。

これのね。コメント欄参照で〜。

　↓

http://85358.diarynote.jp/201612151953324469
Ｉ．プロローグ　…　杉谷好一。　（ ※ 『俺と好』 没原稿 ）。

「明けがたの夢」で、

「好のほうの感情とシンクロ」しちゃいまして…（＾＾；）…★

https://85358.diarynote.jp/201612160700439176/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612160700439176/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161216/85358_201612160700439176_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161216/85358_201612160700439176_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161216/85358_201612160700439176_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=IQjb9IA2_Co&index=8&list=PL0fHwtabvptHlo_SiViSHnb2-sQtlbo4e
http://85358.diarynote.jp/201612151953324469


「今生の私」はテレパスもテレキネシスもないけど、

ヴォワイヤンス・エンパスでは、あるんですよね〜…☆

ｗ（－－；）ｗ

…「好が可哀想」すぎて、ちょっくら泣けてきてしまいました…★

https://www.youtube.com/watch?v=gFy1BMaYRh0
The Stranger - Billy Joel (Full Album) 

閑話休題。（＾＾；）

りある「ぷれ最終戦争時代」の情報チェックに戻りましょう…★

札幌はマイナス６℃。無風。ほぼ晴れ予報…？

予定は終日外出。（＾＾；）

さくさくいきましょう…。

ホワイトフード @whitefood1 · 33 分33 分前 
12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。

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

ホワイトフード @whitefood1 · 8時間8時間前 
12月15日23時53分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が70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/CzubCiSVEAAFRJ6.jpg

★地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ62.7km 2016/12/15 20:54:47

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年12月15日 20:32】

https://www.youtube.com/watch?v=gFy1BMaYRh0
https://pbs.twimg.com/media/CzwKexVUUAAOOlZ.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzubCiSVEAAFRJ6.jpg


後志地方では、１６日明け方まで大雪に警戒してください。

［後志北部］大雪

［羊蹄山麓］大雪

◆地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.8】十勝地方 深さ117.5km 2016/12/15 18:11:59

ホワイトフード @whitefood1 · 14時間14時間前 
12月15日17時43分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が105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/CztGWrKUQAA_ON1.jpg

★地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ105.5km 2016/12/15 13:02:51

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M4.0】青森県西方沖 深さ162.5km 2016/12/15 11:28:30

ホワイトフード @whitefood1 · 20時間20時間前 
12月15日11時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が43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/CzrznjiUcAA4GVr.jpg

◆地震マップ @eq_map · 12月14日 
【M2.9】日高山脈 深さ62.9km 2016/12/15 08:14:33

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月16日7:24
０５９

３２

３２☆

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CztGWrKUQAA_ON1.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzrznjiUcAA4GVr.jpg
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17日7:13
　

2016年12月16日（金）【当日】

01:00 0.062 0.051 0.057 6 
02:00 0.066 0.060 0.064 6 
03:00 0.059 0.042 0.051 6 

04:00 0.038 0.029 0.033 6 
05:00 0.028 0.027 0.027 6 
06:00 0.026 0.026 0.026 6 
07:00 0.026 0.026 0.026 6 
08:00 0.026 0.025 0.026 6 
09:00 0.026 0.025 0.026 6 
10:00
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月18日7:05
　

2016年12月16日（金）【当日】

（－－＃）

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（12月16日）

https://85358.diarynote.jp/201612170706454138/

ひとり忘年会なう♪

2016年12月16日 グルメ
 
　

美味い♪

美味い♪

美味い♪

ここね♪

　↓

 
カフェモンキーバー @Monkey_Bar_ 

札幌は苗穂にあるカフェモンキーバーです。

昼は薬膳カレー、夜は薬膳カレーとビストロのお店 です。
良質の音楽と淹れたてのコーヒー。

ビール、ワイン、カクテル各種ご用意しております。

札幌市中央区北1条東11丁目21番地  
� cafemonkeybar.wix.com/cafe 
https://twitter.com/Monkey_Bar_

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月16日21:09

２０時まえに帰投。(^_^;)

無事とは言えませんが無傷。

https://85358.diarynote.jp/201612170706454138/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=226
https://twitter.com/Monkey_Bar_


(^。^;)

雪上で転倒して買ったばかりの野菜ジュースの紙パックとスパゲティの袋を下敷きに

してケッ圧で破裂させるという悲喜劇案件が発生しましたが被害僅少。

(^。^;)

以下次号。

漫画読んで

ごはん食べて

寝ま〜す！



（12月17日）　…時間泥棒でも居るのか…？？

https://85358.diarynote.jp/201612170721351693/

【 岩見沢 ０．０６４ μ 】／札幌はマイナス４℃。無風で静穏で
すが、予報は荒天…？

2016年12月17日 環境は、生命圏で、生存権。

　

https://www.youtube.com/watch?v=TWS0ogn53Wo
AMTV 機動戰士鋼彈Z OP1 Z・刻を越えて 

あらためまして、おはようございます。

前項追加したので参照ぷりーず♪

０６：５６でしたが、０７：０９になっちゃいました☆

再び地獄の４連勤の初日…（－－；）…★

そして例え仮にバイトが楽しかったとしても。

毎週３連休でも「時間がナイッ！」と、叫びながら暮らしている、

働き者の？霧樹里守（きりぎ・りす）ですよ…★

https://85358.diarynote.jp/201612170721351693/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161217/85358_201612170721351693_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161217/85358_201612170721351693_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161217/85358_201612170721351693_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TWS0ogn53Wo


？　ｗ（〜〜；）ｗ　？

…時間泥棒でも居るのか…？？

https://www.youtube.com/watch?v=FJeKDOoYM88
【MAD】Zガンダム -Z・刻を越えて- 

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481926200/1011-0010-101000-201612170710.gif?
t=1481926835
（０７：００〜０７：１０）

札幌はマイナス４℃。無風で静穏ですが、予報は荒天…？

ホワイトフード @whitefood1 · 7時間7時間前 
12月17日0時03分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が24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/Czzm9t3UsAEzCjN.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 13時間13時間前 
12月16日18時03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/CzyUdfyUUAAx_6T.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 19時間19時間前 
12月16日12時01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/CzxByx2UAAAyMPO.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
12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/CzwKexVUUAAOOlZ.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=FJeKDOoYM88
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481926200/1011-0010-101000-201612170710.gif?t=1481926835
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Czzm9t3UsAEzCjN.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzyUdfyUUAAx_6T.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzxByx2UAAAyMPO.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CzwKexVUUAAOOlZ.jpg


地震マップ @eq_map · 40分40分前 
【M2.7】下北半島付近 深さ121.1km 2016/12/17 07:14:27

★地震マップ @eq_map · 47分47分前 
【M2.9】根室半島沖 深さ44.9km 2016/12/17 07:08:52

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M4.2】宗谷地方 深さ301.2km 2016/12/17 04:20:41

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.7】十勝地方南東沖 深さ56.9km 2016/12/17 03:33:47

★地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ55.2km 2016/12/16 14:55:59

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.7】石狩平野 深さ108.7km 2016/12/16 10:41:08

★地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.8】根室地方 深さ122.5km 2016/12/16 09:34:18

https://www.youtube.com/watch?v=v_zwWyWCVxs
Yui : Chie Hanawa 1 @ Isesaki
 

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


（12月17日）　…アルパカ狼さんが居ないよん…(T_T)…★

https://85358.diarynote.jp/201612170847191477/
（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12月17日14:22
　

昨夜は２２時過ぎには就寝したので決して睡眠不足の筈はないが異様睡魔と偏…
というか面妖な、偏在？移動？頭痛。

(∋_∈)

地震体感かホ？

…アルパカ狼さんが居ないよん…(T_T)…★

もちべ皆無。

サボタージュする気だけは満々なのに、(^_^;)

何故か？

ムダに営業成績ヨシ。(-”-;)★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月17日14:27
　

「エージェン・トオレンジ」

参照。

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


東電社員（のみ？）甲状腺ガン労災認定。

レクサスがリコール。

『天皇の人権問題』が

マスメディアに登場…(‾○‾;)

流れが変わるのか？

今さら？？

…間に合うのか…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月17日14:31
　

ロシアがやらかしてるのは、

『ナポレオンのモスクワ包囲』

…の、

『八つ当たり復讐』と思う…

…(-”-;)…

『イスラエルのガザ殲滅』が、

『ナチスのゲットー』の再演であるに同じく…(-_-#)

　

　

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17日23:38
　

先ほど無事帰投。

残業２０分の後イレギュラーの買い出しでロスタイム１時間。

┐(’〜`；)┌

例によって総重量１０kg近くを徒歩で！(^。^;)！

えっちらおっちら運んだので、

気温はマイナス２℃ですが全身ゆげ湯気の汗だくです。

σ(^◇^;)。。。

今日は漫画でなくて

『スカウィザ』の新刊読んで、

ごはん食べて寝ます！

(^o^)／
　

 

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


（12月18日）　トシタカと好って似てるよね？

https://85358.diarynote.jp/201612180647498430/

めも：　『明るい青少年のための恋愛』

2016年12月18日 リステラス星圏史略　（創作）
　

ＣＤ聴いててふと思い出したんですが。

（＾＾；）

「清と好」の原型のひとつ。ってコレじゃないかな…
 
『明るい青少年のための恋愛』

（コミック 秋田書店）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/B002DELF7I/

明るい青少年のための恋愛 全14巻完結

(ボニータコミックス) [マーケットプレイス コミックセット]

コミック 秋田書店
 
 
初レビュー日： 2016年12月18日
メーカー　　　： 秋田書店
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（音楽も貼りたかったんですが、悠宙舞さんにはない★）

トシタカと好って似てるよね？

ｗ（＾□＾；）ｗ

https://85358.diarynote.jp/201612180647498430/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/B002DELF7I/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/B002DELF7I/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/B002DELF7I/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/B002DELF7I/


清くんは間違いなく「ワンコ体質」だしな〜ｗｗｗ

（ネコ科、と思われてると思うが、

　いや、清クンはどっちかってと、

　ワガママ犬☆）

（まぁおばかなエルさんの被曝が今回はさほど酷くなかったようなので、

　一安心…☆）
 



（12月18日）　今まで５２年間のなかで一番、「心穏やかな年末」ではないかなぁ…

https://85358.diarynote.jp/201612180720026542/

予想最高気温「ぷらす」７℃!!／（個人的には）⇒５２年間のな
かで一番、「心穏やかな年末」ではないかなぁ…

2016年12月18日 環境は、生命圏で、生存権。

　

https://www.youtube.com/watch?v=JNSofrbUF44
前前前世　【トランペットで演奏してみた！】 

あらためまして、おはようございます。

０６：５１になっちゃいました。

４連勤の２日目。札幌はマイナス２℃。

無風。静穏。

…んで…（＠＠；）…★

予想最高気温が「ぷらす」７℃とか…？？！

…やめてほしいんですけど、マジで…（〜”〜＃）…★

https://85358.diarynote.jp/201612180720026542/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161218/85358_201612180720026542_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161218/85358_201612180720026542_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161218/85358_201612180720026542_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JNSofrbUF44


（例によって雪まつり関係者の、胃痛が心配です…★）

https://www.youtube.com/watch?v=8PZvPpNj2Mk
ラピュタよりハトと少年【トランペットで演奏してみた】 

個人的には幸せ。（＾＾）

毎日ぬくぬく暖かいところで安全に眠れて、カミサマありがとう！とか思いながら目がさめる。

バイトは楽しくないですが。（－－；）

それでも、今まで５２年間のなかで一番、「心穏やかな年末」ではないかなぁ…

（個人的には！）

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482011400/1011-0010-101000-201612180650.gif?
t=1482012036
（０６：４０〜０６：５０）

https://www.youtube.com/watch?v=m7471f5A1Hw
千本桜　【トランペットで本気で演奏しなおしてみた】 

ホワイトフード @whitefood1 · 39 分39 分前 
12月18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/Cz6dqe3UAAADTGG.jpg

★地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ40.0km 2016/12/18 05:34:18

◆地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.1】浦河南方沖 深さ28.1km 2016/12/18 01:41:18

◆地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.1】青森県東方沖 深さ10.5km 2016/12/17 22:03:47

https://www.youtube.com/watch?v=8PZvPpNj2Mk
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482011400/1011-0010-101000-201612180650.gif?t=1482012036
https://www.youtube.com/watch?v=m7471f5A1Hw
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cz6dqe3UAAADTGG.jpg


◆地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ1.4km 2016/12/17 20:48:42

★地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.7】国後島近海 深さ111.8km 2016/12/17 20:07:12

★地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.6】北海道東方沖 深さ8.4km 2016/12/17 19:38:16

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.7】十勝地方 深さ101.5km 2016/12/17 17:24:52

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
12月17日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯
します。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cz1UEdQVEAAZnEF.jpg

地震マップ @eq_map · 12月16日 
【M2.7】下北半島付近 深さ121.1km 2016/12/17 07:14:27

★地震マップ @eq_map · 12月16日 
【M2.9】根室半島沖 深さ44.9km 2016/12/17 07:08:52

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cz1UEdQVEAAZnEF.jpg


（12月18日）　…アルパカ狼さんが居ない…

https://85358.diarynote.jp/201612180810131181/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月18日15:31
 
座席運サイテー。(-_-#)

隣がシコメ（醜女）。

最悪の性格素行ブス。(-_-#)
無視イジメ発信源の

カタワレ。(-_-#)

霊的にも悪臭ぶんぷんたる

歪んだ妖怪ババァだが、

タバコの副流煙と

本人の腐敗臭（肺癌進行中）で

物理的にも鼻が曲がり気絶寸前に臭い。(ToT)

何故わざわざこんな普段は当たらないような変な席に？

今日はレインリリーさん居たのに危うく全く話も出来ないとこだった…(-_-#)…

（ちょっとだけ話せた♪）

あまり嫌がらせが続くようなら

私以外だれも居ない年末年始の４連勤を『病欠』という、裏技を使ってやるぜッ(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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


2016年12月18日15:33

…アルパカ狼さんが居ない…

(T_T)

でも美脚で美ケツのビクーニャさんが居るから、

これ以上のイジメの心配はない。(^。^;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月18日22:33
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

札幌は現在プラス４℃！

…もあって、逆に気持ちが悪いです…(-”-;)…

そして明日はまたマイナス４℃…？ヽ（・＿・；）ノ

異様睡魔継続中。

鳥取が再びヤバい感じですね…

…(・ω・;)(;・ω・)…

島根原発の運命や烏賊煮…？？

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


…漫画読んで
ごはん食べて

寝ま〜す…！
 



（12月19日）

https://85358.diarynote.jp/201612190734393017/

「時間が足りナイッ！」

2016年12月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

 
https://www.youtube.com/watch?v=r2RJRbL-4DQ
行進曲「旧友(Alte Kameraden)」 

おはようございます。

０６：４４でした。

４連勤の３日目。

６時に起きて

小家事して

この時間。

毎日まいにち「時間が足りナイッ！」と叫んでいるので、さくさく逝きます…★

ホワイトフード @whitefood1 · 19 分19 分前 
12月19日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯
します。詳しくはこちらでご確認いただけます。

https://85358.diarynote.jp/201612190734393017/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612190734393017/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161219/85358_201612190734393017_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161219/85358_201612190734393017_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161219/85358_201612190734393017_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=r2RJRbL-4DQ


http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cz_nQIvUQAAn9C3.jpg

地震マップ @eq_map · 48分48分前 
【M4.5】北海道北東沖 深さ328.0km 2016/12/19 06:10:54

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.6】根室地方 深さ92.6km 2016/12/19 02:43:16

★地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ64.6km 2016/12/19 00:37:47

★地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ18.9km 2016/12/19 00:27:10

★地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.5】苫小牧南方沖 深さ108.4km 2016/12/18 20:03:24

ホワイトフード @whitefood1 · 23 時間23 時間前 
12月18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/Cz6dqe3UAAADTGG.jpg

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月20日6:58
　

★（＝＝＃）★

12月19日（月）【前日】
01:00 0.027 0.026 0.027 6 

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cz_nQIvUQAAn9C3.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cz6dqe3UAAADTGG.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


02:00 0.027 0.026 0.027 6 
03:00 0.027 0.026 0.027 6 
04:00 0.027 0.026 0.027 6 
05:00 0.027 0.026 0.027 6 
06:00 0.027 0.026 0.026 6 
07:00 0.026 0.026 0.026 6 
08:00 0.026 0.026 0.026 6 
09:00 0.026 0.026 0.026 6 
10:00 0.026 0.026 0.026 6 
11:00 0.026 0.026 0.026 6 

12:00 - - - 0 
13:00 - - - 0 

14:00 0.026 0.025 0.026 6 
15:00 0.026 0.025 0.025 6 
16:00 0.026 0.025 0.026 6 
17:00 0.026 0.025 0.026 6 
18:00 0.026 0.025 0.026 6 
19:00 0.026 0.025 0.026 6 
20:00 0.026 0.026 0.026 6 
21:00 0.026 0.026 0.026 6 
22:00 0.027 0.026 0.026 6 
23:00 0.027 0.026 0.026 6 
24:00 0.027 0.026 0.026
 



（12月19日）

https://85358.diarynote.jp/201612190736454253/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月19日14:44

（12月10日付け次項参照）

ちなみに、

「またイヤガラセだ…」と
寝暗く呟いて暗くなってるのは私だけではなく。

フロアのあちこちで常に数人が何らかの「連発イヤガラセ」を受けていて、

誰も管理職を信用しておらず、

次々辞めて去る…

ので、現在なぜか無関係なビクーニャさんが、最大の被害者に…？？

(・ω・;)(;・ω・)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月19日21:48
　

先ほど無事帰投。

札幌の気温プラマイ０℃。

(-”-;)
いったん融けて再び凍りかけた

ツルツル路面の凶悪さに耐えかねて

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


平日限定８時４０分のＪＲバスに飛び乗って、

スルスル帰宅。o(^-^)o

あぁ公共交通って素晴らしい…

　♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

ごはん炊いて、

まんが読んで、

ごはん食べて、

はやく寝ます♪

(^o^)／
 



（12月19日）　

https://85358.diarynote.jp/201612200643476121/

『本日の嫌がらせ。』(-_-#)。　⇒【労基署 準備資料】。

2016年12月19日 就職・転職
　

◆ 出勤したら席がない。
(`ヘ´)

◆ 昼休みが『１時間早い』
のに、

休憩が『１時間遅い』★

(-"-;)

つまり、トイレを１時間余計にガマンさせられた挙げ句、

１３時３０分から

１３時４０分まで１０分休憩。

あいだ２０分のみ空けて、

１４時から『昼休み』。

…！(‾○‾#)！…★

…よくまぁ毎日まいにち、
斬新なイヤガラセを

思い付くもんである…

(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201612200643476121/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


手に負えん★　(ノ-o-)ノ　┫

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月19日14:44

ちなみに、

「またイヤガラセだ…」と
寝暗く呟いて暗くなってるのは私だけではなく。

フロアのあちこちで常に数人が何らかの「連発イヤガラセ」を受けていて、誰も管理

職を信用しておらず、

次々辞めて去る…

ので、現在なぜか無関係なビクーニャさんが、最大の被害者に…？？

(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月19日21:48

先ほど無事帰投。

札幌の気温プラマイ０℃。

(-”-;)
いったん融けて再び凍りかけた

ツルツル路面の凶悪さに耐えかねて



平日限定８時４０分のＪＲバスに飛び乗って、

スルスル帰宅。o(^-^)o

あぁ公共交通って素晴らしい…

　♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

ごはん炊いて、

まんが読んで、

ごはん食べて、

はやく寝ます♪

(^o^)／



（12月20日）　「アルパカ狼さん遭遇確率：ほぼ１００％」？

https://85358.diarynote.jp/201612200705074839/

札幌マイナス４℃⇒予想最高気温プラス４℃。

2016年12月20日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=tT49ff87Rpw
元祖ヤマトのテーマ　15分耐久 

（前項参照）

あらためまして、おはようございます。

０６：４６でした。

４連勤の最終日。

…まぁ、今日は、

「アルパカ狼さん遭遇確率：ほぼ１００％」？

なので…（＾＾）…☆

https://85358.diarynote.jp/201612200705074839/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612200705074839/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161220/85358_201612200705074839_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161220/85358_201612200705074839_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161220/85358_201612200705074839_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=tT49ff87Rpw


モチベは高めですね…ｗ

札幌の気温はマイナス４℃。

予想最高気温はプラス４℃。

…（－－；）…★

まぁ、徒歩通勤♪ バス帰宅 ♪

で、娯しみたいと思います…☆★

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

01:00 0.027 0.026 0.026 6 
02:00 0.027 0.026 0.026 6 
03:00 0.027 0.026 0.026 6 
04:00 0.027 0.026 0.026 6 
05:00 0.027 0.026 0.027 6 
06:00

　↑

（結局１６〜１８日を完全スルー。（－－＃）★

　…緊急避難などの役には、全く立ちません…!!）
　⇒「情報はベクれトル」参照★

　http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
　http://85358.diarynote.jp/201612190736454253/

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M2.8】北海道東方沖 深さ0.1km 2016/12/20 06:07:01

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.5】国後島近海 深さ19.2km 2016/12/20 04:49:24

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.3】根室地方 深さ18.0km 2016/12/19 22:23:11

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
http://85358.diarynote.jp/201612190736454253/


【M2.5】青森県東方沖 深さ49.6km 2016/12/19 13:04:14

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.8】十勝地方 深さ90.7km 2016/12/19 08:35:07

地震マップ @eq_map · 12月18日 
【M4.5】北海道北東沖 深さ328.0km 2016/12/19 06:10:54

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月21日9:27
　

2016年12月20日（火）【前日】
01:00 0.027 0.026 0.026 6 
02:00 0.027 0.026 0.026 6 
03:00 0.027 0.026 0.026 6 
04:00 0.027 0.026 0.026 6 
05:00 0.027 0.026 0.027 6 
06:00 0.027 0.026 0.027 6 
07:00 0.027 0.026 0.027 6 
08:00 0.027 0.026 0.026 6 
09:00 0.027 0.026 0.026 6 
10:00 0.028 0.026 0.027 6 
11:00 0.028 0.027 0.027 6 
12:00 0.028 0.027 0.027 6 
13:00 0.031 0.027 0.029 6 
14:00 0.031 0.031 0.031 6 
15:00 0.031 0.030 0.031 6 
16:00 0.029 0.028 0.029 6 
17:00 0.028 0.027 0.028 6 
18:00 0.027 0.026 0.027 6 
19:00 0.026 0.025 0.026 6 

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


20:00 0.027 0.026 0.026 6 
21:00 0.027 0.026 0.026 6 
22:00 0.027 0.026 0.026 6 
23:00 0.027 0.025 0.026 6 
24:00 0.027 0.026 0.026 6
 



（12月20日）　「それは心気妄想かも」…。

https://85358.diarynote.jp/201612200727427375/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月20日8:20
　

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

うまく食べ物が飲み込めず常に食道に何かがつかえている時期が。大学病院では吸入と薬を渡さ

れておしまい。

その友人に相談したところ、身内が食道がんで死んだことを知っていて「それは心気妄想かも

」と…。たちまち本復した。
心理まで読むのが治療者。薬が治療じゃない。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月20日15:24
　

異様睡魔継続中。(∋_∈)
地震か太陽か被曝か通勤疲労かはたまた被害妄想か…？
(・ω・;)(;・ω・)

【道交法違反で家宅捜査】！！

★(‾○‾;)★

完全な【転びコウボウ】(-_-#)

どっちが【悪】だよ…？(-_-#)
　

　

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20日15:30
　

しまった、

ローターに

『オネアミスの翼』に

「自由」の単語が並んだら、

次は「自由の翼」を

貼るべきだったよな…？

σ(^◇^;)。。。
　

　

 

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


（12月20日）　まぁアルパカ狼さんとエルさんの機嫌と健康状態は良さそうだったし
、

https://85358.diarynote.jp/201612202101105193/

【 時給おちた 】 ベルクカッツェ 【死にヤガレ★】 （with 【報
復宣言！】

2016年12月20日 就職・転職 コメント (3)

　

（とりあえず予告のみ★）

★（ーー＃）★

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月20日22:04
　

せたな町の

有機ピザと

有機いもグラタンが

天国のように美味かったし

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

会場スタッフの兄ちゃんズ

が地仙のように清々しかったので、

(*^_^*)

今なら罪３等ぐらい

https://85358.diarynote.jp/201612202101105193/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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https://85358.diarynote.jp/


恩赦減刑してやるｗ

(^。^;)

( ^ _ ^)∠☆PAN！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月20日22:10
　

まぁアルパカ狼さんとエルさんの機嫌と健康状態は良さそうだったし、

あとのことは些末事だよね…☆

（キッチリ『報復外交』は

するけどな！★）(`ヘ´)★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月20日23:10
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

最終バスに余裕で座れて

らくらく帰宅。

とりあえずおなかいっぱい♪

ベルクカッツェ呪殺計画は明日以降にして、

まんが読んで寝ます☆

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


(^。^;)
　

　

 



（12月20日）　（アルパカ狼さんがココにいるしな…☆彡）

https://85358.diarynote.jp/201612210716193829/

【前項オチ】⇒ 『 毒を盛って毒を 清 された？ハナシ』…ｗ（＾
◇＾；）ｗ…☆

2016年12月20日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　

　

（ ※ 前項参照 ※ ）

https://calendar.google.com/calendar/event?
eid=cmFiM242MWdoOWFub2JmNDE2OGZlYW04OGMgb2RvcmlfcGFya0BzYXBwb3JvLXBhcmsub3IuanA&ctz=Asia/Tokyo
第36回さっぽろホワイトイルミネーション（大通公園会場）
日時 2016/11/18 (金) 〜 2016/12/25 (日) 

大通公園なう。(^_^;)

心が洗われます…(^。^;)

呪詛と悪口は、

朝の光の中でね☆

┐(’〜`#)┌

（…まぁイジメと葬科学怪獣は日本全国どこに転職しても居るけど、

https://85358.diarynote.jp/201612210716193829/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161221/85358_201612210716193829_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161221/85358_201612210716193829_3.jpg
https://calendar.google.com/calendar/event?eid=cmFiM242MWdoOWFub2JmNDE2OGZlYW04OGMgb2RvcmlfcGFya0BzYXBwb3JvLXBhcmsub3IuanA&ctz=Asia/Tokyo


　大通公園は札幌にしかないし、

　アルパカ狼さんがココにいるしな…☆彡）

https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
前前前世 (movie ver.) RADWIMPS MV 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月20日22:04

せたな町の

有機ピザと

有機いもグラタンが

天国のように美味かったし

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

会場スタッフの兄ちゃんズが

地仙のように清々しかったので、

(*^_^*)

今なら罪３等ぐらい

恩赦減刑してやるｗ

(^。^;)

( ^ _ ^)∠☆PAN！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月20日22:10

まぁアルパカ狼さんとエルさんの機嫌と健康状態は良さそうだったし、

あとのことは些末事だよね…☆

（キッチリ『報復外交』は

するけどな！★）(`ヘ´)★ 

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月20日23:10

先ほど無事帰投。(^_^;)

最終バスに余裕で座れて

らくらく帰宅。

とりあえずおなかいっぱい♪

ベルクカッツェ呪殺計画は明日以降にして、

まんが読んで寝ます☆

(^。^;)

https://www.youtube.com/watch?v=sokKczASq4c
【フル】RADWIMPS／スパークル（映画『君の名は。』主題歌）
cover by 宇野悠人 

…んで…（＾＾；）…★

「宣伝に」貼ろうと思って、今朝（２１日）検索したら…☆★

　↓

http://setanakankou.iinaa.net/ajiwau/s_watami.html
ワタミファーム瀬棚農場

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1253480057
和民の会社は本当に創価学会が関係している…

…ははははは…ｗ（＾◆＾；）ｗ…★

ガッカイの毒気を、

ガッカイで嫌されてしまったぜ…っ★
 

https://www.youtube.com/watch?v=sokKczASq4c
http://setanakankou.iinaa.net/ajiwau/s_watami.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1253480057


（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１６年１２月）

（下旬）
 
 



（12月21日）　三千世界の鴉を殺し／獸木野生ホワイトガーデン ☆

https://85358.diarynote.jp/201612210757213602/

北海道は、２２日（木）の冬の嵐の恐れ、事前の備えをおすすめ

します。

2016年12月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

 
♪（＠ｗ＠）♪

この美形は誰だ？　男性？女性…？？
（ちょうどこの体型、清クンそっくり…？♪）
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=_5eF-oePNw0
M. Ravel: Bolero: Tomomi Nishimoto. 

（承前＆前々項）（＾＾；）

　　↑

「オチがついた」せいで（＾＾；）

思わぬ時間を喰ってしまいました☆

あらためまして、おはようございます。

０７：３８になっちゃいました。

https://85358.diarynote.jp/201612210757213602/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612210757213602/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161221/85358_201612210757213602_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161221/85358_201612210757213602_2.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=_5eF-oePNw0


マタタビ３連休の初日。

（＾＾）♪

札幌は「プラス」２℃？？（＠＠：）

の異常？気象？？

無風・曇天。

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482275400/1011-0010-101000-201612210810.gif?
t=1482276035
（０８：１０〜０８：２０）

予定は終日ヒキコモリ…だったんですが、明日が荒天らしいので、午後から出かけるかな？勘案
中です。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【全国の天気 2016年12月21日】
二十四節気「冬至」の今日は、西日本ほど雨が降りやすい空が続きます。東日本や北

日本は穏やかな晴天。全国的に昼間は暖かく、冬至とは思えぬ過ごしやすさとなりそ

うです。北海道は、２２日（木）の冬の嵐の恐れがあるため、事前の備えをおすすめ

します。

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12月20日 15:31】
北海道地方は、２３日から２４日にかけて発達する低気圧の影響で、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。

…おっとＤＭメールが来ている…
…ふ〜ん…♪

hontoをご利用いただきありがとうございます。
あなたにオススメの本がhontoにて発売（※）になりましたのでお知らせいたします。

【電子書籍】三千世界の鴉を殺し(1) 
著：津守時生、イラスト：藍川さとる

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482275400/1011-0010-101000-201612210810.gif?t=1482276035


税込価格：637円（5pt）
出版社：新書館　

販売開始日：2016/12/15

【電子書籍】獸木野生短篇集（１）ホワイトガーデン 
獸木野生

税込価格：648円（6pt）
出版社：新書館　

販売開始日：2016/12/16

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆

選りに選って？

「この２冊」（２人）が、同時発売とわ…ッ!!

美味しすぎる…ッ!!!♪

（スマホ持ってないけどナｗｗｗ）

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

2016年12月21日（水）【当日】
01:00 0.027 0.026 0.026 6 
02:00 0.027 0.026 0.026 6 
03:00 0.027 0.026 0.026 6 
04:00 0.027 0.026 0.027 6 
05:00 0.027 0.026 0.026 6 
06:00

ハイ。まぁ、

空気はたいへん美味しゅうございます。…♪

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


地震マップ @eq_map · 29分29分前 
【M2.6】苫小牧南方沖 深さ132.4km 2016/12/21 08:45:36

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M3.0】北海道南西沖 深さ16.6km 2016/12/21 07:30:45

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.9】青森県東方沖 深さ27.9km 2016/12/21 01:27:20

https://www.youtube.com/watch?v=TkzVG1WPtyU
喜歌劇「天国と地獄」序曲　Overture From ’Orpheus in the Underworld’
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月21日9:00
　

貼る画像まちがえたので修正中★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日6:35
　

2016年12月21日（水）【前日】
01:00 0.027 0.026 0.026 6 
02:00 0.027 0.026 0.026 6 
03:00 0.027 0.026 0.026 6 
04:00 0.027 0.026 0.027 6 
05:00 0.027 0.026 0.026 6 

https://www.youtube.com/watch?v=TkzVG1WPtyU
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


06:00 0.027 0.027 0.027 6 
07:00 0.027 0.026 0.027 6 
08:00 0.027 0.026 0.027 6 
09:00 0.027 0.026 0.027 6 
10:00 0.027 0.026 0.027 6 
11:00 0.027 0.026 0.027 6 
12:00 0.033 0.027 0.031 6 
13:00 0.032 0.029 0.031 6 
14:00 0.028 0.027 0.028 6 
15:00 0.027 0.026 0.027 6 
16:00 0.027 0.026 0.027 6 
17:00 0.027 0.026 0.027 6 
18:00 0.027 0.026 0.026 6 
19:00 0.027 0.026 0.027 6 
20:00 0.027 0.026 0.026 6 
21:00 0.027 0.026 0.027 6 
22:00 0.028 0.027 0.027 6 
23:00 0.028 0.027 0.027 6 
24:00 0.028 0.027 0.028 6 

まぁ今のところ、文句のつけようがございません…☆彡
 



（12月21日）　今生登仙を目指して、飛翔を続けましょう…。

https://85358.diarynote.jp/201612211831329988/

（　とにかく人間は生きていた。　）　

（※　『俺と好』　没原稿救済こおなあ。）

2016年12月21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 

あらためまして、１７：５６です。

札幌はプラス４℃！？（＠＠；）

不気味に「生暖かく」（＾＾：）

明日はヘタすると吹雪でなくて「大雨」とかの予報なので…
予定を繰り上げて、最低限の外回りと買い込みに先に回ってきました。

さて。（＾＾；）

今日は異様に（？）御来場者様が少ないようなんですが…★

皆様フツウに年末進行でお忙しいだけですよね？

おからだ御異常はないですか？？

（わが愚弟は、被曝症状？で闘病中らしいです…★）
★（－－；）★

https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow
鬼束ちひろ - 月光

…さて…。

失速するやつは、どんどん死ぬでしょう…

https://85358.diarynote.jp/201612211831329988/
https://85358.diarynote.jp/201612211831329988/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow


私は、今生登仙を目指して、飛翔を続けましょう…。

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

　縄で荷物を吊り上げる奴。それをチョン切って途中からかすめ盗る奴。

　これだけくたびれた街の中で、水や電気なんてものは何処から供給されて来るんだ

ろう。

　とにかく人間は生きていた。

　『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

香りのまじる狭い通り。

　急に進路が平面になるので、ちょっとばかり、めまい。

　………キィッ。

　軽い異質音を遺してヤニさんのクォクが停止した。

　ひらひら操縦盤の上を白い指が躍って、圧縮空気の噴出が停まり、四輪が地面に降

りてくる。

「お、なんでさ。こんだけ悪路ならホバーで走ったほうがずっといいじゃん。」

　栗原が不平そうに口をとがらす。

「バァカ、おまえ、ンな狭い所でやってみろ。風圧が壁ではねかえされて乱気流にな

っちまわァ。」

　頭バサバサかきやりながら、ひろと先輩。

https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw


　走ってる間に風で髪なでつけられちまったのが、かえって気持ち悪いらしい。

「そうなンですョ。別にマ、だからってそれほど走りにくくなるってェわけでもあり

ゃしませんけどネ。ここらの住人は気が荒いから、うっかり干し物ふっ飛ばしたりす

ると、おあとがうるさくってねェ。」

　で、みんな黙ってヤニさんにならう。

　こみいった路地をくねくね折れ曲がり、もういい加減ひき反せと云われても道が解

らなくなってきた頃。

　前方でハデな爆発音がして、薄暗い灰色の道の右手に見える鮮やかな炎。

　次いでその出火した窓のすぐ下の扉、と一緒に男、が、まるで蹴りつけられたよう

に吹っ飛び出して、俺たちの進路の上にドサッと落ちた。

「おわッ！」

　後ろの方にいた俺やユミちゃん、ゆかり姫なんかは咄嗟にブレーキを踏む。

　ひろと先輩に栗原、左右にハンドル（操縦桿）切って。

　だけど先頭２名、とても間に合わない。

　！　轢く…………!!

