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リステラス星圏史略

 sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１７－０４

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2017年04月）
 

http://p.booklog.jp/book/127383
 
 

からの、 
 
  

 続きです…。
 
 
 
 

…（＾＾：）…
 
  
 

感想はこちらのコメントへ

http://p.booklog.jp/book/127511
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（２０１７年０５月）

（上旬）
 
 
 
 



（５月１日）　「原稿と家事」サーマディー…♪

https://85358.diarynote.jp/201705010740326004/

（札幌 ０．０４５ μ ／＋８℃。雨。）。　（作業栗鼠１匹目）

2017年5月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

 
https://www.youtube.com/watch?v=Bo3VxoenWNI
Lia - karma 

遅いめようございます。

０７：１９になっちゃいました。

ＧＷ対応（変則勤務）２連休の１日目。

予定は終日ヒキコモリ。「原稿と家事」サーマディー…♪

札幌の気温＋８℃。予報降水確率わずか２０％でしたが、何故か本降りの雨。

…休みでヨカッタ…♪

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
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https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 7時間7時間前 
#Radidas 2017/05/01 00:30(JST),0.06±0.01μSv/h,in31min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.067,0.067 79a83e81

northland44  @ n142e · 15時間15時間前 
#Radidas 2017/04/30 16:30(JST),0.09±0.02μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.068,0.068 94ca3c36

…０．０９…？！（＠■＠；）！？

amaちゃんだ @tokaiama · 10分10分前 
泊原発は常時放射能垂れ流しにみえる

https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/ 
311後も渡島半島に異常値が出ることが多かったが、多くが泊原発絡みだった
泊原発周辺に泊がけで行って測定データ集めないとだめだろうな

https://t.co/DytdGAHgTW

https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map

5月1日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
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https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://t.co/DytdGAHgTW
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
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utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C-sis4VUwAAyYiO.jpg

▼【M4.1】十勝地方 深さ103.3km 2017/05/01 06:24:32
　　↑

　【最大震度2】(気象庁発表) 十勝地方南部 深さ約100km 
　【M4.0】 1日06時24分頃発生 

◆【M2.8】国後島近海 深さ148.4km 2017/05/01 05:25:39 

▲【M3.5】大雪山系 深さ166.7km 2017/05/01 02:35:11

5月1日0時13分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が117箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/C-q30YIVoAEzjGV.jpg

▼【M5.3】HOKKAIDO, JAPAN REGION 64.3km 2017/04/30 23:42:35JST,
2017/04/30 14:42:35UTC
　　||
　【最大震度4】(気象庁発表) 十勝地方南部 深さ約50km 
　【M5.5】 30日23時42分頃発生 
　　||
【地震情報 2017年4月30日】
23時42分頃、十勝地方南部を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地
震の規模はM5.5、最大震度4を北海道で観測しています。この地震による津波の心配は
ありません。

https://pbs.twimg.com/media/C-qxp1uU0AEBdsx.jpg

4月30日18時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が122箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C-plVw6VoAA0dy5.jpg

◆【M2.9】釧路地方 深さ102.1km 2017/04/30 15:12:27

4月30日12時11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
。

https://pbs.twimg.com/media/C-oSqebUwAEvH8W.jpg
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月2日7:24
　

2017年05月01日（月）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
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22:00 0.031 0.031 0.031 6 
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https://85358.diarynote.jp/201705011024551098/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月1日10:25
　

異様睡魔。（－－；）

ちっと寝て来る。
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（５月１日）　異次元回廊にエネルギー漏れ起こして？脳貧血なう。

https://85358.diarynote.jp/201705011325388703/

『　イカめん！　』　〜イカイカ男を探して〜　（スカイハイ投

稿用）（終わり♪）

2017年5月1日 笑い コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=2i2rzftJf_A
E-Rotic - Do It All Night (Album Version) 

再びこんにちは。

０５月１日の

１３時１分でした。

情報番組？の途中ですが…ｗ

気絶して起きたら、また異様睡魔のあいだに心臓停まってたらしくて…

アノ世から、またたくさんメイドのネタみやげを貰ってきてしまいました…ｗ

（スカイハイ投稿用）

（ひみつ日記にて作業虫〜）

https://www.youtube.com/watch?v=FbKsqlZWrLY
E-Rotic - Kiss Me (Album Version) 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZqrXaeaQKg
E-Rotic - Turn Me On (1997) 

https://www.youtube.com/watch?v=IRvGZffXhfk
ATC - All Around The World (la la la la la la la la) 
　

https://85358.diarynote.jp/201705011325388703/
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月1日13:44
　

連作？２シリーズ分、３０分で下ネタ書いちゃったよ…

ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

これで収入につながったら、まさに天職…ｗｗｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月1日15:15
　

異次元回廊にエネルギー漏れ起こして？脳貧血なう。

なんか食ってもっぺん寝てくる★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月17日8:05
　

ひみつにっき（出しました）

（ver.1　男性誌むけ）

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


『　イカめん！　』　〜イカイカ男を探して〜　

そこそこ美人で爆裂ナイスバディーを誇る、

伊香舌甲斐子（いかした・かいこ）２４歳。

院生または研究職ＯＬ。（白衣とウンチクと高ビーが似合うエロエロ女）。

趣味はＳＥＸ遍歴。悩みは「特定のオトコが決まらない」こと…

同性からは「槍女」（やりじょ）と陰口をたたかれながら、

今日も今日とて「運命のオトコ捜し」に励むのですが…

（タイトルは「あたしをたっぷりイカしてくれる、最高イカした男」を探して…の意味）。

（全話毎回「違うタイプの男」とやりやりえろえろ満載デートをしながら、

　アレコレ「イカイカ最高度」の品定め。そして振ったり振られたり…しつつ、

最終話はもちろん「理想の男」を探して当てて、

無事、ハッピーエンド？…？？？

（「男性誌」の考える「やりまん女のハッピーエンド」って…何ですか…？）

（とか、読者アンケートをするのも、面白そうです…⇒読者参加型？）

（ver.2　『　イカんわ！　』　…少年誌むけ…？）

次世代。伊香舌まゆ子とサナギの蝶美形な双子姉弟。高校〜大学生？

お互いが最高に好きすぎて、他に恋人ができないのが悩み。

かといって、姉弟で禁断恋愛に発展…はしそうにない…



（一応途中まで、えろえろ好奇心は満載で、チャレンジ？はしてみました…）

仲良く一緒のベッドで相談しつつ、毎回毎話、ちがう彼氏彼女とデートと品定め…を、繰りかえ
しつつ…

最後は…？？？

（これも「道半ば」で終わらせるか、読者参加型ラスト決定戦で〜☆）

　

　

 



（５月１日）　昼寝して起きた時の夢メモ。

https://85358.diarynote.jp/201705012117535772/

（　from dream　１　）　（中１〜２の春休み…だっけ？）

2017年5月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)　
 
https://www.youtube.com/watch?v=KQKapIRYRFM
ドヴォルザーク： 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 《新世界より》
カラヤン / ベルリン・フィル 1964 
　　↑

これ聴きながら昼寝していて、起きた時の夢メモ。

 
 
反旗を翻し、新しい王となった一人の誇り高い戦士がいる。

戦はなおも続いており、彼は無能が目に見えている旧王の側の

、

"恩" という古い概念で服従している二人の年若い将軍
（一方の名はシス。イメージとしてはスネフェルとサリオキス

）

を折にふれからかっているが、どうしてか相手にとどめをさす

事もできないし、彼らを見る目には我知らずいらだちが混っている。

新王にあこがれを持つものは多くいるが、

特にそのうちで王のそば近くにいた、

　・あじさいの姫

　・剣持つ姫

　・天照姫

　・雪の姫

　・気の強き姫（アリゼル、又はアリゼエル、アリゼヘル）

　・弱気姫

６人の中から、気の強き姫を妃として選んだ。

https://85358.diarynote.jp/201705012117535772/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201705012117535772/
https://www.youtube.com/watch?v=KQKapIRYRFM


 
数年後、新しい国の中で更に内乱を起こす者があり、王は気の

強き姫と数人の供まわりの者たちと共に別天地を求めて宇宙を

さすらうようになる。

他の姫たちはそれぞれに落ち着いているのだが、妖術を会得している天照姫ばかりは、時空を超

えて気の強き姫を追い狙っている。

 

王はさすらいの旅路の途中、 "魔王" の星へ単身乗り込もうとし
ている男に出会い、力を貸してその星のはずれに降ろしたが、

幸運を祈ってそこでわかれた。

男は魔王の城の奥深くに火矢をしかけて逃げるが、ボートは火

炎にもまれ…。

数年後、王たちの星にメッセージが届いた。

「われ成功せり。今は宇宙を漂う」と。

（…何か、今読み返すとアンジェリク風だなぁ）
　　↑

という、後日の感想あり。

　

　

 
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月1日22:11

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


　

ちなみに画像１の姫将軍がたぶん「主人公」（視点）で、

たぶんベラミスで（次項参照）（＾＾；）

「王にふられて（選んでもらえなくて）哀しい」というのが

「私の夢」でした…？
　

 



（５月１日）　「あれは反地球。破滅目指して成長を始めた、反物質の世界。」

https://85358.diarynote.jp/201705012130503108/

（　from dream　２　）　（中１〜２の春休み。…だっけ？）

2017年5月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

 
https://www.youtube.com/watch?v=d_ZLitfxmqA
ショスタコーヴィチ　交響曲第5番「革命」第4楽章
　　↑

（たぶんこれ聴いて昼寝した時の夢（＾＾；））

修学旅行の途中、ふとした事で "異空間" （異次元）に迷い込ん
でしまい、他の二人の "客" （一人はクーゴ）と共に反旗の手伝
いをする事になった "わたし" 。

革命は成功し、リーダーで先皇の息子である若い王子が指揮権

を次ぐはずだったが、発狂した王と話しているうちに、前王

から "らい" に取りつかれていることを発見し、自らその扉を封
印させて二度と出る事がなかった。

二年後、三人の "客" たちは大統領を選んだ後、それぞれの世界へ去った。

気がつくと、彼女は逆方向の新幹線に乗っていた。

どこからか声が響く。

「あれは反地球。破滅目指して成長を始めた、反物質の世界。

　わたしには、あの世界を救う事はできない…」

"わたし" は修学旅行に戻り、二日目より参加。

かの星は再び内乱へと、破滅目指して行った。

https://85358.diarynote.jp/201705012130503108/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201705012130503108/
https://www.youtube.com/watch?v=d_ZLitfxmqA


「えのきのひこと　子供たち」

… "客" （一人はクーゴ）…（＾＾；）…。

これですね。当時ハマッてました☆

　　↓

http://www.lighthill.org/nohohon/sutazin-cyara.html
＞ジャン・クーゴ

ちなみにベラミスが大好きで、感情移入しまくってました…♪

＞「あれは反地球。破滅目指して成長を始めた、反物質の世界

。

＞　わたしには、あの世界を救う事はできない…」

…ははははは…ｗ（－－；）ｗ

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201705012032008059/
【 Fuck-1⇒ １１．８１１ μ 】【 栃木 ０．１１３ μ】【 富山 ０．１０２ μ 】
／【 静岡〜福井 竜巻 注意 】。

 
　

　

 

コメント

http://www.lighthill.org/nohohon/sutazin-cyara.html
http://85358.diarynote.jp/201705012032008059/
https://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月1日21:34
　

ちなみに貼ってある絵は前項の続きの分です。（＾＾；）

 
 



（５月１日）　どこまで魂をトバシテタ中学生？だったんでしょうか…

https://85358.diarynote.jp/201705012150475704/

（　from dream　３　）　（中１〜２の春休み。…だっけ？）

2017年5月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

正確に云うと「リステラス史」という構想「成立以前」の

偶発的エピ？群で、

歴史脈との整合性は無い？んだけど…

…（＾＾；）…

分冊するのが面倒だったので、

とりあえずコレに入れといた☆

　　↓

http://p.booklog.jp/book/114361/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

８－９　「末法宇宙の物語」（仮題）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=7q513e1N8Zc
ワルキューレの騎行　Die Walküre 
　　↑

たぶんこれだった…（んじゃないかな…）。
　

　

　　　　　Ｆｒｏｍ　Ｄｒｅａｍ

（宇宙植民盛んなりしころ。ある星府はある星を流刑地として

使い、もう一方は献身的な福祉事業団による開拓群（地上移動

はバス列車の群れ）を送り込んだ。）

https://85358.diarynote.jp/201705012150475704/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201705012150475704/
file:///tmp/puboo/127511/453946/book/114361/read
https://www.youtube.com/watch?v=7q513e1N8Zc


ある少年は極寒の地を徒歩で、他の仲間と共に監獄へ護送され

る途中だったが、そのバス列車に救護された。しばらく居心地

の良い生活が続くが、やがて脱走。

山林を迷っているうちに、次にバス列車にぶつかるまでの間に

、すっかり野生化して言葉も忘れていた。

バス列車はうまく彼を捕まえる事ができず、保護中に彼を看ていた年上の女性が降りて行って彼

と同行し、次にバス列車

しかしまあ少年は一応バス列車を好意を持って向え、それが何かの理由で４０km先まで行かない
と彼をひろえないことを教えると、待っていると言って走って道路沿いに行ってしまった。

そこで保護中に彼を看ていたボランティアの一人、やや年上の女性が行動を共にして彼を無事に

連れて行くことにする。

途中、二人で行くうちに少年はかなり上手に話し方を思い出し、ある町でのお祭りで劇をやり

たがったり、それにわり込むとだれかが役をできなくなるからと我慢するなど、流刑以前の素直

な人間性を取り戻すようになった。

しばらくして少年は自分がどのくらいの間バカをやっていたのか…つまり野生動物のようになっ
て生活していた期間などを尋ね始め、完全に自我を取り戻した…もしくは回復期にあることを示
した。

が、喜んだのも束の間、バス列車との会合地点が近づいて、それの長大な列に追いこされ始め

た時、列車がわの道路にいると危険だからと言って、さっと反対側に渡った二人は、車を運転し

て列車のわきを徐行しつつ追いこそうとしている、少年を陥れて流刑囚にする原因を作った少年

を見つけた。

彼の方でも気づいてお互いに近寄ろうとした時に、車は不注意に前行してきたバスに当てられて

しまう。少年は動てんして車の屋根にへばりつく。

女史は車の中の方は当てられかたからして大した事もないでしょうが、それより少年の反応がど

う出るかが心配です。と降りて来た他の医師たちに言う。

彼らは気を失ってる方の少年を中央の病院に送りたがるが、不可。

少年は「北海道医大（!?）でもいいんじゃないですか、大学病院くらいあるでしょうという。



そのあと女史に旅行につれだされようとした少年は、もう一人が死にそうかもしれないのに遊ぶ

なんてできないと言う。

彼はそれでもあの子のお兄さんなんだよ…。

"あの子" の事を話した時の少年の目の少しはにかんだような誇らかな目を見て、彼女は少年の事
をとても誇らしいと思った。

※３部作か、もしくはこれ１作で。

 
　１部は、孤児院からそれぞれ集められた２人の少年が、その家の一人娘と暮らしているうちに

その子を争うようになる。優しい方の少年がより深く愛しあい、純粋な意味での肉体関係まで行

くが、もう一人の方が、おまえたちは兄妹なんだぞという。実は兄なのはそちらの方で少年は従

兄妹にすぎなかったのだが、それを言いたてる前に彼は少年院へ放りこまれる。

 
　２部で彼は荒々しくすさんで何度も脱走や騒ぎを起こし、ついには流刑地送りにされる。

…いったい、１時間かそこらの「午睡の悪夢」で…

どこまで魂をトバシテタ中学生？だったんでしょうか…

ｗ（－－；）ｗ

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

https://www.youtube.com/watch?v=1g_7Kru8nr4
Berserk 2016「ベルセルク 」OST - Horde of Thistledown (Large Chamber ver.)

https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI
https://www.youtube.com/watch?v=1g_7Kru8nr4


 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月1日22:56
　

＞「北海道医大（!?）でもいいんじゃないですか、

？！（＠＠；）！？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月2日10:18
　

九死に一生 @coelacanth011 · 4月21日 
【地磁気静穏期のメモ】

地磁気は外核の液体状の金属が流動してつくられる。そして頻繁（数万〜数十万年）に極性が反

転する。ところが白亜紀には3000万年間も反転しなかった時期がある。これは地磁気静穏期とよ
ばれる。この原因は外核中の流動、対流が活発になったことによるらしい。 
https://pbs.twimg.com/media/C97DONvVoAAhAX9.jpg
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月2日10:20
　

中津川　昴 @subaru2012 · 9 時間9 時間前 
中津川　昴さんがNew Scientistをリツイートしました

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


【太陽系に最も近いα-ケンタウルス恒星系に69〜90年で到着できるらしい。どんな推進システム
だろうな。文明があればいいけど、3世代しても住める惑星がなかったら愕然としてしまう。コー
ルドスリープなら１世代でいけるかも。】

https://twitter.com/newscientist/status/859075066784616449
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月2日10:27
　

　

中津川　昴 @subaru2012 · 14時間14時間前

タイムマシーン　製造を可能とする数式が編み出される:
https://t.co/J4ay6YH7av
 

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


（５月２日）　神 天ぷらに白シメジ。／生存に支障ナシ。

https://85358.diarynote.jp/201705020750188853/

（札幌＋８℃。　 ０．０４６ μ 。）

2017年5月2日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=vZa0Yh6e7dw
Berserk soundtrack - 4 Gatsu

（前項参照）

遅め？ようございます。０７：１５になっちゃいました。

昨日つい「３連休」のペース配分で動いてしまったので、

起きるのが１時間遅れて、布団を干しつつ窓全開にして、

埃を追い出しつつ冬カバーはいで、ストーブ電源抜いて…
してたら、この時間になっちゃいました…

ＧＷ変則２連休の２日目。予定は家事と机事と雑事と歯医者…
（今日は「痛いですよ？」という予告つき…（－－；）…★）

札幌の午前６時の気温は＋８℃。ほぼ無風？

https://85358.diarynote.jp/201705020750188853/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705020750188853/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170502/85358_201705020750188853_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170502/85358_201705020750188853_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170502/85358_201705020750188853_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=vZa0Yh6e7dw


異様にぎんぎらと眩しい白雲が全天の過半を覆い、

かなりの速度で南に向けて進軍中…
（つまり、北風。）

ですが、

…明日の…（＠＠；）…予想…最高気温…２４…℃…？？！！…？

！（＠◆＠；）！？

…やっぱり、すでに地軸…異動してるんじゃないですか…？？？！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月02日（火）【当日】 
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.033 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00

とりあえず生存に支障ナシ。（＾＾）

northland44  @ n142e · 55分55分前 
#Radidas 2017/05/02 06:30(JST),
0.05±0.01μSv/h,in36min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.062,0.06 96cad5cc

northland44  @ n142e · 1 時間1 時間前 
#Radidas 2017/05/02 06:00(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.062,0.06 e549a42f

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


（〜”〜；）

https://twitter.com/UN_NERV（該当事項なし）

https://twitter.com/eq_map

※【M3.1】石狩平野 深さ158.8km 2017/05/02 01:08:34

◆【M2.8】根室地方 深さ130.6km 2017/05/02 00:34:05
◆【M2.6】根室半島沖 深さ91.7km 2017/05/01 19:55:46

▲【M4.1】十勝地方 深さ103.3km 2017/05/01 06:24:32

…神天ぷらに白シメジ、世はジンギスカン鍋で異議もなし…☆彡

（意味不明ｗ）

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月2日9:24
　

…０６０…

５５５５…！（＾◇＾）！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月3日7:01
　

https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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2017年05月02日（火）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 

03:00 0.033 0.032 0.032 6 

04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.032 0.031 0.031 6 
07:00 0.031 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 0.031 0.030 0.031 6 
12:00 0.031 0.031 0.031 6 
13:00 0.031 0.031 0.031 6 
14:00 0.031 0.031 0.031 6 
15:00 0.032 0.030 0.031 6 
16:00 0.031 0.031 0.031 6 
17:00 0.032 0.031 0.031 6 
18:00 0.031 0.030 0.031 6 
19:00 0.031 0.031 0.031 6 
20:00 0.031 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.031 6 
22:00 0.032 0.031 0.031 6 
23:00 0.032 0.031 0.031 6 
24:00 0.032 0.031 0.031 6
　



（５月２日）　おこた　おっこった。

https://85358.diarynote.jp/201705022035586633

おのまとぺ。

2017年5月2日 詩とか詞とか句とか歌とか、写真とか☆ コメント (2)
　

　

おこた　おっこった

おこった　おかん

やかん　かんかん

げんかん　にげだせ

にんげん　にんじゃだ

どとんの　どろん

おかん　わからん

なやんで　きかん

ゆうかん　はさんだ

しんぶん　せいねん

ゆうはん　なやまん

こんやは　おでん

…おこた　おっこったったん
おこさな　あかんや〜ん…！
　

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年7月8日6:46
　

ゆうかん　とうかん

https://85358.diarynote.jp/201705022035586633/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=12
https://85358.diarynote.jp/201705022035586633/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


しんぶん　せいねん

いけめん　しゅうきん

おかんは　うふん

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年7月4日18:01
　

げんかん　にげだせ

　　　　　↓

げんかん　とんそう。

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（５月２日）　精神的ショックで涙目。

https://85358.diarynote.jp/201705022101033509/

歯ナシの話。（…４？）

2017年5月2日 ダイエット コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=70xMepVMo3c
Asa - Dead Again 

おばんです。２０：４３．

今あまり客観的で冷静で公平な文章が書けるとは思わん。

忘れないうちに事実のみ列挙。

◎先週。

・施術のあと３日くらいずっとずきずき痛かった。

・２０００年（だっけ？）の交通事故でぐらぐらになった後、

　２０１１年の夏に軽井沢でばっきり空中分解というか割れたまま、

　６年も放置していた右上の犬歯の歯根が

　更に徐々に融けながらずれて移動していたのが、

　眠って起きたら元の位置にすこんと戻っていて、

　痛みも治まった。

・痛くないので喜んで忘れて普通に食べていたら、

　先週同時に施術してもらった左の仮歯が、

　ただパンを食べていただけなのに、

　今朝いきなり外れた。

・先週の施術時の歯科助手さんの作業、

　擬音で例えるなら、

　ぐぎっ！

https://85358.diarynote.jp/201705022101033509/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
https://85358.diarynote.jp/201705022101033509/
https://www.youtube.com/watch?v=70xMepVMo3c


　ごんごん！

　がりっがりっ！

　がっつんばきん！

　…という、感じだった…★
（作業中から、「震動」とか「衝撃で」イタイ感じだった★）

◎今週。

・これはまだ「削って詰める」だけで済むだろうと思っていた歯を、

　イキナリ根元からガッツリ伐採されてしまった。

・精神的ショックで涙目。

・しかし麻酔は上手かった！

　ＨＰに書くだけあって、全く痛くなかった！

・「これ切らなきゃダメだったんですか？」と施術後に訊いたら、

　「切るしかない状態だった」と。

　私は前からしか見てなかったけど、

　歯医者さんは裏側からも診ての、

　プロの、総合判断。

・今週の副院長なのか歯科助手長さんなのか？なかたの

　施術の擬音。

　ぐぃ〜ん…
　ごりん、ごりん、ごりごり…
　ごっごっごっ

　ごごん…

・本格麻酔がっつりで顔面麻痺レベルの施術だったのですが、

　麻酔きれた現在、

　…あまり、痛く、ありません…？



（あんど今週はちゃんと「念のため」といって、痛み止めも出してくれた。）

・金額的にも、高くはなかった。

以上。でもあの歯とは、お別れを言う暇すらもなく、イキナリ斬り倒されてしまった…。

　！（＞＜ｐ）★

（てっきりその隣の、そろそろ痛み出してるほうを施術してもらうもんだと思っていたら…
 
　痛くもなんともなかった、軽症のほうの歯を先に殺られた…。）

　現在あまり精神状態がよろしくありません。

というかかなり悪い。（－－；）

でもたぶん、化学物質過敏症の私が、麻酔だのトルエン？（シンナー？）だの、

吸わされたせいだと思う…★

分析あんど感想とコメントは、冷静な時に〜☆

https://www.youtube.com/watch?v=AGeiUXZ91NQ
Asa - the place to be 
　

　

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AGeiUXZ91NQ


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月2日22:40
　

原稿やってたら気が澄んだ。（＾＾；）

歯の件について悪いのは、

・私をハネタ飲酒運転者！

・被曝させて歯と骨にストロンチウムを喰らわせやがった東電！

 
・だましてタダ働きさせて、歯医者に行くどころかまともに歯磨きもできない

　劣悪環境でコキ使いやがった葬科学怪獣「アサイ〜号」！

・やっと落ち着いて「保険証もある！歯医者に行ける！」と…
　行く先さがしを始めた矢先に「退職強要」しやがった…

　リータ！ス奇ーター…！！

…こいつだ。こいつさえいなければ、２年は早く、歯医者に行ってたはずだった…

　うん。（－－＃）

　怨む相手を、まちがえては、いけないな…★

　歯医者さんは、まったくちっとも、悪くないのでした…☆

　ｗ（－－；）ｗ

 

https://85358.diarynote.jp/
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（５月２日）　 "行くべき時の初まり" の観。

https://85358.diarynote.jp/201705022123448239/

仮題： 「寿限」…ジュゲン…　

2017年5月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=D3o4yEyhCrQ
Kalafina　『Lacrimosa』

昨日の分の後ろ２つと一緒に、こっちに移動。

　　↓

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

　３－？　（暗闇の童話集） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=UFyzTtKNzYI
白夢の繭 ~Ricordando il passato~ Full Version [Anime Japanese italian Pop] 

（これも「夢ネタ」）

　　↓

　寿限（ジュゲン）

「寿限の子ら」

「寿限の児」

「寿限無」

https://85358.diarynote.jp/201705022123448239/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201705022123448239/
https://www.youtube.com/watch?v=D3o4yEyhCrQ
file:///tmp/puboo/127511/453946/book/108706/read
https://www.youtube.com/watch?v=UFyzTtKNzYI


仮題：「寿限」…ジュゲン…

（これは映画で）

ジュゲン（ヨーデル・オラファガン）

オラファガン家の少女。生き残り。

少年に化けてカー・キャラバンを動かしている。

生まれた時に、『この子は／寿限の子／ヒトの子／幸多き子／みどり児』と予言さ

れた。

オラ

シルバ・リボン・カー・キャラバンの、もともとのリードグループの一人。

サマラン（スマロン）

娼婦。女占師。ボヘミアン。

………………………………………

…長沼辺のバス通りのイメージ。脇道の所に立ってジュゲンが延々と動き始めたキャ
ラバンの列を見ている。

感慨。 "行くべき時の初まり" の観。

シルバーリボンのついたカーが多数はさまっている。

…「ジュゲン」。

オラが不意に後ろから呼びかけ、ジュゲンは驚いて振り向く。

何故こんな所にいるのかと問う。あんたには列の先導に乗ってもらうつもりが俺の計

画だったんだぜ…。



オラは言い訳する。ジュゲンは問い詰める。

オラ、「…悪かったな。お前がこのまま列には加わらないんじゃないか、不安だった
んだよ…。」

面喰らった顔のジュゲン、曰く、

「おまえバカ。それじゃ、まるっきり好きだと認めちまった事になるんだえぜ」。

２人は以前に、友恋愛とは闘いだ、先に告白せざるを得ない様にさせられた方が負け

なんだ、何故なら、愛していると知らせる事により、そいつはあいてに対して絶対な

弱味を握られる事になるからだ…という話をした事があったのだ。

オラは負け惜しんでの広き直りの態。

ジュゲンは自分のカーを待たせてある方向へと駆け戻る。

すれ違い様に、まるで飛びつくようにして、オラの肩に手のぬくもりを残して行った

。

「…ありがとう…」

そして。キャラバンは出立する。

＞長沼

＝実家ちかくの通学路の神奈中のバス停がある地名。



なぜか私の「夢」のダーク・ファンタジーの中には、あの辺りがよく出てくる…

（貝の化石層が露出してたりするので、特殊な地場なんだと思う…）

https://www.youtube.com/watch?v=n5gVGE-5C9c
【うみねこのなく頃に散】The End Of The World【English Translations】 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月2日21:25
　

あれ？フリーズ？

　

　

 

https://www.youtube.com/watch?v=n5gVGE-5C9c
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（５月２日）　《 ヤツィー族 》 の伝承歌 。

https://85358.diarynote.jp/201705022209569468/

（断片めも２つ）　（１曲追加）。

2017年5月2日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=farZts9CaOY
Kalafina　『夢の大地』
 
 
 
 
闇の中にもれるわずかにオレンジ色の熱源を求めて、

それと同種族のもう１つの個体が、うばいとろうと、

とびかかって来た。

闘って、ほふって、ひきさいて、喰らった。

そうする事に、それは何も感じなかった。

それは退化した、原始的な、ほとんど何も考えられないものだった。

それでもそれは神の存在を覚えていた。

それだけは、昔の記憶を、手離す事ができなかったのだ。

（これに追加）

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

　１－０　《水の大陸》年代記 
　　↓

（訂正。こっち。）

⇒http://p.booklog.jp/book/108069/read

https://85358.diarynote.jp/201705022209569468/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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file:///tmp/puboo/127511/453946/book/107225
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リステラス星圏史略　古資料ファイル

　１－１　《ヤツィー族》の伝承歌 

https://www.youtube.com/watch?v=8AXGI2OlUEc
Kalafina　『fairytale』 

６／８

　さらさらさら　さあらさら

　砂の平原は鳴る

　すでに海さえないのに。

　還って来たのだと、鋭は感じている。

　もはや流れすらないのに、

　ここが故郷だったのだと…

　帰るべき所だったのだと。

これだ。⇒http://p.booklog.jp/book/104348/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

　３－３－０　（清峰 鋭 の 物語） 

https://www.youtube.com/watch?v=2oHUFUo7ZiU
[MAD] Fate - Believe 

https://www.youtube.com/watch?v=8AXGI2OlUEc
file:///tmp/puboo/127511/453946/book/104348/read
https://www.youtube.com/watch?v=2oHUFUo7ZiU


（５月２日）　世界の始まりと、終わりをやりました。

https://85358.diarynote.jp/201705022259142743/

（仮だけど）　⇒大らす。

2017年5月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=3YnDHYCqelU
Kalafina　『symphonia』 

序章　ビー玉。そして天使たち

　球形。

　あらゆる科学、工学的概念を超えた、完全なる球形。

　継ぎ目ひとつ、傷ひとつも有り得ない、ひとつの閉じた球…

　少年は、できあがったそれを見て、ひとつの大いなる満足の嘆息を漏らした。

https://85358.diarynote.jp/201705022259142743/
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　ひとつの大きな球。

　その内部に含まれる、恒河砂ほどもの無数の、小さな球体の群れ。

いん。

⇒http://p.booklog.jp/book/112686/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

　Α〜Ω　『 リステラス星圏史略 』 

https://www.youtube.com/watch?v=OG6u8CDvpI4
Kalafina　『storia』

（1990.11.02.）

《　宇 宙 史　》

実験ほう告

今日の自由課だいで、わたしたちのＡ班は、世界の始まりと、終わりをやりました。

初めてやったので、最初うまくゆかなくて、ゆうこちゃんは失ぱいしたから、これで

やめるとかゆいだすし、もうだめかと思ったんだけど、先生の世界にまぜてもらった

りして、がんばって最後までやりました。

次のぺーじに観察記ろくを、みんなで書いたので、読んでください。

感そうは、始め、まみちゃんとえっくんの世界がけんかを始めたりして、はらはらし

ました。

さいしょの計画はとっても良かったと思うんだけど、なかなかうまくゆかないのは、

file:///tmp/puboo/127511/453946/book/112686/read
https://www.youtube.com/watch?v=OG6u8CDvpI4


どうしてだろうと思いました。

小さい、いの血は、とってもいっしょうけんめいで、あたしたちがうまくできなくて

死しそうになっちゃってる時にも、生きていて、がんばっていたので、すっごくおど

ろきました。

あたしたちも、小ちゃいころは、あんなだったら、かわいかったと思います。

小さい、いの血が、大きくなって、あたしたちになって、大きくなって、先生みたく

大となになるとしたら、すっごくすてきです。

こうゆうのを、なんか、感動ってゆうんだなあとなっ得しちゃいました。

世界の始まりと終わりの実けんあ、すてきなので、なん回もやりたいです。

なん回もやって、またやって、先生のみたい大きくて長い世界をできるように、は

やく、なりたいです。

あたしは、大となになって、ぜったい世界をつくる仕事との、ひとになると重いま

した！！

◎彡　たいへんよくできました。

　　　ただし、知っている漢字はできるだけ使うようにしましょう。

これに入れて、大らすっ

⇒http://p.booklog.jp/book/101465/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　Ω（女神たちの転生課題） 

https://www.youtube.com/watch?v=iZEq17nO-HE
[AMV] Fate UBW 

file:///tmp/puboo/127511/453946/book/101465/read
https://www.youtube.com/watch?v=iZEq17nO-HE


https://www.youtube.com/watch?v=Zc6G2yozzSg
Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works | This Illusion | LiSA | Best Fate’s Artworks【Full HD】

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月2日23:25
　

とりあえず「終点」まで着いた…☆彡

折り返し「落穂拾い」をしつつ…

「投稿生活」スタートッ！

 
　

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc6G2yozzSg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（５月３日）　投稿用にエネルギーを「一点集中・各個撃破」しますが。

https://85358.diarynote.jp/201705030732259888/

【 注意！】 蘭越（＝泊原発）⇒微増トマラズ／「なぜ〈泊村〉
がガン死 全道第１位？」／（札幌０．０３３μ。＋８℃〜）。

2017年5月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

 
しんちゃんさんがリツイート 
エム（Behind the Days） @Behind_the_Days · 9時間9時間前
「なぜ〈泊村〉ががん死全道第1位なのか?」「原発は、事故を起こさなくても放射性物質を排出
しています」「今、あなたの街が危ないかもしれません」　→　「泊原発とがん」 斉藤武一・著
 

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

おはようございます。

０６：３７でした。

札幌はうっすら雲の広がるド晴天。

https://85358.diarynote.jp/201705030732259888/
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太陽ギンギラ。（＾＾；）ほぼ無風。

午前６時の外気温＋８℃。

予想最高気温…きのうの段階で…＋２４…℃…？！

はてさて、どうなりますことやら。ｗ（－－；）ｗ

個人的には地獄バイトＧＷ対応変則３連勤の初日。

逝きたくない！度の高さについては、

こちら参照。⇒http://85358.diarynote.jp/201705010716335688/
＞労基署提出資料（2017年4月30日 就職・転職）

…なんでしたら、この辺から「復讐」どうぞ…？
　　↓

http://85358.diarynote.jp/?page=11&theme_id=203
＞「わたくしのお声が聴こえておりますか？」

＞（2014年2月12日 就職・転職 コメント (3)　）

今月（５月）中は「天中殺入り前」の貴重な「脳ミソまだ動く！」期間なので、

とにかくスカイハイ投稿用にエネルギーを「一点集中・各個撃破」しますが。

（＾＾；）

今月中に、いじめ指定席が解消されないようなら…

不退転のカクゴで？６月アタマには労基署に

「パワハラでござい！」って、直訴状まとめて提出しに逝くわ〜…ｗｗｗ

（もちろんその資料まとめのために、この日記をこまめにつけていた…★）
 
 
 
JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
個人情報 @yoc_chyy · 1日1日前 
 
「雨の日に傘を取り上げ、晴れの日に傘を貸す、これが日本の銀行のやり方です。銀行は免許事

業者なのに、社会的責任を果たそうという気がまったくない。

http://85358.diarynote.jp/201705010716335688/
http://85358.diarynote.jp/?page=11&theme_id=203


 
…いづこも腐り涯てているようで…★（－－＃）★

https://www.youtube.com/watch?v=7GIvOl-1-YQ
Berserk 2016「ベルセルク 」OST - HAI YO(灰よ) Full Version 

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月03日（水）【当日】 
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.032 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 2時間2時間前 
#Radidas 2017/05/03 05:30(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.06,0.061 c97f7900

northland44  @ n142e · 3時間3時間前 
#Radidas 2017/05/03 04:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in47min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.06,0.061 b2547096

https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
（いずれも該当情報ナシ。）

https://twitter.com/eq_map

https://www.youtube.com/watch?v=7GIvOl-1-YQ
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map


★【M2.5】青森県東方沖 深さ65.3km 2017/05/02 19:39:21 

★【M4.3】HOKKAIDO, JAPAN REGION 72.2km 2017/05/02 19:29:21JST, 2017/05/02
10:29:21UTC
　　↑

　【M4.0】青森県東方沖 深さ68.1km 2017/05/02 19:29:21

＃【M2.5】津軽海峡 深さ122.9km 2017/05/02 18:38:19 

★【M3.0】浦河南方沖 深さ56.0km 2017/05/02 15:46:41

★【M3.4】青森県東方沖 深さ35.2km 2017/05/02 10:25:20
★【M2.9】青森県東方沖 深さ48.1km 2017/05/02 07:14:19

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月3日7:33
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 3月23日 

「カミュに「優しい無関心」という言葉があるが、これを言い換えると他人になるべく期待しな

いこと。

　そして、他人からもなるべく期待されないようにすること。

 
　そうすると、人間関係で「悩む」ことは激減する。」

 
中島義道

　

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


　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月3日8:13
…
０６

０５…６６６…！（＠■＠；）！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月4日7:01
　

2017年05月03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 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.032 6 
06:00 0.032 0.031 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.032 6 
08:00 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.032 6 
10:00 0.032 0.031 0.031 6 
11:00 0.031 0.031 0.031 6 
12:00 0.031 0.031 0.031 6 
13:00 0.032 0.031 0.031 6 
14:00 0.032 0.031 0.031 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.032 0.031 0.031 6 
17:00 0.032 0.031 0.031 6 
18:00 0.032 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 0.032 6 

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


23:00 0.032 0.031 0.031 6 
24:00 0.032 0.031 0.032 6
　

 



（５月４日）　「 庶民な連休 」。

https://85358.diarynote.jp/201705040715109278/

【 旭川… ０．１ μSv/h …!?】／（札幌＋１８℃。０．０３
２μ）。

2017年5月4日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

ちょっと予定より遅れましたが、おはようございます。

０６：４８でした。

まぁ現状、どこへも遠出はできないカナリア体質と社会情勢なわけなんですが、

気分だけでもＧＷ…

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

ゆっるい乗り鉄な私にとって、本州レール網のほぼすべてが「乗れない線量」に

なってしまっている現状、（－－；）哭くしかないわけなんですが…

札幌の仮住まい（一時避難先？）たる「グリーンゲイブル巣の屋根裏部屋」。

この季節になると東北東向きの玄関前に吊るした温度計に直射日光がガンガンに当たってしまう

https://85358.diarynote.jp/201705040715109278/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705040715109278/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170504/85358_201705040715109278_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170504/85358_201705040715109278_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170504/85358_201705040715109278_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6-b38gob9A8


ので、

いわゆる正確な「外気温」は測れなくなってしまうわけなんですが…（＾＾；）…★

その直射日光がんがん状態の温度計…＋２９℃。（＠＠；）
窓全開でもちろん無暖房の「室温」…＋１８℃…。（＾＾；）…★

…暑い。です…★

そんで画像１は昨日の通勤風景。（＾＾）

都心で一番早い桜が、はや満開。

ほかは３分〜５部咲という感じ。

気温が高すぎるので、見ごろはこの数日、というところでしょうか…

街全体、ざわざわとそぞろ歩いたり自転車で遠出したり…と、
ほのぼの「庶民な連休」のジモティが多くて、心楽しいです。

（＾＾）

（んで、私は地獄バイト３連勤の２日目なわけですが…★）
（－－；）（前項参照★）

とりあえず、駆け足で情報チェック！

https://www.youtube.com/watch?v=ac1pmRwfya0
super bell"z なんかアリかもね 

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 
返信先: @subaru2012さん 

北海道も今が旬だね

https://pbs.twimg.com/media/C-4na-EVYAAioDE.jpg

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月04日（木）【当日】 
01:00 0.032 0.031 0.032 6 

https://www.youtube.com/watch?v=ac1pmRwfya0
https://pbs.twimg.com/media/C-4na-EVYAAioDE.jpg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00

おし！（＾＾）！

…は？！（＠＠；）！？　…えッ？？
　　↓

northland44  @ n142e · 6分6分前 
#Radidas 2017/05/04 07:00(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.077,0.061 e8a04028

northland44  @ n142e · 39分39分前 
#Radidas 2017/05/04 06:30(JST),
0.06±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.073,0.06 20559ec4

northland44  @ n142e · 1時間1時間前 
#Radidas 2017/05/04 06:00(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.073,0.06 532efec5

northland44  @ n142e · 2時間2時間前 
#Radidas 2017/05/04 05:00(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.07,0.06 b5d15b99

…||||（＠＠；）||||…？？（他は情報ナシ？）

　

　

 



 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月5日7:04
　

2017年05月04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 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00 0.033 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.032 6 
08:00 0.033 0.032 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.032 6 
10:00 0.032 0.031 0.032 6 
11:00 0.033 0.031 0.032 6 
12:00 0.032 0.031 0.032 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 
14:00 0.032 0.031 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.032 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.031 0.031 6 
18:00 0.032 0.031 0.031 6 
19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.032 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 
22:00 0.032 0.031 0.032 6 
23:00 0.032 0.031 0.032 6 
24:00 0.032 0.032 0.032 
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https://85358.diarynote.jp/


（５月５日）

https://85358.diarynote.jp/201705050715182552/

【プルーム来た！】札幌！／（札幌 ０．０３３ μ。＋１８℃。）

2017年5月5日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

　

https://www.youtube.com/watch?v=vYX1ZLFxs8A
’FORCES’ MEDLEY【Berserk Soundtrack Compilation】

（前項参照）

あらためまして、おはようございます。０６：５６になっちゃいました。

（ＰＣ起こしたのは０６：３６でした。）

ＧＷ変則３連勤の最終日。札幌はギンギラ太陽の晴れ。

窓全開の室温１８℃。微風。

…窓からひっきりなしに、各種ハチ類さん（※大気汚染に弱い）が出入りしてるんですが…

今まであまり札幌では見かけたことがない…というか、今年が初めてなんじゃないか…？？

https://85358.diarynote.jp/201705050715182552/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705050715182552/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170505/85358_201705050715182552_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170505/85358_201705050715182552_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170505/85358_201705050715182552_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=vYX1ZLFxs8A


…津軽海峡を渡って、「避難移住」しに来てるんでしょうか…？？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月05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 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.032 6 
06:00

（更新停まってる）

　　↓

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 16時間16時間前 
#Radidas 2017/05/04 15:30(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.067,0.065 f88e3ac4

northland44  @ n142e · 17時間17時間前 
#Radidas 2017/05/04 14:30(JST),
0.05±0.01μSv/h,in38min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.06,0.064 07639e8f

northland44  @ n142e · 5月3日 
#Radidas 2017/05/04 07:00(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.077,0.061 e8a04028

https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
（該当情報ナシ）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV


https://twitter.com/eq_map

◆【最大震度1】(気象庁発表) 北海道東方沖 深さ約40km 
　【M4.0】 5日04時20分頃発生 

◆【M3.0】根室半島沖 深さ89.4km 2017/05/04 14:44:27

　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月5日8:22
　

０８：１０頃から、あきらかに異臭を含んだ南風が到達。

大慌てで窓を閉めましたが、本日予想最高気温２４…（－－；）…★

おそらくかなりの人が「被曝性の体調不良」を起こしますが…

「熱中症」で、片づけられてしまうんだろぅなぁ…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月5日9:04
　

中津川　昴 @subaru2012 · 7時間7時間前 
返信先: @subaru2012さん

注意すべきことは

https://twitter.com/eq_map
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


全ての人が屋外活動を中止する必要がある。

 
特に、心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、屋内に留まって激しい活動を避け静かに過ご

す必要がある。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月6日7:20
　

2017年05月05日（金）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.032 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.032 6 
06:00 0.032 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.032 0.032 6 
08:00 0.033 0.032 0.032 6 
09:00 0.032 0.032 0.032 6 
10:00 0.032 0.031 0.032 6 
11:00 0.032 0.032 0.032 6 
12:00 0.032 0.032 0.032 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 
14:00 0.032 0.031 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.032 6 
16:00 0.032 0.031 0.031 6 
17:00 0.032 0.031 0.032 6 
18:00 0.032 0.031 0.031 6 
19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 
22:00 0.032 0.031 0.032 6 
23:00 0.032 0.031 0.032 6 
24:00 0.032 0.032 0.032 6
　

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


（５月５日）　「作家以外には転職しない。」

https://85358.diarynote.jp/201705050750484986/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月5日23:21
　

先ほど何とか無事故で生還。

(^_^;)
あい変わらず無駄に疲れ果てる地獄バイトですが、

もはや意地でもテコでも

「作家以外には転職しない。」

て、決めているので…(^。^;)…

今日やらかした自損ポカ（？）をネタに(-_-#)、

来週からまた絶賛退職強要強化月間が始まることヒッスですが…
(T_T)

部署全員とクライアント壊社まで殺戮し返す覚悟で、(^_^;)

命崖でしがみついてでも

居座り続け鱒よ…

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月6日0:11
　

まぁとりあえず。(^_^;)

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


マンガを読んだら機嫌は治る。

(^。^;)

マンガは本当に面白いなぁ…♪

やりたいなぁ、原作の仕事…☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月6日7:40
　

０６

０６

０９９☆

　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（５月６日）　スカイハイ投稿準備。

https://85358.diarynote.jp/201705060743579524/

（札幌 ０．０３３ μ ／大通り公園 ０．４０ μ ／気温＋１２℃。
）

2017年5月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=3gl5OEZ8j_o
Wes - Alane 

遅めのおはようございます。

５月６日の７時７分でした。（幸先良いですか？）

札幌は１２℃。予報降水確率６０％。強風。

超微細な汚染粉塵がカッ飛んでますが、危ガスやセシウムではないので、

風向きは最悪というわけではないかな…（＾＾；）…。

ＧＷ変則２連休の初日。予定はひきこもり。家事とスカイハイ投稿準備。

体調はまずまずですが、脳と精神はいささか失調してます。（－－；）★

さて…？

https://85358.diarynote.jp/201705060743579524/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705060743579524/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170506/85358_201705060743579524_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170506/85358_201705060743579524_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170506/85358_201705060743579524_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3gl5OEZ8j_o


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

01:00 0.033 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 28 分28 分前 
#Radidas 2017/05/06 07:00(JST),
0.05±0.01μSv/h,in40min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.062,0.062 573aebd3

northland44  @ n142e · 24時間24時間前 
#Radidas 2017/05/04 17:00(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.073,0.066 2abf32d2

https://twitter.com/eq_map

◆【M2.8】根室半島沖 深さ69.8km 2017/05/06 05:43:19 

★【M4.1】青森県東方沖 深さ63.1km 2017/05/05 19:51:59

https://twitter.com/eq_map

アクセス解析

あなたの日記にアクセスされた数の日別の推移を表示しています。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/eq_map


最大で 3 か月のログを残しています。

これまでのカウンター増加数の推移

　日付　　アクセス数

2017-05-05 (金) 157 ☆ 日記更新 
2017-05-04 (木) 140  ☆ 日記更新 
2017-05-03 (水) 132  ☆ 日記更新 
2017-05-02 (火) 117  ☆ 日記更新 
2017-05-01 (月) 85  ☆ 日記更新 
2017-04-30 (日) 82  ☆ 日記更新 
2017-04-29 (土) 68  ☆ 日記更新 
2017-04-28 (金) 73  ☆ 日記更新 
2017-04-27 (木) 111 ☆ 日記更新 
2017-04-26 (水) 147  ☆ 日記更新 
2017-04-25 (火) 81  ☆ 日記更新 
2017-04-24 (月) 87  ☆ 日記更新 
2017-04-23 (日) 65  ☆ 日記更新 
2017-04-22 (土) 136  ☆ 日記更新 
2017-04-21 (金) 98  ☆ 日記更新 
2017-04-20 (木) 110  ☆ 日記更新 
2017-04-19 (水) 104  ☆ 日記更新 
2017-04-18 (火) 90  ☆ 日記更新 
2017-04-17 (月) 127  ☆ 日記更新 
2017-04-16 (日) 53  ☆ 日記更新 
2017-04-15 (土) 56  ☆ 日記更新 
2017-04-14 (金) 78  ☆ 日記更新 
2017-04-13 (木) 112  ☆ 日記更新 
2017-04-12 (水) 78  ☆ 日記更新 
2017-04-11 (火) 81  ☆ 日記更新 
2017-04-10 (月) 111  ☆ 日記更新 
2017-04-09 (日) 109  ☆ 日記更新 
2017-04-08 (土) 63  ☆ 日記更新 
2017-04-07 (金) 102 ☆ 日記更新 
2017-04-06 (木) 77  ☆ 日記更新 
2017-04-05 (水) 73  ☆ 日記更新 
2017-04-04 (火) 57  ☆ 日記更新 
2017-04-03 (月) 64  ☆ 日記更新 



2017-04-02 (日) 59  ☆ 日記更新 
2017-04-01 (土) 55  ☆ 日記更新 
2017-03-31 (金) 79  ☆ 日記更新 
2017-03-30 (木) 79  ☆ 日記更新 
2017-03-29 (水) 65  ☆ 日記更新 
2017-03-28 (火) 65  ☆ 日記更新 
2017-03-27 (月) 55  ☆ 日記更新 
2017-03-26 (日) 48  ☆ 日記更新 
2017-03-25 (土) 62  ☆ 日記更新 
2017-03-24 (金) 88  ☆ 日記更新 
2017-03-23 (木) 84  ☆ 日記更新 
2017-03-22 (水) 84  ☆ 日記更新 
2017-03-21 (火) 75  ☆ 日記更新 
2017-03-20 (月) 71  ☆ 日記更新 
2017-03-19 (日) 72  ☆ 日記更新 
2017-03-18 (土) 72  ☆ 日記更新 
2017-03-17 (金) 79  ☆ 日記更新 
2017-03-16 (木) 77  ☆ 日記更新 
2017-03-15 (水) 88  ☆ 日記更新 
2017-03-14 (火) 73  ☆ 日記更新 
2017-03-13 (月) 77  ☆ 日記更新 
2017-03-12 (日) 71  ☆ 日記更新 
2017-03-11 (土) 70  ☆ 日記更新 
2017-03-10 (金) 87  ☆ 日記更新 
2017-03-09 (木) 113 ☆ 日記更新 
2017-03-08 (水) 78  ☆ 日記更新 
2017-03-07 (火) 73  ☆ 日記更新 
2017-03-06 (月) 73  ☆ 日記更新 
2017-03-05 (日) 60  ☆ 日記更新 
2017-03-04 (土) 56  ☆ 日記更新 
2017-03-03 (金) 95  ☆ 日記更新 
2017-03-02 (木) 81  ☆ 日記更新 
2017-03-01 (水) 80  ☆ 日記更新

　

　

 



コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月6日8:52
　

０６

０６

１１１☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月7日7:43
　

2017年05月06日（土）【前日】
01:00 0.033 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00 0.032 0.031 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.032 6 
08:00 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.032 6 

10:00 0.035 0.032 0.033 6 
11:00 0.040 0.036 0.038 6 
12:00 0.036 0.033 0.034 6 

13:00 0.033 0.031 0.032 6 
14:00 0.032 0.031 0.032 6 
15:00 0.032 0.032 0.032 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.031 0.032 6 
18:00 0.032 0.031 0.032 6 
19:00 0.032 0.031 0.032 6 

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


19:00 0.032 0.031 0.032 6 
20:00 0.032 0.031 0.032 6 
21:00 0.032 0.031 0.031 6 
22:00 0.032 0.031 0.032 6 
23:00 0.032 0.031 0.032 6 
24:00 0.032 0.031 0.032 6
　



（５月６日）　浅くて変な夢見でした。

https://85358.diarynote.jp/201705060827168481/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月6日9:29
　

異様睡魔。寝て来る★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月6日12:39
　

異様睡魔の割には熟睡できなかったもよう。

浅くて変な夢見でした。

前線通過で激しいけど量は少ない雨が通って、

空気が…

とりあえず埃は沈んだけど、やっぱり高温の南風…？？
…（〜〜；）…。
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（５月６日）　作家業で稼いでみたい、という方は、ぜひ挑戦してみてください。

https://85358.diarynote.jp/201705061517254719/

（沙魚宇宙）

2017年5月6日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)　
 
https://www.youtube.com/watch?
v=ZUIrBm_aAzQ&list=PLvnl04mTlSUjjbybAeOZ81OdmyM0YCPTA&index=27
An Exquisite Tango - Sky Crawlers: Innocent Aces Original Soundtrack 

さてと…。

http://estar.jp/_ofcl_evt_outline?e=151279
マンガボックス原作賞

＞1. 不適切な表現
＞官能小説、わいせつ（それらを連想させる内容を含む）、その他過度に性的興奮を喚起させる

表現

…あ、「原作ネタ」（自分じゃ書く気がないけど読みたい話）がひとつ、

ボツになったぞ…ｗ（＾＾；）ｗ…★

＞作品を販売してみよう

＞エブリスタでは、作家さん自身が、1話（最大40ページ）ごとに自ら値付けをし、作品を販売す
ることができます。

＞ 作家業で稼いでみたい、という方は、ぜひ挑戦してみてください。

お。（＠＠）

あれ？ブクログと多重販売は、だめかな？？

＞【第二回文学フリマ札幌】

開催日 2017年7月9日（日） 
開催時間 11:00〜16:00予定 
会場 さっぽろテレビ塔 2F（北海道札幌市） 

https://85358.diarynote.jp/201705061517254719/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201705061517254719/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4088764900/
https://www.youtube.com/watch?v=ZUIrBm_aAzQ&list=PLvnl04mTlSUjjbybAeOZ81OdmyM0YCPTA&index=27
http://estar.jp/_ofcl_evt_outline?e=151279