　俺は目をつぶった。

　ひときわ高い轟音と、バキッと何かの割れる乾いた音がして。

　そして低い地響き。

　重いものが軽々と着地した音。

「おぉっと。危ない危ない。」

　あっけらかんとしたヤニさんの声がする。



　目を開けてみると、そこには…

　血しぶきも散乱した肉片も何もなかった。

　ただ古びた木製のドアが真っぷたつに割れて路上の男の両側にあり、その向こうに

火明かりを浴びて…

　２台のクォク。

「　、さぁっすがっ！　お兄ィちゃんっ♪ 」

　思わず叫んでいる声。

「　すげー。」

　飛びこんだゴミ箱の山の中で後進をかけながら栗原。

　コケかけた機体を引き起こすひろと先輩。

　どうやら、頭上を跳び越えたらしいんですね、クォクで。

「　なかなかの腕じゃないですか、え？　若旦那。」

　だけどモトクロスの腕前にのんびり感嘆している暇はなかった。

　時ならぬ爆音とアクロバットに、小路を見降ろす窓という窓から、どこにこれだけ

と思うぐらいの顔が突き出される。

　" じいさん！　気触れのじいさん、一体なしたんだねっ "

　英語を話してる大柄な女や、他にもてんでな言葉でしゃべってる連中が、どどっと

あちこちから走り出してくる。

　と、見覚えのある白熱光が空を切った。

　月面で、あの好を負かせた、楠木女史の足元に穴をうがった、光線。



　短い悲鳴をあげて人が倒れる。

　動かない。

　もう一閃。

　崩折れる長い金髪。

　逃げようとして、炭化した傷口が開く。

　赤い。

　流れだすもの。

　あれは、血液？

　…全ては一瞬の事だった。

「動くんじゃねえ！」

　ひび割れた日本語が耳を打つ。

　火炎の下で無気味なシルエットを浮きたたせながら、その男たちは銃を構えていた

。

　テラテラと火明かりを反射させる、不安な緑色の軍服。

　どこかで見た気味の悪い緑。

　そう、あれは誰かの、スーツ（背広）の色だ…

「　動くなって云ってるんだよっ。」

　隊長らしき男が再度わめく。

　凍りついた光景。



　火炎と燃える音だけが人間を無視して続いていた。

「　、う…　」

　蹴り出され路上に転がっていた男…老人…が、低いうめき声とともに意識を回復し
たようだった。

「　じい！　」

　白い服の女が軍服を突きのけて走り出そうとする。

　逆に殴り倒される。

　赤ン坊の泣き声。

　彼女の手から落ちて…

　男たちの手に、さらわれた。

「　かえして!!　」

　悲痛な叫び声。

    
 



（12月21日）　名のみの『地球統一』政府は実は…

https://85358.diarynote.jp/201612211912028194/

（　名のみの『地球統一』政府は実はその　）　

（※　『俺と好』　ぼつげん 救済こおなあ。）

2016年12月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=OniD9HHaF4A
平沢進－確率の丘 

　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んかよっ！

　そりゃ、これくらいの会話で意味通じる筈はないと思うけど、それにしてもやっ

ぱり…

　う〜〜〜。

　俺たちの話が聴こえたのかどうか、先輩は先に立ってほてほて歩いて行った。

　鈍い俺でも好と情報屋の含みと暗喩ばっかで成り立ってるような遣りとり聴いてる

うちにおぼろげな所は呑みこめてくる。

　これでも国語の成績はいーんだいっ！

https://85358.diarynote.jp/201612211912028194/
https://85358.diarynote.jp/201612211912028194/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612211912028194/
https://www.youtube.com/watch?v=OniD9HHaF4A


　…早い話が、宇宙港着いた頃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った。

　名のみの『地球統一』政府は実はその首都・スターエア島しか領有していない。

　その他の地域がどうなっているのかまではよく解らないけど、とにかく、この島。

　何で南太平洋のちっぽけな島が『地球』代表なんて話になっているのかははっきり

しない。ただ、アルテミス姫の父上が宗主だとかいう "コロニスツ" （宇宙植民者連合
）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、Pont.P＝スタ
ーエア宇宙空港に限られているのだ。

　ん〜〜〜。

　長崎の出島か、雰囲気から云うと上海、香港。

　一時期の中国の外国租界地にとても似ているような…。

　で、こんな風な街にはとてつもない大金持ちと、貧民、そして無法者…アウトロウ
…達が集まる。

　地球と宇宙の全輸出入を扱うとなりゃ、上手く立ち回れる人間の懐ろにころがりこ

む金額は、それこそ気の遠くなるようなものになる。

　その富で築かれたのが頭上はるかな未来楼閣群。

　そこからはみ出した下層労働者階級が、電気も停まりかけたような地上十数階の前

世紀の遺物・コンクリートジャングルで暮らして、それさえ許されない浮浪民たちは

海面すれすれの天然洞窟か、迷路のような下水処理施設の中。

　もろに財産の差で上中下と人間が分断されている。

　アウトロウたちはそんな世界で地表をはさんだ上下数階分を占拠しているのだった



。

　それも島の南半部全域を覆って広がっているのだから、無法地帯はかなりの規模に

なる。

　ケチな盗みや恐喝・脅迫の請負といった「汚い仕事」に手を出した程度で１人前の

顔してのし歩く下層労働者のチンピラども。贅沢好きの女たちにあきて紅燈に足を踏

み入れるお忍びの高級官僚。群がる水商売の女たち。

　１晩安い売春婦や酒場の下働きはおおかたが喰いつめた浮浪民の息子や娘たちだ。

　そして…

　他の階層から通って来る者の他に、無法地帯には無法地帯だけの住人も多勢いる

のだった。

　運び屋。殺し屋。傭兵に戦争仕掛け人。

　彼らのいずれもが賞金首の犯罪者か、それともあまりにもうえのほう（上層部）と

密接なつながりがあるが故に、どんな官憲の手も及ばないか。

　それに命がけの危険なカケヒキをなりわいとする情報屋も忘れるわけにはいかない

。

　彼らが頼るのは自分の頭と２本の腕。彼らが恐れなければならないものは何もない

…

　そういう極めつけの奴らばかりが格好の溜まり場にしているのが、もとは同じ穴の

ムジナのジャック・ゴールド（Ｊ・Ｇ）の、つまりは俺たちが今いる店だった。

https://www.youtube.com/watch?v=d6lWxprkKtA
平沢進 - RIDE THE BLUE LIMBO 

https://www.youtube.com/watch?v=d6lWxprkKtA


…みょうにハマるな、この曲…ｗ

＞そういう極めつけの奴らばかりが格好の溜まり場にしているのが、もとは同じ穴のムジナ

のジャック・ゴールド（Ｊ・Ｇ）の、つまりは俺たちが今いる店だった。

　↑

「店名募集 ♪ 」とか書き添えてある…ｗ

（…まんま「ＪＧ」（※「Ｊ９」のパクリ。じゃなかったっけ…？）

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月21日19:39
　

異様睡魔。（－－；）

また地震かな？

ちょっと寝て来る★
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（12月21日）　「ジュヴナイル小説」になるはずだった…／んで、いずれ『転生課題
』のほうに…

https://85358.diarynote.jp/201612212313322349/

（…やっと思い出しましたが、『清クン』の原型のひとりは、他
ならぬ、セルジュで…。）

2016年12月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (7)
　

（作業用めも）

（あしたね☆）

https://www.youtube.com/watch?v=La4Dcd1aUcE
Nena - 99 Luftballons 
　↑

（ちなみに「清クンの声」モデル♪）

（あまり読みたくない、と思うひともいる話題なので、ひみつ日記で〜☆）

（※ブクログのほうでは「誰でも読める」設定にしておきます☆）

https://www.youtube.com/watch?v=cO09KaAABrw
【MAD】ヱヴァンゲリヲン新劇場版Q　　〜魂のルフラン〜

「読める設定」にして来ましたｗ

　↓

http://p.booklog.jp/book/111944/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－２－H『俺と好』（没原稿）（ＢＬ編）
 
　

　

https://85358.diarynote.jp/201612212313322349/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612212313322349/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4122040647/
https://www.youtube.com/watch?v=La4Dcd1aUcE
https://www.youtube.com/watch?v=cO09KaAABrw
file:///tmp/puboo/127083/452463/book/111944/read


ひみつ日記

　

　

さて、そもそも健全かつ単純なるアイロニーに満ちた？

「ジュヴナイル小説」になるはずだった…

（※「エンタメ」という言葉は、まだ無かった）

未来史スペオペな話が、

なにゆえ『俺と好』というタイトルの泥沼な？

側面を持ってしまったかというと。

…やっと思い出しましたが、『清クン』の原型のひとりは、

他ならぬ、セルジュで…。

（＾＾；）

　　↓

http://mixi.jp/view_community.pl?id=3022094
（セルジュ・バトゥール） 
1867年3月　チロル生まれ 
バトゥール子爵 
肌の色とび色 
なかなか情熱的な目 
まあまあ美形 
身長約160センチ 
髪　黒　ちぢれ毛 
特技　ピアノ　乗馬　フェンシング 
1880年11月にジルベールと出会う。 

http://aimxxx.exblog.jp/12906541/
だがしかし、何といえば良いのか…当時の同性愛ものというのは、男性同士である必然性がない
のです。

必然性がない、という言い方はおかしいかもしれません。

http://mixi.jp/view_community.pl?id=3022094
http://aimxxx.exblog.jp/12906541/


性別を意識させない、という感じ。

愛についての物語を描きたいのですが、男女ではちょっと不自然な展開になるから、少年同士に

します。的な印象を受けます。

読み始めた当時まだ中学１年かそこら？だった私には、

セルジュの心情はものすごく良く解っても（＾＾；）、

ジルベールの「なぜダメ？」という問いの前には、

完全にフリーズするしかなく…

…ｗ（＾＾；）ｗ…★

あの壮絶な「価値観のちがい」が心の奥底に屈託していて…

「いかにして性的規範を持たずに育った価値観のひとに、

【１対１固有の恋愛】という人類文化の一側面を教えるか？」

…的な…？（＾＾；）

命題が、伏流水としてあって…

おそらく、それが、

「清クンと好」という「バロック真珠」のカタチに、

結晶しちゃいました…★

（んで、いずれ『転生課題』のほうに…

「エルさんとエイリスの後日談」として、



総括されることになる？んだと、思います…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=-VbbHUwDBSM
高橋洋子　魂のルフラン 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日15:58
　

作業厨です。しばらくお待ち下さい☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日16:15
　

んでね。（＾＾；）

「男性同性愛モノ」は苦手。という人もいるわけなので。

『俺と好』を「万人向け（健全）エンタメ」にするためには、色々と設定を変更しなくては！と

かとか…
（＾＾；）…３０年間、アレコレ考えてたわけなんですが。

途中までは、可能だ。（＾＾；）

でもソレ、「なぜ好が世界を滅ぼすか？」の、説明がつかなくなっちゃう…★

ってことで。ｗ（＾＾；）ｗ

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


なにしろ文章で（清クン本人の一人称で）書いてると、あまりピンときませんが…（＾＾；）

清クンはほんとに「性別不詳な」美形なんですよ！

どっちかってと美少女にしか見えない」んですよ！

一般人の３倍くらい壮健な（＾＾；）性欲「も」ある当時弱冠１５歳？の

杉谷好一クンが！

数日「イタシテナイ」状況で、隣で昼寝してる「美少女にしか見えない」寝顔なんか眺めてたら

…

あら？「友情」のはずの話が、変な方向に進んじゃった…★

という点…

未来の「男性読者」諸氏！

御了承願いますッ!!

（開き直ったｗ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日16:16
　

（ちなみに高校〜同人誌時代の「ヘンタイにがて★」な男性読者諸兄の反応は、

「むしろ清のほうが解らない」

「嫌だったらもう絶対に嫌！」でした…ｗ

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22日17:03
　

………いま私の脳内で、

「カオか〜ッ!!」つって

清クンが怒ってますケドｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日17:06
　

ちなみに、ハイ。

パスカル⇒　ひろと先輩。

パスカルの妹⇒　ユミちゃん。

でした☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日17:15
　

…う”〜ん（＾＾；）★

しかし「エルさん」てば結局、

「なかのネコ：めいにゃん様。」だよな…？？

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/
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性格　ｗ（＾■＾＃）ｗ　ソックリ★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日21:04
　

＞『俺と好』を「万人向け（健全）エンタメ」にするためには、色々と設定を変更しなくては！

とかとか…（＾＾；）…３０年間、アレコレ考えてたわけなんですが。

同人誌時代の一般読者さま（＾＾；）からのお声では

「清クンをすなおに女のコにすれば…」と言われ続けておりましたが、

そうすると、話がまったく動かなくなります。（＾＾；）

いくら好でも、泣き叫ぶ女子を（なら、逆に。）ゴーカンはしませんし…！☆

んで、「杉谷　煌（きら）」というスカーレット・オハラのような？

「男を喰い殺す」女性キャラ。

…と、今よりもうちょっとは骨のある？片恋少年な清くん。で、考えてたんですが…

ｗ（＾＾；）ｗ

それだと、「清クンの悲惨」はそのまんま（？）だけど、

「煌」の動機が…浅くなりすぎて…

「ドロンジョ様の世界征服」ていどの

下世話で小さいハナシになってしまうので、困り果てていたのでした…☆

ｗ（＾◆＾；）ｗ

　

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


　

 



（12月21日）　…シツコク言及しますが、コレ、書いてたの、１９８３年。とかです
から…★

https://85358.diarynote.jp/201612212328194175/

（案の定、日本は再軍国化の一途をたどっちまったと見える。）

　（『俺と好』　ぼつげん救済こおなあ。）

2016年12月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=EBvWyu6LZMU
【作業用BGM】 絶対にテンションが上がる神洋楽メドレーBEST30 【MY TOP 30 POP】 

　問題は、今日という日に限って物知らずにも迷い込んで来た、あの酔っぱらいの愚

連隊のアホウどもだ。

　解りやすくする為にも１回社会状勢の説明に戻るね。

https://85358.diarynote.jp/201612212328194175/
https://85358.diarynote.jp/201612212328194175/
https://85358.diarynote.jp/201612212328194175/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612212328194175/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161221/85358_201612212328194175_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161221/85358_201612212328194175_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161221/85358_201612212328194175_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EBvWyu6LZMU


　解りやすくする為にも１回社会状勢の説明に戻るね。

　日本という国は、形を変え政治制度を変え、しつこくたくましくまだ生き残って

いる。

　で、皇国軍 …なるものが存在し。

　俺たちの時代の後しばらくして、案の定、日本は再軍国化の一途をたどっちまった

と見える。

　ま、ね。

　歴史をやってりゃ世の中がどうしてもそっちの方へ流れてしまうものだくらい、解

り切ったことではあるけれど…

　途中どういう経路を通ったかは知らないよ。

　とにかくある時点で、絶対君主制というか独裁制が成立し、日本に象徴天皇ならぬ

実権を握った皇帝が生まれてしまった。

　で、そいつか、そいつの何代目かが、『環太平洋皇国』というものを造り始める。

　あっちこっちの強大国はあせりますわな、当然。

　末世のこととて地上の採掘可能な鉱物資源なんて底をつきかけてるし、太平洋っつ

ったら地球上で１番広い海だぜっ！

　それで何だかんだ、すったもんだの挙げ句にズルズルと局地戦が拡大し。

　ある日ある時、気がついたら、世界中がドンパチやっていた。

　…第３次世界大戦。

　こあいぜこれはっっっ

　幸い各国の協定があったかなんかして最終戦争化だけは免れたらしい。

　人類はまだ生きのびているけど、数十年に及んだズンベラダラリの戦いのおかげで



地球上の居住可能区域はかなり減少した…そうだ。

　やがて『母なる大地』を勝手に破壊されてたまるかという理由からコロニスト連合

成立。

　戦争に必要な未加工資源の輸入が大幅に制限されて、どの集団も息を切らし、何時

とはなしのうちに始まってしまった世界大戦は、また何時とはなしにうやむやのまま

終結した。

　その頃には、戦争を開始した旧大国のうちでもその形を保てているものは殆ど無い

といってよかった。

　国力の疲弊と民衆の貧困。

　戦争反対者によるデモ。

　革命。

　レジスタンス。

　独立戦争。

　ひどい所では国家そのものが瓦解し、無政府状態にまでなった。

　ところが日本。

　いや環太平洋皇国軍。

　しっかり勝ちのこって、しかも当初の目的以上の地域を手中に納めてしまっている

。

　で、最近、強大な軍事力を背景として比較的平和的にスターエア・地球統一連邦政

府と同盟を結び。

　早い話が軍事的援助と名打って乗り込んで来た駐留軍の司令官が、どーゆーわけだ

かスターエアの政治方面にまで指揮権を持っちまったって事だった。



　そして話は俺たちの喧嘩に戻る。

　ぶん殴られた１行のボス、御丁寧に好に両肩をぶち抜かれたバカ。

　こいつが現司令官の弟だったのだ。

　デキの悪い、だけどその分、兄からは可愛がられている…っっ

　…これでよーやっと好の「こんな真似はしないんだろうがな。」の意味がわかった
。

「　それで？　どうなさるおつもりですの杉谷さん。」

　ひと通り解った限りを話し終えると、少し冷たいような声でゆかり姫が云った。

「　逃げるさ。」

　ごくあっさり答える。腕組んで。壁によりかかって。

「　どおやって？　」

　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んなさい…とばか
りにヤニさんが頬笑んだ。

　…ぅぅ。色っぽいっ！

　…

「　ここだ。これが今いる場所。都市の地上第一層。無法地帯と労務者居住区の境界

にあたる。」

　そんなものをいつの間に仕入れて来たのか…酒場にいる時は俺はほとんど好のそば
を離れなかたったのに…懐から折り畳んだ地図をさらに幾葉か取り出して、好が云
った。



「酒場は地下２層から３層までがぶち抜きになってる。正面入り口は地下第３層。同

じような店の並んでるメイン・ストリートの…ここ、東端に近い。

　ここから出て地上第２３７層の軍司令部にたどりつくまでが４０分。

　事情を説明して１０分。

　司令官が命令を下してオレたちを逮捕させるべく手を打ち始め、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すまでに更に２０分。

　つまり…（ここでちらりと時計をのぞきこんで）…そろそろ全市に渡って非常線が
敷かれる頃だ。」

「　あ〜あ。」

　と俺はタメ息。

「お。んじゃモタモタする間に逃げ出しときゃ良かったんじゃんかよ。」

　栗原が不思議そうな顔をする。

「ふん。」

　気に喰わなそうに肩をすくめた。好が、理由

（欄外に「なんや何をせつめーしておるのか、ようわからんくなってきおったなっっ」とゆーセ

ルフつっこみだか守護霊サン？の自動書記ツッコミだかわからないものが書いてある…）

…シツコク言及しますが、コレ、書いてたの、１９８３年。とかですから…★



…ＴＰＰ…って、正式名称、『環太平洋』ナンチャラ。でしたっけ…？？？

…ｗ（－－；）ｗ…

「クォクで走れるルート（道路）で宙港へ抜けるやつてェと、これだけだ。もろ、軍

司令部の正面を通る。

　オレたちが乗って来たのは地球のＧにも耐えられるよう、その他にもいろいろ改造

がほどこしてあるが、もともとクォクってな宇宙空間での作業用に造られてる乗りモ

ンだからな。地表に降りて来りゃかなり目立つ。」

「ふうん。そうなの。」

「でもよ、メットつけてりゃ判りゃしないんじゃないか？」

「第一あたくしたちがクォドラクで来ているのだということも未だ向う側には知られ

ていないはずですし。」

「…甘いな会田。それくらいの情報網なら相手だって持ってる。」

　好はさっさと地図を畳みはじめた。

「それで？」

　飄々として、ひろと先輩。

 
 



コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月21日23:51
　

…このへんの「設定や状況の説明」を、いかにコンパクトに放りこんで、

「エンタメ」としての「話の流れ（イキオイ）」をぶち切らないか。が、

「書き直し」に当たっての課題のひとつなわけです…ｗ（＾□＾；）ｗ☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日0:11
　

ちなみに文中、

「日本は存続してるけど、日本『本土』は半滅してる」って、

入ってナイねぇ…？（まぁ続きの部分で出てくるか…）

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 

【ノロウイルス 遺伝子の異変で感染リスク増大か】

大きな流行になっているノロウイルスは、遺伝子に複数の変化がおきて、ヒトへの感染の危険性

が高まっているおそれのあることが国立感染症研究所などの調査でわかりました。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
　

【生食用カキ ノロウイルス検出で宮城全海域で出荷自粛】

https://85358.diarynote.jp/
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宮城県内の各地で水揚げされたカキからノロウイルスが相次いで検出され、宮城県漁業協同組合

は２０日から、県内すべての海域で生食用のカキの出荷を見合わせることを決めました。

ミヤギは【フクイチ隣接】海域…。「ホだろ！」
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日0:14
　

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年12月21日 16:01】
北海道地方は、２３日から２４日にかけて発達する低気圧の影響で、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。

【異様睡魔】断続的に継続中★

『ダークグリーン』状態な（－－；）

「霊界ボランティア系」悪夢？みてるので…

ごはん食べたら、

まんが読まずに、

すぐに寝ます…★

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日6:25
　

０

５９４

０００…☆彡
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（＾ｗ＾）ｇ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日9:54
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan · 12月20日 

軍事研究費の増えっぷり、露骨だなー、どこへ向かってるか、バレバレじゃないか(+_+)
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（12月22日）

https://85358.diarynote.jp/201612220654514378/

終日「自宅警備員♪」。

2016年12月22日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (2)

　

おはようございます。

０６：２９です。

札幌はプラス１℃。（＾＾；）

今日明日と０〜１℃（－－；）で、

予報は【大荒天】…（〜〜；）…★

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年12月22日 05:01】
北海道地方は、２３日未明から２４日にかけて、発達する低気圧の影響で大荒れの天

気となる見込みです。猛ふぶきや吹きだまり、大雪による交通障害、暴風、高波に警

戒してください。

https://85358.diarynote.jp/201612220654514378/
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「ナニカ降る」というなら、

これ以上イヤな状態はない。

という、最悪の気温帯…★
　ｗ（－－；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=thQWqRDZj7E
バッハ「G線上のアリア」　Bach "Air on G String" 

…そんな時に「３連休の中日♪」で、終日「自宅警備員♪」な私は、

たいそう慶雲…じゃなくて強運でございます…♪♪

！（＾０＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=MOBYK_reo-4
パッヘルベル　カノン 

予定はひたすら、「家事と原稿」（と、「机上の空論」整理！）。（＾ｗ＾）ｇ

さくさく情報チェックに逝きます…★

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

2016年12月22日（木）【当日】
01:00 0.027 0.027 0.027 6 
02:00 0.028 0.027 0.027 6 
03:00 0.028 0.027 0.028 6 
04:00 0.028 0.027 0.027 6 
05:00 0.027 0.027 0.027 6 
06:00

https://www.youtube.com/watch?v=OjC9UuA45y0
バッハ　主よ人の望みの喜びよ 

…まぁ、「いつまでもつか」ってところが問題ですが…☆★

https://www.youtube.com/watch?v=thQWqRDZj7E
https://www.youtube.com/watch?v=MOBYK_reo-4
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=OjC9UuA45y0


【画像１】きのう一日で、北海道の下３分の２？ぐらいのところに、

「ナナメの切れ線」（点線）が、入っちゃってるの…判ります…？

ｗ（－－；）ｗ

★地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.1】北海道東方沖 深さ67.6km 2016/12/22 02:06:56

★地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.7】国後島近海 深さ100.1km 2016/12/21 11:41:40

◆地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.6】苫小牧南方沖 深さ132.4km 2016/12/21 08:45:36

◆地震マップ @eq_map · 12月20日 
【M3.0】北海道南西沖 深さ16.6km 2016/12/21 07:30:45

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日9:12
　

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 

春には春の。

夏には夏の。

冬には冬の被曝回避方法がある。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月23日7:42
　

2016年12月22日（木）【前日】
01:00 0.027 0.027 0.027 6 
02:00 0.028 0.027 0.027 6 
03:00 0.028 0.027 0.028 6 
04:00 0.028 0.027 0.027 6 
05:00 0.027 0.027 0.027 6 
06:00 0.028 0.027 0.027 6 
07:00 0.028 0.027 0.027 6 
08:00 0.028 0.026 0.027 6 
09:00 0.027 0.026 0.027 6 
10:00 0.027 0.027 0.027 6 
11:00 0.029 0.027 0.028 6 

12:00 0.036 0.031 0.034 6 
13:00 0.037 0.035 0.036 6 

14:00 0.043 0.037 0.041 6 
15:00 0.049 0.043 0.046 6 

16:00 0.058 0.051 0.055 6 
17:00 0.058 0.055 0.057 6 
18:00 0.055 0.051 0.053 6 
19:00 0.058 0.052 0.055 6 

20:00 0.066 0.060 0.064 6 
21:00 0.067 0.063 0.064 6 

22:00 0.070 0.065 0.068 6 

23:00 0.064 0.059 0.062 6 
24:00 0.060 0.055 0.057 6
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（12月22日）　創聖のアクエリオン full OP

https://85358.diarynote.jp/201612221618004002/

（砂魚の宇宙遊泳…）

2016年12月22日 リステラス星圏史略　（創作）
　

（承前：http://85358.diarynote.jp/201612212313322349/ ）

コレは「読める設定」にして来ましたｗ

　↓

http://p.booklog.jp/book/111944/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

５－２－H『俺と好』（没原稿）（ＢＬ編） 

https://www.youtube.com/watch?v=sEFM_JftIyk
EVA 残酷な天使のテーゼ Q ver 

再びこんにちは。

１２月２２日の

１５時３３分でした。

札幌は（人間サマの通勤通学にとっては☆）

最もしまつにおえない「０℃の大雪」…★

…ｗ（＾■＾；）ｗ…★

半日で２０cm積もる程度で無風ですから、さしたる大雪ってわけでもないんですが…

半分融けてて水分たっぷり。

服についたら水びっしょり。（－－；）

…本日お休みの私って、超ォらっきぃ〜♪♪

♪（＾ｗ＾）ｇ

https://85358.diarynote.jp/201612221618004002/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201612212313322349/
file:///tmp/puboo/127083/452463/book/111944/read
https://www.youtube.com/watch?v=sEFM_JftIyk


…ってことで、まず机上に堆積している雑資料と格闘してから、

原稿に意気たいと思います…☆

（あ、いま屋根から巨大な雪崩れが落ちました…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=7faK86EUlEU
創生のアクエリオン音源 
　↑

これのタイトル何だ？？？と、捜索中…★

https://www.youtube.com/watch?v=XDpEtBg7cQk
創聖のアクエリオン full OP 

「曲のタイトル」は、無いの…？？

（どうもかなり「好みの話」らしいな…？♪）

（ぃや、「戦闘ロボットもの」は「非科学的」なので管轄外。だけどｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=d7b0uCN9m6Q
「創聖のアクエリオン」をピアノと尺八で合体してみた 

　

 
 
ひみつ日記

　

　（まだ。）（まだまだ。）

 

https://www.youtube.com/watch?v=7faK86EUlEU
https://www.youtube.com/watch?v=XDpEtBg7cQk
https://www.youtube.com/watch?v=d7b0uCN9m6Q


（12月22日）　（『俺と好』　ぼつげん救済こおなあ）

https://85358.diarynote.jp/201612221921144744/

「　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ないかと思うンで

すけどネ。」　

（『俺と好』　ぼつげん救済こおなあ）

2016年12月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=HQb2jhmw1BE
Tomomi Nishimoto - Tchaikovsky : Symphony No.6 「Pathétique」3rd Mov 
　↑

…う〜ん（＾＾；）人種は違うけど…☆

「体形」と雰囲気が、「清クンそっくり。」…ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201612221921144744/
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　ピーッと低いハッチのブザーが鳴るのへヤニさんはスタスタと出て行った。

「　ハイな。」

　エアロックの開閉スイッチを押しながら目一杯なまめかしく壁にヒジついてシナ作

って。

「　お役目ごくろうさんでございます。」

　残念ながら俺の方からは見えない、凄いほどにあでやかだろう微笑みに、踏み入っ

て来ようとした若いパトロール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ないかと思うンですけどネ。」

「… "火喰い竜" …！」

　新入りらしきパトロールの目にチラッと尊敬と憧れの色。

　…へえーヤニさん有名人っ！

　しっかし自由貿易人なんつってライセンス（許可証）や身分証明書出して見せたと

ころで、早い話は宇宙の運び屋、アウトロウ（無法者）に、パトロールが憧れていい

もんか…　いまいち疑問。

「御覧の通りこの船の今回の荷は生身の人間でしてね。ま、乗ってらっしゃるのはこ

のお２人と…あと１人２人、大人の男もおりますがね。そこンとこは察して下さいよ
、ハンサムなお兄ィさん。

　首に大金ぶら下げてる連中なもんで、パトロールの前に出させるわけにゃいかない

んですヨ。」



　声はにこやかで下手に出ながらも、ヤニさん断固とした態度で前に進み出て、ごく

自然な形でパトロール、船外に押し返す。

　続けて自分も揺れるタグボートの上にあざやかに飛び降りて…

　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１種なんだから、もちろ

ん下に細身のパンタロンみたいなものをはいてはいる。

　but, それが薄い白色の半透明に肌の色や脚の形の浮いて見える材質でできてると、

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日19:21
　

０

５９４

１１１☆

 

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


（12月22日）　（全部、「手書き」!!）

https://85358.diarynote.jp/201612221956002933/

「この船にカモフラージュ装置は？」　

（『俺と好』　ぼつげん救済こおなあ）。

2016年12月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)

　

https://www.youtube.com/watch?v=lgLO1YtUejw
Tomomi Nishimoto - Khachaturian : Lezginka From the Ballet 「Gayane」

「この船にカモフラージュ装置は？」

「ございますョ。」

「用意してくれ。青を…いやスイッチはまだだ。」

https://85358.diarynote.jp/201612221956002933/
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　ゆかり姫が居間にある１番大型で丈夫な椅子をコクピットの２つのシートの中間後

方に運び込んだ。

　バヌマさん座らせ。

　ユミちゃんが包帯の具合確認してる間に栗原が応急の工具持って来て椅子を固定

する。

「　竹中。代われ。」

　手動に切り換えどんどん複雑怪奇になっていく計器盤の読み取りに、好があっさり

先輩に席を明け渡した。

　そりゃ、もちろんこのまま好が続けたって素人にしちゃ人並み以上にできるのは良

く解ってる…それでも、ひろと先輩と来たら初めての機械だろうと１０分あれば１０
年来のベテランみたく使いこなしちまう１種の鬼才だし、好にしてみれば喧嘩する時

にはその場で望み得る最高の布陣にしとくのが、まぁ、主義といおうか、本能になっ

ちまってる。

「通信器の用意をしてくれ。」

　バヌマ老人が、歳と、腹の傷。それに相当深い係累があったらしい彼女の死のダメ

ージ（打撃）がある筈だとはとても思えない様子で厳しく命令した。

「　はいよ。周波数（チャンネル）は？」

「　ゼロ。５．５．０．５６．９７．３．３．」

　暗唱するように深い声で云うのを先輩の指先が適確に追って行く。

　こういう時だけ、反射神経も運動能力も人に数倍してしまう。

「　指向性を off-limit へ。そのまま今のパターンを人工頭脳に覚え込ませろ。３．３３
秒間隔でＳＯＳ（救難信号）をそれに載せて発信。出力最大。」

「…………ＯＫ。」



　コンソールパネルの１角で、定期的なＴＶ通信波の発信を示す輝線が明滅しはじ

めた。

「回路固定。非常用音声通信器スタンバイ。」

　今や間違いようもなく、少し嗄（しわが）れる老人の声は、かつては１団を率いる

長だったのだろう事実を証明していた。

　海面すれすれを飛行する MISS-SHOT は陸に近づくにつれますますその揺れをひど
くする。

　その動きの中で、

「　巧い手だ。」

　悠然と腕を組んでコクピットと今の境につっ立ったまま、何を考えたのかそう呟

いて、好は口の片はしを笑いっぽく吊り上げ、余裕たっぷりに目を光らせていた。

　バヌマさんの指揮ぶりを傍観。

「　アンテナを垂直上方に向けろ。」

　非常用の一般周波帯域から殆ど受信能力外に近いゾーンまで数波おとして、切り換

えスイッチを "受" にして、待つこと、数秒。

　唐突に何か不安定なメロディラインが流れ込んできた。

　不安定な…

　作曲された音楽というよりは、２種類の楽器がめいめい勝手な和弦（コード）を好

きなようにかき鳴らし、それが偶然重なりあって…て感じの旋律だ。

　拍子も変に１定していて単調だし、そりゃ時折り効果的な不協が混ざったりして和

音のきれいさは確かにあるけれど、うーん何処かの民族音楽かなにかなんだろうか…
。



　ロックバンド組んだりしてる好にしてみれば、俺以上にこの "音" の奇妙なところは
敏感に嗅ぎわけたようだった。

　ひとしきり流れていたかと思うとリフレインも何もなしにまた唐突に終る。

「　マイクを。」

　凝っと目を閉じて聴きいっていた老人が短かく云い、ひろと先輩、片手で取って手

渡しながら "送" の側へ切り換えを押し倒した。

「…翻訳器がない。指向性を最小限に絞って送る。」

　スイッチ "受" 。無言。

「こちら運び屋 "火喰い竜のヤニ" の持ち船 MISS-SHOT 号。既にそちらの探知網に
は引っかかっている事と思う。

　援助乞う。２８号ポイント

悠宙舞さん自動推奨。

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=FHFf7NIwOHQ
Strauss - Radetzky March - Karajan 

…動画、残ってたんだ〜♪ ☆

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FHFf7NIwOHQ


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日20:12
　

＞「　竹中。代われ。」

＞手動に切り換えどんどん複雑怪奇になっていく計器盤の読み取りに、好があっさり先輩に席を

明け渡した。

＞そりゃ、もちろんこのまま好が続けたって素人にしちゃ人並み以上にできるのは良く解ってる

…それでも、ひろと先輩と来たら初めての機械だろうと１０分あれば１０年来のベテランみたく
使いこなしちまう１種の鬼才だし、好にしてみれば喧嘩する時にはその場で望み得る最高の布陣

にしとくのが、まぁ、主義といおうか、本能になっちまってる。

いや（＾＾；）これいま読み返したら、

「必要性は理解しているから指揮権は一時的に委譲するが、

　かといって自分がソイツの指示を受けて動く気はねェ。」

…みたいな感情的？理由じゃ…？？

ｗ（＾へ＾；）ｗ　…好だし！★

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日20:13
　

…このあと…

Ｐ．３５０〜

Ｐ．３８９まで、

まとめて没！
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とか…ｗ（＾■＾；）ｗ…★

スゴイことやってるので、明日以降の作業にしますぅ…★★

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日20:16
　

…あ、ていうか、その前？の、

Ｐ．３５２〜

Ｐ．３６３の没。と、

Ｐ．３５２〜

Ｐ．３８７の没。も、

ありました…★ｗ（－－；）ｗ★

（全部、「手書き」!!）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日20:49
　

明日が大変になりすぎるのも何なので、も少しやっとく…☆
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（12月21日）　「煮沸消毒って云やおれにも解るんだけどなー。」

https://85358.diarynote.jp/201612222125247535/

（Ｐ．３５０〜）　（１）　 of

（『俺と好』　一挙４０枚！分の、ぼつげん救済こおなあ）…。

2016年12月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

https://www.youtube.com/watch?v=bp_FaHfES1M
♪チャイコフスキー：交響曲第5番ホ短調 Op.64
/西本智実指揮ロシア国立交響楽団 2011年2月 

「地獄に墜ちんのが恐くてな。」

　ニタってな凄みのある笑い。

「　ンな冗談やってっばーいかよっ！」

　レーダーの白点輝点はずんずん進んで来る。

　最寄りの陸上基地からも迎撃・捕獲の為の援護機群がハデに飛びたちつつあるよ

うだった。

「おーおーたかが１隻にごーてーねなこって。」

　ひろと先輩まるでアセってる気配がない!!

「お、空中戦やろーぜー空中戦。この船なんか武器積んでねえのっ」

「　…そりゃありますがね…」

「相手何機いんと思ってんだよッ★」

https://85358.diarynote.jp/201612222125247535/
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「とにかく。」

　ヤニさんがさっさとコクピットから戦線離脱ってしまった。

「あたしゃこの辺りは不案内デシテネ。そりゃ何処へ行きゃ無法者（おなかま）に会

えるかくらいの情報は持ってますが…　これったけの皇国正規軍ひっつれてそこへ乗
り込むような非常識な恥ずかしい真似ァ、したかありませんやね。」

　…そ、そんな。

　万事休しちゃうじゃないかッ！

　

「　現在位置は？」

　ガレージに通じるドアの所から響いた声は、しかしもちろん好である筈がなかった

。

「　おじいさんっ！　起きてきちゃダメよ、傷口がまた開いちゃうっ!!」

　ユミちゃんが慌てて叫んだ。

「　現在位置…　座標を訊いている。………聞こえんのか？」

　好が、素速くシートに納まってパネルに手を伸ばしながら、幾つかの数字を答える

。

「　よし。…進路そのまま。高度下げ。海面５ｍ。」

　ヤニさんが素速くとって返してメインシートに着いた。

「…高度下げ。海面まで５ｍ。」

　凛とした復唱の声も物慣れている。

　急速降下でガクンとＧが変わり、近づいた波頭とジェットの乱気流の為に船体にひ

どい揺れが加わり始めた。



「　この船にカモフラージュ機構は？」

「ございますヨ。」

「　ふむ。…用意してくれ。青を。…いや、スイッチはまだだ。」

　下手をすれば舌を噛めそうな震動のなか、俺がじーさん支えている間にゆかり姫が

居間にある１番大型で丈夫な椅子をコクピットの２つのシートの中間後方に運び込

んだ。

　バヌマさん坐らせ。

　ユミちゃんが包帯の具合確認する暇に栗原が応急の工具持って来て椅子を固定する

。

「　竹中。代われ。」

　手動に切り換えてどんどん複雑怪奇になっていく計器盤の読み取りに、好があっさ

り先輩へ籍をあけ渡した。

　そりゃ、もちろんこのまま好が続けていたって素人にしちゃ人並み以上にできるん

は良く解ってる…

　それでもひろと先輩ときたら初めての機械だろうと１０分あれば１０年来のベテラ

ンみたく使いこなしちまう１種の鬼才だし、好にしてみれば喧嘩する時にはその場で

望み得る最高の布陣にしとくのが、まあ、主義といいませうか、本能になっちまっ

てる。

　しばらくバヌマ老人、好、ひろと先輩、ヤニさんの間で数字と専門用語まじりの質

疑応答が繰り返された後、『北北東２０』へ向けて進路修整が行なわれた。

　どうやらこの場での指揮・決定権はあっさりバヌマ老人に委譲されたらしい。

　レーダー・レンジから俺たちのもとの進路を追尾し続けているらしいパトカー群の

影がちょっとの間はずれてしまっていたが、やがて散開して有視界航法で我々を発見

しようというのか（海面上５ｍというのは波頭にかくれるので普通のレーダーでは確



認できない）、各機がぐんと絶対高度をひき上げるのが計器盤に現われた。

　右舷の船外モニター・スクリーンに大きな島影が見えはじえ、やがて近づき、消

える。

　MISS-SHOT 号は昨夜 入りはな で停泊した浅くて広大な湾岸部に沿って、いよいよ
深く進入しようとしているところだった。

　海岸線は低く、妙に赤っ茶けて植物の色が少ない。

　距離のせいか人造の構築物もほとんど見わけられないようだ。

　海流の変化か水底の深さに差ができたのか唐突に海の色の切り換わるラインが見

えた。

　岸までは３〜４km。

　遠浅。

　バヌマさんがその線（ライン）に乗せて船を東進させるように指令を出した。

　カモフラージュ機構、発動。

　こいつは液晶かなんかの仕掛けで船の塗装（ペイント）の色が自由に変えられるっ

てやつらしい。

　軸線に沿って左右をツートンカラーに染めわけて、みごとにカレイかカメレオン。

　これでまた高空から視認される虞れも大分減らせた。

　波が進行方向直角にかぶさって来るようになったので横揺れが本当にひどい。

「大丈夫？　おじいさん。」

　ユミちゃんが医療キット丸ごとクォクから外して、苦労して居間まで持ち込んで来

ていた。



　あれこれ薬ビンを探す。

「栗原クン。お湯、沸かして注射器煮たてて来てよ。」

「煮沸消毒って云やおれにも解るんだけどなー。　くそー空中戦ッ」

「これはどうやら長期戦にならざるをえないようですわね。」

　ブツクサ呟きながら鍋探しだす栗原の隣りで姫はお茶の仕度を始める。

　うわーん俺だけまたやる事が無いよっ☆

　どーしようもないので再びコクピットに向きなおる。

　好、いつの間にかヤニさんの後ろに立って腕組んで。

　ひろと先輩はコンソールっから頭上げない。

「……っ　ユミちゃあんっっ　止血するつもりなら急いだ方がいいっ！」

　バヌマ老人は表情びくりとも変えないのに血の気のまるでない顔をして、下腹部

の真っ白い包帯には、また、赤。

「…そんなこと云ったって清クンッ☆」

　…大揺れの中で、どの作業も難航していた…。

…あんまり何度も「書き直した」部分なので、
欄外に、



「う〜〜〜っ!!」

とか、

「ぐ、ぐわあ。２週間のブランクがっっ」

とか、書いてある…ｗ

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日21:34
　

はい。（＾＾；）

なにゆえ唐突に？『エイリアン通り』が貼ってあるかというと、

判る人にだけ判りますね。

これですね…（ｗ）

＞「栗原クン。お湯沸かして注射器煮たてて来てよ。」

＞「煮沸消毒って云やおれにも解るんだけどなー。」

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日21:43
　

そういえば

『みきとユーティ』や、

「ジェラールとシャール」の組み合わせも、
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「清クンと好」の原型。かなぁ…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日21:49
　

特務機関NERV @UN_NERV · 2 分2 分前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年12月22日 21:45】
北見、紋別地方では、２３日明け方から２３日夜遅くまで大雪に警戒してください。

［北見地方］大雪

［紋別北部］大雪

［紋別南部］大雪

…今いるのが札幌で、ほんとぉ〜っに！良かった…!!
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日21:51
　

全国的に【竜巻】！？

（＠＠）

新潟で【大火】？！

平塚も？！…って、

ウチの亡父の墓はどうなった…？？

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月22日21:55
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特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 

【暴風雪と高波及び大雪に関する宗谷地方気象情報】

宗谷地方では、２３日未明から猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風に警戒してください

。宗谷北部と利尻・礼文には２２日夜のはじめ頃に、宗谷南部には２３日未明に「暴風雪警報」

を発表する予定です。

（11:40 稚内地方気象台）

まじで平和なのは札幌だけ？らしい…☆

洗濯して入浴して漫画よんで晩飯くって寝ます…☆
　

　

 



（12月23日）

https://85358.diarynote.jp/201612230731129391/

【 岩内 ０．０７７ μ 】／【 札幌 ０．７ μ 】…（－－＃）★

2016年12月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

　

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12月22日 15:58】
北海道地方は、２３日未明から２４日にかけて、発達する低気圧の影響で大荒れの天

気となる見込みです。猛ふぶきや吹きだまり、大雪による交通障害、暴風、高波に警

戒してください。

https://www.youtube.com/watch?v=gSBzIidk5Gg
Sibelius - Finlandia (Tomomi Nishimoto) 

遅め？？ようございます。

０７：１４でした。

３連休の最終日。
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きのう予定より夜更かしになってしまったので（＾＾；）

意図的に３０分遅れで平常運行中。

札幌は一番やっかりな「プラマイ０℃大雪」が継続中…
しかもさっきまでは無風で静穏でしたが、

何やら７時過ぎから急に風まで荒れてきた模様…★

そして昨日の「サッポロ以外」は、何やらほんとにトンデモだったようで…？？

情報チェック、さくさく逝きましょうか…★

…（－－；）…★

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

2016年12月22日（木）【前日】
01:00 0.027 0.027 0.027 6 
02:00 0.028 0.027 0.027 6 
03:00 0.028 0.027 0.028 6 
04:00 0.028 0.027 0.027 6 
05:00 0.027 0.027 0.027 6 
06:00 0.028 0.027 0.027 6 
07:00 0.028 0.027 0.027 6 
08:00 0.028 0.026 0.027 6 
09:00 0.027 0.026 0.027 6 
10:00 0.027 0.027 0.027 6 
11:00 0.029 0.027 0.028 6 

12:00 0.036 0.031 0.034 6 
13:00 0.037 0.035 0.036 6 
14:00 0.043 0.037 0.041 6 
15:00 0.049 0.043 0.046 6 

16:00 0.058 0.051 0.055 6 
17:00 0.058 0.055 0.057 6 
18:00 0.055 0.051 0.053 6 
19:00 0.058 0.052 0.055 6 

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


20:00 0.066 0.060 0.064 6 
21:00 0.067 0.063 0.064 6 
22:00 0.070 0.065 0.068 6 
23:00 0.064 0.059 0.062 6 
24:00 0.060 0.055 0.057 6 

2016年12月23日（金）【当日】
01:00 0.065 0.063 0.064 6 
02:00 0.060 0.055 0.058 6 
03:00 0.055 0.050 0.052 6 
04:00 0.053 0.050 0.051 6 
05:00 0.051 0.045 0.047 6 
06:00

…現在かなり酷い空気で、【肺が灼ける感】があります…
★（＝＝＃）★

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482445200/1011-0010-101000-201612230720.gif?
t=1482445831
（０７：１０〜０７：２０）

ホワイトフード @whitefood1 · 3分3分前 
12月23日9時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が258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/C0UeHz4UsAE4dau.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 46 分46 分前 
12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/C0UNnGmUUAEb8Hf.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 34 分34 分前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年12月23日 07:16】
次の地域に警報が発表されています。

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482445200/1011-0010-101000-201612230720.gif?t=1482445831
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0UeHz4UsAE4dau.jpg
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［石狩北部］暴風雪

［後志北部］暴風雪・波浪

［後志西部］暴風雪・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年12月23日 06:28】
次の地域に警報が発表されています。

［渡島東部］大雨

［渡島西部］暴風・波浪

［檜山北部］暴風・波浪

［檜山南部］暴風・波浪

［檜山奥尻島］暴風・波浪

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年12月23日 04:23】
次の地域に警報が発表されています。

［上川北部］暴風雪・大雪

［上川中部］暴風雪・大雪

［上川南部］大雪

［留萌北部］暴風雪

［留萌中部］暴風雪

ホワイトフード @whitefood1 · 4 時間4 時間前 
12月23日3時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が366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/C0TLa3qUoAAMswh.jpg

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.9】根室半島沖 深さ49.6km 2016/12/23 02:53:33

特務機関NERV @UN_NERV · 5時間5時間前 
【十勝地方 気象警報 2016年12月23日 02:40】
十勝地方では、２３日明け方から２３日朝まで大雪に警戒してください。

［十勝中部］大雪

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12月23日 02:06】

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0TLa3qUoAAMswh.jpg


次の地域に警報が発表されています。

［上川北部］暴風雪

［上川中部］暴風雪・大雪

［上川南部］大雪

［留萌北部］暴風雪

［留萌中部］暴風雪

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年12月23日 01:12】
宗谷地方では、２３日夕方まで暴風雪に警戒してください。

［宗谷北部］暴風雪

［宗谷南部］暴風雪

［利尻・礼文］暴風雪

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2016年12月22日 21:45】
北見、紋別地方では、２３日明け方から２３日夜遅くまで大雪に警戒してください。

［北見地方］大雪

［紋別北部］大雪

［紋別南部］大雪

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M4.9】KURIL ISLANDS 92.6km 2016/12/22 21:40:00JST, 2016/12/22 12:40:00UTC

ホワイトフード @whitefood1 · 11時間11時間前 
12月22日21時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が188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/C0R3LgJUcAItqg_.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年12月22日 20:15】
渡島地方では、２２日夜遅くから２３日朝まで土砂災害に警戒してください。

［渡島東部］大雨

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年12月22日 18:21】
留萌地方では、２３日未明から２３日夕方まで暴風雪に警戒してください。上川地方

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0R3LgJUcAItqg_.jpg


では、２３日未明から２３日夕方まで大雪に警戒してください。

［上川中部］大雪

［上川南部］大雪

［留萌北部］暴風雪

［留萌中部］暴風雪

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【宗谷地方 気象警報 2016年12月22日 18:16】
宗谷地方では、２３日未明から２３日夕方まで暴風雪に警戒してください。

［宗谷北部］暴風雪

［利尻・礼文］暴風雪

ホワイトフード @whitefood1 · 17時間17時間前 
12月22日15時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が229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/C0QknS4UoAAliuO.jpg

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.8】渡島半島 深さ169.0km 2016/12/22 12:20:08

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 
【M3.3】北海道東方沖 深さ71.6km 2016/12/22 09:54:18

地震マップ @eq_map · 12月21日 
【M3.3】津軽海峡 深さ126.6km 2016/12/22 08:07:14

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【暴風雪と高波及び大雪に関する宗谷地方気象情報】

宗谷地方では、２３日未明から猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風に警戒し

てください。宗谷北部と利尻・礼文には２２日夜のはじめ頃に、宗谷南部には２３日

未明に「暴風雪警報」を発表する予定です。

（11:40 稚内地方気象台）

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0QknS4UoAAliuO.jpg


【上川・留萌地方気象情報】

上川・留萌地方では、２３日未明から夕方にかけて、猛ふぶきや吹きだまり、大雪に

よる交通障害、暴風に警戒が必要です。２２日夜のはじめ頃に留萌北部・中部の陸上

に「暴風雪警報」、上川中部 ・南部に「大雪警報」を発表する予定です。
（11:47 旭川地方気象台）

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月23日7:32
　

…ん”〜？？（〜〜；）？

吹雪で電線に支障があるのか、

高い線量の大雪が空中を遮断していて電波が通りにくいのか…？

ＤＮ、しょっちゅう「応答なし」になって、作業がひやひやです…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月23日9:09
　

マイナス１℃まで下がりました♪

！（＾＾）！

北風が入って、吹雪。

線量も下がりそうです！

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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美味しい空気です！♪♪

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月24日7:09
　

2016年12月23日（金）【前日】

01:00 0.065 0.063 0.064 6 
02:00 0.060 0.055 0.058 6 

03:00 0.055 0.050 0.052 6 
04:00 0.053 0.050 0.051 6 
05:00 0.051 0.045 0.047 6 

06:00 0.048 0.044 0.046 6 
07:00 0.046 0.044 0.045 6 
08:00 0.048 0.047 0.047 6 
09:00 0.047 0.044 0.045 6 
10:00 0.043 0.040 0.041 6 
11:00 0.040 0.037 0.039 6 
12:00 0.039 0.037 0.038 6 
13:00 0.047 0.040 0.044 6 
14:00 0.049 0.047 0.048 6 
15:00 0.045 0.039 0.042 6 
16:00 0.041 0.039 0.040 6 
17:00 0.041 0.039 0.040 6 

18:00 0.038 0.033 0.035 6 
19:00 0.032 0.029 0.030 6 

20:00 0.029 0.028 0.029 6 
21:00 0.029 0.028 0.028 6 
22:00 0.028 0.026 0.027 6 
23:00 0.026 0.023 0.024 6 

https://85358.diarynote.jp/
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24:00 0.023 0.021 0.022 6
 



（12月23日）

https://85358.diarynote.jp/201612231404445963/

【 爆発的 噴火 】 的 【 大出血 】中…。（ーー；）…。

2016年12月23日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)
　

激烈睡魔でご飯食べて気絶的仮眠。（－－；）

起きたら【爆発的大噴火的】大出血…

（本文と貼ってある漫画の関係についてはそのうち…★）

NEWSつぶやき @twfmnwch1 · 1分1分前 

【悲報】 日本の子供の平均身長の伸びが止まる http://ift.tt/2hOmi8C

neko-aii @neko_aii · 12月17日 

【甲状腺機能低下によって子供達の身長が止まる】

チェルノブイリでも『小人症（低身長症）』が増加

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/89ac126fd73918fd908d32f213c28ee5 …
それは残酷だった

私達は病棟で、奇形で遺伝的に変異した赤ん坊達を見た

成長障害で小人症の胴体をもつ青年達を見た

足や指がない胎児を見た

https://t.co/NeFKktwKLF

https://85358.diarynote.jp/201612231404445963/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201612231404445963/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4199604561/
http://ift.tt/2hOmi8C
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/89ac126fd73918fd908d32f213c28ee5
https://t.co/NeFKktwKLF


でも個人的には、むしろとにかく腹が減って腹が減って！

★ｗ（＾■＾；）ｗ★

食欲旺盛で！　両手の生命線（寿命線）が、くっきり伸びました…!! ☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=C0oMtLmnqLQ
【ピアノ】 「君の知らない物語」を弾いてみた 【化物語ED

すいません。（＾＾；）人外で…☆彡

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月23日14:13
　

０

５９４

２２２☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月23日18:24
　

…だから…ｗ（＾＾；）ｗ

「や〜っと！閉経した！♪」

https://www.youtube.com/watch?v=C0oMtLmnqLQ
https://85358.diarynote.jp/
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と、思ってから半年も経ってイキナリこの大出血…★

やめてほしいんですけど…

（まじで出血多量で死ねそう…★★）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月23日18:34

「ナンチャッテ輸血」と笑して、野菜ジュースとジンジャーエールをガブ呑みなう…

（うかつにビールとか飲んだら勢い余ってホントに失血死しそうで、呑めない★）

 

https://85358.diarynote.jp/
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（12月23日）　「夢で視た」きおくを、おぼろげに再現してみただけなので…（
＾＾；）…

https://85358.diarynote.jp/201612231447142057/

（２）　of （『俺と好』　一挙４０枚！分の、

　ぼつげん救済こおなあ）…。　（Ｐ．３５６〜Ｐ．３６６．）

2016年12月23日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　

（いや貼ってある漫画は執筆当時（１９８２年〜）は、

　まだ無かったんですけどね…☆
　初読みした時、「よく似た風景」視てる人なんで、びびりましたよ…ｗ）

（んで、曲はまた、「東」という以外、何の関連性もございませんが…☆）
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=DMCph9RyJ_w
大好きな東方の曲をメドレーにして弾いてみた【ピアノ】 

　前方に島が現われる。

　いや…島じゃないな。

　本土から直角につきだしている。

　昨夜あとにしたやつ程ではないが、それでも "岬" と呼ぶにはちょいと大規模な半
島だった。

　いっそ見事に上部の高さがそろっている。ぺったんこの平面。

　海食台…だろうと乏しい地形学の知識で あたり をつける。

https://85358.diarynote.jp/201612231447142057/
https://85358.diarynote.jp/201612231447142057/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4063210502/
https://www.youtube.com/watch?v=DMCph9RyJ_w


　ひろと先輩が障害物に関する数値を手速く読み上げた。

「進路は？」

　ヤニさんが尋く。

　バヌマ氏答えない。

　両眼をつぶって何か考えごと。

　その時、開けっぱなしの通信回路が

｛　目標発見 !!　｝

　を傍受してよこした。

「　！　…あちゃーっ…　」

　ひろと先輩の肩越しにのぞくとレーダー１面の輝点が急速に中央に集まって来よう

としている。

「　ぅわあぃどーする気だよっ！？」

　それでもバヌマさんは黙りこんだまま、姫はせっかくの無重力空間用チューブパ

ック・カップに入れたてのお茶をあやうく取り落とすところだった。

「…針式のでなくって良かったわ。」

　ユミちゃんが我関せず、て感じで注射器具を怪我人に押しあてる。

「　お、やっぱ空中戦っ！　」

「俺は死にたくないッ★」

「だってやるっかないじゃん？」



「　…高度３００。ウラ半島を飛び越える。」

　老人は静かすぎるほど落ち着いていた。

「　了解（ラジャー）。」

　ヤニさんの指が操作卓（コンソール）の上。

「　１０．２５、４５、…１５０、…２８０…　ストップ！」

　Ｇの変動。海面がぐっと遠去かるにつれて嘘のように揺れがおさまった。

　安定したジェット音。

　すぐ眼下に切り立った崖。

　赤茶けた埃だらけの幅の狭い大地だった。

　堆（うずたか）い、のっぺらぼうの台地のそこかしこに汚れた灰色の四角形のもの

が埋まっている。

　半島の先端３分の１くらいを、恐ろしい程に真っ暗く深い亀裂が横切っていた。

　俺はハッと気づいて船外後方をモニターしているスクリーンに目をやった。

　１面の赤茶色の彼方、山脈の… 残骸 。

　あるべき筈の円錐形が、見えない。

「　…磯原さん…　確か、Ｔ市に越していらっしゃる前は、この辺りに…？」

「　うん…　オフクロが、景色見るの好きでさ。わざわざ西向きの高台に家建てやが
んの。」

　住んでいたのはもうちょい北だったけれど。

　この半島、海あり山ありで日帰りで遊びに来るにはもってこいの場所で。



「　きゃーあっ！　なァンなのォこーの海はっ！？」

　ユミちゃんの悲鳴ともつかない声にアセって前に向きなおると、うって変わって、

緑。

「　………　海ィ ！？ッ」

　栗原が吐き気のしそうな声でうなった。

｛　目標捕捉っ！　｝

　あいもかわらずつけっ放しのスピーカーから唐突な大音量。

　約１５秒間あいだを置いて、至近距離でのミサイル爆発!!

「ぉお〜や、おいでなすった！」

　ヤニさんが いとも優雅に MISS-SHOT の高度を下げた。

「ギャオ★」

　ひろと先輩がアゴ打ちつけて喚く。

「　…　海　………ね。」

　カワイクなく素速く腕を伸ばして体を支えながら、好がうっそり唇のはしを吊り上

げた。

　…スターエア＝シゾカ市（シティ）航路から脱けて今 "ウラ半島" 飛び越えて。

　ふんここはどっせＴＯＫＩＯ湾とでもゆーんだろーよ。

　…あたり１面の緑。

　うす気味の悪い、何かを思い起こさせる色調。



　ところどころに、泡。

　湧きたつ。海の ぬめり 。

　廃油ボール。

　そしてその全てを覆いつくす、しろく、汚らわしい、瘴気…

「　…　そりゃ、俺たちの時代 にだって、とても キレイ と呼べるシロモノじゃあなか
ったけど、この海は。」

　だけどそれでも 青かった ンだぜ。

　俺は、たぶん泣きそうな顔をしていた。

「…　竹中。気密チェック。」

「あい…　」

　よ。とまで云わせず、その時まで誰からもコロリ忘れ去られていた赤ン坊がもの凄

まじい声で泣き喚きはじめた。

「…ぃいっっけなぁい！　ミルクもオシメも未だだったんだわ！」

　ユミちゃんがすっ飛んで行く。

「あたくしも、」

「船体気密ロック万事よろし。船外アナライザー（分析機）始動、っと。…おー
すげぇ。」

　先輩がまるで平然として分析値を読みあげる。

　好もまるで動じずに。

「　おーお。まるでガミラスだな。」



　まァた訳のわからん事を云う★

「カモフラージュ機構同調完了ォ。ま、もっともこの外気成分じゃこの船の外殻も３

０分ともちゃしませんがネ。あ、あぁかーいそうなあたしの仔猫ちゃんだ。

　どォするンですえ？　大将。」

　好にともバヌマさんにともつかなく尋く。

「　通信器の用意をしてくれ。」

　応えたのは、まだ バヌマさんだった。

　多少落ち着かなく赤ン坊の発する大音響を気にかけながら。

　…にしてもこの人、当人は平気そうな表情につくろってるつもりらしいけど、気を
つけて見ていれば歳と、腹の傷。それに相当深い係累のあったらしい 彼女の死 のダメ
ージ（打撃）からも、かなり傷手を受けて立ち直れていないのが明白なンだよね。

　口調はさすがに長年指揮をとりなれてる人間のそれなんだけども…

　大丈夫ですかね。

「ハイな。チャンネル（周波数）は？」

　ヤニさんがマイク手渡しながら。

「　ゼロ。５。５.。０．５６。９７。３。３。」

　暗唱するように深い声で云うのをひろと先輩の指先が適確に追って行く。

　こういう時だけ反射神経も運動能力も人に数倍してしまう。

「そのまま今のパターンを人工頭脳に覚えこませろ。正確に、コンマ８７００秒周期

で１フレーズ（変化）とする。」

「　，　８７００００…　と、ＯＫ。」



「指向性を off-limit へ。３．３３秒間隔で S.O.S.シグナル（救難信号）をそれに載せて
発信できるようセット。出漁最大。」

「　…　ＯＫ。」

「　敵主力の位置は？」

　また幾つかの座標が読み上げられる。どれもかなり近い。

　また、爆発。衝撃波。

　徐々に狙いは正確になって来る。

「　よし。発信。」

　コンソールパネルの１角で、定期的なＴＶ通信波の発振を示す輝線が明滅しはじ

めた。

｛　敵機は焦りはじめたようであります！　｝

　瘴気のためか、かなり雑音（ノイズ）のひどい通信。

「　非常用射出カプセルに同じコードをセット。」

「………オャ。この船ァ旧式でしてネ。カプセルの通信器はこっちからじゃ…」

「お。おれやって来るっ！」

　やっとやる事をめっけた栗原坊やが嬉しそうに駆けだした。

　…あ〜ん俺はっ!?

「　…おしめでもミルクでもないわ。この子いままでこんなに泣いたこと…　」

　ユミちゃんのあわてたような声がする。



「　どこか具合でも…　磯原さん。」

　んな助け求められたってユミちゃんに解らんもんがなんで俺に？！

「どこか服で締めつけられてるような所はありませんかィお嬢さんがた。」

　ヤニさんが操縦桿から注意そらさずに呼びかける。

「　それが全部脱がしてみてるんだけどォ」

　女の子２人あんま情ないような声を出すんで、用もないけど俺も居間の側へ。

「　清くぅんっっ　」

「お、セット終わったぜえっ」

「　き、機嫌悪いだけかも知んないんだからサ、とりあえずあやしてみたらっ？」

　戻って来た栗原が、それまで俺の居たコクピット側の場所を乗っとってしまう。

　バヌマさんなにか複雑怪奇骨折な数式を口にして、ひろと先輩それにあわせてコー

ス算出。ヤニさん運転手。

　好は…　あい変わらず面白くもなさそォな顔して突っ立って、何がやりたいンだか
。

　ドドン。

　至近距離でまた数発のミサイル。

　どぶどろ の海面が跳ねて MISS-SHOT に躍り掛かる。

　おわァお激震Ｍ７っ!!

　ますます凄まじい赤ン坊の悲鳴。

「　きゃあっ！　」



「磯原さんっ！」

　勢い余って flying-baby 。

　あやうくタックルして床に転げこむ。

　痛ェ〜〜〜〜ッ★

「だ〜か何でもいーから何とかしてくれッ!!」
　　↑

（誰か、と云いたい。）

　やけンなって喚くとピタリと赤ン坊の泣き声が治まった。

「　へ ？」

　怯えさしたかとアセッてみれば、安心しきってバブゥってそりゃないよっ！

「　…えらァい清クン、ベテラン保父さん！」

「こ、このコって空飛ぶの好きなンかなっ?!」

「…まるでピーター・パンですわね。」

　ぴっとりしがみつかれてしまった。

　居間での騒ぎもどこ吹く風とコックピットでは戦闘続行。

「お、応戦しよォぜえっ。な、やろォよォ」

「だーらこの緑霧（グリーンフォグ）の中では対敵レーダーがパープーんなんだよっ

」

「　この船の大きさ（船型）は？」

「幅８ｍ、全長９．５ｍ。貨物Ｄ型タイプ自己改良型。」



「…よし。アルファ－Ｄポイントを使おう。」

「どうする気だ？」

「　まく。 」

「　とォにっかく！　バリアは張らして貰いますヨ、仔猫チャンに傷でもつけられた

日にはたまッたモンじゃない★」

　ミサイルの衝撃に加えて熱線砲やらなんやらの光までスクリーンに映るようになる

。

　ガラガッチャン。

　台所で固定のゆるんだナベカマが転げ落ちる音。

「　ふぃぎゃーーーー！！」

　悲鳴をあげたのは俺じゃない。カミナリ大嫌い人間の栗原デシタ。

「るせェぞっ！」

　好がなぜか俺のことを睨めつける。

　ふん。

　シュッとか音がして境のエアロックが閉まってしまった。

　後でひろと先輩と栗原から聞き出した話。

「霧とカモフラージュ機構とエトセトラ使って巧くまいた。」

　ちょん。



　↑

（　べっ、べつに

　ぬきたくて手ェ抜いたわけじゃないっ！　）

　…という、欄外カキコミが…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=MzSsuEXA8BA
「チルノのパーフェクトさんすう教室」弾きなおしてみた

＞「　…磯原さん…　確か、Ｔ市に越していらっしゃる前は、この辺りに…？」

あれ？（＾＾；）舞台が「Ｏ市」に確定する前の、「最初期」原稿か…？？

（ちなみにバヌマさんの指示とかは

「夢で視た」きおくを、おぼろげに再現してみただけなので…（＾＾；）…

　意味とか、私に訊かないで下さいね…★）

https://www.youtube.com/watch?v=CeuSLexndHM
【ニャル子さんOP】「太陽曰く燃えよカオス」を弾いてみた【ピアノ】
　

　

 

https://www.youtube.com/watch?v=MzSsuEXA8BA
https://www.youtube.com/watch?v=CeuSLexndHM


（12月23日）

https://85358.diarynote.jp/201612231644297851/

（３）　of （『俺と好』　一挙４０枚！分の、ぼつげん救済こお
なあ）…。　（Ｐ．３６７。）

2016年12月23日 リステラス星圏史略　（創作）
　

…「作業用ＢＧＭ」の選曲がだんだんヤケになってきています…ｗ
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=DLxYcmpbqw4
猫ふんじゃった。ＪＡＺＺＰＩＡＮＯ小曽根真 

　小さなスクリーンいっぱいに飛行艇の大艦隊の飛び去りゆく姿が映っている。

　MISS-SHOT 号は地に潜っている。

　皇国軍の一大編隊は自軍のメンツにかけて、スターエア方面支部壊滅の犯人が恥も

外聞もなくＳＯＳをわめきちらしながら逃走していくのを追っている。

　もちろん、MISS-SHOT からは非常用脱出カプセルが無くなっている…

　という寸法。

「　で？　」

　ともあれ上手に振り切れたらしいのにたいして満足そうな様子も見せないで好。

「　それから？　」

　とヤニさんまでが尋いている。

https://85358.diarynote.jp/201612231644297851/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=DLxYcmpbqw4


　ここは火山灰土の中に半壊したまま頭をのぞかせた沢山のビル群のひとつ。

　外からはまるっきりの廃墟に見えた。

　MISS-SHOT は "不意に起こった砂嵐" にまかれてすぐ近くに埋もれている。

　万が１にも発見されることのないよう全てのエネルギーをｏｆｆにして。メットつ

けてこの建物まで全員で駆けて来た。

https://www.youtube.com/watch?v=kKcYVnEO9Uw
奥田弦が「猫ふんじゃった」をジャズアレンジで弾いてみたら！ 

拾いもの〜♪♪

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=KadnVRvO4cM
上原ひろみ　即興でマイ・ウェイを神技演奏

https://www.youtube.com/watch?v=kKcYVnEO9Uw
https://www.youtube.com/watch?v=KadnVRvO4cM


（12月23日）　スターエア独立回復戦線副将・尾崎済。の名前を出すと彼女は、

https://85358.diarynote.jp/201612231735062272/

（４）　of （『俺と好』　一挙４０枚！分の、ぼつげん救済こお
なあ）…。　（Ｐ．３６８〜Ｐ．３７５。）

2016年12月23日 リステラス星圏史略　（創作）
　

（…最近、トモミちゃんとかヒロミちゃんとか、拾いものが多いな…♪）
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=FhowBtBAwpE
絢香×上原ひろみ - おかえり

★作者よりおことわりっっ

はじめ ＳＦまがい だった筈のこの話、ついに素直なスペオペにさえなりきれませんで
、も、ここっからは少し描き方かえて、純粋に登場人物の個性を（だけ）楽しんでも

らうしかないと☆

１場１場でやたらめったらいろんなキャラが続出しますっっ

作者もこっからは遊びますからっっ

………あ〜〜〜〜ん!!