…こんなんありましたけど…（＾ｗ＾）ｇ

https://www.youtube.com/watch?v=XmAvqs_vKpg
SKY-HI / 「Tyrant Island」Lyric Video 

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 5月4日 

太陽圏の形は伸びた彗星状ではなく球状かもしれない

http://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/9092_heliosphere …

太陽風の到達範囲が太陽の勢力範囲で太陽圏と言います。

太陽圏の形がほぼ球形だと分かったのです。

その意味する事とは、太陽圏は今減速しており方向変換しているらしいのです。 
https://twitter.com/Birkeland2nd/status/860103887155363840

https://www.youtube.com/watch?v=dYHOlu7-jls
スカイハイ　/　ジグソー　/　歌詞 

https://www.youtube.com/watch?v=zeRoEBvBL4Y
ネバーエンディング・ストーリー テーマ曲 The Neverending Story - Limahl 

https://www.youtube.com/watch?v=-zdtX7BNDTY
SKY-HI / 「Over the Moon」Lyric Video 

https://www.youtube.com/watch?v=tcNl6BJDLkg
SKY-HI / Enter The Dungeon 
　　↑

　わははｗ

 
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=XmAvqs_vKpg
http://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/9092_heliosphere
https://twitter.com/Birkeland2nd/status/860103887155363840
https://www.youtube.com/watch?v=dYHOlu7-jls
https://www.youtube.com/watch?v=zeRoEBvBL4Y
https://www.youtube.com/watch?v=-zdtX7BNDTY
https://www.youtube.com/watch?v=tcNl6BJDLkg


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月6日16:54
　

…とりあえず「規約をナナメ読みして登録して自己紹介する」まで、
ニガテ作業、終了。（＾＾；）

むだに疲れた…★
　家事やってきます☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月6日21:25
　

スカイハイ

使いにくい！
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https://85358.diarynote.jp/
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（５月６日）　 "ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＹ"

https://85358.diarynote.jp/201705062207377861/

…温泉高校始末記…　（柊実真紅）　『五月病』　（草稿１）
　（…高１？）

2017年5月6日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　

（承前）

　先週で一応「宇宙史」は「環流」してるので、

　戻って「現代史」（？）おさらいやりまーす。

（※　本文と貼って画像には、ほとんど全くツナガリございません…ｗ）

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

https://85358.diarynote.jp/201705062207377861/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201705062207377861/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170506/85358_201705062207377861_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170506/85358_201705062207377861_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170506/85358_201705062207377861_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU


　 "ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＹ"

　…温泉高校始末記…

　　　　　　　　　　　　　　　柊実真紅

　敬愛するNaNaちゃんに捧ぐ

（めも）⇒（女の制服のときは、はっきり言って低血圧・虚弱体質の不良少女といった風情）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　— LOVE STORY —

　『　五　月　病　』

　　　　　　　　　　　　　　　by 柊実ノ真
　　　　　　　　　　　　　　　　 柊実真紅

　きええっ！

　枝折り戸（しおりど）をあけたとたん、気合が響きわたった。

　ついで文字にならないカエルの断末魔のごとき絶叫が、ゴールデンウィークあけの天気もいい

ある日、ご町内の朝の静寂をばりばりとはぎとってゆく。

「…その服、お脱ぎでないかぇ」

　ばしっと張りつめた年配者の声に、

「やだ！」

　ひとこと逆らうセリフだけは勇ましい。



　ぴしぱしと何かが投げつけられる音。

「おばーちゃん、堪忍〜〜〜〜っ」

　孫のまこは悲鳴をあげていた。

（逃げよう。）

　一瞬本気でびびった彼は自分を情けないとは思わなかった。

　あの祖母様はこわいのだ。

　とはいえ貴明（たかあき）も男である。

　幼馴染どころか乳兄妹も同然の無二の親友、兼エトセトラを見捨ててトンズラしたとあっては

末代までの名折れ…は建てまえで、その後の恨みつらみに罵詈雑言、まこの仕返しのほうがよっ
ぽど我が身にこたえる道理である。

　とりあえず、声などかけてみる。

　手入れのいきとどいた純和風の庭ごしに、

「まーこっ、学校いくぞォ〜…」

　ぴたり、と気配が緊張する。

　現場はどうやらすぐ目の前の、広い縁側のある南の八畳らしい。

　ガラス障子のうわべりごしに、和服の襟の白髪と、天パーぎみの栗色あたまが見える。

　じり、じりり。

　竜虎あい討つか、小次郎と武蔵の決闘か、どっちも武道をたしなむ過激な家系である。円を描

いてスキを狙う、足の運びにも油断はないのだろうが。



（…不利だなー…）

　貴明は苦笑した。

　じつのところ躾の厳しかったまこは、目上の人間、しかも女性ときては絶対に暴力はふるえ

ない。防戦一方の弱輩に、対するおばーちゃんの手にはしっかり稽古用の日舞の扇が握られて

いる。

　これは…当たると痛いのだ。

　と。

　高田家・朝の一戦はまこの奇計で終わりを告げた。

　くるりときびすと反すと、百八十度にじりあった睨みあいの転回したおかげで

無防備になっていた、背後のふすま…たぶん祖母様の入って来た侵入口…をいきなり突破して、
どたどたと階段ふみ鳴らして二階に駆けあがる。

　自室だ。

　足音につられて貴明も外に出た。

「たかっ、受けとれ！」

　重いブタかばんが築百年のお屋敷の、つつじの生け垣ごしに窓からふってくる。

　うわっと抱きとめてよろめく貴明のかたわらに、手にした靴をはくのももどかしく、カーテン

ひるがえし朝陽を逆光にして、特撮のスタントよろしくまこは飛びだした。

「　ぃやっほ〜〜〜〜いっ！」

　着地１０．００（じゅってんれいれい）。

　自由の翼、満喫。

　すでに全身でハートを表現するノリだ。



（………やっぱり………。）

　見るなり貴明は頭をかかえた。

　ラフといおうかいなせといおうか、みごとにくずして着こなしたその姿着崩したそれは、きっ

ぱりと、学ランだったのである。

「………おまえ、どうしたんだ、それ」

「となりのにーちゃんのお古っ」

　アーメン。

　はずむ返事に、にわか信徒してしまう。祖母様が怒るのもそりゃあ当然だろう。

「お待ちっ！」

　さすが足袋（たび）はだしというわけにもいかず、濡れ縁から叱り飛ばす後悔のたねはとりあ

えずおくとして。

　すたこらと二人は三十六計をきめこんだ。

https://www.youtube.com/watch?v=883HeXl3_kg
ケツメイシ　トレイン 

 
　

　

 
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月6日22:09
　

cmk2wl @cmk2wl · 32分32分前 

この世の全員に認められるのは不可能だという事実を受け入れる早ければ早いほど生きやすく

なる。否定されることもあるという事実と戦わずにそれを受け入れれば、人生の旅に役立つ視点

を身につけることができる。

 
リチャード・カールソン

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（５月６日）　"男" に言うべきじゃない禁句。

https://85358.diarynote.jp/201705062220244756/

（草稿　２）

2017年5月6日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=Q6jcjVD2Wic
Life Goes On / 導楽　MV
 
 
 
 
 
「きゃああ。まこってばっ、美形よぉぉっ」

　案の定、クラスの女子の反応は、ヘリウム風船ほどに軽い。

　出席番号三十八番、高田まこ。本名、真（まこと）は溜め息の出るほどすばしこく細い脚を

した、生物学上はたしかに女だったと思うのだが。

「う〜ん、美少年。華奢っぽくて、こうして見ると、その身長でも小柄だもんねぇ」

https://85358.diarynote.jp/201705062220244756/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201705062220244756/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170506/85358_201705062220244756_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170506/85358_201705062220244756_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170506/85358_201705062220244756_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Q6jcjVD2Wic


「よせよぉっ」

　 "男" に言うべきじゃない禁句を連発されて、ウドの貴明のとなりでまこはムスくれる。

　身長百六十五センチ体重四十七キロ。ソバカスの浮くほど白い肌は猫茶色のフワフワ頭とあ

いまって、教室のなか、ひときわ明るく映える。

　机に腰かけ、足を組む。

　わけもなく飛びおりて、踏んだ踏まないの鬼ごっこの果てに廊下まで出張してはまたバタバタ

と戻る。

　眼が、やっと自分をとり戻せた興奮で、誰をも魅きつける強い光輝を宿していた。

　孤立していたはずの周囲に、人垣ができている。

（………やれやれ。）

　いつの間にか自分が追いやられて傍観者しているのに気づいて貴明は苦笑する。

　きのうまで、目立たない、はずれ者の、むしろ外された存在だったのだ。

　実際おんなの制服のときには、はっきり言って虚弱体質そうな不良少女、という風にしか周囲

には見えてなかったのに違いはない。

　そのくらい、まこはぐたっと死んでいた。

「五月病なんて上等だぜ」

　貴明のセリフに、てめーもスカートはいてみろってぇんだ、と、不気味な迫力をこめて呟いた

。

　さすがにもう限界だろうとは思いはしたのだが。

「…にあうん、だけどな。」



　日変わりのピンクのリボンをもてあそびながら言う手をふりはらい、ひとりサボって早退した

あげくの休みあけが、これだ。

（続）

https://www.youtube.com/watch?v=lvMS8ekTqTE
つれ／NANJAMAN ※歌詞付き

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月7日1:04
　

　

心臓が変。(・_・;)
不整脈。シンキコウシン。

(・ω・;)(;・ω・)
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（５月７日）　＞きりぎりすのスリルがサイプレス♪　（違ｗ）

https://85358.diarynote.jp/201705070657332832/

【 泊原発 Ｍ４．８ 】／【 濃い黄砂 ⇒ 北海道方面に。】／（札
幌の雨 ０．０４０ μ ）。

2017年5月7日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (1)

　

おはようございます。

０５月０７月の、

０６時３７分でした☆

…ロケ地どこだろう？行きてぇ♪…ｗ
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=3UJMdqwEWXU
SKY-HI / 「Welcome To The Dungeon」 

＞きりぎりすのスリルがサイプレス♪

　　↑

　（違ｗ）

https://85358.diarynote.jp/201705070657332832/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201705070657332832/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170507/85358_201705070657332832_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170507/85358_201705070657332832_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170507/85358_201705070657332832_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3UJMdqwEWXU


cmk2wl @cmk2wl · 14 分14 分前 
7日8時の衛星写真。
濃い黄砂が北海道方面に移動しています。

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

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年05月06日 11:01】
６日夜から７日にかけて、北海道地方で黄砂が予想され、見通しの悪い状態となる見

込みです。

中津川　昴 @subaru2012 · 5月5日 
返信先: @subaru2012さん 
5/6（土）の夜〜5/7（日）の夜まで
https://twitter.com/subaru2012/status/860545791257042944

中津川　昴 @subaru2012 · 5月5日 
返信先: @subaru2012さん 
黄砂、６〜７日に北海道から九州南部で観測か　気象庁が注意を呼びかけ - 産経ニュー
ス

…さっそく来た！強風〜ッ！

（窓を閉めてきます！）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月07日（日）【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 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00

https://pbs.twimg.com/media/C_LkAxeVwAEOgIY.jpg
https://twitter.com/subaru2012/status/860545791257042944
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 46分46分前 
#Radidas 2017/05/07 07:00(JST),
0.05±0.01μSv/h,in35min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.067,0.066 17d8321e

northland44  @ n142e · 3時間3時間前 
#Radidas 2017/05/07 05:00(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.07,0.065 cef7089b

https://twitter.com/eq_map

★【M2.6】浦河南方沖 深さ34.2km 2017/05/07 07:58:00 

※【M4.8】積丹半島北西沖 深さ229.3km 2017/05/07 04:11:30

◆【M4.3】EASTERN SEA OF JAPAN 224.5km 2017/05/06 10:45:41JST, 2017/05/06
01:45:41UTC
　　↑

　【M4.9】北海道南西沖 深さ234.9km 2017/05/06 10:45:42

▼【M2.6】津軽海峡 深さ98.3km 2017/05/06 10:24:50

　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月8日6:56
　

https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/eq_map
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2017年05月07日（日）【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 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00 0.032 0.031 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.032 6 
08:00 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.032 6 
10:00 0.032 0.031 0.032 6 
11:00 0.032 0.032 0.032 6 
12:00 0.033 0.032 0.032 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 
14:00 0.033 0.032 0.032 6 
15:00 0.032 0.032 0.032 6 
16:00 0.032 0.032 0.032 6 
17:00 0.032 0.032 0.032 6 
18:00 0.032 0.032 0.032 6 
19:00 0.033 0.031 0.032 6 
20:00 0.032 0.032 0.032 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 
22:00 0.033 0.031 0.032 6 
23:00 0.032 0.031 0.032 6 
24:00 0.033 0.031 0.032 
 



（５月７日）　変な脳貧血？(∋_∈)

https://85358.diarynote.jp/201705070742122721/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月7日9:35
　

風ひどい。

ちっと気絶してくる（－－；）★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月7日9:59
　

黄砂第一陣、て感じの雲と強風と怪しく黄色く濁った雲と空が通過してまた晴れた。

けど、変な脳貧血？(∋_∈)
もうわけわかんない★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月7日13:02
　

地震情報のみ追加しました。

歯医者に炒ってきまーす！
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（５月７日）　ぃゃ結構かなり、ヘコンダですけどね…？

https://85358.diarynote.jp/201705072059468045/

…厄日…？？　（歯ナシの話　…たぶん、４？）

2017年5月7日 ダイエット コメント (4)
　

https://www.youtube.com/watch?v=KSuSlvuCS-s&list=RDxSxnC7ai1QE&index=37
SKY-HI / アドベンチャー

おばんです。２０：４５です。

札幌の外気温は＋で１４℃。

強風がやんで穏やかなので、暖かく感じます。

札幌はやはり神々に厳重守護された別天地というか聖地？で。

吹きつける爆風のごとき黄砂粉塵は折からの強い陽射しに温められた南側の海と森から立ち昇る

水蒸気に捕まって、雨になって落ちてしまい…！（＾＾）！…♪

「ちょっとだけ埃っぽいかな？」という以上の害にはならず…♪

（まぁ、屋外イベントや屋台の皆さんは、強風そのもので、ちょっくら苦労してたみたいですが

…★）

んで。（－－；）

「なんてらっきぃなところに棲んでるの〜♪♪」

と、大喜びで自転車で豊平河畔をるんるんサイクリング３０分でうきうき歯医者に辿り着きま

して。

（＾ｗ＾）ｇ

やっぱりこのワタシが厳選しただけあって（？）腕がとっても良いセンセイの施術は痛みゼロで

♪

https://85358.diarynote.jp/201705072059468045/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
https://85358.diarynote.jp/201705072059468045/
https://www.youtube.com/watch?v=KSuSlvuCS-s&list=RDxSxnC7ai1QE&index=37


とりあえず喫緊の危機？だった歯の処置は終って一安心〜♪♪

…と、麻酔がまだ残っている顔と頭のまま（どうもアレは痛みだけでなく思考能力も多少減衰さ
せると思う…たぶん…）都心で「おひるね動物」（ちょびっとだけだった）写真の無料展示を
見て、次の休みに発送予定の「母の日」のプレゼントをニトリでみつくろって（予算ちょうどで

程よいものが買えました♪）…

まだ麻酔のきいてる頭でうっかり「歯が丈夫でないと」喰えないかもの、大好きなエスニック弁

当とサンドイッチを買ってしまって…

そろそろ麻酔がきれてきたところで、「いや、これなら大丈夫だろ！」という、

皮の柔らかい、ぱりぱりのタイヤキを４個、購入しまして…

荷物抱えて自転車置き場に戻って、あとの買い物リストを脳裏でおさらいしながら、するっと走

り出したら…

………自転車、後輪がパンクしてるし…（－－；）…★

（いやそろそろクルとは思ってたんですけどね…？）

予定変更してアリオをまわって無料ポンプで抜けた分の空気を補充してだましだまし、豊平河畔

を逆走しながら、タイヤキを「走り喰い」していたところ…

さっき、修理してもらったばかりの…隣りの、歯。（－－；）

先週もとれたやつ！あの「ひとりだけ腕の悪い歯科助手さん」作の！

…が…

ぽろっと…

とれました…（－－；）…★



慌てて携帯電話を開いたのが１８：０１。

…「日曜早じまい」の後らしく、不通…（－－；）…★

次の予定は金曜日。それまで、「削って大穴あいてる、仮歯ナシ空間」

のまま、過ごしてて、大丈夫なんでしょうか…？？？？？

（待て次号！）

https://www.youtube.com/watch?v=WuU6C8oXzIA&index=29&list=RDxSxnC7ai1QE
光 RADWIMPS MV 
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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…そこでくるか？

０６

０６

３３３…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=WuU6C8oXzIA&index=29&list=RDxSxnC7ai1QE
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


いまセンセイにメール送ったけど、文章コピペしとくの忘れた…

（まぁ上記内容＋原因についての推測と予約の話。でした…）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月7日21:15
　

ぃゃ結構かなり、ヘコンダですけどね…？

残りの買物予定は放棄して、花見（暗くなってた★）のまねごとだけ（「ツマミが喰えない」状

態なので、ほぼ素通りしながら）眺めて、小雨？降りだす前に帰宅してばたんきゅうして仮眠１

時間半したら、ほぼ復活しましたわ〜☆）

明日の通勤時に自転車パンクしてることを忘れずに早めに出れるか？

と、

三日間？仮歯ナシで大丈夫なのか…？
だけ、

ふつうに心配しておきます…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月7日21:15
　

今なんか揺れた？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月7日22:29
　

揺れてた。（＾＾；）

　　↓

https://85358.diarynote.jp/
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地震マップ @eq_map · 58分58分前 

【最大震度1】(気象庁発表) 石狩地方中部 深さ約10km M2.0 7日21時15分頃発生
　

　

 



（５月７日）　この原稿を何度も書き直している…うちに…

https://85358.diarynote.jp/201705072128488768/

『五月病』　（草稿の３）。　（参照画像追加ｗ）

2017年5月7日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

（承前＆閑話休題）

（ http://85358.diarynote.jp/201705062220244756/ の続き。）

https://www.youtube.com/watch?v=erGCAu_hFqM
アンジェラ・アキ　『手紙〜拝啓　十五の君へ〜』

 
 
 
…て、ウドの貴明のとなりで彼女はムスくれる。

　身長百六十五センチ体重四十七キロ。ソバカスが浮くほど白い肌は猫の色の白さは栗茶色の

くせっけとあいまって、教室のなか、ひときわ明るく映える。

　はじまったＨＲ（ホームルーム）で、驚いたことに教師はなにも言わなかった。してみると入

学早々に先輩がたから聞かされた、 "なにがあろうと無関心" というここの教師についての噂はダ
テではないらしい。

いやたんに、男装した女生徒というものの、存在にも可能性にも、気がつけなかっただけなのか

もしれないが。いっしゅん、貴明はどこかのスーパーで袋づめした "常識" を売ってやしないかと
、財布のなかみを勘定する気になった。

　あきれつつ、おとなしく数学をひろげて斜め前方横の様子をうかがう。

　三つ前の席。

　背すじをシャンと伸ばして黒板を見る姿は、いっそ見事なほどに異和感も不自然さもない。

（そらそーだわ、な）

https://85358.diarynote.jp/201705072128488768/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201705072128488768/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170507/85358_201705072128488768_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=erGCAu_hFqM


　集中して授業をうけているようでいて、眼が、やっと自分をとり戻せた興奮の、誰をも魅きつ

ける強いひかりを秘めていた。

　二律背反する思考に彼女の相棒はため息をつく。

　ぐてぐてとのたくり腐っているような、きのうまでの服をきた倦怠ぶりはどこへやったのだ

ろう。実際、 "女装" 姿のまこはと言えば、よくてせいぜい低血圧の不良娘。はっきり申せば二日
酔いのスケバンで、目つきは悪いわ言葉は荒い乱暴だわ、きょうキャピキャピと取りまいていた

連中に、かなりのとこ怖がられていたのも事実である。

「五月病なんて上等だぜ」

　貴明のセリフに、

「てめぇもスカートはいてみな」

と、根暗な迫力をこめて呟いた。

「にあうん、だけどな」

　ピンクレースのリボンをつついてついつい引っぱって言う手をはたき落として睨みつけ、ひと

りサボって早退したあげくの休みあけが、これだ。

　まぁいずれ爆発するだろうとは思っていたのだが。

https://www.youtube.com/watch?v=Yu88zx_--wE
尾崎豊　１５の夜　歌詞つき 

 
　

　

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yu88zx_--wE


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月7日21:46
　

ちなみにもちろん、この原稿を何度も書き直している…うちに…

なぜか？「清クン」が湧いて出ていたです…ｗｗｗ
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（５月７日）　まこは男だ。

https://85358.diarynote.jp/201705072149364943/

（草稿の４）。

2017年5月7日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=tWTm5YuCn_A
尾崎豊　卒業 - Yutaka Ozaki - graduada GRADUATION 

　ことのおこりは十数年前、二月のある朝にさかのぼる。

　母親が、出て行ってしまったのだ。黄水仙の咲く小さな家を。

　その間、夫婦の事情がどんなものだったかは知らない。

　ひとつ確かなのは、長くニューヨークでばりばりのインテリアデザイナーとして活

躍していた彼女が、ちかごろ帰国して、どうやら正式に再婚したらしい。

　ひとつ確かなのは、帰ってきてはじめてその事を知った親父さんが、

　とてつもなく派手な夫婦喧嘩をやらかした挙句、さっさとニューヨークに逃げら

れて、

「あなたなんかより仕事の方がずっと面白い」

　宣言してのけた妻を相手に、

「女なんか２度と信じるもんか〜〜〜っっ」

　と、熱血ヒラ警官の親父さんは太陽に吠えてしまったのだ。

　その夜のうちに母親ゆずりの娘の長いおさげを切り、ズボンをはかせて、自分のこ

とを "おれ" というように仕付けなおしていた、という事だ。

https://85358.diarynote.jp/201705072149364943/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091266886/
https://www.youtube.com/watch?v=tWTm5YuCn_A


　近所の剣道場にほうりこまれて貴明（たか）たちと走りまわることになった往年の

小町娘の卵は、一途といえば純情なほどの思いこみの激しさでが功を奏してか、あっ

という間にガキ大将で名前をはせることになる。

　小学校の六年間、黒いランドセルをしょったまこはいつでも泥だらけの傷だらけ。

　それでも、中学に入れば自然に…という周囲の期待もむなしく、一計を案じた親父
どのは自由服の私立校に進ませてしまった

　あいかわらず、まこは男だ。

　よく食べてよく伸びたので、事情を知らない人間はそもそも女だろうとも思わない

。

　ふくらまない体質が災いした。

　まこときたら道場主である貴明の父を説き伏せて、少年剣道男子の部、で、県大会

まで行ったりしているのだ。

　そこで、祖母様が、ついに決意を固めた。

　父方のではない。

　出ていったかーちゃんの方の、である。

https://www.youtube.com/watch?v=ObsN3WC0eMs
【PV】 尾崎豊 僕が僕であるために
 

https://www.youtube.com/watch?v=ObsN3WC0eMs


（５月７日）　人生はゼロから生まれゼロに戻るのだから、

https://85358.diarynote.jp/201705072214185818/

（草稿の５）。　（おまけ画像ついか）

2017年5月7日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)

　

https://www.youtube.com/watch?v=664Wfc0Y7KA
リボンの騎士opning 

　ことのおこりは十数年前、二月のある朝にさかのぼる。

「あなたなんかより仕事のほうが、ず〜っと面白いワ」

　宣言してのけた妻を相手にとてつもない派手な夫婦喧嘩をやらかした挙句、さっさ

とニューヨーク支社に逃げられて。

『女なんて二度と信じるもんかーーーっっ』

https://85358.diarynote.jp/201705072214185818/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201705072214185818/
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　と、熱血ヒラ警官の親父さんは太陽に吠えてしまったのだ。

　それでも妻を溺愛しきっているものだから、こうなったらヤケである。

「いいか、まことっ」

「まことじゃないのよ、まこちゃんよ」

「おまえの本名は真（まこと）なんだ。戸籍にもちゃんと載っている。そもそも男が

ほしかったのを、あきみのやつ、おれを裏切りやがって…、

　いいか。今日からおまえは男だっ」

「…うん…」

　そのころのまこはといえば、まだ養育者に逆らおうなぞ思いもよらない素直で柔順

な子供である。

　その夜のうちに母親ゆずりだった長いみごとなの長いおさげを切り、自分のことを "
おれ" と言うように仕付けなおされていたられたというわけだ。

「まずは男は、たくましくなくっちゃいかん」

　近所の剣道場にほうりこまれて貴明（たか）たちと走りまわることになった往年の

小町娘のたまごの予備軍は、一途といえば純情なほどの思いこみの強さが功を奏し

てか、あっという間にガキ大将で名前をはせることになる。

　小学校の六年間、黒いランドセルをしょったまこはいつでも泥だらけの傷だらけ。

　それでも、中学にあがれば自然に…という周囲の期待もむなしく、一計を案じた親
父どのは自由服の制服のない私立校に通わせてしまった。

　あいかわらず、まこは男だ。

　よく食べてよく伸びたので、事情を知らない人間はそもそも女だろうとも思わない

。



　ふくらまない体質が災いした。まこときたら道場主である渋る貴明の父を説き伏

せて、少年剣道男子の部、で県大会まで行ったりしてるのだ。

　…あやうく男として全国まで行きかけたところで、ついに、祖母様が堪忍袋の緒
を切った。

　父方の、ではない。出て行ったかーちゃん母親の方のである。

　この一戦も、とっても見物（みもの）ではあった。

「お義母さんっ、大体ですねぇっ」

「だまらっしゃい！」

　ベン！と座卓をはたいて、

「別居中とはいえ離婚（わかれ）たわけでもない以上、娘あきみの子供はあちしの孫

です。

　弘行さんの好きにばかりはさせられませんよ！」

　惚れた弱味とはこれを言う。

　勝手に出て行って十年間、いまでも夏とクリスマスにはへらへら帰ってきてまこを

買い物に連れだしたりする妻に、彼はいまだに離縁を申し渡せずにいるのである。

「　うっ…」

　相手が、悪かった。

　明治うまれの最後の芸者、きっぷのよさを売り物に、いったん軍人の妻後添いにお

さまったはいいものの戦後のどさくさで夫を亡くし、あと、度胸と三味線だけをたよ

りに三十年増が花街にかえり咲いてみごと子供を育てあげ、名と財まで築いてしまっ

たという…あるく「女の昭和史」のようなひとなのだ。

　病気の夫を逮捕しに来たＧＨＱを相手に、モーゼルをぶっ放して追い払った、とい

う武勇伝まで、ある。



　男の弱味などいまさらお見通しだ。

　絶句する父親をしりめに問答無用、中学卒業を機に、まこはあちしが引きとります

からね…と、本人の意志をまるで無視したとり決めが元凶だった。

　扶養家族は、分が悪い。

https://www.youtube.com/watch?v=G5S6txrgY2Y
冨田勲：リボンの騎士

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月9日7:19
　

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 

成功する戦士は、レーザーのような集中力を身につけた、ごく普通の人間である。

ブルース・リー

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月10日10:05
cmk2wlさんがリツイート 

https://www.youtube.com/watch?v=G5S6txrgY2Y
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


yosinari123168 @yosinari123168 · 5月4日 
　

どんな世界やジャンルであろうと、人間が集まると必ずムラやヒエラルキーを作ろうとする。た

とえ純粋で崇高な動機でスタートしても、組織化された信念は結果的に腐敗した聖水となって生

命力を失いダメになってゆく。宗教界しかり占術界しかり治療界しかり農業界しかり。心ある者

はサイの如く一人歩め。

　

　

cmk2wl @cmk2wl · 5月8日 

　

自分を励ます最上の方法。それは、誰かを励まそうとすること。

　

マーク・トウェイン

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月10日21:03
　

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 

人生とは自転車のようなものだ。

倒れないようにするには走らなければならない。

　

アインシュタイン

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月11日10:33
　

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 

https://85358.diarynote.jp/
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人生はゼロから生まれゼロに戻るのだから、失敗しても何も損はしない。

　

モンティ・パイソン

　

　

 



（５月７日）　洗濯して寝まーす☆

https://85358.diarynote.jp/201705072225029714/

（草稿の６）。

2017年5月7日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (4)

　

https://www.youtube.com/watch?v=0ASXbhQzUwk
リボンの騎士（パイロット）

「…腹がへったよーーーーーっっ!!」

　案の定、まこが騒ぎはじめたのは二時間目も終わらないうちだった。

「あー、そーかそーか、よしよし」

「ハラが、へった、んだ。」

「いいこだから席に戻って自習しな」

https://85358.diarynote.jp/201705072225029714/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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「チッ！　せめて朝メシは喰ってから着げーるんだったぜっ」

「まったくだ。これで三日間は、メシ抜きだろうおまえ。」

　……………。

　ジト目光線が飛んでくる。

「冷たいなぁ、貴明っ」

「良い子のたかクンは年長者の味方でね」

「なーにが言いたいのかな？」

「　わかっていると、思うが」

　周囲（まわり）のクスクス笑いにニガ虫を噛みつぶしている貴明である。

　これではまるで、あぶない世界じゃないか。

「おれたち、親友だよなっ♪」

　めげない。

　貴明のネクラなもの言いでひるむくらいの浅いヤワいつきあいではない。

「　あ〜〜〜…」

　根負けして、早弁用だったパンを放ってやった。

「サンキュっ！　え、ベントーじゃねーの？」

「今日は学食なんだ」

「ふ〜ん……？」

　とりあえずの収穫に意識気をとられたのか、めったにない事にも興味関心は示さず



席にかえってゆく。

「やあだ、まこってば、早弁すんのー？」

　キャラキャラ笑った女のコたちからお昼のピクニック用、ポットの紅茶をわけて

もらって元気に食っている。

　……今日はいい御身分だね、マコト君。

　横目でにらんで、貴明はプリントに注意をもどした。

https://www.youtube.com/watch?v=WiUggkDbFVw
リボンの騎士 ＜オリジナルアニメ＞ 

https://www.youtube.com/watch?v=clP4e6x-4hU
Birth of a new witch (eng subs) 
　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月7日22:34
　

洗濯して寝まーす☆

　

　

https://www.youtube.com/watch?v=WiUggkDbFVw
https://www.youtube.com/watch?v=clP4e6x-4hU
https://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月7日22:40
　

画像と本文に直接の関係性はございませんｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月8日0:28
　

熊本３連発。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月8日7:08
　

ＰＣ止まったげな(T_T)
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（５月８日）　「目指せ！６０歳までにプロデビュー！」の道は…

https://85358.diarynote.jp/201705080719071328/

（厄日で涙目な作業終了、栗鼠１匹目）

2017年5月8日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=vYX1ZLFxs8A
’FORCES’ MEDLEY【Berserk Soundtrack Compilation】

おはようございます。０６：５０になっちゃいました。

まだ「ＧＷ対応」の続きで変則２連勤の初日。

もちろんモチベは皆無…。

昨日の話はこちら参照。

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201705072059468045/
…厄日…？？　（歯ナシの話　…たぶん、４？）

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年05月07日 15:28】
北海道の広い範囲で黄砂が観測されています。所によっては視程が１０キロメートル

https://85358.diarynote.jp/201705080719071328/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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未満となっており、見通しが悪くなっています。この状態は、７日夜まで続く見込み

です。

まぁとにかく、偏北西風？のおかげで、フクイチ粉塵の直撃は免れて、むしろらっきぃな一日で

ございました…☆彡

今朝の札幌は外気温は＋の１２℃。（＾＾；）

予報は雨。終日「涼しい」もよう…★

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494196200/1011-0010-101000-201705080730.gif?
t=1494196835
（０７：２０〜０７：３０）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月08日（月）【当日】 
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.033 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00

　あっ（＾＾；）そぉいえば、「５３歳まであと１ヶ月」になりましたねぇ…☆

人生目標の「目指せ！６０歳までにプロデビュー！」の道は…

険しく、果てしない（ほぼ不可能事？）ですが…★

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 2 時間2 時間前 
#Radidas 2017/05/08 05:30(JST),

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494196200/1011-0010-101000-201705080730.gif?t=1494196835
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e


0.09±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.068,0.06 ad5c24e5

northland44  @ n142e · 3時間3時間前 
#Radidas 2017/05/08 04:30(JST),
0.05±0.01μSv/h,in34min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.06,0.06 a0f54c20

https://twitter.com/eq_map

※【最大震度1】(気象庁発表) 石狩地方中部 深さ約10km 
　【M2.0】 7日21時15分頃発生 

★【M2.7】青森県東方沖 深さ29.8km 2017/05/07 17:04:02

★【M2.6】浦河南方沖 深さ34.2km 2017/05/07 07:58:00

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月8日7:20
　

なんか「線量グラフ」開こうとしたら完全フリーズして５分くらい格闘して諦めて再起動戦士に

なりましたが…（－－；）…

なに？「放射脳」攻撃サイバーテロ月間？とかやってんの？？

　

　

https://twitter.com/eq_map
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）

2017年5月9日7:00
　

2017年05月08日（月）【前日】
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.033 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 

06:00 0.035 0.032 0.034 6 
07:00 0.034 0.033 0.034 6 
08:00 0.033 0.032 0.032 6 
09:00 0.037 0.034 0.036 6 
10:00 0.036 0.033 0.034 6 

11:00 0.033 0.032 0.032 6 
12:00 0.032 0.032 0.032 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 
14:00 0.032 0.032 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.032 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.031 0.031 6 
18:00 0.032 0.031 0.032 6 
19:00 0.032 0.031 0.032 6 
20:00 0.032 0.031 0.032 6 
21:00 0.032 0.032 0.032 6 
22:00 0.032 0.032 0.032 6 
23:00 0.032 0.032 0.032 6 
24:00 0.032 0.031 0.032 6
　

 



（５月８日）　無駄エネルギー使うより、「作家に転職」。

https://85358.diarynote.jp/201705081434306713/

「別室で面談」あり。

2017年5月8日 就職・転職 コメント (1)
　

まぁ「セオリー通り」。(-.-)

とりあえず「契約破棄」（強制退職）方向ではなかったので、

しばらく静観。

(-"-;)

労基署に無駄エネルギーを使うより、「作家に転職」に傾注のほうが、絶対マシだよね！

(ノ-o-)ノ　┫
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月8日22:12
　

先ほど無事生還連絡船。

(^_^;)
まぁ本当に無駄に疲れるばかりの罵意図で。(-_-#)

よくまぁイケシャアシャアあずなぶると「私は無視も苛めもしてません」なんて

断言しやがるよなぁ…(-”-;)…
恥知らず。

(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201705081434306713/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201705081434306713/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


クダラナスギル。(∋_∈)

マンガ読んで

ごはん食べて

さっさと寝ますっ(ノ-o-)ノ　┫
　

 
 



（５月９日）　すさまじい破壊力の市街戦…もとい、（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201705090713186876/

【 根室 沖】連発中⇒来た、アリューシャン…★／（札幌 ０．０
３７ μ ）。

2017年5月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=KYFZcOZYA5g
Berserk 2016「ベルセルク 」OST - BERSERK-Forces 2016 

おはようございます。

０６：５１になっちゃいました。

罵意図は変則２連勤の後半戦。

逝くの嫌だ〜（ＴＴ；）★　（前項参照）

気温は見るのを忘れました。

ぎんぎらぎんにさりげなく〜☆

すさまじい破壊力の市街戦…もとい、（＾＾；）

紫外線と磁気嵐？っぽい太陽光線…。

https://85358.diarynote.jp/201705090713186876/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705090713186876/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170509/85358_201705090713186876_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170509/85358_201705090713186876_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170509/85358_201705090713186876_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=KYFZcOZYA5g


（まぁ昨日の雨でぐずついてた洗濯物は、今日で乾くでしょうよ☆）

https://www.youtube.com/watch?v=9BZrnT9Yvfo
Susumu Hirasawa - Mirror Gate 

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月09日（火）【当日】 
01:00 0.033 0.032 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00

　　↑

いちど落ちた粉塵がまた舞い上がりつつありますね…★（－－；）★

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 30 分30 分前 
#Radidas 2017/05/09 06:30(JST),
0.05±0.01μSv/h,in36min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.055,0.067 544c0b2c

northland44  @ n142e · 7時間7時間前 
#Radidas 2017/05/09 00:30(JST),
0.09±0.02μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.075,0.067 7afac177

https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1

★【M2.6】青森県東方沖 深さ15.4km 2017/05/09 04:48:03

https://www.youtube.com/watch?v=9BZrnT9Yvfo
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1


△【M3.9】上川・空知地方 深さ233.4km 2017/05/09 00:18:09

◆【M2.6】根室半島沖 深さ85.8km 2017/05/08 21:41:12 
◆【M2.5】根室半島沖 深さ40.4km 2017/05/08 20:03:25

◇【M2.7】日高地方 深さ121.8km 2017/05/08 14:59:24

5月8日13時42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
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C_R0F8-U0AA5_cB.jpg

◆【M2.5】根室半島沖 深さ29.1km 2017/05/08 12:23:27
◆【M2.6】根室半島沖 深さ43.6km 2017/05/08 12:15:56
◆【M3.6】根室半島沖 深さ44.4km 2017/05/08 12:13:03

5月8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/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C_Ql1E6VoAI3Ff-.jpg

5月8日7時41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。
https://pbs.twimg.com/media/C_QhhL4UwAEDxuU.jpg

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201705090737096460/
【 Ｍ ６ ．６ 】⇒【！アリューシャン！】列島、連発花火…。

https://www.youtube.com/watch?v=EOmW7OTdbZA
susumu hirasawa echoes 

 
　

　

https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C_R0F8-U0AA5_cB.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C_Ql1E6VoAI3Ff-.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C_QhhL4UwAEDxuU.jpg
http://85358.diarynote.jp/201705090737096460/
https://www.youtube.com/watch?v=EOmW7OTdbZA


　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月10日8:10
　

2017年05月09日（火）【前日】
01:00 0.033 0.032 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00 0.032 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.032 0.032 6 
08:00 0.033 0.031 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.032 6 
10:00 0.032 0.031 0.032 6 
11:00 0.032 0.031 0.031 6 
12:00 0.032 0.031 0.032 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 
14:00 0.032 0.031 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.032 0.031 0.031 6 
17:00 0.032 0.031 0.031 6 
18:00 0.032 0.031 0.032 6 
19:00 0.032 0.031 0.032 6 
20:00 0.032 0.031 0.032 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 
22:00 0.032 0.031 0.032 6 
23:00 0.032 0.032 0.032 6 
24:00 0.032 0.032 0.032 6
　

 

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


（５月９日）　心身ともにぐだぐだDeath。

https://85358.diarynote.jp/201705100755384008/

ジェネラル・ルー呪の害せん。(-_-#)

2017年5月9日 就職・転職
　

　

（5月9日）　ジェネラル・ルー呪の害せん。(-_-#)

2017年5月8日 就職・転職 コメント (2)

昨日、恥知らずにも「組織的な苛めではない」とかイケシャアシャアと真っ赤な大嘘

をついたベルクカッツェ魔クゴナガル、「ジェネラル魔ネー邪ー」。

(-_-#)

昨日「これだけはやめてくれ」と、きっぱり申し入れたはずの歴然たる「組織的イヤ

ガラセ」を、堂々と再発さすやがって、

ベルクカッツェ・魔クゴナガル個人による嫌がらせ以外のなにものでもない「減給」

通告を、勝ち誇ってへらへらと突きつけて寄越しやがって、

(-_-#)

もはや処置なし。

(ノ-o-)ノ　┫

スネイピもアンブリッ児も、

フィル痴もリータも、

みんな勝ち誇って

「これは山猫さんの指示！」

https://85358.diarynote.jp/201705100755384008/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


って、公言して、高笑いして、

虐めまくってたんだよ…

（衆人環視の、フロアの真ん中で、だ。）

もちろん急な退職者が相次いだ。）

無駄な「社内通報機関」なんか

逝くわけないだろ？

行くなら、労基署！

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月9日15:42

そして私は「不適格」「劣悪」と、不当評価で「減給処分」にしておいて…

(-_-#)

私の「営業成績」と「営業ノウハウ」だけは、横奪りして、

自分らの棒茄子加算査定に、

利用しようって……？

地獄に墜ちろ！



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月9日22:57

先ほど何とかよろへろ生還。

(∋_∈)

心身ともにぐだぐだDeath。
(-”-;)

マンガ読んで

ごはん食べて

さっさと寝ます！

┐(’〜`；)┌

 



（５月10日）

https://85358.diarynote.jp/201705100816317260/

【 重要 】 北海道 【要注意】／（原発が爆発している）／（札幌
＋１７℃。０．０３３μ）。

2017年5月10日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)

　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
返信先: @cmk2wlさん 

【重要】明日10日の東北、北海道方面は要注意。

汚染された山林火災は、原発が爆発しているのと同じこと。

https://twitter.com/cmk2wl/status/861964500265607173

あらためまして、おはようございます。

ＧＷあけ通常３連休の初日。

https://85358.diarynote.jp/201705100816317260/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705100816317260/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170510/85358_201705100816317260_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170510/85358_201705100816317260_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170510/85358_201705100816317260_3.jpg
https://twitter.com/cmk2wl/status/861964500265607173


予定は流動的で未定。

（＾＾；）

（ていうか、前回変則休日中の「自転車パンク」と

「歯医者に行ったら帰りに歯がとれた★」という厄日のフォローで、

　本来の予定が壊滅…）
（－－；）

定刻１時間遅れの平常運行中です。

心身ともに低空飛行ですが大きな異常はなし。

札幌の外気温１７℃？　室温１６℃…？
太陽キョーレツな晴天。雲多め。強風。

線量はまぁ低めですが、埃っぽいです★

予報は下り坂で夜は雨。（－－；）★

あぁ★予定が壊滅…。

https://www.youtube.com/watch?v=vZa0Yh6e7dw
Berserk soundtrack - 4 Gatsu 

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月10日（水）【当日】 
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.032 0.032 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 14分14分前 
#Radidas 2017/05/10 08:00(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,

https://www.youtube.com/watch?v=vZa0Yh6e7dw
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e


北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.072,0.064 c8f6ea66

northland44  @ n142e · 5時間5時間前 
#Radidas 2017/05/10 03:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in43min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.062,0.063 c8a08622

https://twitter.com/eq_map

★【M3.9】苫小牧南方沖 深さ91.3km 2017/05/10 08:52:23

◇【M3.5】十勝地方 深さ97.1km 2017/05/10 06:45:26

◆【M2.7】釧路地方 深さ79.8km 2017/05/09 17:49:25

▼【M3.0】渡島半島 深さ57.3km 2017/05/09 10:58:50

ナニかな？（＾＾；）この変動っぷりは…？？
　　↓

アクセス解析

あなたの日記にアクセスされた数の日別の推移を表示しています。

これまでのカウンター増加数の推移

　日付　　アクセス数

2017-05-09 (火) 152 ☆ 日記更新 
2017-05-08 (月) 99  ☆ 日記更新 
2017-05-07 (日) 126 ☆ 日記更新 
2017-05-06 (土) 153  ☆ 日記更新 
2017-05-05 (金) 157  ☆ 日記更新 
2017-05-04 (木) 140  ☆ 日記更新 
2017-05-03 (水) 132  ☆ 日記更新 
2017-05-02 (火) 117  ☆ 日記更新 
2017-05-01 (月) 85  ☆ 日記更新 

https://twitter.com/eq_map


2017-04-30 (日) 82  ☆ 日記更新 
2017-04-29 (土) 68  ☆ 日記更新 
2017-04-28 (金) 73  ☆ 日記更新 
2017-04-27 (木) 111 ☆ 日記更新 
2017-04-26 (水) 147 ☆ 日記更新 
2017-04-25 (火) 81  ☆ 日記更新 
2017-04-24 (月) 87  ☆ 日記更新 
2017-04-23 (日) 65  ☆ 日記更新 
2017-04-22 (土) 136  ☆ 日記更新 
2017-04-21 (金) 98  ☆ 日記更新 
2017-04-20 (木) 110  ☆ 日記更新 
2017-04-19 (水) 104  ☆ 日記更新 
2017-04-18 (火) 90  ☆ 日記更新 
2017-04-17 (月) 127  ☆ 日記更新 
2017-04-16 (日) 53  ☆ 日記更新 
2017-04-15 (土) 56  ☆ 日記更新 
2017-04-14 (金) 78  ☆ 日記更新 
2017-04-13 (木) 112  ☆ 日記更新 
2017-04-12 (水) 78  ☆ 日記更新 
2017-04-11 (火) 81  ☆ 日記更新 
2017-04-10 (月) 111  ☆ 日記更新 
2017-04-09 (日) 109  ☆ 日記更新 
2017-04-08 (土) 63  ☆ 日記更新 
2017-04-07 (金) 102  ☆ 日記更新 
2017-04-06 (木) 77  ☆ 日記更新 
2017-04-05 (水) 73  ☆ 日記更新 
2017-04-04 (火) 57  ☆ 日記更新 
2017-04-03 (月) 64  ☆ 日記更新 
2017-04-02 (日) 59  ☆ 日記更新 
2017-04-01 (土) 55  ☆ 日記更新 
2017-03-31 (金) 79  ☆ 日記更新 
2017-03-30 (木) 79  ☆ 日記更新 
2017-03-29 (水) 65  ☆ 日記更新 
2017-03-28 (火) 65  ☆ 日記更新 
2017-03-27 (月) 55  ☆ 日記更新 
2017-03-26 (日) 48  ☆ 日記更新 
2017-03-25 (土) 62  ☆ 日記更新 



2017-03-24 (金) 88  ☆ 日記更新 
2017-03-23 (木) 84  ☆ 日記更新 
2017-03-22 (水) 84  ☆ 日記更新 
2017-03-21 (火) 75  ☆ 日記更新 
2017-03-20 (月) 71  ☆ 日記更新 
2017-03-19 (日) 72  ☆ 日記更新 
2017-03-18 (土) 72  ☆ 日記更新 
2017-03-17 (金) 79  ☆ 日記更新 
2017-03-16 (木) 77  ☆ 日記更新 
2017-03-15 (水) 88  ☆ 日記更新 
2017-03-14 (火) 73  ☆ 日記更新 
2017-03-13 (月) 77  ☆ 日記更新 
2017-03-12 (日) 71  ☆ 日記更新 
2017-03-11 (土) 70  ☆ 日記更新 
2017-03-10 (金) 87  ☆ 日記更新 
2017-03-09 (木) 113 ☆ 日記更新 
2017-03-08 (水) 78  ☆ 日記更新 
2017-03-07 (火) 73  ☆ 日記更新 
2017-03-06 (月) 73  ☆ 日記更新 
2017-03-05 (日) 60  ☆ 日記更新 
2017-03-04 (土) 56  ☆ 日記更新 
2017-03-03 (金) 95  ☆ 日記更新 
2017-03-02 (木) 81  ☆ 日記更新 
2017-03-01 (水) 80  ☆ 日記更新

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月10日9:08
 
０６

０６６…３３☆彡
 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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northland44  @ n142e · 4 時間4 時間前 
#Radidas 2017/05/10 17:00(JST),

0.1±0.02μSv/h,in30min,

北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.07,0.066 9c751b33
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2017年5月10日23:03
 
ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 5月8日 

日差しが強く感じるのは紫外線が強いせいだと考えられます。

太陽活動が弱まって太陽それ自体からの紫外線輻射は減っているのですが、コロナホール起源の

高速太陽風によるバンアレン帯放電が頻発しておりその為に地球大気上層の熱圏が薄くなってい

るからなのです。

銀河の磁力線の侵入が根本的原因。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月11日0:27
　

中津川　昴 @subaru2012 · 5月7日 

今朝10時頃、朝鮮半島にかかっていた赤い霧は日本海を越境して北海道奥尻島、泊付近に上陸、
その後北海道西部に黄砂が舞っている模様。
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2017年05月10日（水）【前日】
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.032 0.032 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00 0.033 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.032 6 
08:00 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.031 6 
10:00 0.032 0.031 0.031 6 
11:00 0.032 0.031 0.032 6 
12:00 0.032 0.031 0.032 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 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.031 0.032 6 
18:00 0.032 0.032 0.032 6 
19:00 0.032 0.031 0.032 6 
20:00 0.032 0.032 0.032 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 
22:00 0.032 0.031 0.032 6 
23:00 0.032 0.031 0.032 6 
24:00 0.032 0.031 0.031 6
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（５月10日）　同じ仮歯が、取れました…★

https://85358.diarynote.jp/201705101008537152/

仮歯ナシ！　（歯ナシの話　その５だっけ？）　　（＋番外編）

2017年5月10日 ダイエット コメント (2)

　

とりあえず「空きはないけどウェイティングでいいですか？」だそうなので、

なかばムリヤリ仮歯の補修の予約をつっこんだので、

自転車パンクと併せて、

早めに動いてきます…★

ｗ（－－；）ｗ

（情報チェックの続きは夜にでも〜★）

https://twitter.com/cmk2wl

心臓病、関節炎、胃潰瘍、卵巣の病気、骨髄炎、リウマチ、ありとあらゆる病気にウ

サギは感染し、ウサギの免疫系は弱いので大半が2週間以内に死んでしまった。ただし
、健全歯を埋め込んだウサギには何ら変化がなかった。

https://85358.diarynote.jp/201705101008537152/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
https://85358.diarynote.jp/201705101008537152/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170510/85358_201705101008537152_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170510/85358_201705101008537152_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170510/85358_201705101008537152_3.jpg
https://twitter.com/cmk2wl


博士は機会あるごとにウサギの皮下に歯を埋め込んだ。最終的には歯のなかから取り

出した細菌を培養してウサギに注射した。ほとんどの場合、ウサギは患者と同じか類

似の疾患が発症した。

重症の関節炎のため車いすで生活している女性の失活歯を抜き、ウサギの皮下に埋め

込んでみた。すると驚いたことに、2日後にウサギは患者と同じ関節炎を発症し、数日
後には感染のために死んだのである。一方、患者は抜歯後にすっかり回復し、杖なし

でも歩き回れるようになった。W・A・プライス博士

たしかに。（＾＾；）

虫歯のデカイとこ削ってもらったら、なんだか体調は良いわ〜☆

※参照⇒http://www.usagi-o-sukue.org/index.html
＞ウサギを救え！動物実験反対キャンペーン！

…（－－；）…★

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
返信先: @cmk2wlさん 
Scientific Reports 2015年
アルツハイマー病患者の脳組織が真菌に感染していた。

11人の患者と10人の対照患者から採取した脳組織標本を調べ、アルツハイマー病患者
全員の脳組織切片から真菌細胞とその他の真菌材料が検出されたが、対照患者からは

発見されなかった。
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まぁ歯が失ったことそのものよりも、そこからジワジワと感染域を広げていく細菌叢のほうが、

いずれ脳に到達しそうな勢いで、大繁殖されたら命崖だし、普段から免疫系に与える負荷量が高

すぎてどうなの〜っと心配していたので。

滅菌して穴をふさいでもらえたおかげで、本来「異常識に頑健すぎる」私本来の回復力が発動し

ているようで…

（＾＾；）

つまるところ歯医者と自転車屋と、ついでのイレギュラーな買い出しまわりから（無駄遣い

して！）帰宅した後。

１時間半（「睡眠サイクル」は９０分で１単位なんだそうな）の仮眠のつもりで横になったら、

気絶だか爆睡だかしていたらしく、自発的に目が醒めた時には３時間超が経ってましたが…

内臓（腹腔内）の深部体温が爆発的に上がってまして。（＾＾；）

まさに「燃えてる！」って感じで高温。（＾＾）ｇ

歯茎がガンガン叩かれた刺激を、脳は「なんか噛まれた？！」と解釈して、細菌感染撲滅！運

動だったらしくて…（＾＾；）…☆彡

コレ絶対に、「ついでにガン細胞も」撲滅されました…♪

ばんざい、ありがと、白血球＆Ｔ細胞ぐんだ〜ん♪

ｏ（＾０＾）ｏ
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2017年5月24日16:53
　

……………

　また！（－－＃）！★

サンドイッチ食べてる途中で、同じ仮歯が、取れました…★

（今日はもう遅いし、明日は敗者が休みで、予約はアサッテ…★）

結論。⇒あそこは、藪医者だ…………。

　

　

　



（５月10日）

https://85358.diarynote.jp/201705102359584805/
　

（真夜中の眠れない作業栗鼠）なます

…ちがった。寝ます…（ネタ（不安材料）が多すぎる！）

中津川　昴 @subaru2012 · 5月8日 

そうだ、今夜は月基地に行ってこようかと思う。

　　↑

…ネタのかぶる御仁だ…☆彡
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０６

０６

７１

７☆

　

　　

ごはん食べて

まんが読んで

早めに寝ます☆
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（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０５月）

（中旬）
 
 
 
 
 