最初に作った構成だのテーマだの、（あったのよこれでも！）、

とうの昔に死に果ててしまいましたわっっ！　……っっ　）

https://85358.diarynote.jp/201612231735062272/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=FhowBtBAwpE


　↑

（て、欄外に界てあります…☆）

https://www.youtube.com/watch?v=fY1xN13G0pk
ポルノグラフィティ　『サウダージ』

("OPEN MUSIC CABINET"LIVE IN SAITAMA SUPER ARENA 2007 ) 

（………で。……ｗ（＾◇＾；）ｗ…★）

（　↓　こんな原稿、「書いた覚え」自体がナイッ！…★ｗｗｗ）

　　　　　Ｏ

　…彼女は腰かけていた。

　女性にしてはかなり行儀悪く、形のいい長い脚をデスクの上に並べて放りあげて。

　一緒にいるその他数人の通信係たちはあっちこっちに連絡をつけるのでお忙しいよ

うで。

　だから俺たち１行が案内も乞わずにその部屋に踏みこんで行った時、カタっと椅子

を回して持て余した脚を床につけて、威勢良くまず最初に怒鳴って下さったのが、あ

ろうことか彼女だったのだ。…

「…こォんのアホンダラどもっっ!!　ひっとが気分良くお昼寝していりゃあ何の用なン
だよ皇国軍の大編隊ひきつれて来てゴホーモン下すっちゃってっ!?」

https://www.youtube.com/watch?v=fY1xN13G0pk


　…　…　…　ぴ。

　…ん、っとにひっでェ音量＆言葉使い！

　けっこー美女なのにあんまりだァ〜〜〜っっ★

　てのが、俺の、第１印象デシタ。

「　………その、皇国軍は？」

　バヌマさんが一切動じない声でまず尋く。

「失っせた失せたうせた！　いつまでもウロつかれた日にゃかなったもんじゃァない

でしょーが！

　……あンねー、あたしゃここのアジトの計画リード（指導）班の今日のスクラン要
員なンだけどねー。

　っにかくこっちの周波数と共通暗号知ってておたすけ（救援）求めて来たってのな

ら話ァ聞いてやるけどサ？　あんたら誰よ。代表者どれ？」

　…………「どれ」★

　ヤニさんもねー、初回っからポンポン好きな事云って下すっちゃってたけどもねー

。

　この おあねーさん それ上まわっちゃって。

　外見を云わせて貰うならばとにかく長い。細い。

　ひょろっとして見える割にはけっこう筋肉づきもいいみたいで。

　よく日に焼けて褐色に近い、だけどもとは相応に色白だっただろうって感じのきれ

いな色の肌。

　さらされて白っぽくなった金髪。



　…あ、このコは好やユミちゃんと同じ人種だなー。

　４分の１くらいが日本人なんだ。

「　…ここの、ボスか？」

　またバヌマ老。

「ちゃうよっ。今、総員起こしかけたからじきに来るって…

　あんた、代表者？　どっかで見覚えあるよーな顔じゃん？」

「　いや。違う。」

「　んっじゃどれなのよ〜ォ代表者ァ！」

　じれったさそうに体、動かすのへ、すぃっと好が１歩踏み出た。

「　あンた？ 」

「一応な。」

「　ふぅ〜んっ。わりかしいー男じゃん？」

　ところが。

　代表者が "イイ男" であろうがなかろうがそうそう上手く話ははこばないのだった。

　１見軽薄のかたまりそうな彼女、けっこう疑り深い。

　おまけに頑固★

「…そりゃーねー。敵のカタキはみな味方、だから手伝えってゆーのは解ったけどね
〜〜〜。」

　目的・正体いっさい知らせず助力しろってのは図々しいらしい…



　…あ、やっぱり…？

　好がまた例のむっつり顔で黙りこんでしまったので、ゆかり姫が居心地悪そうにモ

ジモジし始め。

　俺と目が合う。

　うん。やっぱ何も話さずに、てのは理不尽だろうとは俺も思うよ。

　かといって説明しない好にもなにかわけか考えがあっての事なンだろうし…

「　せめって誰か信頼のおける人間に身許保証してもらうとかサァ。」

　身元保証人…　あ、アルヤさん？

　名前だしちゃ…　マズいのかなやっぱ、好の顔見てると。

　かといって俺たちこの世界に他に知り合いは…

「ヤニさんじゃ駄目なわけなの？」

　後ろでユミちゃんが小声で尋ねている。

「　いェね。反皇国軍陣営はやはり反皇勢力同士じゃありませンとネ。」

　軽い嘆息…　まてよ。

　反皇勢力…　反皇国軍陣営…

「　…ここからスターエアまで交信…　できますか…？」

　スターエア独立回復戦線副将・尾崎済。の名前を出すと彼女はなんか知らないけど

実にあからさまにソバカスの浮いた鼻にシワを寄せ…そのせいでまるでビーバーを思
わせるような顔になった…



　それでもくるっと振り返って自ら通信器に向かってくれたのでホッとした。

　なんか操作が相当難しいみたいだ。

｛　やあチアキ（知亜樹）。きみから呼び出し通話が貰えるなんて感激だな。通信室

には他に誰もいないのかい？　ひょっとしてとうとう熱い愛の告白をしていただける

とか？　｝

　ＴＶ電話に見覚えのある優しい顔が現われ出たかと思った途端に、

　ダン!!

　なんて凄まじい音でチアキ殿がコンソールパネルを痛めつけた。

「　サイ・オザキっ！　あたしゃあんたに尋きたい事があるんだ神妙に答

えろっっ！！」

｛　…やれやれ。何べん言ったら信じて貰えるん…　｝

「そォの話じゃないっ!!」

｛　相変わらず景気のいい音量だね。こっちじゃあチアキ女史から通話だってんで

ボリューム最小にしぼっといてくれたんだよ、通信係が。　｝

「おまえなっ！」

｛　ついでに気をきかせて席を外してくれた。　｝

　ちあきサンの周囲では他の通信員がもう目一杯て感じで笑いを堪えて真っ赤になっ

てたりなんかしまして。

　…あ、そーゆー事なわけ…、ふぅんっ！

　世にも噛み合わない会話にしまいにゃ好や、ゆかり姫までが思わず失笑して慌てて

ハンカチ口にあて。



　栗原ひとりが最後までキョトンとした表情をしていた。

　しっかし尾崎氏って穏やか双な顔に似合わず、ひょーきんなお人やァ〜〜☆

　…ようやく真面目な話が始まって用件が通じ。

「おおぃそーいや何て名前だあんた？」

　この人も割とトロいね。アハ。

「　磯原清。こっちのバカが杉谷好一。」

「　だってサ。聞こえたか？」

｛　…ああ。その連中なら。　｝

　画面の中で尾崎さんの顔がぱっと笑って…

　…うわぁ歯が白いっ。男前っ！

｛　正体目的その他できるだけ話したくないって云っているんだろう？　僕がその点

は保証するよ。大丈夫、彼らは味方だ…ぜひ協力して上げてくれないか。僕の恩返し
も含めて。　｝

「　はーん何やってる奴らなのよこいつら？」

｛　スターエア皇国軍司令部の破壊。 ｝

　ぐわたっ!!

　かなり派手なリアクションでチアキさん、ひっくりこけた。

「………それを先に云っとけっつーーーーーのっ!!　」



https://www.youtube.com/watch?v=Vxmxpbn0pwA
ポルノグラフィティ　『アポロ』

("OPEN MUSIC CABINET"LIVE IN SAITAMA SUPER ARENA 2007") 
　↑

　すいません。

　生まれてました…ｈ（＾□＾；）…☆

（５歳？）

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vxmxpbn0pwA


（12月23日）　これ一番最初に書いた「ニッポン素通り」バージョンだ…。

https://85358.diarynote.jp/201612231916426746/

（５）　of （『俺と好』　一挙４０枚！分の、ぼつげん救済こお
なあ）…。　（Ｐ．３７５〜Ｐ．３８５。）

2016年12月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

（検索ひろいもの♪）

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=zTEYUFgLveY
BABYMETAL - Road of Resistance - Live in Japan (OFFICIAL) 

　なんか俺たち一躍ＶＩＰになっちまったみたいね。実は地球に降りて来て３日し

か立っとらんちゅーのにまぁ、ま、 "反皇勢力" てのはアルバトーレとも深い仲にある
みたいだからこの先なにかと有利ではあるんだろうけど。

｛　磯原君。きみらの目的はあの場に居合わせた者以外には決して流していないから

安心してくれていい。　｝

　その後チアキさんと場所交代して話した時、まず最初に尾崎さんはそう言い切って

くれた…　彼一流のものっすごく人を落ち着かせてくれる笑顔で。

｛　そのせつ は本当に有難かったよ。そちらのリーダーにも御挨拶申し上げたい所な
んだが、この回線は傍受されないよう１定時間以上開けない事になっているんだ。そ

ろそろ時間切れだから。

　…それとお探しのものは多分、すくなくとも皇国軍勢力下では見つけられないよ
うだ。　｝

「　何故、解るんです？」

https://85358.diarynote.jp/201612231916426746/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612231916426746/
https://www.youtube.com/watch?v=zTEYUFgLveY


｛　皇国軍勢力下ってのはつまり反皇勢力下でもあるんだ。立場上すこしでも変わっ

た動きがあれば…　｝

　プツ。

　…俺としては済さんの笑顔がお別れも云えずに消えてしまったというのが非常に非
常に残念だった…　あの真っ白い気持ちのいい歯っ!!

　…好がなンか変な目つきで俺を睨むんで思わずギクッ。

　…怒るなよ〜〜っおまえの許可なく勝手に済さん達に事情もらしちゃってあるのは
マズかったかも知れないけどサァ。

　そのおかげで "お探しのもの" ＝アルテミス姫の…つまりは会田先輩の…に関する情
報が、この辺りでは得られないってェ解ったわけじゃないか。

　皇国軍の勢力範囲ったら環太平洋一帯に広がってやんの。

　それを自力で探してまわらずに済んだんだぞっ！

　どっちかってと「お手柄」であって、おまえに睨まれるいわれは…

　もとの、みんなと居た場所に戻ろうと脇を通り抜けた時、好のバカ、手ひどく小突

きながら一言、ボソッ。

「 "こっちのバカ" ってなイイ度胸だな、えぇ?!」

　…これだからＢ型人間っての俺、嫌だ…。

「　話は一応聞かせて貰った。どうぞゆっくりしてってくれと云いたい所だがこうい

う極悪人ならすぐとトンズラした方が安全だろうな。さて…と。

　何処へ行きたい？　輸送の問題は全て我々反皇軍陣営が請け負うぞ。」

　初めて聞く野太いわりと年くった追えが背後でして、おれがどうやらここのアジト



のボスであるようだった。

「　………　おたくらの総本山。」

　好がニコリともせずにそれでも（なんとも驚いたことに!!）軽く 一礼 して、言った
。

「　そいつは難問だな。」

「 手形 は持ってるぜ。」

　…で。

　部外者にはなんか良く事情が呑みこめんうちに話し合いはついたらしい。

　その日からしばらく俺たち全員、バケツリレーのバケツの水よろしく、彼らの手か

ら手へと ”輸送" される事となっていた。

　手から手へ。アジトからアジトへ。

　MISS-SHOT は両コンテナ部とコクピットと４つのパートに分解されて一足先にトレ
ーラーで運ばれて行った。

　取り残されたヤニさんはひどく落ちつけない様子だったけれど。

　手から手へ。

　アジトからアジトへ。

　手 にはほんの小学生達から寝たきりに近い老人までがいるのだった。

　大部分が俺たちと同じ年代から、済さんくらいまで。

　みんな若い。



　それぞれ苦しい生活をしてるみたいだった。

　メンバーの暮らしをたてるための夜行トラックに忍ばせて貰ったり、人から人への

引き継ぎの待ち時間に廃墟の町のバラック長屋で貧しい食事を分けてくれたり。

　 "県境移動証明書" なるパスポートを持たない俺たちは、時により２手３手に別れな
がら落盤だらけの古い地下道とか下水溝、子供しか通らない秘密の抜け穴…なんても
のの間を静かに通り抜けさせられて行った。

「なんでこんなにして貰えるのかな。見つかったら、君らも処刑なんだろ。」

　案内人が交替する度に俺は何度かそう尋いてみた。

　ある人はただ微笑み、ある人はそんな判り切った事をわざわざなんで知りたがるん

だという顔。

　小学生っぽい連中の１人はこんな風に言ってた。

「だってこれ位しかまだ出来る事ないじゃん？」

　１度、最大の注意力でもって新首都・シゾカ市を通り抜けなければならなかった

際に、久しぶりに全員合流できた俺たちはかなり年老いた盲目の女性にひきあわさ

れた。

　…大物らしい。

　そう思った。

　例えばロシア革命におけるレーニンや仏革命のルソーみたいな、陣営の一翼の思想

的バックボーン。

　その人との短い会見のあと（例によって喋ったのは好とゆかり姫とひろと先輩。バ

ヌマさんは何故だか会おうとしなかった…）、次の連絡先まで護送してくれた連中に
俺はまた尋いた。

　と、くだんの老女史の孫だという人が、大体こんな意味のことを教えてくれた。



「私たちの全員があなた方のなさった事やその理由を存じ上げているわけではもちろ

んありません。中継して来た仲間の殆どは、むしろ何も知らずにただお力添えしてい

るのではないでしょうか。

　私たちはとても小さな力です。皇国軍に対しようという気持ちは同じでも、アジト

や仲間達１人１人によっては勝利したその後の社会がどうあるべきかという考えは１

８０°違うのです。

　それでも、あまりにも強大な皇国軍団によく対抗し得るように私たちは朝日ヶ森メ

ンバーズの救けを借りて互いに手を結びました。

　ひとつの組織として活動することができるように、皇国の勢力下全域に渡って私た

ちも網を張りめぐらせられるように。

　抱いている考えは１人１人が異なります。このような集団の場合、統一された思想

性や共通の理想を通して仲間同士の団結をはかる事は不可能でした。

　けれど長い闘いの間に相互の親密な連絡がなければやってゆけるものではありま

せん。

　幾度かははなはだしい分裂抗争も行われました…私の祖母がまだ若かった時分の話
です。

　そんな過去を通じて、あの "朝日ヶ森" の方たちは変わらず私たちと共にあり続けて
いてくれます。

　彼らは行動で活路を示してくれたのです。

　まず、誰もがその人なりの理想を目指して生きているのだと理解すること。

　私たちにとって唯一の共通点は皇国軍による圧制をくつがえし、現状を改革する。

その目的のみです。

　どう改革されるべきかはこの際問題ではありえず、ただ誰もがより良い理想を追う

べく、それぞれなりの考えをこらしているのだ…という、その認識を受け入れること
が重大なのでした。



　いずれ皇国軍が瓦解する時には私たちは争うべきなのかも知れません。

　ですが今はその時ではないし、たかが主義思想の相異ごときで仲間割れを起こして

いる余裕はないのです。

　それぞれがそれぞれなりに思想を追い、理想を求めているのですから。

　不必要にいがみあい、敵視しあうのではなく、相手のその理想を追おうとする心だ

けは自分と同じものなのだということを理解し、信じなさい…と、

　私のような者が口に出しておこがましく説教するのでなく、朝日ヶ森の方々は本当

に地道な行動を通じてさりげなく主張し続けて下さいました。

　その事を私どもがどれだけ感謝してもしたりないか！

　…ですから。

　御質問とは少しズレてしまいましたわね。申し訳ありません…」

　恥ずかしそうに一旦口を切って、暗い路地裏を急ぎながら彼女はこう結論づけた。

「　ですから、今、私たち反皇勢力側に組みする者は、なかま（同盟者）からの依頼

があれば四の五の言わずに協力するべき体制を採っています。

　それが奈辺のアジト、どの戦派からの依頼であれ、皇国軍の動きに反対するもので

ありさえすれば何であろうとも、です。

　そしてその盟約がスムーズに実行されるようになって初めて私たちは自分らの力が

皇国勢力を上回るとも引けをとるものではないのだという事を知ったのです。」

　俺が彼女の話を全て理解し納得できた、とは言いがたいけれど、それでも警備兵の

監視網をかいくぐりながら時折り街灯の反射光を受けて闇に浮かびあがる彼女の横顔

を見ていると、ひどく力強い美しさが溢れていて…

　なんといいますか 意志 の耀き、みたいなものが瞳に宿っていて。

　それでわけもなく、



((　ああ、革命家なんだな　))

　って感じられて。

　そういうものなのかと単純に飲みこんでしまえる気になった。

「　…　ふぅんっ。」

　そしてようやく "アサヒガモリ" ラインズ、とやらの一端にたどりついたのだ。

「思わず幻魔大戦ですっっ」とか書いてあるｗ

https://www.youtube.com/watch?v=nDqaTXqCN-Q
BABYMETAL - イジメ、ダメ、ゼッタイ - Ijime,Dame,Zettai (OFFICIAL) 
　↑

このボーカルのコも、人種は違うけど、清クンに「雰囲気が似てる」…♪

（ていうかそのまんま「アサヒガモリ」ＴＶ化の…主題歌？？）

　ｗ（＾◇＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=GvD3CHA48pA
BABYMETAL - KARATE (OFFICIAL) 

https://www.youtube.com/watch?v=cK3NMZAUKGw
BABYMETAL - メギツネ - MEGITSUNE (OFFICIAL) 

https://www.youtube.com/watch?v=nDqaTXqCN-Q
https://www.youtube.com/watch?v=GvD3CHA48pA
https://www.youtube.com/watch?v=cK3NMZAUKGw


ちなみに

＞かなり年老いた盲目の女性

＞例えばロシア革命におけるレーニンや仏革命のルソーみたいな、陣営の一翼の思想的バックボ

ーン。

参照：　http://76519.diarynote.jp/200611022256170000/
『　金の鈴　銀の鈴　』　（＠中学2年。）　

…ははははは…ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆

…ほんっっと！　【タコ足配線】（過電流⇒ショート寸前！）な物語…ッｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=TZRvO0S-TLU
BABYMETAL - THE ONE (OFFICIAL) 

（「なんのこっちゃの１章でしたっっ」の書き込みありｗ）

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月23日19:45
　

…あ”〜…ｗ（＾◇＾；）ｗ…★

忘れてたわけだ。これ一番最初に書いた「ニッポン素通り」バージョンだ…。

http://76519.diarynote.jp/200611022256170000/
https://www.youtube.com/watch?v=TZRvO0S-TLU
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


…で…。

迂遠にして盛り上がりに欠け過ぎてて、アタマデッカチで、

「娯楽小説じゃないッ！」という理由で、ボツに…★

ｗ（＾＾；）ｗ…
 



（12月23日）　「　それで "アサヒガモリ" てのはどーゆう組織ってか集団なんで
すか？」

https://85358.diarynote.jp/201612232025138511/

（６）　of （『俺と好』　一挙４０枚！分の、ぼつげん救済こお
なあ）…。　（Ｐ．３８６〜Ｐ．３８９。）

2016年12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=nY6gQQvIiRI
ボレロ　西本智実＆ロシア・ボリショイ交響楽団 

９．Run With The Wolves.

　小さな基地だった。

　人数的にはこれまで経て来た何箇所かの主要なアジトの方がはるかに大きかった…数百人規模
。

　だけど機能的にはせいぜい数十人しかいないこの基地の方がはるかに優れているだろうことは

なんとなく判る。

　なにより１人１人の表情がまるで違う。

　今まで通って来た所では組織のリーダーと、そのメンバー達、て色があまりにも明白だった。

　ここではそんな差はほとんどあり得ない。

　全員が、他人を指導してゆくに足るだけの個性と実力と…人格…とを、兼ね備えている。

https://85358.diarynote.jp/201612232025138511/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612232025138511/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4391904438/
https://www.youtube.com/watch?v=nY6gQQvIiRI


　事実しょっちゅう "リーダー係" をバトンタッチしているそうだ。

　ケース・バイ・ケースで銘々の適性と処理事項に合わせて。

　…ちょっと信じられないほど面白い話。

「　それで "アサヒガモリ" てのはどーゆう組織ってか集団なんですか？」

　俺がそう聞くと、

「　実はおれもよく知らない。」

　てな答えが必ずというほど返ってくる。

「　…知らない…、って…？」

　☆　絶句。

　メンバーが所属グループ知らないでどないすんのやっ？！

　ア然としているとこんな風に云われた。

　曰く彼らも正規の…といいますかメインになるメンバー達の資格は持っていないンですと。

　単にそのメイン・メンバー達と早くから接触し、互いに信頼しあって "アサヒガモリ" を名乗る
ことを認めあってるってだけで…

　ふえぇっっ

　それでこんだけの人材ゾロゾロ集められんのォ！？

　…俺は十日程前に訊いたひろと先輩の話を思い出していた。

　薄暗いガレージの中、栗原と３人で…

「　おれもよくは知らん。はっきし云っておまえ（清）にゃ云うなと杉谷から口止めされてるン

だがなァ。



　正行がな、まだガキ（小学生）ン頃だ。なんか判らん妙な事件に出喰わした事があってな。ま

あ話のディテイル（細部）が変につじつまのあわん非科学的な話だったんだが…

　とにかくそいつに巻き込まれて危うく命を取られる所だった正行を救けて、手際良くゴタを解

決してくれたのが、やっぱり同い年くらいのガキで…朝日ヶ森学園てとこの生徒だったんだと。

　で、そいつの云うことには、そこと敵対するナントカいう…緑がどうしたとか云ってたな…の
の活動が最近活発化して来たから、地方に住んでる友達（おなかま）で、そこの町での出来事に

目を光らしといてくれられる有能な人間が必要だってらしい。

　ま、おいおいそいつが信頼できる奴を周りに集めて一緒に活動して行くとして、その町で朝日

ヶ森の補助をする奴らのキー・マンになる人間だよな。

　で、実力は申し分ねェしあのバカ正義感だ。当然、正行はその役に納まっちまった。

　それで、そのー、なんだ。

　えぇとまぁ色々あって杉谷が正行の手伝いするようになってな。

　おれも何だかんだでいつの間にやら抱きこまれているようないないような立場なん

だが………。」

　まぁつまり出先機関。外国資本の現地雇用員だと言ってしまっちゃ語弊があまりにもあまり

あり…

　あれ？

　時代こそ違え、とにかくどうやら立場的には好はこの基地の人間と同類項、であるらしかった

。

　どーりですっかり溶けこんじまって、めったに俺たちの所へも戻って来はしない筈だよ、フン

。

　そうなんだ。

　旅の疲れを落とすって訳でもないらしいのに俺たち１行、ここ２〜３日なぜかこの基地に足ど



め処分を喰らってた。

　理由なんて例によって好が説明するワケもない。

副題参照⇒ 栗本 薫。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1329826643
『セイレーン』に収録されている『Run with the wolf』。
早川書房。

https://www.youtube.com/watch?v=6j8nxoEcyZM
玉置浩二 X 西本智実　田園　アンコール 

…トモミさんは、やはり女性であらせられましたか…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ）
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2016年12月23日20:26

　…うん。

　すんげぇ〜〜〜！　遠回りを…

　したけど。（－－；）。

　それで、正解だった…。

　今なら、誰に何と言われようとも…

　曲がらずに、節を屈せずに…

「自分自身の語りたい物語を」貫くことが、できるよ…。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月24日8:31
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年11月16日 

ニワトリは３歩歩くと忘れてしまう、とは本当なのか？

 
「過去を支配する者は未来まで支配する。現在を支配する者は過去まで支配する」。

　そして人々の記憶を操作し、「二重思考」も人々はできるようになっていく。

　果たして過去は実在するのか？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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


2016年12月28日11:09
　

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 

世界民衆史を見れば、百姓一揆など被抑圧大衆の蜂起には一定の法則があって、半世紀以上も安

定した暴力の少ない社会では独裁政権が登場しても蜂起に至るまでは、たくさんの犠牲が出て、

それを人々が目の当たりにしてショックを受ける経験の積み重ねが必要になる

武装解除されてる日本ではとくにそうだ

　

　

 



（12月24日）

https://85358.diarynote.jp/201612240700133685/

【 函館 ０．０９１ μ 】。

2016年12月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=UUOntoSEO0w
Joe Ligon-Old Revivial Back Home 

おはようございます。

０６：４４でした。

再び「地獄の４連勤」の初日。（－－；）

札幌はマイナス６℃。無風。

昨日一日で降りまくった雪の量は予想をはるかに超えましたが。

（一昨日と昨日の朝と今朝の記録写真を、撮っておけばよかった…★）

夜を徹して札幌市自慢の「公共除雪」が走り回ってくれていたので…

https://85358.diarynote.jp/201612240700133685/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612240700133685/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161224/85358_201612240700133685_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161224/85358_201612240700133685_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161224/85358_201612240700133685_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=UUOntoSEO0w


徒歩通勤。可能です。…たぶん…ｗ（＾◇＾；）ｗ。

（ダメだったら途中からバスに乗ります☆）

https://www.youtube.com/watch?v=lQxuQn5kUkM
I Believe I’ll Run On - Joe Ligon & The Mighty Clouds of Joy "Live In Charleston" album 

てなことで１曲目は朝っぱらから

「おうちに帰ろう」の詩ですいません。（＾＾；）

「行きたくない気」満載＆過積載２００％状態ですのよ…★

（んで、全地球的に、キリスト教圏と、非キリスト教のくせにクリスマスだけは大好きな日本に

おいて…
　生誕祭イブですね☆　ということで、ゴスペルｗｗｗ）

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

2016年12月23日（金）【前日】
01:00 0.065 0.063 0.064 6 
02:00 0.060 0.055 0.058 6 
03:00 0.055 0.050 0.052 6 
04:00 0.053 0.050 0.051 6 
05:00 0.051 0.045 0.047 6 
06:00 0.048 0.044 0.046 6 
07:00 0.046 0.044 0.045 6 
08:00 0.048 0.047 0.047 6 
09:00 0.047 0.044 0.045 6 
10:00 0.043 0.040 0.041 6 
11:00 0.040 0.037 0.039 6 
12:00 0.039 0.037 0.038 6 
13:00 0.047 0.040 0.044 6 
14:00 0.049 0.047 0.048 6 
15:00 0.045 0.039 0.042 6 

16:00 0.041 0.039 0.040 6 
17:00 0.041 0.039 0.040 6 

https://www.youtube.com/watch?v=lQxuQn5kUkM
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


18:00 0.038 0.033 0.035 6 
19:00 0.032 0.029 0.030 6 
20:00 0.029 0.028 0.029 6 
21:00 0.029 0.028 0.028 6 
22:00 0.028 0.026 0.027 6 
23:00 0.026 0.023 0.024 6 
24:00 0.023 0.021 0.022 6 

2016年12月24日（土）【当日】
01:00 0.021 0.021 0.021 6 
02:00 0.021 0.021 0.021 6 
03:00 0.021 0.020 0.021 6 
04:00 0.021 0.020 0.021 6 
05:00 0.021 0.020 0.021 6 
06:00

https://www.youtube.com/watch?v=4VaJVDHRpvA
Scatman John - Everybody Jam! 

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報（解除） 2016年12月24日 04:44】
渡島・檜山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。

渡島地方では、２４日朝まで大雪に、２４日までなだれに注意してください。渡島、

檜山地方では、２４日夕方まで高波に注意してください。

★地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ7.5km 2016/12/24 02:17:58

★地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.0】青森県東方沖 深さ23.2km 2016/12/24 01:46:52

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年12月23日 23:17】
北海道地方は、引き続き２４日明け方まで高波に警戒してください。

https://www.youtube.com/watch?v=4VaJVDHRpvA


特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年12月23日 22:45】
渡島、檜山地方では、２４日明け方まで高波に警戒してください。

［渡島西部］波浪

［檜山北部］波浪

［檜山南部］波浪

［檜山奥尻島］波浪

ホワイトフード @whitefood1 · 10時間10時間前 
12月23日21時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が49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/C0XFTNAUQAAuTC4.jpg

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.7】浦河南方沖 深さ29.0km 2016/12/23 20:04:10

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.5】根室地方 深さ26.5km 2016/12/23 18:39:36

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
12月23日15時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が132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/C0Vy1HNUoAEHa-C.jpg

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ44.6km 2016/12/23 15:18:33

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12月23日 11:21】
留萌地方では、２３日夕方まで暴風雪に警戒してください。上川地方では、２３日夕

方まで大雪に警戒してください。

［上川北部］大雪

［上川中部］大雪

［上川南部］大雪

［留萌北部］暴風雪

［留萌中部］暴風雪

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0XFTNAUQAAuTC4.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0Vy1HNUoAEHa-C.jpg


cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
海上濃霧警報。

https://pbs.twimg.com/media/C0U96dRUsAEh8bs.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
12月23日9時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が258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/C0UeHz4UsAE4dau.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
12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/C0UNnGmUUAEb8Hf.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 12月22日 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年12月23日 07:16】
次の地域に警報が発表されています。

［石狩北部］暴風雪

［後志北部］暴風雪・波浪

［後志西部］暴風雪・波浪

https://www.youtube.com/watch?v=7HK0VG46zF0
Paul McCartney - With A Little Luck 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月25日7:19
　

2016年12月24日（土）【前日】
01:00 0.021 0.021 0.021 6 
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https://pbs.twimg.com/media/C0UeHz4UsAE4dau.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/C0UNnGmUUAEb8Hf.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7HK0VG46zF0
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


02:00 0.021 0.021 0.021 6 
03:00 0.021 0.020 0.021 6 
04:00 0.021 0.020 0.021 6 
05:00 0.021 0.020 0.021 6 
06:00 0.021 0.020 0.021 6 
07:00 0.021 0.021 0.021 6 
08:00 0.021 0.020 0.021 6 
09:00 0.021 0.021 0.021 6 
10:00 0.021 0.020 0.021 6 
11:00 0.021 0.021 0.021 6 
12:00 0.021 0.021 0.021 6 
13:00 0.021 0.020 0.021 6 
14:00 0.021 0.021 0.021 6 
15:00 0.021 0.021 0.021 6 
16:00 0.021 0.020 0.021 6 
17:00 0.021 0.020 0.021 6 
18:00 0.021 0.021 0.021 6 
19:00 0.021 0.021 0.021 6 
20:00 0.021 0.021 0.021 6 
21:00 0.022 0.020 0.021 6 
22:00 0.022 0.021 0.021 6 
23:00 0.021 0.021 0.021 6 
24:00 0.021 0.021 0.021 6 

！（＾＾）！

 



（12月24日）　どんな行動にも、必ずそれと等しい反対の反応があるものである。

https://85358.diarynote.jp/201612240824032184/

【 報復 外交 】⇒【 怠業 】 宣 言 !! ★（＝＝＃）★

2016年12月24日 就職・転職 コメント (5)

　

https://www.youtube.com/watch?v=7F_9FEx7ymg
Inti Illimani - El Pueblo Unido 

参照：http://85358.diarynote.jp/201612202101105193/
【 時給おちた 】 ベルクカッツェ 【死にヤガレ★】 （with 【報復宣言！】
（2016年12月20日）

私の人生、こんな愚劣なやつらの相手をイチイチしているほど

ヒマじゃないので。（－－＃）★

悪口雑言絶叫＆詳細説明＠理性…は、また今度…？★★

https://85358.diarynote.jp/201612240824032184/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201612240824032184/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161224/85358_201612240824032184_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161224/85358_201612240824032184_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161224/85358_201612240824032184_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7F_9FEx7ymg
http://85358.diarynote.jp/201612202101105193/


https://www.youtube.com/watch?v=vgE11M0tSMM
Hasta siempre comandante che guevara - Inti Illimani 

※「給料分の仕事はするさ」…
⇒ベルクカッツェ・マクゴナガル室長の【悪意のみ】で

　故意かつ理不尽に…

【減らされた時給２０円】分の仕事は、今後一切、しません！

　残業もしないし、「協力要請」にも、一切応じないッ!!

https://www.youtube.com/watch?v=0Cof02iMfVk
I Know I’ve Been Changed
- Joe Ligon & The Mighty Clouds of Joy "Live In Charleston" album 

https://www.youtube.com/watch?v=PivWY9wn5ps
Michael Jackson - Man In The Mirror 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
にとり @Rindow_Nitori · 10月17日 

うちの猫の戦闘力をご覧ください。

https://twitter.com/Rindow_Nitori/status/787953681136091137

https://www.youtube.com/watch?v=Xt_YhSxjshY
Scatmans World - Scatman John [1080p Upscale] (Official Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=vgE11M0tSMM
https://www.youtube.com/watch?v=0Cof02iMfVk
https://www.youtube.com/watch?v=PivWY9wn5ps
https://twitter.com/Rindow_Nitori/status/787953681136091137
https://www.youtube.com/watch?v=Xt_YhSxjshY


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月24日8:30
　

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 

どんな行動にも、必ずそれと等しい反対の反応があるものである。

　

アイザック・ニュートン

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月24日13:38
　

予測どおり【_震源_導火線_】が
粛々と北上中。(・_・;)

トカラ大連発。

ヽ（・＿・；）ノ

その真上に【_川内_原発_】

某氏予測は【クリスマス発震】

(・ω・;)(;・ω・)

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24日13:42

そして出力５０％？で

絶賛【怠業】中のワタクシ、

すでに本日の営業ノルマの

【１．５倍】をクリア…

┐(’〜`；)┌

…これで何故、私の時給が
【下がる】の…？？

(ノ-o-)ノ　┫

いいよ。

部署全体の営業成績も、

下げてあげるからね…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月24日22:51
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

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


札幌はマイナス３℃ですが全身ゆげ湯気の汗だく。(^。^;)

もちろん往復歩きましたとも！

o(^-^)o

転倒数回。

右足首を少し痛めたかもですがたいしたことなさそう。(^_^;)

ごはん炊いて今日は売れ残りのチキン載っけて格安で美味しいレトルト野菜カレーぶっかけてか

っ喰らいますよと。

(‾ー+‾)ニヤリ

んで、漫画読んで早く寝ます☆

(’◇’)ゞ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月13日20:12
　

…あれ…？？

…||||（＠＠；）||||…☆

…すいません。訂正？しますか…？？？

（もしかして、思い込みとカンチガイで、怒り狂っていたかも〜？？？？）

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


（12月25日）　…どうりで昨日は遂にバイト中に舟を漕ぐほど眠かった…★

https://85358.diarynote.jp/201612250717348014/

「新千歳空港なう。ここは災害現場です。」／吉野家が「米が

ない」から閉店！（＠＠；）！？？

2016年12月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

おはようございます。（＾＾）

この曲♪　大好きなんですよ〜っｗｗｗ

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=gD0LAhIMYXA
☆クリスマス☆Jingle Cats ミャリークリスマス
９匹の猫の歌声　癒し・作業用 

小家事に時間を虎れ…もとい、取られて、
うっかり０６：５１になっちゃいました。

４連勤の２日目。（－－＃）

札幌はマイナス３℃。無風。晴天。

https://85358.diarynote.jp/201612250717348014/
https://85358.diarynote.jp/201612250717348014/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612250717348014/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161225/85358_201612250717348014_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161225/85358_201612250717348014_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161225/85358_201612250717348014_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=gD0LAhIMYXA
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482616800/1011-0010-101000-201612250700.gif?t=1482617435


https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482616800/1011-0010-101000-201612250700.gif?
t=1482617435
（０６：５０〜０７：００）

もちろん歩きます供！（＾＾）！

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

01:00 0.022 0.021 0.021 6 
02:00 0.021 0.021 0.021 6 
03:00 0.022 0.021 0.021 6 
04:00 0.022 0.021 0.021 6 
05:00 0.022 0.021 0.022 6 
06:00

…どうりで昨日は遂にバイト中に舟を漕ぐほど眠かった…★
　↓

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.5】津軽海峡 深さ122.9km 2016/12/25 04:18:09

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M3.4】宗谷地方 深さ25.4km 2016/12/25 01:15:22
　↑

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 留萌地方中北部 深さ約20km M3.4 25日01時15分頃発生 

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.7】石狩平野 深さ148.3km 2016/12/24 21:02:43

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.6】十勝地方 深さ124.2km 2016/12/24 20:34:37

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.4】HOKKAIDO, JAPAN REGION 176.6km 2016/12/24 18:40:13JST, 2016/12/24
09:40:13UTC
　↑

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


地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.5】上川・空知地方 深さ174.8km 2016/12/24 18:40:13
　↑