（５月11日）　「 燃えさかる 」よーな感じですし、

https://85358.diarynote.jp/201705110851233665/

【 旭川 ０．１ μ ？！】／【 積丹 ０．０５５ μ 】／（札幌 ０．
０３４ μ。 ＋１２℃）。

2017年5月11日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

 
https://www.youtube.com/watch?v=n41xgGP53n4
かっこいい北欧民族曲メドレー：失われた王朝(ケルト風音楽) 

遅いようございます。（＾＾；）

何故か？０８：４０に？

なっちゃいました。

２時間遅れで平常運行を開始します。

３連休の真ん中。

札幌の外気温１２℃。雲の高い曇天…というか、断続的に小雨。

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494464400/1011-0010-101000-201705111000.gif?
t=1494465035
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（０９：５０〜１０：００）

ベクレ高そうな印象なんですが、どうでしょう。

太陽からの市街戦だか電磁波攻撃だかは、凄まじい勢いなので、雲海神がカバーって下さってい

るのは、

たいへんありがたいんですが…

個人的には体調が変です。（＾＾；）

ＧＷ対応の変則出勤と歯医者通いと、トドメの自転車パンクで、何だかんだで３日間で１０時間

ほど

（しかも３分の２は超炎天？下で）徒歩ったのがけっこう負担になってたらしく…

そしてとりあえず上顎部の前歯すべてがガタガタになっていたのが、昨日の再補修でやっと！

「とりあえず」ストレス無しになったようで…

右の鼻腔脇のリンパ腺が感染発症ぎみでかなり長期間の攻防戦ストレスにさらされていたのと、

頸部全体の不快感（コリ）が急速に緩和されまして…

喜んだ副交感神経が？「ついでの法則」で腹腔内の大掃除？を始めてくれちゃったらしく…（
＾＾；）

やたら深部体温が高くて「燃えさかる」よーな感じですし、太っても自覚できなかった「内観神

経遮断」

が停まったらしくて、

「腹部膨満感」が自覚できるよーになって、一気に食欲が減衰しました…★

（昨日までは「外側から目視確認しない限り」自分が「太ってる」という事実を把握できなかっ

たのに…
（＾＾；）…今や、四六時中、腹部管理網からの神経回路を通じて、「腹が張ってて邪魔！」と
いう

緊急対応要請信号が、送られて来続けている、という…★ｗ（＾◆＾；）ｗ★…）

（きのうせっかく「歯が直った！」と喜んで買い込んで来たムダ？食材が、

　喰えないじゃないですかーーーーッ☆）



　閑話休題。

昨日の分の地震データ保管（補完）してありますので、関心のあるかたはどうぞ？

　　↓

北海道　http://85358.diarynote.jp/201705100816317260/
東日本　http://85358.diarynote.jp/201705100907282032/
西日本　http://85358.diarynote.jp/201705100910362245/

地球　http://85358.diarynote.jp/201705102219561165/
太陽　http://85358.diarynote.jp/201705102359584805/

では、本日分に参ります…。
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月11日（木）【当日】 
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.033 0.032 0.032 6 
04:00 0.034 0.032 0.033 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 13時間13時間前 
#Radidas 2017/05/10 20:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in46min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.053,0.065 edb29153

northland44  @ n142e · 16時間16時間前 
#Radidas 2017/05/10 17:00(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.07,0.066 9c751b33

http://85358.diarynote.jp/201705100816317260/
http://85358.diarynote.jp/201705100907282032/
http://85358.diarynote.jp/201705100910362245/
http://85358.diarynote.jp/201705102219561165/
http://85358.diarynote.jp/201705102359584805/
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e


https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1

5月11日8時11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
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C_gFKjdXsAEGoZH.jpg

5月11日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C_gCma1XoAAUoHh.jpg

◆【M3.0】国後島近海 深さ141.8km 2017/05/11 03:54:54

◇【M3.4】十勝地方 深さ81.1km 2017/05/11 03:03:22

★【M3.7】青森県東方沖 深さ28.9km 2017/05/11 02:56:35

▲【M2.6】日高山脈 深さ40.4km 2017/05/10 10:27:00

★【M3.9】苫小牧南方沖 深さ91.3km 2017/05/10 08:52:23

◇【M3.5】十勝地方 深さ97.1km 2017/05/10 06:45:26
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2017年05月11日（木）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.033 0.032 0.032 6 
04:00 0.034 0.032 0.033 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00 0.033 0.032 0.032 6 
07:00 0.033 0.032 0.032 6 
08:00 0.033 0.032 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.032 6 
10:00 0.032 0.031 0.032 6 
11:00 0.032 0.031 0.032 6 
12:00 0.032 0.031 0.032 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 
14:00 0.033 0.031 0.032 6 

15:00 0.040 0.035 0.038 6 
16:00 0.044 0.041 0.043 6 
17:00 0.043 0.041 0.042 6 
18:00 0.042 0.041 0.041 6 
19:00 0.042 0.038 0.040 6 

20:00 0.037 0.034 0.035 6 
21:00 0.034 0.032 0.033 6 
22:00 0.035 0.034 0.035 6 
23:00 0.035 0.034 0.034 6 
24:00 0.036 0.036 0.036 6 

夕方に気分が悪くなったの、やっぱり線量のせい…？？
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（５月11日）　地底世界に戻って再生中の神が使った9次元振動装置について、

https://85358.diarynote.jp/201705111252404371/

【 ト…きまさ…ト 】…前世レベル⇒【神】？ですが？…な
にか…？？　…ｗ（＾_＾；）ｗ…

2017年5月11日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

（承前？）？？

 

https://twitter.com/subaru2012
 
 
現代語訳するとピラミッドを作ったトート神は宇宙のあらゆる惑星へ旅ができる輪によって知見

を得て、この地上の文明を他のネガティブな異星文明（エイリアン）から守護するために9次元振
動装置を使い、

不可視にできる装置だという。7つの惑星との交流、世界・人間・魂の3つの状態が書かれている

いわゆるその地下神殿はあらかた米英の軍隊によって調査が行われ、重要なものは持ち出されて

、写真一枚残されていないようだが、その神殿にはアトランティス文明からトート神やオシリス

神が持ち込んだ超科学の遺産が眠っているらしい。人類がその脳の10%を使うことが出来た暁に
、神殿の門は開く

「エメラルド・タブレット」の日本語訳は凄まじく凄い代物で、地底世界に戻って再生中のトー

ト神が使った9次元振動装置について、人類が気付きを得た時点で、スフィンクスの前足の下の神
殿は開かれて、そこにある装置によって地球という惑星を防衛出来得る準備が整うという。

 

中津川　昴 @subaru2012 · 9時間9時間前
 
スターゲイトがエジプトのスフィンクスの真下の神殿にあったかもしれない話。トート神の残し

たエメラルド・タブレットの現物に刻印されていた神聖文字。この解読文も読んだことはあるけ

れど、写真は初めて見た。本物かはわからないが、異星に瞬間移動できる輪があるってSciFiじゃ
ないの？

https://twitter.com/subaru2012/status/862363296212463617
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…のひゃひゃひゃひゃ…っ

　笑い死ぬからやめて〜っっっｗｗｗ

中津川　昴 @subaru2012 · 5月9日

【夜中に笑いすぎて、腹痛くて寝れないww 寝なきゃ】

米国「もうやだこの国w」 ＣＩＡが日本の顔文字を集めていた事実が話題に 
http://kaigainohannoublog.blog55.fc2.com/blog-entry-2248.html …

　　↑

だから汎銀河協商⇒地球特派員（特徴的文化資料収集係）＠ＣＩＡ在職。だってばｗ

参照ｗｗｗ⇒http://p.booklog.jp/users/masatotoki

https://www.youtube.com/watch?v=KKaBiRGSVxo
【作業用BGM】優しくて切ないゲームBGM
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月11日12:55
　

…ごはん食べて昼寝してくる〜っ
　

　

 

http://kaigainohannoublog.blog55.fc2.com/blog-entry-2248.html
file:///tmp/puboo/127511/453946/users/masatotoki
https://www.youtube.com/watch?v=KKaBiRGSVxo
https://85358.diarynote.jp/
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（９月11日）　⇒ 参照 『 魔界水滸伝 』 ｗ

https://85358.diarynote.jp/201705111859256775/

【 旭川 ０．０６３ 】／【 泊原発 急上昇！中 】。　（夕方のオ
マケ作業栗鼠…６匹目）

2017年5月11日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)

　

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494490800/1011-0010-101000-201705111720.gif?
t=1494491435
（１７：１０〜１７：２０）

northland44  @ n142e · 5 時間5 時間前 
#Radidas 2017/05/11 11:30(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.068,0.064 5848cb4d

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年9月16日 

https://85358.diarynote.jp/201705111859256775/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170511/85358_201705111859256775_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170511/85358_201705111859256775_2.jpg
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https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494490800/1011-0010-101000-201705111720.gif?t=1494491435


メルマガ読者から。

あえてコメントはしません。

https://pbs.twimg.com/media/Cse0gh9UIAASFW-.jpg

　　↑

（…去年の台風の汚染雨がなぁ…）
…（＞＜ｐ）…
⇒http://85358.diarynote.jp/201608171951067743/
＞台風第７号の中心は、１７日１７時半頃に、襟裳岬付近に上陸しました。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
くり 　Ⓒ刹那 @crimson2moon · 5月9日 

ナニコレ？（今日の道新夕刊より）

https://pbs.twimg.com/media/C_ZNxcVUAAAtbp-.jpg

　　↑

停めるなら地上のＪＲと、泊原発だろ！

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月11日19:01
　

溶血性貧血？（〜〜；）？

的な、めまいと脱力・倦怠感と、無気力・無力感がある。

ちょっともういっかい寝てくる★

　

https://pbs.twimg.com/media/Cse0gh9UIAASFW-.jpg
http://85358.diarynote.jp/201608171951067743/
https://pbs.twimg.com/media/C_ZNxcVUAAAtbp-.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月11日21:38
　

起きれない。具合悪い。(ToT)

貧血の酸欠の高血圧？

被曝症状ぽいけど雨はそれほど高線量でもなさそう？(∋_∈)

気温低い。湿度高い。(;_;)

とにかく食欲皆無。

歯磨きだけして、

本格的に寝ます。(-”-;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月11日23:35
　

大量に水分とったらだいぶラクになりました。(^。^;)

腹腔内発熱（免疫系統爆走中）による脱水症状だったもよう。

┐(’〜`；)┌

寝ます！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月11日23:56

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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https://85358.diarynote.jp/
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追加でもう１ﾘｯﾄﾙぐらい？

飲みはしましたｗ(^。^;)ｗ

インスマウス人になれそう☆

⇒参照『魔界水滸伝』ｗ

マンガ読んで寝ます★

（食欲絶無。(^_^;)★）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月12日1:09
　

体調は復旧して食欲も復活。

(^_^;)

普段は空腹を水分で宥めながらデスクワークをしてるので自動的にかなりの量を飲んでたわけで

すが、今日は、歯を治したら肩こりまで消えた？おかげで、今まで遮断されてた「腹部膨満感」

情報が脳に到達したせいで食欲減衰して、結果、何も飲まなくて脱水症状を起こした…

┐(’〜`；)┌

という因果関係のようでした★

σ(^◇^;)。。。

いわゆる「脂肪燃焼」しまくったおかげで、いくらか腹がヘッコミました？

…予定全崩壊の連休ですが、
明日は動けますように〜…☆

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


（停まりかけてた腎機能も復旧☆）

(^。^;)
 
 



（５月12日）　原稿世界へ戻りたい…

https://85358.diarynote.jp/201705120657181286/

【 旭川 ０．１ μ ?! 】／【 岩見沢 ０．０６３ μ 】／貧血や視力
低下、血液成分異常が発生（北海道新聞）。

2017年5月12日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

おはようございます。

ＰＣつけたのが０６：３３でした。

おや？画像が進化している…
　　↓

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

（そしてＩＭＥの返還が…変換が！
　いつもよりさらにバカになってる…！？）

昨夜の急な体調不良（前項コメント欄参照）は何とか底を打って快方に向かってますが、まだ後

遺症状が残っていて特に腎臓まわりがダルイです…（－－；）…★

https://85358.diarynote.jp/201705120657181286/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705120657181286/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170512/85358_201705120657181286_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170512/85358_201705120657181286_2.jpg
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今週の３連休はサイテーですね★（－－；）★

（明日からの４連勤は、もっと最悪ですけどねッ★）

とにかく日中に３日分の家事を何とか片づけて、夜までには、少しは、原稿世界へ戻りたい…
と思っている現在でございます…

切に。（－－；）

（とりあえず貧血と脱水の予防に、買い置きの有機野菜ジュース飲みながら作業してまーす…☆
）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月11日（木）【当日】

　　↑

ヲイ待て★（＝＝；）★

…更新が停まってる…★
　　↑

（前にコレあったのは、フクイチで異常が起きてた時〜ッ★）

…こっちも半日？停まってる…。
　　↓

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 13時間13時間前 
#Radidas 2017/05/11 17:30(JST),
0.06±0.01μSv/h,in31min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.062,0.062 3c5721fd

northland44  @ n142e · 19時間19時間前 
#Radidas 2017/05/11 11:30(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.068,0.064 5848cb4d

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e


これも半日？停まってますね…？
　　↓

https://twitter.com/whitefood1

5月11日14時12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
。

https://pbs.twimg.com/media/C_hXw8eVoAAoRUw.jpg

5月11日8時11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。
https://pbs.twimg.com/media/C_gFKjdXsAEGoZH.jpg

https://twitter.com/eq_map

◇【M2.6】十勝地方 深さ90.5km 2017/05/11 23:29:51

★【M2.8】苫小牧南方沖 深さ117.7km 2017/05/11 20:52:16

◆【M4.8】KURIL ISLANDS 100.3km 2017/05/11 17:31:22JST, 2017/05/11
08:31:22UTC

★【M4.1】北海道南西沖 深さ24.1km 2017/05/11 15:44:01

cmk2wlさんがリツイート 
核心を突くツイ&RT心がけます @kenshimada · 5月10日 
子供の視力低下、1.0未満増加→チェルノブイリと全く一緒　89年7月1日　北海道新聞
：モスクワ＝時事 　白ロシア共和国モギレフ州で児童の貧血や視力低下、血液成分異
常が発生。　

https://t.co/bJlVXJi832

 
 
 

https://twitter.com/whitefood1
https://pbs.twimg.com/media/C_hXw8eVoAAoRUw.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C_gFKjdXsAEGoZH.jpg
https://twitter.com/eq_map
https://t.co/bJlVXJi832


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月12日10:18
　

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp�認証済みアカウント� @tenkijp · 16時間16時間前
 
【北海道の1か月　陽気は5月下旬から】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2017/05/11/71121.html …
 
11日、札幌管区気象台は北海道の1か月予報を発表しました。気温はほぼ平年並みでしょう。5月
中旬は寒気..
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日7:02
　

2017年05月12日（金）【前日】

01:00 0.036 0.034 0.035 6 
02:00 0.034 0.032 0.033 6 

03:00 0.032 0.031 0.032 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 0.031 0.031 0.031 6 
08:00 0.032 0.031 0.031 6 
09:00 0.032 0.031 0.031 6 
10:00 0.032 0.031 0.031 6 
11:00 0.031 0.031 0.031 6 
12:00 0.031 0.031 0.031 6 
13:00 0.032 0.031 0.031 6 
14:00 0.032 0.031 0.032 6 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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14:00 0.032 0.031 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.032 0.031 0.031 6 
17:00 0.031 0.031 0.031 6 
18:00 0.031 0.031 0.031 6 
19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.032 6 
21:00 0.032 0.031 0.031 6 
22:00 0.032 0.031 0.032 6 
23:00 0.032 0.031 0.031 6 
24:00 0.031 0.031 0.031 6
　

 



（５月12日）

https://85358.diarynote.jp/201705121939112310/

【 Fuck-1,　１２．４３４ μ 】（スパイク！）／【 浜岡 原発
】（欠測！）／ （札幌 きのう ０．０４４ μ ）。

2017年5月12日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。

　

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

おばんです。１９：１９の２分前です。

札幌は晴天無風で穏やかだった一日。

お向かいのアパートの長年空室だったところに、新入居者が…。
（なんかものすごく静かでお上品な仕事ぶりの、引っ越し屋さん達でした…）

更新されましたが、なんだかいろいろ怪しい？

　　↓

2017年05月12日（金）【当日】
01:00 0.036 0.034 0.035 6 
02:00 0.034 0.032 0.033 6 

https://85358.diarynote.jp/201705121939112310/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170512/85358_201705121939112310_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU


03:00 0.032 0.031 0.032 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 0.031 0.031 0.031 6 
08:00 0.032 0.031 0.031 6 
09:00 0.032 0.031 0.031 6 
10:00 0.032 0.031 0.031 6 
11:00 0.031 0.031 0.031 6 
12:00

https://twitter.com/whitefood1

ホワイトフード @whitefood1 · 4時間4時間前 
5月12日15時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が62箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C_mzqezVwAAnYgM.jpg

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494584400/1011-0010-101000-201705121920.gif?
t=1494585033
（１９：１０〜１９：２０）

https://www.youtube.com/watch?v=883HeXl3_kg
ケツメイシ　トレイン

 

https://twitter.com/whitefood1
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C_mzqezVwAAnYgM.jpg
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494584400/1011-0010-101000-201705121920.gif?t=1494585033
https://www.youtube.com/watch?v=883HeXl3_kg


（５月12日）　「本気でベルバラしとるのか、おまえは」。

https://85358.diarynote.jp/201705121958432586/

『 五月病 』　（草稿の７）

2017年5月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　

（画像と本文はとりあえず関係ありません）

これの続きです。

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201705072225029714/
（草稿の６）。

https://www.youtube.com/watch?v=BGfoJ0Xrvyk
カラオケ練習用　リボンの騎士　王子編と王女編

　次の時間４時間目は体育である。

「おまえなああっっ」

https://85358.diarynote.jp/201705121958432586/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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　さすがに貴明の悲鳴と女子の級長の良識に気圧されて、着替えだけは生物学上の区

分に従う気になったようだが、授業がはじまって整列してみるとちゃっかり男子の陸

上にまぎれこんでいる。今日は記録をとる日だ。

「本気でベルバラしとるのか、おまえは」

　噂はとどいていたらしい。クラブの顧問でもある体育教師に出席簿でこづかれて列

から追い出され、

「なんだよっ！　どーせジャージは男も女もないじゃんか。オレぁそんじょそこらの

ヤローには負けないぜっ。…ちゃんと記録をとれよーーっっ…」

　絶叫とともに女子のバレーコートに引き渡される。

「それが教師への言葉使いか？　バカモノ、おまえに入られた日にゃ、ほかの連中の

プライドが壊滅するわいっ」

　男女の区別のない、ここがアメリカ式のクラス編成ならよかったのにと貴明はふと

思う。

　まこの通った私立中学はそういうクラス編成方針だったらしいようだ。

　してみると、まこの親父殿は…

「あずま」

「はいっ！

　計測ははじまっている。

　一番、東貴明（あずま・たかあき）は、あわてて位置についた。

　じっさい気の毒なほどなのだ。



　ただでさえバレーコートは広くはない。そこへ六人も九人もつめこんで、

「はあい♪」

「そーぉれっ☆」

　なんて長閑（のどか）にやっている連中を相手に、まこにどうしろというのだ。

　熱くなりやすい性格だ。

　本気でスパイクなんぞした日には結果は、女の子達の悲鳴と非難。

　案の定ふたりばかり顔面直撃で医務室送りにして、まこはしおしおと、申し訳な

さそーに審判台にのぼった。

　貴明はダントツで陸上部員にハる記録を作る。

　その、彼と、ころげまわって育って一歩もひかない体力と運動神経を、まこは持っ

ているのだ。

（ホント、女じゃないよなぁ）

　気をつかい、気をつかいして、相手の力量のレベルまで一生懸命おさえている。そ

の困惑しきった苦笑の顔は、貴明たちのするだろう表情と少しも変わらない。

　…もっとも正真正銘の男なら、別の意味でもうすこし嬉しいだろうが。

https://www.youtube.com/watch?v=ptiOGhI690Q
前川陽子 / リボンの騎士 OP
 
　

　

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ptiOGhI690Q


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月12日19:59
　

０６

０６

８８

０☆
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（５月12日）　煮つまれば行動は素早いＡ型牡羊座。

https://85358.diarynote.jp/201705122023467433/

（草稿　８）

2017年5月12日 リステラス星圏史略　（創作）
　

（曲と本が合ってませんが、まぁご愛敬でｗ）

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=2u0GiOdMHh8
ラ・セーヌの星 OP ED 堀江美都子バージョン

　放課後、まこを裏庭へ誘った。

　なしくずしに計測がのびて昼休みが潰れた体育のあと、五、六時間目の洗濯授業で

移動したまま、普段ならばらばらに帰る日だ。

　わざわざ先まわりで呼びとめられてきょとんとしてついてきたまこは、貴明の手に

用具室の鍵があるのに気づいた途端に、あ、と、ひどくはしゃいだ顔になった。

「やりっ！　らっきぃっ!!」

「動き足りなかったんだろ？」

　今日は各部一斉の定休日だ。クラブで使わない時には、一般生徒も学校備品を借り

てかまわないことになっている。

　迷わず、剣道場へ行く。

「さっすが解ってらっしゃる。へへっ、たかぁ、愛してるっ」

　一瞬。

「　…　おまえな。」

https://85358.diarynote.jp/201705122023467433/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4088452518/
https://www.youtube.com/watch?v=2u0GiOdMHh8


「ごめん」

「　ああ、いいよ」

　かるい、ため息。

　勢いあまって抱きついてきたまこの腕をはずさせて、べつに、と貴明は歩きだす。

　本気で聞きたいセリフを社交辞令でアカルク叫ばれたって、嬉しいわけがあるはず

もない。

　貴明がまこを相手に "告白" というものをやらかしてから、そろそろ半年がたとうと
していた。

　それは中学三年の二学期もおしつまったある日、町の剣道場でも受験生のための活

動停止期間がはじまる。

　まこは、それを限りに道場そのものを辞めさせられる約束だった。

　それもこれも、みんな祖母様のせいだ。

　貴明は知らなかった。卒業しても、高校へ進んでも、ここへ来ればまこには会える

とばかり思っていたので…

「まこっ！　いまの話、マジか!?」

　追いかけて捕えた引き戻した腕にはいつもの元気はなかった。

「そーだよ。ここやめて、ガッコも変わって、ハナヨメ修行やるんだと、おれが」

「なんで黙ってた」

「言えるかよ。…急に、決まったことだし。」

「…それで、どうするんだ」



　訊くと、皓皓三年間で女として躾なおして、どこかへ嫁にやるつもりらしいぜと、

言う。

　春からは暮らすのも少し離れた祖母様の家でだ。

　もう、会えないかなあと白い首をかしげてほほえむ心細さに、つい、

「ばかやろうっ!!」

　理性だのプライドだの、日頃貴明が愛用している一群がそろってショートした。

「おれはおまえが好きなんだぞ。それを、もう会えない、で済ませる気かよ！」

「　……　たか　……　」

　怒鳴るように投げつけられた言葉の重さを、まこはしばらく、受けとめかねて呆然

と佇んでいた。

「　………　おまえ、変態（ホモ）だったのか」

　ぶっちん。

　あんまりな反応に貴明の頭のどこかが音をたてて引きちぎれ、その日は、その話は

、それきりになってしまったのだったが。

　帰ってから彼は猛烈に後悔する。

　へたをすればこのまま会う機会もなくなる大切な人間に、変態と断じられたまま、

というのは、いくらなんでもな立場じゃないか。

　煮つまれば行動は素早いＡ型牡羊座。

　推選の決まりかけていた男子校を蹴りたおして、やおら受験勉強にとりかかり。

　まこのひだスカート姿を毎日おがめる権利を手中にしたと、いうわけだ。



https://www.youtube.com/watch?v=tRJCTWJA-1E
いつもそこに君がいた

 

https://www.youtube.com/watch?v=tRJCTWJA-1E


（５月12日）　「もの書くための目的以外じゃ生きていませんからね。」

https://85358.diarynote.jp/201705122043043563/

（草稿　９）　（まるごと半分まで「没」ページ☆）

2017年5月12日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=OeP-eqAc2yw
ﾗ·ｾｰﾇの星 ED 

「………えーい畜生、もう一本！」

　はああっ　…気合いもろとも貴明にぶつかっていくくる。

　無制限勝負だから二人とも動きづめだ。借り物の防具も竹刀もさすがに学校備品だ

けあって体に合わないが、打ち込みはじめてしまえばそんなことはすぐに忘れる。

　すり足で小手を狙う。はらって右胴にいく。

　すくい上げて反すかたなで面、とっさによけてまた小手。

　びしばしと、打ちこまれる数が多いのはまこの方だ。さすがに、半年のブランクは

きついらしい。

「動きが甘い！」

　すりぬけざまに見事な、胴をとられてとってみせるとやけを起こす。捨て身で免

にいこうとしてこようとするのを

「上段にばかり構えるなって言ったろ！」

「ったぁ〜〜〜〜っっ」

　痛烈に小手から竹刀をはじき飛ばされてす。よけそこなって尻もちをつく。

https://85358.diarynote.jp/201705122043043563/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091914314/
https://www.youtube.com/watch?v=OeP-eqAc2yw


（おまえ、ホントにおれに惚れてんの？）

　内心、ついあきれて訊いてしまうほど、それは厳しい一撃だった。

　手加減がない。

　それが、嬉しい。

「……くそっ！」

　かまえ直すなりまた始める。

　貴明は剣道で食べていくつもりだ。

　まこはただただ、動くのが好きで、負けるのが嫌いだ。

　二人で道場をやろうかなどと言っていたこともある。

　たんなる子供の夢だったのだが、貴明は、もしかして違う意味で話していたのかも

知れない。

　好きだ、と言われて、まず感じたのは…

　頭にくる、だった。

「おまえまで、女と思ってつきあってたのかよ」

　なにを考えたのか冬休みにはいってから三日とあけずに電話をしてくるよこす貴

明と、まこはさんざん喧嘩をしたのだ。

「そんなこと言ってないだろ」

「じゃあどういうつもりだよ」

　まこの志望校を訊き、いっしょに受験しようという。



　市内でもそれなりのレベルの公立校は、まこには楽だが、貴明にはけっこう苦しい

賭けだったはずだ。

「おまえが男の恰好だろうがスカートはいて化粧しようが、オレは構わんけどな。世

間さまにゲイだって思われるのがヤなだけで…」

「それじゃなにか？　おまえは自分の世間体のためにおれの一生を犠牲にしよーって

ワケ」

「…先にひとを変態あつかいしたのはてめぇだろうが」

「エイズやだ」

「ならんとゆうにっ」

　どこまで行っても話題は平行線で。

「だいたい

　　↑

（ここまでバッテンで全没ｗ）

　すくい上げて返すかたなで面、とっさによけてまた小手。

　びしばしと、打ちこまれる数が多いのはまこの方だ。さすがに半年のブランクはき

ついらしい。

「動きが甘い！」

　すりぬけざまに見事、胴をとってみせるとやけを起こした。



　捨て身で面打ちにくるのへ

「上段にばかり構えるなって言ったろ！」

「ったぁ〜〜〜〜っっ」

　痛烈に、小手から竹刀をはじき飛ばす。

　よけそこなったまこは尻もちをつく。

「………おまえ、ホントにおれに惚れてんの？」

「　雑念！」

　無責任な発言にいちいち相手をしていたら、まことつきあってなぞいられない。

　ばすっと面をひと打ちしてやると、ふぃぎゃあと喚いて、それでも飛びおきるよう

にまこは構えなおした。

　眼が、強い光をおびている。

　手加減がない。

　それが、まこにとって一番嬉しいのだということを、貴明は知っている。

「………くそっ！」

　一瞬の間をとってまた始まる。

　陽が、西にかたむくまで二人は疾りつづけていた。

https://www.youtube.com/watch?v=NJE7TyztGr4

https://www.youtube.com/watch?v=NJE7TyztGr4


六三四の剣 OP ED
　　↑

（アニメは観てない☆）

なんの脈絡か欄外に

「もの書くための目的以外じゃ生きていませんからね。」

と、

「傷つくのは、その人が、卑怯な（よわい）証拠だ。」

とか、書いてある。（＾＾；）？

（何の脈絡だったのか、記憶にございません…）
 



（５月12日）

https://85358.diarynote.jp/201705122113477403/

（草稿　１０）

2017年5月12日 リステラス星圏史略　（創作）

　まことを相手に全力を出しきったあとでで動きまわったあとに、さらに道場の乱稽

古に顔をだす、というのは案の定、さすがにやはり度がすぎた。

「さすがのタフネスたかくんも、空腹には勝てませんでした、っと」

　風呂で汗をながしてから玄関先のカレンダーで日数をたしかめる。

　うええ。

　気の遠くなるような…換算すると何食分だろう…残り時間に、本気で足がフラつき
かけるというのはなかなか情けない。

　人間、昼の学食のラーメン一杯で何日この運動量を維持できるもんだろう？

（意地はらんでオフクロについて行くテだったか知らんなな、これは）

　嘆息深々。男子たるもの、いまさら遅い。

　食糧調達の頼みの綱だったまこまでが、時を同じくして祖母孫（おやこ）断絶をし

てこようとは、まさか計算に入れていないではないか。

「…はら…　へった…」

　十六歳。成長期にとってこれほど切実な問題など、ない。

　せめて台所でお茶でも呑むべぇかと、きびすをかえしかけた時。

　カラカラ…。

https://85358.diarynote.jp/201705122113477403/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


　ひどく遠慮がちに、古びた桟木（さんぎ）のおもてのガラス戸がひきあけられて、

「あ…　のさぁ、たか」

　細い狭いすきまから、まこが顔だけ、ひどく困った表情をして覗かせた。

「へ？！」

　らしくない大人しげな行動に、面くらった貴明は数瞬絶句する。

「着換え、貸してほしいんだけど…」

「どうしたんだ、入って来いよ」

　表の電気のスイッチに手をのばしかけると、

「あっ…付けるなっ」

　ひどく、あせった声。

　なにかに気づいて有無を言わせず、扉をあけ、細い姿をなかに引き入れる。

「　！　………まこっっ　!!　」

　血相を変える、とはこういうことなのかと、貴明はどこかで思った。

　何があったかなど訊くまでもない。

　袖のはずれかけた学ランは泥だらけになり、Ｙシャツのボタンは千切れ、なかの、

下着までひき裂かれて、肌はアザだらけになっている。

　かすかな白い胸ふくらみに砂利のこすれた血のあと。

　息も、つけない、怒り。

「　だれに、やられた…？！」



　コロシテヤル、と。

　押し潰したように絞り出す声が悪夢のように自分のものだとは、だから、必死にな

ったまこに揺さぶられるまで気がつくこともできなかったのだ。

「落ち着けっ！　…なにもなかったっ。おれ、だいじょーぶだから、たかっ！

　…貴明…っ！」

　そのまま飛び出して行きかねない勢いだった彼の腕を、はっと気づくと痛いほどぎ

りぎりの力で握りしめている。

「…ほん…とうに…無事だったんだな………？」

「うん。おれ、こんなことでダチが殺人罪なんてのは、やだからね」

　きっぱり言い切られ、苦笑して、肩の力がぬける。

「…アホぉ…　あんまし驚かせるんじゃない…」

　抱きしめる。大切なものだから。

「　…　たか　…　？」

　むきだしの胸が、スウェット一枚の彼のからだにあたり。

　ながく触れていたら下種の仲間入りをしかねない。

　すとんと、彼はつきはなした。

「風呂、わいてる。入ってこい」

「う、ん。」

　ひと息ついたまこに茶だけ出して…見るからに恨めしそうな顔をしたがなにしろセ
ンベイもないのだ…訊きだしてみた事情は、こうだった。





（５月12日）

https://85358.diarynote.jp/201705122141506559/

（草稿　１１）

2017年5月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

 
 
 
　自由を獲得するにもまずは軍資金（食費）だと、あのあとバイトを探しに行ったのだ。高校生

とて地元はさけて、丘の反対側のふたつむこうの、市内じゃ一番の繁華街のあたりまで。

　かえり、尾けられているとはまさか思わなかった。

　夜も遅くなったしと、つい抜けた近道の公園で、声をかけられてふり返るなり茂みに引き倒さ

れていた。

「…んなっ……？！」

　ここのところ、喧嘩はごぶさただったから暴れる。とにかく暴れる。

　相手は四人はいたのだろうか。

https://85358.diarynote.jp/201705122141506559/
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　そのうちに遅まきながら向うの意図に…ようやく…気がついて呆然とする。

　外見が外見だけに、今までそういう対象に扱われたことがはなかったのだ。

「や…めろよ…　何、すんだよっっ!!」

　怖い、と、その瞬間、本気でからだがすくんだ。思った。

　防犯ベルを持ち歩く、普通の…女のコたちの気持ちは、だから、普通はこんなふうだったのだ
。

「…たすけ…っ」

　すくんだ体をねじふせられ、ボタンが千切れ、下着ごとズボンがおろされかけて。

　………………

　一瞬の、沈黙。

　遠くの常夜灯のてりかえしで、剥き出しのまこのからだが白く浮かびあがり…

　は、いいが。

「なに…　こいつ女じゃんか。」

　ぐわたっ！

　たかは、おもわず、茶碗をひっくりかえした。

「いっやー、あれってばホントにマジで世に名高い変態（ホモ）さんなんだぜぇ〜〜っ」

　おれは初めて見た。と断言してほとんど嬉しそうに気色悪いキモチワルイときゃいきゃい騒い



でいる声に、貴明は思わず座卓につっぷしたまま耳をふさいでしまう。頭をかかえてしまう。

　例の "告白" の時のショック以来、ホモの一語をまこの口から聞くとめまいがするくらいだ。

「げーおれ、傷口からホモエイズになったらどーしよー？」

「ならんならんっ」

　なられてたまるか、とも思うが。

　とりあえず貴明は時間も遅いことだし送って行ってやるからと、まこを追い出すことにした。

「えーっ　帰んの？　いいじゃん泊めてくれよっ」

「アホッ」

　とにかくホモのエイズのと罵られてまで本気で惚れてる女を押し倒す根性は貴明にはないのだ

。で、あれば、風呂あがりの上気した肌でこれ以上ふたりきりの家のなかをうろうろされてたま

るものか。

「おまえ、歳（とし）、自覚しろよ」

　どついてしまう。

「うるせー裏切者」

　しっかり反撃してくるのを、よけて、薄着薄いスウェットのまこに触れないよう迂回して玄関

にむかう。

　………と。

　あがりかまちに腰かけようとした時、唐突に世界がゆがんだ。

「………あれ？」

　視界が暗くなる。冷や汗まで出てきているようだ。



「…たか、おまえ、顔色悪い…　うわっ！」

　覗きこんだまこを巻きぞえにして、もたれかかるように貴明は倒れてしまった。

「　…騒…ぐな…　気がゆるんだら…　腹がへっ…　」

　暗転。

　電話のむこうの祖母様に必死になって救けを請うている、まこの泣き声だけが、耳にのこった

。

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月12日22:22
　

「いや〜っｗ

　おれ、女で良かった！…って、思ったの生まれて初めてだったぜ〜っｗｗｗ」
　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（５月12日）

https://85358.diarynote.jp/201705122153303328/

（草稿　１２）　（没ページ）

2017年5月12日 リステラス星圏史略　（創作）

（泣くなよ…）

　夢を、視ていた。

（泣くな…）

　ああ、そうだ。

　あの頃、古い小さな借家で、ふたりの家はお隣さんで。

　生垣のかげでうずくまる子供の腕には焼かれてしまった人形。

　背のたかい女の人は黄色いスーツを着てどこかへ行ってしまった。

https://85358.diarynote.jp/201705122153303328/
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　帰ってきた女の子の父親は、電話をちぎって投げ飛ばし、ドレスやら鏡台やら、残

された女のものはすべて庭の焚き火に投げ捨てて。…次には子供の絵本やカーテン
まで。

（燃えちゃったの）

（泣くなってば）

　どろどろになったセルロイドの残骸をふたりしてお墓に埋めた。

　膝をついて泥を掘っているのに白いふわふわした服にはなぜだか汚れもつかず、長

くのばしたおさげ髪がゆれて…

　小さな、小さな女の子。

　次の朝あったとき、その子は、もう髪を切り男の服を着て、きのうまでのようでは

なくなっていたけれど…

（おまえなんか、嫌いだっ！）

　すっかり憎たらしく成長したまこがスタジャンにジーンズ姿で言う。

　めでたくも、まわりは振袖きつね襟巻の大群…合格祈願だと誘いだした（じつは顔
が見たかったのだ）新年も一月一日で。

　年末いっぱい強火で煮こんでいたらしい焦げた心理状態

（泣くなよ…）



　夢を、視ていた。

（泣くな…）

（燃えちゃったの）

　暗い生垣のかげにうずくまる、子供の腕には焼かれてしまった人形。

（燃えちゃったの）

（泣くなってば）

　小さな、ちいさな女の子。

　つぎの朝あったとき、その子は、もう髪を切り男の服を着て、きのうまでのようで

はなくなっていたけれど…

（たかぁっ、早く！）

　白い脚（あし）をむきだしに伸ばしてどこまでも駆けてゆく。

　対等で、対等以上で、いつだって言いだすのはまこ、走るのもまこだった。

　そうして…

　泣くのも、ひとに謝るのも、まこのほうが先なのだ。

（たか…　だいじょうぶ……？）

　耳元で小さく呟かれた声に、うん、と貴明は答えた。

　目が覚めると、朝である。



　庭先のすずめの声に、はりかえたばかりの白い障子ごしに射しこんでくる眩しさ。

　まこの家だ。

　ぼんやりと首をめぐらせるとそこにまこがいた

　着物…　和服だ。

「だれが裏切ったって？」

 



（５月13日）

https://85358.diarynote.jp/201705130650391632/

（草稿　１３）　（一旦完了）。

2017年5月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=jwu9nqDxZ-o
11 - Actress in Time Layers (Millennium Actress) 

まとめました。

⇒http://p.booklog.jp/book/114731/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

３－４－１　『五月病』

今週終了！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
　目が覚めると祖母様の家だった。

　まこに支えられながらタクシーで移動したおぼえがある。

　 "花邑" （はなむら）と一言いえば地元の運ちゃんはぴたりと着けてくれるから、大きな屋敷と
いうのは便利だ。

　そんなとりとめもないことを考えながら、ぼんやりと寝返りをうつお、そこにまこがいた。

（……………着物……………　）

　和服姿である。

　ぴっしりと細身の躯（からだ）にかたち良くきちきち着付けて、色も柄も、年頃にふさわりか

らず大層地味なのだろうが。
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https://85358.diarynote.jp/201705130650391632/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4199600523/
https://www.youtube.com/watch?v=jwu9nqDxZ-o
file:///tmp/puboo/127511/453946/book/114731/read


　のぞける白い袂（たもと）よりさらに淡く透ける二の腕が、息をつめるほど華やかだ。

（まこ……）

「あ、起きたか？」

　気配を感じてふり返る。手には行平（ゆきひら）。

「まったくもーっ、おまえってば…っ」

　窓辺から歩みよってくる、案に相違して、軽い裾（すそ）さばきは縒（よ）れてつまずくよう

な未熟なものではなく。

　ゆるやかに膝をつく。

「医者が、言ってたぞ。三、四日絶食状態だって？」

　本人が自覚する以上に体はこたえていたのだ。

　わはは…とひきつり笑いする貴明の前に、まこは黙って据えてあった盆のうえに鍋敷きをしい
て行平をのせ、射し出した。

「おれが創ったから味は保証せんけど」

　湯気のたつ黄金（たまご）おじやに色々と具がのっている。

　父子家庭で育った人間は必要上、かなり料理がうまいのを、もちろん貴明は知っていた。

　合掌して、ありがたく戴く。

「祖母様がよく許したな」

　時計を見るととうにＨＲは終っている頃である。

「許してない。おかげで今日一日この格好だ」

　ふてている。



「似合うぞ。」

　………ちょっと、怒った。

　二度ほどおかわりをして他にも随分食べさせてもらい、やっと人心地がついたところで、ゆる

ゆるとまこが煎茶をいれる。

「で？」

　自分もひとくち含んで、訊く。

「親父が、帰ってこなくなってさあ…」

　仕事虫の父と、気をまわしすぎる専業主婦の、それでも、昔は、幸福だったはずの家なのだ。

　冬がきたのはいつの頃だったのか。

「海外出張のはずが、親父の従弟（いとこ）が死んでさ。電話をしたら、今、本社に勤務して

ますっつって……　東京だぜ？」

　まこは、黙っている。

「今度こそ離婚（わか）れる、っておフクロと姉貴がイナカ行っちまって。…ついてかない、っ
たら、怒って冷蔵庫の中味全部処分してくんだよな。

　まぁ、あの女（ひと）もヒステリー起こしてたから…」

「そういう時は、さっさと家（うち）に来い！」

「動く気、しなかったんだ」

　さわさわと、離れで女性たちの華やぐ声が聞こえる。

　今日は茶道か、三味線のお稽古だろうか。



　どこかでヒバリが鳴き…

　日舞だったらしい。カセットの、邦楽が流れた。

「あのさっ」

　まこが、言う。

　笛の音。

「　…あの…　。　だから　…」

　らしくもなく、言い澱むのを、「なんだ？」と、少し笑いを含んで貴明は尋ねる。

「一度。ちゃんと言っとかなきゃと、思ってたんだけど…　その、色々考えて…　」

　煮えきらない。気づけば、頬が真紅になっている。

「だから……何だよ？」

「色々考えて…　おれみたいなのを、って、おまえ、やっぱりヘンだと思うけど…　けど、お
れも。

　おれも、一緒にヘン…　みたい、だから……っ」

　襟あしからのぞく項（うなじ）まで朱の花に染まっている。

　貴明は上体を傾けた。

「…好きだ…って？」

　声がかすれる。

　のぞきこむと、こっくんと肯く。

　仕種が妙に子供のようだ。…たぶん、二人して泣きそうな顔をしてたに違いない。



「　まこ　」

　どうしよう。触れたくなるではないか。

　そぉっと手をのばす。熱をおびた柔らかい小さなほほ。

　静かに、そぉっと、そぉっと…

　うぉっとん。

　わざとらしく咳ばらいが響いた。

「朝っぱらからお子達は…。そこまでに、して貰いますぇ」

　ばばっと、飛びはなれる。貴明など壁ぎわまでへばりついてしまっている。

　自分でもよく解っていないまこの方がまだ冷静だった。

「で〜………っ！　時間っ！」

　そうだった。今日は稽古に参加するように言われて、だから着物になったのだ。

　しゃきしゃきと、祖母様は振り返りもせず渡り廊下を去って行く。

「お水を飲んでからお出でなさいよ。ひと舞、御手本にさして貰いますからね」

「へぇいっ！」

「返事！」

「はいっ」

　ぱたぱたと、小はぜの光る白足袋が反対側へ急ぐのを見送って、貴明は素直に、地面にめりこ

んだのだった。



　　　　　　　　　　ＦＩＮ．

（つくづく、ほんとに好きなんだな、こいつは。）という欄外カキコミあり。

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月12日22:17

０６

０６

９

００☆ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月12日23:02

んで。

これの一応「完成原稿」（同人誌発表バージョン）が、あるはずなのですが…

同人誌を盗まれた？あるいは

転居時に引っ越しやさんが紛失した？



疑惑で…（－－；）

見つかりませんのです〜★（ＴへＴ；）★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月12日23:03

０６

０６

９

０６…☆彡

　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日7:27
　

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 

女の子がやっちゃいけない一番悲しいことは、

男のために頭の悪いフリをする事よ。

エマ・ワトソン

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年5月14日7:12
cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 

急がずに、だが休まずに。

ゲーテ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月14日8:32
　

中津川　昴 @subaru2012 · 2時間2時間前 
返信先: @subaru2012さん 

カッシーニが調べたタイタンは茶色か黄色か緑がかった大気だけど、僕にはもっと青みがかって

いるように見えた。一番最後の青緑色がイメージと見た目に近いと思う。

https://twitter.com/subaru2012/status/863506191959212036
　

 

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


（５月13日）　ＴＥＲＲＹ の ＦＲＥＥ ＷＡＹ。

https://85358.diarynote.jp/201705130714099039/

【※地震情報追加】／【 福島原発からの風 】は日本海側に／（
札幌　０．０３６ μ。＋８℃。狂風。）

2017年5月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)

　

https://www.youtube.com/watch?v=6F-KJHHUZfI
卍LINE 「ブンシャカラカ」 

あらためまして、おはようございます。

いや、前項、べつに要らんかもですが、「参照本」を追加しましたです…ｗ

０６：５５になっちゃいました。

ＰＣ起こしたのは０６：３８でした？

再び地獄の罵イ倒４連勤の初日…（－－；）

神経性胃炎その他、

免疫系？でも幾つかの不調を抱えておりますが、

https://85358.diarynote.jp/201705130714099039/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705130714099039/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170513/85358_201705130714099039_1.jpg
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おおむね問題ナシ。（ほんとか？）

先日ブクオフで１０８円で「偶然」入手した、

ＴＥＲＲＹのＦＲＥＥＷＡＹてＣＤの「interlude」て曲を、

ぜひ貼りたい！と思ったんですが、悠宙舞さんにはない？ようで…（＾＾；）…
有料で聴ける人は聴いてみて下さい。気分にぴったり？です…☆

代理。↓

https://www.youtube.com/watch?v=VSuTVmYPmgM
TERRY - BELIEVE featuring ERIKA 

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月13日（土）【当日】 
01:00 0.031 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

　　↑

空気は清浄で美味しいのですが、強い北風が吹き荒れていて、気温は＋８℃。

陽射しも弱く、かなり「寒く」感じます…（なにしろ一旦＋２６℃！まで上がった後の急降下な
んで…★）

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 37分37分前 
#Radidas 2017/05/13 06:30(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.073,0.062 05eff058

northland44  @ n142e · 3時間3時間前 
#Radidas 2017/05/13 04:30(JST),

https://www.youtube.com/watch?v=VSuTVmYPmgM
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e


0.05±0.01μSv/h,in36min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.058,0.06 2a471be5

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
東電福島原発からの風は日本海側に。

日曜日には関東に流れる予報です。

https://pbs.twimg.com/media/C_lSkEPVoAAxI8g.jpg

特務機関NERVさんがリツイート 
北海道新聞�認証済みアカウント� @doshinweb · 11時間11時間前 
カラス繁殖期　釧路で停電警戒　北電が情報提供呼びかけ

https://t.co/xmXg9B3E0l

　　↑

「カラス侵入禁止」って、紙に書いて貼ればいいんじゃないかな…ｗ

救急如律令♪

https://www.youtube.com/watch?v=ymG1ovDDF3Y
卍LINE -O.RE.O.RE.O-

https://twitter.com/eq_map

★【M2.6】青森県東方沖 深さ43.5km 2017/05/12 19:07:23

▼【M3.0】後志地方 深さ170.4km 2017/05/12 18:28:13

☆【M4.4】KURIL ISLANDS 47.9km 2017/05/12 13:39:53JST, 2017/05/12
04:39:53UTC

◇【M3.1】上川・空知地方 深さ152.3km 2017/05/12 09:09:37

 

https://pbs.twimg.com/media/C_lSkEPVoAAxI8g.jpg
https://t.co/xmXg9B3E0l
https://www.youtube.com/watch?v=ymG1ovDDF3Y
https://twitter.com/eq_map
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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ＷＥＢ停まってる？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日8:56
　

中津川　昴 @subaru2012 · 8時間8時間前 
返信先: @subaru2012さん 

平成29年05月11日15時47分 気象庁発表11日15時44分頃地震がありました。震源地は北海道南西
沖で、震源の深さは約10km、地震の規模はM3.9と推定
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20170511154721395-111544.html …
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日23:38
　

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 2017年05月13日 21:25】
 
後志地方では、１４日明け方から１４日夜遅くまで暴風に警戒してください。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月14日6:48
　

2017年05月13日（土）【前日】
01:00 0.031 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 0.031 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.031 0.031 6 
09:00 0.032 0.031 0.031 6 
10:00 0.031 0.030 0.031 6 
11:00 0.031 0.031 0.031 6 
12:00 0.031 0.031 0.031 6 
13:00 0.032 0.031 0.031 6 
14:00 0.031 0.030 0.031 6 
15:00 0.032 0.031 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 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.031 6 
22:00 0.032 0.030 0.031 6 
23:00 0.032 0.031 0.031 6 
24:00 0.032 0.031 0.031 6
　

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


（５月13日）

https://85358.diarynote.jp/201705131015404414/

めも

2017年5月13日 詩とか詞とか句とか歌とか、写真とか☆ コメント (1)
　

　

なみだがでてくる

でも泣けない。

泣くには事態が

でか過ぎる。

まぼろしの

かわいた涙が

とまらない

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日10:37
　

バイト逝くの嫌だ。

ほんたうにいやだ。

上席全員、

死ねばいい。
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（５月13日）　『私がやらなければ誰がやるの？今やらなければいつやるの？』

https://85358.diarynote.jp/201705131529102663/

本日もパワーハラスメント。(-_-#)

2017年5月13日 就職・転職 コメント (5)
　

 
風呂土ば吟ず氏も敵認定。

本日も隔離監視嫌がら席。

 

「自分たちに嫌がらせの意図は無いのだから嫌がらせでない」とか開きなおりやがッたが、

「つもりはなかった」で済まされうるなら全てのセクハラ裁判は無効だ。(-_-#)

「嫌だからやめてくれ」と正式抗議した扱いを、「こちらに悪意はないことを説明したから」と

、

「あなたが辞めるまで続ける」宣言。

ばかなの？

他の誰がやられてたとしても、

不快に感じること間違いなしの「公開処刑」だし、

それをされてる私は、

営業成績トップクラスの人材なんだよ？

１０００回に１回くらい？

ミスをするから。というのは、

https://85358.diarynote.jp/201705131529102663/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201705131529102663/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170513/85358_201705131529102663_1.jpg


社会的に考えて、

嫌がらせ退職強要の、理由にはなりえないと思うが？

(-_-#)

（んで、フロア内の平スタッフは誰も、私が「今までずっと嫌がらせを受けてきた」という申告

を聞いても、驚きもしないと言うね…？

（だって、現場見てるもの！）

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

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日15:32
　

※再度フロア内で公式抗議。

隔離しようとしたので抵抗。

室次長同席で「話し合い」。

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
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私の訴えを「被害妄想」扱い。

全く状況改善されず放置。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日20:24
　

全く反省の色ナシ。

明日も明後日も永遠に、キン愚スリーが「退職するまで続く」と宣言済みの嫌がらせ、

継続の見込み。

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日20:28
　

全員死ねばいい。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日22:22
　

あまりにも腹が立って不快で胃痛で気が澱んで深刻な状態なので、

とりあえず地震情報のチェックをやっときます★
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2017年5月14日7:19
　

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 

自信がないと思った時、いつも自分にきっぱりとこう聞くの。

『私がやらなければ誰がやるの？今やらなければいつやるの？』

エマ・ワトソン

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201705140005154286/
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寝まーす！
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（５月⒕日）

https://85358.diarynote.jp/201705140658151747/

（※地震※追加）　北海道は【 福島原発から風下 】／雨にあた
らないよう注意。／（札幌＋８℃。強風。０．０３２μ）。

2017年5月14日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=n41xgGP53n4
かっこいい北欧民族曲メドレー：失われた王朝(ケルト風音楽) 

おはようございます。０６：４０です。

札幌の気温は…＋８℃。強風。
高い雲が空一面に広がっていますが、有害紫外線だけが超強烈で、暖かみは全くありません。

肌寒いです。

予報は雨…？

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494714000/1011-0010-101000-201705140720.gif?
t=1494714635
（０７：１０〜０７：２０）

線量は低い？のですが、空気は乾燥して埃っぽく、吸いこんだ瞬間から喉が痛くなり、反射的に

https://85358.diarynote.jp/201705140658151747/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170514/85358_201705140658151747_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170514/85358_201705140658151747_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170514/85358_201705140658151747_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=n41xgGP53n4
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494714000/1011-0010-101000-201705140720.gif?t=1494714635


咳が出ます…。
（－－；）

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
14日。
東電福島原発からの風は中部地方に既に到達している雰囲気です。

東北、関東、東海、甲信越、北陸、近畿、北海道の一部は風下状態に。

https://pbs.twimg.com/media/C_vDag6UMAAYWVu.jpg

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 2017年05月13日 21:25】
後志地方では、１４日明け方から１４日夜遅くまで暴風に警戒してください。

https://pbs.twimg.com/media/C_tOMiCVYAEr46K.jpg

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
13日（土）の夕方あたりから、東電福島原発からの風が関東に吹きます。
地上風は愛知県に到達する予報になっています。

浪江の山林火災の飛灰（ひばい）も空気中にあります。

雨にあたらないよう注意。

https://twitter.com/cmk2wl/status/863224904409243648

個人的には【超連続！イヤガラセ罵イ倒】４連勤の２日目。

胃痛と吐き気。

全員殺したい。（－－＃）。

昨夜の腹イセ作業（＾＾；）で、

前２項と、

昨日やりそこねた１２日分の地震情報追加してあります。

見たいかたどうぞ。

　　↓

北海道　http://85358.diarynote.jp/201705130714099039/
東日本　http://85358.diarynote.jp/201705130743236186/

https://pbs.twimg.com/media/C_vDag6UMAAYWVu.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C_tOMiCVYAEr46K.jpg
https://twitter.com/cmk2wl/status/863224904409243648
http://85358.diarynote.jp/201705130714099039/
http://85358.diarynote.jp/201705130743236186/