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 上川地方南部 深さ約180km M4.1 24日18時40分頃発生 

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M3.3】青森県東方沖 深さ119.5km 2016/12/24 18:22:01

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M4.1】SEA OF OKHOTSK 439.5km 2016/12/24 12:03:00JST, 2016/12/24
03:03:00UTC

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

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
たなか しの @tanakashinooo0 · 9時間9時間前 
新千歳空港内のJRへ続く行列。
https://pbs.twimg.com/media/C0ccb36UoAA-zuI.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
柳家 三之助 @sannosuke · 9時間9時間前 
搭載に手間取っております。

乗るはずだった528便は23時発だそうです。 @ 新千歳空港 16番スポット
https://www.instagram.com/p/BOZsHkrgjq0/

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
たなか しの @tanakashinooo0 · 9時間9時間前 
新千歳空港内、本日22時の様子。
https://twitter.com/tanakashinooo0/status/812649782682337284

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
「け」 @kensawa55 · 10時間10時間前 
新千歳空港なう。

https://www.youtube.com/watch?v=Un05KNjlUaQ
https://pbs.twimg.com/media/C0ccb36UoAA-zuI.jpg
https://www.instagram.com/p/BOZsHkrgjq0/
https://twitter.com/tanakashinooo0/status/812649782682337284


ここは災害現場です。

凄まじいわ。

JRの駅に入る入場規制で数百メートルの列
吉野家が「米がない」から閉店

飛び始めたけどまだ欠航だらけだし

3日目の空港泊の人多数だし
コンビニ在庫ナシで、災害を思う

https://pbs.twimg.com/media/C0cJQ-tUoAAvkdz.jpg

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月26日7:12
　

2016年12月25日（日）【前日】
01:00 0.022 0.021 0.021 6 
02:00 0.021 0.021 0.021 6 
03:00 0.022 0.021 0.021 6 
04:00 0.022 0.021 0.021 6 
05:00 0.022 0.021 0.022 6 
06:00 0.022 0.021 0.021 6 
07:00 0.022 0.021 0.022 6 
08:00 0.022 0.021 0.022 6 
09:00 0.022 0.021 0.022 6 
10:00 0.022 0.021 0.022 6 
11:00 0.022 0.021 0.022 6 
12:00 0.022 0.021 0.022 6 
13:00 0.022 0.021 0.021 6 
14:00 0.022 0.021 0.022 6 
15:00 0.022 0.021 0.022 6 
16:00 0.022 0.021 0.021 6 

https://pbs.twimg.com/media/C0cJQ-tUoAAvkdz.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


17:00 0.021 0.021 0.021 6 
18:00 0.021 0.021 0.021 6 
19:00 0.022 0.021 0.021 6 
20:00 0.022 0.021 0.022 6 
21:00 0.022 0.021 0.022 6 
22:00 0.022 0.021 0.022 6 
23:00 0.022 0.021 0.022 6 
24:00 0.022 0.021 0.022 6
 



（12月25日）　精神状態急激に悪化中。(-”-;)

https://85358.diarynote.jp/201612250735148769/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月25日23:04
　

先ほど何とか無事帰投。(-.-;)

精神状態急激に悪化中。(-”-;)

まぁ自分をごまかして空元気で騒ぎ続けるにも限界がある。

(∋_∈)

最近は「クリぼっち」なる便利な造語があるらしい。

まんが読んで

ごはん食べて

はやく寝ます。(T_T)
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201612260701226894/

「苦とは、「苦しみ」のことではなく「思うよ

うにならない」ことを意味する。」　（めも

のみ。）

2016年12月25日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=L0MK7qz13bU
FROZEN - Let It Go Sing-along | Official Disney HD 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/201612260701226894/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091913237/
https://www.youtube.com/watch?v=L0MK7qz13bU


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月25日23:04

先ほど何とか無事帰投。(-.-;)

精神状態急激に悪化中。(-”-;)

まぁ自分をごまかして空元気で騒ぎ続けるにも限界がある。

(∋_∈)

最近は「クリぼっち」なる便利な造語があるらしい。

まんが読んで

ごはん食べて

はやく寝ます。(T_T)

愛別離苦：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E8%8B%A6%E5%85%AB%E8%8B%A6

＞苦とは、「苦しみ」のことではなく「思うようにならない」ことを意味する。

 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E8%8B%A6%E5%85%AB%E8%8B%A6


（12月26日）　自由と自立と自律と自尊は「確立済み」です。

https://85358.diarynote.jp/201612260723497727/

札幌の予想最高気温 【 プラス　６　℃ 】！

2016年12月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=cvj3-MZO9Tw
『アナと雪の女王 MovieNEX』レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜/エルサ（松たか子）＜日
本語歌詞付 Ver.＞ 

（承前）

あらためまして、おはようございます。

０７：００になっちゃいました。

針山地獄バイト４連勤の３日目。

まぁとりあえず、

自由と自立と

自律と自尊は「確立済み」です。

https://85358.diarynote.jp/201612260723497727/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612260723497727/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161226/85358_201612260723497727_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161226/85358_201612260723497727_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161226/85358_201612260723497727_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=cvj3-MZO9Tw


不可避のものとして、

それにともなう以上、

ありとあらゆるリスクもデメリットも、

「自業自得」です…★ｗ（－－；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=kHue-HaXXzg
Demi Lovato - Let It Go (from "Frozen") [Official] 

時間がありません。さくさく逝きます。

2016年12月26日（月）【当日】
01:00 0.022 0.021 0.022 6 
02:00 0.022 0.021 0.021 6 
03:00 0.022 0.021 0.021 6 
04:00 0.022 0.021 0.021 6 
05:00 0.022 0.021 0.022 6 
06:00

…ここまでは問題ありませんが…★
…（－－；）…
札幌はこの時間で既にプラマイ０℃まで気温が上昇。

予想最高気温…プラス６℃…！！

嫌〜な感じで強い「南風」が入ってます…★

予報は荒天。（－－；）★

…また、線量が上がる…★

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482702600/1011-0010-101000-201612260650.gif?
t=1482703234
（０６：４０〜０６：５０）

★地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=kHue-HaXXzg
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482702600/1011-0010-101000-201612260650.gif?t=1482703234


【M2.6】根室地方 深さ106.1km 2016/12/26 04:28:58

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.8】浦河南方沖 深さ42.3km 2016/12/26 04:22:18

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.6】網走地方 深さ270.1km 2016/12/26 02:37:43

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M3.2】弟子屈付近 深さ121.5km 2016/12/26 01:02:43

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.9】十勝地方 深さ114.2km 2016/12/26 00:48:06

★地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M4.6】KURIL ISLANDS 35.0km 2016/12/25 16:41:41JST, 2016/12/25 07:41:41UTC

★地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M4.7】KURIL ISLANDS 78.9km 2016/12/25 12:31:23JST, 2016/12/25 03:31:23UTC

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M3.7】十勝地方南東沖 深さ62.2km 2016/12/25 10:20:11

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月27日7:24
　

2016年12月26日（月）【前日】
01:00 0.022 0.021 0.022 6 
02:00 0.022 0.021 0.021 6 
03:00 0.022 0.021 0.021 6 
04:00 0.022 0.021 0.021 6 
05:00 0.022 0.021 0.022 6 

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


06:00 0.022 0.021 0.022 6 
07:00 0.022 0.022 0.022 6 
08:00 0.022 0.021 0.022 6 
09:00 0.022 0.021 0.022 6 
10:00 0.022 0.021 0.022 6 
11:00 0.023 0.022 0.023 6 
12:00 0.023 0.022 0.023 6 
13:00 0.024 0.022 0.023 6 
14:00 0.029 0.025 0.027 6 
15:00 0.033 0.030 0.031 6 
16:00 0.033 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.031 0.031 6 
18:00 0.031 0.028 0.029 6 
19:00 0.027 0.025 0.026 6 
20:00 0.026 0.024 0.025 6 
21:00 0.026 0.025 0.026 6 
22:00 0.027 0.026 0.026 6 
23:00 0.032 0.026 0.028 6 
24:00 0.034 0.032 0.033 6
 



（12月26日）　運転手さんの忍耐強い客対応には本当に頭が下がります。

https://85358.diarynote.jp/201612270640538351/

本日も嫌がらせ。(`ヘ´)

2016年12月26日 就職・転職 コメント (3)
　

休憩１６時。

マジで脳貧血おこして、

吐き気とめまいがする。

★(∋_∈#)★

出力２５％くらい？で

よろよろ運行中。

座礁寸前。

帰りに車に轢かれたら、

労災申請するから。

https://www.youtube.com/watch?v=Sc11shaHicA
Paradise city (Lyrics)
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月27日6:43
　

https://85358.diarynote.jp/201612270640538351/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201612270640538351/
https://www.youtube.com/watch?v=Sc11shaHicA
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月26日16:34

高知で震度３！？（；‾Д‾） 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月26日20:48

札幌の路面状態がサイアク過ぎてバスが来ない… 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月26日22:14

先ほど無事帰投。(^o^)／

札幌の気温１２月２６日２２時にプラス２℃。

(-”-;)

５０年ぶりだかの大雪の直後に最高気温プラス７℃の乱高下で路面は地球温暖化の北極海状態。

ヽ（・＿・；）ノ

ワタクシ的にはバス１０分遅れだったのですが、

半べそかいてクレームつけてる人にとっては「１時間遅れ」だったそうで…

…(・ω・;)(;・ω・)…

もはやテンション上がり過ぎてにこにこハイになってる

運転手さんの忍耐強い客対応には本当に頭が下がります。

m(_ _)m



ともあれ平日特権のバス帰宅！

(^-^)g

今日は漫画が

２冊も読めますよ〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月27日6:56
　

ＮＯ。

　↓

cmk2wl @cmk2wl · 12月24日 
　

奴隷は繋がれた鎖によって全てをなくしてしまう。

「そこから逃れたい」という欲望さえも。

　

ジャン・ジャック・ルソー

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月30日8:08
　

cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 

われわれは、ある人が自分に災いを及ぼしたゆえに憎むこともある。

 
だが、恐ろしいことに、自分にいかなる実害を加えなくともある人を憎むのである。

 

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


（Xが私を傷つけたからではなく）
「私がXを傷つけたからXが嫌いだ」と
 
心情を吐露する人物をドストエフスキーは描いている。

　

中島義道

 



（12月27日）　「アルパカ狼さん遭遇確率」ほぼ１００％…（だと思う…）

https://85358.diarynote.jp/201612270714451857/

（札幌はプラマイ０℃。今のところ静穏です）。

2016年12月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=OUwauaE0zEE
Queen - Fat Bottomed Girls (Lyrics) 

あらためまして、おはようございます。０６：３６でした。

地獄バイト４連勤の最終日♪

「アルパカ狼さん遭遇確率」ほぼ１００％…（だと思う…）

札幌はプラマイ０℃。今のところ静穏です。

昨晩は結局マンガ１．５冊目で寝落ち。（＾＾；）

暖かいところで熟睡して、

「よく眠れたなァ〜」とノビ〜ってしながら起きだして、

最低限の生活は護れる小家事を片付けて、机に坐れば十分に使い心地の良い格安ＰＣで無料の音

https://85358.diarynote.jp/201612270714451857/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612270714451857/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161227/85358_201612270714451857_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161227/85358_201612270714451857_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161227/85358_201612270714451857_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=OUwauaE0zEE


楽が聴き放題…♪　食糧もたっぷり買い込んであるし、当面、強制退職失業の心配はさほど無
いし、仮に急な失職があったとしても、１〜２ヶ月は食いつなげる程度の余裕は確保済み…

充分、「幸せ」です。（＾ｗ＾；）

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年6月24日

生きようとする意志・・・ただそれだけが、未来を決める。

生きようとする手段を、実行に移す決断が出来るかどうかで運命が決まる。

メーテル 銀河鉄道999

https://www.youtube.com/watch?v=XWE7boPU6kI
Queen - Bohemian Rhapsody (Lyrics) 

2016年12月27日（火）【当日】
01:00 0.032 0.029 0.031 6 

02:00 0.050 0.035 0.045 6 
03:00 0.045 0.039 0.042 6 

04:00 0.037 0.028 0.032 6 
05:00 0.027 0.024 0.025 6 
06:00

★（＝＝＃）★

ホワイトフード @whitefood1 · 7時間7時間前 
12月27日0時03分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が151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/C0nG0NHVQAITAY1.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=XWE7boPU6kI
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0nG0NHVQAITAY1.jpg


ホワイトフード @whitefood1 · 19時間19時間前 
12月26日12時01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/C0khsHbUkAAfFKd.jpg

★地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ63.4km 2016/12/27 04:59:39

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M4.2】上川・空知地方 深さ235.0km 2016/12/26 16:59:04

★地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.8】十勝地方南東沖 深さ66.3km 2016/12/26 12:54:53

◆地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M3.1】根室半島沖 深さ29.9km 2016/12/26 10:53:17

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月28日7:26
　

2016年12月27日（火）【前日】

01:00 0.032 0.029 0.031 6 

02:00 0.050 0.035 0.045 6 
03:00 0.045 0.039 0.042 6 

04:00 0.037 0.028 0.032 6 

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0khsHbUkAAfFKd.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


05:00 0.027 0.024 0.025 6 
06:00 0.024 0.022 0.023 6 
07:00 0.023 0.023 0.023 6 
08:00 0.024 0.023 0.024 6 
09:00 0.025 0.024 0.025 6 
10:00 0.025 0.023 0.024 6 
11:00 0.024 0.022 0.023 6 
12:00 0.023 0.022 0.022 6 
13:00 0.023 0.022 0.022 6 
14:00 0.023 0.022 0.022 6 
15:00 0.023 0.022 0.022 6 
16:00 0.023 0.022 0.022 6 
17:00 0.023 0.022 0.022 6 
18:00 0.023 0.022 0.022 6 
19:00 0.023 0.022 0.023 6 
20:00 0.023 0.022 0.023 6 
21:00 0.023 0.022 0.023 6 
22:00 0.023 0.022 0.023 6 
23:00 0.023 0.022 0.023 6 
24:00 0.023 0.023 0.023 6
 



（12月27日）　本年終了！ o(^-^)o　／ 毎週２回はアルパカ狼さん鑑賞も出来たし、
原稿で遊べた！

https://85358.diarynote.jp/201612270736045954/
（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12月27日23:10
　　

先ほど無事帰投。(^o^)／

本年終了！ o(^-^)o

小難はありましたが、

大禍ナシ！(^-^)g

毎週２回はアルパカ狼さん鑑賞も出来たし、原稿で遊べた！

(≧ω≦)b

個人的には、５２年間で一番？

安楽で快適な一年でした…♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

まんが読んで

ごはん食べて

寝ます♪(^o^)／
　

　

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


 



（12月28日）　５０年ぶり積雪９０センチ超の大雪。

https://85358.diarynote.jp/201612280710386084/

【札幌】「災害に近い状況」 先週末５０年ぶり積雪９０センチ超
の大雪。

2016年12月28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。０６：５６でした。

札幌はマイナス７℃!!　無風。

キンキンです…。（＾＾；）☆

「年末３連休」の初日。予定はいちおう「大？掃除」…ｗ（＾＾；）ｗ

さくさく往きましょう…☆

https://www.youtube.com/watch?v=F6aB2xqVuZA

https://85358.diarynote.jp/201612280710386084/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612280710386084/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161228/85358_201612280710386084_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161228/85358_201612280710386084_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161228/85358_201612280710386084_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c
https://www.youtube.com/watch?v=F6aB2xqVuZA


Peter Tosh - Reggae Mylitis 

2016年12月28日（水）【当日】
01:00 0.023 0.022 0.022 6 
02:00 0.023 0.022 0.022 6 
03:00 0.023 0.022 0.022 6 
04:00 0.023 0.022 0.022 6 
05:00 0.023 0.022 0.022 6 
06:00

　（＾ｗ＾）ｇ

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482876600/1011-0010-101000-201612280710.gif?
t=1482877237
（０７：００〜０７：１０）

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【札幌市長「災害に近い状況」 除雪強化、前倒し】
札幌市内で先週末に５０年ぶりとなる積雪９０センチ超の大雪となったことを受け、

秋元克広市長は２６日に緊急の記者会見を開き、「災害に近い状況」として除雪や排

雪の体制を強化すると発表した。

https://t.co/GoYh5vSVEr

　↑

…青森とか新潟とか長野とか道北の皆様、もうしわけありません…☆
…ｗ（＾◆＾；）ｗ…★？

（うちのへんは平地なんで、さほど感じないんですが…
　傾斜地のほうは【バス運行停止!!３日目！】とか。
　けっこう…なんというか…
「関東の積雪３０cm」レベルの「災害」だそうです…☆（＠＠；）★）

ホワイトフード @whitefood1 · 52分52分前 

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482876600/1011-0010-101000-201612280710.gif?t=1482877237
https://t.co/GoYh5vSVEr


12月28日6時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が1643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/C0tm4kBUUAA3bVG.jpg

◆地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.6】十勝地方南東沖 深さ57.3km 2016/12/28 01:52:17

★地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ26.1km 2016/12/27 23:29:25

★地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M3.1】北海道東方沖 深さ7.0km 2016/12/27 22:51:28

★地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M4.6】KURIL ISLANDS 41.9km 2016/12/27 18:26:28JST, 2016/12/27 09:26:28UTC

★地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M3.5】根室地方 深さ90.2km 2016/12/27 16:12:36

★地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M3.0】根室半島沖 深さ42.5km 2016/12/27 14:58:20

ホワイトフード @whitefood1 · 19時間19時間前 
12月27日12時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が370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/C0ptkTcUAAAxjXh.jpg

◆地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.8】浦河南方沖 深さ73.0km 2016/12/27 11:38:39

（年末？降霊〜もとい（＾＾；）★

　恒例〜ｗｗｗ）

http://85358.diarynote.jp/?day=20161228

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0tm4kBUUAA3bVG.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0ptkTcUAAAxjXh.jpg
http://85358.diarynote.jp/?day=20161228
http://85358.diarynote.jp/?day=20151228


http://85358.diarynote.jp/?day=20151228
http://85358.diarynote.jp/?day=20141228
http://85358.diarynote.jp/?day=20131228
http://85358.diarynote.jp/?day=20121228

http://85358.diarynote.jp/?day=20111228

http://85358.diarynote.jp/?day=20101228
http://85358.diarynote.jp/?day=20091228
http://85358.diarynote.jp/?day=20081228

http://76519.diarynote.jp/?day=20071228
http://76519.diarynote.jp/?day=20061228
http://76519.diarynote.jp/?day=20051228

https://www.youtube.com/watch?v=k8Cd6vzMh0k
SOJA-everything changes 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月29日6:41
　

2016年12月28日（水）【前日】
01:00 0.023 0.022 0.022 6 
02:00 0.023 0.022 0.022 6 
03:00 0.023 0.022 0.022 6 
04:00 0.023 0.022 0.022 6 
05:00 0.023 0.022 0.022 6 
06:00 0.022 0.022 0.022 6 
07:00 0.023 0.022 0.022 6 
08:00 0.022 0.022 0.022 6 

http://85358.diarynote.jp/?day=20141228
http://85358.diarynote.jp/?day=20131228
http://85358.diarynote.jp/?day=20121228
http://85358.diarynote.jp/?day=20111228
http://85358.diarynote.jp/?day=20101228
http://85358.diarynote.jp/?day=20091228
http://85358.diarynote.jp/?day=20081228
http://76519.diarynote.jp/?day=20071228
http://76519.diarynote.jp/?day=20061228
http://76519.diarynote.jp/?day=20051228
https://www.youtube.com/watch?v=k8Cd6vzMh0k
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


09:00 0.022 0.022 0.022 6 
10:00 0.023 0.022 0.022 6 
11:00 0.025 0.022 0.024 6 
12:00 0.025 0.024 0.025 6 
13:00 0.024 0.024 0.024 6 
14:00 0.026 0.024 0.025 6 
15:00 0.026 0.023 0.024 6 
16:00 0.023 0.022 0.023 6 
17:00 0.022 0.022 0.022 6 
18:00 0.022 0.021 0.022 6 
19:00 0.022 0.021 0.022 6 
20:00 0.022 0.022 0.022 6 
21:00 0.022 0.022 0.022 6 
22:00 0.022 0.021 0.022 6 
23:00 0.022 0.021 0.022 6 
24:00 0.022 0.021 0.022 6
 



（12月28日）　やる気が出るファンタジー。／（そんで「本体」の「マサコ」は、
「逝ったっきり」になって、どこかの空中でエア「哭き女」をやらかしてますけ
どね…？？）

https://85358.diarynote.jp/201612281643159578/

【 a se citi 】⇒（自分を読む）。

2016年12月28日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=7JY7PCbLqV8
アニメーション紀行 マルコ·ポーロの冒険　＃４３話最終回ＯＰ　ＥＤ 

再びコンニチワ。昼寝たっぷり３時間して、１５：１５でした。

うりうり…違う。（＾＾；）

いろいろ努力を続けた結果、健康状態はなかなか良好。（＾＾）

なにより「骨の髄から」健康になった感じがして、血液大増産体制です。

ぽ か ぽ か 〜 ♪　o（＾◇＾）o

https://85358.diarynote.jp/201612281643159578/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612281643159578/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161228/85358_201612281643159578_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161228/85358_201612281643159578_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161228/85358_201612281643159578_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7JY7PCbLqV8


2016年12月28日（水）【当日】
01:00 0.023 0.022 0.022 6 
02:00 0.023 0.022 0.022 6 
03:00 0.023 0.022 0.022 6 
04:00 0.023 0.022 0.022 6 
05:00 0.023 0.022 0.022 6 
06:00 0.022 0.022 0.022 6 
07:00 0.023 0.022 0.022 6 
08:00 0.022 0.022 0.022 6 
09:00 0.022 0.022 0.022 6 
10:00 0.023 0.022 0.022 6 
11:00 0.025 0.022 0.024 6 
12:00 0.025 0.024 0.025 6 
13:00 0.024 0.024 0.024 6 
14:00

でもまだ往復徒歩通勤の金に喰い…もとい！（＾＾；）！

筋肉疲労が抜けてないので、（＾＾；）

大？掃除の前に、まずは机の上をカタしますかね…☆

https://www.youtube.com/watch?v=ckYiZRqG1VM
【作業用BGM】やる気が出るファンタジーBGM２ 【幻想的BGM】 

火山情報 @kazan_joho · 7時間7時間前 
【ルーマニアでマグニチュード５．６の地震】

震源深さは８１．０ｋｍ、日本時間０８：２０ごろ、約１５分前。

※データは米ＵＳＧＳ速報値による

。http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10007n3r …
#海外の地震

火山情報 @kazan_joho · 7時間7時間前 
（暫定速報)
【ルーマニアでマグニチュード６．０の地震】

https://www.youtube.com/watch?v=ckYiZRqG1VM
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us10007n3r


震源の深さは１４ｋｍ、日本時間０８：２０ごろ。

データby 独ＧＥＯＦＯＮ
http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2016zlio …
#海外の地震 #Roｍania

そらまめっこ @soramamekko77 · 7時間7時間前 
ルーマニアの大地震のサイクルは30〜50年間隔：1977年のルーマニア地震（M7.2）の
記録から思う現在のヨーロッパ http://earthreview.net/greatest-earthquakes-on-record-
in-romania-1977/ …

どんちゃん @donchan101 · 7時間7時間前 
先程ルーマニアでM5.4の地震がありましたが大丈夫でしょうか。現地時間深夜2時です
。どうかご無事で!!

Mamoru Kato @mkatolithos · 7時間7時間前 
ルーマニアもやや深発地震が多いところ。沈み込んだプレートがちぎれたがそのまま

沈み込んでいるという説明をされることが多い。

☆AMA‐ZONE☆ @ctlnd139 · 12月17日 
世界中で地震が相次ぐ → フィリピン・ミンダナオ島で「M6.3」 ルーマニア「M5.6」
　バヌアツ「M5.1」　ニュージーランド 「M5.8」　インドネシア 「M5.7」 - 大地震・
前兆・予言.com 
https://t.co/4BY3ImwtwU

Chiyohime @SherryChiyohime · 10月26日 
(5)異常気象
9/25・ルーマニア震源の地震、ウクライナで過去214年で最大の揺れ記録
10/10・2,300年間噴火してない、環太平洋火山帯上にあるカナダのミーガ山が噴火活
動の兆候

10/15・ハイチの農作物の80%壊滅し6カ月以内に深刻な飢餓発生する可能性を国連が
指摘

MOCO 520@chika · 10月3日 
地震がほぼない東欧で続く地震。ルーマニア震源の地震では、ウクライナで過去214年
で最大の揺れを記録 http://earthreview.net/earthquake-in-ukraine-cataclysms-of-
european-nature/ …

http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2016zlio
http://earthreview.net/greatest-earthquakes-on-record-in-romania-1977/
https://t.co/4BY3ImwtwU
http://earthreview.net/earthquake-in-ukraine-cataclysms-of-european-nature/


ふくちゃん @zishinmimi · 9月29日 
今頃気付いたけど、グレートリフトバレーでマグニチュード６くらいの地震がおき

てた。ギリシャやルーマニアで群発してるのと、なにやら関係ありそうな雰囲気。 
https://pbs.twimg.com/media/Cth_Zy5VYAENKr1.jpg

拙者１★駿河人 @theyeahmon · 9月24日 
ルーマニアで地震って、そんなに珍しい事でもないんだそうだが、ヨーロッパでは有

名な地震国なんだとか。（そうなの？）だが、その一撃がけっこうデカイらしい。解

説では「アフリカ大陸ーユーラシア大陸の衝突の場」と。

とにかく被害が無いのを祈るよ。 
https://pbs.twimg.com/media/CtFBHU0UMAAVnW8.jpg

渡部 明仁 @awatanabe24921 · 5月30日 
ルーマニアが中国製原発を採用、プロジェクト推進を要請 | 経済 - 株探ニュース
http://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n201605300325 …
日本より危険な中共製の原発ルーマニア採用したぞ、原発反対派ゆけよ。

原子力研究家 @Nuclear_info_jp · 5月30日 
ルーマニアが中国製原発を採用: チェルナヴォダ原発3〜4号機の建設計画を国家的な優
先プロジェクトに指定すると改めて強調した。電力市場改革、電力料設定などで便宜

を図る。中国政府系 ... http://dlvr.it/LRBpmg #原発

…おそらくいま日本と世界は「リアルとんでもない」危機的状況にあって、のんびり掃除なんか
している場合ではない？はずなのですが、サッポロ小規模まいライフはなかなか「コップのなか

の嵐」ていどに穏やかすぎて、いまいちピンときません…

リアル毎日まいにち、ものすごい数の命が、失われている。はずなんですけどね…。

（そんで「本体」の「マサコ」は、「逝ったっきり」になって、どこかの空中でエア「哭き女」

をやらかしてますけどね…？？）

………「今は昔」…ｗ（－－；）ｗ☆
　↓

噴出し注意w @wepeketoqix · 12月26日 

https://pbs.twimg.com/media/Cth_Zy5VYAENKr1.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CtFBHU0UMAAVnW8.jpg
http://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n201605300325
http://dlvr.it/LRBpmg


日本人「なんてこった！ 電車が定刻から10秒遅れやがった！」 
イタリア「なんてこった！ 電車が定刻で来やがった！」 
ルーマニア「なんてこった！ 電車が来やがった！」 
ジンバブエ「なんてこった！ 電車だ！」

https://www.youtube.com/watch?v=0foweZodGu8
【野生を忘れた人々】　（文章：映画ブッシュマンより）

レクティ @lecty216 · 10月23日 
【謎】ルーマニアで25万年前には存在しないはずのアルミニウムで出来た「謎の物体
」を発掘…古代宇宙船、UFOなどのパーツではないのか？との声も - 大地震・前兆・
予言.com http://jishin-yogen.com/blog-entry-9285.html … 
うーーーむ

https://t.co/7zQzEvxrwP

Chihiro @ChiVillain · 12月23日 
ルーマニアで史上初のイスラム教徒であり、女性の首相が誕生します。中道左派の社

会民主党が上下両院で得票率４５％を獲得、他のリベラル派勢力と連立政権を形成し

政権奪還を成し遂げる見込み。

https://goo.gl/NaFQcn
https://pbs.twimg.com/media/C0WjvMRUAAAoPPv.jpg

Иван М. Владимиров @Kiu_Loeng · 12月23日 
ルーマニア語版Wikipediaの Akihito al Japoniei(今上天皇) の記事を見ると、日本の皇
室(casa regală)が 大和朝(Dinastia Yamato) と書かれてて面白い。
大和朝日本帝国とかかっこよくなぁい？

ﾛﾘﾝｻﾞｰﾕｰｻﾞｰ @lorinser_user · 12月23日 
今日はルーマニア革命においてチャウシェスクが逮捕された日です #祝日には国旗を掲
げましょう

https://pbs.twimg.com/media/C0UvYnKUAAAgQII.jpg

世界のお城図鑑 @castle_zukan · 12月22日 
【ブラン城(ルーマニア)】
ルーマニア南部にある14世紀の古城

https://www.youtube.com/watch?v=0foweZodGu8
http://jishin-yogen.com/blog-entry-9285.html
https://t.co/7zQzEvxrwP
https://goo.gl/NaFQcn
https://pbs.twimg.com/media/C0WjvMRUAAAoPPv.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C0UvYnKUAAAgQII.jpg


ドラキュラ城のモデルとされています。

ドラキュラの城という怖いイメージですが、

城内は意外と可愛いです。 
https://twitter.com/castle_zukan/status/811898286827327488

…「ブラン城」て、たぶん…《白の城》だよね…？？

社会 四択 @sha_serect1 · 12月18日 
2011年より、パスポートの性別欄に「M（男性）」「F（女性）」に加え、「X（不
確定）」という区分を設けた国は？→オーストラリア　ウルグアイ/トルコ/ルーマニア

…はてさて…（＾＾；）…☆

物語の世界へ、続いてしまいました…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=n17-nU0MiYw
Bushman - Downtown 

舞♡セレブ旅行 @m_celebritytrip · 12月18日 
【絶景】コルヴィン城【Castelul Corvin 】 - ルーマニア 
https://pbs.twimg.com/media/Cz6_e_gUcAAKXEq.jpg

世界の絶景・オススメスポット 100@hrmnorinori · 12月18日 
愛のトンネル（ルーマニア）

【カップルで来たい場所ナンバー１】

列車が走っているうちにできた 緑で囲まれた愛の トンネルが今話題！
これは生きてるウチにいつかは行かないと損だね！

行ってみたければRTしてね( ^ω^ )
https://pbs.twimg.com/media/Crvk2dpW8AE60V6.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=umwcs8CoeAM

https://twitter.com/castle_zukan/status/811898286827327488
https://www.youtube.com/watch?v=n17-nU0MiYw
https://pbs.twimg.com/media/Cz6_e_gUcAAKXEq.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Crvk2dpW8AE60V6.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=umwcs8CoeAM


ちょっと切なくて、時々かなしい作業用BGM　再 

「スターリン・ジョーク」bot @JosephStalinbot · 12月17日 
ルーマニアで大洪水。各国から義援金がとどいた。

アメリカから20000000ドル
中国から10000000ドル
そしてソ連からの十万部の水泳教本

ルーマニア語の基礎知識 @limbaromanabot · 12月17日 
ルーマニア語には動詞に主語と同じ人称の目的語代名詞を組み合わせた再帰動詞と呼

ばれるものが存在します。例えばa se trezi（自分を起こす）で「起きる」という意
味に、a se citi（自分を読む）で「読まれる」という意味になります。

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月28日18:50
　

…なんかイキナリ隊長が変…もとい！

体調が変になって血圧？心拍数？と思いながら昏倒睡眠。

…して、ようやく起きだしたら、ネバダが変な地震…!!
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月28日19:11
　

…ダメだ体がストライキを起こしてます…★

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


今日は火事は…家事は！

放棄します…★ｗｗｗ
　

 



（12月28日）　（忘れてたｗ　…そのまま『俺と好』の原型（ぱくり元）じゃん…ｗ
ｗｗ）

https://85358.diarynote.jp/201612282036415205/

（Ｐ．３５２〜Ｐ．３６３。）

2016年12月28日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=PjuW3c48p6U
Pirtates Of The Carribbean Main Theme Tune 

　好でさえ水先案内人なしじゃ考えこんじまって…　あれ？　ないな。

「　おい、清。うしろ（ガレージ）行って…」

　パチリと気障に指を鳴らして人を使いっ走りにしようとしたその時。

「　現在位置は？ 」

　低く渋い声が響いた。

「おじいさんっ！　起きてきちゃダメよ、傷口がまた開いちゃうっっ!!」

　ユミちゃんが咄嗟に叫ぶ。

https://85358.diarynote.jp/201612282036415205/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612282036415205/
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
https://www.youtube.com/watch?v=t8c0oh2XoF4
https://www.youtube.com/watch?v=PjuW3c48p6U


「現在位置…座標を聞いておる。…聴こえんのか？」

　すこしかすれた声の落ちつき払った調子。

　何も言わず、好が、素速くシートに納まっていくつかの数字を答えた。

「よし…　進路そのまま。高度下げ。海面上５ｍ。」

　ヤニさんもさっさととって返して操縦桿を握る。

「高度下げ。海面上５ｍ。」

　不思議と物慣れた確かな復唱の声。

　急速降下でガクンとＧが変わり、近づいた波頭とジェットのひき起こす乱気流のた

めに、安定を失った MISS-SHOT にはひどい揺れが加わり始めた。

　バヌマさん、真っ白い包帯の上の傷口のあたりを武骨な手のひらで押さえて、それ

でも眉ひとつしかめるでもない傲然とした態度で、

「この船にカモフラージュ機構は？」

「ございますョ。」

「ふむ。…用意してくれ。青を…　いや、スイッチはまだだ。」

　下手をすれば舌を噛めそうな激震Ｍ７のさなか、慌てた俺がじーさん支えている（

あんま必要性はなかったみたいだが）間に、ゆかり姫が居間にあった１番大型で丈夫

な椅子をコクピット側にさらいこんだ。

　そのまま好とヤニさんのシートの中間やや後方へ運んでバヌマ老を座らせ。

　ユミちゃんが包帯の具合確認する暇に栗原は応急の工具もってきて椅子を床に固定

。

「　竹中。代われ。」



　手動に切り換えてどんどん複雑怪奇になってゆく計器盤の読み取りに、ちょっとは

不機嫌な顔をしながらも好があっさり先輩に席をあけ渡した。

　ひろと先輩、お、とか答えてのったり坐りこむ…た途端に目の色から、表情、全身
ににじみでる雰囲気なンぞまでがガラッと変わっちまった。

　やだね〜〜〜〜っっ

　そりゃ、もちろんそのまま好がやってたって素人にしちゃ人並み以上にできるんだ

ってことは良く判ってる。それでもひろと先輩ときたら初めての機械だろうと１０分

あれば１０年来のベテランみたくに使いこなしちまう１種のばけもの（鬼才）だし、

好にしてみれば喧嘩する時にはその場で望み得る最高の布陣にしとくのが、まあ、主

義といいませうか、本能になっちまってる。

「それで？」

　と誰ともなしが言い、しばらくバヌマ浪人、好、ひろと先輩、ヤニさん、の間で数

字と専門用語まじりの質疑応答が繰り返されたあと、

『 北北東２０ 』へ向けて進路修整が行われた。

　どうやら この場での 指揮権・決定権はすんなりバヌマさんに委譲されたらしい。

　…ふ〜んっ。

　ってことは御老体、かなりの実力者だろう。って好が見込んだって事なんだ。

　その、好の、かなり慣れなけりゃナニ考えてやがんだこのガキャー!!　とばかりに頭
に来ちまう一見マイペースに、既にすっかり合わせちゃってるあたり、今更なことと

は云えやっぱヤニさんもただのネズミ（運び屋）風情なんかじゃありませんなあ…

　そうこうする間にも船体のリズム・アント方向性まるきり無視の揺れはひっきりも

ない。

　波間を縫っての巧妙な転進後、俺たちのもとの進路を追い続けたらしいパトカー群

の機影はほんの束の間、レーダー・レンジから外れて下さっていた。



　が、やがて向うでもこちらを見失っちまった事にあいにくながらお気づきにおなり

になられちゃったようで、やがて散開して有視界航法で我々を発見しようというのか

、（海面上５ｍというのは波頭にかくれるので普通のレーダーでは役に立たない…常
識だね。）

　各機がぐんと絶対高度ををひき下げるのが計器盤にあらわれた。

　場所は海。

　太平洋上の見渡す限り「これも海か！」…の世界なんだなこれが。

　対する我らの MISS-SHOT ちゃんは世にもセクシーなまっかっか☆ ときてる。

　折しも夜明け。

　これから色彩が明確になろうという時刻。

　…余談ながら時計をのぞくと、なんとまだ朝の５時前（ぎゃ!!）だった。

　俺、どっと眠気。

　コクピットの４方の壁面をとりかこむスクリーン・パネルには、暗色の、蒼という

よりも殆ど黒か鉛灰色に近い、うねうねとどよめく平原が広がっている。

　向かって左手、少し前方よりに、ひどく幻想的なあかつき（暁）色。

　光の世界。

　しばらく行くうちに、夜のあいだ一旦遠去かっていた陸地…あぁあ母なる不動の
大地っ！…（　俺もう船酔い起こすよ…）が、海よりも空よりもなおいっそう黒々と
横たわって見えはじめた。

　…ホント、なんだってこのあたりの陸にはあかり（灯）ひとつ無いってんだろう？

　あんまりに、無気味で寂しすぎるじゃないか…

　…ふわァ。ねむ。



　睡魔とサンハンキカンの混乱が軽い、不安な幻覚症状を持ってきた。

　まっ暗な、人の死に絶えた大地。

　その本土の風景をさえぎるようにして右舷の船外モニターに島影が現われる。

　結構近い。

　やがて近づき、消える。

　MISS-SHOT 号はゆうべ 入りはな で停泊した浅くて広大な湾岸部に沿って、いよい
よ深く斜めに突っ切るような方向で侵入しようとしているところだった。

　海岸線は低く、朝の明け初めたばかりの光のなかで妙に赤っ茶けて植物の色が少

ない。

　人造の建築物もきっと距離のせいだろうとは思うけれどほとんど見分けられないみ

たい。

　海流の変化か水底の深さに段差でもできてるのか陸に沿って唐突に海の色の切り換

わるラインが見えた。

　揺動のなか船はずんずん進んで岸までは約３〜４km。

　遠浅らしい湾。

　バヌマさんがその濃藍と青の境線にのせて船を東進させるよう、短く指令を出す。

　カモフラージュ機構とやら、発動。

　カモフラージュなんてのよりはカメレオンと呼ぶべきだった。後から聞いたはな

し（説明）では。

　こいつは液晶かなんかの仕掛けで船のペイント《塗装）の色が自由に変えられるっ

てやつらしい。



　軸線に沿って左右をツートンカラーに染めわけて、みごとにカレイかヒラメかそれ

ともＥ.Ｒ.バロウズの世界。

　ヤニさん御自慢の MISS-SHOT の場合、更にその気になると外装が裏返しになった
りなんかして、民間機にはキツク御法度の、例の、アンチ・レーダー塗料で身を包ん

だりも出来る、んだそうだけど…

　ま、今回は波頭がその任を果たしてくれてるからね…かなり、平衡感覚きたえられ
るけど★

　カモフラージュ機構（システム）を働かせるってのはえらく金がかかるんだそうだ

。おかげでいつ上空から発見されるのか心配する必要はなくなった。

　……　……　……　しかしっっ!!