西日本　http://85358.diarynote.jp/201705130848312639/
全地球　http://85358.diarynote.jp/201705130849178774/

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月14日（日）【当日】 
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

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 22分22分前 
#Radidas 2017/05/14 06:30(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.068,0.066 287ef32d

northland44  @ n142e · 11時間11時間前 
#Radidas 2017/05/13 20:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in43min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.067,0.065 e70fcbb5

https://twitter.com/eq_map

◆【M2.8】根室地方 深さ78.7km 2017/05/13 23:47:38

◆【M4.4】KURIL ISLANDS 135.6km 2017/05/13 22:46:12JST, 2017/05/13
13:46:12UTC

◆【M2.9】根室半島沖 深さ88.5km 2017/05/13 17:43:20

 

http://85358.diarynote.jp/201705130848312639/
http://85358.diarynote.jp/201705130849178774/
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/eq_map
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月15日7:05
　

2017年05月14日（日）【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 0.031 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.031 0.031 6 
09:00 0.033 0.031 0.032 6 
10:00 0.033 0.032 0.033 6 
11:00 0.032 0.032 0.032 6 

12:00 0.034 0.031 0.032 6 
13:00 0.036 0.034 0.035 6 
14:00 0.034 0.032 0.033 6 

15:00 0.033 0.032 0.032 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 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 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 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
 

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


（５月⒕日）　「副隊長」と「課長補佐」（※たまたま同姓だけのリアル別人）。

https://85358.diarynote.jp/201705142236397492/

（※追記あり。※）　本日も隔離監視嫌がら席。(-_-#)

2017年5月14日 就職・転職 コメント (4)

　

ばかにつける薬はない。

（でもフィル痴は一応それなりに絞られたもよう。）

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
Believing in Justice - Maho Shoujo Madoka☆Magica [Extended]
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月14日22:44
　

先ほど無事帰投。

本日も屈辱の隔離監視イヤガラ席でしたが、

実質ダレも私を「監視している暇もないし、ツケコム隙もない」

状態だったので、まぁ表面上は無事故。

さすがにフィル痴の度の過ぎたパワハラについては、私に対する「接見禁止令」が出たらしく、

頭の上からイキナリ、あることないことアリエナイよーな難癖つけて、

（※直近の事例は「報告書の記載量が３行多い。それ書いてるヒマがあったらもう１本受電しろ

」だった…
 
　そのイヤガラセのために１０分くらいムダにしたｗ）

頭の上からイキナリ怒鳴りつけられる…というストレスが減ったので、
ちょっとだけらっきぃだった。

そしてイヤガラ席だが視界に入る場所に「副隊長」と「課長補佐」（※たまたま同姓だけのリア

ル別人）が

座っていたので…ｗｗｗ

耳だけぴくぴくと、笑いの種を拾っていたのでした…♪

（特に「副隊長」とは、ちょっくら仲良くなったさ♪）

（どっちかというとデュオ似で次元大介みたいな服きた可愛い若年女子だｗ）

さて。地震の情報を補完してきます…☆）
　

　

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月14日22:45
　

あ、ハンジは「私の」代理画像ですｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月15日6:57
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Jiran Wiseman @jiranjiran · 5月13日  
Jiran Wisemanさんが今一生＠固定ツィ見たらRTをリツイートしました
　

ゾッとした。

これだ、

これが日本の癌だ。

　

文化の違う他国へも言う。

https://twitter.com/conisshow/status/862957828444610560  
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月15日6:58
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
本間　龍　　ryu.homma @desler · 5月13日 

学生への呼びかけツイが１万３千リツイ超え、関心高いですね。言うまでもありませんが、語学

だけでなくあらゆる五輪ボランティアはＪＯＣと電通による搾取の対象です。無償のボラの皆さ

んの努力と献身が、彼らの高額報酬になるのです。そんなバカなこと許せますか。全てのボラを

断固拒否しましょう。
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（５月⒕日）　札幌は「爆風」スランプ状態…。

https://85358.diarynote.jp/201705150007585562/

【 ふくいち ライブカメラ 】映像、紫色で⇒【 関東で 】 不気味
な色の夕焼け。

2017年5月14日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=yKBFtAJaTQ0
Puella Magi Madoka Magica OST/BGM 07 魔法少女まどか☆マギカ 

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494769200/1011-0010-101000-201705142240.gif?
t=1494769838
（２２：３０〜２２：４０）

札幌は「爆風」スランプ状態…。
寒いです。ストーブ点火…。

https://www.youtube.com/watch?v=iAme1GnVgh8
Magia -arrange ver - Puella Magi Madoka Magica ED/魔法少女まどか☆マギカ 

https://85358.diarynote.jp/201705150007585562/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201705150007585562/
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しんちゃんさんがリツイート 
meglalala（バイオマス発電反対） @kissmeyummy · 1 時間1 時間前 
返信先: @2800rpmさん、@shinchann2008さん、他2人
meglalala（バイオマス発電反対）さんがmeglalala（バイオマス発電反対）をリツイー
トしました

https://twitter.com/kissmeyummy/status/863683652315525121 …
ただの気象現象だといいんですが…

しんちゃんさんがリツイート 
meglalala（バイオマス発電反対） @kissmeyummy · 6時間6時間前 
meglalala（バイオマス発電反対）さんがHideo Serizawaをリツイートしました
@shinchann2008 先生、Twitterでピンク色の空で検索してみて下さい。
https://twitter.com/HideoSerizawa/status/863336685542678528

しんちゃんさんがリツイート 
Hideo Serizawa @HideoSerizawa · 5月13日 
今日は雨続きで損した気分でしたが、夕方ほんの少しの間だけ空がピンク色に染まっ

てて得した気分♪

ピンクモーメントっていうのかな？とても綺麗でした。

#イマソラ #夕焼け #さいたま市
https://pbs.twimg.com/media/C_suwqbU0AAX-BJ.jpg

cmk2wlさんがリツイート 
ライブドアニュース�認証済みアカウント� @livedoornews · 5月13日 
1000RT：【怪しい雰囲気】関東で不気味な色の夕焼け
http://news.livedoor.com/article/detail/13058192/ …
関東各地で紫色の夕焼けの報告が多数あがりました。夕暮れの光が雨上がりの空の中

の水分に反射して紫色に焼けたと考えられます。

https://twitter.com/livedoornews/status/863383355319922688

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年7月4日 
2015/07/04 19:10分
ふくいちライブカメラの映像ですが、紫色です。

https://twitter.com/cmk2wl/status/617274987129344001

https://twitter.com/kissmeyummy/status/863683652315525121
https://twitter.com/HideoSerizawa/status/863336685542678528
https://pbs.twimg.com/media/C_suwqbU0AAX-BJ.jpg
http://news.livedoor.com/article/detail/13058192/
https://twitter.com/livedoornews/status/863383355319922688
https://twitter.com/cmk2wl/status/617274987129344001
https://www.youtube.com/watch?v=_HudC71bmlg


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

しんちゃんさんがリツイート 
フクナワ @fukunawa_news · 15時間15時間前 
高浜原発３号、燃料装荷開始　１５７体、順調なら１６日終了

http://fukunawa.com/fukui/25898.html … #フクナワ

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

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月15日0:17
　

１４日の地震情報を追加してきました。

寝ます。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月15日0:29
　

強風パネェ★

　

　

 

http://fukunawa.com/fukui/25898.html
https://www.youtube.com/watch?v=rT0hDTsNais
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（５月15日）　#双子座：竜巻。

https://85358.diarynote.jp/201705150710194116/

【 泊原発 沖 】 Ｍ３．５ ／（札幌＋８℃。０．０３４μ。）

2017年5月15日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

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

おはようございます。定刻６時起床。

ＰＣ起こしたのが０６：３６でした。

現在０６：３９。札幌＋８℃。凶風。

寒すぎてストーブ点火…。（－－；）★

昨日の分、地震情報を追加してあります。

　　↓

北海道　http://85358.diarynote.jp/201705140658151747/
東日本　http://85358.diarynote.jp/201705140722554108/
西日本　http://85358.diarynote.jp/201705140742379614
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http://85358.diarynote.jp/201705140742379614


個人的には、地獄のパワハラ罵イ倒４連勤の３日目。

モチベ皆無というより「復讐するは我にあり」状態。

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201705142236397492/

ただし、怨嗟で理性を忘れて暴発だの乱闘？だの、

無策に陥るほど暗愚ではない、「馬鹿じゃなし」

（(Ｃ)⇒ハインライン）なので…

…（＾＾＃）…。

「自分が何をどうしたいのか」

「その為には、どの時点で誰を対象に、どう動いたらいいのか」

…ちっとは、すでにメルトダウンしている堪忍袋の緒頭を冷やしながら、

自分内作戦会議をしてから、アクションを起こすべきだろうなぁ。とは、

思っております…(現在）。

https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
前前前世 (movie ver.) RADWIMPS MV 

まぁ、すこんと暴発して失職するハメになるかもしらんが…

この世界情勢で、

こんな小さな、「コップの中の諍い」に、気を取られていられるのって…

むしろ、「平常性バイアス」の、「現実逃避」に過ぎない。よねぇ…？？

ｗ（－－；）ｗ　↓

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201705150007585562/
【 ふくいち ライブカメラ 】映像、紫色で⇒【 関東で 】 不気味な色の夕焼け。
（2017年5月14日）

http://85358.diarynote.jp/201705142236397492/
https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
http://85358.diarynote.jp/201705150007585562/
https://www.youtube.com/watch?v=iEOzaepBAEY


https://www.youtube.com/watch?v=iEOzaepBAEY
爆風スランプ - スパる

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月15日（月）【当日】 
01:00 0.032 0.031 0.032 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

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 4 分4 分前 
#Radidas 2017/05/15 07:00(JST),
0.05±0.01μSv/h,in36min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.067,0.066 07bb8ea4

northland44  @ n142e · 1時間1時間前 
#Radidas 2017/05/15 06:00(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.072,0.066 92f4b905

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494801000/1011-0010-101000-201705150730.gif?
t=1494801632
（０７：２０〜０７：３０）

https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1

ホワイトフード @whitefood1 · 1時間1時間前 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494801000/1011-0010-101000-201705150730.gif?t=1494801632
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1


5月15日6時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が33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
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C_0UmMdUIAAUvwz.jpg

◆【M2.7】国後島近海 深さ93.1km 2017/05/15 05:39:21

◆【M2.6】根室半島沖 深さ22.7km 2017/05/15 05:28:06 

★【M3.5】青森県東方沖 深さ62.5km 2017/05/14 22:59:29

◆【M2.7】北海道東方沖 深さ51.4km 2017/05/14 21:32:49

※【石狩・空知・後志地方 気象警報（解除） 2017年05月14日 21:19】
石狩・空知・後志地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

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

※【M3.5】積丹半島北西沖 深さ0.6km 2017/05/14 12:06:10
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2017年5月15日8:49
　

astronami @kaidokunami · 5月12日
　

怒り

#牡羊座：雷
#牡牛座：火山の爆発
　

https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C_0UmMdUIAAUvwz.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C_yWOkRUMAAvmXD.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


#双子座：竜巻
　

#蟹座：津波
#獅子座：山火事
#乙女座：地震
#天秤座：あられを伴う嵐
#蠍座：大渦巻き
#射手座：太陽フレア
#山羊座：雪崩/土石流
#水瓶座：雷を伴う嵐
#魚座：間欠泉
hannahdrew22
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月16日7:11
　

2017年05月15日（月）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.032 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 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.031 0.031 0.031 6 
10:00 0.032 0.031 0.031 6 
11:00 0.031 0.031 0.031 6 
12:00 0.032 0.031 0.031 6 
13:00 0.031 0.031 0.031 6 
14:00 0.032 0.031 0.031 6 
15:00 0.032 0.030 0.031 6 
16:00 0.032 0.031 0.031 6 
17:00 0.032 0.031 0.031 6 
18:00 0.032 0.031 0.031 6 

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


19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 

22:00 0.035 0.032 0.033 6 
23:00 0.034 0.033 0.033 6 
24:00 0.033 0.032 0.032 6
　

 



（５月15日）　『 復讐は ビシソワズ 』 ⇒ 早速今夜から！

https://85358.diarynote.jp/201705152218393133/

フィル痴の新しい虐め。(-_-#)

2017年5月15日 就職・転職
　

　

いつものパターンだが、私を虐められないフラストレーションで、早速べつの人への嫌がらせを

開始。

虐めのターゲットと定めた相手にだけ、あからさまに陰険なキツい口調で、

あること無いこと難癖つけ始めるので、すぐ判る。

┐(’〜`#)┌

打たれ強い人だし、目の前で私との経緯を見てるから、簡単には辞めないと思うけど…

非凡に安定した、優秀な仕事ぶりの人材なので 、これで辞めてさまったら、職場の大損害だなぁ
…

(ノ-o-)ノ　┫

私は今日も変わらず屈辱の

隔離監視嫌がら席。(-_-#)

めも。

『復讐はビシソワズ』

⇒スカイハイ。

https://85358.diarynote.jp/201705152218393133/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


早速今夜から！

 



（５月15日）　いま現在、私自身は屋内に住んで仕事も見つかり、「次の段階」を悩
める余裕のあることに感謝します。

https://85358.diarynote.jp/201705160019424294/

りすは死んでも治らない。

2017年5月16日 就職・転職 コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=1zmxHSeOt0E
TAK-Z / テリーのうた 

（承前）

めも。

『復讐はビシソワズ』

⇒スカイハイ。

早速今夜から！

　　↓

http://estar.jp/_crea_u?c=U2FsdGVkX18xXOTc5MDkyNkNxP9HlEaxXgRnHAnvqFZVu41

ｗ（－－；）ｗ

だめだこりゃ。エブリスタ使いにく過ぎる…★

（そして誰も来ない！）

https://www.youtube.com/watch?v=PG1GcNjFKqI
「テルーの唄」手嶌葵　谷山浩子　聴き比べ　歌詞付き 

https://www.youtube.com/watch?v=X1vV2GmZP2M
EXPRESS-もぐらの唄【MV】

https://85358.diarynote.jp/201705160019424294/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201705160019424294/
https://www.youtube.com/watch?v=1zmxHSeOt0E
http://estar.jp/_crea_u?c=U2FsdGVkX18xXOTc5MDkyNkNxP9HlEaxXgRnHAnvqFZVu41
https://www.youtube.com/watch?v=PG1GcNjFKqI
https://www.youtube.com/watch?v=X1vV2GmZP2M


素晴らしい唄だ♪

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=Db5wB_jCa2o
HISATOMI / MY DREAM (STEP UP RIDDIM) 【MV】

https://www.youtube.com/watch?v=1GRiwtqvKIs
やってもないのに / RAY

寝ます★

　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
ひみつ日記

　

　

2013年11月29日9:15
　

気温が氷点下になった札幌でも、毎日あちこちでホームレスの人を見かけます。

一応、老舗の支援団体さんがしっかり活動してくれているので、地下街周辺にいて本人に生きる

気がありさえすれば凍死の心配は少ないのですが、やはりさぞかし心細いことでしょう。

いま現在、私自身は屋内に住んで仕事も見つかり、「次の段階」を悩める余裕のあることに感謝

します。

…凡ての人に、私と同じくらいの守護とか加護とか、幸運がありますように…

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2013年11月29日 反★貧困!!

目模よん。

前項コメント参照。いま私の後ろで居眠りしている身なりの良いご婦人が、家出ホームれすのよ

うで不安。(・_・;)
 

https://www.youtube.com/watch?v=Db5wB_jCa2o
https://www.youtube.com/watch?v=1GRiwtqvKIs


昨日もこのベンチにいたけど。

破産したとか倒産したとか、ＤＶから逃げてきたとかいうかなぁ…

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2013年11月29日18:45

今日で研修最終日。

明後日から勤務開始。

…稼ぐぞ?っ！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月16日6:31
　

〜０６０７１８２、

＞０６０７２００。
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（５月16日）　　『復讐はビシソワズ　（仮） 』。

https://85358.diarynote.jp/201705160718324089/

【 Ａ‐リス 】は、死んでも、生まれ変わっても…治らないｗ

　（岩見沢 ０．０５２ μ ）。　（＋１曲）

2017年5月16日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=0vrM7MSqtsg
ERIKA - I Believe featuring TERRY 

（承前）

古巣の霧樹里巣（違）で、仕切り直しました…ｗ
　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/read

『復讐はビシソワズ　（仮） 』

一石（不死）鳥！（笑）

https://85358.diarynote.jp/201705160718324089/
https://85358.diarynote.jp/201705160718324089/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705160718324089/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170516/85358_201705160718324089_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170516/85358_201705160718324089_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170516/85358_201705160718324089_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0vrM7MSqtsg
file:///tmp/puboo/127511/453946/book/114795/read
https://www.youtube.com/watch?v=9ZnlB9fG39E


https://www.youtube.com/watch?v=9ZnlB9fG39E
Never, Never, Ever Give Up! -- No Excuses 

あらためまして、おはようございます。

０７：０６になっちゃいました。

地獄バイト４連勤の４日目。（＾＾＃）

今日も「隔離＆監視」（嫌がらせ）されに逝ってきます…⇒労基署は来月！

札幌の気温は＋１０℃。ほぼ無風？

とんでもギンギラな死害線の充満している曇天。

窓から入る曇り空の光だけで、当たっている側の頬の皮膚が痛いです…★
（－－；）

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494886800/1011-0010-101000-201705160720.gif?
t=1494887434
（０７：１０〜０７：２０）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月16日（火）【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 0.033 0.031 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 22時間22時間前 
#Radidas 2017/05/15 09:30(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494886800/1011-0010-101000-201705160720.gif?t=1494887434
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e


北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.063,0.065 001d0282

northland44  @ n142e · 24時間24時間前 
#Radidas 2017/05/15 07:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in51min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.062,0.065 235ec11c

　　↑

更新停止中？

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【陸上自衛隊機 北海道 厚沢部町のダム付近に墜落か】
北海道南部の檜山広域行政組合消防本部に北海道庁から入った連絡によりますと、レ

ーダーから機影が消えたという情報がある陸上自衛隊の連絡偵察機と見られる飛行

機が、北海道南部の厚沢部町のダム付近に墜落した可能性があるということです。

https://t.co/12Z5H15xIC

　　↑

…ちゃんと【自衛】して下さい…。

（ダムに穴？あけてどーすんの？！）

https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/eq_map

5月16日8時31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
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C_55sQVUIAEFdo5.jpg

▲【M2.7】日高山脈 深さ101.6km 2017/05/16 08:02:46

5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://t.co/12Z5H15xIC
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/eq_map
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C_55sQVUIAEFdo5.jpg


http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C_5yig9UQAATM3h.jpg

◆【M3.5】釧路地方 深さ136.4km 2017/05/16 07:15:26

5月16日1時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が18箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/C_4bwecVYAEtpiO.jpg

◆【M2.6】弟子屈付近 深さ160.7km 2017/05/15 21:36:50

◆【M3.0】根室半島沖 深さ50.3km 2017/05/15 21:26:27

5月15日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。

https://pbs.twimg.com/media/C_0o9kEUwAA1k2k.jpg

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月17日7:12
　

2017年05月16日（火）【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 0.033 0.031 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00 0.032 0.031 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.032 6 
08:00 0.032 0.031 0.031 6 

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C_5yig9UQAATM3h.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C_4bwecVYAEtpiO.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C_0o9kEUwAA1k2k.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


09:00 0.031 0.031 0.031 6 
10:00 0.031 0.031 0.031 6 
11:00 0.033 0.031 0.032 6 

12:00 0.038 0.033 0.036 6 
13:00 0.040 0.039 0.040 6 
14:00 0.037 0.033 0.035 6 

15:00 0.033 0.031 0.032 6 
16:00 0.032 0.031 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 0.031 0.031 0.031 6 
23:00 0.032 0.031 0.031 6 
24:00 0.032 0.031 0.031 6
　

 



（５月16日）　マンガ読んで早めに寝ます☆ (^_^;)

https://85358.diarynote.jp/201705160751148363/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月16日23:13
　

先ほど無事帰投。

まぁとりあえず、

マンガ読んで

早めに寝ます☆ (^_^;)
　

 
 

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


（５月16日）　私のことを 某『 提督 』 と。

https://85358.diarynote.jp/201705170658557613/

昔撮ったキネマ館。（違

2017年5月16日 就職・転職 コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

（5月16日） めも。昔撮ったキネマ館。（違

ワンポイント奪回。

これでひとまず６月の契約打切（強制解雇）のメは無くなったので

多少心理的時間的な余裕は出来たが、

そもそもの『評価不当』

（無理やり重箱の隅をアイスピックで叩き壊す勢いの不当減給）の

件は堂々無視されてやがるので、労基署直行の準備は継続するけどね…

┐(’〜`#)┌

ところで私のことを某『提督』と思っているのでわ？

という雰囲気のかたから目礼を受ける。

(^。^;)

https://85358.diarynote.jp/201705170658557613/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201705170658557613/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170517/85358_201705170658557613_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q


まぁ銀河英雄伝説ファンは多いし？

mixiでエポックメーキングな？　悪目立ちわしてたし、

そもそも今のバイト先は創業時に派遣で参加してた会社で、

mixi見てたら気がつく人は気付くし…ｗ

人生、何がどうつながるか、わからないものだなぁ…(^。^;)

（ヤン・ウェンリー風に読んで下さいｗ）

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月16日23:13

先ほど無事帰投。

まぁとりあえず、

マンガ読んで

早めに寝ます☆ (^_^;)

これを貼りたかったんだけどＤＮさんの検索には引っかからなかった★

　　↓

https://www.shogakukan.co.jp/books/09191136
きねづかん 1
　

　

 

https://www.shogakukan.co.jp/books/09191136


 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月17日7:50
　

cmk2wl @cmk2wl · 5 時間5 時間前 

　

いわゆる “第六感” をあてにしたいなら、
　

その前にまず五感を充分に研ぎ澄ますことだ。

　

ブルース・リー

 

https://85358.diarynote.jp/
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（５月17日）　アウトオブわーるどオーダー…？

https://85358.diarynote.jp/201705170724033033/

【 北海道 ０．５５ μ 】／（札幌０．４０μ。＋１５℃）。

2017年5月17日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)

 
もういっかい貼りましょうか♪

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

あらためまして、おはようございます。

０７：０７になりました♪

ようやく３連休の初日♪

札幌は晴天。ほぼ無風。窓全開の室内で＋１５℃。

空気清涼。線量低し。…天国…！（＾＾）！

きのうの一応「勝利宣言♪」で、ちょっと心の余裕というか空白エアポケット状態なので、

https://85358.diarynote.jp/201705170724033033/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705170724033033/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170517/85358_201705170724033033_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170517/85358_201705170724033033_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170517/85358_201705170724033033_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q


さくさく机事に家事にと、がんばれたら良いなという状況です。

想像以上に爆熟睡してたらしくて、予想より１時間早く起きられたしね…♪

https://www.youtube.com/watch?v=X1vV2GmZP2M
EXPRESS-もぐらの唄【MV】

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

01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.032 6 
06:00

　　↓　（更新停止中）

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 5月15日 
#Radidas 2017/05/15 10:00(JST),
0.05±0.01μSv/h,in42min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.063,0.064 7b2d2721

https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1

◆【M3.1】北海道東方沖 深さ20.8km 2017/05/17 00:13:44

☆【M3.6】北海道北西沖 深さ273.0km 2017/05/16 21:37:59

◆【M3.0】根室半島沖 深さ45.5km 2017/05/16 20:24:59

https://www.youtube.com/watch?v=X1vV2GmZP2M
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1


★【M2.6】青森県東方沖 深さ5.5km 2017/05/16 17:49:24

5月16日14時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が17箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C_7MPUVUIAAW6hL.jpg

◆【M3.1】国後島近海 深さ88.9km 2017/05/16 10:12:41

5月16日8時31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。
https://pbs.twimg.com/media/C_55sQVUIAEFdo5.jpg

5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。

https://pbs.twimg.com/media/C_5yig9UQAATM3h.jpg

▲【M2.7】日高山脈 深さ101.6km 2017/05/16 08:02:46

◆【M3.5】釧路地方 深さ136.4km 2017/05/16 07:15:26

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月17日8:09
　

画像３、「ハマオカ原発直下の緑の点線」に注意…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月17日19:28
　

…フツウに「ナカノヒト」の「休日」であるらしい…ｗ

https://pbs.twimg.com/media/C_7MPUVUIAAW6hL.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C_55sQVUIAEFdo5.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C_5yig9UQAATM3h.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/
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　　↓

northland44  @ n142e · 8時間8時間前 
2017/05/17 11:25(JST) 
おはよう！これから計測をはじめます。(バージョン0.10.1.0)

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月17日19:31
　

※今度はホワイトフードさんがアウトオブわーるどオーダー…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月18日6:48
　

2017年05月17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 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.032 6 
06:00 0.032 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.032 6 
08:00 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.031 6 
10:00 0.032 0.031 0.032 6 
11:00 0.032 0.031 0.032 6 
12:00 0.032 0.031 0.031 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 
14:00 0.032 0.031 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.032 0.031 0.031 6 
17:00 0.032 0.031 0.031 6 
18:00 0.032 0.031 0.032 6 

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


19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.032 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 
22:00 0.032 0.032 0.032 6 
23:00 0.032 0.031 0.032 6 
24:00 0.033 0.032 0.032 6
　

 



（５月17日）　アルパカ狼さんを見かけない、

https://85358.diarynote.jp/201705171744319745/

【小惑星の地球衝突】 対策 【 国際会議 】 始まる。（NHK）
／【 天才 物理少年】 が 本気で警告。　（借景資料集）

2017年5月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

https://www.youtube.com/watch?v=mZ_AidAbi1M
天然色の化石　さだまさし

こっちの化石燃料の追い焚き？追加【砂魚鵜】を先にやってました☆

　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/read
（退職強要の記録）

〜労基署提出用資料〜

＞聞いてた話より研修時給を勝手に３０分ぶん減らされ、

＞聞こえよがしにリストラとか部署廃止とか転職の話をしている…

　（＠２０１３年　11月27日）

ｗ（－－＃）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=tGbclQY65kI
さだまさし　私は犬になりたい

https://twitter.com/subaru2012

中津川　昴 @subaru2012 · 11時間11時間前 
返信先: @subaru2012さん

Maxが語る「神のいる世界」「神の力が絶大な世界」「神がいない世界」も可能性の数
だけあるのが多世界解釈だから、それは自由だが、一神教の場合は、宇宙に偏在する

神が「存在しない」という並行世界を考えるのは無理だろう。一方、非偏在を唱える

場合は神に一番近い世界から影響力は薄れていく

https://85358.diarynote.jp/201705171744319745/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201705171744319745/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170517/85358_201705171744319745_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mZ_AidAbi1M
file:///tmp/puboo/127511/453946/be22d0788bd66b75693a/book/114795/read
https://www.youtube.com/watch?v=tGbclQY65kI
https://twitter.com/subaru2012


中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 
返信先: @subaru2012さん

そのCERNの実験以降、マンデラ効果と呼ばれる異世界の記憶を保持する特定の人々が
世界中に数百存在していて、その理由として世界Aと世界Bの間と行ったり来たりする
時の記憶で「宇宙とは世界線間をはみ出すようにフラクチュエート（周期的に上下：

波のように振る舞う）していると語った」

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 
返信先: @subaru2012さん

記事中の「CERN」が時空連続体に穴を開けて一番近い（我々の世界と2%未満の違い
しかない）「隣の」並行世界を破壊している最中という話については電子や陽子を連

続的に加速しているだけでも破壊につながると考えているようだ。

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 
返信先: @subaru2012さん

僕も30代の時に、ネクサス2000シドニー大会に出たことがあるけど、その時は取材
で行ったので、僕自身が何か講演したわけではないけど、Maxの言う並行世界を何度も
経験してきたので、彼の言う考えが分からないでもない。鏡像世界と並行世界は違う

。無限と無限+1、無限+2の話も分かる。

中津川　昴 @subaru2012 · 13時間13時間前 
返信先: @subaru2012さん

世界が注目、13歳天才物理少年が本気で警告「CERNがパラレルワールドを破壊中、
宇宙滅亡する」

https://t.co/IjaYrqsgu7

中津川　昴 @subaru2012 · 5月16日 
返信先: @subaru2012さん

小惑星の地球衝突 対策や課題話し合う国際会議始まる | NHKニュース

https://t.co/IjaYrqsgu7
https://t.co/zdWhQS41I7


https://t.co/zdWhQS41I7

中津川　昴 @subaru2012 · 5月15日 
返信先: @subaru2012さん

クラーケン伝説は本当だった！人類が発見したイカで最大じゃなイカ！　寿命数百年

とかか？これなら海賊の船ごと破壊できそうだな！

中津川　昴 @subaru2012 · 5月15日 
返信先: @subaru2012さん

https://twitter.com/subaru2012/status/864168058914349056
デカすぎ

中津川　昴 @subaru2012 · 5月15日 
返信先: @subaru2012さん

ダイオウイカの3倍以上あるな〜全長22mって恐竜並みじゃないか！海底で何が起きた
いるのかな？

https://twitter.com/subaru2012/status/864167733939716096

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 13時間13時間前
 
アメリカの高校生が授業中に突然死 カフェインの取り過ぎが原因か #ldnews
http://news.livedoor.com/article/detail/13070804/ …

▶�カフェインは毒だとわかっているのにやめられない。

う”っ…ｗ（＾◆＾；）ｗ…★

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

https://twitter.com/subaru2012/status/864168058914349056
https://twitter.com/subaru2012/status/864167733939716096
http://news.livedoor.com/article/detail/13070804/
https://www.youtube.com/watch?v=TNMuLBwXyVI


恋愛症候群〜その発病及び傾向と対策に関する一考察〜

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月17日17:51
　

予定より押した★（＾＾；）

ちっと家事やってきます☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月17日18:28
　

時給９５０円♪の高条件派遣の大量募集来た。

(^。^;)

最近ほとんどアルパカ狼さんを見かけないのは、

そっちへ異動しちゃうのかなァ〜…？

(ToT)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月18日9:06
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中津川　昴 @subaru2012 · 7時間7時間前 

世界の行く先を見つめ続けるビル・ゲイツの7つの「予言」
｜BUSINESS INSIDER
https://www.businessinsider.jp/post-33430
 【七つの計画ということか、そこにビジネスが生まれるんだろう】

https://twitter.com/subaru2012/status/864882877078437890
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月18日9:16
　

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 2 時間2 時間前  

「５０代は転勤願出せ」女性社員らへのパワハラ認定判決（朝日新聞デジタル） - Yahoo!ニュー
ス

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170517-00000071-asahi-soci … @YahooNewsTopics
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月18日9:26

OTL49さんがリツイート  
木下黄太 @KinositaKouta · 5月16日 

【現実の嫌がらせ】

ツイッターでうかつに予定を伝えると、開催地に電話で嫌がらせが入ったり、変な人間がうろつ

くケースが増えている。佐久市での小出氏の講演会でも、嫌がらせが入り、佐久市教育委員会は

後援を取り消している。

こうしたことが増えている日本は本当におぞましい。

要注意。
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（５月17日）　「チョサッケン男爵」が五月蠅そうだから、名前、変換しますか…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201705172021226518/

『　門外不出！ 』　（ｗｗｗ　閲 覧 注 意　ｗｗｗ）

2017年5月17日 恋愛
　

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

https://www.youtube.com/watch?v=1GRiwtqvKIs
やってもないのに / RAY 

（…とかいう名曲を聴きながら、発掘中のファイルが「えろ」

（いわゆる「やおい系」アニパロ…今でいう「BL」ネタ…に、

　到達してしまって、悶死＆笑死中です…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=X1vV2GmZP2M
EXPRESS-もぐらの唄【MV】 

…まぁ、投稿用（マンガ原作用）
http://estar.jp/_ofcl_evt_outline?e=151279

としては確実にニーズがあるジャンルなんで、

恥ずかしがらずに、掘り出しておきますか…ｗ

（ファントム無頼・パロディ）

　Ｐｉｃｔｕｒｅ・II

　　　　　　　　　遠野　真谷人

　　　　　　　　　　富山　能登

https://85358.diarynote.jp/201705172021226518/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/B002DEKTFW/
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
https://www.youtube.com/watch?v=1GRiwtqvKIs
https://www.youtube.com/watch?v=X1vV2GmZP2M
http://estar.jp/_ofcl_evt_outline?e=151279


　　↑

…だったんですがｗ

（※このＰＮだと、高１〜高２の頃のだな〜…ｗ）

「チョサッケン男爵」が五月蠅そうだから、名前、変換しますか…ｗ

神田⇒神野

栗原⇒杉原

はい、逝ってみましょお…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=jwzPZq1aFl8
いつだって Wait　for　You 〜　ファントム無頼　〜 

　よく晴れた朝…といっても既に午前11時に近い。ごそごそと起きだしたチョンが—
どもは今頃から遅い朝食兼昼食をとろうとしていた。

「おーい神さん、できたぜ。」

　杉原はガスの火を止めて呼びかけた。コタツに持っていって、よそおうとまず腰を

おろす。

「うぉーい、と…　わたたっっ」

　顔を洗ってきた神野がナベに蹴つまづきそうになって、よけようとして慌ててバラ

ンス崩して杉原まきぞえにしてドスン！

　幸いにも杉さんお手製のミソ汁は無事だったんですが、代わり、神野は自分がもろ

相手を「押し倒す」体勢になっていることを意識してしまった。

　杉原の、わりに細い肩、なめらかな胸…

　顔なんてもう完全に至近距離だ。

https://www.youtube.com/watch?v=jwzPZq1aFl8


「…ぅわ。ぁの…っ」

　神野がへんな風に慌てるものだから、初めは（え〜いこのドジ！）としか感じなか

った杉原も思わずぎくりとして、かっと全身が熱くなるのが解った。

「…神野…。」

　白い頬に見るみるうちに血の色が昇る。

（やっぱ（＾＾；）この先「１８禁えろ」シーン

（※書いてた私は、当時１６〜１７歳の「文芸部員」の…
　「一見まじめそうな女子高生」＠ビン底メガネ＋りあるＦカップ★）

…に、突入しちゃうので…画面自粛…https://www.youtube.com/watch?
v=zIw3BDIhsNA&list=PLgqUwNabyFTGq-0PXFwTJhShQEZi6I-N2（Phantom Of The Opera -
Prologue）…ってことで…ｗｗｗ

（…以下、⇒「ひみつ日記」で遊びマース☆彡）
 
ひみつ日記

　

１週間前の同じ休みの日、ちょうど同じような場所で杉原は神野に抱かれた。

　寝こみを襲われた…と表現すればそれはもちろんそういうことにもなるのだが、それにしては
神野の断固とした態度はずいぶん優しすぎたし、杉原にしても抵抗しなかった（正しくは驚きが

先行して抵抗するしないの意志や判断力が復活する以前にコトが進んでしまっていた）…のだ
から、そうは云いきれない。

　客観的に見ればやはり自分から大人しく「抱かれ」ていたのだろう。

　杉原はもうずっと以前から、神野のすることなら無茶な曲芸飛行だろうが公衆の面前でハジを

さらしてメシの奪いあいだろうが、どんな馬鹿でもとことんつき合ってやろうと腹をくくってい

たのだ。

https://www.youtube.com/watch?v=zIw3BDIhsNA&list=PLgqUwNabyFTGq-0PXFwTJhShQEZi6I-N2


　だから…

　そう、コタツでうたた寝して目を覚ました時に神田にキスされていても、意外性に驚き、あせ

りはしても、まず嫌悪感とか彼をつっぱねようとかいう考えは絶対に湧かなかった。

　むしろこれも神野が「しようとすること」のひとつだ、彼の判断で。

　そう考えると急に心が静まって、全てを受け入れてみようという気になっていた。

　だから神野に抱かれた、との事自体はまぁ杉原としてはもう構わないのだ。

　もうあってしまったことだし、自ら選んでその成り行きを受け容れたのだから。

　解らないのは何故、神野がそういう真似を唐突にしたのかだった。折しも職場内では神野と杉

原はデキている、夫婦（夫夫？）である…なぞという不気味なウワサが冗談半分に流れはじめて
いた時期ではあり…

　まさか巷（ちまた）で言う通り、女にモテない欲求不満を無責任に、女みたいな自分の容姿に

ぶつけて来るようないい加減なヤツでは神野はあり得ない。

　だからと云って自分との間に恋愛感情めいたものが存在するのかというと、日ごろ顔つきあわ

せて見ている分には、それこそ馬鹿げた憶測であるように見えた。

　…さて。

　過ぎてしまったことはしようがない。

　はじめの２〜３日こそは弱冠ダメージを受けた杉原は風邪をひいたということにして訓練日程

を休み、神野は申しわけなさそーな、しょげたガキ大将のような顔をして、店屋物のわびしい夕

食をすすっていたが…

　一週間もたって、その他には別段変わったことも起こらなかった。

　神野と杉原が…云々という職場内のしょーもない噂は、消えるでもなく存在しつづけ、話題に



のぼる度に「身に覚え」のできてしまった彼等は冷や汗の出る思いもしたけれど…

　それはまぁいいとして。

　肝心の２人の間には「その事」によってもなんの感情的変化もみられなかった。

　ようするに、今までと同じなのである。

　可愛げのないゴリラ男はあいもかわらず馬鹿なことをやっては杉原までまきこんで恥をかかせ

ていたし、杉原は杉原で、神野の世話焼きに充実？した忙しい毎日をおくっている。

　長いつきあいだ。

　いまさら多少の事件（ハプニング）があったくらいで、昨日とちがう明日がくるはずもなく…

　平穏無事な生活を続けていた。

　とは云え…

　事実は事実なのである。

　折にふれ思い出してはお互いにアセらずにはいられない。

　杉原の声がひどく色っぽかった事とか、神野がずいぶん優しく扱おうと努力してくれていた事

。とか…

　考えてみれば相方ともにバカな真似をしたもんだ。

　今も、単にふたりして転んだだけ、という状況で見事に身動きがとれなくなり…

 



（５月17日）　（ひみつ日記から続き）

https://85358.diarynote.jp/201705172115032481/

『　門外不出！ 』（シリーズ？）　「　Ｐｉｃｔｕｒｅ・II　」
　（２）

2017年5月17日 恋愛
　

https://www.youtube.com/watch?v=Db5wB_jCa2o
HISATOMI / MY DREAM (STEP UP RIDDIM) 【MV】 

…ドリームちがい…ｗ（＾＾；）ｗ
　（⇒妄想ｗ）

（ひみつ日記から続き）

「…あ、わ、わ、わ、…わりィっっ」

「さ、さっさとどけよこの。クソ重いったらっっ★」

　などとやっているうちに、

　バン!!

　威勢のいい音がして部屋の扉が開いた。

「　！　…ちょーっっとあなたたち、なにやってるのよっ ？！」

　現われ出たのは云わずとしれた司令の娘、和歌子サンである。

　その後ろには裕美子チャンの蒼白になった顔も見られた。

「ごっ、…ごっごっごっ…誤解だッ!!」

https://85358.diarynote.jp/201705172115032481/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://www.youtube.com/watch?v=Db5wB_jCa2o


　神野が仰天して飛び起きる…が、こーいう場合、むきになって否定しようとすれば
するほど、アヤシゲに見えてくるのは当然のことである。

「きっ気になって裕美子さんと２人して確かめに来てみればっ!!

　神野さん！　杉原さん！

　やっぱりあのウワサは本当だったのねっっ ?! 」

　そういう和歌子はまたも見合いの席をスッぽかして飛んできたのか、髪をアップに

結い上げた実にあでやかな和服姿である。

　一部の不健全な女子学生集団（社会人もいるが）を除けば、男色（ホモ）なぞとい

う悪習は全女性の敵として、これ以上のものはない。

　かたや裕美子ちゃんはといえば作業着のままお化粧も抜きで、どうやら訓練中のと

ころを無理矢理ひっぱり出されてきたと見える…ものも言えずに立ちすくんでいた。

　単純に筆者の趣味からだけ状況説明をやりなおさせて貰うならば、よく晴れた休日

の午前11時頃。ムサクルシイ独身男がふたりして、ようよう起き出してきたという時
刻である。

　もちろんパジャマのままだ。

「違うんだよ和歌子ちゃんっっ」

　杉原が…冷静に…弁解しようと試みた。

　が、いかんせん女性のヒステリーに立ち向かおうなど自殺行為に等しい。

　和歌子さん、草履を脱ぎ捨てるのももどかしく、ツカツカと汚い６畳間に上がりこ

むと、ガバッとばかりに杉原の襟がみをとっ捕まえてしまった。

「どうなのっ!?　杉原さん！　レンアイかんけーとかっ、肉体関係とかっっ！



　あの噂は、ウソなの？　本当なの？　…ウソでしょっ…？！」

　ガクガクガク…。

　完全に頭に血がのぼっている。

「…れ、恋愛関係、…というのは否定するけれど…。」

　よき友人かつ理解者であり、そのうえで憎からぬ程度には想いあってもいる男女が

、この状況である。

　さしものコンピューター・杉原の鉄壁の計算力にもあっさりと穴があき…
しまった、口を滑らせたと、気がついた時にはもう、後のまつり…。

　興奮のあまり真紅に染まっていた和歌子の頬から、サーーーーッと血の気がひいた

。

「…………けど？　………どういうことなのっっ…？？」

　危うく首を絞められそうになって、あっさりパス。

「…か、神さんに尋いてくれない？」

「　あ〜〜〜っ！　杉、てめェ！」

「…神野さんっ！　どーいう事なんですかっ！？」

　今度は裕美子ちゃんまでが加わって騒ぎだす番である。

「………え。………一度だけ。………先週…………っ」

　やいのやいのと女性２人から責めたてられてついに白状させられてしまった神野の

両頬に、むこう２〜３週間は消えそうにないド派手な手形がつけられたのも、まあ、

無理からぬ話ではあった…。



（５月17日）（…以下、「ひみつ日記に自粛」シーン…っｗ）　

https://85358.diarynote.jp/201705172138451456/

（３）

2017年5月17日 恋愛

　台風一過。

　無責任に笑いころげながら杉原は神野の頬を冷やしてやっている。

　何故か杉原のほうには何の被害も出ていないのは…何故なんでしょうねェ…？

「おい杉ィ。ンな面白がるこたねーだろ。」

　字義どうりの "ふくれっつら" で神野が抗議する。

「知るか。もとはといえばおまえがバカな気をまわすのがいけない。」

「バカで悪かったなっ！」

「おー。悪い、悪い。」

　…神野の弁によればこうである。

　一週間前、 "あの２人は実は…" 説が職場じゅうに広まりだした頃。

　御丁寧にもオセッカイなやつがあらぬことないこと神野に吹き込みに来た。

　それによると「杉原が神野に悲しき片想い」なのだそうで…。

　もちろん言う奴が言う奴だ。（うげ！）と思っただけでヘキエキして神野は逃げ出

したのだったが…

　その後で偶然、杉原の手帳の中に大事そうにしまわれている自分自身の写真を、見

https://85358.diarynote.jp/201705172138451456/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205


つけてしまった…。

（それはその前の宴会の時のもので、たまたま「渡しておいて下さい」と言われて

預かっていたに過ぎなかったのだけれど。）

　そこは単純な神野のことである。そこまで思考がまわるはずもなく、

　手帳の中の写真⇒「悲しき片想い」。

…の構図が、どんと頭にのしかかってきてしまった…。

「…すこしは杉原さんの気持ちも察してあげないと…」

などと訳知り顔に言って去ったオセッカイ野郎の声がエコーまでかかって頭の周囲を

飛びまわったりして…

　…で。

　完全なる誤解にもとづいて、「杉原の気持ちを察した」直情径行男は、もっとも基

本的な愛情表現へと直行してしまったのだ。

　数日後に、既に誤解はとけていたのだったが…。

（………どうりであの写真わたした時、慌てまくったわけだ…っ☆）

　今にもまた吹き出したいような表情で、杉原はまた氷水をとりかえに立ち上がった

。

　暖房のきいている室内とはいえ、２月だ。

　あまり何度もタオルを絞っているせいで、いつもは白い指先が真っ赤に染まって

いた。

　だが当人は別段それに気づいた様子もなく、器用に氷を砕いては洗面器を満たして

くる。

「………杉。」



　傍らに腰をおろして再び水に手をつっこもうとする杉原の指先を、神野は何気な

くヒョイとおさえた。

「なんだ？　神さん。まァた変な気ぃ起こすようだと、こうだぜ？」

　冗談でアイスピックが光る。

「アホーっっ　…手ェ。真っ赤だぞ。」

「ん〜？　…あ。んじゃ、これでよしにするわ。」

「ん。」

　軽く肯きながらも神田は相手の指をはなさずに、暖められないかとこすってみて

いた。

「…おー、よっく冷えとる。」

　無意識に、自分の熱をもった頬にあてがって、上から軽く握る。

　じ…っと、杉原を見つめて。

「…おい神野っっ」

　しばし、沈黙。

　表を車が走り過ぎる音。

「…おまえ…」

　とうとう神野は妙に視線を宙に泳がせるような中途半端さで、気にかかっていたこ

とを口にのぼせた。

（…以下、「ひみつ日記に自粛」シーン…っｗ）



　

　

 
 
ひみつ日記

　

　

「…初めて、…じゃァ、なかっただろう。」

　ぎくん。

　頬の上で冷たい手の平がかすかに慄えた。

　引き抜かれようとするのへ、力をこめる。

「…神野…？」

　杉原の眼が弱弱しく尋ねかけてきていた。

　のぞきこもうとして、慌てて視線をそらす。

「いや……　すまん。話したくないことならいいんだ。…ただ…」

　ただ、なんなのか、神野自身にも解ってはいなかった。

　ただ。

「…なんで…　そう思った？」

　少しひきつった顔をして、だが杉原は予想外に冷静だった。

　しかし今度は断固とした様子で両手をひき抜き、不安定だった立てヒザを楽な姿勢に組みな

おす。

「…別に…ただ…」

　なんとなく。



　思い返してみるとそう感じられたというに過ぎない。

　いや、　…そう。

　神野だって女性経験ならまるでないというわけではない。それと、男の場合の方が肝心の時の

苦痛が激しいという聞きかじった話を考えあわせて、杉原の、痛みを感じた時の力の抜き方、息

の止め方、といったものが、考えてみれば初めての不慣れな人間のそれではなかった、というこ

とだ。

「………おまえもスケベだな………★」

　杉は少しばかり表情を揺るがしたが、そうか、そんなことか、と、かえって安堵したような様

子だった。

「…話し…ておいた方がいいかもな。神さんが変に気に病むと困っから。」

　内心を言いあてられて神野はバカ正直に顔を赤くした。

　杉原はしばらく黙りこみ、浅く息をつき、ピクリと苦しげに喉が上下する。

　………あまり、愉しい思い出だとは言えそうにない話のようだった。

「　………嫌なら……　」

　神野がためらいがちに云いかけるのへ静かに首をふる。

「出来ることならおまえには何も隠しときたくはないからな。なんせ…

　一緒に寝た仲だし？」

　ニヤリと笑っての冗談のつもりも、いつもより歯切れが悪かった。

　

　

 



（５月17日）　洗濯して風呂はいって寝まーす！

https://85358.diarynote.jp/201705172245194966/

（４）　　【 香川 】⇒【 線量 急上昇！】⇒…情報が、消された
…★（－－＃）★

2017年5月17日 恋愛 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=dyZHi-yVESQ
Puccini’s TURANDOT at the Forbidden City Beijing 1998 Multi Lang. In Cc [Etcohod] 

 
 
　どう話しはじめたらいいのかな、と杉原は力なく微笑する。

　おれがまだ前の職場にいた頃…秦にも関係してくる事件なんだ、と。

　休暇をとろうと思っていた。１人で旅行したいと思っていたのだ。

　日本海が見たかった。能登路をまわってみるつもりだった。

「なんでだ？」

https://85358.diarynote.jp/201705172245194966/
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　………なんとなく。

　その旅に秦がついてきたがったのは単純に北陸美人の話につられたからだ。

　出発の３日前になって急に決まったその話のせいで、前日の夜遅くまで杉原は旅行代理店との

手続きにかかずらわらなければならなかった。

「１人旅がしたかったんじゃないのか？」

「ああ。…だけど。」

　時折はさまれる神野の質問にひき出されるようにしてポツポツと杉原は語っていく。

　いつもの筋道だった話し方には程遠い、どこか宙を見るような眼つきをしていた。

「…１人旅…をして考えてみたいことがあったんだ。秦のこと。

　秦とコンビを組んで、珍しく長く、そう半年くらいも経った頃だったかな。

　あいつはそれまでの相方と違って、おれにうるさく構わないでいてくれて、おれが無愛想に、

必要最低限のことしかしゃべらないでいても怒らない。

　いい奴だよ。

　…母さんが亡くなってからほとんど初めてって感じで、おれは素直に他人を好きになりかけ
てた。」

　神野の表情にかすかにかげりがよぎるのを、しかし話す側は気づかない。

「秦はおれの方から望まない限りは放っておいてくれて、静かに生活できて、あいつの側にいる

のは居心地が良かった。ずっとコンビが続くといいと思うようになってた。

　だけど…

　そのうちに疑問が湧いてくる。



　これでいいのか、このままでいいのか、って、ね。」

　それまで孤独（ひとり）で生きてきた分、杉原の秦に対する愛着めいたものは日ましに強いも

のとなって行った。

　だがひたすら交際範囲の広い秦のほうではそういうわけでもない。

　とっつきの悪い杉原の性格にも、そんなものかと思って偏見をもたずにつきあってくれたし、

相棒（ナビゲーター）としての腕前にはほとんど敬意と言ってもいいような信頼を払ってくえて

いた。

　彼なりに大切に扱ってはくれたが、それは "親しさ" ではなかったのである。

　相手を尊重する…というのは、ある意味では、相互内政不干渉といった、つき放したつきあい
方でもあることに、次第に杉原は気がついていかざるを得なかった。

　このままでいいのか？

　パイロットとナビというのは上手くすれば一生のつきあいの筈なのである。

　焦燥感。そしてもっと親しくなりたいという欲求。

　長い間すべてを拒絶してきただけに、杉原の心は一旦他者（ひと）を好きになるや、それまで

の渇きをいやそうと必死になって相手を求めていた。

　そしてやはりその同じ理由がある為に、彼には自分から近づいていこうと努力してみること

すら、おそろしいような気がして出来なかったのである。

　…わかってもらえるのか…

　杉原はもどかしげな不安の眼を神野の顔に向けた。

　せつない、とさえ思えるほどそれはすがりつくような表情で、神野は胸のどこかに鋭い痛みを

感じながら力強い顔をしてみせて、静かに肯く。

　それで安心したのか、話し手はまた過去のどこかの空間へ戻って行くのだった。



「…普通の人間だったらある意味じゃ初恋、とでも呼べるくらい混乱した感情を抱えていた時
期だったんだろうな。」

　しかも心の片すみのどこかでは秦の、飛行機乗りとしての生き方のどこかに、自分とはうまく

噛み合わないものがあると感じはじめてしまっているのもまた事実なのである。

　その為に自身の能力が十二分には発揮されきっていないということも。

　…そういった錯綜しきった感情を整理してしまいたいと杉原は想っていた。

　だから…

　一人旅。

　それでも秦もいっしょとなれば、それはそれでうちとけられるかもしれないチャンスなので

ある。

「あの晩…代理店との手続きで帰りが遅くなって。面倒だな、とは思いながら、おれが他人のた
めに何かしてやるっていうのは、初めてのことだった。」

　夜道を急ぎながら、北陸美人への期待で首も鼻の下も長くして待っているであろうパートナー

の顔を思い浮かべてみる。

　固い口元に自然に微笑が浮かぶ。

　その時だった。

　待ち伏せの人数に気がついたのは。

「別に珍しい事でもなかった。この性格だと…やたら敵が多いからな。

　そのつもりはないのに気がつくと基地全員から恨みを買っちまう。

　秦の前に組んでたパイロット連中とは、みんなクソミソにけなしては派手な喧嘩して別れてい

たしな。」

　腕には覚えがあるからこそ、つっぱった "お高い" 生き方を押し通してこられたのである。



　杉原は自分から誘いにのって、ひとけのない夜の公園に足を踏み入れて行った。

「誰だ？」

　落ちつきはらってネクタイをゆるめ、戦闘体制をととのえる。

　尋くまでもなく、

「今日の非番なら齋藤か上島、飯野。…それとも全員か？」

　どちらにせよ、雑魚ばかりだった。

　残る数人は仲間を語らってのことだろう。

　ヒュッ。

　なにげなさそうにかがみこんで石つぶてを街路灯にとばす。

　ガラスの割れる音。

　ほとんど星も月もない夜。

　殴りあいになるものと杉原は想っていた。多人数が相手とはいえ大人しくやられてやるつもり

はない。

　ぐっと腰をおとして身構える…

　しかし敵方の出ようは違っていた。

「なん！　！？」

　前から躍りかかえてくる奴らに気をとられているスキをついて背後から数人に羽交いじめに

され、強い、異臭。



　鼻をつく…　これは、クロロフィル。

　突嗟に息をつめたところで口の中にまで押しこまんばかりにかぶせられていては、いずれ吸わ

ないわけにはいかない。

「　はな…　せ…　」

「急げ。秦が迎えに来たりするとヤバい。」

　秦…　そうだ。あいつがいる。

　白濁していく意識のなかで杉原は下に置いてあった書類袋をさり気なく遠くへ蹴り飛ばした。

　宿の予約や切符。

　これで、異変に気がついてくれれば…。

　すぐにぐったりとなった杉原をかつぎ上げて男達は用意の車に乗りこむ。

　奔りだす、音。

　杉原が憶えていられたのはそこまでだった。

　…………。

（…以下、「やばいシーン」に続く…（＾＾；）…。）
 
ひみつ日記

　