　べつにこう書いたからって見つかったわけじゃないよ。

　だけどねェ。

　思わず波陣が進行方向直角にかぶさって来るようになっちゃったんだな。

　ジェット噴流の巻き起こす熱風と、海岸線近くに達した太平洋波の崩れおちる勢い

が相乗して、も、船の震動具合のひどいの、ひどくないのって……

　はっきり云ってドールの神を八ツ裂きにして焼き肉鍋に叩ッこんで七味ぶっかけて

呑み下してやりたくなるほどにひどいッ！★

　これをユミちゃんに言わせると、

「…笹ブネを、洗濯機なんかじゃなく 脱水機 の方に放りこんで、最大速度に目盛り合
わせて掻き回してる所へ更に掃除機の首つっこんで吸い取ろうとしたらこうなる

んじゃ」ないかという揺れ方。だったそーで。

（ついでに云うと彼女かんそおきは使わない主義です。）

　とにっかくローリング（横揺れ）がメチャクチャにひどかった。



　それも規則的に来るやつならまだ幾らでも慣れようもあろうってもんだけど、不定

期便。

　それへシャックリみたいな勢いで唐突にピッチングやホッピングが入る。

　俺は思わず恐怖の物理テストを考えてしまいましたねっ！

　曰くナントカ波とカントカ波が干渉しあうとどーこーっていう…

　それって言うのも全てみんな、しつこく飛びまわっている皇国軍のボケどもが、悪

いんだぞっっ!!

　くそーーーーーー！！

「　大丈夫？　おじいさんっ」

　１人でヤヌスの呪いを敵さんに叩きつけている暇に、良い子のユミちゃんは１人で

医療キット丸ごとクォクから外して、苦労して居間にまで持ち込んで来ていた。

　………う。

「栗原せんぱい。お湯、沸かして注射器煮たてて来てよ。」

「…煮沸消毒って云やおれにも解るんだけどなー。…くそー空中戦っ」

「これはどうやら長期戦にならざるを得ないようですわね。」

　ブツクサ呟きながら鍋探し出す栗原の隣で姫は朝食の仕度を始める。

　うっうっ俺だけ力一杯またも海のもくずをやってますよっ　どーせっ

　どうしようもないので再びコクピットに向きなおる。コケてこれ以上バカにならぬ

よう、しっかりエアロックさん抱きしめて。

　好がいつの間にか俺のすぐ側に立って憮然として前を睨んでた。

　うわー三白眼。



　もちろんこの凄まっじいアースクウェイクの中でも、つかまらなきゃ立ってられぬ

なぞとブザマな話は好にはなし。

　凝っと腕組んで悠々バランス。

　…いや〜カッコいいなァと思わず見とれてみたりして。

　ホントに、こいつ、性格以外は すべて良くできた奴だ…。

　ひろと先輩は、も、コンソールから顔あげない。

　ヤニさんはひっきりなしの波と、ニギヤカに悪態つきながら格闘している。

「　！　…ユミちゃあんっっ！　止血するつもりなら急いだ方がいいっ！」

　バヌマ老人は表情びくりとも変えてないのに血の気のまるで無い顔をして、下腹部

の真っ白い包帯には、また、赤。

　震動に耐えようとして力、入れちゃうのが良くなかったんだ…

「　そんなこと云ったって清クンっ！★」

　大揺れの中でどの作業も難航していた。

「…あと少しだ。あそこを越えてしまえば…」

　傷を負っている老人が誰にともなく呟く言葉にはひたすら迫力がある。

　前方に島が現われていた。…いや、島じゃないな、本土から直角に突き出している
。

　昨夜あとにしたやつ程じゃないけど、それでも "岬" というにはちょいと大規模な、
半島だった。



　いっそ見事に上部の高さがそろっている。

　ぺったんこの平面。

　海食台…だろうと乏しい地形学の知識であたりをつける。

　ひろと先輩が障害物に関する数値を手速く読み上げた。

「　進路は？　」

https://www.youtube.com/watch?v=XAYhNHhxN0A
Mission Impossible Theme(full theme) 

https://www.youtube.com/watch?v=D-NvQ6VJYtE
Jamiroquai - Cosmic Girl 

＞うっうっ俺だけ力一杯またも海のもくずをやってますよっ

　　↑

「清の無才能ぶりはここがルーツだったと、云われてはじめて気がついた！」

　　↑

（という、おそらくハル明クンの？コメントが書き込んであったｗ

参照魚：http://miesroom.jugem.cc/?eid=178
『いつか猫になる日まで』　新井素子／集英社コバルト文庫

https://www.youtube.com/watch?v=XAYhNHhxN0A
https://www.youtube.com/watch?v=D-NvQ6VJYtE
http://miesroom.jugem.cc/?eid=178


あたしは‘もくず’というあだ名の(本名は海野桃子)、20歳になる大学生。変な夢を見た
翌朝、親友で精神感応ができるあさみも同じような夢を見たらしいと判る。

あさみと一緒に、殿瀬君、木村さんに家まで送ってもらう途中で、近所の公園にUFO
が不時着するのを見てしまった！　翌日他に2人が加わって、UFO調査。すると宇宙人
たちは、地球をめぐって戦争をしていると云うのだ。戦争を終わらせるために、UFO
を乗っ取って戦う羽目に！

　↑

（忘れてたｗ　…そのまま『俺と好』の原型（ぱくり元）じゃん…ｗｗｗ）

　ｗｗｗ（＾◇＾；）ｗｗｗｗ

…そもそも「新井素子」を読むまで、私の物語に「一人称視点」は無かったッ！ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=ye8KvYKn9-0
James Bond 007 Theme Tune (original) 

https://www.youtube.com/watch?v=4n6Q-tOWfB4
【ゲーム用BGM】【作業用BGM】テンポの速い曲詰め合わせ【FPS,LoL,デジタルTCG等に】 

https://www.youtube.com/watch?v=4VeGNwjwdUc
[作業用BGM]アニメ、ゲーム音楽(インスト) 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月28日20:43
　

（承前項コメント欄）

https://www.youtube.com/watch?v=ye8KvYKn9-0
https://www.youtube.com/watch?v=4n6Q-tOWfB4
https://www.youtube.com/watch?v=4VeGNwjwdUc
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　ヤケで「迎え酒！」とばかりに久しぶりにアルコール入りのホンモノのビール（＾＾；）飲ん

だら、

霊感？だか地震体感だかが鈍くなって、体調も落ち着きました…ｗｗｗ
 



（12月29日）

https://85358.diarynote.jp/201612290653497024/

札幌 マイナス４℃／線量 マゥモンタイ ♪

2016年12月29日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

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 
　↑

（あれ？動画バージョンアップした？？）

おはようございます。０６：２４です。

札幌はマイナス４℃。うっすら曇りの晴天。（？）無風。

予想降雪確率７０％ですが、あんまり荒れそうに見えない…。

夜中に茨城の地震の記録がスゴイことになってますが、

私の心身はおおむね良好・堅調。（＾＾；）

きのう結局まったく家事をやれなかったので、

その点だけ精神の負担というか？になってますね…

https://85358.diarynote.jp/201612290653497024/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612290653497024/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161229/85358_201612290653497024_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161229/85358_201612290653497024_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161229/85358_201612290653497024_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


今日は少しはがんばれますように…☆

で。さて…？

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

2016年12月29日（木）【当日】
01:00 0.022 0.022 0.022 6 
02:00 0.022 0.021 0.022 6 
03:00 0.022 0.022 0.022 6 
04:00 0.022 0.021 0.022 6 
05:00 0.022 0.021 0.022 6 
06:00

マゥ（＾ｗ＾）ｇ モンタイ♪

ホワイトフード @whitefood1 · 17 分17 分前 
12月29日8時31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/C0zOV2QUcAE3scI.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 51分51分前 
12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/C0zHJleUcAAHRiM.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
12月28日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯
します。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/C0t9kRVUcAQ7Rrq.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 12月27日 
12月28日6時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が1643箇所以上存在し
ます。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0zOV2QUcAE3scI.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/C0zHJleUcAAHRiM.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/C0t9kRVUcAQ7Rrq.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG


https://pbs.twimg.com/media/C0tm4kBUUAA3bVG.jpg

地震マップ @eq_map · 39分39分前 
【M2.5】胆振地方 深さ141.2km 2016/12/29 06:51:59

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.6】津軽海峡 深さ88.0km 2016/12/28 23:24:21

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.7】宗谷地方 深さ23.7km 2016/12/28 21:32:47
　↑

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 留萌地方中北部 深さ約30km M2.5 28日21時32分頃発生 

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.5】襟裳岬南東沖 深さ33.7km 2016/12/28 21:02:55

★地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M4.1】根室半島沖 深さ24.3km 2016/12/28 16:40:15

★地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.9】根室半島沖 深さ77.2km 2016/12/28 12:16:20

★地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M4.8】KURIL ISLANDS 66.7km 2016/12/28 11:46:10JST, 2016/12/28 02:46:10UTC
　↑

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M4.8】北海道東方沖 深さ15.0km 2016/12/28 11:46:08

 
 
 

コメント

https://pbs.twimg.com/media/C0tm4kBUUAA3bVG.jpg


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月29日10:22
　

０５

９５

０００☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月30日7:35
　

2016年12月29日（木）【前日】
01:00 0.022 0.022 0.022 6 
02:00 0.022 0.021 0.022 6 
03:00 0.022 0.022 0.022 6 
04:00 0.022 0.021 0.022 6 
05:00 0.022 0.021 0.022 6 
06:00 0.022 0.021 0.021 6 
07:00 0.022 0.021 0.022 6 
08:00 0.022 0.021 0.022 6 
09:00 0.026 0.022 0.024 6 
10:00 0.031 0.028 0.029 6 
11:00 0.032 0.029 0.031 6 
12:00 0.029 0.028 0.028 6 
13:00 0.028 0.026 0.027 6 
14:00 0.026 0.024 0.025 6 
15:00 0.024 0.023 0.024 6 
16:00 0.024 0.023 0.024 6 
17:00 0.023 0.022 0.023 6 
18:00 0.023 0.022 0.023 6 
19:00 0.023 0.022 0.022 6 
20:00 0.023 0.023 0.023 6 
21:00 0.023 0.022 0.023 6 
22:00 0.023 0.022 0.022 6 

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


23:00 0.023 0.022 0.022 6 
24:00 0.022 0.022 0.022 6
　



（12月29日）　「青い鈴の花の草原」／【ひたちなか海浜鉄道湊線】／寝てるあい
だに、ニッポン終わってる…？？

https://85358.diarynote.jp/201612290654046221/

【 震度 ６ 弱 】!!…【 安全を確保してからタイムラインをご覧く
ださい。】…（　寝てるあいだに、ニッポン終わってたｗ　）。

2016年12月29日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。

　

特務機関NERVさんがリツイート 
気象庁 @JMA_kishou · 6 時間6 時間前 
【報道発表】（H28.12.29）平成28年12月28日21時38分頃の茨城県北部の地震による
地盤の緩みを考慮し、揺れの大きかった市町村については、大雨警報・注意報の発表

基準（土壌雨量指数基準）を引き下げて運用します。

………あれ？（＠＠；）★

寝てるあいだに、ニッポン終わってる…？？

https://85358.diarynote.jp/201612290654046221/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161229/85358_201612290654046221_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161229/85358_201612290654046221_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161229/85358_201612290654046221_3.jpg


amaちゃんださんがリツイート 
sho @sho27610477 · 12月26日 
『測ってガイガー！』

2016年12月11日 福島県南相馬市原町区南町周辺
屋外(土) 地表 5cm 1.17μSv/h 　
除染済み、雨樋に近づいたら急上昇。

http://hakatte.jp/spot/57054 canopyさん計測
https://pbs.twimg.com/media/C0o8t8JUAAANzQG.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=owMvIMf9XK4
クロノクロス BGM 夢の岸辺に アナザー・ワールド 

特務機関NERVさんがリツイート 
NHK@首都圏 @nhk_shutoken · 6時間6時間前 
【高萩・日立 警報の基準引下げ】気象庁は震度６弱を観測した高萩市と震度５強を観
測した日立市について地盤が緩み雨による土砂災害の危険性が高くなっているとして

、当面の間、警報などの発表基準を引き下げて運用することになりました。

特務機関NERVさんがリツイート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 9時間9時間前 
気象庁によりますと、茨城県内で震度６弱以上の揺れを観測したのは、５年前の平成

２３年４月１２日に発生した地震以来で、この時は、福島県中通りを震源とするマグ

ニチュード６．４の地震で、茨城県北茨城市で震度６弱の揺れを観測しました。

（…きのう「原稿遊び」が終わって、他に何もする気力がなくて、
（情報チェックもせずに）…「漫画読んで寝ます」しちゃったのが、
「２１：４０頃」だった…ｗ）

特務機関NERVさんがリツイート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 9時間9時間前 
詳しい情報はニュース・防災アプリでもお伝えしています。

https://t.co/Ht6zYh9khm

http://hakatte.jp/spot/57054
https://pbs.twimg.com/media/C0o8t8JUAAANzQG.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=owMvIMf9XK4
https://t.co/Ht6zYh9khm


特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【大手通信３社 災害用伝言版サービスの提供開始】
この地震をうけて、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクの大手通信３社は、イ

ンターネットで安否に関する情報を登録したり確認したりできる「災害用伝言板」

のサービスの提供を始めました。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
茨城で震度6弱
NIDEによる地震解析「この地震のメカニズム：今後の注意点」などに関して、臨時
のメールマガジンを配信しました。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/814093509963567108

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
福島第一ライブカメラにいまのところ変化はありません。

…ホント、相変わらず、

「私が完全に油断している隙を」突いて、

「大地震が起こる」なぁ…★ｗｗｗ

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【山形新幹線 運転再開 2016年12月29日 0:53】
茨城県北部を震源とする地震の影響で、福島—米沢駅間の運転を見合わせていまし

たが、00:41頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 
【京急本線 運転再開 2016年12月29日 0:19】
八丁畷—鶴見市場駅間で

発生した人身事故の影響で、京急川崎—神奈川新町駅間の運転を見合わせていまし

たが、00:15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 · 9時間9時間前 
【ひたちなか海浜鉄道湊線 運転再開 2016年12月28日 22:15】

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/814093509963567108


茨城県北部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、22:10現在、運
転を再開しています。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【停電解消 2016年12月28日 22:12】
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 · 9時間9時間前 
【東海道新幹線 運転再開 2016年12月28日 22:06】
茨城県北部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、22:00現在、運
転を再開しています。なお、一部列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【東北新幹線 運転再開 2016年12月28日 21:57】
茨城県北部を震源とする地震の影響で、大宮—仙台駅間の運転を見合わせていまし

たが、21:50現在、運転を再開しています。なお、一部列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【地震情報 2016年12月28日】
21時38分頃、茨城県北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震
の規模はM6.3、最大震度6弱を茨城県で観測しています。この地震による津波の心配は
ありません。

https://pbs.twimg.com/media/C0w8zq9VQAE1gEz.jpg
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【各地の震度 2016年12月28日】
震度6弱：
［茨城県］高萩市下手綱

https://t.co/6n2VQC3xgj

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【東北新幹線 運転再開】
JR東日本によりますと、東北新幹線は安全を確認するため大宮と仙台の間の上下線で
一時、運転を見合わせましたが、午後9時47分に運転を再開しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【原発関連 2016年12月28日 21:55】

https://pbs.twimg.com/media/C0w8zq9VQAE1gEz.jpg
https://t.co/6n2VQC3xgj


東京電力によりますと、福島第一原子力発電所と福島第二原子力発電所では、さきほ

どの地震による影響がないか確認を進めているということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【常磐道 一部で通行止め】
日本道路交通情報センターによりますと、茨城県で震度6弱を観測した地震で、高速道
路の常磐道で茨城県の日立南太田インターチェンジと福島県のいわき勿来インターチ

ェンジの間で上下線とも通行止めになっています。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【緊急地震速報 最終報 2016年12月28日 21:54】21時53分頃、茨城県北部を震源とす
る地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.7、最大震度4と推定さ
れています。詳しい情報が入り次第お伝えします。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【原発関連 2016年12月28日 21:53】
東北電力によりますと、宮城県の女川原子力発電所は、今のところ地震による設備へ

の影響はないということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【原発関連 2016年12月28日 21:52】
茨城県防災危機管理課によりますと、震度4を観測した東海村にある運転停止中の東海
第二原子力発電所を含め、県内の原子力施設から異常があったという報告はないとい

うことです。モニタリングポストの値にも変化はないということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【茨城県で震度６弱】（続き）

各地の震度は、震度6弱が茨城県高萩市、震度5強が茨城県日立市、震度5弱が茨城県常
陸太田市です。このほか、宮城県や福島県、茨城県など、東北や関東の広い範囲で震

度4が観測されました。
（2016年12月28日 21:48 NHK）
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【茨城県で震度６弱】

12月28日午後9時38分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありま
せん。震源地は茨城県北部で震源の深さは10km、地震の規模を示すマグニチュード
は6.3と推定されます。



特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【震度・震源速報 2016年12月28日】
28日21時38分頃、茨城県北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、
地震の規模はM6.3と推定されています。この地震による津波の心配はありません。
https://t.co/5pRdrqp8Oq

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【地震 21:38】
［震度６弱］茨城北部

［震度４］宮城南部、福島中通り、福島浜通り、茨城南部、栃木北部、栃木南部、埼

玉北部、埼玉南部、千葉北西部

［震度３］宮城北部、宮城中部、山形村山地方、山形置賜地方、会津、群馬北部、群

馬南部、千葉北東部、東京２３区、東京多摩東部、神奈川…

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【緊急地震速報 最終報 2016年12月28日 21:39】21時38分頃、茨城県北部を震源とす
る地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM6.1、最大震度5強と推定
されています。詳しい情報が入り次第お伝えします。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【緊急地震速報 2016年12月28日 21:39】21時38分頃、茨城県北部を震源とする地震が
ありました。地震の規模はM5.5、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。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
《緊急地震速報（気象庁発表）》

茨城県で地震　強い揺れに警戒

〈強い揺れが予想される地域〉

茨城　福島　栃木

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
緊急地震速報です。

強い揺れが来るまで、わずかな時間しかありません。

https://t.co/5pRdrqp8Oq


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 · 10時間10時間前 
【停電情報 2016年12月28日 21:22】
東京電力停電情報によりますと、神奈川県 横浜市都筑区の約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 · 15時間15時間前 
【京浜東北根岸線 運転再開 2016年12月28日 16:23】
田端駅で救護活動を行った影響で、大宮方面行の運転を見合わせていましたが、

16:12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。

ホワイトフード @whitefood1 · 18時間18時間前 
12月28日12時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が48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/C0u5cPHUkAAznKN.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【山手線 運転再開 2016年12月28日 11:05】
代々木—新宿駅間で発生した人身事故の影響で、外回りの運転を見合わせていまし

たが、10:55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 
【中央総武線(各停) 運転再開 2016年12月28日 10:59】
山手線内で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、10:50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 · 21時間21時間前 
【停電情報 2016年12月28日 10:02】
東京電力停電情報によりますと、栃木県 日光市の約50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 · 22時間22時間前 
【停電情報 2016年12月28日 9:02】

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0u5cPHUkAAznKN.jpg


東京電力停電情報によりますと、栃木県 日光市の約200軒で停電が発生しているという
ことです。

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
12月28日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯
します。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/C0t9kRVUcAQ7Rrq.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 12月27日 
12月28日6時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が1643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/C0tm4kBUUAA3bVG.jpg

＞特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【ひたちなか海浜鉄道湊線 運転見合わせ 2016年12月28日 22:01】
　　↑

参照：http://85358.diarynote.jp/201608111645439068/
「予言の書」「警告のメッセージ」

2016年8月11日 リステラス星圏史略　（創作） 
　　↑

http://85358.diarynote.jp/201608111609131887/
「青い鈴の花の草原」　（ｺｸﾖ ｹｰ60 20x20）
 

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/C0t9kRVUcAQ7Rrq.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0tm4kBUUAA3bVG.jpg
http://85358.diarynote.jp/201608111645439068/
http://85358.diarynote.jp/201608111609131887/


（12月29日）　エロ大全開でノロケ？（言い訳？申し開き？？）を語る杉谷好一氏（
⇒なかのひとエルさん？）…という厄介な悪夢？（淫夢か？？）

https://85358.diarynote.jp/201612291801184947/

（Ｐ．３５２．〜Ｐ．３５５。）　（ Ver. Ｂ ）

2016年12月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　

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

おばんです？

１７：２９。

洗濯して洗髪して入浴してご飯食べて昼寝して♪

エロ大全開でノロケ？（言い訳？申し開き？？）を語る杉谷好一氏（⇒なかのひとエルさん？）

…という厄介な悪夢？（淫夢か？？）に襲われて、苦笑しながら起床して、

なんちゃって大？床掃除と手抜き雪かきして、洗濯物をストーブ前に展開して…

この時間。（＾＾；）

ちなみに。…言っちゃっても、いい death かぁ〜？？

⇒画像の「赤丸」の位置と大きさ、

「そのまんまグリーンフォグ（緑霧）湾」。

…なんですけどォ〜…？？？

（つまりあいつらはそれと知らずに？相模湾をナナメに横断して三浦半島をひとまたぎに跳び

越え、右側に何も見えない＝千葉県全域ほぼ水没後の＝東京湾を北上し…つつ、バトるってる…
最中★）

https://www.youtube.com/watch?v=AFa1-kciCb4

https://85358.diarynote.jp/201612291801184947/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612291801184947/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161229/85358_201612291801184947_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mLXQltR7vUQ
https://www.youtube.com/watch?v=AFa1-kciCb4


The good the bad and the ugly - The best theme tune ever 
　　↑

（悠宙舞さん自動推奨…ぉぉ（＠＠）実にピッタリ…☆）

　好でさえ水先案内人なしじゃ考えこんじまって……あれ？　ないな。

「　いい考えだ…」

　とかニタリ笑っちゃって、ば、馬鹿っっ!!

　１８０° 回頭しちゃって、どうしよーってェんだよっ！

　皇国軍をオデムカエいたしましちゃうつもりかよ〜〜〜っっ？？

「どうせ他人の船だ。このさい華々しく散ってやろうじゃないか。」

「杉谷さんっ!?」

　マジな顔して冗談すなって云うの。あ”〜〜〜★

　ヤニさんが、とり澄ました猫がいきなり足元をさらわれたような表情を、した。

　好のアホはさらに急加速なんて真似をしてみたりして…

「　お、ラム戦やれるっ！　ラム戦っ！」

　えぇいっ。栗原お子様ランチ坊やはまたも気楽に判らない会話をっっ!!

　……　……　……

「…………若旦那がた…………」

　…ぅあっ。いいっ！



　ヤニさんのその微妙な顔、思わず可愛かったりなんかしたりしてっ！

　…不気味に好が二カッと嗤った。

「…………そこどいて貰えませんかね青二才。

　メインシートはあたしの席なんですよ。」

　…あ〜もう絶世の美女に脅迫かけるなんざこ奴らに良識ってもんはないのかっ

　これはおあとが恐ろしいだろなー、と俺が１人で冷や汗タラタラ、好はニタニタ、

ヤニさんと席、交代して。

　…と、見るや、つねひごろ普段はいつでも運動神経なんて奈辺にあるんですかっ、
というひろと先輩が、とても絶対に信じられないエンタープライズの「ワープ７」的

超速度で動いて…

　好が改めて座ろうとしていたコ・パイ・シートを乗っ取ってしまった。

　ひええぃっ！

　背中向きで顔が見られなかったのが残念。

　ヤニさんがあからさまにザマーミロ♪ てェな声で、

「１８０° 転進。とりあえず地下都市に向かいますョ。」

　と、言った。

　追いつ追われつコーコクグンさんと MISS-SHOT 号のエンジンさんとは実力伯仲、
おぉ宿命のライバル！の世界。



　で、せめて敵のレーダーから姿くらまして時間かせぐために海面上５ｍまで小度を

下げたんだけども……

　揺れるんだよね、これが。

「　おじーさんっ！　起きてきちゃだめよ、こんな時にっ！」

　また傷口が開いちゃうとユミちゃんが悲鳴をあげた。

　御老体＝バヌマさん、あいつぐ回頭や舌を噛めちゃいそうな激震に異常を感じ取

って、出て来てしまったらしい。重傷をおして。

　ゆかり姫が例の調子で寝ていて下さいと説得するんだけど頑として動かない。

　それもしんねりむっつりおし黙ったまンまで。

　…暗いね〜…

　仕方がないので居間にあるうち１番大きくて丈夫なイスにとりあえず座って貰って

、右左に船体がかしぐなかで俺、その椅子を支え。

　ユミちゃんが包帯の具合を調べ直す暇に栗原が応急工具持って来て床にイスを固定

さしてくれた。

　降下後、ヤニさん勝手に転針。

　機嫌が相当悪そうなのであえて何処へ行くのかとは誰も尋ねない。

　レーダー・レンジからちょっとの間、俺たちのもとの進路を追尾し続けていたらし

いパトカー集団の影が外れて下さっていた。

　が、やがて散開して有視界航法で我々を発見しようというのか、（海面上５ｍとい

うのは波頭が邪魔になって普通のレーダーでは役に立たない…常識だね。）

　各機がぐんと絶対高度を引き上げるのが計器盤上に表われた。

　場所は海。



　太平洋上の見渡すかぎり「これも海か！」…の世界なんだなこれが。

https://www.youtube.com/watch?v=CpZjvbSC9_M
(STEREO) A Fistful Of Dollars by Ennio Morricone 
　↑

お♪　！（＠◇＠）！

タイトル判らなくて探してた曲だ♪　やった〜！（＾＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=AFtmdorQG-U
ENNIO MORRICONE -"Sixty Seconds To What?" (1965) 

（※欄外カキコミ）

　ずだだだだだだっっ

　と、地獄の底のカマのドン底の焦げついたスミの黒さのよーに俺は居間まっ暗い。

　…清のウラ半島、おあとにまわすこと。

https://www.youtube.com/watch?v=FyDNr1sfj3w
Ennio Morricone 

https://www.youtube.com/watch?v=CpZjvbSC9_M
https://www.youtube.com/watch?v=AFtmdorQG-U
https://www.youtube.com/watch?v=FyDNr1sfj3w


ぅわ〜い♪　！（＾＾）！

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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（12月29日）　公文書にHG創英角ポップ体を使う防衛省とかいう役所があるらしい。

https://85358.diarynote.jp/201612291842172799/

（Ｐ．３７２〜Ｐ．３７５。）　（ 続・Ver. Ｂ ）

2016年12月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

 
https://www.youtube.com/watch?v=bh5h1p_Iwh8
Ennio Morricone - Morricone Western (Official Soundtrack Collection) 

の騒ぎもどこ吹く風とコックピットでは戦闘続行。

　好はあい変わらず面白くもなさそォな顔して突っ立って、何がやりたいんだか。

　栗原がさっきまで俺の居た場所を乗っ取っちまってる。

　何やら複雑怪奇骨折なデータにあわせてひろと先輩コース算出。

　ヤニさん運転手。

「お、応戦しようぜぇっ。な、やろォよォ」

「だーらこのグリーンフォグ（緑霧）の中じゃ対敵レーダーがパープーんなんだよっ

」

「舌噛みますよ若旦那がた！」

　敵さんはもう大分近づいて来てるらしい

https://85358.diarynote.jp/201612291842172799/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612291842172799/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161229/85358_201612291842172799_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161229/85358_201612291842172799_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161229/85358_201612291842172799_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bh5h1p_Iwh8


　ミサイルの衝撃に加えて熱線砲やらなんやらの光までがスクリーンに映るように

なる。

　ガラガッチャン。

　台所で固定のゆるんだナベカマが転げ落ちる音。

「　…ふぃぎゃーーーー！！」

　悲鳴をあげたのは俺じゃない。カミナリ大嫌い人間の栗原。

「るせぇぞっ！」

　好がなぜか俺のことを睨めつける。

　ふん。

　シュッとか音がして境のエアロックが閉まってしまった。

　こっち側に俺と栗原。女の子が２人。バヌマさんと、俺の手の中の赤ん坊。

　ぐぃっ、と、信じられない程の横Ｇが唐突にかかった！

　続けて襲ってくる無茶苦茶な激震…

「きゃああっ！」

「うわっっ★」

　ユミちゃんと栗原の悲鳴聞きながらあっさりと気絶した俺をどうかだらしないとは

云わんといて下さい。

　これでも赤ん坊と、バランス崩したゆかり姫まで咄嗟に受けとめるので手一杯で…

　単に自分の後頭部にまで気がまわらなかっただけじゃないかよ好っっ!!

　ユミちゃんに 実に優しく 叩き起こして貰うとそこは見知らぬ倉庫の中だった。

「…SHOT の"火喰い竜" 、ヤニ・シュゼンジシブ・シュゼンジシカかぃ。わけ（事情
）を尋くまでもねェ、スターエアでの騒ぎの事ァさっそく耳にへぇってるってもんだ

。

　さすが生粋の宇宙の女はやる事のケタが違うってェんで、わっしら地上の密輸屋仲



間でも大した話の種よ。」

「　恐れ入ります親分さん。あたしみたいな一匹狼にゃもったいないお言葉ですサ」

「まだまだ誉めたりねェよ。…だがな。」

　船の陰でその野太い声は、だがそれでも俺たちをかくまってくれるわけにはいかね

ェんだと、言った。

　ここは皇国軍が法律や議会機構をも越えて全てを支配する国。

　いっかなアウトロウ（無法者）と云えども力の掟をは、無視するわけにいかない。

「ブツ（船）に関しちゃあ、わっしらもプロだ。どうとでも擬装して、誤魔化しても

やろうし、後からおまえさんんお言う通りの場所にはこんで（密輸）もやれるんだが

…

　人間は、なァ…」

　後から聞いた話、 "反皇勢力には力は貸さない" て暗黙の了解のもとで、ここの親分
さんと皇国軍の上層部との密約は保たれているんだそう。

「船だけでも確保しといて貰えれば十分だ。オレ達は、自力で逃げる。」

　やけに重々しく好が言った。

「　………　すまねェな。」

「そんな、親分さん、どうか手を上げて下さいよ。親分さんには手下の面倒のことも

御在ましょうし、本来、あたしども、門前払いを喰わされたって逆恨みもできゃしま

せん所を、パトロールをまくのにまで助っ人を出していただきまして、本当に、…　
」

「それぐれェの事しか今じゃできやしねえのよ。わっしらが、このあたりで真に "無
法者" として威勢を張っていられたのも、もうずぅっとせん（昔）の話だ。

　もはや皇国軍の畜生どもに手足切られたも同じでな。……無様な話よ。」

「親分さん。」

「世間話は後だ、ヤニ。栗原、クォクを引き出せ。」



＞ユミちゃんに 実に優しく 叩き起こして貰うと
　↑

（ユミちゃんとて 好の妹 なのです。）という注釈が書き込んである…ｗ

（ちなみに「杉谷 優実（ゆみ）子」サンです…☆

（参照したければ資料ォ…★）
　↓

昭和おやじ 【打倒安倍政権】 @syouwaoyaji · 18時間18時間前

日本の大学は二度と軍事目的研究はしないと誓った先人達の想いは、安倍により無惨

にも踏み躙られた！！

防衛省の研究助成費、６億円→１１０億円

来年度予算案

http://www.asahi.com/articles/ASJDW5WV0JDWULBJ00R.html …

防衛省� 認証済みアカウント � @bouei_saigai · 12月28日

【HP更新情報】防衛省ホームページのキッズサイト内にあるカレンダー（壁紙用）を
更新しました。１月はOH-6D観測ヘリコプターです。
http://www.mod.go.jp/j/kids/equipment/wallpaper.html …
https://pbs.twimg.com/media/C0wNE_8UAAATifG.jpg

Yahoo!ニュース� 認証済みアカウント � @YahooNewsTopics · 12月28日

【米ファンドが日立工機買収へ】日立製作所が売却交渉を進めている日立工機をめ

ぐり、米投資ファンドのKKRが買収へ。買収額は1500億円を超える見通し。 

澤田愛子 @aiko33151709 · 12月27日

もう一度言います。防衛省軍事研究助成が去年の6億円から一気に110億円に増額で
すよ！これは安倍政権の戦争準備資金以外の何でしょうか。私もかつて大学人でした

ので、大学の研究者達に言いたい。このような研究資金は拒否してほしい。あなた方

が立ち上がれば政権は軍事研究などできないからです。

和田　政宗� 認証済みアカウント � @wadamasamune · 12月26日

オスプレイを事故から6日で飛ばさざるを得なかったのは、中国による脅威に対応する
ため。中国空母の太平洋への展開、宮古島への中国ヘリの接近は、尖閣奪取の予行演

習とも言える行為だ。

何としても国土を守り抜かなくてはならぬ。

http://www.asahi.com/articles/ASJDW5WV0JDWULBJ00R.html
http://www.mod.go.jp/j/kids/equipment/wallpaper.html
https://pbs.twimg.com/media/C0wNE_8UAAATifG.jpg


佐藤正久� 認証済みアカウント � @SatoMasahisa · 12月26日

【中山石垣市長、自衛隊の石垣島配備受け入れ表明】

今朝、１０時の記者会見で、防衛省が要望していた自衛隊の石垣島配備受け入れを表

明した。これで与那国島、奄美大島、宮古島に続いて石垣島にも陸自部隊が配備され

ることになり、幾分、陸自の空白地帯であった南西諸島防衛態勢強化が一歩前進する

盛田隆二 �新刊『蜜と唾』（光文社） @product1954 · 12月24日

内戦が勃発し、大量虐殺が危惧される南スーダンにおいて、自衛隊のPKOが「派遣要
件を満たしていない」のは明白。

追い詰められた防衛省は、証拠となる「日報」を廃棄する暴挙に出た。

1933年、日本は国連を脱退し、戦争に突入したが、内部資料を大量破棄した当時の日
本軍と瓜二つではないか。 
https://pbs.twimg.com/media/C0Z87V8VIAAT_Qw.jpg

ぐり@関賢太郎 @gripen_ng · 12月23日

新潟県糸魚川市における火災に係る災害派遣について（最終報）

http://www.mod.go.jp/j/press/news/2016/12/23b.pdf …

公文書にHG創英角ポップ体を使う防衛省とかいう役所があるらしい。
https://pbs.twimg.com/media/C0XAoqNUsAIRB75.jpg

乱調 @rantyo3141 · 12月19日

防衛省幹部は、普天間飛行場から複数のオスプレイが飛び立ったと聞くと、「伊江島

に駐機している機体から飛ばすと思っていた」と驚いた様子。別の幹部「時間をかけ

て飛行再開したところで批判は免れない」「いつやっても変わらないのなら、運用に

大きな支障が出る前に、と飛行再開を急いだのだろう」

こいで孝 @dQnarayoshinoQb · 12月19日

《こんなところに『年金』か？！無茶苦茶なアベポチ》東京新聞:軍事研究助成１８倍
　概算要求６億→１１０億円　防衛省、産学応募増狙う:政治(TOKYO Web) 

マークん @marktrumpet · 12月19日

東京新聞:大学と軍事研究　科学者は人類を愛せ:社説・コラム(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016121902000123.html …

戦争の反省から日本学術会議は二度も「軍事研究には協力しない」という決議をした

。だが今、防衛省の豊富な予算を前に、方針が揺らいでいる。

望月衣塑子 @ISOKO_MOCHIZUKI · 12月13日

12月11日の朝日新聞の名古屋社会面で、防衛省の助成金についてノーベル賞の益川敏
英さん「研究費が減る中、研究者は防衛省の資金も背に腹は変えられないと言うかも

だが、立ち止まって欲しい。資金を一度受け取れば、その研究者は直接的に軍事研究

https://pbs.twimg.com/media/C0Z87V8VIAAT_Qw.jpg
http://www.mod.go.jp/j/press/news/2016/12/23b.pdf
https://pbs.twimg.com/media/C0XAoqNUsAIRB75.jpg
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016121902000123.html


に繋がるテーマに一本釣りされ、深みにはまる」

望月衣塑子 @ISOKO_MOCHIZUKI · 11月6日

週間金曜日で「 #武器輸出 大国ニッポンでいいのか」(あけび書房）を取り上げて頂き
ました！有難うございます！編集部の #伊田浩之 さん「防衛省は概算要求で軍事研究
の助成金を今年の18倍の110倍とした。日本が、死の商人国家に堕落するかどうかの
岐路。まだ間に合う」

＞公文書にHG創英角ポップ体を使う防衛省とかいう役所があるらしい
　　　　　　　　　↑

ツッコミが鋭いなｗｗｗ

参照：　http://booklog.jp/item/1/4041879949
『プロメテウスの乙女』赤川次郎ベストセレクション〈5〉 (角川文庫)

Dyq Dollarさんのレビュー 
2015年8月31日

"急速に軍国化する日本を止めるべく、三人のテロリストが首相暗殺を謀る物語。"
今の日本のことを言われているようで、どきりとする。こんな社会にはなって欲しく

ない。絶対に阻止する必要がある。

ニャ〜さんのレビュー 
2015年7月2日

「国家は急にはおかしくならない。まだこれくらい大丈夫と思わせながら少しずつ、

少しずつ間違った方向に向かっていく」「日本人は一度決まってしまうと順応する」

というような記述があったが、まさにその通りだ。そうして70年前、戦争へと進ん
でいったのだろう。

社会風刺がこれでもかというほど効いた、重く哀しく救いがないサスペンス。ただ、

プロメテウスの存在がどことなく漫画的なのが赤川次郎さんらしい。確かにあり得な

い社会だと思うし、さすがにこんな世の中にはならないと思う突拍子もない設定では

あるが、だからこそところどころにある真理をつく言葉ににはっとさせられる。

80年代の本だが、今読んでも面白かった。今の日本の状況と重ねて読んでしまう。

　↑

けっこう影響を受けた一冊…。

＞さすがにこんな世の中にはならないと思う突拍子もない設定

…ｗ（－－；）ｗ　呑気すぎる…!!★

http://booklog.jp/item/1/4041879949


情景師アラーキー/荒木さとし @arakichi1969 · 12月24日 
【欲しいガジェット】

日立工機 『充電式 コードレスラジオ』
主に工事現場などで使うことを想定した耐久デザインがカッコイイ！Bluetooth機能搭
載なのでスマホを併用したスピーカーとしても最適！

お願い、サンタさん!!
https://www.amazon.co.jp/dp/B00S0QAV0A?tag=arakichi2002-
22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=B00S0QAV0A&adid=160AKMG9D0MBC825BEX8&
…
https://twitter.com/arakichi1969/status/812608509112041473

　↑

…このカラーリングはエヴァ意識と見た…ｗｗｗ

（…ちょっと欲しい…ｗｗｗ）

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月29日18:44
　

…あ〜？？

コレ（最初期型の１つ）の前半部分（の没原稿）は、ドコ逝った…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月29日18:58
　

あったあった★

夕飯たべてから入れる〜☆

　

 

https://www.amazon.co.jp/dp/B00S0QAV0A?tag=arakichi2002-22&camp=243&creative=1615&linkCode=as1&creativeASIN=B00S0QAV0A&adid=160AKMG9D0MBC825BEX8&
https://twitter.com/arakichi1969/status/812608509112041473
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（12月29日）

https://85358.diarynote.jp/201612292016239490/

（Ｐ．３７４〜Ｐ．３７９。）　（ 続・Ver. Ｂ ）

2016年12月29日 リステラス星圏史略　（創作）

　逃げて逃げて…

　その、派手なペイントと外大気圏船であるという理由からあまりにも目立ちすぎる

MISS-SHOT 号は、めまぐるしい移動また逃亡のさなかに地上の密輸人…ヤニさんの同
業者たち…の手にゆだねられて行った。

　これまた地球では珍しすぎるクォクと共に。

　逃げて逃げて…

　だから俺たちは一般の乗り合い空中車や無断レンタ（拝借）・カーを使う以外、殆

どかち（徒歩）の旅になっちまったって事なんだ、一時的に。

　船と一緒に運ばれて行ければそれこそ楽なんだろうけど、あいにくと、人は扱わ

ない。

　ましてや「おかみにたてつくやつら」（反皇勢力）には力を貸しちゃいけない、て

のがその皇国軍の暗黙のうちに闇を跳びまわる連中の不文律だそうな。

　姫は正義のためにはどうのこうのとひとしきり憤っていたけれど…

　 "本土" における皇国軍の威力が予想以上にそこまで… "無法者" であるところの彼ら
でさえ、力の掟には従わねばならないほどの…強力なものであるならば、ヤニさんの
友人たちに身の危険を冒してくれとまで頼むわけにもいかない。

　逃げて逃げて…

　んで。

https://85358.diarynote.jp/201612292016239490/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


　ここは花のお江戸は東京、でかつてあったところの、地下都市の内部なのだ。

　時代錯誤の話で申し訳ないが、１度でも某国鉄Ｙ線東京駅、で電車を待ち合わせた

覚えのある人なら判ってくれるだろうと思う…

　あの、地下４階なぞという深層部の、昏さ。

　うっうっうっ。

　《ナルニア…》で地底世界におりて行く話を読んじまった時にも１晩眠れなかった
もんだけど、怖いんですよー、本当に、 "空" のない世界、天井が重くのしかかってく
る世界ってぇのは…

　…う〜〜〜。苦手だ。

　人間の住む世界じゃないっ

　皇国軍は、しつこかった。

　こちとらアルキング（walking）なんてカーチェイスにもなりゃしない。

　MISS-SHOT やクォクと別れた段階で追手もまけたようだと思いきや、あちらさんも
本場だけあってスターエア（方面軍）ほどバカじゃない。

　すぐにも追跡陣を市中パトロール側に切り換えてくれちゃって、ここにあの楠木女

史がいりゃあ、

「しつこいおっさんはモテないよっ！」

　くらい、云ってくれちゃいそうだ。

　どうしよう。

　どうしたら。



　…なんて、俺がない知恵しぼる必要もないんだけどね。

　ともあれ密輸商・故買人やらそのお仲間の、もっといかがわしいプロたちが巣喰う

らしい裏通りの一角をくぐり抜け、しっかり軍令部の波調にあわせたラジオ小脇に相

手方の動行ききながらも、好お得意の "情報集め" さえする暇のなかった未知の市街地
、を、俺たちはさ迷い始めた。

　上を見ればはるか彼方に天井。

　鈍く、光る、金属。

　そこまでは町の灯りも届かない。地底の、絶対的暗黒が、不自然な人間のテリトリ

ー（領域）を犯し、その存在を否定しようと試みているかのような、薄闇…

　そして町は気だるい午後だった。

「　割合に…　風俗が乱れている時代のようですわね。」

「そ？　俺たちの時代だってこんなもんじゃん。」

「Ｏ市は田舎だもん。」

「お、腹減らないか、杉谷」

「そーいやァ、ゆかり、サンドイッチ作ってたろ、どうした？」

「潰れましたわ、尋人さん。」

「ぐげ。」

「あすこにメシ屋あるぜー」

「…よくこの非常時に食欲湧かせられんなおまえは★」



「へらねぇの磯原?!　朝も喰ってないんだぜ?!」

「…また、胃痛？　薬あげましょうか清クン。」

「平気だけど…」

　俺は単に環境の激変とか周囲の神経のズ太さについて行けんだけなの★

「でも、本当に、２食抜きってのは体に良くないと思うわお兄ちゃん。赤ちゃんのミ

ルクと、バヌマさんの包帯のこともあるし…」

「金は、通用するのかヤニ？」

「…一応は、ねェ。同じ通貨ですサ。カードにしなかったのは正解だし、貨幣のナ
ンバー、いちいち記録しとくスターエア税関でもないでしょうし、」

「この状態で、全員が人の中に長時間居座る、というのは危険すぎますわね。あた

くし、買ってまいります。」

　磯原さんついていらしての声に俺は赤ちゃんユミちゃんに返して、へーへー荷物持

ちでごぜえますだよマダム（奥様）。

「どう思います？」

　百貨自販店みたいな所でメニューを選びながら姫が呟いた。

　へ？

「…１０日、経ちましたわ。正行さんのまの字も把めないままで…」

「　姫。」

　一瞬、つきつめて見えた表情はすぐに和んだ。

　人当たりのいい笑顔。

「ごめんなさい。これだけあれば十分だと思いますわ。予想より安く済みました



わね。」

　…少し、痩せたね…

「そっちも持つよ、姫。」

「御存知でしょ？　これでも腕力はあるほうですのよ。」

　人造土壌の敷いてある、公園の片隅で食事。

＞某国鉄Ｙ線東京駅

…「国鉄」…!!

（ちなみにＹ線は「ヤマノテ」線じゃなくて、うちらヨコハマ買い出し奇行…もとい、横浜南部
辺境（通称チベット地区）住民御用達の、「ヨコスカ」線ホームの話です…ｗ）



（12月29日）

https://85358.diarynote.jp/201612292053553161/

（Ｐ．３８６〜Ｐ．３８７。）　（ 続・Ver. Ｂ ）

2016年12月29日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=-S7YW0FLRhs
Ennio Morricone - Best tracks from The Good, the Bad and the Ugly Official Soundtrack 

「こっちだ。この道をずっと行った所に５００ｍ程で小さな点検灯がある。そいつを

右にずらせ。」

「おじいさんは？」

「これを借りるぞ。」

　追って来ようとしてるんだよね、皇国軍が。

「１人じゃ無茶だよっ！　姫、この子頼む。先に行ってて」

「そんな、あたくしも…」

「抱いてちゃ撃てないよ。それよか退路、確保しといて」

　大きい方の銃はバヌマさんに取られちゃったから小型の衝撃銃。

　たださえ当らんってのにこんなヌルヌル足場で切迫した状況で…

　れ、当たった。なんでや。

　とにかく、走る。

https://85358.diarynote.jp/201612292053553161/
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　撃っては、走る。

　俺とバヌマさん、交互に援護射撃しあって。

「　早く!!」

　通路が湾曲しているあたりまで来ると姫が激しく呼んでいた。

　向う側に光…　どうやら反対側に出るらしい。

「バヌマさん、おっしゃってらした点検灯というのは、これですわね？　一応あちら

の格子にも、壊れるように仕掛けをしておきましたわ。」

「さぁすが姫。」

「どうも。」

｛　反撃が止まったぞ、行けぇっ！　｝

　皇国軍指揮官さんがカーブの向う側で律気に騒いでいる。

　と、反対側で、小爆発。

　くだんの出口の鉄格子が音たてて崩れる。

「……行くぞ。」

　バシャバシャと浅い廃水路を踏み越えて、バヌマさんが "点検灯" に手を伸ばした。



（12月29日）　何の検閲…？？？

https://85358.diarynote.jp/201612292100216311/

「９．レジスタンスというものは。」　（Ｐ．３９１。）　（ 続
・Ver. Ｂ ）

2016年12月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

「へー。ふーん。そーぅお。」

　……かなり、馬鹿にされている気がする。

「　そーれでえ？　まさか信じると思ってんわけじゃないでしょお。」

　完全に馬鹿にされている。

「　んな事いったってこれが事実なンだからしょーもないでしょーが。」

　説明係は俺自身。ゆかり姫は隣で赤ちゃん抱いて少し漠とした表情で。

　く、昏いぜっ！

　なにはともあれバヌマさんは傷の治療を受けているんだから、そう悪い待遇とも言

えなかった。

んで〜（〜”〜；）？

https://85358.diarynote.jp/201612292100216311/
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よりによってこのページが「不正サイト扱いされていて読めない」のは…

何の検閲…？？？

http://booklog.jp/item/1/4041879949
プロメテウスの乙女—赤川次郎ベストセレクション〈5〉 (角川文庫)
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月29日21:02
　

…う〜んまだまだいっぱいあるある発掘大事典…

…＜（－－；）＞…★

飽きたｗ

 

http://booklog.jp/item/1/4041879949
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（12月30日）

https://85358.diarynote.jp/201612300734298069/

【 北海道 ０．０６８ μ 】／札幌マイナス３℃。

2016年12月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=4iGzQ5jxAPw
「みんながみんな英雄」 フルver. /AI【公式】 

おはようございます。０７：０７でした。

０６時に起きて台所の片づけ（※まずカタヅケないと掃除ができない…）
してたらあんがい手間取ってしまって、この時間。（＾＾；）

「年末３連休」の最終日。

予定は大？掃除のマネゴトの続きと、

そろそろ飽きてきた（＾＾；）

発掘原稿との格闘…（＾＾；）ｗ…★

札幌はマイナス３℃。無風。静穏。

https://85358.diarynote.jp/201612300734298069/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612300734298069/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161230/85358_201612300734298069_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161230/85358_201612300734298069_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161230/85358_201612300734298069_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4iGzQ5jxAPw


さて…？

https://www.youtube.com/watch?v=1Fv3uZoB6c8
徳島第九フラッシュモブ

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

01:00 0.022 0.022 0.022 6 
02:00 0.023 0.022 0.022 6 
03:00 0.025 0.024 0.025 6 
04:00 0.024 0.023 0.023 6 
05:00 0.023 0.022 0.022 6 
06:00

…なべてＪＯはこともなし…♪

地震マップ @eq_map · 51分51分前 
【M3.4】網走地方 深さ242.7km 2016/12/30 06:47:01

★地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M3.2】浦河南方沖 深さ66.0km 2016/12/30 06:09:46

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.9】青森県西方沖 深さ179.4km 2016/12/30 00:50:35

★地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.8】苫小牧南方沖 深さ108.8km 2016/12/29 20:33:55

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.5】日高地方 深さ37.8km 2016/12/29 18:14:34

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
12月29日8時31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/C0zOV2QUcAE3scI.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=1Fv3uZoB6c8
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0zOV2QUcAE3scI.jpg


ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
12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/C0zHJleUcAAHRiM.jpg

震マップ @eq_map · 12月28日 
【M2.5】胆振地方 深さ141.2km 2016/12/29 06:51:59

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月30日9:37
　

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 

諸物の多様さと混乱のうちにではなく、

つねに単純さのうちに真理は見出される。

　

アイザック・ニュートン

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月31日7:06
　

2016年12月30日（金）【前日】
01:00 0.022 0.022 0.022 6 
02:00 0.023 0.022 0.022 6 
03:00 0.025 0.024 0.025 6 

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/C0zHJleUcAAHRiM.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


04:00 0.024 0.023 0.023 6 
05:00 0.023 0.022 0.022 6 
06:00 0.022 0.022 0.022 6 
07:00 0.022 0.022 0.022 6 
08:00 0.022 0.021 0.022 6 
09:00 0.022 0.021 0.022 6 
10:00 0.022 0.021 0.022 6 
11:00 0.021 0.021 0.021 6 
12:00 0.022 0.021 0.022 6 
13:00 0.022 0.021 0.022 6 
14:00 0.022 0.021 0.021 6 
15:00 0.022 0.021 0.022 6 
16:00 0.023 0.021 0.022 6 
17:00 0.022 0.022 0.022 6 
18:00 0.023 0.022 0.022 6 
19:00 0.022 0.022 0.022 6 
20:00 0.022 0.022 0.022 6 
21:00 0.022 0.021 0.022 6 
22:00 0.024 0.022 0.022 6 
23:00 0.028 0.025 0.027 6 
24:00 0.027 0.026 0.027 6
 



（12月30日）

https://85358.diarynote.jp/201612301513182492/

【 没原稿：Ａ 】　「無言の下駄箱争奪戦」…杉谷好一の場合
…（『俺と好』番外編）

2016年12月30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。やるか…。

https://www.youtube.com/watch?v=L_ODGObbrJc
旅人／ケツメイシ 

http://p.booklog.jp/book/109989/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

5-2-4-1　「無言の下駄箱争奪戦」 
　↑

これに追加しますた☆

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

【 没原稿 】（『俺と好』番外編）

「無言の下駄箱争奪戦」…杉谷好一の場合…

　あさ（４時限目）に学校へ行った。既に勝手知ったる校舎内の、昇降口で１－Ｂ

のおれの下駄箱を開けると奈辺かの馬鹿の上履きが入っている。床に放り捨てて自分

の靴を仕舞った。初登校…他の奴等から見れば新高校生活始まった７日目にあたる日
の事だった。

https://85358.diarynote.jp/201612301513182492/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/440350003X/
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
https://www.youtube.com/watch?v=L_ODGObbrJc
file:///tmp/puboo/127083/452463/book/109989/read
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


　教室に居座る。数Ｉの時間に木内が、（お、）という顔をしたが、なにも学校へ来

てまで教師と口を利く必要性もない。互いに無視して済ました。

　温和しく６時限まで椅子を陣取って帰ろうとすると、靴がきちんと揃えられて棚の

上に載せてある。おれの下駄箱に凝りもせず馬鹿の靴が淹れてあるのを見て腹が立

った。手近の塵芥箱にブチ込んでやると背後でけたたましい抗議の声。黙殺して帰っ

たが馬鹿の正体は十分知れた。

　あのチビだろう。他市からの転入生で、西アジア方面とのハーフかも知れない。

　ハーフ（混血児）。それに５日前は真っ昼間っからＳ中とは正反対の街中を歩いて

いやがったから、少しは骨のある奴かと期待はしてたんだが…まるっきりのガキで〈
いい子〉だった。５日前はおそらく素直に迷子にでもなっていたのだろう。見る処も

ない奴だ。

　背後でなおも喚き続けている身の程知らずへ、袖を引いてちょっとちょっとと御忠

告に及ぶ猿どももまた、このクラスにもいるもののようだった。

　あいつは小学校の時にもう２人殺しちまってる人殺しで、それで居られなくてアメ

リカ（外国）に逃げていて、帰ってきても去年１年は学校へも行かずに遊び歩いてい

た奴で。とにかくフリョウなんだから逆らわずにおいた方が安全だよとかなんとか。

　バカヤロウ。情報屋を気取るんならデータくらい正確に仕入れとけ。おれがあの男

どもを殺ったのは就学年齢以前だぞ…ああ。

　でも、とかだって、という不満げな声はなおもしつこく、そこへきゃあ本当なの恐

い〜！と女どものワンパターンな騒ぎが加わってゆく様子だったが　

　聞きつけた女どものきゃあ本当なの恐い〜！というワンパターンの騒ぎが加わるな

かでなおも、でも、だってとバカの不満げな声はしつこく続いていたが…

　明日には、あきらめるだろう、我が身可愛さに。右端上から２段目＝おれのと決め

ている昔からの位置を、おまえも気に入っていたというのが不運だったのだ。

　あきらめるだろう。逆らえば、おれに何をされるか、判ったものではないのだから

。



　そう、考えたおれの常識は、見事に裏切られた。

はいびっくり。（＠＠）☆

最初期？型だと「高校」から一緒。だったんですね〜…☆

（そうそう。好なら１６歳にもなってこんなガキなことはしないだろう…ということで、中学１
年（１３歳）に設定変更になったのでした…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0
Billy Joel - Piano Man 

https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0


（12月30日）　「杉谷好一が弾いていた曲」です…

https://85358.diarynote.jp/201612301552423936/

【 没原稿：Ｂ 】　「無言の下駄箱争奪戦」…杉谷の場合…（『
俺と好』番外編）

2016年12月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
Billy Joel - Uptown Girl 
　↑

（脇で踊っているヘソ出しＢＯＹＳが

「清クン似」とのミソコ女史の御指摘でした…ｗ）

"俺と好" 番外編

　無言の下駄箱争奪戦　…杉谷の場合…

　いわゆる新学期が始まって４日目。４月１０日のことだ。気が向いたので初登校す

る事にした。初登校と言っても《エリア》の顔馴染みがここの先公なぞやっているお

陰で既に校舎内の勝手は解っている。昇降口に直行し、１－Ｂに割り当てられた下駄

箱の、最上段、右から２列目を開ける。中学以来常におれが使うと決めてきた場所だ

った。

　既に何処かの馬鹿の上履きが入っている。軽く舌打ちして床に放り捨て自分のを

仕舞った。おれが、不幸にも同じクラスになっちまったという噂くらい始業式の間に

も知れ渡った事だろうに…下駄箱のクセを聞いていないたァ、情報に疎い奴もいたも
んだ。

　教室に行くと、心配したんだが、おれの席はちゃんと空けられて待っていた。最後

列窓際。ま、担任が沢木だものな。わざわざ騒ぎのもと（原因）を作ってある筈も

ない。おれの姿を見てビビリ切った古典教師とガキ（生徒）どもの間で、ごくごく静

かに４時限目が始まった。

　昼休み、ユミの作った弁当を広げていると薄っ汚ねェ御面相の屑共が５〜６人来た

。

「よぅ、あんた杉谷だろ、あにさんよォ」

　…どうでもいいがその後の俗語だらけの文法の死んだ日本語をなんとかしろ。ヤマ
トコトバってぇやつは本来もっと奇麗に使ってやるべきシロモノなんだ。

「あんたの噂ぁ聞いてたぜい。中学ン時から高校生の間にも名ァ知られてたんだっ

てな。オレっちらもよォ、５中じゃちったァ有名なゴロツキだったんでえ。ま、同じ

高校に入っちまったよしみだしよ、ひとつこれからァよろし…」

　それ以上ネチったらしい言葉使いを聞かされてやる程おれは暇じゃない。低脳は消

えな。

＞中学以来

＞担任が沢木だものな。

…あれあれ。設定変更が過渡期〜☆

https://www.youtube.com/watch?v=a_XgQhMPeEQ
Billy Joel - The Longest Time 

お♪　掘り出し物♪

　↓

https://www.youtube.com/watch?v=kgi6sppinq4
Akira Theme Remix by Bob Massah 

「雑音ぽい」ところが、「好の好み」だな…ｗｗｗ

参照：http://85358.diarynote.jp/201408102234596280/

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年8月10日23:21

次項のコメント欄のあとで読んでね。＞

（＾◆＾；）

…こ、これ…（＾＾；）htt
http://www.bing.com/videos/search?
q=%e5%a4%a7%e5%8f%8b%e8%89%af%e8%8b%b1%e3%80%80youtube&docid=608032554632874969&mid=F7084B6B3F14C3ABA00AF7084B6B3F14C3ABA00A&view=detail&FORM=VIRE3#view=detail&mid=F7084B6B3F14C3ABA00AF7084B6B3F14C3ABA00A

ま、まちがいなく…

「私の夢（？）のなかで」…

「杉谷好一が弾いていた曲」です…

（た、たぶん…☆☆☆★）（このノイジーなところが！！！！）

https://85358.diarynote.jp/201612301552423936/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612301552423936/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091211011/
https://www.youtube.com/watch?v=hCuMWrfXG4E
https://www.youtube.com/watch?v=a_XgQhMPeEQ
https://www.youtube.com/watch?v=kgi6sppinq4
http://85358.diarynote.jp/201408102234596280/


https://www.youtube.com/watch?v=MWUy-OZYWxs
Billy Joel - Piano Man (with lyrics) 

https://www.youtube.com/watch?v=79vCiXg3njY
Blues Brothers - Sweet Home Chicago 

とってもひじかた君 1 (少年サンデーコミックス)
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月30日15:56
　

ちなみにもちろん

ミツルギ・ハユリさん（字は忘れた☆）は、ゆかり姫の原型でしたとも…ｗ
 

https://www.youtube.com/watch?v=MWUy-OZYWxs
https://www.youtube.com/watch?v=79vCiXg3njY
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（12月30日）

https://85358.diarynote.jp/201612301606298031/

【没原稿】　　「ふろむ・だいありい」　　（「俺と好」番外編

１ ）

2016年12月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=LPn0KFlbqX8
Cyndi Lauper - True Colors 

「ふろむ・だいありい」　（「俺と好」番外編 １ ）

　も、怒った。

「毎日退屈しておいでのようですね。」

「あなたね、人にまとまった話しようってんなら、まず座るとか、ちょっといいで

すかって尋くとか、したらどうなんです？」

　話しかけてきたのはアルヤさん。あたしゃ目一杯腹たてて、そんでもって今は落ち

こんでんだから、も、れーぎだのぎょーぎだの知りませんもんね。

　あ、日記のつもりだってーのに日付け忘れた。あたしの腕時計の限りでは７月２

３日。こっちでどーなってんのか聞いたけど覚えてないけど、とにかく１３日も経っ

ちまったのだ１３日も！

　あたし、こと楠木綾子の心情たるや推して知るべし、である。

https://85358.diarynote.jp/201612301606298031/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612301606298031/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4086104075/
https://www.youtube.com/watch?v=LPn0KFlbqX8


「おお。これは失礼しました。」

　アルヤ氏はいとも率直に詫びて、腰を降ろす。

「少々お話ししたい事があるのですが、よろしいですか？」

　…つくづくひょーきんな兄ちゃんである。

　１０も歳下のガキにナめられて、いとも大人しく従おうというのだ。

「退屈してそーだてんのが解ってるんなら、ヒマモ持て余してるのも解ってよさそー

なものじゃありませんか。」

　大体この男が悪いのだこの男が！　あたしらのお守りにミステリアのアホなぞよこ

しおって、このっボケッ。アホッ。スカタンッ。融通きかずの諸悪の根源っ!!…

https://www.youtube.com/watch?v=lu3VTngm1F0
George Michael - Faith (US Version) 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月30日16:07
　

…はて（＾＾；）

これは一体、どこのファイルに入れておくべきか…☆

https://www.youtube.com/watch?v=lu3VTngm1F0
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30日16:15
　

いかん（＾＾；）

「なんでこんな曲〜ッ？！」という、激烈抗議が来襲…ｗｗｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月4日17:30
　

おっとっと…ｗ

ネタを発掘…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201301022049355635/
国が崩壊しようとしている中で、独立する動きが出てきた。

2013年1月1日
　

 

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


（12月30日）　…あ”〜「諜報組織」の名前だっけ…？？

https://85358.diarynote.jp/201612301626159103/

【没原稿】　くっちゃん物語　「も、怒った。」　

（「俺と好」番外編）　（by 恒沙真谷人）

2016年12月30日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=rDnUIXF2ly8
Madonna - Like a Prayer [Official Music Video] 

（とりあえず前のと２つ、これに入れといた☆）

　↓

http://p.booklog.jp/book/109806/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－Ｘ－？　「楠木綾子の物語」 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=lcOxhH8N3Bo
Bonnie Tyler - Total Eclipse of the Heart 

　くっちゃん物語　「も、怒った。」

　（「俺と好」番外編）　（by 恒沙真谷人）

　第１話。

https://85358.diarynote.jp/201612301626159103/
https://85358.diarynote.jp/201612301626159103/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201612301626159103/
https://www.youtube.com/watch?v=rDnUIXF2ly8
file:///tmp/puboo/127083/452463/book/109806/read
https://www.youtube.com/watch?v=lcOxhH8N3Bo


　危険…

　あやこは夢をみていた。

　真っ暗な中を誰かが走っていた。

　誰か…それは数人であるらしい。

　暗闇のなか、手に手をとって、彼らは逃げているのだった。

　走っている。ひたすらに。

　その背後、はるか遠くで雷鳴のような音と光がする。

　危ない！

　…あやこは叫んでやりたいのだが声が出ない。危ない。

　一瞬、あたりは真の闇に包まれて、完全な静寂。

　音も光も無に帰するそれをあやこは爆発だと感じた。

　再び薄明のなかにおぼろな光景の断片が浮きあがる。

　奈辺かから千切れて飛んできた栗色のおさげ（三つ編み）の片方。

　生々しく唐突な赤い色。

　浅黒い、男にしては華奢に見える、投げ出された腕…

「わあ！」

　あやこは跳ね起きて灯のスイッチをひねった。

「　わあ！　や、やめてくれええ !! 」



　ここのところこんな風なのが毎晩だ。

　あやこは極端に寝不足に弱いとゆーのに…眠られない。

　頭が休んでくれないのだ。

「…どーひらの…　また、夢？　くっひゃん…　」

　まりが向かいのベッドでもごもご。

　眩しいのか…

　あたしは灯りを消した。

「なんでもないよ。お休み。」

「　ふぁ…　」

　夜光の壁時計を見るとまだお話にならないほど早い時刻ではあった。早くはあった

けれど…

（　起きよ。）

　まりの寝静まるのを確認して、あやこは手探りで服を着ける。

「　、おはようございます。お早いですね、ミス・アヤコ（アヤコ殿）。」

「あのね。それより早く起き出して、一仕事まで片しちゃった人にそう云われたって

、イヤミにしか聞こえないんですがね。」

　城中の、執務区域に近い一画には侍官や衛士たちの利用する休憩所兼軽食堂みたい

なホールがある。

「大体なんだってあなたがンな所にいつも居るんです。アルヤさん監務官なんでしょ

、そこら辺の人よりエラいんでしょ。」



　寝不足というより不眠症。機嫌の良かろう筈もない。まして、あかつきどき（暁時

）から涼しい顔して仕事なぞ出来る奴を人間とは思えない。

　アルヤは穏やかに微笑んで答えなかった。

「紅茶はいかがです？　それともコーヒーを？」

「あたしゃコーヒーは飲めないんですってば。」

　小さなカウンターは一応セルフ・サービスって事になっている。

　八ツ当たりついでに好きな紅茶もつっぱねちまおう。わけ（理由）もなくあやこが

そうしたくなった時には、他の人よりは偉い筈の２等監務官、慣れた手つきでダージ

リンを淹れてしまっていた。

「どうぞ。」

　目の前に出されたカップを引っくりかえせるほどにはあやこにしみこんだミノウツ

クシサ（躾）というのも弱いものじゃない。なんにも入れないお茶は少しなつかしく

てかなしい香り。

　ふん。

　運動不足。だと、あやこ自身は不眠症の原因を決めつけていた。

　実際、退屈なのだ、毎日。

　既にあれから１週間以上経ってしまっている。

　あれから…　そう、見るともなしに部屋の窓から、６台の特装クォクが出掛けて行
くのを見送った日。

　後悔したりするのはあやこの性には逢わない。だからついて行けば良かったとか、

考えているわけじゃなかった。

　まりは結構楽しそうにしているし、何よりも安全・快適な生活。



　…ただ。

　快適すぎる、てのがこの場合は問題なのだった。

「　仕事下さい！」

「………え？　」

https://www.youtube.com/watch?v=69Z6MAK58gs
LAURA BRANIGAN - SELF CONTROL (MAXI VERSION 1984) & GLORIA & SELF CONTROL
(REMIX) 

欄外に

　ブランド侯レナード

　ネマトーダ　…辞書 P.800

てメモがある…（＾＾；）

忘れてたぞ！＞　ブランド侯爵!!