　……………。

　吐き気。鈍く襲ってくる頭痛。



　ねっとりとまといつく暗闇のなかをもがいて、杉原はなにものかから逃げ出そうとしていた。

　逃げだそう…

　何から。

　背すじを悪感が走る。

　そう、先刻から執拗に続いている、この不快な感触から…

　必死の思いでザラつく重いまぶたをこじあける。

　暗い。

　やがてぼうっと焦点を結んでくるいくつかの人影。

「寒いんですかね、杉村副班長」

　意識をはっきりさせようと頭をふってみる。

　聞き覚えのある、冷たい揶揄（やゆ）を含んだ声。

　やがて杉原の頭は徐々に状況を理解し始め…

　…鈍く息を呑む、小さな音。

　薄暗い、今は使われていない山荘かなにかの内部だった。

　かすかに埃の匂いのするダブルベッドに杉原の体は投げ出されている。

　我ながら男にしては白すぎる肌だ。

　なんの脈絡もない考えが頭をよぎる。

　彼はまったくの裸身だったのである。



「…ふ、藤井出…！」

　しぼり出すようにかすれた声をあげた。

　腕の下から逃れようと体をバタつかせるのだが、所詮は徒労。

　薬の作用は重く、意識をかろうじて取り戻したところで、自由になど動ける筈もなかった。

「それでも覚えていて下さったってェわけですか。えぇ？」

　皮肉な嘲いを口元にはりつかせながらその男は動作をやめようとはしなかった。

　カッ！

　と、杉原の全身が熱くなる。

「やめろ！　きさま……っ何を！」

　尋くまでもなかった。藤井出オサム元隊員。つい先月にも同性愛問題を起こして除隊になった

ばかりの男。

　パイロットとしての腕は悪くはないと本人は自負していた。

　部屋のそちこちで下卑た笑いを浮かべている連中も、みなパイロットとしても男としても以前

に杉原に言い寄っては、こっぴどくソデにされた覚えのある輩ばかり。

「ご気分はいかがで？」

「くっ！」

　耳元に熱い息を吹き込まれて栗原は思わず闇に白く浮く体をよじらせる。

　それがかえって彼らを楽しませているらしい事はすぐに気配でわかった。

　恐怖や驚愕など何よりもまず、しまった…！という想いが杉原の顔をこわばらせる。

　殴って痛めつけるのを腹いせとする手合いよりも、こういう人種の恨みを買うことのほうが数



倍おそろしいというのは解っているつもりだった。

　男色の趣味のある者と非番の日が重なった折には、ツケ入る隙を見せないよう、それまでもず

いぶん用心して来たのだ。

　それが…

「きさまら、今日はアラート勤務のはずだ。」

　首をめぐらして幾人かの男をきつく睨みすえる。

　その気迫に思わずたじろぎそうになる彼らに代わって、その連中には今日休暇をとらせたよ、

と勝ち誇るような藤井出の声が胸の上でした。

　丁度一週間…杉原が申請していたのと同じ期日…。

「下司め！」

　苦々しい想いで言葉を吐き捨てる。

　と、乳首のあたりをまさぐろうとしていた藤井出の歯に突然力がこめられた。

「痛っ」

　ビリッと、痛みともつかないものが身内をはしる。

「自分はどうなんだい、え？　近頃ずいぶん秦サンに入れこんでるそうじゃないか。」

　男の手指が全てを知りつくした様子で杉原のからだをたどって行く。

　ぞくりとくる悪感めいた刺激をできる限り無反応を装って受け止めながら、きつく唇を噛みし

めて、杉原は反撃・脱出のチャンスを冷静に狙おうとしていた。

「御一緒にご旅行だとさ。のぼせた挙句に天下のコンピューター殿の防御壁があっさりショート

ときてる…。

　まさか５人もの男が唐突に休暇願い出してトンズラしたってぇのに、気がついてもいなかった



とはな。」

「おかげでこっちはやりやすかったってもんさ。」

「１週間、たっぷりと楽しませて貰いますぜ、あんたの肌をヨ。」

「秦のダンナの代わりにな。」

((　…あうっ　))

　喉の奥で小さな叫びを噛み殺す。

　眉根が苦しげに寄せられ、だんだんに周囲の男たちにまで注意を払う余裕はなくなっていく。

　屈辱や、性的な刺激に対する感覚よりも、今はまだそんな風に他人の手でいじくられている事

への嫌悪感の方が激しかった。

　なんとか早く、薬の効果が切れて体の自由がきくようになってくれることを願う。

「しぶといねェ、杉原さん？」

　そんな彼の内心を見すかすかのおうに藤井出はせせら笑った。

「秦氏の救出をアテにしてるんなら無駄だぜ…。今ごろは絶交状の文面でも考えてる頃だろ
うよ。 ”ヤハリ一人デ行ク　杉” ってな電報がさっき届いた所だからな。

　あんたが「取り落とした」書類入れもここにこうしてあるし。」

　杉原の眼が心持ち大きく見開かれたようだったのは、その話に絶望を覚えたためか、それとも

丁度その時、彼の股間に藤井出の指が這い込んだせいだろうか？

((　卑怯者！ ))

　相手を憎もうとしながらなおかつ全身の力が萎え、心が真っ暗に染まって行こうとするのを、

彼は自覚しないわけにいかなかった。

　そうなって初めて自分がどれほど秦を頼りにしていたのかを、思い知らされたくらいだったの



だが。

　渾身の力をふりしぼって、のしかかってくる男をつきのけ、ベッドから飛び降りて、杉原の細

いが見事に均整のとれた白い体は盲滅法に走って逃げだそうとしていた。

　慌てて躍りかかる奴らの２人まではなんとか殴り飛ばしたのを覚えている。

　次の瞬間、みぞおちに強烈な一撃を蹴り入れられて声もなく身をふたつに折った。

　…絶望。

「あれだけの薬でまだそんなに動けるとは、ねェ。やっぱこっちを使った方がおよろしいようで

すな？　杉原サン。こいつ…は、さっきのやつたァ違うよ。

　ヨコスカには、自分は知り合いがおりますもんで！」

　それでも弱々しく逃げようとし続けるのを数本の腕が抑えこみ、冷たい光を放つ針が、ごくご

く少量の液体を、杉原の蒼く浮く静脈の内部へと非常に送り込んだ。

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月17日22:46
　

…ホントに、どぉいぅ女子高生だったんでしょう、まったく…ｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月17日23:05
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洗濯して風呂はいって寝まーす！

　

　

 



（５月18日）　私がどんな人間か、

https://85358.diarynote.jp/201705180656037004/

【　造　血　剤　】ｗ 　（ 音 薬 匣 ）
2017年5月18日 音楽
　

https://www.youtube.com/watch?v=Tex4yHy9wAY
運動のための最高の音楽、スポーツ、エレクトロニカ2016
やる気のジムでのエクササイズ 

すげぇこの唄ｗｗｗ

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=cq1vgWOvces
【MIX】NARI IN KINGSTON MIX (4曲) - 親指Head vs HIBIKILLA 

https://www.youtube.com/watch?v=C5rlEdzEE-c
Hibikilla/親指ヘッドへの Answer Tune part 3 

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 

私がどんな人間か、人に決められたくはないの。

自分自身でどうあるべきか決めるわ。

エマ・ワトソン

https://pbs.twimg.com/media/C__R7q1V0AAaui5.jpg
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（５月18日）　本日の予定⇒『 森林浴 ＆ 源泉浴 ♪ 』

https://85358.diarynote.jp/201705180718546324/

（札幌　ど晴天♪　快適な微風♪ ／＋２０℃？／０．０３２μ）

。

2017年5月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=DEulvlZ1fw4
HIBIKILLA / ヤーマン PV 

おはようございます。

０６：３８でした。

札幌は窓全開で室温２０℃。（＋）

ど晴天♪　快適な微涼風♪

線量低め。（＾ｗ＾）ｇ

問題は…（＾＾；）…
きのうウッカリ入浴も洗濯もせずに

https://85358.diarynote.jp/201705180718546324/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705180718546324/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170518/85358_201705180718546324_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170518/85358_201705180718546324_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170518/85358_201705180718546324_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=DEulvlZ1fw4


ご飯たべて漫画だけ読んで寝入ってしまったことで…★

本日の予定⇒『 森林浴 ＆ 源泉浴 ♪ 』（その前に雑用色々）…の前に、
２時間ほど余計なタイムロスが入ると…

さて。（＾＾；）どうなるんでしょうか…？？

（まいて行きたいと思いまーす☆）

https://www.youtube.com/watch?v=l7xZFF-nv5w
卍LINE 「TakeitEasy 」 MV 

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

01:00 0.033 0.032 0.032 6 
02:00 0.032 0.032 0.032 6 
03:00 0.033 0.032 0.033 6 
04:00 0.033 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 20分20分前 
#Radidas 2017/05/18 06:30(JST),
0.05±0.01μSv/h,in38min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.06,0.065 e2b8d025

northland44  @ n142e · 6時間6時間前 
#Radidas 2017/05/18 00:30(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.073,0.065 ccf115a7

https://twitter.com/eq_map

https://www.youtube.com/watch?v=l7xZFF-nv5w
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/eq_map


◆【M2.6】釧路地方 深さ115.1km 2017/05/18 06:45:58

＃【M4.7】OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 51.8km 2017/05/17
19:28:20 JST[UTC+9]

★【M2.6】青森県西方沖 深さ8.0km 2017/05/17 18:49:28
★【M2.5】青森県東方沖 深さ102.6km 2017/05/17 18:11:05

＃【M4.7】NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 108.2km 2017/05/17
15:21:11 JST

※【M2.6】石狩平野 深さ161.7km 2017/05/17 15:27:21

https://www.youtube.com/watch?v=Dv_N2E9_sJ8
OKI DUB AINU BAND / SUMA MUKAR 

 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月19日7:10
　

2017年05月18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 0.033 6 
04:00 0.033 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00 0.032 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.032 6 

https://www.youtube.com/watch?v=Dv_N2E9_sJ8
https://85358.diarynote.jp/
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08:00 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.032 6 
10:00 0.032 0.032 0.032 6 
11:00 0.033 0.032 0.032 6 
12:00 0.033 0.032 0.032 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 
14:00 0.032 0.031 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.032 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.031 0.032 6 
18:00 0.032 0.031 0.032 6 
19:00 0.032 0.031 0.032 6 
20:00 0.032 0.032 0.032 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 
22:00 0.032 0.032 0.032 6 
23:00 0.032 0.031 0.032 6 
24:00 0.033 0.032 0.032 6
　

 



（５月18日）　原稿の続きをやります…★

https://85358.diarynote.jp/201705181435097565/

『　門外不出！ 』（シリーズ？）　「　Ｐｉｃｔｕｒｅ・II　」
　（５）

2017年5月18日 恋愛
　

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

はい再びこんにちは。１４：１４でした。

結局「通勤用の服」確保のため手洗濯は優先せざるをえず、

そうすると自ずから「自宅入浴」とセットになってしまうので…（＾＾；）…

外出断念。（＾＾；）

どうもふらふらするし体調オカシイな？と思っていたら、

日なたの気温は＋２５℃！？…を、
超えてるもよう…★
（－－；）

一昨日＋８℃で、寒くてストーブ点けてたのに…

ナニゴト？（＠＠；）？

…よかった。ウカツに耐寒仕様なんかで森に入ってたら、熱中症になるところだたわ…★

ｗ（－－；）ｗ

まぁそんなわけで。オトナシク引き篭もって、原稿の続きをやります…★

https://85358.diarynote.jp/201705181435097565/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4199600310/
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
https://www.youtube.com/watch?v=2yvkeS8t5w4


https://www.youtube.com/watch?v=2yvkeS8t5w4
三宅洋平 - LIVE @ 音泉温楽 2010 

んで、画像。（＾＾；）

…なにしろ「まんが原作」賞に応募用。なので…

（＾＾；）

原型をとどめないまでに「設定変更」中です…ｗ

（そしてついでにリステラス史」に入れてしまう…）

空自⇒森林温泉惑星《ティアラ》政府航空局（密猟監視隊）

神田⇒サンダンス・デ＝ヴィル

栗原⇒クリュウ・フジムラ

…ってな感じかな…（＾◇＾；）…☆彡

（おあとしばらく「えろ」部分は秘密日記で〜…。）

ｗｗｗあほなものをみつけた…ｗｗｗ
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=20ZWZJgixtw
【おんせん県】「シンフロ」篇 フルバージョン　SHINFURO：Synchronized Swimming in Hot
Springs
　

　

 
 
ひみつ日記

　

　

https://www.youtube.com/watch?v=20ZWZJgixtw


　

　

((　秦…。　秦!!　))

　混濁した意識のなかでは彼は唯一信頼できる相手の名を必死に呼び続けている。

　だが現実には唇はきつく噛みしめられて、ほとんど白くなってしまったその上に、ひとすじの

紅い滴りが流れだしているだけだ。

　しかめられた眉。見開かれたまま、もはや何物をも捉ええない、かすんだ黒い瞳。

　闇に浮く肌。

　…いっそ妖しく凄まじいまでに、美しい、堕とされた天使のような容貌だった。

　弄ばれるのに耐えている間はまだ良かったのだ。

　やがてわけのわからないものが体内に侵入してこようとして…

「…あぅ。ぐっ　…!!」

　滑らかな背中がひきつけるようにハネあがって異物から逃れようと。

　それまでの執拗な刺激のあいだ中、意地でも声だけはあげるまいとしていた、 ”意識” など、激
痛のはざまでひきちぎられてどこかへ吹き飛んでしまう。

　その時、はじめて杉原の心の中に純然たる恐怖と、そして、信じられない…という気持ちが生
まれていたのだった。

　…シンジラレナイ…　コンナコトハ、アリエナイ…

　苦痛…　ほとんど正気を保っていられないほどの衝撃。

　あがきもがく彼の四肢を抑えている腕は、２本だけではない。

　のたうちながら…それが相手の嗜虐趣味をそそるだけの事だと解っていながらなお、抵抗をや
めることはできなかった…杉原は、現状を否定する言葉ばかりを呪文のように繰り返し、しがみ



ついていた。

　こんな事態は絶対に、どうあったって有り得ないことなのだ。

　…なぜだろう…？

　おかしな話だが、このきつい、人嫌いの激しい性格で、こんな風に優しい顔立ちに生まれつい

てきてしまったのだ。

　いずれはこういうめにあわされるかも知れないことは客観的に見ても覚悟がついていてもよさ

そうなものだった。

　それなのにやはり、信じられない…　自分の置かれている立場が、納得できない。

((　秦！ ))

　そう、半年前までだったら、こうではなかっただろう。

((　…秦！　救けてくれよ！　秦!! ))

　長引く苦痛のなかで、むろんこんなにはっきりした ”思考” の形でではなかったが、杉原はひと
つの答えを見つけだしていた。

　確かにどんな理由があろうとも、こんなことは有り得ない筈だったのだ、秦がついていてくれ

る限り、救けて貰える限り。

　だがしかしそれでも、秦はいない。

　…ヤハリヒトリデイク…

　と。そう、コンピューター・杉原は云ったのだから。

　ひたすら人づきあいの悪い、いかにも彼の相棒（ナビゲーター）らしい行動だった。

　楽しみにさせておいた約束事を陰険なやり口で寸前に断ってしまうというのは…。

((　だけどそれはおれじゃない。おれじゃないんだよ秦!! ))



　短い痙攣を残して藤井出の巨大なものは果てていった。

　ずしりと背中に落ちかかる重い体が杉原の呼吸器を押し潰し、肉体的な苦痛よりも屈辱感より

もなお手ひどい事実を無理矢理認識させる。

　…秦は、来ない…

　今ごろは、絶好状でも…

　空白の淵に落とされたような、ほとんど虚無（からっぽ）に近い恐怖が、クスリとともに杉原

の心臓を捕まえてもはや放さなかった。

　現実から、救い出されるすべはないのだ。

　精神（こころ）と肉体は遠く切り離され、ただ本能のままに身をよじり、逃れようとする哀れ

な裸身だけが、幾度も幾度も、そのつど違う男達の下で残虐な悦楽のために供されていた。

　そして、夜は、これだけではないのだ…

((　…秦…　))

　ちぎれてしまった心と体との唯一残された接点として、かすれた瞳からは苦痛のためではない

涙があふれつづけている…



（５月18日）

https://85358.diarynote.jp/201705181639219348/

（６）

2017年5月18日 恋愛
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=RcAG2H1kcTo
あぶない刑事 OP 

 
 
「…ったく。おっせーなーァ★」

　声に出してわめきながら、空になってしまった他人の煙草の箱をクズ籠へシュートする。

　だいたい途中から割り込んだ自分が悪いとはいえ、もう１１時を回っているのである。

　旅行代理店なぞとっくに閉まっているだろうし明日は１番列車で…

　いや、切符が取れなくなるかもって云ってたから、２〜３便は遅れるのかな？

　それにしてもさっさと帰って来て荷物のチェックをすませて眠っておかない事には起きるのが

辛い時刻である。

　あの固いのがまさかそういう晩に限って酒でも女遊びでもあるまい。

「しょーがねェな。煙草でも買ってくるべ」

　ほいほいと立ち上がったところに、 "電報届いたから取りに来い" と門（ゲート）の電話から呼
び出しがかかった。

　受け取って一旦部屋に戻ってみる。

　「ヤハリヒトリデイク　スギハラ」

https://85358.diarynote.jp/201705181639219348/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091798020/
https://www.youtube.com/watch?v=RcAG2H1kcTo


　…さすがに起きて待っていた自分が馬鹿らしくなった。

　ベッドに腰を降ろす。

　だが…

　待てよ。

　自慢じゃないが人を見る目には自信がある。

　確かに杉原はとっつきにくい、何考えてるンだか解らない所のある奴ではあるが、少なくとも

一旦約束した事をこういうやり方で取り下げるような男じゃない。

　旅行について行く話だって、初めこそちょっと困ったような顔をしてはいたが、キッパリした

性格なのだ。本当に迷惑なのなら、そうと断っていた筈だ。

　それに…

　考えてもみろ、

「ヤハリヒトリデイク」にしろ、持ってくつもりのスーツケースに詰めた荷物は、ここにこうし

て置いてある。

　そりゃもちろん、たかだか１週間の男のひとり旅、金に余裕さえあれば着替えなぞ持たなくと

も何とかならんこともないが、しかし。

「…何か…　あった、かな…」

　上着をひっかけ確信でもあるかのように、秦は部屋の扉を後にした。

　暗くてよくは判らないが、しょっちゅう喧嘩沙汰に利用されている、駅までの途中の公園には

短い乱闘のあと。

　駅員は確かに杉原らしき人物は降りたと言う。（あんなに目立つ雰囲気しょった美青年はそう



そういるもんでない）。

　急いで宿舎にとって返して部屋をのぞく。

　帰って来た気配はないしその後の伝言もない。

　アラートへ行って、それとなく情報収集。

「…休暇？　５人もか？」

　そして数日前から、除隊されたはずの藤井出の姿を見かけるという。

((　………　しまった……………!! ))

　翌日から秦と杉原の姿も荷物もしっかり基地から消えている。誰もが予定通り北陸に出かけた

ものと、信じて疑わなかった。

　〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

　除隊後の藤井出が入り浸っていたというあたりをシラミ潰しにあたる。３度に１度は腕力に

訴え、強引なやり方で秦は奴らの根城をなんとか突き止めようとしていた。

　ほとんどが徒労に終わり２日目がむなしく過ぎる。

　不精ヒゲがうすくはえそろい睡眠不足が目の下にあらわれはじめる頃、思わぬ方向から『ヨコ

スカにいる情夫』…の情報が入って来た。

　豊富な人脈のおかげでそいつらが麻薬密輸に結びつくセンであることをも割り出して。

　友人の一人で今は若手の刑事になってる男に呼び出しをかける。

　…それが３日目の晩だった。

「少し、寝ておいたらどうだ？」



　４日目の朝、年上のその友人が運転席におさまりながら云う。彼にしても昨夜は事情を説明さ

れるのでほぼ徹夜だった。

「ああ。そうする。」

　応えるなり助手席で秦はいびきをかきはじめ、刑事はやれやれと嘆息して無線に手をのばした

。

　もう、秦ひとりで動ける段階は過ぎたのである。

　…

　５日目夕刻。警察の組織力は効果をあげた。

　地元警察との折衝だの警視庁麻薬捜査班の到着だのを待っていられる筈もなく、秦は周囲の制

止を振り切って飛び出していた。

https://www.youtube.com/watch?v=KRKrVHbkF78
あぶない刑事 You’re Gonna Lose Me 

 
ひみつ日記

　

　

　もう死ぬのだろうと杉原は頭の片すみで考えていた。

　飲まず食わずでクスリだけを打たれて既に何日になるのだろうか。思い出したように男たち

はやって来て、好きなように彼の肌を貪りつくしてゆく。

　もう死ぬのだろう…

　このままいけば。

https://www.youtube.com/watch?v=KRKrVHbkF78


　こんな連中のワナにかかって命を落とすなど、ひどく馬鹿々々しいような気もしたのだが、生

きていてもどうせしようがない身の上だったし、

　…痛めつけられた体には、もはや逃げようとするための体力も、死をおそれる気ry区も、残され
ていはしないのだった。

　そんなわけだから単身、車を乗り捨てて古山荘のドアを秦が蹴やぶった時、まず目の前に映っ

たのはかなりの大音響にも何も反応しようとしない彼の相棒（ナビゲーター）の、白い、白すぎ

るほどに蒼冷めて投げ出されたままの、哀しい姿だった。

「　………　杉原!? 」

　驚愕のあまりかすれた嗄（しわが）れ声しか出ない。

　彼が知っているのはいつでもピンと一線を画して人に対する、誇り高いほどに警戒心の強い杉

原の横顔だけだ。

　それが奇妙なぬめりに汚されて、裸身で、無防備に打ち捨てられ…

「　杉！ 」

　呼び声が耳に届いている気配さえなかった。

「秦っ!?　きさま何故ここが…っ」

　うむを云わさず藤井出たちが躍りかかってきていた。

　まったく、ナイフまで持ち出した１０人近くもを相手になぜ圧勝できたのか、彼は今でも解ら

ない。

「　杉！…杉原！　…しっかりしろっ!! 」

　内心の恐れをおし隠して秦は幾度も本気で杉原の頬に平手打ちをかました。

　呆然と宙をさまよっていただけの瞳にかすかに生気が戻る。



「　………は………た………　？」

　色のあせた切れた唇が小さく動いて言葉をかたちづくり、いぶかしげな表情がそれにこめら

れた。

　…かけつける人と車の、ざわめきが聞こえる…

　

 



（５月18日）

https://85358.diarynote.jp/201705181725385916/

（７）

2017年5月18日 恋愛
　

　

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

 
 
 
 
　ぽたり。

　と、厚い涙がひとしずく、神野の握りしめた拳の上に落ちかかる。

「………神さん………？」

　どこか自我の奥にもぐりこんでいた杉原は、淵の底からゆっくりと浮かびあがるうたかたのよ

うに、かすかな驚きをこめた瞳を目の前にいる相手に向けた。

「いや…　何でもない。」

　ぐいと、肘で目のあたりをぬぐって。

「それで…？　どうなったんだ？」

　杉原は眼を閉ざして再び語り始めた。

　駆けつけた警官たちによって藤井出以下全員が捕えられ、芋づる指揮に麻薬売買の一大ルート

が挙げられたそうだが、そんなのは秦にとってはどうだろうといいことだった。

https://85358.diarynote.jp/201705181725385916/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/B00ENU5WQ0/
https://www.youtube.com/watch?v=t55VHg6R_sA
https://www.youtube.com/watch?v=t55VHg6R_sA


　気がたっていたもので金一封だの表彰状だのとほざく警察関係者を一発ぶん殴り、逆に減俸を

くらった。加えて強引に一ヶ月の休職願いを上司に承諾させ…

　彼は、あてもないままに毎日を病院に詰めて過ごした。

　収容された杉原は、重度の急性中毒者としては驚くほどの精神力を示していた。

　はじめは状態を尋いて沈痛な顔で首を横に振っていた医師達ですら、信じられないと呟きなが

ら活気をとり戻した。

　杉原は…　ひどい禁断症状を幾度となく繰り返しながら、それでも決して自分から薬を求めよ
うとはしなかったのである。

　わずか１週間たらずのうちに異様なほど衰えた体力をかんがみて、激しい禁断症状…たとえば
拘束衣をも引き千切って部屋中を暴れまわるような…には、心臓が耐えられないだろうと、医師
達は薬の種類を変え、少しずつ量を減らして行く方法をとった。

　症状の出る時間には、泣いて懇願して、普通の人間ならば看護人や見舞った肉親を人質にとっ

てでも薬をよこせとわめくものである。

　杉原は、言わなかった。

　どうしても苦しくなると薬の代わりに、いつも秦の手を求めた。

「…大丈夫です。あいつは、そんなに弱い奴じゃない！」

　入院の日に…診察台に縛りつけられて悪夢のなかをさ迷っていた杉原は、それでも絶望的な医
師に喰ってかかる秦の科白をだけは、はっきりと聞きとることが出来たのだ。

「他の誰が誘惑に負けようと、杉原だけは、そんな事は絶対にないんだ。とにかく早く治療して

くれ先生！　体の方だけあんたが治してくれれば、心は、あいつが自分で治す !! 」

　それからこうも言った。

「あいつは…　あいつは、おれにはもったいないくらいの、優秀なナビなんだから…！」



　…杉原は自分がどれだけ弱い人間なのか良く知っていた。

　理性だの、計算力だのいうものが、どれほど見かけ倒しのものか。

　そんなのは結局、弱すぎる感情を隠し誤魔化すための道具に過ぎなかったのだ。

　なのに…　秦は。

　信じてくれてしまった。

　山荘で、救け出された後にも藤井出の打った電報がどうの、秦が来る筈はないんだのと、ぼん

やり呟き続けていた、狂いかけた杉原へ向かって、彼は本気で怒鳴りはしなかったか？

「このアホウがっ！　自分（てめえ）のナビが信じられんようになったら、パイロットなんぞや

めてやるっ !! 」

　…それで、杉原は、少し寂しそうに微笑む母さんの夢に別れを告げて、肌寒い現実の中へと帰
ってきてしまったのだ。

　それで、杉原は、…薬を…

　とは、口が裂けても言えなくなったのだった…

「　…　秦は…　？　」

　薬のきれた後の感覚の混乱のさなか、耐えられなくなると彼は看護人に秦を呼んでくれ、と必

ず頼んだ。

　ぐにゃぐにゃと世界の全てが熔けゆがんで行く怖ろしさ、空虚さのなかで、秦の腕だけがしっ

かりと彼をつなぎとめていてくれた。

　快方に向かうにつれ、秦の見ている前では進んで注射を断わるようにさえなり、そして…。

　併発していた余病からもすっかり回復したある日。

　呼ばれて行ったいつもの診察室には人の姿がなく、かわりに薬が入ったままの注射器が一本、

ごく無雑作に置き忘れられてあった。



「　……　」

　杉原の瞳がその針のかすかな銀の輝きに吸い寄せられる。

　無人の部屋の中、彼は、あきらめたような苦笑の表情を浮かべ、それを…

　手に取って…

　流しまで歩いて行くと、中味を全部あけてしまった。

　軽くゆすいで、煮沸器の脇の場所に戻し、ぐるりを見回す。

　壁の片すみに、等身大の鏡がかけてあった。

「…意地の悪い病院だなァ、ここは。

　早く退院したいよ、秦。」

「…杉原っ！」

　マジックミラーのドアを蹴破らん勢いで秦が走り出して来る。

　それから一週間、杉原は退院した。

https://www.youtube.com/watch?v=ADgZsoSzDp0
クリスタルキング 大都会 

https://www.youtube.com/watch?v=1-RJ5XU7kYo
北斗の拳 主題歌 04 DRY YOUR TEARS 

https://www.youtube.com/watch?v=ADgZsoSzDp0
https://www.youtube.com/watch?v=1-RJ5XU7kYo


https://www.youtube.com/watch?v=MruGBUTdsY8
HOTEI - STILL ALIVE 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MruGBUTdsY8


（５月18日）

https://85358.diarynote.jp/201705181742363435/

（８）

2017年5月18日 恋愛

 
 
 
「……おれァ……」

　運転席で言いにくそうに切りだすのを聞いても、杉原はしかし驚かなかった。

「あそこ辞めるよ。」

「うん」

　何週間ぶりかで戸外の風景を見る。

　窓をあけて、少し風を入れて。

「今度のことでよォく判った。おれにゃあんな男ばっかりの閉鎖社会は絶対に向かないね。異常

だよ。女っ気もなく…

　熱気が内側にばっかり暗ァく籠っちまう。」

「うん。」

「おまえの件…　な。」

　秦はハンドルの手を離して煙草に火をつける。

「警察と報道関係はなんとか押さえたんだが、基地には事情聴取の刑事が行ったりなんかして、

な。

https://85358.diarynote.jp/201705181742363435/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4403618766/


　たぶん…　全員に知れ渡っちまってるだろうと思う。」

「　………　」

「司令は転属の話を出してた。」

「うん。」

「　…なぁ。」

「え？」

「…いっそ…　おまえも民間に来ないか？

　待遇だってそう悪くはないし…まともに女のいる世界なら、おまえだって、あんな変な…」

「………有難う。」

　秦の言葉をさえぎって、杉原は答えた。

「でも、やめておくよ。おたくの副操縦士（コ・パイ）っていうのは魅力的だけど、今さら民間

に行って、やっていける性格でもないし。それに…」

　おれは、好きだよ。あの狭いコクピットが。

　パーサーや大勢のデス達に囲まれてのコンビではない、大空での、２人きりという、つきあい

かたが。

　…

　好きだったよ…

　…

「やっぱり、ナビゲーターの方が向いているよ、おれには。」

　口に出しかけた言葉を途中で言い換えて、それきり栗原は黙りこんだ。



　助手席のシートに体をうずめる。

　秦は黙ってハンドルを握っていた。

　風が、吹いている。

　………さよはら、秦。

　おれの相棒（パートナー）ではなかった、だけど、おれのことを信じると言ってくれた。

　最初の…

https://www.youtube.com/watch?v=3ewIr-FQZl4
RAY　人と心

https://www.youtube.com/watch?v=3ewIr-FQZl4


（５月18日）

https://85358.diarynote.jp/201705181820312460/

（９）

2017年5月18日 恋愛 コメント (2)
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=HR33szgPGMU
鎮命歌 -しずめうた 

 
 
 
「それに…　あいつはね。

　足を組んだまま、背中を柱に預けて、杉原はいくつか付け足した。

「あいつはこうも言ったよ。藤井出たちのこと…

　おれなら、忘れられるな？　立ち直れるな？　…って。

　だから…　あいつがそう信じてくれたから、おれは直ぐに忘れたし…。

　うん。

　…忘れてたな。

　…無理に記憶をおしこめようってんじゃなくて、本当にもう気にしちゃいないんだけど…。

　…妙な話だよなァ。

　本人が忘れてたつもりだったのに、体の方が勝手に覚えてたりするのか…。

　なんか…

https://85358.diarynote.jp/201705181820312460/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://85358.diarynote.jp/201705181820312460/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4403619010/
https://www.youtube.com/watch?v=HR33szgPGMU


　嫌だな。やっぱり。そういうのは…」

　淡々と話し終えて、ふと杉原は口をつぐむ。

　神野はもう隠そうともせずにボロボロと無言で泣いていた。

　…もう理由なんか、知るもんか。…

　その、いつもよりやけに一回りも小さく見える相棒の、無制限にあふれ出てくる温かそうな涙

の流れを見ているうちに、茫とした杉原の表情には段々と生気が戻り。

　穏やかな微笑のなかから、普段のちょっと小憎らしいような、皮肉っぽい片頬笑みが浮かんで

。

　…くすっ　…

　かすかに幸せそうな声の洩れた時、神野は、笑われた理由（わけ）がまったく解らずに、きょ

とんとして泣き腫らした両眼をあげた。

「　な…？　」

「なんで、おたくが泣くんだよ神さん？

　いたぶられて、失恋までしちまったのは、おれの方なんだぜ？」

「　！　ばかやろーっ！ 」

　よけるヒマもなく、ぶんと振るわれた神野の掌が杉原の頭をはたき飛ばしていた。

「怒るぞっ！　おれだから泣いてるンだろーがっっ!! 」

「…あたた。」

　杉原は悲鳴をあげながらケラケラと笑っていた。

　午前（ひるまえ）に話し始めて、あたりはもうすっかり茜色。



　冬の早い黄昏のなかに沈みこんでいる。

　どこかでトウフ屋のラッパが響く。

　ストーブの石油がつきかけてブスブスとくすぶっているのに気づいて、杉原は窓を開け放ち、

階下の物置へとカラコロ下駄の音をひびかせて降りて行った。

　戻って来てストーブをつけなおし、あっという間に冷えきった空気に驚きながら、雨戸ごと窓

を閉める。

　ぐすっ…

　もう涙だか鼻水だかわからずにすすりあげながら、神野はまだごちゃごちゃと過去のことにこ

だわっている様子だ。

「 ほれ。」

　ちり紙の箱を投げてやると音をたてて鼻をかむ。

　びぃぃ。

「汚ねェなァ。」

　顔をしかめながら置き放されてあったくだんのミソ汁の鍋をつかんで、火にかけた。

　温めなおすとせっかくのミソの風味がこわれてしまう。

　けど、味などどうせろくに解りはしない神野ゴリラは、とにかくあったまってりゃ美味い料

理だ…と信じているらしいので。

「…あ〜あぁ。朝メシを夜喰ってりゃ世話ァないぜ。

　…考えてみれば腹が減った★」

　ぼやきながら冷えきった白飯を蒸し器に移し、これも温めなおす。

「おまえ〜〜〜。よく、ンな平然としてられるなっ！」



　恨めしげな神野の声。

　杉原は、やはり笑った。

「あったりまえだろ。切り換えの遅いおたくとは頭の出来が違うもんね。

　無駄なことにエネルギーは使わない主義なのさ。」

「…くぬやろー。どーせおれァ馬鹿だよっ！」

「そーだそーだ。」

　何があろうとも、いつものかけあい漫才に調子が戻るのはすぐのことだ。

　煮ものももう一度火に通そうかとナベに椀の中味をぶちあけながら、けたけたと笑って杉原は

内心舌を出していた。

((　…おれがどんなにおたくに感謝しているか…　))

　そう。そんなつまらない事を、わざわざ当の神野に知らせてやる必要なンぞ、これっぽっちも

ないのである。

　存在していてくれたこと…ただそれだけに、どれほどの感謝と愛情を抱いていることか…

「ほれ神さん。すぐに出来るよ。手ェ洗いなおしてき…」

「…秦に、感謝、しなくちゃなぁ…」

　いつの間にか台所に来て杉原の耳もとでそう断言すると、神野は、杉原の肩に腕をまわしてき

ゅうぅっ！とばかりに抱きしめてきた。

「…こらこらっ　茶碗が割れるッ！」

　動揺のあまり取り落としそうになって慌てた杉原は叫ぶ。

「………ああ。いい匂いだ…。」



　神野が呟いたのは、ミソ汁のことか、それとも、柔らかい髪の香りのことなのか…

　しばらくの間、まるで放せば逃げてしまう奇蹟をでもつかまえるように、抱きしめたまま神野

はじっとしていた。

　動けない杉原の手元で、煮たってしまったミソ汁の、ふつふついう音が聴こえる…

　　　　　ＦＩＮ．

https://www.youtube.com/watch?v=EsteuSP-JA0
ただお前がいい　　－　　小椋佳 

https://www.youtube.com/watch?v=SJzf2ppy7Yg
プライド〜嘆きの旅

https://www.youtube.com/watch?v=Yd6Rr2ouptA
【千年祭】「千年の独奏歌」を歌ってみた。【栗プリン

…なんでこういうしょうもない話にばっかり、

　ちゃんと「ＦＩＮ．」がついているかな…☆

…ｗ（＾＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=EsteuSP-JA0
https://www.youtube.com/watch?v=SJzf2ppy7Yg
https://www.youtube.com/watch?v=Yd6Rr2ouptA


https://www.youtube.com/watch?v=ZdvOi3p4Ybc
【栗プリン】「恐山ル・ヴォワール 」を歌ってみた。【金】 (中文字幕) 

 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月18日18:21
　

…しまった！

「１」も発掘しちゃった…ッ！ｗｗｗｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月18日18:25
　

…そしてうっかり「３」まで書けそうな勢いだな…ｗｗｗ

（家事やってきますっｗ）

　

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdvOi3p4Ybc
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（５月18日）　「自分の前世（記憶）の話」。で、ございました…ｗ（＾◇＾；）ｗ
…

https://85358.diarynote.jp/201705182203436587/

【門外不出！】⇒お蔵出し…？（＾＾；）？

2017年5月18日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)

　

https://www.youtube.com/watch?v=Pj95HAb-9X4
wes-alane live 

てなことでこちらにまとめましたｗ

　　↓

http://p.booklog.jp/book/114887/read
リステラス星圏史略　

古資料ファイル

３－Ｈ－２

『　Picture・ II　』 

☆本日終了☆

https://85358.diarynote.jp/201705182203436587/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201705182203436587/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170518/85358_201705182203436587_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170518/85358_201705182203436587_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170518/85358_201705182203436587_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Pj95HAb-9X4
file:///tmp/puboo/127511/453946/book/114887/read
https://www.youtube.com/watch?v=ww8-gbkLHo4


https://www.youtube.com/watch?v=ww8-gbkLHo4
WES - Awa awa

https://www.youtube.com/watch?v=wOfm9WRFRxA
ISMAEL LO - AFRICA 

https://www.youtube.com/watch?v=yYuirnlyWIY
【ゆけ、シンフロ部！】おんせん県Uターン促進ムービー 

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月18日22:26
　

そしてですね。ｗ（＾＾；）ｗ

今回、再読＆入力しながら、某関係者集団の笑い声が聴こえましたが…★

なんであの頃、「どうしてもこの話をいま書きたい！」というエネルギーに執り憑かれたかと言

うと…

ｗ（－－；）ｗ

えぇ★　解りました。

これ…「神＆栗」にかこつけた、

「自分の前世（記憶）の話」。で、ございました…ｗ（＾◇＾；）ｗ…
★

神田⇒狼さん

https://www.youtube.com/watch?v=wOfm9WRFRxA
https://www.youtube.com/watch?v=yYuirnlyWIY
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


栗原⇒【私】（＾＾；）いや、似てるよ性格…。

ですね…ｗｗｗ

ってことは、

伊達⇒白熊さんか…？　

…ｗ（＾□＾；）ｗ…っ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月19日7:38
　

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 

普通の人々は時間をつぶすことに心を用い、

才能ある人間は時を利用することに心を用いる。

ショーペンハウアー

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月19日7:40
　

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 

あなたの人生をシンプルにすると、宇宙の法則がよりシンプルになります。

孤独は孤独ではなくなり、貧乏は貧乏ではなくなります。

そして弱さが弱さではなくなるのです。

ヘンリー・D・ソロー
　

　

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）

2017年5月24日18:26

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年1月11日9:45

余談だが高校の文芸部のころ一時期「富山能登」（とやま・のと）というペンネームを使って

いた。

それぐらい、あのあたりの風景や文化は大好きな土地だった……。

　（－－ｐ）

　

　

 

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


（５月19日）　とんでも爆風スランプが暴走半島な札幌上空…

http://p.booklog.jp/admin/write/new/127511

【 真夏日 】＠５月１９日【 札幌 】／ ０．０３３ μ／予想最高
気温…＋２６℃…?!

2017年5月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
前前前世 (movie ver.) RADWIMPS MV 

おはようございます。

０６：５６になっちゃいました。

熟爆睡して楽しい夢を視て、ちょっくら寝過ごしました…

３連休の最終日。

予定は積み残した家事と歯医者。

札幌の予想最高気温…＋２６℃…!!

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp�認証済みアカウント� @tenkijp · 1 時間1 時間前 
【19日　全国暑い　北海道で真夏日も】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/yosh_ika/2017/05/19/71671.html … きょう19日は広
く晴天。強い日差しと南風で、気温は全国的にきのうより上昇。北見市で30度など、

https://85358.diarynote.jp/201705190715541145/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705190715541145/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170519/85358_201705190715541145_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170519/85358_201705190715541145_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/yosh_ika/2017/05/19/71671.html


北海道..
https://t.co/j5eL9ipTiY

夏ですか？真夏なんですか…？？（〜〜；）？？

（「２５℃超えたら使い物にならない」私の脳ミソ…★）

頼むから。６月１日から数日？

「スカイハイの投稿が終わるまで」２０℃以下の低温で…ッ！

プロモツイート 
[公式]エブリスタ @estar_jp · 4月10日 
【エブリスタ小説大賞2017 】★賞金最大50万★入賞作品はマンガ化？
マンガボックス原作賞が6月1日〜募集開始！
求ム『感情直撃』アイディア！締切は7月31日！
詳細はこちら！⇒http://bit.ly/2oLdwft

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp�認証済みアカウント� @tenkijp · 13時間13時間前 
【北海道の1か月　日差し多く、暑い日も】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2017/05/18/71641.html … 18日、札幌管区
気象台は北海道の1か月予報を発表しました。気温は平年より高く、5月下旬を中心に
暖かい..
https://t.co/bFhFZpQCJy

お願いします〜っっ…☆

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

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

https://t.co/j5eL9ipTiY
http://bit.ly/2oLdwft
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2017/05/18/71641.html
https://t.co/bFhFZpQCJy
https://www.youtube.com/watch?v=sokKczASq4c
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月19日（金）【当日】 
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.033 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

…南風の高温と同時に、線量も上昇中…。
（－－；）

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 9 分9 分前 
#Radidas 2017/05/19 07:00(JST),
0.05±0.01μSv/h,in35min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.065,0.064 506f1540

northland44  @ n142e · 2時間2時間前 
#Radidas 2017/05/19 05:30(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.067,0.063 d2f5e79e

https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map

▼【M2.9】渡島半島 深さ203.0km 2017/05/19 08:22:55

△【宗谷地方 気象警報 2017年05月19日 07:21】
宗谷地方では、１９日昼過ぎから１９日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。

https://pbs.twimg.com/media/DAJGcJTUIAAMHq3.jpg

◆【M2.5】根室地方 深さ87.9km 2017/05/19 07:08:01

★【M3.1】浦河南方沖 深さ46.4km 2017/05/19 05:47:45

https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://pbs.twimg.com/media/DAJGcJTUIAAMHq3.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=a2GujJZfXpg
スパークル [original ver.] -Your name. Music Video edition- 
予告編 from new album「人間開花」初回盤

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
magonote @magonote · 5月17日 
返信先: @pmxpvrtmxさん 

やはり体調悪し…
ラーメン、寿司、パティシエは三代鬼門かも…いま…

　　↑

…札幌ライフの三大お楽しみ、じゃないですか…（Ｔ◆Ｔ；）

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月19日14:27
　

とんでも爆風スランプが暴走半島な札幌上空…

…（＠■＠；）…

自転車で歯医者…もろに逆風…。

遅刻する敗者になりそう…？？
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=a2GujJZfXpg
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）

2017年5月20日6:57
　

2017年05月19日（金）【前日】
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.033 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 0.033 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.032 0.032 6 
08:00 0.033 0.032 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.032 6 
10:00 0.032 0.032 0.032 6 
11:00 0.032 0.032 0.032 6 
12:00 0.032 0.031 0.032 6 
13:00 0.032 0.032 0.032 6 
14:00 0.033 0.032 0.032 6 
15:00 0.033 0.032 0.032 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.031 0.032 6 
18:00 0.032 0.032 0.032 6 
19:00 0.032 0.032 0.032 6 
20:00 0.032 0.031 0.032 6 
21:00 0.032 0.032 0.032 6 
22:00 0.032 0.031 0.032 6 
23:00 0.032 0.031 0.032 6 
24:00 0.032 0.032 0.032 6
　

https://85358.diarynote.jp/


（５月19日）　ミッシングリンクようやく判明。

https://85358.diarynote.jp/201705191939156781/

めも。「磯原岳人は榎の彦とアナリの子」／そんで見事に「リ

ンク」してしまう「暗黒史」…⇒「札幌も１μSv/hあるときあり
ますもん。」

2017年5月19日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

ミッシングリンク

ようやく判明。

(^_^;)

そんで見事に「リンク」してしまう「暗黒史」…
　　↓

http://85358.diarynote.jp/201312072036322760/

noriko @chezaso11年6月10日 
@cnvvlty @nyaotters 札幌も１μSv/hあるときありますもん。

mineto@waterprotection11年6月2日

今日正午、札幌市にある大通公園西１０丁目の芝生の上で、ロシア製のガイガーカウ

ンターで放射線量を１６回計測してみたところ、平均値は０．１４μSv/hだった（最大
値は０．２４μSv/h） 結構高い数値！！　雨には気おつけよう！

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年5月19日20:52
　

０６

０７

５６

０．

 



（５月19日）　⇒明日に続くっ！

https://85358.diarynote.jp/201705192235365804/

「有給研修」だけ受けて実務に入る前に辞める。…を繰り返す「
研修金稼ぎ」…⇒【 やるやる詐欺 】…？

2017年5月19日 就職・転職 コメント (1)
　

 

　

https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】

おばんです。２２：２６になりました。

情報チェックはしてません。

歯医者でクレオソート処方されたせいなのか、

上天気の紫外線ばりばりのなか、

自転車でサイクリングまでしちゃったせいなのか、体調良好。

やたらと「好転」発熱中…ｗ（＾＾；）ｗ…。

これやってました。

　　↓

https://85358.diarynote.jp/201705192235365804/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201705192235365804/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170519/85358_201705192235365804_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170519/85358_201705192235365804_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170519/85358_201705192235365804_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA


http://p.booklog.jp/book/114795/read#none

2013年12月8日18:18

嫌なやつがアラサガシ目当ててマイナスオーラをぶつけて来やがって、脳力ぼろぼろ

。

どうせまた、あることないこと難癖つけられて、いきなりクビになるんだ…？

まぁ、「人が足りない」のは、あのおんなが不快にさせて、追い出すせいだよね…

営業成績上げたのに、そこは一つも誉めずに、悪いのばっかり責め立てらたよ…
お客様はそこは怒ってなかったつうの！

2013年11月28日 

…どんどん辞めるから結局企業側の採用コストが無駄に増え、業務の質はダダ下がり
で顧客が離れ売り上げ落ちる。

さらに、「有給研修」だけ受けて回って実務に入る前に無断で辞めるを繰り返す

「研修金稼ぎ」なんて詐欺？まで発生している…ｗ

他人を捨てたら、

自分も棄てられるんだよ？

…はい。現在まったく！状況、変わっておりません…（－－＃）…。

（ついでに「研修だけ受け逃げ詐欺」の人たちは、

　「業務資料」持ち出し⇒横流し（販売）も、やってる模様…。

⇒明日に続くっ！

file:///tmp/puboo/127511/453946/book/114795/read#none
https://www.youtube.com/watch?v=qvPw53jv7Cs


https://www.youtube.com/watch?v=qvPw53jv7Cs
魔法少女まどか☆マギカ　暁美ほむらMAD 「絶望の夜を超えて」 

cmk2wlさんがリツイート 
大沼安史 @BOOgandhi · 9 時間9 時間前 
◎ TBS/JNN福島第一原発情報カメラ（LIVE） が再開　「２２時間前から」と表示
　⇒　https://www.youtube.com/watch?v=URQ9UW3rINY#t=37 …

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月19日22:47
　

なんかスゲェ風…★
　

 

https://www.youtube.com/watch?v=URQ9UW3rINY#t=37
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（５月20日）　とにかく生き抜きます…★

https://85358.diarynote.jp/201705200706455181/

「札幌はライラック祭りの真っ最中だね！」／（札幌 ０．０３３
μ ／＋２０℃）。

2017年5月20日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=qvPw53jv7Cs
魔法少女まどか☆マギカ　暁美ほむらMAD 「絶望の夜を超えて」

遅め？ようございます。

０６：５３になっちゃいました。

再び地獄バイト４連勤の１日目。（－－；）

今日から一応「お白洲さらしもの刑」からは釈放…との言質は得てますが、

どうせ、また、「新しい嫌がらせ」と、新手の「隔離監視」手法が、

待ち受けているにまちがいない…（⇒前項参照）
（－－＃）

https://85358.diarynote.jp/201705200706455181/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705200706455181/
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https://www.youtube.com/watch?v=qvPw53jv7Cs


モチベ皆無ですが、とにかく生き抜きます…★

https://www.youtube.com/watch?v=dE-QXsqf-9E
【MAD】 マミさんのテーマ - Credens justitiam - 【原曲×合唱】 

（…逝きたくないッ（＞＜；）胃が痛い〜〜〜ッッ（＞＜ｐ）★）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月20日（土）【当日】 
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.032 6 
06:00

中津川　昴 @subaru2012 · 7時間7時間前 
【黄砂とPM2.5が黄海と半島を超えて日本海に広がってきた、今日は九州・中国地方・
北陸及び東北と北海道の日本海側にやってくる！】

https://twitter.com/subaru2012/status/865615348162326533

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 27 分27 分前 
#Radidas 2017/05/20 06:30(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.067,0.062 f649c6a9

northland44  @ n142e · 1時間1時間前 
#Radidas 2017/05/20 05:30(JST),
0.05±0.01μSv/h,in34min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.063,0.061 71a6bdf7

https://www.youtube.com/watch?v=dE-QXsqf-9E
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/subaru2012/status/865615348162326533
https://twitter.com/44n142e


https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map

△【宗谷地方 気象警報（解除） 2017年05月19日 22:08】
宗谷地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

宗谷地方では、２０日明け方まで強風や高波、濃霧による視程障害に注意してくだ

さい。

★【M2.7】北海道南西沖 深さ12.7km 2017/05/19 09:56:06 

▼【M2.6】渡島半島 深さ155.1km 2017/05/19 08:22:59

△【宗谷地方 気象警報 2017年05月19日 07:21】
宗谷地方では、１９日昼過ぎから１９日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。

https://pbs.twimg.com/media/DAJGcJTUIAAMHq3.jpg

◆【M2.5】根室地方 深さ87.9km 2017/05/19 07:08:01

★【M3.1】浦河南方沖 深さ46.4km 2017/05/19 05:47:45

https://twitter.com/charlie24K

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 13時間13時間前 
最後は八重桜

そして、奥にレンギョウ。

手前はユキヤナギ…だっけ？
仮に健康診断の結果が良くても、脳ミソは確実にスカスカになってきている。

アル中ハイマーさwww orz
https://pbs.twimg.com/media/DALlq6BV0AAlgU0.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DALlq_6UMAAYl1O.jpg

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 13時間13時間前 
あとは、サクラ？

花びらの先が割れてない…梅？
いやいや、花柄が長いからサクラだよなぁ…

https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://pbs.twimg.com/media/DAJGcJTUIAAMHq3.jpg
https://twitter.com/charlie24K
https://pbs.twimg.com/media/DALlq6BV0AAlgU0.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DALlq_6UMAAYl1O.jpg


蕾がピンクで花が白いからチシマザクラかな？

きっとそう…かもw
https://pbs.twimg.com/media/DALlciIVYAA5L1W.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DALlcl0UQAEJ8TG.jpg

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 13時間13時間前 
さて、帰りに二十四軒公園に寄ってきた。

札幌はライラック祭りの真っ最中だね！

公園のリラの花も満開

 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月20日15:27
　

昼休み外出した人によれば外は「暑い！」そうな。(^。^;)★

座席はひとまず「仮釈放」。

（執行猶予？盗聴監視付き。）

業務はひたすら「暇」。(^_^;)

何故か「このタイミング」で、

空自基地内からの電話を受ける…ｗｗｗ

百里じゃなくて残念でしたｗ

　

https://pbs.twimg.com/media/DALlciIVYAA5L1W.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DALlcl0UQAEJ8TG.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月21日7:02
　

2017年05月20日（土）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.032 6 
06:00 0.033 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.032 0.032 6 
08:00 0.032 0.032 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.032 6 
10:00 0.032 0.031 0.032 6 
11:00 0.033 0.032 0.032 6 
12:00 0.032 0.031 0.032 6 
13:00 0.032 0.032 0.032 6 
14:00 0.032 0.032 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.032 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.032 0.032 6 
18:00 0.032 0.032 0.032 6 
19:00 0.032 0.031 0.032 6 
20:00 0.032 0.032 0.032 6 
21:00 0.032 0.032 0.032 6 
22:00 0.033 0.031 0.032 6 
23:00 0.033 0.032 0.032 6 
24:00 0.033 0.032 0.032 6
　

 