…はて…（＾＾；）…「ねまとーだ」は、何故ここに…？？？

http://www.gardening-designs.com/nematode.html
＞小の虫こぶをつくり、根を腐らせたり葉を枯らせたりします。

…あ”〜「諜報組織」の名前だっけ…？？

https://www.youtube.com/watch?v=69Z6MAK58gs
http://www.gardening-designs.com/nematode.html


https://www.youtube.com/watch?v=LfB0l7YpyKc
アルマゲドン 主題歌 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月30日17:53
　

たぶん後でファイルは分ける。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=LfB0l7YpyKc
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（12月30日）　『夕映』のファイル、まだ作ってない…?!

https://85358.diarynote.jp/201612301759597816/

「プロローグ」　（草稿）

2016年12月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　

…さてこれもどこに入れといたらいいんだ…

とりあえずこのへんコレに入れとく…。
　↓

http://p.booklog.jp/book/109752/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

　5-2-4　「俺と好」（中学編） 

https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8
Pirates of the Caribbean Soundtrack Compilation 

"俺と好" 番外編　下稿

　プロローグ

　いつもいつも思っていた。たとえば、花。

　優しく話しかけてあげ、力を添えてやれば、好きな時に開くもの。

　風。

　頼みさえすれば、走りだすもの。

https://85358.diarynote.jp/201612301759597816/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612301759597816/
file:///tmp/puboo/127083/452463/book/109752/read
https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8


　いつもいつも思っていた。

　人の心。自然に流れこんで来るもの。目に見えるもの。

　なぜそんな簡単な事が、人にはできないのだろう？

　幼稚園のとき。

　遊んでいてホウキが窓にあたった。

　ガラスが割れる。

　泣きだした子供たち…

　女の子の額の大きな破片。

　取り乱す先生。

「　大丈夫だよ。痛くないよ。」

　ぼくが一言いえば破片は粉々に消え、紅い傷口もすぐにふさがってしまう。

　小学校のとき。

　干上がりかけた真夏の貯水池で、深みにはまりすぎた近所のお兄ちゃん。

　ぼくが念ずれば泥水は２つに裂け、太った体は空中に引きあげられる。

　他の誰にもこれは出来ないこと。

　何故だか誰にもできない、こんな愉しくて簡単な、面白いこと。

　ぼく自身は自分を魔法使いなのだと思っていた。

　だけれど。

　そうして…



　小学校も卒業して親の都合で遠くの町に引っ越して行こうという時。

〈俺〉はもう２度と不思議な力をなんか使うものか、魔法使いなんてやめるんだ。

　そう、堅く決心を固めていたのだった。

 
 
 

　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月30日18:03
　

…あ！？（＠＠；）

『夕映』のファイル、まだ作ってない…?!
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月30日18:25
　

今日はガンバッテあと２つやって、

その後しばらくまた「俺と好」はパスする。

多すぎて　（＾＾；）　飽きる！
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（12月30日）

https://85358.diarynote.jp/201612301910094785/

【没原稿】（×２）。　「転校初日は３日目」。

2016年12月30日 リステラス星圏史略　（創作）

　ええい。時計の音が五月蠅い。

　げげっ。遅刻だ。学校に間に合わない！

「　あらー。清。おまえ、学校は？　もう帰って来たの？」

「あのねー母さん！」

　よそう。無駄なんだ。この無責任親に何を云ったってっ

「てきまっ！」

　５分で着替え、洗面、朝食のマネごとまで片づけて、俺は家を飛びだした。

　う〜〜〜、朝は苦手だ★

　カバンの用意だけでも夕べのうちに片づけておいたのは正解だと思う。

　俺、磯原清。当年とって１２歳になる目一杯ヒネて育った中学１年生。

　たぶん、超能力者。

　それも最近かじり始めたＳＦ本を参考にしてみれば、かなり強力な。

　だけど頭のイタくなる話は後回しにしたい。切実に。

https://85358.diarynote.jp/201612301910094785/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


　学校行く道ってどっちだったっけっ！？

　過密都市の歩いて５分の小学校を卒業した人間がだよ。いきなり田舎の、登校所要

時間１時間！　なんつー場所に引っ越しさせられて、それで間に合うように起きられ

たんなら、そいつは正常じゃないっ！

　………なんて。

　４月５日新学期初日＝晴れの入学式。

　興奮して早めに目ェ覚ましたのはいいけど道に迷って出損ねた挙句、神経性胃炎お

こして途中から引き返し。

　６日は素直にひる（午）過ぎまで寝すごした…★（－－）★

　３日目で更に遅刻するような恥、したら、俺マジに登校拒否症状おこしたくなっち

まう。

　うわったそのバス待ってくれっっ

　………飛び乗ったそれは、しっかり逆方向だった…

「あらぁ。キヨシ、おまえ学校は？　もう帰って来たの？」

　焼き上がったケーキをオーブンから出しながら、実に喜ばしげにオフクロ殿はの

たまった…菓子の味見をさせよーという腹だ。

「あのねーかーさん!!」



　超高速で牛乳を喉に流し込み、服を着替え顔を洗い。じたばたと悪アガキをしな

がら、清は内心、今更のことながら深ァく、頭を抱え込んでいた。

　……血液型ＢとＡＢ型の両親なんて、持つもんじゃあ、ない……

　時計は朝の９時５分を指している。



（12月30日）　…もののみごとに「物語」時間軸と、りあるマイ「小規模生活」時空
間がリンクしたところで…

https://85358.diarynote.jp/201612301932577624/

（磯原岳人（がくと）は元フリーのカメラマンだった）

2016年12月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

https://www.youtube.com/watch?v=4IZbmDn7QC8
パレスチナ PALESTINE - ソウル・フラワー・ユニオン Soul Flower Union 

とりあえずこのへんコレに入れとく…。
　↓

http://p.booklog.jp/book/109752/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

　5-2-4　「俺と好」（中学編） 

　磯原岳人（がくと）は元フリーのカメラマンだった。

　サハラから中近東へかけてと沙漠地帯の風景を追い続けるうちに１時消息不明と

なる。

　数か月後、半ば以上記憶を失った状態で遠く離れた難民キャンプで奇跡的に発見・

救出された。

https://85358.diarynote.jp/201612301932577624/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612301932577624/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161230/85358_201612301932577624_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161230/85358_201612301932577624_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4IZbmDn7QC8
file:///tmp/puboo/127083/452463/book/109752/read


　それまでの間、どこでどうして生きのびていたものか…

　彼自身はただ、長い夢を見ていたようだ…　とだけしか、語らない。

　衰弱しきった（本来ならとっくに骨になっているべき条件下にあったのだが）状態

で難民キャンプに身を寄せることしばらく。

　やがて探しあててはるばる訪れた旧友たちに正式に身元を確認され、彼の治療を担

当した国連派遣軍属のミーニエ・ブランチェスカ・マリセ、現・磯原夫人、を伴って

帰国した。

　その後、彼が一切カメラに手を触れることはない。

　平凡な一教師として穏やかに小学生を教えている。

　愛妻のミーニエ夫人はその敬虔な人柄と熱心なボランティア活動を通して、地域社

会では結構著名な人物でもある。

　男児が４人いる。

　四男、清（キヨシ）、１９９８年生まれ。

　…え〜と〜……★

　つまり。「２０１６年」現在。

　今まさに、「話の渦中」なのね…!!

https://www.youtube.com/watch?v=3Nup4P2Sv_M
君の名は。作業用BGM 

https://www.youtube.com/watch?v=3Nup4P2Sv_M


 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月30日19:43
　　

…もののみごとに「物語」時間軸と
りあるマイ「小規模生活」時空間がリンクしたところで…

…ｗ（＾◆＾；）ｗ…

本年の「原稿遊び」、終了！
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（12月30日）　（※消されそうな内容？なので、無断魚拓☆）

https://85358.diarynote.jp/201612301959118879/

【 テレビどうなん！】⇒｢地震で棚が倒れたとか情報ありません｣
って…。震源地いるけど食器ぐちゃぐちゃ！高萩市役所は避難所
開設！

2016年12月30日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=FpQXJIyUmhQ
海行かば 山行かば 踊るかばね / SOUL FLOWER UNION　　NO NUKES 2012 

（承前コメント欄）＆　↓

http://85358.diarynote.jp/201612301058107029/
　↑

（※消されそうな内容？なので、無断魚拓☆）

H, KIKUCHI @hiro06776550 · 12月28日 
テレビの情報どうなんよ！｢地震で棚が倒れたと物が落ちたとかの情報はありません｣

って…。その震源地の高萩に俺いるんだけど食器ぐちゃぐちゃだし！！！高萩市役所
は避難所開設したし！すげー揺れだったわ(＞.＜)

https://85358.diarynote.jp/201612301959118879/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
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https://www.youtube.com/watch?v=FpQXJIyUmhQ
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wayu1974 @wayu1974 · 12月28日 
@hiro06776550 @kyougenki ですよね(^^;日立市ですが、うちも久しぶりに物がたくさ
ん落ちました

H, KIKUCHI @hiro06776550 · 12月28日 
@wayu1974 @kyougenki だよね…。どこの情報取って物すら落ちてない報道になるん
だ(^_^;)今も自衛隊のヘリが飛んでるよね！ただ、津波も停電も無くて良かったです
よね！

H, KIKUCHI @hiro06776550 · 12月28日 
@maricn716 大丈夫だけど高萩半端じゃなかったよね
今市役所行ってみたら避難所開設してた！人いっぱいいた。

kao @hatukaosuk · 12月28日 
@hiro06776550 初めまして。今もヘリが飛んでて余計に不安に···3階のせいかハン
パじゃない揺れで3.11がよみがえりました。うちではないけど同じ高萩の人はガラスが
割れたりしてます。

H, KIKUCHI @hiro06776550 · 12月29日 
@hatukaosuk 本当ですよね…。高萩は結構やられました(＞.＜)揺れてる間も近所から
ガラス割れるような音とかしてました(^_^;)

Ｄr.サキ @XKyuji · 12月29日 
@hiro06776550 @ocean_kids 
私は関西ですが、どこのテレビ局も地震のその後の様子はやっていないですね。

現地はどうなっているのかと心配しています。一週間程度余震のおそれがありす。と

昨日の晩言ってましたから、充分に気を付けてくださいね。

kiankou @Kiankou · 8 時間8 時間前 
@hiro06776550 こんにちは。そうだったのですね。私は地震のあとしばらくツイッタ
ーを眺めていたのですが、「高萩」をキーワードに検索しても、被害を報告される方

がほとんどいませんでしたので状況がよく解りませんでした。

jasmine光の伝言 @kjasmine935 · 12月29日 
@hiro06776550 @kj666japan えー！やっぱりそうですよね。震度6弱は、とても大き
い地震でさから、棚からモノが落ちて当然ですよ。私は、神奈川県で、結構揺れたの

に震度2？震度4位の揺れだと思います。地震の震度もオカシイですよ。(((^^;)



日本テレビ報道局社会部 @NTV_shakaibu · 12月28日 
@hiro06776550 
突然のご連絡失礼いたします。

日本テレビ報道局社会部のものです。

大変なときに申し訳ございません。

おケガ等はないでしょうか？

お話を伺いたくご連絡させていただきました。

DMでお話を伺えればと思います。
お手数ではございますが何卒宜しくお願いします

ピッピちゃん @arcturus7200 · 12月29日 
@NTV_shakaibu @hiro06776550 貴方がたCIA傘下の日本テレビが、アメリカが日本
に原発を製造する際、偏向報道で国民を騙してきたことは紛れもない事実。それが今

も脈々と続いていることが分かっただけでも、SNSの果たす役割は大きいです。

ピッピちゃん @arcturus7200 · 12月29日 
@NTV_shakaibu @hiro06776550 CIA工作員だった読売新聞社と日本テレビ社主、正
力松太郎が居なくなった今も、電通を通じ日本人を騙つづけるメディア。恥ずかしい

とは思わないのでしょうか。ツイッターやYouTubeによってTVの視聴者は下降の一途
を辿っています。

（…観光業の人が、こんな真っ正直なこと、書いちゃって大丈夫かな…★）

https://www.youtube.com/watch?v=aReD50lgCnk
極東戦線異状なし！？ - ソウル・フラワー・ユニオン Soul Flower Union 

 
 
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=aReD50lgCnk


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月30日23:51
　

…掃除予定未達成…(^。^;)…★

寝ま〜す☆ σ(^◇^;)。。。
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（12月31日）　「エルさんのもこもこ動くウォンバットけつ」

https://85358.diarynote.jp/201612310709408765/

【 旭川 ０．０６１ μ 】。

2016年12月31日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=re61B8sKQWk
’Let ’Em In’ - PaulMcCartney.com Track of the Week 

あらためまして、おはようございます。

０６：５０になっちゃいました。

ＰＣの反応が変に重たいです…（－－；）？

札幌はマイナス１℃。無風。静穏。

天気予報もまずまず。穏やかなお正月になりますように…。

んで。私は【年末年始突貫】地獄の４連勤…★

★…ｗ（＾へ＾；）ｗ…★

…まぁ、アルパカ狼さん居ないけど、

https://85358.diarynote.jp/201612310709408765/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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「エルさんのもこもこ動くウォンバットけつ」

でも観賞して、有意義に？時間をつぶしますわ…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=7HK0VG46zF0
Paul McCartney - With A Little Luck 

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

01:00 0.029 0.027 0.028 6 
02:00 0.029 0.026 0.028 6 
03:00 0.025 0.023 0.024 6 
04:00 0.024 0.023 0.024 6 
05:00 0.026 0.024 0.025 6 
06:00

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1483134600/1011-0010-101000-201612310650.gif?
t=1483135239
（０６：４０〜０６：５０）

ホワイトフード @whitefood1 · 1 時間1 時間前 
12月31日5時51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/C088xodUsAAgLF3.jpg

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.9】OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 56.6km 2016/12/31
02:13:22 JST[UTC+9]

ホワイトフード @whitefood1 · 7時間7時間前 
12月30日23時43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/C07ojiNUsAAFy9R.jpg

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M3.1】津軽半島付近 深さ176.1km 2016/12/30 09:34:02

https://www.youtube.com/watch?v=7HK0VG46zF0
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1483134600/1011-0010-101000-201612310650.gif?t=1483135239
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C088xodUsAAgLF3.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C07ojiNUsAAFy9R.jpg


地震マップ @eq_map · 12月29日 
【M3.4】網走地方 深さ242.7km 2016/12/30 06:47:01

 
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）

2017年1月1日7:09
2016年12月31日（土）【前日】
01:00 0.029 0.027 0.028 6 
02:00 0.029 0.026 0.028 6 
03:00 0.025 0.023 0.024 6 
04:00 0.024 0.023 0.024 6 
05:00 0.026 0.024 0.025 6 
06:00 0.025 0.024 0.024 6 
07:00 0.026 0.024 0.024 6 
08:00 0.029 0.027 0.028 6 
09:00 0.027 0.024 0.025 6 
10:00 0.024 0.023 0.023 6 
11:00 0.023 0.022 0.023 6 
12:00 0.023 0.022 0.022 6 
13:00 0.022 0.022 0.022 6 
14:00 0.023 0.022 0.022 6 
15:00 0.022 0.022 0.022 6 
16:00 0.022 0.022 0.022 6 
17:00 0.022 0.022 0.022 6 
18:00 0.022 0.022 0.022 6 
19:00 0.022 0.022 0.022 6 
20:00 0.022 0.021 0.022 6 
21:00 0.022 0.022 0.022 6 

https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201612310709408765
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


22:00 0.023 0.022 0.022 6 
23:00 0.022 0.022 0.022 6 
24:00 0.023 0.022 0.022 6
 



（12月31日）　どっちの「主役」も結局、「なかのひと大魔王エルさん？」だった
？つぅ、

https://85358.diarynote.jp/201612312332312241/

「 惑星の夜明け 」。

2016年12月31日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)

　

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida 

先ほど無事帰投。２３：１１です♪

札幌はマイナス１℃。無風。穏やかな曇天。

皆様ご無事に新年を迎えられそうです…♪

わたくし関東〜軽井沢まで恒例だった「年越しロングウォーク」が、

札幌に来てからは主に安全管理面の配慮から中止になっていたので。

（＾＾；）

今期の越年は、ゲンを担いで「年越し原稿入力」で、

https://85358.diarynote.jp/201612312332312241/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201612312332312241/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161231/85358_201612312332312241_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161231/85358_201612312332312241_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161231/85358_201612312332312241_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk


０：００をまたぎたいと思います…♪（＾＾）♪

https://www.youtube.com/watch?v=8CX83EQA8dc
The Carpenters - There’s a kind of hush 

特務機関NERV @UN_NERV · 5 分5 分前 
今年も皆さんと様々な情報を共有した一年でした。お世話になりました。

2月 桜島の噴火速報
4月 熊本地震、津波注意報
6月 北海道で震度6弱
8月 東北に上陸した台風10号
10月 鳥取で震度6弱、阿蘇山の噴火速報、東京大停電
11月 津波警報
12月 大規模火災、茨城で震度6弱

…てことで、

陰々滅滅？と世界の崩壊に向けてじたばたあがく

「俺と好」（禁未来シ）は一旦中断しまして…。（＾ｗ＾；）

縁起もよろしく1300年ほど未来へ、一気にカッ跳びたいと思います…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=Sjl2unvyl48
Carpenters - Those Good Old Dreams 

（…それにつけてもどっちの「主役」も結局、
　「なかのひと大魔王エルさん？」だった？つぅ、

　驚愕の事実がアレなんだよな〜…☆☆）＜（〜”〜；）＞

https://www.youtube.com/watch?v=Q8AM356TXZ4&spfreload=10
カーペンターズ　トップオブザワールド　The Carpenters　HQ 

https://www.youtube.com/watch?v=8CX83EQA8dc
https://www.youtube.com/watch?v=Sjl2unvyl48
https://www.youtube.com/watch?v=Q8AM356TXZ4&spfreload=10


"エスパッション・シリーズ" vol.１．

　ほし（惑星）の夜明け　… A Dawn of A Planet …

　　　　　　　　　　　　遠野真谷人

　…惑星リネアクライン。

　 "星間連盟" と呼ばれるリスタルラーナ世界の、主要な航路からは大分はずれた、辺
境の星である。

　と、云っても "開拓惑星" と名付けられるほどにはもう若くもない。

　最初の入植者がロケット（逆噴射）の炎で大地を焼き焦がしてから、もう二〇〇

〇年…。

　農耕地の多いのどかな風土とは言い条、惑星首都はそれでも億のオーダーの人口を

抱える。

　それなりの矛盾や小暗い部分をも合わせ持ったメガロポリス（巨大都市）なので

ある。

　うらさびて老朽化の目につくようなスペースポート（宙港）に、その未明、少女が

ひとり静かに降り立った。

　手荷物は大きなショルダーバッグがひとつ…　 "大きい" とはいえ数週間もの長旅の
装備とはとても思えない。

　身軽に入国手続きのカウンター（窓口）を通過すると、少女はスタスタと、その年

頃の娘としてはかなり大股の早足に宙港の構内を横切って行った。



　雲のような不思議な淡灰色のポニーテールが歩くにつれ肩のあたりで踊る。長すぎ

る前髪がぱさりと落ちかかって、顔の左半分を頬のあたりまで薄く覆い隠してしまっ

ていた。

　背がすらりと高い。

　軽く袖をまくりあげたオフホワイトのざっくりした上着に、髪と同系の灰色のパン

ツスタイル。

　およそ 色気 などは薬にもしたくないといった服装のサキは、少女らしい引き締まっ
た曲線を描く四肢をいっそ小気味がよいほどに無雑作に動かしていく。

　この星へ訪れるのは初めてではないのか、それともの筈なのだが、船中ででもあら

かじめ地理を頭に叩きこんで来たのか。

　足どりにわずかなためらいすら見せず、少し古びたメガロポリス（惑星首都）のほ

の暗い根元へと、彼女は直ぐに溶け込んで消えてしまった。

　早暁のこととて街の自走路は未だ停止したままである。

（……ふぅ。結構、歩いたなー…）

　サキがふと足をとめたのは、自転のゆるやかなリネアクラインで、ようやく一番高

いビル群の頂きが朝陽の金色に染まろうかという頃だった。

　ほの白い蒼さに沈んだ街角。

　大分、 "旧市街" と呼ばれる下町区域に近づいたこの辺りに、この時間ひとの姿は
ない。

　シュンッ。

　圧搾空気が噴き出す時のような特異な音がして、不意に背の高い人影がサキのすぐ

後ろに出現していた。

　一瞬前には確かになかった人影が。



「…やあ、レイ。来たよ。」

　驚きもせず振り返って響きのあるアルトの声でサキはニッと微笑う。

　現われた人間…紙のように白い肌、金色の眼に青い髪、という、常識外れに背の高
い少女…は唇のはしを吊りあげて応えた。

「あと、任すぜ。あたしは直ぐジースト側に跳ぶ。」

「　ん。ごくろーさん。」

　そしてまた、微かな空気音を残して、そこにはもう誰も居ない…。

　一陣の風が吹く。

「やれやれ、もう、二ヶ月振りだってのに。」

　ちょっと複雑に苦笑を洩らして、長すぎる、未だ分け目の落ちつかない前髪をかき

上げた。

　その柔らかい指のかげに、瞬間見え隠れする奇妙な輝きの銀色の左眼。

　ぱさっ、と髪の一房が落ちかかって、もとの優しい灰色の右瞳だけの貌に戻ると、

サキは軽く肩をすくめて再び歩き始めた。

https://www.youtube.com/watch?v=-4o86juvMEE
Carpenters - Jambalaya 

https://www.youtube.com/watch?v=-4o86juvMEE


武運長久、文伝不朽、

血脈悠久、魂縁無窮。

祈念新年無事安寧。

（＾＾）／

あけおめ♪　

https://www.youtube.com/watch?v=PYuE2roIkH0
Carpenters - The Rainbow Connection 

おやすみなさ〜い…♪

https://www.youtube.com/watch?v=L0kdj6wyRRg
The Carpenters - Happy 

https://www.youtube.com/watch?v=iYjcNR7W-Ow
The Carpenters classic : "SING" (Peacewalker) 
　↑

ちなみに、これが「成人後のサキの声。」の原型モデル（のひとつ）です…♪

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月1日0:00
　

あけおめ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月1日0:01
　↑

＞ぱさっ、と髪の

のところで日付変更線をまたぎました！

始めまして、２０１７年!!

（＾ｗ＾）ｇ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月4日15:27
　

推敲。（＾＾；）

武運長久、文伝不朽、

血縁悠久、魂天無窮。
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（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借景資料集）
 



（上旬）　【 西武新宿 戦線（だけ） 異常ナシ☆】／ ♪ さぁ　ありったけの武器を持
って闇を切り裂くわ ♪

（１２月０１日）

https://85358.diarynote.jp/201612010730292616/
https://85358.diarynote.jp/201612010804586904/
https://85358.diarynote.jp/201612010806188307/
https://85358.diarynote.jp/201612010936021037/
 
（１２月０２日）

https://85358.diarynote.jp/201612020751111982/
https://85358.diarynote.jp/201612020855073961/
https://85358.diarynote.jp/201612020856508912/
https://85358.diarynote.jp/201612020928278873/
 
（１２月０３日）

https://85358.diarynote.jp/201612030756328013/
https://85358.diarynote.jp/201612030846157085/
https://85358.diarynote.jp/201612030846383226/
https://85358.diarynote.jp/201612030912165511/
 
（１２月０４日）

https://85358.diarynote.jp/201612040744076670/
https://85358.diarynote.jp/201612040745432181/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ILIKEYOUさんがリツイート 
dadajiji39 @dadajiji · 14時間14時間前 

普賢菩薩→もんじゅ菩薩→次は弥勒菩薩

は

現在仏であるゴータマ・ブッダの次にブッダとなることが約束された菩薩で、

ゴータマの入滅後56億7千万年後の未来に
この世界に現われ悟りを開き、多くの人々を救済するとされる。

 
もんじゅの次は56億7千万年後に完成の予定。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201612040810521513/



https://85358.diarynote.jp/201612040811363493/
 
（１２月０５日）

https://85358.diarynote.jp/201612050745383649/
https://85358.diarynote.jp/201612050746183458/
https://85358.diarynote.jp/201612050848428987/
https://85358.diarynote.jp/201612050904144602/
 
 
 
 



（上旬）　"12月6日を覚えていますか？ 「立ち話」もできない世の中が来る"

（１２月０６日）

https://85358.diarynote.jp/201612060726437771/
https://85358.diarynote.jp/201612060808544035/
https://85358.diarynote.jp/201612060809369179/
https://85358.diarynote.jp/201612060834241386/
 
（12月０７日）
https://85358.diarynote.jp/201612070707086346/
https://85358.diarynote.jp/201612070707572914/
https://85358.diarynote.jp/201612070815356162/
https://85358.diarynote.jp/201612070925076458/
 
（１２月０８日）

https://85358.diarynote.jp/201612080753318905/
https://85358.diarynote.jp/201612080907211424/
https://85358.diarynote.jp/201612080911308994/
https://85358.diarynote.jp/201612081014134924/
 
（１２月０９日）

https://85358.diarynote.jp/201612090808043141/
https://85358.diarynote.jp/201612090935055698/
https://85358.diarynote.jp/201612090937205120/
https://85358.diarynote.jp/201612091113578265/
 
（１２月１０日）

https://85358.diarynote.jp/201612100754257078/
https://85358.diarynote.jp/201612100755115810/
 
https://85358.diarynote.jp/201612100756232196/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【宇宙輸送船 こうのとり６号機 打ち上げ】
国際宇宙ステーションに物資を運ぶ日本の宇宙輸送船「こうのとり」の6号機を載せたH2Bロケッ
トは、9日午後10時26分に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



 
https://85358.diarynote.jp/201612100758353830/
 



（中旬）　ぼくが言いたいのは、この惑星上の生命がある日消滅する可能性があるって
ことさ…。

（１２月１１日）

https://85358.diarynote.jp/201612110749575214/
https://85358.diarynote.jp/201612110750429106/
https://85358.diarynote.jp/201612110751369047/
https://85358.diarynote.jp/201612110835419810/
 
（１２月１２日）

https://85358.diarynote.jp/201612120724124390/
https://85358.diarynote.jp/201612120725034931/
https://85358.diarynote.jp/201612120726379920/
https://85358.diarynote.jp/201612120729109513/
 
（１２月１３日）

https://85358.diarynote.jp/201612130744271251/
https://85358.diarynote.jp/201612130746116069/
https://85358.diarynote.jp/201612130824102340/
https://85358.diarynote.jp/201612130830285988/
 
（１２月１４日）

https://85358.diarynote.jp/201612141016184805/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

仙台弁こけし @jugokeshi · 12月10日 

おはようござりす。宮城はゆぎの朝だっちゃ〜。札幌は29年ぶりの大雪でおどげ
でねぇっちゃ。 
https://pbs.twimg.com/media/CzWTQMOUQAAdkXC.jpg

　　　　　　　　　　↑

ござ「りす」！（＾◇＾）。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://85358.diarynote.jp/201612141017187456/
https://85358.diarynote.jp/201612141140183232/
https://85358.diarynote.jp/201612141651574452/

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


 
https://85358.diarynote.jp/201612141711179146/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 

ぼくが言いたいのは、

この惑星上の生命がある日消滅する可能性があるってことさ…。

スヌーピー

https://pbs.twimg.com/media/CznhF23XUAAmhim.jpg
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
（１２月１５日）

https://85358.diarynote.jp/201612150717591025/
https://85358.diarynote.jp/201612150733166644/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
平川典俊 @soudearunara  · 12月9日 
 
イエズス会の宣教師の顔を持つフリーメーソンのフランシスコ・ザビエルは1550年に山口（長州
）を訪れているが、同時に鹿児島（薩摩）、大分も訪れ、ここが奇しくも明治維新を生んだとこ

ろでもあり、

大分県中津出身の福沢諭吉は敬虔なるフリーメーソン会員で、日本の文化・習慣を徹底的に破壊

した。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201612150733402604/
https://85358.diarynote.jp/201612150734033541/
 

https://pbs.twimg.com/media/CznhF23XUAAmhim.jpg


（中旬）

（１２月１６日）

https://85358.diarynote.jp/201612160736277600/ https://85358.diarynote.jp/201612160736402012/
https://85358.diarynote.jp/201612160833326297/ https://85358.diarynote.jp/201612160930514862/
 
（１２月１７日）

https://85358.diarynote.jp/201612170745544711/ https://85358.diarynote.jp/201612170746293866/
https://85358.diarynote.jp/201612170825575873/ https://85358.diarynote.jp/201612170847191477/
 
（１２月１８日）

https://85358.diarynote.jp/201612180723474788/
https://85358.diarynote.jp/201612180725061769/
https://85358.diarynote.jp/201612180725573191/
https://85358.diarynote.jp/201612180810131181/
 
（１２月１９日）

 https://85358.diarynote.jp/201612190735175672/
https://85358.diarynote.jp/201612190735488467/
https://85358.diarynote.jp/201612190736188822/
https://85358.diarynote.jp/201612190736454253/
 
（１２月２０日）

https://85358.diarynote.jp/201612200724004152/
https://85358.diarynote.jp/201612200726451981/
https://85358.diarynote.jp/201612200727019465/
https://85358.diarynote.jp/201612200727427375/
 
 



（下旬）　銀河連邦は、太陽もコントロールできる。

（１２月２１日）

https://85358.diarynote.jp/201612210831156846/
https://85358.diarynote.jp/201612210831337420/
https://85358.diarynote.jp/201612210832091139/
https://85358.diarynote.jp/201612210832255843/
 
（１２月２２日）

https://85358.diarynote.jp/201612220712098411/
https://85358.diarynote.jp/201612220815323921/
https://85358.diarynote.jp/201612220818228719/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Lightworker @Lightworker19 · 12月10日 
光の銀河連邦は、太陽でさえもコントロールできる。巨大太陽爆発を起こし、その磁気嵐を地球

にぶつける。太陽からの磁気嵐は、爬虫類組織の造った電波送信システムを破壊し、爬虫類人メ

イトリックスに乱れを生じさせる。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201612220846022922/
 
（１２月２３日）

https://85358.diarynote.jp/201612230739238636/
https://85358.diarynote.jp/201612230739238636/
https://85358.diarynote.jp/201612230740467031/
https://85358.diarynote.jp/201612231027078111/
https://85358.diarynote.jp/201612231027317389/
 
https://85358.diarynote.jp/201612231404445963/
 
（１２月２４日）

https://85358.diarynote.jp/201612240739363667/
https://85358.diarynote.jp/201612240740532119/
https://85358.diarynote.jp/201612240822285969/
https://85358.diarynote.jp/201612240823196023/
 
（１２月２５日）

https://85358.diarynote.jp/201612250732424529/



https://85358.diarynote.jp/201612250733307504/
https://85358.diarynote.jp/201612250734459487/
https://85358.diarynote.jp/201612250735148769/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 

ㅤイエス・キリスト @bakugekiutuzoi · 2日2日前 

あ、ええよええよ俺が全部罪背負うから

https://twitter.com/bakugekiutuzoi/status/812108047942225920
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
 

https://twitter.com/bakugekiutuzoi/status/812108047942225920


（下旬）　「鉄」の「木馬」のふりをして／全く気付かないうちに日本語になるウェイ
。　【Let It Go】

（１２月２６日）

https://85358.diarynote.jp/201612260736322320/
https://85358.diarynote.jp/201612260736492953/
https://85358.diarynote.jp/201612260737059801/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【地震情報（海外） 2016年12月25日】
日本時間の25日23時22分頃、南米西部（チリ南部）でM7.7の地震がありました。太平洋で津波発
生の可能性があります。

日本への津波の有無については現在調査中です。

　↑

…ちょうど「私の精神状態」がズドーン…（ＴＴ；）…★
と、「重く昏く悲観的に」…なってた時間帯。ですね…★ｗｗｗ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201612260737384590/
 
 
（１２月２７日）

https://85358.diarynote.jp/201612270717239734/
https://85358.diarynote.jp/201612270717538343/
https://85358.diarynote.jp/201612270735346038/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

馬場あざみ @bb_azm · 7時間7時間前 

太陽神黒歴史多すぎない？？？コロナの数ほどあるってほんと？？？？？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201612270736045954/
 
 
（１２月２８日）

https://85358.diarynote.jp/201612280711146542/
https://85358.diarynote.jp/201612280712125093/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

amaちゃんださんがリツイート 



おがちい @littlebonin · 5時間5時間前 
Retweeted amaちゃんだ (@tokaiama):

【緊急拡散！】沖縄の良心「山城博治さんらの釈放を！」の署名が始まる！瞬く間に５０００人

突破！年明けに提出

http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/25402健康法.jp/archives/25402
https://t.co/tf96pWahKu
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 10時間10時間前
 
【日刊SPA!】リニア中央新幹線に横たわる「放射線汚染土」問題 https://nikkan-spa.jp/253164
@weekly_SPA さんから
 
中央リニア新幹線開発の目的は、ウラン鉱採掘だったりしてね。

https://t.co/R8bXozo65E
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201612280759029528/
 
 

http://???.jp/archives/25402
https://t.co/tf96pWahKu
https://nikkan-spa.jp/253164
https://t.co/R8bXozo65E


（下旬）

（１２月２９日）

https://85358.diarynote.jp/201612290654046221/
https://85358.diarynote.jp/201612290842178114/
https://85358.diarynote.jp/201612290846348172/
https://85358.diarynote.jp/201612290848367424/
https://85358.diarynote.jp/201612291049413031/
 
（１２月３０日）

https://85358.diarynote.jp/201612300819342934/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
メトロイッセイ＊打倒安倍政権 @metroissei · 12月28日 
高萩市ってフクイチのすぐ近くなんだな。

自分からどんどん危機感が薄れている。

その時に気づけなくなった。

 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 12月28日 
日立市、震度６弱地震。

ドーム状の発光体が、二重、三重に、複数表れている。

核施設だろうか。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201612300932072291/
https://85358.diarynote.jp/201612301058107029/
 
（１２月３１日）

https://85358.diarynote.jp/201612310720004271/
https://85358.diarynote.jp/201612310747228334/
https://85358.diarynote.jp/201612310748008569/
https://85358.diarynote.jp/201612310843564610/
 



（…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－２０１７－０１

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2017年01月）

http://p.booklog.jp/book/127165
 
 

 
 
 



奥付

 

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

 （2019.05.17.〜05.30.）
 

☆ 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/127083

電子書籍プラットフォーム : パブー（http://p.booklog.jp/）
運営会社：株式会社トゥ・ディファクト

 

 