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


（５月20日）　私の魂と共にある「前世でずっと一緒だった相方」が、

https://85358.diarynote.jp/201705202345451049/

　♪ 祝 ！（＾◇＾）！ 有 給 Ｇ ｅ ｔ 〜 ♪♪

2017年5月20日 就職・転職

　

https://www.youtube.com/watch?v=X1vV2GmZP2M
EXPRESS-もぐらの唄【MV

https://www.youtube.com/watch?v=kXqek2NX1PU
RAY / 言葉の力 （STEP UP RIDDIM） 【MV】 

これやってた。（＾＾；）

　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/read

（２０１３年１２月３１日まで終了）。

言語脳、もう寝てる★（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201705202345451049/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170520/85358_201705202345451049_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170520/85358_201705202345451049_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170520/85358_201705202345451049_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=X1vV2GmZP2M
https://www.youtube.com/watch?v=kXqek2NX1PU
file:///tmp/puboo/127511/453946/book/114795/read


有給取得♪ と本日の感想については、明日の朝〜☆

副産物ｗ

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201312230633552226/

2013年12月23日10:45

ただの幻覚とか妄想の類かも知れないがずっと私の魂と共にある「前世でずっと一

緒だった相方」が、休日に部屋の掃除をしながらのいつもの？白昼夢なコンタクトの

中で、すごく嬉しそうな顔で「もうじき逢えますよ」と言ってきた。

…生きてまた今生でもチームを組んで一緒に行動できるという意味なのか、もうじき
私の今の肉体が死んで「あの世で」合流できるという意味なのかがビミョウに不分明

。

(^_^;)

https://www.youtube.com/watch?v=fydL6_eujco
ヒトとひと／ARARE 

https://www.youtube.com/watch?v=VtzemVkz9DU
『寿君 / オレガヤレバ (オフィシャルPV)』

https://www.youtube.com/watch?v=o9aww6x0syY
AK-69 - Only God Can Judge Me

https://www.youtube.com/watch?v=Gc95vfZ1TZE
ARARE "ノーワー" 

https://www.youtube.com/watch?v=L9PI6q2RFFo
ARARE - ADVISE (unofficial) 

https://www.youtube.com/watch?v=EYu5PMKq85g
純恋歌

http://85358.diarynote.jp/201312230633552226/
https://www.youtube.com/watch?v=fydL6_eujco
https://www.youtube.com/watch?v=VtzemVkz9DU
https://www.youtube.com/watch?v=o9aww6x0syY
https://www.youtube.com/watch?v=Gc95vfZ1TZE
https://www.youtube.com/watch?v=L9PI6q2RFFo
https://www.youtube.com/watch?v=EYu5PMKq85g


https://www.youtube.com/watch?v=PjGbnPYwt1g
「睡蓮花」MV

https://www.youtube.com/watch?v=4rn1adrUu-E
『炎天夏』MV（FULL ver.）
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PjGbnPYwt1g
https://www.youtube.com/watch?v=4rn1adrUu-E


（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０５月）

（下旬）
 
 
 



（５月21日）　昨日は、…アルパカ狼さんが出勤日で♪

https://85358.diarynote.jp/201705210656521872/

【 旭川 ０．１μSv/h 】…!?　／（札幌 ０．３３ μ。＋２０℃。
晴天。）　（ごきげんな♪　栗鼠）…。

2017年5月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

 
https://www.youtube.com/watch?v=Uis0osR0Wi4
「黄金魂」MV 

（承前）

おはようございます。０６：４８です。

定刻０６時起床で、小家事をやってました。

札幌はぎんぎら空の晴天。ほぼ無風。

湿度低し。快適⇒暑くなりそう。…

昨日はひさびさの「平土間」席で、o（＾０＾）o

とっつきにくそう（堅そう！真面目そう！気難しそうｗｗｗ）…

https://85358.diarynote.jp/201705210656521872/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705210656521872/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170521/85358_201705210656521872_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170521/85358_201705210656521872_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170521/85358_201705210656521872_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Uis0osR0Wi4


な、ところが実に「私好み」なｗまだ殆ど喋ったことがない人と、

反対側が、

実際喋ってみたらあまり私とは話が合わない（－－；）タイプだった、

でも普通に常識的な日常会話をたしなむ相手としては十分な…
レインリリーさんに挟まれて、

気分おだやか♪　（＾ｗ＾）ｇ

さらに♪

土曜日はめったにいない、アルパカ狼さんが出勤日で♪

何故だか？やたらとご機嫌さんだったので遠くから観ているだけでも楽しく♪

さらにさらに♪

ちょっとだけど（けっこうたっぷり？）

ひさっしぶりに！コミュニケーションまでとれてしまいました…♪

…ひさっしぶりの！

　アルパカ成分補給〜っ♪♪

　♪　！（＾◇＾）！　♪

んで。

さらに帰り際に「今年度の有給休暇」（日数１４日！）の通知を無事！

（とは、とても言えない嫌がらせ退職強要の果てに…）

入手した♪（＾ｗ＾）♪



ので、超〜ご機嫌さま〜♪♪

…で帰宅した、わたくしでした…♪

https://www.youtube.com/watch?v=4rn1adrUu-E
『炎天夏』MV（FULL ver.）

…てなことで、一瞬で頭の冷える？

情報チェックに逝きます…★

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 6 時間6 時間前 

リアルでもSNSでも、たまーに「死ね！」っていう人いるよね？
そんな酷くて無責任な言葉はないよ…
そういうときはね？

こう言いなさい！

「君は生まれ変わった方がいい」

…（＾＾；）…。

りすは死んでも治りません！

ｗ（＾＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=nrJqzmMWUCU
『カラス』MV 

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月21日（日）【当日】 
01:00 0.033 0.032 0.032 6 
02:00 0.033 0.032 0.033 6 

https://www.youtube.com/watch?v=4rn1adrUu-E
https://www.youtube.com/watch?v=nrJqzmMWUCU
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


03:00 0.033 0.032 0.033 6 
04:00 0.033 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.033 0.033 6 
06:00

…まぁじわじわと上がってはいますが…
（大通り公園はすでに０．０４０でした★）

２０１３年の阿鼻叫喚な記録 ｗ（－－；）ｗ に比べれば、
たいしたことないし☆彡

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 22時間22時間前

そえば昨日、竜巻型の地震雲っぽいやつが札幌で出てたのね？

でも、その前に飛行機が二機飛んでるのは確認してるの。

風の強さであーいうのは出来るよね？

（写真なくてゴメンw）

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 2分2分前 #Radidas 2017/05/21 07:00(JST),
0.07±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.07,0.066 902b0569

northland44  @ n142e · 2時間2時間前 #Radidas 2017/05/21 05:00(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.073,0.066 6aedec2b

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495318800/1011-0010-101000-201705210720.gif?
t=1495319445

https://twitter.com/eq_map

◆【M2.6】根室半島沖 深さ56.1km 2017/05/21 02:04:10

https://twitter.com/44n142e
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495318800/1011-0010-101000-201705210720.gif?t=1495319445
https://twitter.com/eq_map


◆【M2.6】弟子屈付近 深さ135.4km 2017/05/20 22:28:44

☆【M2.6】青森県西方沖 深さ212.7km 2017/05/20 19:19:56

◆【M2.5】国後島近海 深さ97.2km 2017/05/20 18:26:59

★【M4.1】青森県東方沖 深さ46.2km 2017/05/20 12:57:51

◆【M4.9】KURIL ISLANDS 5.7km 2017/05/20 10:21:38JST, 2017/05/20 01:21:38UTC

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
鮒☆Departure Fish @FUNA214 · 16時間16時間前 
姫鱒！チミケップ湖（ヒメマス；産卵期モノクロ；Himemasu）あらゆる生命たちへ感
謝と祈りをささげます。(ブラック他) https://clubt.jp/product/481087.html …　#ヒメマ
ス　#姫鱒　#津別　#網走
https://pbs.twimg.com/media/DAQBNWcUMAEDaKG.jpg

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月22日6:54
　

2017年05月21日（日）【前日】
01:00 0.033 0.032 0.032 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 0.032 6 

https://clubt.jp/product/481087.html
https://pbs.twimg.com/media/DAQBNWcUMAEDaKG.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


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 0.033 0.032 0.033 6 
10:00 0.033 0.032 0.033 6 
11:00 0.033 0.032 0.033 6 
12:00 0.033 0.032 0.033 6 
13:00 0.033 0.032 0.032 6 
14:00 0.033 0.032 0.032 6 

15:00 0.037 0.034 0.036 6 
16:00 0.036 0.033 0.034 6 

17:00 0.033 0.032 0.033 6 
18:00 0.033 0.033 0.033 6 
19:00 0.033 0.032 0.033 6 
20:00 0.032 0.032 0.032 6 
21:00 0.033 0.032 0.032 6 
22:00 0.033 0.032 0.032 6 
23:00 0.033 0.032 0.033 6 
24:00 0.033 0.033 0.033 6
　



（５月21日）　⇒次項に続く。　

https://85358.diarynote.jp/201705210735256209/
（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5月21日14:40
　

アベコベ野郎を共謀罪の第一号摘発対象として逮捕しろ！

 
…て「皆で警察に通報しよう！」…て「呼びかけ」たとしたら…、

逮捕？されるのかしら…？

┐(〜〜；)┌

　↑

イラク派兵の時に国会正門前で、「凶器準備集合罪」で総理と「自衛隊」を逮捕して！

…と機動隊の皆さんにメガホンで呼びかけて、笑い（失笑）をとった女…（マジで。）

σ(^◇^;)。。。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月21日14:47

「悪法と云えども法である」という立場をもし採るとするならば。

(^。^;)

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


「法に照らして違反者であると見なさざるを得ないアベコベをまず逮捕しろ！」と…

警察または法務省または裁判所に？

通報とか告訴とか提訴とか？

するのは、「順法闘争」なんじゃないか…？

拡散希望♪　(‾ー+‾)ニヤリ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月22日7:15
　

０６

０７７７

０☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月22日7:32
　

昨日は穏健に（？）平土間席。（＾＾）ｇ

座席運が良いとは言えない配置でしたが、

特にイジメに遭うこともなく、（＾＾）

周囲の人とはフツウに挨拶や雑談の相手をしてもらえて、

平穏な一日でした…札幌は、ね…。

（そして、「電話が来なかった」…！！）

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


⇒次項に続く。　

　

 



（５月22日）

https://85358.diarynote.jp/201705220704248434/

【 旭川　０．１１ μ ？！ 】 平常値0.058の1.7倍をこえています
。／（札幌＋１４℃。０．０３７ μ。）…【最高】記録と【最低
】記録…。／情報ばらばら姿態…★（－－；）★

2017年5月22日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=Zvv8n39nr7E
【MAD】悔いなき選択『誰ガ為ノ世界』歌詞つき

おはようございます。０６：４４です。

札幌の気温は＋１４℃。曇天。

…湿度高し…。（－－；）…★

関東の梅雨時か？という感じで、蒸し暑いです…★

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495404600/1011-0010-101000-201705220710.gif?
t=1495405242
（０７：００〜０７：１０）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

https://85358.diarynote.jp/201705220704248434/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705220704248434/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170522/85358_201705220704248434_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170522/85358_201705220704248434_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Zvv8n39nr7E
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495404600/1011-0010-101000-201705220710.gif?t=1495405242
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


2017年05月22日（月）【当日】 
01:00 0.033 0.032 0.033 6 
02:00 0.033 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 0.032 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 25 分25 分前 #Radidas 2017/05/22 06:30(JST),
0.07±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.067,0.065 2baa7df3

northland44  @ n142e · 4時間4時間前 #Radidas 2017/05/22 03:00(JST),
0.05±0.01μSv/h,in37min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.07,0.065 530f3b23

northland44  @ n142e · 6時間6時間前 #Radidas 2017/05/22 01:00(JST),
0.11±0.02μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.07,0.065 92163b2c
　　↑

northland44  @ n142e · 6時間6時間前 #Radidas_Alert 2017/05/22 01:00(JST) 
【注意報(新規)】 瞬間線量注意 30分平均線量
　(0.11μSv/h)が平常値0.058の1.7倍をこえています。

northland44  @ n142e · 13時間13時間前 #Radidas 2017/05/21 18:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in44min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.058,0.066 d9aa409d

　　↑

…もはや、「どのデータを信じたらいいのか？」
　ぜんぶ、「情報ばらばら死体」…★（－－；）★
　　↓

https://twitter.com/whitefood1

https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/whitefood1


ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
5月21日14時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が17箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/DAVAyDMUAAE2thF.jpg

https://twitter.com/eq_map

▼【M3.1】渡島半島 深さ172.4km 2017/05/21 12:36:13

アクセス解析

あなたの日記にアクセスされた数の日別の推移を表示しています。最大で 3 か月のロ
グを残しています。

これまでのカウンター増加数の推移

　日付　　アクセス数

2017-05-21 (日) 50 ☆ 日記更新 
2017-05-20 (土) 94  ☆ 日記更新 
2017-05-19 (金) 121  ☆ 日記更新 
2017-05-18 (木) 81  ☆ 日記更新 
2017-05-17 (水) 118  ☆ 日記更新 
2017-05-16 (火) 107  ☆ 日記更新 
2017-05-15 (月) 108  ☆ 日記更新 
2017-05-14 (日) 78  ☆ 日記更新 
2017-05-13 (土) 88  ☆ 日記更新 
2017-05-12 (金) 95  ☆ 日記更新 
2017-05-11 (木) 93  ☆ 日記更新 
2017-05-10 (水) 115 ☆ 日記更新 
2017-05-09 (火) 152  ☆ 日記更新 
2017-05-08 (月) 99  ☆ 日記更新 
2017-05-07 (日) 126  ☆ 日記更新 
2017-05-06 (土) 153  ☆ 日記更新 

https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DAVAyDMUAAE2thF.jpg
https://twitter.com/eq_map


2017-05-05 (金) 157  ☆ 日記更新 
2017-05-04 (木) 140  ☆ 日記更新 
2017-05-03 (水) 132  ☆ 日記更新 
2017-05-02 (火) 117  ☆ 日記更新 
2017-05-01 (月) 85  ☆ 日記更新 
2017-04-30 (日) 82  ☆ 日記更新 
2017-04-29 (土) 68  ☆ 日記更新 
2017-04-28 (金) 73  ☆ 日記更新 
2017-04-27 (木) 111  ☆ 日記更新 
2017-04-26 (水) 147  ☆ 日記更新 
2017-04-25 (火) 81  ☆ 日記更新 
2017-04-24 (月) 87  ☆ 日記更新 
2017-04-23 (日) 65  ☆ 日記更新 
2017-04-22 (土) 136 ☆ 日記更新 
2017-04-21 (金) 98  ☆ 日記更新 
2017-04-20 (木) 110  ☆ 日記更新 
2017-04-19 (水) 104  ☆ 日記更新 
2017-04-18 (火) 90  ☆ 日記更新 
2017-04-17 (月) 127  ☆ 日記更新 
2017-04-16 (日) 53  ☆ 日記更新 
2017-04-15 (土) 56  ☆ 日記更新 
2017-04-14 (金) 78  ☆ 日記更新 
2017-04-13 (木) 112  ☆ 日記更新 
2017-04-12 (水) 78  ☆ 日記更新 
2017-04-11 (火) 81  ☆ 日記更新 
2017-04-10 (月) 111 ☆ 日記更新 
2017-04-09 (日) 109  ☆ 日記更新 
2017-04-08 (土) 63  ☆ 日記更新 
2017-04-07 (金) 102  ☆ 日記更新 
2017-04-06 (木) 77  ☆ 日記更新 
2017-04-05 (水) 73  ☆ 日記更新 
2017-04-04 (火) 57  ☆ 日記更新 
2017-04-03 (月) 64  ☆ 日記更新 
2017-04-02 (日) 59  ☆ 日記更新 
2017-04-01 (土) 55  ☆ 日記更新 
2017-03-31 (金) 79  ☆ 日記更新 
2017-03-30 (木) 79  ☆ 日記更新 



2017-03-29 (水) 65  ☆ 日記更新 
2017-03-28 (火) 65  ☆ 日記更新 
2017-03-27 (月) 55  ☆ 日記更新 
2017-03-26 (日) 48  ☆ 日記更新 
2017-03-25 (土) 62  ☆ 日記更新 
2017-03-24 (金) 88  ☆ 日記更新 
2017-03-23 (木) 84  ☆ 日記更新 
2017-03-22 (水) 84  ☆ 日記更新 
2017-03-21 (火) 75  ☆ 日記更新 
2017-03-20 (月) 71  ☆ 日記更新 
2017-03-19 (日) 72  ☆ 日記更新 
2017-03-18 (土) 72  ☆ 日記更新 
2017-03-17 (金) 79  ☆ 日記更新 
2017-03-16 (木) 77  ☆ 日記更新 
2017-03-15 (水) 88  ☆ 日記更新 
2017-03-14 (火) 73  ☆ 日記更新 
2017-03-13 (月) 77  ☆ 日記更新 
2017-03-12 (日) 71  ☆ 日記更新 
2017-03-11 (土) 70  ☆ 日記更新 
2017-03-10 (金) 87  ☆ 日記更新 
2017-03-09 (木) 113  ☆ 日記更新 
2017-03-08 (水) 78  ☆ 日記更新 
2017-03-07 (火) 73  ☆ 日記更新 
2017-03-06 (月) 73  ☆ 日記更新 
2017-03-05 (日) 60  ☆ 日記更新 
2017-03-04 (土) 56  ☆ 日記更新 
2017-03-03 (金) 95  ☆ 日記更新 
2017-03-02 (木) 81  ☆ 日記更新 
2017-03-01 (水) 80  ☆ 日記更新

※（更新停止中）※

　　↓

https://twitter.com/charlie24K
 
　

　

https://twitter.com/charlie24K


　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月22日7:06
　

…たんに「暑くて」ＰＣどころじゃないのか…？

…「それだけじゃなく」死に絶えてんのか…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月23日6:56
　

2017年05月22日（月）【前日】
01:00 0.033 0.032 0.033 6 
02:00 0.033 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 0.032 6 
06:00 0.033 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.032 0.032 6 
08:00 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.033 0.032 0.032 6 
10:00 0.032 0.032 0.032 6 
11:00 0.032 0.032 0.032 6 
12:00 0.032 0.032 0.032 6 
13:00 0.032 0.032 0.032 6 
14:00 0.032 0.032 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.032 6 
16:00 0.032 0.032 0.032 6 
17:00 0.032 0.032 0.032 6 
18:00 0.033 0.031 0.032 6 

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


19:00 0.034 0.033 0.034 6 
20:00 0.035 0.033 0.034 6 
21:00 0.034 0.034 0.034 6 
22:00 0.034 0.033 0.033 6 

23:00 0.033 0.032 0.033 6 
24:00 0.033 0.031 0.032 6
　

 



（５月22日）

https://85358.diarynote.jp/201705220840469033/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月22日10:41
　

とにかく昨日から

「何かがオカシイ」んだよ…

(・ω・;)(;・ω・)

「耳が静か過ぎる。」(・_・;)

既に何かが起きてる。

あるいは、

満水限界のダム。決壊一瞬前の

静けさ…

ヽ（・＿・；）ノ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月22日15:29
　

東北以南の人々、明らかに、

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


「脳に破壊的な変調」を

　きたしてる…(-_-#)…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月22日20:52
　

札幌大通り公園、０.０４４μ。

(-_-#)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月22日22:01
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

個人的には、さほど悪い一日ではなかったのですが、(^_^;)

どうやら津軽海峡以南は凄まじい事態になっているもよう…

（北九州も酷い！）

…精神衛生に悪そうなので、
無視してマンガ読んで寝ちゃいはねます〜(ノ-o-)ノ　┫
　

 

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


（５月23日）

https://85358.diarynote.jp/201705230715131440/

【 Ｍ ５．４ 】 道東沖 ／【 札幌 大通公園　０．０４４ μ 】／今
朝の気温…＋１３℃。強風。

2017年5月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=73WWpKyuWL4
BERSERK ~Forces~ (GOD HAND MIX) 

おはようございます。

０６：４３です。

札幌は＋１３℃。強風。

空がぎんぎらしている高い雲の…曇天。

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495491000/1011-0010-101000-201705230710.gif?
t=1495491632
（０７：００~０７：１０）

空気は臭くて、呼吸すると気管が傷む…★

https://85358.diarynote.jp/201705230715131440/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705230715131440/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170523/85358_201705230715131440_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170523/85358_201705230715131440_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170523/85358_201705230715131440_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=73WWpKyuWL4
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495491000/1011-0010-101000-201705230710.gif?t=1495491632


kiwico @kiwicoconico · 10時間10時間前 
さっきのあやしい地震。震源遠いのに、いきなり揺れMAX。
いま空赤い。雨降ってきた。

線量、エアは下限値点滅。 
https://twitter.com/kiwicoconico/status/866621879775186944

…色々やばそうなんですが…（－－；）

個人的には「低め堅調」。

昨日のバイトは穏健な平土間席で、わりと仲の良い同年輩の、とても常識的なふるまいの人が隣

に座ってくれたので、心楽しく過ごせました…（＾＾）…

が、（－－；）

営業成績的には個人史上最低？を記録。

なんでって…

関東も関西も北九州も…

お客さん、みんな脳ミソ【べくれ沸騰】してて、

こちらの説明も説得も、「聞く耳」残ってない…★ｗ（〜〜；）ｗ★

…あ、あと、「札幌のバイト先の」ワンフロアの中で、

昨日は、「病欠者３名」も涌きました…★

（まぁ単に「さぼり」か「転職面接」かも？な、特定個人達。ですけどね…ｗ）

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年1月23日 
オケアノフ教授　子どもでは、精神遅滞、

大人では精神失調の発病が増加した。

消化器系疾患の増加も注目すべき。

https://twitter.com/kiwicoconico/status/866621879775186944


（しかしながら「海外逃亡」の準備を始めた！という

　高崎市民の話とかも…聞けて！

…皆さん、（ぜんぶではないが、）実にイマサラながらに、

「自分の置かれている状況を自覚した！」ってかたが…
…増えてる？　（…と、思いたいですね…★）

まぁ今更すでに余命残数ない！って連中は、自覚しないまま死ねた方が、

まだシアワセ？かもしれないんですが…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=P6LwW159QjQ
HIBIKILLA「最悪ノ事態」 Saiaku-No-Jitai 

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月23日（火）【当日】 
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.034 0.032 0.033 6 
03:00 0.033 0.032 0.033 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 58 分58 分前 #Radidas 2017/05/23 06:00(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.065,0.064 7072524c

northland44  @ n142e · 14時間14時間前 #Radidas 2017/05/22 17:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in42min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.06,0.063 172aa829

https://www.youtube.com/watch?v=P6LwW159QjQ
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e


https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map

◆【M3.2】根室半島沖 深さ34.0km 2017/05/23 07:55:41

★【M2.9】浦河南方沖 深さ74.9km 2017/05/23 07:11:59

★【M2.7】青森県東方沖 深さ66.1km 2017/05/23 00:01:08

◆【M2.8】北海道東方沖 深さ58.3km 2017/05/22 23:24:32
◆【M2.5】北海道東方沖 深さ6.6km 2017/05/22 22:30:56

◆【M5.4】KURIL ISLANDS 48.9km 2017/05/22 20:00:57JST, 2017/05/22
11:00:57UTC
　　↑

【地震情報 2017年5月22日】
20時00分頃、北海道東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地
震の規模はM5.6、最大震度3を北海道で観測しています。この地震による津波の心配は
ありません。

https://pbs.twimg.com/media/DAbSON8W0AAtfq4.jpg
　　↑

　【最大震度3】(気象庁発表) 北海道東方沖 深さ約50km 
　【M5.6】 22日20時01分頃発生 

★【M3.1】十勝地方南東沖 深さ103.4km 2017/05/22 15:58:10

※【M2.5】石狩平野 深さ133.6km 2017/05/22 08:54:03

　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月24日8:53

https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://pbs.twimg.com/media/DAbSON8W0AAtfq4.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

2017年05月23日（火）【前日】
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.034 0.032 0.033 6 
03:00 0.033 0.032 0.033 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00 0.032 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.032 6 
08:00 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.031 6 
10:00 0.032 0.031 0.032 6 
11:00 0.032 0.031 0.032 6 
12:00 0.032 0.031 0.032 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 
14:00 0.032 0.031 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.032 0.032 6 
18:00 0.032 0.032 0.032 6 
19:00 0.032 0.032 0.032 6 
20:00 0.033 0.032 0.032 6 
21:00 0.033 0.032 0.032 6 
22:00 0.032 0.032 0.032 6 
23:00 0.032 0.032 0.032 6 
24:00 0.032 0.032 0.032 6
 



（５月23日）

https://85358.diarynote.jp/201705230745242908/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月23日15:28
　

異様睡魔。(∋_∈)

絶対なんか起きてる。(-”-;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月24日7:16
　

「日本会議」の名が

ａｕのニュースに出る。(-”-;)

「ホームレス過去最少」？

(-”-;)

…⇒フクイチ狩りか、
「熱中症」路上死の増加だろ…
 
 

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


（５月23日）　アルパカ狼さんに かまって貰えた♪ o(^-^)o

https://85358.diarynote.jp/201705232048138056/

南葛自殺点！（違っ　　

（一曲追加…したかったんだけど、極がなかった…★）

2017年5月23日 就職・転職 コメント (1)
　

ちょっくら墓穴を掘った。

(-"-;)

敵にツケイル隙を与えた！

ヽ（・＿・；）ノ

（待て次号。）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（…ケツメイシの「懲りない男」って曲が「気分にぴったりｗ」だろうと思って貼りたかったん
ですが…（＾＾；）…

悠宙舞さんには無いようなので、有料とかで聴ける人は、お試しくださーい…ｗ）ｗｗ）
 
　

　

　

 

コメント

https://85358.diarynote.jp/201705232048138056/
https://85358.diarynote.jp/201705232048138056/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201705232048138056/
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月23日23:14
　

まぁ無事帰投。(^_^;)

落ち込みと反省は

明日まで棚上げ♪ (^。^;)

とりあえず４連勤は終了！

アルパカ狼さんに

かまって貰えた♪ o(^-^)o

（てか、向こうからむしろ

「甘えに」？来たｗσ(^◇^;)

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

他のことはどうでもいい！

転んでも、

私ゃタダでは起きない！ｗ

＼(◎o◎)／

マンガ読んでごはん食べて早めに寝ます！

＼(^-^)／

（心臓が変なんだけどね…★）

https://85358.diarynote.jp/


 
 



（５月24日）

https://85358.diarynote.jp/201705240859445353/

【 福島原発の風 】⇒【 カムチャッカ 】方面に流れています。　

（２時間寝すごしました作業栗鼠１匹目…一旦終了。）

2017年5月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
前前前世 (movie ver.) RADWIMPS MV 

遅いようございます。（＾＾；）

０８：４４になっちゃいました。

バイトは４月〜先週までの超過酷だった緊張の糸がキレて、

結局緩みすぎて後半ぼろぼろ。（－－；）

どうせまた来週から退職強要が再発する結果に終わった。というね…。
（－－；）

まぁそれは、休みがあけてから考えますわ…★

https://85358.diarynote.jp/201705240859445353/
https://85358.diarynote.jp/201705240859445353/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705240859445353/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170524/85358_201705240859445353_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170524/85358_201705240859445353_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170524/85358_201705240859445353_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs


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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月24日（水）【当日】 
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.032 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.033 0.031 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00

とにかく自覚していた以上によほど疲れが（心身ともに）溜まっていたらしく…
時計も聞こえない勢いで２時間も寝過ごしましたが（＾＾；）

まぁ物凄く濃い色のお小水が出て、脱力感と徒労感と絶望感はあるものの、

おおむね体調良好。

骨も元気だし、造血作用も強壮。（むしろ高血圧…）

心臓の不調は、寝たら治りました。（＾＾；）

良かった良かった…☆

（先週まで緊張し過ぎて、ちゃんと眠れていなかった？らしい…）

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。（〜〜＃）★

…なんだ、この【画像１】は…ッ？！

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 
東電福島原発からの風は、現在はカムチャッカ半島方面に流れていますが、西日本の

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=sokKczASq4c


太平洋岸は過去放出分の風下になっている雰囲気です。

https://twitter.com/cmk2wl/status/866848970382778368

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495586400/1011-0010-101000-201705240940.gif?
t=1495587030
（０９：３０〜０９：４０）

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 10時間10時間前 #Radidas 2017/05/23 23:00(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.072,0.064 260490ea

northland44  @ n142e · 16時間16時間前 #Radidas 2017/05/23 16:30(JST),
0.03±0.01μSv/h,in55min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.052,0.063 b61e109b

https://twitter.com/whitefood1

5月23日22時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が15箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/DAhB-WbXUAUMD49.jpg

https://twitter.com/eq_map

◆【M3.5】北海道東方沖 深さ65.5km 2017/05/24 04:12:27
◆【M4.3】北海道北東沖 深さ328.4km 2017/05/24 01:10:30
◆【M3.3】北海道東方沖 深さ174.2km 2017/05/23 22:12:50
◇【M3.9】網走地方 深さ235.0km 2017/05/23 14:46:17

★【M2.7】十勝地方南東沖 深さ54.1km 2017/05/23 12:02:05
◆【M3.2】根室半島沖 深さ34.0km 2017/05/23 07:55:41
★【M2.9】浦河南方沖 深さ74.9km 2017/05/23 07:11:59

https://twitter.com/cmk2wl/status/866848970382778368
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495586400/1011-0010-101000-201705240940.gif?t=1495587030
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/whitefood1
https://pbs.twimg.com/media/DAhB-WbXUAUMD49.jpg
https://twitter.com/eq_map


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

sa360さんがリツイート 
シーザー @siizaaGpS · 11時間11時間前
https://pbs.twimg.com/media/DAg2KSsUMAASQ1W.jpg

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月25日7:46
　

2017年05月24日（水）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.032 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.033 0.031 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00 0.033 0.032 0.032 6 
07:00 0.033 0.032 0.033 6 
08:00 0.033 0.032 0.032 6 
09:00 0.032 0.032 0.032 6 
10:00 0.033 0.032 0.032 6 
11:00 0.032 0.031 0.032 6 
12:00 0.033 0.032 0.032 6 
13:00 0.032 0.032 0.032 6 
14:00 0.033 0.032 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.032 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.032 0.032 6 
18:00 0.032 0.032 0.032 6 

https://www.youtube.com/watch?v=Un05KNjlUaQ
https://pbs.twimg.com/media/DAg2KSsUMAASQ1W.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


19:00 0.032 0.031 0.032 6 
20:00 0.033 0.031 0.032 6 
21:00 0.032 0.032 0.032 6 
22:00 0.033 0.032 0.032 6 
23:00 0.032 0.032 0.032 6 
24:00 0.032 0.032 0.032 
 



（５月24日）　「総合科学」分野か…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201705241005125682/
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PsML7ciMleQ
進撃の巨人 ED great escape　フル 

中津川　昴 @subaru2012 · 2時間2時間前 
【どうでもいいが、地球は紀元44世紀にはもう人類がいないので、問題ない】
地球と火星に衝突の可能性:
https://t.co/34sv7z8aOB

…例によって、「ネタ」に続いた…ｗｗｗ

⇒http://p.booklog.jp/book/104348/read
　リステラス星圏史略　古資料ファイル

　３－３－０　（清峰 鋭 の 物語） 

…【赤く乾いた星】に呑みこまれる…イメージは、

【太陽が赤色矮星化】するほど先の話じゃなくて、

「わずか」２３世紀後？の、ことだったのね…ｗｗｗ

（計算、合ってしまった…!!!!）

（いま気が付いたが、私がここで拾い集めているデータ群がつまり、

　ソレル女史（＝ウェイファン）がこだわる「総合科学」分野か…ｗ
　

https://www.youtube.com/watch?v=PsML7ciMleQ
https://t.co/34sv7z8aOB
file:///tmp/puboo/127511/453946/book/104348/read


中津川　昴 @subaru2012 · 5月23日 
田芋の株（一株10本）の根を四方で切って、泥を落としてから畔に持ち上げて、引き
ずりながら、引越し先の水田4号に入れたんだけど、さすがに40kgサイズは尋常でない
重さ。深さ40cmの水田に差し入れても、葉っぱは僕の背丈を越えるほど成長している
のがすごい。土を藁と水を入れた。

　　↑

…こんな生活がしたいなぁ…（切に…！）

…てか、この人、ディマントイド兄様？

…とかだったり、しないか…？？

絶対！　ｗ（＾◇＾；）ｗ　他人じゃないッ！！

https://www.youtube.com/watch?v=k3ZD0zClECQ
白虎野の娘 by Susumu Hirasawa

https://www.youtube.com/watch?v=k3ZD0zClECQ


（５月24日）

https://85358.diarynote.jp/201705241841139672/

（サ行　遠隔活用。）　（違っ

2017年5月24日 就職・転職 コメント (8)
　

https://www.youtube.com/watch?v=lNRjt4rCymM
Hans Zimmer - Hoist The Colours - Pirates of the Caribbean:
At World’s End 

はいコレ逝ってました☆

　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/read
復讐は、ビシソワズ。　（仮） 

本日作業目標の「１月１５日まで」粘ってたら、

予定を１時間半！もオーバードーズ…（－－；）…★

軽食かっくらって仮眠して、原稿に生きまーす…☆

https://www.youtube.com/watch?v=LeI03Xn-clc
Hoist the colors - The Full song 

…副産物…ｗｗｗ
　　↓

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年1月7日21:33

「2013年12月31日、

　フクイチ地下で核爆発」

ロシア報だそうで、超即でリツイトされてる模様。

https://85358.diarynote.jp/201705241841139672/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201705241841139672/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170524/85358_201705241841139672_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lNRjt4rCymM
file:///tmp/puboo/127511/453946/book/114795/read
https://www.youtube.com/watch?v=LeI03Xn-clc


（；‾Д‾）

http://85358.diarynote.jp/201401080657001383/
絶望スパイク。

2014年1月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

福島で絶望的数値のスパイク。

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20140108/85358_201401080657001383_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20140108/85358_201401080657001383_2.jpg

昨日これをリアルタイムで見た記憶がないのは神様が同情して見ないで済むようにしてくれてた

のか、

はたまた、情報公開を阻む勢力に立ち向かって正しい数値の公表に踏み切った勇気ある一担当者

がいてくれたのか、どっちだ？

(-.-;)

ずっと脅威的な高線量の続いている山口県で知事重病により辞任。

…真実が明るみに出る頃には、全てが手遅れだ…

１月８日、06時56分。
 
　

　

ひみつ日記

　

　

前回保存していない文章

自動保存された書きかけの文章です。

http://85358.diarynote.jp/201401111129381700/
コメント 2014年1月11日21:33    
 
「書き取りアンブリッジ」たちにハブられてネチられた。(;_;)
さらに「魔法図書館」の利用禁止を喰らいました。　(∋_∈)

http://85358.diarynote.jp/201401080657001383/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20140108/85358_201401080657001383_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20140108/85358_201401080657001383_2.jpg
http://85358.diarynote.jp/201401111129381700/


…どうせこういう座りっばなしの仕事は向いてないしぃ。(T_T)
６人も新規採用しちゃったから、「要らないやつ」は追い出したいんだろおなぁ…(-_-#)  
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201401112200054475/
2014年1月11日
 
いきなり「すごい脱毛」と吐き気や目眩が始まった中高年女性の皆さん。   (・_・;)  
…お気の毒ですが、もはや手遅れです。   間に合ううちに、身辺整理して。  
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2014年1月11日23:44  
「２０１１年３７月」…たしかに。あれで時間止まった…  
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝   ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月24日19:10
　

０６

０８

０３

０☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月24日19:48
　

あれ？（＠＠；）

肝心の、１月１５日が、消えてる…★
　

http://85358.diarynote.jp/201401112200054475/
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）

2017年5月24日20:33
　

修復＆追加補正してきました☆

（本日予定オーバーのまま、終了!?）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月25日7:38
　

０６

０８

０…７７…☆彡
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月25日9:27
　

０６

０８

０８８…♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月25日9:54
　

０６

０８

０９

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


０……（＾＾；）…そしてそこから動かない…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月25日10:51
　

０６

０８

１

００…（＾◇＾；）…☆彡

なんなの今日はッｗｗｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月25日14:17
　

いま再度ＰＣ開けたら、

０５月２５日の、

１４時１４分。（…「いよいよ」…？）

でした。

そしてカウンターは、

相変わらず「私の誕生日」の「０６０８」に続けて、

「１２０」の「キリ番」…（＾＾；）…。

何なの今日は…ッ？
　

 

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


（５月25日）　終日ひっきーで、原稿と家事。（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201705250804232252/

（札幌 ＋１４℃。 ０．０３３ μ ）。

2017年5月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

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

はい、遅めようございます。

５月２５日の、

７時３５分に、

ＰＣ起こしました…３連休の２日目…☆

昨日の作業予定が押しちゃった影響で、「１時間遅れで平常運行」中です。

（＾＾；）

本日の予定は…外出とりやめ。（－－；）
終日ひっきーで、原稿と家事。（＾＾；）

さくさく往きます。

https://85358.diarynote.jp/201705250804232252/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705250804232252/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170525/85358_201705250804232252_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170525/85358_201705250804232252_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170525/85358_201705250804232252_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FJeKDOoYM88


札幌は現在＋１４℃。ほぼ無風。やや湿気が高めの曇天。

降水確率…０…％？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月25日（木）【当日】 
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.033 0.032 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 1時間1時間前 #Radidas 2017/05/25 06:30(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.073,0.064 ad785cdf

northland44  @ n142e · 12時間12時間前 #Radidas 2017/05/24 19:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in44min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.058,0.06 7516dde0

https://twitter.com/eq_map

◆【M3.3】北海道東方沖 深さ133.9km 2017/05/25 04:50:26

※【M2.5】胆振地方 深さ111.7km 2017/05/25 01:22:58

◆【M3.9】北海道東方沖 深さ2.9km 2017/05/24 20:23:41
◆【M2.5】国後島近海 深さ81.5km 2017/05/24 19:37:32 

★【M4.1】北海道南西沖 深さ216.7km 2017/05/24 17:34:08

◆【M3.6】択捉島近海 深さ199.8km 2017/05/24 11:11:41

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/eq_map


★【M2.7】北海道南西沖 深さ8.1km 2017/05/24 11:04:37

sa360さんがリツイート 
誕生花花言葉 @_tanjyou_hana_ · 5月18日 

【黄花コスモス】 花言葉：野性美
https://pbs.twimg.com/media/B4n4V7KCcAAI3zr.jpg

　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月26日6:57
　

2017年05月25日（木）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.033 0.032 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00 0.033 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.032 6 
08:00 0.033 0.032 0.032 6 
09:00 0.032 0.032 0.032 6 
10:00 0.032 0.031 0.032 6 
11:00 0.032 0.032 0.032 6 
12:00 0.032 0.031 0.032 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 

https://pbs.twimg.com/media/B4n4V7KCcAAI3zr.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


14:00 0.033 0.031 0.032 6 
15:00 0.033 0.031 0.032 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.031 0.032 6 
18:00 0.032 0.032 0.032 6 
19:00 0.033 0.032 0.032 6 
20:00 0.032 0.031 0.032 6 
21:00 0.032 0.032 0.032 6 
22:00 0.032 0.032 0.032 6 
23:00 0.032 0.032 0.032 6 
24:00 0.032 0.032 0.032 6
 



（５月25日）　物語（「架空」世界）へ続くぅ〜…★

https://85358.diarynote.jp/201705250938492382/
 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
日本は『戦争に”加担”する国家』に向かって行ってる。
あべ政権を支持してる国民が、圧倒的に多い訳だからしょうがない。そういう平和ボ

ケの阿呆が「そんなの聞いてないよ？なんで日本は、こんな事態になったの？」と、

数年後に聞かれても『お前のような阿呆がいたからだ』と、言ってやって下さい

sa360 @sa3605 · 5月23日 
sa360さんが前田多喜夫 消費税UP=リストラ地震確定をリツイートしました

ほとんどの日本国民が知らされていない、

韓日海底トンネル　着工しているのです。

これを造られて　日本人はいまの生活より激変します。

なぜ政府はまた御用メデイアは報道しないのか。

大きな日本人削減計画の初歩だからです。

できてしまうよ。

リニアどころじゃありません。

https://twitter.com/Tucky_M/status/866919143047483393

…はいはいはい…ｗ（－－；）ｗ…。

物語（「架空」世界）へ続くぅ〜…★
⇒http://p.booklog.jp/book/109780/read
「（裏）善野物語…」 

sa360 @sa3605 · 5月22日 
返信先: @sa3602さん 

https://twitter.com/Tucky_M/status/866919143047483393
file:///tmp/puboo/127511/453946/be22d0788bd66b75693a/book/109780/read


じつは、コウノトリ　虐殺事件と天皇制とミサイルは密接なる関連があるのです。

せめぎ合いは国民の知らないところで、行われています。

怖いですね、日本。。



（５月25日）　ようやく予定の「原稿！」発掘作業に辿り着きました…

https://85358.diarynote.jp/201705252240522555/

（※…閲覧注意…※）ｗｗｗ　（１９８２〜３年さくひーんっ…
ｗｗｗ）

2017年5月25日 恋愛
　

https://www.youtube.com/watch?
v=66lRGY2OJoc&list=PLAjMZ4_IWlifRlrnP82K43mVcT6rhYnhe
Tiger & Bunny Opening 2 

さてはて。何故か？就業（＾＾；）予定時刻の２２時を２１分も通り過ぎたとこ

ろで、

ようやく予定の「原稿！」発掘作業に辿り着きました…

今日はだめだ。ｗ（＾＾；）ｗ

てか、もう、「天中殺」の影響下に入っていると思われます…★
（－－；）

まぁ２２：２２になったことだし。

あと４５分？だけでも、残業？して、がんばります…☆

（※名前は「チョサッケン拝爵」対策で「偽名」〜ｗｗ

"ファン・ぶら" パロディ。

…Ｐｉｃｔｕｒｅ…ピ・ク・チュア…

　　　　　　　　　　どーせアブノーマルだいっ☆

　　　　　　　　　　恒沙　真谷人。

https://85358.diarynote.jp/201705252240522555/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091623239/
https://www.youtube.com/watch?v=66lRGY2OJoc&list=PLAjMZ4_IWlifRlrnP82K43mVcT6rhYnhe


　さてさて舞台は冬の千里基地なんだい。

　　　　　◎

「お〜い。栗谷ィ。

　１コマ目登場はひいきで、線目の西田２尉である。

「あん？」

　うがいの途中で振り返る栗サン。♪

「神野どした？」

「神さん？　腹くだして部屋で寝てる。」

（こーゆー会話がさらっとできるあたりがこの連中のいいとこなのデス ♪ ）

「………ふ〜ん。」

　西田さんはピラピラ何か手に持ってあおいでんのね。

「なにか用？」

　栗さん、コップかたして蛇口キュッとひねって。

「ん。いや、こないだの花見ン時の写真さ、神野ン１枚、渡しそこねてたから…」

「ああ。じゃ、渡しとくよ。」

「頼むわ。」



　てんで西田サン退場。

　栗さんタオル掛けにタオル戻して、西田さんの置いてった写真とりあげる。

　神野さんの笑ってる横顔。

　わりとシリアス。

「…　ふ〜ん…。」

　あいつ、意外と写真映りだけはいいんだな、とか思って。

　几帳面な栗谷クンは預かり物を折ったりなくしたりしないよう、きちんと手帳の中

にはさみこむのデシタ。

　　　　　◎

　数日後。

　栗さんには珍しく、忘れてたり、渡そうと思うと神さんが先に寝ちゃってたり、ケ

ンカしたりで、例の写真はまだ手帳にはさんでポッケの中に納まっているのです。

　なまじ四六時中いっしょにいるもんだから、かえって、「いつでもいいや。」と思

うと、渡す機会ってなくなｒもん。

　　　　　◎

※西川さんは、神栗に対して敬語を使うのだそうです。

　指てきされて読みかえしてみれば、…う〜ん確かにっっ。

https://www.youtube.com/watch?
v=Omc1jXknmfc&index=3&list=PLAjMZ4_IWlifRlrnP82K43mVcT6rhYnhe
Tiger & Bunny - Hoshi no Sumika - Ending 01

https://www.youtube.com/watch?v=Omc1jXknmfc&index=3&list=PLAjMZ4_IWlifRlrnP82K43mVcT6rhYnhe


　

　

 



（５月25日）　新井素子と立原えりか。の、影響下にあった時期。

https://85358.diarynote.jp/201705252305578958/

（２）

2017年5月25日 恋愛 コメント (3)　
　

　

　

 
（添付画像は「Kon.Sugiyama ’８２．１１．１３．」
 
　の左院が入ってますが…）

 
（「さっちゃん」の絵だよな？

 
…「転居先不明」につき、無断掲載でーす☆）

https://www.youtube.com/watch?v=2WCtxsRcbQM
PHANTOM LOVER　〜　JASDF F-4EJ　〜
 
 
 
 
　寒風吹きすさぶ千里の滑走路には、その頃、不穏なウワサが広まっているのだった。

「おい。聞いたか？　例のウワサ。」

「ああ…。神野２尉と栗谷２尉がＸＸだってやつか。…どう思う？」

「……さあなあ……。」

「おれはありうると思う。なんてったって栗谷２尉はあの通りの美形だし。」

https://85358.diarynote.jp/201705252305578958/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://85358.diarynote.jp/201705252305578958/
https://www.youtube.com/watch?v=2WCtxsRcbQM


「でも神野さんの女好きは有名だぜ？」

「そのわりにゃモテないけど、な。」

「だからこそさ。」

　新米の整備工数人、ボルトしめたり油さしたりしながら、ヒマなんだい。

「女は好きだが女にゃモテない。そこであり余った精力が栗谷２尉に向く、っと。…
　右翼の整備終わり。」

　まさか滑走路の真ン中で他に聞いてる人がいるとも考えんもんなー。

　仲間うちのゴシップ。もー、好き勝手、云えちゃう。

「やっぱ栗谷さんが、おそわれるほう（女役）か。」

　１人が無責任にケラケラ笑った。

「他にどー考えようがある？　実際あの人が神野２尉見る時の目つきって色っぽいぜ〜〜。

　特にここ数日、何か話そうとしてはタイミング外して、ふっとかタメ息ついて優しい目して、

後ろ姿

見送ったりしてんのな。」

　…これはもちろん件（くだん）の写真のせいなんですが…。

「…あの、アナタ、実はあたし…」

　１人がふざけて色っぽい声をあげる。

「…赤ちゃんが…」

　どっと笑いころげて、あとはもうふざけっぱなし。

「相手があの人なら、オレもそのくらい云われてみたい〜〜〜…っっ」



　しかし。しかしである。

　この手の話にはつきものの安易な設定として。

　この冗談みたいな会話を、聞いてしまった人間がいるのだった。

「………………っ★！」

　顔まっかにして、ヒエエっっとかウゲ〜！とか思いながら、パニックおこした栗谷さんは１人

その場を立ち去ろうとするのでした。

　と、そこにはやはり話を聞いてしまった西田・水原コンビ。

　べつに栗さんを追っかけてきたわけでもなんでもないんですが。

　たまたま居合わせちゃったのが不運なんですね〜〜〜。

「…あ、その……」

　純情水原さんは言葉が見つからず。

　西田さんはやれやれと軽く嘆息ついて。

「…ま、気にすんなや。」

　みんな退屈してんのさ…と、ポンと肩を叩いたのでした。

　　　　　◎

　だいたいこの２人（神野＆栗谷）って、あやしー関係に創造するなって方が無理なんだもん。

作者・新谷かおる自ら目一杯遊んじゃってるし、いつ見てもおんなじ部屋で暮らしててさっ！



　あげくの果てには基地のみんなのウルサイ目を避けてお外に２人して下宿しちゃったりしてる

でしょーーーー……。

　せーびこーのみなサマだって、べつに栗サンをおちょくっとる気はないのだ。

　ただ何もかも規格外れのこの２人組、いかにもウワサしやすいよーな間柄だし、片一方が栗谷

博美さんほどの美型で有能な「女房」役だったら、これはもー多少無気味でもなんでも許せてし

まう♪

　だいたい、好きな人たちのウワサってったら、どんな話題にせよ広めてまわりたくなっちゃう

のが、人情ってもんなのさっ。

　……そんなわけで、神野と栗谷が実は…て話は、あっとゆーまに千里基地中に伝わってしまっ
たのでした。

　チョン。

https://www.youtube.com/watch?v=JtghY3p8luE
航空自衛隊 「Virgin’s high!」 

…「バカゲの至り」を告解しておきますが…（＾＾；）…★

この頃（高校１年！）

…まだ、完全には（＾＾；）

「反戦」とか「非暴力」とかの…

「思想」は、カタマッテいなかったのよ…☆

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=JtghY3p8luE


（ちなみに今でも、戦闘機の操縦には全く興味がありませんが…
　

　…「設計」なら、ウッカリはまってしまうかもしれない…★）

https://www.youtube.com/watch?v=mDdgCAXt3WE
航空自衛隊 「原罪のレクイエム」 

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月25日23:12
　

本日時間切れ。

ｗ（＾＾；）ｗ

読み返してて、自分でハラ痛ぇｗｗｗｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月25日23:15
　

文体が「ですます」と「作者一人称」のちゃんぽんなのは…

新井素子と立原えりか。の、影響下にあった時期。と思われます…☆
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=mDdgCAXt3WE
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）

2017年5月25日23:16
　

０６

０８

１

７７…☆彡
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（５月26日）　「 のろのろ呪いのウイルス 」速度。

https://85358.diarynote.jp/201705260732578677/

【 旭川市 ０．１１ μSv/h ！？ 】／（札幌 ０．０３３ μ ）。

2017年5月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

 
https://www.youtube.com/watch?v=LW_kCvmEW6Y
Berserk Golden Age III: Descent OST 07 - Citation de Locke ’Ayre’ 

おはようございます。

０６：５０です。

札幌は晴天。ほぼ無風。

ひなたの温度計は直射日光で煮えちゃって、役に立ちません…☆

３連休の最終日。

予定は家事と原稿と…歯医者…（－－；）…★

このいつも「時間がナイッ！」と叫んでいる私が、

なにゆえ毎週、ヤブ医者通いに

https://85358.diarynote.jp/201705260732578677/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705260732578677/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170526/85358_201705260732578677_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170526/85358_201705260732578677_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170526/85358_201705260732578677_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LW_kCvmEW6Y


更に時間を盗られねばならんのだ…（－－；）…★

（予想…てか期待の３倍超えぐらいの「のろのろ呪いのウイルス」速度で作業されてる…？？）

まぁとにかく。

今日も、（寝不足を嘆きながら）…「微力を尽くします」…★

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 8 時間8 時間前 こんなこと今までなかったな…戦闘
機か何かの衝撃波で家が揺れた。地震じゃない…

sa360さんがリツイート 
kazumi 04  @ kazumi17 · 17時間17時間前 
Hello…
@kawalpeet 
@JenaC2
https://twitter.com/04kazumi17/status/867606282416541697

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月26日（金）【当日】 
01:00 0.033 0.032 0.032 6 
02:00 0.033 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

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 3分3分前 #Radidas 2017/05/26 07:00(JST),
0.06±0.01μSv/h,in31min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.065,0.065 d3ffd9e5

https://twitter.com/04kazumi17/status/867606282416541697
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e


northland44  @ n142e · 7時間7時間前 #Radidas 2017/05/26 00:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in43min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.067,0.067 93ec8b34

northland44  @ n142e · 8時間8時間前 #Radidas 2017/05/25 22:30(JST),
0.09±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.078,0.068 7da222dd

northland44  @ n142e · 10時間10時間前 #Radidas 2017/05/25 21:00(JST),
0.11±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.065,0.067 bba5b7d7
　　↑

northland44  @ n142e · 10時間10時間前 
#Radidas_Alert 2017/05/25 21:00(JST) 【注意報(新規)】 瞬間線量注意 30分平均線
量(0.11μSv/h)が平常値0.058の1.7倍をこえています。

northland44  @ n142e · 23時間23時間前 #Radidas 2017/05/25 08:30(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.08,0.065 956fb46c

けっこう怖い、旭川…。（－－；）

https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map

◆【M3.0】北海道東方沖 深さ44.6km 2017/05/26 07:41:45

★【M2.5】青森県東方沖 深さ62.8km 2017/05/26 06:35:02

★【M4.6】HOKKAIDO, JAPAN REGION 66.9km 2017/05/26 02:33:23JST, 2017/05/25
17:33:23UTC
　　↑

【地震情報 2017年5月26日】
02時33分頃、浦河沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約70km、地震の規
模はM4.0、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/DAsIg_NW0AEuuk2.jpg
　　↑

　【最大震度2】(気象庁発表) 浦河沖 深さ約70km 
　【M4.0】 26日02時33分頃発生 

https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://pbs.twimg.com/media/DAsIg_NW0AEuuk2.jpg


◆【M3.4】釧路地方 深さ9.0km 2017/05/25 21:08:01
◇【M3.8】網走地方 深さ261.0km 2017/05/25 19:37:24

★【M2.5】青森県東方沖 深さ42.1km 2017/05/25 19:34:02

 
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5月27日6:59
2017年05月26日（金）【前日】
01:00 0.033 0.032 0.032 6 
02:00 0.033 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 0.033 0.033 0.033 6 
07:00 0.033 0.033 0.033 6 
08:00 0.033 0.032 0.033 6 
09:00 0.033 0.032 0.033 6 
10:00 0.033 0.032 0.033 6 
11:00 0.033 0.032 0.032 6 
12:00 0.032 0.032 0.032 6 
13:00 0.032 0.032 0.032 6 
14:00 0.032 0.032 0.032 6 
15:00 0.032 0.032 0.032 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.033 0.032 0.032 6 
18:00 0.033 0.032 0.032 6 
19:00 0.033 0.032 0.032 6 
20:00 0.033 0.032 0.032 6 
21:00 0.033 0.032 0.033 6 

https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201705260732578677
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


22:00 0.033 0.032 0.032 6 
23:00 0.033 0.032 0.032 6 
24:00 0.033 0.032 0.032 6
 



（５月26日）　「また」心臓が、停まっていたらしくて…★

https://85358.diarynote.jp/201705261316546451/

（３）　　（これも画像追加）

2017年5月26日 恋愛 コメント (1)
https://www.youtube.com/watch?v=18HPx6QzEGI
航空自衛隊 「決断のentrance」

…これの続きね…。（＾＾；）
　　↓

http://85358.diarynote.jp/201705252305578958/

いや…先ほどまた激烈異様睡魔に撃墜されて、
気絶寝落ちしてたら…

「また」心臓が、停まっていたらしくて…★
ｗ（－－；）ｗ

必死で復旧して起きだしましたが…

ぃゃほんと、マジ、いつまで生きていられるか

ワカリマセンわ…★

寸暇を惜しんで（？）、死ぬまで、原稿で遊びたおしまーす…っ☆ｗｗｗ

 
　　　　　◎

 

　司令と副司令はカケをしました。

　司令が、「そうである」。

https://85358.diarynote.jp/201705261316546451/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://85358.diarynote.jp/201705261316546451/
https://www.youtube.com/watch?v=18HPx6QzEGI
http://85358.diarynote.jp/201705252305578958/


　千里には珍しく "良識" というものを持っている副司令が「まさか。」の方です。

　ものは天丼一杯。

　　　　　◎

　他にも似たよーなカケをするやつ、興味津々、あるいはシット半分で、（『ALLAN』によれば
事実、自衛隊内にはそのテの人間が多いそうで。）コトの真相を知りたがる人間って、多いもん

です…。

　かといってまさか本人に聞くわけにもいかんので、彼ら２人と一番近いところにいる西田・水

原両氏。

「司令！あなたまで !! 」

　栗谷クンのぎょっとした顔を見ている西田サンとしては、いちおー否定。してあげているので

すが…

「栗ィ。１口くれっ」

「べ〜〜〜！」

　…じゃれている２人を見ていると、やっぱ、…う〜〜〜ん…。と、

　内心、思ってしまうのでした…。

　　　　　◎

「そういえば神野さん。この間おもしろいウワサを聞きこんだんですよ。」

　例によって話をひっかきまわすのは狐林３位。（だっけ？）

　訓練終了でみんなが汗をふいてる時間でアリマシた。



「へ？」

　これも例によって神さんは鈍いのです。

　栗さんはギョッとした顔をして、上半身ヌードがピンク色のスベスベで、赤ちゃんみたいで色

っぽい ♪ 　（なんのこっちゃ。）

「あ、そそーだ栗谷っっ　来週の訓練予定わかるかっ?!」

　狐林のキャラクターを知っている西田としては、あわてて栗さんを救けちゃおーと。

「あ…。」

　ほっと感謝の眼。

「おい神野っ。手帳取ってくれ。」

　別に深い意味はありません。単に栗さんが上着置いといたそばに神さんが立ってただけで。

「ん…。おいよっ」

　え〜い神野の無精者めっ。投げてよこすやつがあるかよ。

　栗さんとしては、うん。持って来てくれれば狐林のところから引き離せるなと。

　………ぴらっ………。

　空飛ぶメモ帳から舞い落ちたのは…チラリと人の顔。

　裏返しに床に落ちた、写真…。

「…わ〜〜〜〜〜〜っっ！」

　日頃冷静な "コンピューター" が、真っ赤になって人つきのけて、ひろいに行って、あせって隠
せば、そりゃ…、注目を浴びますわな…。



「…栗ィ。なんだそれ？？」

((　えぇ〜い。神野のアホっ！))

　言わずと知れた例の写真を、栗さんはまだ渡しそびれて持っていたのです。

「…栗原…」

「栗原さん…」

「なっ…なんでもないっっっ」

　服を着るのもそこそこに。

　　　　　◎

　べつに西田さんから預かってどーこーって説明しちまえば問題はないよーな気もするんですが

、やっぱ、渡しそびれてもう１週間は経ってる。

　神さんの写真、手帳に入れてたいいわけに事情話して、じゃ、栗谷さんは神野さんの写真欲し

さにわざと渡さずにおいたんじゃないか…って、勘ぐられるんじゃないかって、突嗟に深読みし
て慌てるあたりが、ま、栗さんなんですね。

　女役だの色っぽいだの云われて、よほど神経質になっていたと見えます…。

　　　　　◎

　えぇい。大河ドラマmakerの私としては、また予想以上に前置きが長くなってしまった。

　これはパロじゃ。パロデイ。ホモネタの。

　ベッドシーンがありゃ、それでいーんじゃいっっ



…繰り返しますが…

コレ、書いてたの、華のジョシコーセーやってた時代。ですから…っｗｗｗ

…ｗ（＾■＾；）ｗ…

（今ならここまでソクブツテキなことは、考えても言いません…っ☆）

https://www.youtube.com/watch?v=cKN_to2fWQA
陸上自衛隊　「We survive」
　　↑

…これがマジで危険…という時代まで、「長生き」しちゃったのは…

…イマイチ、ウレシクナイ…（－－；）…★

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月26日14:43
　

イラストは（６）の絵の裏にあったやつ。

コメントは、

https://www.youtube.com/watch?v=cKN_to2fWQA
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


「かんけーないけど、

　ボウイーの顔にガルマの目を入れるとカーメンになります。

　おもしろいからみなさんもどうぞ、おためしください ♪」

だそうです…（＾＾；）ｗ
　

 
 



（５月26日）　・特に深い意味はないんですか？

https://85358.diarynote.jp/201705261341074899/

（４）

2017年5月26日 恋愛 コメント (3)
…まぁ、こんな機会でもなければ、聴かずに終わったであろう
未知の曲が、

聴けていいかな…ｗ

（けっこう　ｗ（＾＾；）ｗ　好みだし☆彡）

https://www.youtube.com/watch?v=DzM697KiPbI
航空自衛隊 「共鳴のTrue Force」

　　　　　◎

 
 

　その翌日。

　自衛隊はお休みで、神栗コンビは金もないこととて下宿でコタツに入っていた。

　季節は…う〜ん。冬の終わり。

　窓際に初咲きの白梅の１枝など生けておきたい。

（これはもちろん、さっき買い物の帰りに栗さんが見つけて、「わー風流だなァ」とか喜んで、

「よっしゃ待ってろ」とばかりにゴリラの神さんがよじ登って取ってきたものでしょう、うん。

）

　で、その梅にすっかり春めいてきた日差しが光ってて、ついでにホコリなども浮いて見え。

https://85358.diarynote.jp/201705261341074899/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://85358.diarynote.jp/201705261341074899/
https://www.youtube.com/watch?v=DzM697KiPbI


((　あ〜、そろそろ掃除しなきゃ…。))

　なんて栗さんはぼんやり考える。

　そのうち神さんは、みかん（…はこの時期もうないな。よっしゃピーナツでもポテトチップ
でも）喰いあきて、ぐが〜〜っとか、コタツにつっぷして寝入ってしまう。

((　汚ねェなぁヨダレ垂らすなよ☆　))

　栗さんはといえば例の梅模様のハンテンなど着て、しこしこ２人分の家計簿つけ。

　この場合やはり古風にそろばんなど使ってほしい。

　ナビの時みたく大型の電卓では、やはり色気に欠ける。

「くそ。今月もまた赤字じゃねーか。大体おまえが喰いすぎるのが悪いんだぞ神田っ！」

　コタツの中で足、蹴っとばすのだけど、それっくらいで目ェ覚ます神野さんではありません

わな。

　平和。

　ふーーっとか、穏やかなタメ息ついて、栗さんも頭の後ろで腕組んで、その場にひっくりか

える。

　しばらくしてゴソゴソ起き上がり、それまで下に敷いてた座布団２つに折って枕がわりにした

りして、また横になる。

　本当に平和で穏やかな気分。

　この時ばかりは諸々の心配事も頭痛のタネも例のウワサのことも、ふっと意識から遠のいて…
…

((　何故だろうな。神野（こいつ）といると、とても安心できる……))

　ぼんやり微笑んで、そのまま栗谷は寝入ってしまった…。



https://www.youtube.com/watch?v=oqIXZbIOtRM
航空自衛隊 「Wing my Way -album mix-」 

これも「転居先不明」なので無断掲載の画像には、

「by　Na.Mi.」の左印と、「…また勉強しそこなってしまった…」という

ぼやき（＾＾；）が書き添えてあります…。

（すいませんね、みそこさん…大事にとってあったから、赦して…ｗｗｗ）

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月26日13:52
　

え〜と。（＾＾；）

イラストの裏にもカキコミがあった…ｗ

「いく分自己流になってしまった…
　えんぴつでかいたから、ちょと、ゴタゴタしててゴメンナサイ」

「妹が言うに、三月にもみかんはある！ってんで、

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


　つつましくかきやした」

「神さんの寝顔ってムズカシイよ

　だからかかない」

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月26日13:53

別の人の追記。（たぶんカバさんの字？）

「しつも〜ん

・栗さんと神さんは夫婦茶わんなんですか？

・なんで栗さんが大きいのつかってんですか？

・特に深い意味はないんですか？」

　

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月26日13:54
　

さらに別の人のツッコミｗ

「 ↑ 普通の湯のみ２つ買うより夫婦茶わん１対の方が安かった

　 ↑ 早いもん勝ち

　 ↑ 実はあったりして…

　わ、こんなとこ書いちゃって、よかったのかなっっ」

　（かおる）

　

　

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


 
 



（５月26日）　（黒歴史が〜っｗｗｗ）

https://85358.diarynote.jp/201705261414096934/

（５）　　( 画像追加 ）

2017年5月26日 恋愛 コメント (1)
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f6Z0qbB6FHA
ブルーインパルス 「allegretto 〜そらときみ〜」 

　　　　　◎

 

　軽くクシャミして。神野が目を覚ましてみるといつもお行儀

のいい栗原がコタツに脚つっこんだまま、いかにも幸せそうな

顔をして眠りこんでいた。

「…栗ィ。風邪ひくぞォ。」

　自分もだらしなくハナすすりあげながら、押し入れから毛布

出してきて、かけたろーかなーっと。

((　…こいつ…。ホントにかーいい顔して寝てやがんの…))

　やれやれってな顔。

　ふだん冗談以外で可愛いなんぞとほざこうもんなら栗が牙むくんで云わないでいるけど、四六

時中見飽きるほど顔つきあわしてる神野にしたって、他のやつならともかく、栗谷見るのにウン

ザリする、なんて事は絶対になかった。

　単に外形が整ってるというだけでなく、神野の大事な相棒の場合、１つ１つの表情がみごとに

キマっている。

https://85358.diarynote.jp/201705261414096934/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://85358.diarynote.jp/201705261414096934/
https://www.youtube.com/watch?v=f6Z0qbB6FHA


　…それだけ、内面にあるものが豊かなのだ、とは、神野は思わない。

　ただ、かーいい顔して、と苦笑めいた笑顔を見せるだけだ。

((…栗の場合、 "美形" って言葉は美男子とか美青年ってより、はっきし言って "美人" なんだよな
ー…。))

　そんな事も漠然と考える。

　…寝顔を見ているうちにふいっと昨日の写真のことを思い出した。

　好奇心が頭を持たげる。

　確か、手帳にはさんであったはず。

((…案外おふくろさんのだったりしてな。こいつ…マザ・コンの気があるから。))

　ニタニタしながら右手を栗原のふところにつっこむ。

　途中で目を覚まさないように気をつけて。

　それから内ポケットというものは向かい合った時には左手でなきゃ触れないのだと気がついた

。

「…ん。しょ、っと。」

　栗谷は心持ち右肩を下にするような角度で寝ているのだ。

　神野はほとんどそれと平行に横たわるような体勢で、不自然に右腕を曲げて体を浮かせ、左手

をそっとすべりこませた。

　運良く手帳を抜きだす。

((…さてさて、っと。誰の写真でしょうねェ。))

　ちょっと肌寒いので栗谷の横に座ったままコタツに足先入れて。



　パラパラと手帳をめくる。

　………と。

((　……　栗　……　!!　))

　言葉にならない感情が、背中を走り抜けて行った…。

https://www.youtube.com/watch?v=U6bKJNRZq-Q
ブルーインパルス 「たった一つの想い」 

　　↑

…いかん…！　うっかり画像に見惚れてたら（＾＾；）

ネタが増えそーだーーーーーーッ☆★☆ｗｗｗｗｗ

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月26日14:27
　

このシーンにも貰ったイラストがあったので追加しました。

https://www.youtube.com/watch?v=U6bKJNRZq-Q
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（＾＾）

「栗さんのいかにも幸せそうな寝顔」というタイトル？が書き込んであって、

「このリーフ、ピンクというよりはモモイロだわさっ

　線うすくてごめんなさい

　筆圧弱いんです、こんどペン入れます」の小さいコメント。

　裏側に、

「しかしなー、くりさんが女に見える…というのはイマイチ抵抗がある。
　そりゃー、近ごろの（というよりは２巻以降）の見りゃ、そう見えるけど、

　１巻の栗さん、「好敵手・栗原」あたりのくりさんなんて、もー、

　なよっとしたガリガリ（とまではいかないけど）の、

　おおよそ肉体労働は期待できない

　…そのくせけんかっぱやい…

　男としか思えん。

　あのころの…それでも男に見えた…

　くりさんはどこへ行っちまったんだーーーーーっ

　とはいいますが、私的感情を入れますと、

　くりさんかわいいっっ♪♪

　なんですね〜

　ところで、こないだの花見って、何の花みたんですか？」

（桃）

　…桃ちゃんか…ッ！ｗｗｗ



（黒歴史が〜っｗｗｗ）

 
 
 



（５月26日）　（だからっ！　コレ書いてたのは、１７歳の時ッ！！）

https://85358.diarynote.jp/201705261436233388/

（６）

2017年5月26日 恋愛 コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=XyRouYgvbdc
世界のアクロバットチーム　「Precious Wing」 

　　　　　◎

 
 
 
　神野自身の笑っている横顔。

　花見の時のだろう。少し酔って…　肌が赤らんでいる。

　それを、大事そうにビニールポケットへしまいこんで。

「　………栗。…」

　神野は体をねじって再び栗谷の顔を見つめた。

　自然その両側に腕をつく形になる。

「…ん…」

　栗谷がかすかに身じろぎした。

　慌てて手帳を遠くへ放り出してしまう。

「…神野…？」

https://85358.diarynote.jp/201705261436233388/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://85358.diarynote.jp/201705261436233388/
https://www.youtube.com/watch?v=XyRouYgvbdc


　珍しく寝呆けているらしい。形のいいまぶたがうっすら開いて、それからまた、穏やかな

寝息…。

((　…　栗谷　……　))

　ゴリラの神さんとは云え、自分たち２人に関するもっぱらのウワサなら、まるっきり知らない

まま暮らしているわけにも行かない。特に昨夜、狐林。

「…さっき云いそびれたことなんですがね…」

　栗谷が神野に対して何か言いたそうにしている、という例の話を、狐林は尾ひれ背びれにしっ

かり私見憶測まで付け足して神野に吹きこんで行ったのだ。

　ヨケイナコトカモ知レマセンガ栗谷サンノ気持チヲ察シテアゲナイトダメデスヨ…

　その時は、なにせ云うやつが云うやつだけに、ウゲ、と思うだけで逃げだして来たのだったけ

れど。

「…栗谷？　栗…」

　神野の、操縦桿（スティック）を握る手が、白い額にかかる柔らかい髪を、そうっと払いの

けた…。

 

　　　　　◎

https://www.youtube.com/watch?v=27n7ML7tr6I
世界の戦闘機たち~World Fighters~ 

え〜っと…ｗ（＾＾；）ｗ…

おあとは「秘密日記」で〜…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=27n7ML7tr6I


（だからっ！　コレ書いてたのは、１７歳の時ッ！！）

　

https://www.youtube.com/watch?v=HklY2m22-Gg
アメリカの戦闘機たち 「Virgin’s high!」 

　…そこでタイミング良く？

なんてタイトルの曲が当たるんだ…ｗｗｗ

（悠宙舞さんのスケベっｗｗｗ）（違。

　

　

　

 
ひみつ日記

　

　

　　　　　◎

「…ん。……何だ？…」

　誰かと泳いでいる夢を見た。水面ではなく、水の中を。

　それからなぜだかまぶしいような気がして。

　目をあけるとそこに神田の顔があった。

　　　　　◎

　手の甲で軽く神野の腕を払うようにしながら栗谷は目を覚ます。

https://www.youtube.com/watch?v=HklY2m22-Gg


　いつもきつい光を浮かべている瞳が、起きぬけのこととてどこかぼんやり優しい。

「え？」

　急に眼の焦点があって自分の置かれている状況に気がついたようだった。

　額に暖かい手。

　いつになくマジな神野の表情。

　…さっと、白い肌に赤味がさした。

「…なに。どしたの神さん。」

　わざと空っとぼけた口調で慌てて起き上がろうとする。

　その、体重をかけた腕を神野は静かに抑えた。

「…神……。」

「なんも云うな。」

　少し怒ってでもいるようにぶっきらぼうな声。

　けれど真っ黒な眼は、むしろ何かを振っ切った、すっきりした表情をしていた。

　ぎごちなくちょっと笑う。白い歯。

　唇がきゅっと閉じられて、２人の顔が重なる。

　　　　　◎

　気分に余裕があるのなら、この下手クソめ、くらい栗谷なら考えただろう。



　実際には短絡寸前の混線状態で、 ”千里のコンピューター” は完全にパニックに陥っていた。

　…ウワサ…

　あの例のウワサ…

　…嘘だろおい神野。

　おい…

　女役（おそわれるほう）。

　色っぽい？

　優しい目…

　そんな言葉が脳裏に浮かんでは消える。

　感じられるのは、ただ、熱い舌先が無器用に押し入ってきて、からみつく。

　その妙になつかしいような感触だけだ。

　…　郷愁　…

　なんの脈絡もなく、早逝した母の白い指の形を思い出す。



　…優しかった…

　ぴったり来る単語を見つけて、ああ、と胸落ちする。

　共通点は、…やさしい…。

((　…神野…　おまえ…　))

　もともと同性愛好の気なんてなかった。

　ホモ？　ごめんだね。

　だが不思議と今、嫌悪感だけは抱かない。

　自分が混乱しているのはただコトの意外性に驚いただけだったと気がついて、本来の思考がた

ち戻ってくる。

　現実感。

　ゆっくりと目を閉じる。

　神野。

　おれの相棒。

　おれたちの機体を動かす男…。

 
 



コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月26日14:55
　

…１７歳だった自分が描いた「えろしーん」に笑い死にながら、（まだ途中）

歯医者に逝ってきまーす…ｗｗｗ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月26日20:52
　

…なぜこれでカウンタが一気に３０も回ったかな…ｗｗｗ
　

　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/
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（５月28日）　イキオイで貼っておきますか…ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201705262049468829/

（７）

2017年5月26日 恋愛
　

　

…さすがにこの動画は正視に耐えない…★
…ｗ（－－；）ｗ
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=1Wvc7l3KS1Y
皇国の自衛隊（心よ原始に戻れ）Japan Self-Defense Forces

…タイトルはちょうどいいので（＾＾；）

　イキオイで貼っておきますか…ｗｗｗ

（「１８禁」。シーンが続いておりますので、「秘密日記」に自粛でーすｗ）

（しまった。タイトルで、リエンが喜んでる…☆）
　　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=oqIXZbIOtRM
航空自衛隊 「Wing my Way -album mix-」
　

　

 
 
ひみつ日記

　

https://85358.diarynote.jp/201705262049468829/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://www.youtube.com/watch?v=1Wvc7l3KS1Y
https://www.youtube.com/watch?v=oqIXZbIOtRM


　

　

　　　　　◎

　

　もともと考えるよりも直感に頼る方が得意だ。

　どうしようとか、こうすればいいとか、思って行動したわけではなかった。

　ただ手帳の中の自分を見つけた時、

((　栗谷のために何かしてやりたい。 ))

　そんな感情が唐突に神野の内部に湧いたのだ。

　で、それが気がついたらこういう形をとっていたのだった。

　何故だか中途から自分まで胸が苦しいような気分に陥ってくる。

　こわばっていた栗谷の体からかすかな反応が返ってきはじめたのに気づいた瞬間、ようやく神

野は自分の行為の重大性に思い至る始末だった。

　曰く、

((　ひ、ひえぇっっ、こいつって男だったっけッ☆ ))

　…確かに顔だけ見ていれば、忘れていても仕方がない…

　…ような気は、する。

　しかし見てくれはともかく精神（なかみ）はしっかり男なんだし、当然、肉体的にも。

　…男と男の kiss …………

　これはもう立派な同性愛行為だった☆

((　え、〜〜〜〜っ。お、おれはホモじゃないっっ ))



　今更あせっても強引に栗谷をつかまえているのは神野の方。

　それに…

　…栗谷のために、何か、してやりたかった。…

「　…栗…　」

　ちょっと体を離して、神野は困りはてる。

　次の行動が思い浮かばない。

　どうしたらいいのか解らなくなってしまったのだ。

((　何か云え…　何か。 ))

　しかし、何を？？

　まさか男だという事を忘れていたなんぞと白状しようもんならブン殴られるのがオチだし、手

帳がどうの写真がどうのと、ややこしい話を相手に解るように話せるかというと、かなり自信が

ない。

「…神野…　神さん…？」

　目を開けた栗谷が少し問いかけるように笑ったみたいだった。

　いつもの自信ありげでちょっと皮肉っぽい微笑とは違う、ぼうっと遠くを見るような、光をふ

くんだ瞳。

　しかし栗谷の視線はまっすぐに神野に向けられているのだ。

　信頼。

(　おまえの判断ならどんな事にだってつきあうぜ。))



　女房（ナビ）の言いたいことくらい表情を見れば解る。

((　！　…てぇ〜い、面倒だっ。最後までやったるっ！！ ))

　即断即決即実行。

　一旦腹を据えてしまえば、神野鉄矢は行動の男なのだ。

　　　　　◎

「え…っ」

　信頼し、相手に対して絶対の安心感を抱いているといっても、さすがに服を脱がしにかかられ

れば、誰だってたじろぐ。

「おい。神！」

　慌てて半ば起き上がろうとして、かえってハンテンが肩から滑り落ちてしまった。

　問答無用でメガネをはずされ、ぶきっちょにタートルネックのセーターを引き上げられて、あ

ごや鼻がひっかかる。

「おい…　わ、ぷ。」

　自分がひどく赤くなっているのが解るので、栗谷としては白い布地の中でしばらくもがかなけ

ればならないのがかえって有り難いくらいだった。

「　神野。」

　同居相手である。

　普段ならスッポンポンになって着替えしようが、お互い気にもとめないのだが。

((　マ、マジかよっっ ))



　神野に上半身を見すえられているのが何故だか耐えられなくなって栗谷は目をそらせた。

　つい習慣で脱いだ物を片づけようと手にしかける。

　すっ、と神野のごつい手が栗谷のベルトに伸び。

 



（５月26日）

https://85358.diarynote.jp/201705262114262555/

（８）

2017年5月26日 恋愛
　

 
https://www.youtube.com/watch?v=kl_kyhwCDtY
WORLD ORDER "SINGULARITY" 
　　↑

戦闘機飽きた。（＾＾；）ので、

まぁ「編隊飛行」つながりで…ｗ

 
ひみつ日記

　

　　　　　◎

　

　さあて困った。

　自慢じゃないが女性経験だってさして豊富というわけではないのである。

　それでも天下の女大好き人間・神野のこと、女性のヌードだったら放っておいても なぜくり た
くなって、それはそれでなんとかなるもんなんだろうが。

　う〜〜〜〜☆

((　栗ィ、おれわかんねェよっ！ ))

https://85358.diarynote.jp/201705262114262555/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://www.youtube.com/watch?v=kl_kyhwCDtY


　普段なら１声わめけば大抵のやっかい事は片がつくのだが。

　今回ばかりは、そーゆーわけにはいかない…

　　　　　◎

((　ひええっ　ひええっっ ))

　既に kiss を受け容れてしまったてまえ、今更ジタバタと抵抗する気分にもなれなかった。

　とはいえ、

((　きっ、　気色悪いっ !! ))

　………本音ですな。

　神野の唇が無器用きわまりなく、頬から首筋のあたりでまごまごうろついている

　それだけだったらまだ我慢もしようが、他人に自分の体に触れられるというのは、潔癖症の栗

谷としては、その、…

　願い下げにしたい。

　((　う、わ〜〜〜〜っっ ))

　再び脳ミソがパニックを起こしたくなってきてしまった。

　それに神野の体は、重いのだ。



　重くて熱い。

　息ができなくなる。

「　…栗谷…　。」

((　このバカ気分出すんじゃないよ。))

　いきなり軽く握られギクッとなった。

「、　栗…　　　寒いのか？　」

　震えの意味を誤解して神野が上体を起こす。

　今まで重なっていた部分に空気が吹きこんで、初めて栗谷は気温の低さを思い出させられて

いた。

　まだ２月だ。

「べ、べつに、」

　右の手は置かれたままなのだ…

　赤くなって…　真っ直ぐな視線から、無理矢理に顔をそむける。

((　神野… ))

　隙間風はすぐにさえぎられた。

　　　　　◎



　…さっきから栗はきつく目を閉じてしまっている。

　神野が１番好きなのは栗谷の眼の表情だ。

　だからものたりないような気もしたのだが、白い肌に、ぼっと紅の色が浮いて。

　　　　　◎

　部屋の中に低いうめき声が洩れる。

　栗谷は今は蒼白な顔をして、血の流れだすほどに必死になって歯を噛みしめていた。

　　　　　◎

　どこかでＦ－４（ファントム）の轟音が響いている…



（５月26日）　「１８禁」というくくりに、一体なんの意味が…？

https://85358.diarynote.jp/201705262140469933/

（９）

2017年5月26日 恋愛 コメント (2)
　

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

　栗谷がふっと正気づくと、叱られたガキ大将のような目をして神野が座っていた。

「…あー、あの、栗、えぇと…」

　黙れ、というように軽く笑った。

　体の芯がずっしり鈍重になった感じで、動こうとするとかなりの痛みが残っていた。

　うっと顔をしかめて声もなくまた沈みこんでしまう。

　畳にじかに横になっていたせいか、肩のあたりが強張っていた。

「…掃除、しなけりゃ。」

　唐突に言葉が口をついて出る。

　事実２人の周囲はひどいありさまだった。

　コタツも座布団も菓子皿もごちゃになって散乱また散乱。

　それに２人とも汗やらなにやらで体中がベトついている。

https://85358.diarynote.jp/201705262140469933/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=205
https://85358.diarynote.jp/201705262140469933/
https://www.youtube.com/watch?v=r-qhj3sJ5qs


　…いつの間にやら空には夕焼けの空。

「あ。お、おれやってやるからっっっ」

　栗谷が無理に起きようとすると神野が慌てて立ち上がった。

　とりあえず部屋の反対すみのきちんとしている所に布団敷いて栗谷を運ぼうとして、体が汚れ

ているのに気がついてタオルを取りに行き、かわいたタオルじゃ意味がないとわかってお湯を沸

かし、沸いてから慌てて金だらいを探し始める。

　しかもその間、あっちで蹴つまづき、こっちでヒジひっかけては、部屋の混乱ぶりをひどくし

ているんじゃないかって気がする。

((　………たく、もう………　))

　飛行機（ファントム）乗るほか能がないのかよ、と、いつもの事で嘆息しつつ、栗原は目で神

野のそんな姿を追っていた。

　馬鹿な真似をした…と云うか、体の痛みを計算に入れると、どう考えても割に合わない行動
をとってしまった、という反省はある。

　この分じゃ２〜３日は訓練になぞ出られそうもない。

　ついていない話だ。

　それに栗谷には最初から、神野が恋愛沙汰として手を出してきたのではないことは解り切って

いた。

　かといって何故、今日、こういうハメになったのか見当のつくわけでもなかったが…

((　女は好きだが女にゃモテない。そこであり余った精力が栗谷２尉に向く… ))

　というような単純な原因でもありはしないのだという事にも、不思議な自信があった。

((　神野はいい加減なやつじゃない。あいつが、殊におれに対して何かをする時には、必ず神野な



りの正統な理由があってのことだ。 ))

　…これほど明確に意識して考えるわけではない。

　ただ漠然と、我ながら、昔の自分と比べて、おかしくなるほどの信頼感を相手に抱いていて、

だから今さら「何故」などと、尋ねてみる気も起きない。

((　…話したけりゃ神野の方で説明してくれるさ… ))

　映画などではこれはよく聞くセリフだけれど。

「　おい。栗ィ。…大丈夫かァ。…」

　さっきまでのバツの悪そうな表情などもうすっかり忘れた顔をして、神野が暖かい濡れタオル

を沢山運んで来る。

　栗谷の体をきれいにぬぐい、抱えて布団に寝かせて。

「あ。　ッッッ…も少し丁寧に扱えよっ！」

「るせー。ぜーたくゆーんじゃねェっ！」

　顔見合わせて、笑って。

　神野がブツクサいいながら部屋の片づけを始めている脇で、栗谷は何か楽しい気分にひたって

いた。

((　まぁ…　いいさ。 ))

　今まで幾度となく命を預けてきた相手だ。ホモとか同性愛とかいうのではなしに、１度くらい

こんな事があっても、いいさ…

　と。

　投げやりにではなくそう思う。

　おれたちが出会ってからこれで何年になるだろう。



　そして３０年後にはこんなことも、多分山程の思い出話のひとつになっているだろう。

　…それはそんな感覚だったのかも知れない。

　何にせよ、神野と栗谷の仲が、これでどうなるというのでもなかった。

　今さらどう変わりようもなかった。

　その、どう変わりようもない、というのが栗谷を満足させている。

　もう１人も、おそらくは同じ気持ちで、しつこくブータレながら汚れた畳の上で力まかせに雑

巾を使っている。

「神野。」

　栗谷は首をまわして呼びかけた。

「あん。なんだ栗。」

「今夜は店屋モンだな？」

　どーせまともな料理のできるはずもない。

「…………あぁ。」

　ニヤリと笑って神野もうなづく。

「　…神野。」

　栗谷はもう１度呼んだ。

「　………　いー加減に服着ろバカ。風邪ひくぞっ!!」

　１日の最後の光が部屋の仲を静かに照らし出している。



　神野が気がついて電気のスイッチをひねった。

　　　　　◎

　数日後。

「あー、そうだ。神さん。これ、西田から。」

　あっさり写真を渡された時の神野大明神の顔、てのは、面白いのでみんなで想像しましょう。

　今日も、千里基地は晴れています。

　…

　　　　　　　　　　Ｆｉｎ．

https://www.youtube.com/watch?v=35hCo_grAqw
WORLD　ORDER　"BOY MEETS GIRL" 

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

https://www.youtube.com/watch?v=35hCo_grAqw
https://www.youtube.com/watch?v=NGdyaDnnrLM


WORLD ORDER　"WORLD ORDER" 

 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月27日15:34
　

ところでシツコイですが、

これ書いた当時の私が１７歳。

(^。^;)

「１８禁」というくくりに、

一体なんの意味が…？

┐(’〜`；)┌
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月27日15:42
　

あ〜判った。

「サツマイモは【持出禁止】にしたおかげで爆発的に普及した。とか、そぉいう…ｗ
　

　

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


 
 



（５月26日）　…「えろねた」だけでカウント５０って…ｗｗｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201705262258251641/

（終）。

2017年5月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　　

むろんこれは貼らずにはいられない…
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=S-opl3GWB58
映画に観る名シーン08「宇宙へ」王立宇宙軍 オネアミスの翼 

てことでこれにまとめました…すけべ頁のみ「有料」ですｗ 
　　↓

http://p.booklog.jp/book/115069/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

　３－Ｈー1　『 P i c t u r e 』 

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

　う、うわ〜〜〜〜っっ

　はじめてパロディなるものを書いてしまった。

　ちゃんとパロディとしての形をとってんだろーか、これで。

　初め本人もテレながらやってたんで、途中で文体が変わっちゃって、

　書き直そーかとも思ったんだけど、忙しいんでやめます。

　気にせず読んで下さい。

　Part.II, III, めいたものも考えはじめてしまった。
　だんだんアブノーマルにひたりきっていく自分がこわいっ!!

　これから "俺と好" の方を書くんだずえっ！

https://85358.diarynote.jp/201705262258251641/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201705262258251641/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170526/85358_201705262258251641_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=S-opl3GWB58
file:///tmp/puboo/127511/453946/book/115069/read
https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k


　　　　　１９８２．１０．３０。着筆、

　　　　　１９８２．１１．０７．脱稿。

　ｂｙ　恒沙　真谷人（こうしゃ・まやと）

　ps.　乾燥と批評お願ぇしますだ。
　　　誰かヒマな人、さし絵かいて下さい。

https://www.youtube.com/watch?v=Ar-lK0r8hY0
和楽器による戦場のメリークリスマス 

貼るだろう。うん。…
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ
【東日本大震災】決死の放水× 福島原発 【メルトダウン】 

本日終了。おやすみなさい…

 
 
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=Ar-lK0r8hY0
https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月27日6:53
　

〜０６０８２７７、

＞０６０８２９７．

…「えろねた」だけでカウント５０って…ｗｗｗｗｗ
　

　

 



（５月27日）

https://85358.diarynote.jp/201705270729596679/

【 旭川 ０．１ μ？ 】／（札幌 ０．０３３μ。＋１４℃。雨。）

2017年5月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

おはようございます。

０６：５４になっちゃいました。

昨夜予定より１時間遅れで就寝した影響で、

（計算通り）定刻より３０分遅れで平常運行中ですが…

起きぬけの脳内音楽が標記のやつで、しかも目覚ましより早く起きたって…

体調はいい。ってことなんでしょうか…（＾＾；）…。

札幌は本降りの雨。＋１４℃。ほぼ無風。

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495836600/1011-0010-101000-201705270710.gif?

https://85358.diarynote.jp/201705270729596679/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705270729596679/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170527/85358_201705270729596679_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170527/85358_201705270729596679_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170527/85358_201705270729596679_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495836600/1011-0010-101000-201705270710.gif?t=1495837235


t=1495837235
（０７：００〜０７：１０）

バス通勤です。さくさく進行します…。

https://www.youtube.com/watch?v=DrRJehIrvsE
若旦那　何か一つ(Producer’s Acoustic Version).wmv 

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月27日（土）【当日】
01:00 0.033 0.032 0.033 6 
02:00 0.033 0.032 0.033 6 
03:00 0.033 0.033 0.033 6 
04:00 0.033 0.032 0.033 6 
05:00 0.033 0.032 0.033 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 19時間19時間前 #Radidas 2017/05/26 12:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in43min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.058,0.065 90629ca9

northland44  @ n142e · 22時間22時間前 #Radidas 2017/05/26 09:00(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.07,0.065 4539d19c

該当事項ナシ⇒https://twitter.com/whitefood1 ／https://twitter.com/UN_NERV

https://twitter.com/eq_map

★【M2.7】十勝地方南東沖 深さ47.7km 2017/05/27 06:56:35

◆【M2.7】根室半島沖 深さ24.9km 2017/05/27 04:06:37

https://www.youtube.com/watch?v=DrRJehIrvsE
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map


▲【M2.8】日高地方 深さ29.3km 2017/05/27 02:36:46

◆【M2.8】根室半島沖 深さ55.8km 2017/05/26 13:10:35 

◆【M2.7】釧路地方 深さ131.1km 2017/05/26 11:29:23

◆【M3.0】北海道東方沖 深さ44.6km 2017/05/26 07:41:45

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月28日8:10
 
　

2017年05月27日（土）【前日】
01:00 0.033 0.032 0.033 6 
02:00 0.033 0.032 0.033 6 
03:00 0.033 0.033 0.033 6 
04:00 0.033 0.032 0.033 6 
05:00 0.033 0.032 0.033 6 

06:00 0.034 0.033 0.034 6 
07:00 0.036 0.035 0.035 6 
08:00 0.035 0.034 0.035 6 
09:00 0.035 0.034 0.035 6 
10:00 0.035 0.034 0.035 6 
11:00 0.034 0.033 0.033 6 
12:00 0.033 0.032 0.033 6 
13:00 0.035 0.033 0.034 6 
14:00 0.037 0.034 0.036 6 

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


15:00 0.041 0.038 0.039 6 
16:00 0.040 0.038 0.039 6 
17:00 0.039 0.035 0.037 6 
18:00 0.034 0.032 0.033 6 

19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.031 0.030 0.031 6 
21:00 0.031 0.031 0.031 6 
22:00 0.031 0.030 0.031 6 
23:00 0.031 0.031 0.031 6 
24:00 0.031 0.031 0.031 6
 



（５月27日）　私は、「講談社で、書きたい。」

https://85358.diarynote.jp/201705270745443037/

原発労働者が仕事を辞めた後に白血病やガンで死んでも【 原発労
働者の死者数 】には反映されない。

2017年5月27日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)

　

https://www.youtube.com/watch?v=pEWpUn7hsNc
若旦那　Toy Box（Hip hop ver)

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました
思い出そう。

そもそも東電発表では 4号機の原子炉の核燃料は、真横にある核燃料プールに移送して
いて原子炉にはなかったと…。
それならこの建屋の状態は何が原因だと？

https://twitter.com/cmk2wl/status/798596034427371520

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 12時間12時間前 

https://85358.diarynote.jp/201705270745443037/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201705270745443037/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170527/85358_201705270745443037_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170527/85358_201705270745443037_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170527/85358_201705270745443037_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pEWpUn7hsNc
https://twitter.com/cmk2wl/status/798596034427371520


原発を持ってない沖縄電力は今年も黒字達成したんだよ。昼間は外出できないくらい

暑い沖縄は、どこもクーラーがんがん効かせてて、節電の呼びかけもほとんどない。

観光客も多い。なのに、原発なしで黒字経営してる。沖縄で出来て他の電力会社に出

来ないはずはないよ。出来ないというのは別の理由だよ。

https://www.youtube.com/watch?v=UNzxqd2KiXI
『晴伝説』MV 

neko-aii  @neko_aii · 16時間16時間前 
『原発労働者 (講談社現代新書)』著書より

・原発労働者が仕事を辞めた後に白血病やガンで死んでも

　原発労働者の死者数には反映されない。

・外国人労働者の大量被爆は

　違法にもならずに、黙認される。

・被ばく線量は、電力会社を変えれば

　ゼロにリセットされるルールだそうだ。

　　↑

こういう本を出している会社だから、

　私は、「講談社で、書きたい。」

https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk
若旦那　信じろ 

https://www.youtube.com/watch?v=N-YuSKeFMxY
2CELLOS - Wake Me Up - Avicii [OFFICIAL VIDEO] 

https://www.youtube.com/watch?v=UNzxqd2KiXI
https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk
https://www.youtube.com/watch?v=N-YuSKeFMxY
https://www.youtube.com/watch?v=Qe2G6Vs1V_Q


https://www.youtube.com/watch?v=Qe2G6Vs1V_Q
John Legend - All of Me (Piano/Cello Cover) - Brooklyn Duo
 
 



（５月27日）　脳に直撃、麻痺狂死レベル…？

https://85358.diarynote.jp/201705270745443037/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月27日10:26
　

どうもちょっと厄日な疑い…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月27日22:28
　

先ほど一応無事故で帰投。

(^_^;)
どうもパッとしない厄日モードでしたが大禍はなし。(^。^;)

ヤブ歯医者に無駄に何度も削りこまれた上の前歯の土台の歯肉と顎骨が、

かなりヤバい感じの痛みを発してます…。(ToT)

細菌感染だとしたら下手すりゃ脳に直撃、麻痺狂死レベル…？

○Ｏo。.（T¬T）/~~~

とりあえず痛いけど頑張って何か食べて、なるべく早めに寝ます…っ

（＞＜。）。。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月27日23:02
　

地震こわっ★

ヽ（・▲・；）ノ
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（５月27日）　前世？記憶にある便利な歯科技術：

https://85358.diarynote.jp/201705280658142029/

歯ナシのヒトデナシ…（－－＃）★

2017年5月28日 ダイエット コメント (3)
（前項コメント）

2017年5月27日22:28

ヤブ歯医者に無駄に何度も削りこまれた上の前歯の土台の歯肉と顎骨が、

かなりヤバい感じの痛みを発してます…。(ToT)

細菌感染だとしたら下手すりゃ脳に直撃、麻痺狂死レベル…？

○Ｏo。.（T¬T）/~~~

とりあえず痛いけど頑張って何か食べて、なるべく早めに寝ます…っ

（＞＜。）。。

１時間ぐらい早め？に寝落ちして爆熟睡して。

起きたら延焼…もとい炎症はひと段落してくれていて、

無敵の免疫力に感謝！（＾０＾）！ですが…☆

まだ、【４度もとれた！左上前の仮歯】の根っこが腫れてて、痛い…★
…（〜〜＃）…

昨夜は生まれて初めて！

「自分の頭蓋骨の鼻の孔の形」が、はっきり認識できるくらい、

https://85358.diarynote.jp/201705280658142029/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
https://85358.diarynote.jp/201705280658142029/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170528/85358_201705280658142029_1.jpg


神経が腫れ（炎症）に反応して、バリバリ作動していて、ちょっとした危機でした…★

ｗ（－－；）ｗ

推測するに、一昨日（金曜日）のヤブ歯医者の「ハズレの歯科助手」に…

ガリガリと乱暴に音たてるイキオイで削られて、うがいしたら出血してて肉片も落ちた…（
－－；）…★

部分から。

歯根ぞいに細菌が侵入して、頭蓋骨前半分（上鍔部〜副鼻腔骨一帯？）に骨膜炎？前段階になり

…
（ＴＴ；）

緊急！白血球大出動！という感じで、何とか発熱前に抑え込んでくれた…

という、状態かなと…

転院＆医療過誤？で法テラス相談レベルまで？

一応視野に入れないと、だめかな…

ｗ（－－；）ｗ

どうも前世？記憶にある便利な歯科技術：

「歯の形の樹脂カプセルに殺菌＆自歯再生材を充填して、ポンとかぶせて固定して終わり！」

…というのは、まだ現代地球には存在していないようで…ｗ（－－；）ｗ

（※土台になる技術と素材は既にある。札幌にも実在する。



（どっかに資料あったけど、捨てちゃったかな…？）

　…でも、遠いし「高い！」（全額自費負担）なので、

　泣く泣く諦めた…（ＴＴ；）…★）

（⇒なので、「トキ・マサトの時代」くらいには実現してそうな気がするが…）

まぁ別の前世？記憶？では、「ペンチで無理やり引っこ抜いてラム酒ぶっかけて終わり！」てな

野蛮な時代も覚えて？いるので…

ｗ（＾＾；）ｗ

地球西暦１９７０年代と２０１０年代の技術的変遷（根本はあんま進歩してない）など実地＆実

体験レポートできて（？）

貴重な経験？？？では、ありますけどね〜…？？？

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月28日7:42
　

（「歯科技術史」は面白いよｗ

　インカ帝国の時代と今と大差なかったりするあたりが…ｗｗｗ）
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月28日15:32
　

ナノバイオ発動機や細胞の部分再生誘導テクはエルさんの得意分野で、私ゃあまり詳しくないｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日7:50
　

…入れられちゃった…（ＴＴ；）…★
　　↓

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
アマルガムの水銀の恐ろしさ

https://www.youtube.com/watch?v=fOslNDOuPx8 …
水銀蒸気が出ている。
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（５月28日）

https://85358.diarynote.jp/201705280737453202/

（札幌　０．０４１ μ。　＋１１℃…。）

　（ＰＣがオカシイ作業難航・栗鼠１匹目）

2017年5月28日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (2)

　

え…（＠＠）…

今、アリエナイ「消え方」したんですけど…？？

（全文消えた〜ッ！）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

どうにもＰＣの調子が綿羊もとい面妖なので再起動してみましたが…
おかしいのはネット環境のほうなのかな…？？

とりあえず【厄日】決定です！？

（以下、「記憶スケッチ」）

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=VSuTVmYPmgM
TERRY - BELIEVE featuring ERIKA 

https://85358.diarynote.jp/201705280737453202/
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（承前）

あらためまして、おはようございます。

０７：０３でした。

札幌は晴れる予報の曇り。午前中の降水確率５０％。

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495927200/1011-0010-101000-
201705280820.gif?t=1495927832
（０８：１０〜０８：２０）

気温…＋１１℃…（ーー；）。湿度高め…。

２６℃まで上がった後の１１℃なので、かなり肌寒く感じます。

室温が無暖房で１５℃あるのは、おそらく階下が暖房をつけているせい…ｗ

地獄バイト４連勤の２日目ですが、まぁその話は、またいずれ。

さくさく情報チェック…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月28日（日）【当日】 
01:00 0.032 0.030 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.035 0.031 0.033 6 
05:00 0.034 0.032 0.033 6 
06:00

（更新停止中？）

　　↓

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495927200/1011-0010-101000-201705280820.gif?t=1495927832
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 20 時間20 時間前 #Radidas 2017/05/27 12:00(JST),
0.03±0.01μSv/h,in55min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.062,0.063 733ba7d9

northland44  @ n142e · 5月26日 #Radidas 2017/05/27 08:00(JST),
0.09±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.073,0.064 638fc45a

　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月28日15:26
　

午後から晴れ予報だったのに

雨。(∋_∈)

線量高め。(T_T)

全身倦怠感。(-”-;)

上顎骨の疼痛（炎症）だけは

幸いにして改善方向。

(^_^;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日7:10
　

2017年05月28日（日）【前日】
01:00 0.032 0.030 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 

https://twitter.com/44n142e
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03:00 0.032 0.031 0.031 6 

04:00 0.035 0.031 0.033 6 
05:00 0.034 0.032 0.033 6 

06:00 0.032 0.031 0.031 6 
07:00 0.032 0.030 0.031 6 
08:00 0.031 0.031 0.031 6 
09:00 0.032 0.031 0.031 6 

10:00 0.034 0.032 0.033 6 
11:00 0.034 0.033 0.034 6 

12:00 0.038 0.036 0.036 6 
13:00 0.038 0.034 0.036 6 
14:00 0.038 0.034 0.036 6 

15:00 0.039 0.036 0.038 6 

16:00 0.036 0.033 0.035 6 
17:00 0.034 0.032 0.033 6 

18:00 0.032 0.031 0.032 6 
19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.031 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 
22:00 0.033 0.032 0.033 6 
23:00 0.032 0.031 0.031 6 
24:00 0.031 0.031 0.031 6
 



（５月28日）　呪いなの？？

https://85358.diarynote.jp/201705280740106630/

（作業栗鼠５匹目）

2017年5月28日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=0vrM7MSqtsg
ERIKA - I Believe featuring TERRY 

※更新停止中？※⇒https://twitter.com/cmk2wl

sa360 @sa3605 · 20時間20時間前 
sa360さんがOut Of Our Headsをリツイートしました
制御不能で神頼みの状況が悪い方向にへ（>

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月28日7:57
　

中津川　昴 @subaru2012 · 1日1日前 
 
「金塊を生み出す微生物」が見つかる（WIRED.jp） - Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170526-00010006-wired-sctch … 
【25年前、海水から金を取り出す研究をしていたけど、今どうなっているかな？】
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月28日8:45
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切れる切れるｗｗｗ

なんてところで切れる…ｗｗｗｗｗ

（今日はもうダメだ！！）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月28日8:49
　

…どぉやったらここまですべて裏目に出るのかわからない（＾＾；）くらい、

すべての作業がダメになる…ｗｗｗ

ガッカイの呪いなの？？

歯医者の悪口かいたせい…？？？ｗｗｗ
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（５月28日）　…物語に続く〜…（－－；）…★

https://85358.diarynote.jp/201705280900257830/

（作業チュウだん栗鼠…ｗ（TへT；）ｗ…★

2017年5月28日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (2)
　

 
（前項参照）（－－；）

いっこ前のバージョン発掘してきましたが★

これの後に追加してた分は、ぜんぶ消えました…★

（ＴＴ；）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

タイトル（作業栗鼠５匹目）

◆ 本文

https://www.youtube.com/watch?v=0vrM7MSqtsg
ERIKA - I Believe featuring TERRY 

OTL49さんがリツイート 
株式会社たりん? @_f_u_t_o_n_ ? 5月26日

ジブリの求人記事、世界からの反応は

ワクワクコメント及び日本語勉強しなくちゃ！どうしよう！？かと思いきや、

給料安すぎだふざけんなというの、最高だな

https://m.facebook.com/cartoonbrewjobs/photos/a.1208107272585975.1073741828.831001206963252/1509983079065058/?
type=3 …

OTL49さんがリツイート 
asuka? @asuka_250 ? 5月26日 
asukaさんがYahoo!ニュースをリツイートしました

民進党が審議拒否しないと言う事は、また強行採決されてしまいます

日本人の人達は民進党に抗議しないのですか？

今こそ動かないと日本は北朝鮮と同じになります。SNSで文句や抗議していても何も
変わりません。日本人は言い訳だけは世界一の民族だと思いますが、取り返しのつか

ない事になりますよ

https://www.youtube.com/watch?v=UsxiHclfJ9M
ＴＥＲＲＹ - Be Alright with ERIKA

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
onodekita? @onodekita ? 5月26日

https://85358.diarynote.jp/201705280900257830/
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無脳児はもう珍しくない

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
onodekita? @onodekita ? 5月26日

渋谷某が、乳がんの増加は検査のやり過ぎ と言い出すのももうすぐ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
onodekita? @onodekita ? 5月26日

若い人の乳がんがなぜ増えているのか。その原因は探らずに、検診を受けましょうと

連呼するのみ

OTL49さんがリツイート 
amaちゃんだ? @tokaiama ? 5月26日

体内に入った放射能はガンマ・ベータ・アルファ線という放射線を出して細胞を破壊

する

染色体二重螺旋が同時に破壊されたなら、もう二度と修復できず細胞は暴走、遺伝子

が変化してしまう

あらゆる遺伝病、奇形が放射線によって発生する

東日本の人は毎日放射能を体に入れている

遺伝子はどうなる？

https://www.youtube.com/watch?v=uuD4TkzbdTU
TERRY / ありがとう featuring ERIKA 

OTL49? @sukipparanisake ? 8時間8時間前 
OTL49さんが地球@相互支援 #MGWV #IFBをリツイートしました

米国に売る場合だけは、売国とは言いません（???
https://twitter.com/aichikyu369/status/868470486430121985

OTL49さんがリツイート 
きっこ? @kikko_no_blog ? 11時間11時間前

天皇の生前退位とか真子様のご婚約とか、週刊誌や民放テレビ局がスクープを流すな

らともかく、天下のNHKが宮内庁の許可も取らずに皇室のスクープを垂れ流すな
んて、10年前には考えられなかった。それも、どちらのスクープも安倍晋三の政治
スキャンダルを隠す目的で報じられている。

OTL49さんがリツイート 
昭和おやじ 【打倒安倍政権】? @syouwaoyaji ? 20時間20時間前

https://www.youtube.com/watch?v=uuD4TkzbdTU
https://twitter.com/aichikyu369/status/868470486430121985


笑えないのは、こんな漢字の読み方も知らない人間が、常用漢字を選定し、学校での

漢字教育の方針を決めている省庁のナンバー2で、常々「日本の伝統を教育しろ」など
とがなりたてているという事実！！

http://lite-ra.com/2017/05/post-3194.html …

OTL49さんがリツイート 
じんかんに光あれ? @FYvet5869 ? 20時間20時間前

じんかんに光あれさんが500円をリツイートしました

私は獣医師だ。

獣医師は不足していない。

現在、保健所における旅館の許可、美容所の検査など、獣医師でなくてもできる仕事

を獣医師が行なっている。

既存の大学に予算を投入し、日本の獣医学のレベルを上げて、優秀な獣医師を育成し

、獣医師の待遇改善が必要である。

デマを流すな。

https://twitter.com/_500yen/status/868114806921875457

OTL49さんがリツイート 
ハイジ@P-GB＆はちやどアフター? @haijiijiah ? 5月21日 

チベットスナギツネのケーキ…すごい…どこから撮ってもこっちを見てる…
https://twitter.com/haijiijiah/status/866277561407373312

JUMPILIKEYOU? @jumpilikeyou ? 22時間22時間前 

インターネットで

世界と繋がるなんて全くウソ

むしろ

分断して統治するための

言論統制に使われている

ゲーム

音楽

映画

ポルノ

スポーツ

テレビ

ＳＮＳ

マスゴミニュース

３Ｓどころじゃないよね

世界と繋がったら

この戦乱は

http://lite-ra.com/2017/05/post-3194.html
https://twitter.com/_500yen/status/868114806921875457
https://twitter.com/haijiijiah/status/866277561407373312


なかったはずだよね

プラグに繋がってる

OTL49さんがリツイート 
異邦人? @Medicis1917 ? 5月26日 
異邦人さんが???＠大阪???団亡者戯をリツイートしました

問題の本質から目を逸らさせる為に政権が総力を挙げて個人攻撃を行うという、およ

そ法治国家とは思えないような蛮行が平然と繰り広げられている。この際、不法を犯

し続ける安倍政権こそが、地位に恋々としがみついている寄生虫の類であるとハッキ

リ明言しておくべきだろう。

https://twitter.com/tohohodan/status/867667673189982209

OTL49さんがリツイート 
澤田愛子? @aiko33151709 ? 5月25日

安倍首相がサミットに出発する前に「人権、自由、民主主義の価値観を共有する国

々と」と言った。ずっこける。彼が人権、自由、民主主義という普遍的価値観を敵視

し日本国内でそれと反対の強権政治をしている事をG6の首脳達は熟知している。専制
政治を進める日本がG7から除外される日も近い。

https://www.youtube.com/watch?v=_csUbnVFkNc
TERRY / BOOGIE WOOGIE MV 

OTL49さんがリツイート 
山崎 雅弘? @mas__yamazaki ? 5月26日

あの文部科学省の天下り処分問題、腐敗が除去されたかと感じる一方、なんで文科省

だけ？　経産省など、もっと酷い役所もあるのに？　という不可解さ、違和感を感じ

たのも事実。加計学園の件とリンクしているなら、身内への利益誘導の為なら官庁の

公正性も犠牲にする完全な腐敗国家以外の何者でもない

https://pbs.twimg.com/media/DAuoMyhV0AAwMLL.jpg

OTL49さんがリツイート 
カラパイア? @karapaia ? 17時間17時間前  【RT200UP】

未来に備えて植物の種を保管していたスヴァールバル世界種子貯蔵庫がついに使用さ

れる。シリア内戦の為

http://karapaia.com/archives/52239751.html …
https://pbs.twimg.com/media/DAzy-6_V0AAa-Kc.jpg

https://twitter.com/tohohodan/status/867667673189982209
https://www.youtube.com/watch?v=_csUbnVFkNc
https://pbs.twimg.com/media/DAuoMyhV0AAwMLL.jpg
http://karapaia.com/archives/52239751.html
https://pbs.twimg.com/media/DAzy-6_V0AAa-Kc.jpg


…はいはいはい。

　…物語に続く〜…（－－；）…★

OTL49さんがリツイート 
やのっち(????)d? @_yanocchi0519 ? 2015年12月17日 

【モンサント包囲網 in パリ】GMOがネズミに対して腫瘍の原因になることを突き止め
た科学者が、モンサント側の情報攻撃を退け、名誉毀損訴訟に対して画期的な勝訴を

収める。

http://ameblo.jp/wake-up-japan/entry-12107154359.html …
https://pbs.twimg.com/media/CWcNaO8UYAEGnNh.jpg

いけめんっ♪（＾０＾）♪

https://pbs.twimg.com/media/CWcNaO8UYAEGnNh.jpg
MY LOCAL / CHARLIE feat. TERRY MV 

OTL49さんがリツイート 
????? @dontbetrue ? 5月25日
https://twitter.com/dontbetrue/status/867664447837425664

https://www.youtube.com/watch?v=z2Kn5K1-PDc
MONTA、BIG BEAR ＆ 卍LINE ありがとう 

https://www.youtube.com/watch?v=1zmxHSeOt0E
TAK-Z / テリーのうた

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

これを貼ったことだけは覚えている…（＾＾；）…。
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=j_EyYtSBAwc
[PV] 卍LINE - IKIRO 

今日はもう、「これだけ」で生きのびます…☆

（時間切れッ！）

http://ameblo.jp/wake-up-japan/entry-12107154359.html
https://pbs.twimg.com/media/CWcNaO8UYAEGnNh.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CWcNaO8UYAEGnNh.jpg
https://twitter.com/dontbetrue/status/867664447837425664
https://www.youtube.com/watch?v=z2Kn5K1-PDc
https://www.youtube.com/watch?v=1zmxHSeOt0E
https://www.youtube.com/watch?v=j_EyYtSBAwc


（５月28日）　アルパカ狼さん、体調も機嫌も良さそう。

https://85358.diarynote.jp/201705280900257830/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月28日15:37
　

業務内容厄日。(∋_∈)
てか客がみんな切れてるチーズで、説得誘導どころじゃない。

(-”-;)

でも今日はいないかと思ってたアルパカ狼さんがいて、とりあえず体調も機嫌も良さそうなので

、あとのことは、

この際もうどーでもいい。

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月28日20:40
　

降水確率１０％を無視して

本降りの雨。(∋_∈)

顎骨の疼痛が再発。

たぶん来月からまた退職強要が始まる。

…ぐれてやる…ッ┐(’〜`#)┌
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（５月28日）　アルパカ狼さんが「かまわれに来てくれた」ので、

https://85358.diarynote.jp/201705282157563458/

さっき ちょっと胃が痛い？と思ったら今は心臓？が痛い…／気温
も急にさげれれます。／（札幌 ＋１１℃。 ０．０３９ μ ）。

2017年5月28日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=BrwzC2_XVAI
Titanic（タイタニック）Celine Dion（セリーヌディオン）　　HD　 高音質

　（※仕切りなおしの夜行りす１匹目）。

（前項コメント参照）

てなことでおばんです。２１：３９でした。

外気温１１℃の雨に濡れりすになりながらぐれぐれ帰宅。

（－－＃）

まぁ、線量はそんなに「高くない」のが巣食い…もとい、救いですね…☆

https://85358.diarynote.jp/201705282157563458/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705282157563458/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170528/85358_201705282157563458_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170528/85358_201705282157563458_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170528/85358_201705282157563458_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BrwzC2_XVAI


（高かったらちゃんと「避け曝」しますとも！）

もろもろやなこともあったのは、

最後にアルパカ狼さんが「かまわれに来てくれた」ので、

嬉しかったから、チャラにするとして〜！

ｗ（＾□＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=m1WzoiadOi8
STEREON & 翔 / ハナレテモ【MV】 

まぁどうせ、来月のことまで心配していられるような情勢でもないしぃ？

（凶暴罪が施行されたら、あたしなんかあっていう間にフクイチ送り堕ｗ）

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

気になって逆に安眠できそーにないので、情報チェックの続きやってから寝まーす★

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

12:00 0.038 0.036 0.036 6 
13:00 0.038 0.034 0.036 6 
14:00 0.038 0.034 0.036 6 
15:00 0.039 0.036 0.038 6 
16:00 0.036 0.033 0.035 6 
17:00 0.034 0.032 0.033 6 
18:00 0.032 0.031 0.032 6 
19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.031 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6

northland44  @ n142e · 4時間4時間前 #Radidas 2017/05/28 18:00(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.062,0.064 ec906d85

https://www.youtube.com/watch?v=m1WzoiadOi8
https://www.youtube.com/watch?v=t55VHg6R_sA
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


northland44  @ n142e · 5月27日 #Radidas 2017/05/27 12:00(JST),
0.03±0.01μSv/h,in55min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.062,0.063 733ba7d9

sa360 @sa3605 · 9時間9時間前 
sa360さんがひろをリツイートしました

昨日も、きてた。低空ですから、爆音ですわ。

急な豪雨、竜巻、ひょう、あられ。などはこいつを

疑ってください。。

気温も急にさげれれます。。

昨日の深夜から朝方には10度近く気温が下げられた。
また、病気、インフルエンザ、手足口病をばらまいてる。ウイルス、喉にちゅうい。

。。！

https://twitter.com/hirochanw/status/868687673858203648

https://twitter.com/charlie24K

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 2時間2時間前 
さっき ちょっと胃が痛い？と思ったら今は心臓？が痛い…
なんだ？もしや体感か⁉�
そういえば書き忘れてたが、2〜3日前に耳鳴りもしてたな。
方向は…
真下！

まさか札幌で地震!?
今は嫌やなぁ…
ま、札幌の前兆はあんま出てないけど^ ^

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

https://twitter.com/hirochanw/status/868687673858203648
https://twitter.com/charlie24K
https://www.youtube.com/watch?v=j_EyYtSBAwc


[PV] 卍LINE - IKIRO

https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map

◆【M3.3】国後島近海 深さ142.4km 2017/05/28 06:42:58

★【M2.7】十勝地方南東沖 深さ47.7km 2017/05/27 06:56:35

https://www.youtube.com/watch?v=VtzemVkz9DU
『寿君 / オレガヤレバ (オフィシャルPV)』 

https://www.youtube.com/watch?v=-wUH0WszOCM
寿君 / オレトオレバ 

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月28日23:17
　

そういえば今朝がたの私の「夢」は…

あきらかに「次のステージ」に進んでた…

（仲間に入りたい！と常日頃から思っている、エコとか有機とかに人生「切り換え済み」の人た

ちと…
 
　作家として（？）…関係つくってた…？？）
　

https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://www.youtube.com/watch?v=VtzemVkz9DU
https://www.youtube.com/watch?v=-wUH0WszOCM
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日0:24
　

中津川　昴 @subaru2012 · 13時間13時間前  
返信先: @subaru2012さん 

5/27(土)の朝の段階で、太陽はコロナホールで覆われた面を地球側に向けているため、CME直撃
後に、コロナ風で太陽風増幅され長期化する可能性が出てきた。G2級以上の磁気嵐が発生見込み
。通信衛星とのコミュニケーションや地上のネットで不具合が出る可能性あり。
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（５月28日）　驚異の新説「ファントム時間仮説」。

https://85358.diarynote.jp/201705282223123462/

【 日本全体が真っ赤 】になるのはごく稀です
／【M5.0】VANUATU 100.2km。

2017年5月28日 時事ニュース コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=ODFiafueCO0
卍LINE 【KEY MAKER 】 

sa360さんがリツイート 
北風ロビン（慌てると転ぶ　ので注意） @oldblue2012 · 11分11分前

運動会中に突然...10m超のつむじ風　高知市（フジテレビ系（FNN））
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20170528-00000545-fnn-soci …

目撃者によると、高さ10メートルを超えるつむじ風は、子どもたちが100メートル走を
している時に突然発生。

2つのテントを舞い上げたあと、およそ40秒で消えた
https://t.co/TRI5zX3VJm

https://85358.diarynote.jp/201705282223123462/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=245
https://85358.diarynote.jp/201705282223123462/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170528/85358_201705282223123462_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170528/85358_201705282223123462_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170528/85358_201705282223123462_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ODFiafueCO0
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20170528-00000545-fnn-soci
https://t.co/TRI5zX3VJm


sa360 @sa3605 · 13分13分前 
sa360さんが北風ロビン（慌てると転ぶ　ので注意）をリツイートしました

電磁波、de 突風　！！
https://twitter.com/oldblue2012/status/868813438557896704

…え？（＠＠；）？

…あれ…？？？
⇒http://76519.diarynote.jp/200607082356330000/
⇒http://76519.diarynote.jp/200707170444030000/

ぃやぃやぃや…ｗ（＾＾；）ｗ…

いませんよね？

なぜか「行方不明」になった、子ども３人組。とか…？？

https://www.youtube.com/watch?v=kXqek2NX1PU
RAY / 言葉の力 （STEP UP RIDDIM） 【MV】 

sa360 @sa3605 · 9時間9時間前 
sa360さんがsa360をリツイートしました

おまけ、今日の早朝は猫さんが、寒いギャーってゆうので、暖房いれたんよ。。

この時期に。。。

https://twitter.com/sa3605/status/868689323452907520

 
 
 

コメント

https://twitter.com/oldblue2012/status/868813438557896704
http://76519.diarynote.jp/200607082356330000/
http://76519.diarynote.jp/200707170444030000/
https://www.youtube.com/watch?v=kXqek2NX1PU
https://twitter.com/sa3605/status/868689323452907520


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日0:17
　

中津川　昴 @subaru2012 · 2 時間2 時間前
 
今年は西暦1720年だったことが判明！ 驚異の新説「ファントム時間仮説」が暴く“水増しさ
れた”297年間とは!?
http://tocana.jp/2017/05/post_13316.html …
 
【捏造の歴史だらけだなww】
https://t.co/Cdwfrm8Xiz

…貴兄、なぜそー「ネタだらけ」なんですか…ｗｗｗ
 
　

https://85358.diarynote.jp/
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（５月29日）　目指せ！「６０歳までにプロデビュー」…ッ！！！）

https://85358.diarynote.jp/201705290703245860/

（ 短〜中期 目標）

2017年5月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)

　

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

（地獄バイトは…まぁ、「クビにならない」（されない）程度に、
　極限まで「手抜き」で…だらだら居座る。ｗ（－－；）ｗ★）

６〜７月は、まぁ、あの宣伝量だと応募量も凄いことになるだろうから

「どうせ引っかからない」を前提に（＾＾；）

気軽にスカイハイに「数撃ちゃ当たる…かも？」のイキオイで、

投稿しまくって「執筆習慣」と度胸を付ける。

https://85358.diarynote.jp/201705290703245860/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201705290703245860/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170529/85358_201705290703245860_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170529/85358_201705290703245860_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170529/85358_201705290703245860_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c


８月は、どうせ暑くてＰＣ前になんか居られないから？

ダイエットを兼ねて、山と森で歩きまくる♪

９月から…

１ヶ月４０枚（３〜４連休？１回で１０枚？）のペースをめどに…

「投稿原稿」を書く！

（んで…「ファイル」が現在「１４０殺」ほどあるので…ｗ（＾＾；）ｗ

　本多勝一の「２０分の１」理論？で言うと…

　４００枚７本書いて投稿したら、１個くらいは通る。

　…はず…？？？？

（超〜【長期】目標！…ｗｗｗ）

　目指せ！「６０歳までにプロデビュー」…ッ！！！）

https://www.youtube.com/watch?v=f7ixJR9qRx0
David Garrett - We are the Champions - Queen - Frankfurt 05.10.2014 

 
 
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=f7ixJR9qRx0


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日7:21
　

とりあえず…

５３歳から５９歳までの間に…

「１年１冊＝７冊」書こう♪

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日8:10
　

sa360さんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 5時間5時間前 

「放射能の脳への影響」　

http://amba.to/1PzNLqT
　

怖ろしい事態が始まっている。私自身も日時の感覚がおかしくなっているので、クラウドのス

ケジュールを使って記憶を補っている。スケジュールとアラームがないと、仕事がヤバイ。

https://t.co/OnSafdh3pk
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日8:10
　

藪歯医者の残念歯科助手が切った傷跡から入ったヒヨリミ細菌感染？

歯根経由〜鼻腔骨上端部まで到達中侵攻中なう…

（脳についたらあっぱっぱ〜…ｗｗｗ）

https://85358.diarynote.jp/
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（５月29日）

https://85358.diarynote.jp/201705290719282952/

【 泊村 ０．０５２ μ 】／（札幌 ０．０３９ μ）／【 磁気嵐
発生 】／北海道でオーロラ撮影できる可能性も。

2017年5月29日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida 

（承前）

おはようございます。（＾＾）

０７：０５になっちゃいました…。

４時間熟睡したら体調は良好。目覚まし鳴る前に自然に目が覚めてました…♪

（んで、頭の中に浮かんでいたのが、前項…♪）

前アゴ骨はまだぎくぎく逝ってますが、まぁ悪化はしないで済む？もよう…。

https://85358.diarynote.jp/201705290719282952/
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定刻６時に起き出して、家事やって時間オーバーして、＾＾

前項書いて、この時間です…。

さくさく進行します…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月29日（月）【当日】
01:00 0.031 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 0.031 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 13分13分前 #Radidas 2017/05/29 07:00(JST),
0.05±0.01μSv/h,in39min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.063,0.062 d75767a4

northland44  @ n142e · 43分43分前 #Radidas 2017/05/29 06:30(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.067,0.063 e7ac3476

https://twitter.com/eq_map

◇【M2.6】十勝地方 深さ103.9km 2017/05/29 04:33:52

◆【M4.5】KURIL ISLANDS 50.5km 2017/05/29 01:57:00JST, 2017/05/28
16:57:00UTC

◆【M3.3】国後島近海 深さ142.4km 2017/05/28 06:42:58

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/eq_map


片岡龍峰 @ryuhokataoka · 19時間19時間前 
磁気嵐が発生しています！この調子で発達していけば、北海道でオーロラの撮影でき

る可能性もあります。 
https://pbs.twimg.com/media/DA4zVC_V0AApsAb.jpg

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月30日7:14
2017年05月29日（月）【前日】
01:00 0.031 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 0.031 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.031 0.031 0.031 6 
07:00 0.032 0.031 0.031 6 
08:00 0.032 0.030 0.031 6 
09:00 0.031 0.030 0.031 6 
10:00 0.031 0.030 0.031 6 
11:00 0.031 0.031 0.031 6 
12:00 0.031 0.031 0.031 6 
13:00 0.031 0.031 0.031 6 
14:00 0.032 0.031 0.031 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.031 0.030 0.031 6 
17:00 0.031 0.030 0.031 6 
18:00 0.031 0.031 0.031 6 
19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.031 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.030 0.031 6 
22:00 0.031 0.030 0.031 6 

https://pbs.twimg.com/media/DA4zVC_V0AApsAb.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


23:00 0.032 0.031 0.031 6 
24:00 0.032 0.031 0.031 6
 



（５月29日）　「夢に出てきた人」か…？？

https://85358.diarynote.jp/201705290744453517/

【 放射能の脳への影響 】。

2017年5月29日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

　

…あ、昨日の「しっぽ切れ栗鼠」だった分、
「補完」作業をしてありますので…

必要な方は、ご参照ください。

⇒http://85358.diarynote.jp/201705282223592691/ （以下５項目）

sa360さんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 5時間5時間前

「放射能の脳への影響」　http://amba.to/1PzNLqT

怖ろしい事態が始まっている。私自身も日時の感覚がおかしくなっているので、クラ

ウドのスケジュールを使って記憶を補っている。スケジュールとアラームがないと、

仕事がヤバイ。https://t.co/OnSafdh3pk

https://85358.diarynote.jp/201705290744453517/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170529/85358_201705290744453517_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170529/85358_201705290744453517_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170529/85358_201705290744453517_3.jpg
http://85358.diarynote.jp/201705282223592691/
http://amba.to/1PzNLqT
https://t.co/OnSafdh3pk


cmk2wlさんがリツイート 
南海@原稿中 @xxNankaixx · 11時間11時間前 
南海@原稿中さんがcmk2wlをリツイートしました

これ似てる。私の右手の人差し指の腹に、2011年に小さなささくれが出来た。ちょっ
と硬いので、てっきり木のささくれが刺さったかと思い、毛抜き抜こうとしても駄目

、爪切りで切ってもまた同じ長さまで伸びる。思い切って根元まで深く切ったら生え

なくなった。

https://twitter.com/cmk2wl/status/862933482556669952

cmk2wl @cmk2wl · 5 時間5 時間前

【重要】総務省統計局 2017年5月22日公表
人口推計（平成28年(2016年)12月確定値，平成29年5月概算値）
https://pbs.twimg.com/media/DA7hcVEUQAEoJ7D.jpg

　　↑

…これで「経済規模」が、維持できるワケがない…★

…（－－；）…★

sa360さんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 7時間7時間前 
返信先: @hopi_domingoさん 
みえないばくだんさんがサチエをリツイートしました

創価学会といえば公明党〜つながりが…
山口氏「辞めた方がそもそもこういうことを

おっしゃるのはいかがなものか…」#加計学園
https://twitter.com/hopi_domingo/status/868459447030489088 …
↓

創価学会員｢ネットを見るな、信じるな…」#共謀罪
https://twitter.com/bettybeat/status/868392606849310720

https://twitter.com/cmk2wl/status/862933482556669952
https://pbs.twimg.com/media/DA7hcVEUQAEoJ7D.jpg
https://twitter.com/hopi_domingo/status/868459447030489088
https://twitter.com/bettybeat/status/868392606849310720


　　↑

「政府広報」も含め「都合の悪いことは見なかったことにする」…

まさに、【衆狂】団体…（－－＃）。

明治天皇の玄孫 竹田恒泰氏の言葉 @t_takeda_bot · 56 秒56 秒前

大学の時は、反原発の市民運動もしていました。現場も視察しているし、イラクの劣

化ウラン弾の線量調査もしていますから。筋金入りなので、雄弁に語りますよ（笑）

　　↑

あらこれもしかして、「夢に出てきた人」か…？？

ｗ（＾＾；）ｗ…？

https://www.youtube.com/watch?v=tjDHD7xgKeg
David Garrett - Paradise - Coldplay - Hannover 18.10.2014 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tjDHD7xgKeg


（５月29日）　アルパカ狼さんひどいッ(ToT)

https://85358.diarynote.jp/201705291031424421/

（追記アリ。）⇒　朝から厄日。（－－＃）★

2017年5月29日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (5)
　

ジジイの暴走自転車に

ハネラレかけて軽症。(-_-#)

以下次号。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ところは創世川（公園）の短い橋の上。

植え込みの緑とテレビ塔さんの楽しいコントラストに気をとられて完全よそ見運転のよろよろと

暴走自転車じじぃが…

真正面に向きなおって、対向歩行者である私に気がついたのがわずか３ｍほど手前。（－－＃）

しかも、すでに回避行動をとりかけていた私の進行方向にわざわざハンドルきりかけやがって…

それじゃぶつかるだろ！と戻りかけた私のほうに、さらにハンドル切って（－－＃）★

真っ正面から衝突してきやがって…★

目前５０cmほどに迫った時点での突嗟の判断で、

（ここで下手に斜めに避けたら、双方転んでけっこう大惨事?!）

と…

何故か（＾＾；）普段さほど反射神経のよろしくない私にしては上出来なことに、

アクション映画のヒーローのスタントよろしく、

https://85358.diarynote.jp/201705291031424421/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201705291031424421/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170529/85358_201705291031424421_1.jpg


真正面から来た自転車の両のハンドルを両手でガッチリ握って（じいさん倒れないようにして！

）

かつ、自分も怪我しないよう、前輪の進行エネルギーを左スネで受けとめる…

という、（アクションものだと「自動車相手に」やるアレね。）（＾＾；）

離れ？技で、衝突＆転倒負傷事故を回避…♪

！（＾＾）！

…してやったにも関わらず、完全ヨソみ運転の「加害者」であるジジィ、

ひとの顔にらんで「ちッ！」とか、舌打ちしやがって…

謝りもせず、こちらの怪我の程度を確認すらせずに…

走り去っていくので…

「きをつけてね…おじーちゃん！！」

とか叫んで、せいぜい意趣返しはしてやったのだが…

たいへん業腹なジジィでありました…★

（それともアレか？ガッカイの「暗殺」（いやがらせ）とか？で

　「正面から轢くつもり」できやがったのか…？？）

ｗ（－－＃）ｗ★

まぁ気分が悪かった。（－－＃）★

（左スネは軽い打撲ていどで、すでに治りましたｗ）



…でもあれ、小さいジジィと小さい自転車だったから、多少の加速度ついてても体重５９kgの私
が軽く両手で受けとめて、（かつ転倒防止にがっつり支えて）られたんであって…

…アノ調子で、軽自動車とかでジジィやババァが突っ込んでくるから…

最近、「老人が若者や子どもを轢殺する」という、

悲惨な事故事件が、頻発しているわけか…★

…ｗ（〜”〜＃）ｗ…。

（てことで、「環境」ではなく「フクシマ」の項目に入れ増した〜★★

　

 
ひみつ日記

　

　

珍しく！

「帰る時刻が一緒！」だったにも関わらず…

私とタイミングを合わせてくれる気は無くて、

よりによってキャバと！

楽しそうに笑いながら！

一緒に帰ってっちゃったよ…（ＴＴ；）…！



というハナシ。↓

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日10:45
　

持ち出し禁止書類

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日15:26
　

…では？というものを帯出している新人さんを目撃したが、
 
派遣の人々はルールが違うのかもしれないし、

 
確認とか密告とか、する義理でもないしなぁ…
(-”-;)

…で、見逃してると何故か私が犯人にされてたりするのだが…

(-”-;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日15:28
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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隣がスネイピという劇厄日。

(ToT)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日15:32
　

昼休みでいつも座っている席を目前でとられるとか、(T_T)

盗撮目的？で、他人女性に無断で異常接近して座るキショイ男子がはす向かい。とか…

(-”-;)

なんか不幸だぞ、今日…

（；‾Д‾）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日22:16
　

先ほどよろよろ帰投。

アルパカ狼さんひどいッ(ToT)

ぐれてやる〜…ッ★（T¬T）/

（＞＜。）。。

　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（５月31日）

https://85358.diarynote.jp/201705300720376580/

（札幌 ０．０３２ μ。 ＋１４℃〜上昇中。）／（Cafoonは凶暴
でした！）

2017年5月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=srW1bybDaSM
Back to Titanic Soundtrack - 1. Titanic Suite 

（承前）（＾＾；）

あらためまして、おはようございます。

０７：１０になっちゃいました。

札幌の朝５時の気温は１４℃でした。

ぎんぎら晴れ。無風。

現在ぐんぐん暑くなり中…（－－；）。

地獄バイト４連勤の最終日！（＾◇＾）！

https://85358.diarynote.jp/201705300720376580/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705300720376580/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170530/85358_201705300720376580_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170530/85358_201705300720376580_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170530/85358_201705300720376580_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=srW1bybDaSM


今週はいやんだったわ〜…（先週までのストレスの反動で胃に穴あきかけてて気が抜けてて、
本州人はみんなキレてて暴走するので営業成績（捕獲率）も悪し…★）

さくさく逝きます…

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月30日（火）【当日】 
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 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 4時間4時間前 #Radidas 2017/05/30 03:00(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.062,0.063 673e2452

northland44  @ n142e · 23時間23時間前 
#Radidas 2017/05/29 08:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in46min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.06,0.062 e434edaa

https://twitter.com/eq_map

◆【M2.5】根室半島沖 深さ51.1km 2017/05/30 08:16:35

★【M3.6】青森県東方沖 深さ65.4km 2017/05/30 02:40:10
　　↑

　【最大震度1】(気象庁発表) 苫小牧沖 深さ約70km 
　【M3.2】 30日02時40分頃発生 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/eq_map


◆【M2.9】北海道東方沖 深さ101.8km 2017/05/29 21:50:48

※【M3.5】石狩平野 深さ115.6km 2017/05/29 20:15:13
※【M3.3】石狩平野 深さ173.7km 2017/05/29 18:02:47

◆【M2.5】根室半島沖 深さ44.8km 2017/05/29 16:30:42

＃【M4.7】OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 35.0km 2017/05/29
09:28:29 JST[UTC+9]

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 7時間7時間前 
なんでこんな時間に活発かって？

さっきまで数時間寝てたんだよ。

この抗えなかった睡魔はお酒の所為か、体感だったのか…
体感だとすると、札幌のやつか？

他にデータが見当たらない（見られない）から困りもの(^-^;)

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11時間11時間前 
今日の札幌の…
Cafoonは凶暴でした！
やめれ .°(ಗдಗ。)°.

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 5月28日 
さっき ちょっと胃が痛い？と思ったら今は心臓？が痛い…
なんだ？もしや体感か⁉�
そういえば書き忘れてたが、2〜3日前に耳鳴りもしてたな。
方向は…
真下！

まさか札幌で地震⁉�

今は嫌やなぁ…
ま、札幌の前兆はあんま出てないけど^ ^

 
 



 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日7:13
　

2017年05月30日（火）【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 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.032 0.031 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.031 6 
08:00 0.032 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 0.031 0.031 6 
12:00 0.032 0.030 0.031 6 
13:00 0.031 0.031 0.031 6 
14:00 0.031 0.031 0.031 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.031 0.031 0.031 6 
17:00 0.031 0.031 0.031 6 
18:00 0.031 0.031 0.031 6 
19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 
22:00 0.033 0.032 0.032 6 
23:00 0.032 0.032 0.032 6 
24:00 0.032 0.032 0.032 6
　

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


（５月30日）　鬱病再発の危機。(∋_∈)

https://85358.diarynote.jp/201705300755401856/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月30日15:39
　

厄日。(T_T)

なんか色々凡ミス。(T_T)

他の人なら軽い口頭注意くらいで済むミスが、

 
私に限ってだけ笠に着て【退職強要の再発】に直結するからなぁ…(ToT)★

もうやだ。（＞＜。）。。

心が折れた…

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月30日15:40
　

頭がぼっとする。(∋_∈)

カラ元気だしても、

鬱病再発の危機。(∋_∈)
　

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

2017年5月30日20:17
　

トドメで風邪ひいた…(ToT)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日0:08
　

先ほどよろよろ何とか生還。

(^_^;)
厄日にも程があるぜ〜と笑ってしまうしかない有り様ですが、

┐(’へ`；)┌

まぁ本格的な大禍はなし。

(-”-;)

現在、階下の酔っぱらい対策で警察に電話すべきか悩み中…

（飲酒運転！）

あと３０分待っても騒いでたら警察。

やんでたら、明日、不動産屋に直訴…(-_-#)…★

『火気暖房禁止』の集合住宅の１階車庫で１０人以上も集まってジンギスカン大会って…

(`ヘ´)

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


ないだろ？！

隣家の壁まで２ｍもないような

狭い路上なんだぜ？！

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日0:48
　

警察呼んだら警察と喧嘩してる…┐(’〜`；)┌

そして飲酒運転。(-_-#)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日0:52
　

…うるさくて眠れない…
(`ヘ´)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日1:07
　

まだ騒いでる。(-_-#)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年5月31日1:20
　

どんくらい酔っぱらいかと言うと、一旦撤退した後、増員してきた警察に、

掴みかかって暴れてるくらいの酔っぱらい。

(-_-#)

ちなみに奴等の趣味？は、

【競技レーサー】である…

┐(’〜`；)┌

（そんで、飲酒運転！）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日1:41
　

また一台、飲酒運転で帰って行ったけど、残りがまだ騒いでる。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日9:21
　

管理会社に電話した。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日9:22
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…眠い…（－－＃）。

異様じゃなくて、寝不足だから、睡魔…

寝てくる…★（情報チェック杜仲！）
　

　

 



（５月31日）

https://85358.diarynote.jp/201705310716337310/

（札幌 ０．０３２ μ ）。　（作業栗鼠１匹目）

2017年5月31日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=XdOmCorELXY
[COVER] The Wings of Honneamise soundtrack 
王立宇宙軍 オネアミスの翼「遠雷」「重力訓練」

おはようございます。

０７：０５です。

昨夜（前項コメント参照）結局、午前２時過ぎまで騒いでたんで、

うるさくて寝られず…（＝＝＃）★

（あ、今、寝落ちしたやつらが車動かして出てくとこ…追記＠０７：１５）。

１時間寝坊して進行開始です。今日から忙しい、３連休の初日。

（＾＾＃）

札幌は高い雲の広がる、予報は「晴れ」。

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1496183400/1011-0010-101000-201705310730.gif?
t=1496184035

https://85358.diarynote.jp/201705310716337310/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705310716337310/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170531/85358_201705310716337310_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170531/85358_201705310716337310_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=XdOmCorELXY
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1496183400/1011-0010-101000-201705310730.gif?t=1496184035


（０７：２０〜０７：３０）

太陽光線ぎんぎらで、東の窓から直撃してくる日射で

「横から炙り焼き」状態です…（－－；）…★

予定は

８時にリサイクル出し。

９時にアパート管理会社に苦情電話。

午前中ＰＣ作業。ごはん。軽く昼寝。

午後から自転車外出。

⇒川下公園ライラック花見。

（with ましゅれ パフェ♪）
⇒古本売却。

⇒源泉かけ流し〜♪

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年8月26日

「皮膚は人体の中で最大の臓器であり、それは巨大な腎臓や肺のようなものです。皮

膚は、肝臓のバックアップ。内部フィルタがうまく機能している場合には、細胞外液

が汚染されず、免疫系は感染から体を守ることができます。」う〜む、なるほど。

（数日前から右脚が謎の不調で、

　まともに歩けない（ＴＴ；）ので、

　森林公園は歩けません…★ｗ（Ｔ■Ｔ；）ｗ★

さくさく情報チェック逝きまーす！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

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


2017年05月31日（水）【当日】 
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.032 0.032 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 18分18分前 #Radidas 2017/05/31 07:00(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.06,0.06 b1b67a50

northland44  @ n142e · 1 時間1 時間前 #Radidas 2017/05/31 06:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in44min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.063,0.06 3d75db33

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 17時間17時間前

さて、実はおいらは今日 山に行ってきました。
（誤ツイでバレてるか？w）
今年2度目！（あ！前回の報告してない…）
では写真だけ紹介しよう。

①クルマバソウ

②ミツバウツギ

③ホウチャクソウ

④マムシグサ

多分ね？w
https://twitter.com/charlie24K/status/869439490426683392

　　↑

…気が合いそうな人だなぁ…ｗ

https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/charlie24K/status/869439490426683392


 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月1日15:40
　

（※画像２は５月３０日の豊平河畔です…）

2017年05月31日（水）【前日】
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.032 0.032 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00 0.032 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.032 0.032 6 
08:00 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.031 6 
10:00 0.032 0.031 0.032 6 
11:00 0.032 0.032 0.032 6 
12:00 0.032 0.031 0.032 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 
14:00 0.032 0.031 0.031 6 
15:00 0.032 0.031 0.032 6 
16:00 0.032 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 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 
22:00 0.032 0.032 0.032 6 

https://85358.diarynote.jp/
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23:00 0.032 0.031 0.032 6 
24:00 0.032 0.031 0.032 6
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月1日22:11
　

★【M2.5】浦河南方沖 深さ48.5km 2017/05/31 08:53:15

◆【M3.3】根室半島沖 深さ28.1km 2017/05/31 06:30:26

★【M2.8】青森県西方沖 深さ12.8km 2017/05/31 01:34:39

◆【M2.6】国後島近海 深さ106.9km 2017/05/30 22:50:34 

※【M2.8】胆振地方 深さ140.8km 2017/05/30 13:34:32

＠【最大震度1】(気象庁発表) 青森県下北地方 深さごく浅い 
　【M0.9】 30日11時50分頃発生 

◆【M2.5】根室半島沖 深さ51.1km 2017/05/30 08:16:35
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https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（５月31日）　物語の、大樹を植えよう…。

https://85358.diarynote.jp/201705310801098413/

【 被曝 ⇒ 心筋梗塞 】／汚染も無かった事にする狂気。　（作業
栗鼠５匹目）

2017年5月31日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (9)
　

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

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年10月25日 

Ｑ：　では、私たちは誤った歴史を聞かされていると言っているのですか？

Ａ：　はい、まさにその通りです。

ワクチンは常に安全で効果的だと人々に信じ込ませるように捏造されてきた歴史です

。

http://nikusiminorensa.at.webry.info/201202/article_5.html …

https://www.youtube.com/watch?v=VQBs5G-
oq3g&index=2&list=PLZTHsCbrLqze5RIituQ_aN2OQnRmRzMxx
Ryuichi Sakamoto - The Wings of Honneamise 

やまもとReduce exposure! @Yamamoto0509 · 6 時間6 時間前 
被爆者を対象とした免疫学的調査で、被曝線量の増加に伴いヘルパーＴ細胞の割合が

有意に減少することが示されました。

更に、ヘルパーＴ細胞の割合が低い人は心筋梗塞の有病率が有意に高い、ということ

も分かりました。

http://www.rerf.or.jp/general/qa/qa5.html …

https://85358.diarynote.jp/201705310801098413/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201705310801098413/
https://www.youtube.com/watch?v=rxqo5bgf_rA
http://nikusiminorensa.at.webry.info/201202/article_5.html
https://www.youtube.com/watch?v=VQBs5G-oq3g&index=2&list=PLZTHsCbrLqze5RIituQ_aN2OQnRmRzMxx
http://www.rerf.or.jp/general/qa/qa5.html


国連人権理事会特別報告者bot @kokurenjinken · 13時間13時間前 
低線量の放射線でも健康に悪影響を与える可能性はあるので、避難者は、年間放射線

量が1mSv以下で可能な限り低くなった時のみ、帰還することを推奨されるべきである
。

元原発技術者·平井憲夫 bot @hirainoriobot · 15時間15時間前 
56.帰ってきて、被曝した方に会うと、その人はまだ、通常の300倍くらいの被曝線量
が残っていた。

放射性物質を体に入れたまま。これほど怖いことはないんです。

その時、すぐに会社に辞表を出した。

特務機関NERVさんがリツイート 
NHKニュース�認証済みアカウント� @nhk_news · 21時間21時間前 
【防ごう熱中症】 全国的に晴れて気温が上がり、熱中症への警戒や注意が必要です。
特設サイトでみると「厳重警戒」というところも多くなっています。午後からもお気

をつけて。 http://www3.nhk.or.jp/news/heatstroke/ … … #nhk_news

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
返信先: @cmk2wlさん 
アントシアニンと葉緑素を同時に失うと、花は白くなるらしい。

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
生まれなくなって、そして死んでいく。

汚染の拡散を阻止しない限り、歯止めが効かない。

　　↓

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 5月28日 
【重要】総務省統計局 2017年5月22日公表
人口推計（平成28年(2016年)12月確定値，平成29年5月概算値）
https://pbs.twimg.com/media/DA7hcVEUQAEoJ7D.jpg

ちなみに、札幌のバイト先ですら、「食べて応援」狂信団体の人たちを中心に…

…（－－；）…（つまり「私を苛めてきた人たち」ですが…）

【 甲状腺 が腫れてる 】のが、はっきり目視確認できまして…

http://www3.nhk.or.jp/news/heatstroke/
https://pbs.twimg.com/media/DA7hcVEUQAEoJ7D.jpg


…もはや、手遅れ。ということが、簡単に、診てとれる…（－－；）…

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
紙コップ、缶、クッキングシートにまで使われているビスフェノールA 。
食品衛生法では 2.5ppm （1ppmは 百万分の1 ）以下だけど、実験で脳に影響が出た濃
度は 0.003ppm 。

甲状腺にも当然影響する。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年8月31日 
スーパーにダンボールをカットして展示してある ”熊本県産” の梨。
ほんとかな？とダンボールを持ち上げてみると、”JAほくさい” つまり埼玉。
店員にとって意味がないから、なんでもそこいらにあるタグをつけるんだろうね。

https://www.youtube.com/watch?
v=k7urVoEhZFM&index=10&list=PLZTHsCbrLqze5RIituQ_aN2OQnRmRzMxx
王立宇宙軍 オネアミスの翼 TAKEOFF / SPEECH / HISTORY HD 
　　↑

…似たようなのが幾つあるんだ…？？

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【米 大陸間弾道ミサイル撃ち落とす初の実験】
アメリカ国防総省の当局者によりますと、アメリカ軍は30日、アメリカ本土に向かっ
てくるICBM=大陸間弾道ミサイルを、西部カリフォルニア州の基地に配備した迎撃ミ
サイルで撃ち落とす実験を実施しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 5月29日 
【北朝鮮 弾道ミサイル発射実験に成功と発表】
北朝鮮は、日本時間30日午前6時半すぎ、国営メディアを通じて、キム・ジョンウン(
金正恩)朝鮮労働党委員長の立ち会いのもと、弾道ミサイルの発射実験に成功したと発
表しました。

https://www.youtube.com/watch?v=k7urVoEhZFM&index=10&list=PLZTHsCbrLqze5RIituQ_aN2OQnRmRzMxx


katsuhiro放射能健診署名運動京都 @katsuhiro223 · 7時間7時間前 
返信先: @datugennohiさん、@marihoshikawaさん 
空間線量だけしか見てない日本政府。

意味無いのに。

放射能汚染ももう無かった事にする魂胆とは、狂気的です。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
盆＠自販機ガチ勢 @max18000rpm · 11時間11時間前 
上司から「そのクソゆとりに1年でお前のCAD技術を全部教えろ」て言われて初日に出
した問題の1例。④なんて問題ですら無い。
もちろん全部不正解だったんだが、なぜか「ココは○○度っぽいですね」みたいな憶

測だけは言ってくる(当然それも間違い)

1年どころか、お昼前にギブアップｗ
https://pbs.twimg.com/media/DBEtQZRUAAQbz-v.jpg

　　↑

…サインコサインタンジェントが解らず赤点を採った私ですら…

…いくらなんでも、これくらいは判るぞ…？？（＠＠；）？？…

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
しかのつかさ @sikano_tu · 12時間12時間前 
ピックアップも販売終了になると言うのに、カールみたいに買い占められてないのは

なぜなんだぜ

https://pbs.twimg.com/media/DBEeyz4UMAAd9XY.jpg

　　↑

そんなお菓子があることすら知りませんでしたぜ…ｗ

★更新停止中？★⇒https://twitter.com/sa3605
sa360 @sa3605 

https://pbs.twimg.com/media/DBEtQZRUAAQbz-v.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DBEeyz4UMAAd9XY.jpg
https://twitter.com/sa3605


https://www.youtube.com/watch?v=S-opl3GWB58
映画に観る名シーン08「宇宙へ」王立宇宙軍 オネアミスの翼 

https://www.youtube.com/watch?
v=szF2ILxONJw&index=4&list=PLZTHsCbrLqze5RIituQ_aN2OQnRmRzMxx
Wings of Honneamise - Fade

…それでも、あした…

　私は、物語の、大樹を植えよう…。

https://www.youtube.com/watch?
v=FvMk8EEc_Ac&list=PLvvz5VPgYNIrkY8zSOpUhaRSJKKJzXmJJ
Night on the Galactic Railroad Soundtrack - Temo Finala (Credits)
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日8:27
ちなみにもちろん、

「大人のＡＤＨＤ」とか、

「めったになかったはずの」症例をことごとしく、

「莫大な広告費をかけて」周知しようとしているのは…（－－＃）…

「被曝による脳ベクレ発狂」を、隠蔽せんがため…

https://www.youtube.com/watch?v=S-opl3GWB58
https://www.youtube.com/watch?v=szF2ILxONJw&index=4&list=PLZTHsCbrLqze5RIituQ_aN2OQnRmRzMxx
https://www.youtube.com/watch?v=FvMk8EEc_Ac&list=PLvvz5VPgYNIrkY8zSOpUhaRSJKKJzXmJJ
https://85358.diarynote.jp/
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だよ？（－－＃）ｄ

 



（５月31日）　「カマイタチ式？プチ厄日」が継続中…σ(^◇^;)。。。

https://85358.diarynote.jp/201705310801098413/

コメント 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日11:46
　

警察と管理会社から

それぞれ折テルあり。(^_^;)

以後、階下の酔っぱらい対策は

丸投げで。(ノ-o-)ノ　┫

睡魔と倦怠感と暑さ（？）で、

ＰＣ作業断念。(-.-;)

寝落ちしたらさらに

アタマ動かなくなりました…
。。。(〃_ _)σ‖

カラダ動かしてきます…

ヽ（・＿・；）ノ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日21:07
　

無事帰投。(^o^)／

久しぶりに？というか、

滅多にないほど無為に（？）、

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


のんびりだらりと

周回してきました…(^。^;)。

いや一応、所期の予定はぜんぶクリアして、「時間有効活用」は、してたんですが…

(‾ー+‾)ニヤリ

普段わりと「分秒刻み」でスケジュール考えて、息せき切って走り回ってる？感がある毎日なん

ですが。

(-”-;)

今日は珍しく、行動予定と作業順だけ決めて？

所要時間や帰宅予定とかプランＢとか全く計算しないで動いてたんで…

(^。^;)

滅多にないほど、リラックスとリセットの効果があったようでした…

σ(^◇^;)。。。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日21:09
　

そんで相変わらず？

「カマイタチ式？プチ厄日」が継続中…σ(^◇^;)。。。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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詳細明日！

まんか読んで寝ます！(’◇’)ゞ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日21:13
　

すげぇ＼(◎o◎)／

今日１日（てか風呂３時間？）で、

手の爪が１mmぐらい伸びた…！

(‾○‾;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日23:10
　

…今度は隣の部屋が！

（；‾Д‾）

真夜中に大人数で！

…飲み会を始めた…！

(°д°;;)

ヽ（・＿・；）ノ

https://85358.diarynote.jp/
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ナンナノ？

ベクレ脳なの？！

「平日深夜の家飲み会」が、

はやってんの…ッ？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日23:17
　

違った(-_-#)

下の階が、２日連続で！

騒いでる…ッ！

警察と、不動産会社から、

連絡行ってないのかッ！？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月1日6:49
　

２４：００前にはオトナシクなった…（－－；）。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月2日22:21
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https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


OTL49さんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 5月31日 

【緊急事態】川内原発で何らかの事象による煙が上がりました。詳しいことはわかりません。各

方面に問い合わせていますが、このまま握り潰されてはならないと思います。全く問題が無いと

しても、事実究明と、九電の隠蔽は許されません。　

http://bit.ly/20MxdNm
 



（５月31日）　「お星さまになった」めいにゃん様☆

https://85358.diarynote.jp/201706010655508543/

（５月３１日の日記）。

2017年5月31日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

（本文あとでね？）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（忘れそうなので目もだけ。）

・上着を落とす。気づかず通り過ぎる。

・戻り道で「偶然」発見して回収。

・車に轢かれた（－－；）らしく、チャックコワレタ。

・ヘアピンで修復。（＾＾；）

（その前）

・半額弁当を自転車よろかしてひっくり返す。

・その割に、フタのすき間からはみ出した温泉卵いがいは無事（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201706010655508543/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706010655508543/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170601/85358_201706010655508543_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170601/85358_201706010655508543_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170601/85358_201706010655508543_3.jpg


・パフェ美味しかった♪

・でも量が多すぎてオナカ冷えた。（＾＾；）

などなど。）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月1日18:42
　

※「画像３」は「お星さまになった」めいにゃん様☆

（えとわーる・ど・る・めい）（＾＾；）

なんとなく、

「川下公園のライラック花見」＝「めいにゃん様の（彼岸の？）お墓参り」

的な行事になってる…ｗｗｗ
　

　

 

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


（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借景資料集） 
 
 
 
 



（上旬）　核融合炉の排気汚染を誤魔化すために。／脳内で回転行列を掛けて補正して
いる。

（０５月０１日）　

https://85358.diarynote.jp/201705010751225393/
https://85358.diarynote.jp/201705010752159140/
https://85358.diarynote.jp/201705011020446977/
https://85358.diarynote.jp/201705011024551098/
https://85358.diarynote.jp/201705012236486967/
 
（０５月０２日）

https://85358.diarynote.jp/201705020751127588/
https://85358.diarynote.jp/201705020752025040/
https://85358.diarynote.jp/201705020808456941/
https://85358.diarynote.jp/201705020813092372/
 
（０５月０３日）

https://85358.diarynote.jp/201705030742144948/
https://85358.diarynote.jp/201705030813599565/
https://85358.diarynote.jp/201705030814118155/
https://85358.diarynote.jp/201705030814329679/
 
（０５月０４日）

https://85358.diarynote.jp/201705040748185362/
https://85358.diarynote.jp/201705040748468894/
https://85358.diarynote.jp/201705040830368841/
https://85358.diarynote.jp/201705040830556400/
 
（０５月０５日）

https://85358.diarynote.jp/201705050734151210/
https://85358.diarynote.jp/201705050750006787/
https://85358.diarynote.jp/201705050750257878/
https://85358.diarynote.jp/201705050750484986/
 
（０５月０６日）

https://85358.diarynote.jp/201705060747172932/
https://85358.diarynote.jp/201705060820123445/



https://85358.diarynote.jp/201705060826157384/
https://85358.diarynote.jp/201705060827168481/
https://85358.diarynote.jp/201705061345453678/
 



（上旬）　反政府デモ、死者３６人。

（０５月０７日）

https://85358.diarynote.jp/201705070740458123/
https://85358.diarynote.jp/201705070741142128/
https://85358.diarynote.jp/201705070741486492/
https://85358.diarynote.jp/201705070742122721/
 
（０５月０８日）

https://85358.diarynote.jp/201705080750224861/
https://85358.diarynote.jp/201705080758324863/
https://85358.diarynote.jp/201705080758463909/
https://85358.diarynote.jp/201705080759121553/
 
（０５月０９日）

https://85358.diarynote.jp/201705090728251077/
https://85358.diarynote.jp/201705090734335108/
https://85358.diarynote.jp/201705090737096460/
https://85358.diarynote.jp/201705090738158239/
 
（０５月１０日）

https://85358.diarynote.jp/201705100907282032/
https://85358.diarynote.jp/201705100910362245/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月10日21:29
…う”〜ん例によって（＾＾；）★

「私が地震のことに無関心になってる」（神経マヒしてる）

「時に限って」

クルよなぁ★

大規模なのが…★ｗｗｗ

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


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://85358.diarynote.jp/201705100925405750/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月11日0:12
中津川　昴 @subaru2012 · 5月9日 

郵便はがきが52円から62円に上るという、はがきが来ていた。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201705102219561165/
https://85358.diarynote.jp/201705102359584805/
 

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


（中旬）　「漆黒烏鴉大明神謹請来臨」／あぁ…「死相」出てるわ…。

（０５月１１日）

https://85358.diarynote.jp/201705110945592772/
https://85358.diarynote.jp/201705111033029406/
https://85358.diarynote.jp/201705111044481328/
https://85358.diarynote.jp/201705111045547753/
 
https://85358.diarynote.jp/201705111252404371/
 
（０５月１２日）

https://85358.diarynote.jp/201705120706575827/
https://85358.diarynote.jp/201705120801436504/
https://85358.diarynote.jp/201705120827537242/
https://85358.diarynote.jp/201705120829248553/
 
（０５月１３日）

https://85358.diarynote.jp/201705130743236186/
https://85358.diarynote.jp/201705130848312639/
https://85358.diarynote.jp/201705130849178774/
https://85358.diarynote.jp/201705130850101668/
https://85358.diarynote.jp/201705140005154286/
 
（０５月１４日）

https://85358.diarynote.jp/201705140722554108/
https://85358.diarynote.jp/201705140742379614/
https://85358.diarynote.jp/201705140743058017/
https://85358.diarynote.jp/201705140745113271/
 
（０５月１５日）

https://85358.diarynote.jp/201705150807454180/
https://85358.diarynote.jp/201705150840304475/
https://85358.diarynote.jp/201705150841048062/
 
https://85358.diarynote.jp/201705150841234560/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中津川　昴 @subaru2012 · 7時間7時間前 



返信先: @subaru2012さん

【異次元】北海道のニセ１万円硬貨事件

　

「８分違いのパラレルワールド」で使われている本物の硬貨がこちらの世界に混入した可能性

 
　 - 暇人生活ニュース
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 



（中旬）　多世界／時空連続体に穴を開けて一番近い「隣の」並行世界を破壊している
最中。

（０５月１６日）

https://85358.diarynote.jp/201705160738599642/
https://85358.diarynote.jp/201705160750188666/
https://85358.diarynote.jp/201705160750599151/
https://85358.diarynote.jp/201705160751148363/
 
（０５月１７日）

https://85358.diarynote.jp/201705170748282720/
https://85358.diarynote.jp/201705170810348706/
https://85358.diarynote.jp/201705170811001837/
https://85358.diarynote.jp/201705170811229147/
https://85358.diarynote.jp/201705171744319745/
 
（０５月１８日）

https://85358.diarynote.jp/201705180720299545/
https://85358.diarynote.jp/201705180740276538/
https://85358.diarynote.jp/201705180740415882/
https://85358.diarynote.jp/201705180741007059/
 
（０５月１９日）

https://85358.diarynote.jp/201705190743495689/
https://85358.diarynote.jp/201705190800002849/
https://85358.diarynote.jp/201705190811041821/
https://85358.diarynote.jp/201705190959148137/
 
（０５月２０日）

https://85358.diarynote.jp/201705200724314395/
https://85358.diarynote.jp/201705200834204912/
https://85358.diarynote.jp/201705200854264994/
https://85358.diarynote.jp/201705200913233650/
 
 
 
（借景ＢＧＭ集）



https://85358.diarynote.jp/201705180656037004/
 



（下旬）　【どうでもいいが、地球は紀元44世紀にはもう人類がいないので、問題
ない】。

（０５月２１日）

https://85358.diarynote.jp/201705210732503047/
https://85358.diarynote.jp/201705210733528853/
https://85358.diarynote.jp/201705210734488389/
 
https://85358.diarynote.jp/201705210735256209/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

しんちゃんさんがリツイート 
みんなの測定所・ふじみーる @fujimiiru · 5月19日 

共謀罪反対のツイートをしたら「サーバー内部のエラー」と出て、リツイートできなかった。

「安倍総理万歳、共謀罪大賛成」とツイートしたら、ツイート出来るようになった。

完全に・・・されている。

恐怖政治は始まっているんじゃ無いかな？

https://www.youtube.com/watch?v=nT-ofmzeYG8
『覇王樹』MV 

続く⇒http://p.booklog.jp/book/109754/read
ｗｗｗ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
（０５月２２日）

https://85358.diarynote.jp/201705220738558646/
https://85358.diarynote.jp/201705220743261387/
https://85358.diarynote.jp/201705220839408037/
https://85358.diarynote.jp/201705220840469033/
 
（０５月２３日）

https://85358.diarynote.jp/201705230742328226/
https://85358.diarynote.jp/201705230743572788/
https://85358.diarynote.jp/201705230744438117/
https://85358.diarynote.jp/201705230745242908/
 

https://www.youtube.com/watch?v=nT-ofmzeYG8
file:///tmp/puboo/127511/453946/book/109754/read


（０５月２４日）

https://85358.diarynote.jp/201705240932472148/
https://85358.diarynote.jp/201705241004514592/
https://85358.diarynote.jp/201705241005125682/
https://85358.diarynote.jp/201705241005596986/
https://85358.diarynote.jp/201705241403062436/
 
（０５月２５日）

https://85358.diarynote.jp/201705250820185141/
https://85358.diarynote.jp/201705250926169258/
https://85358.diarynote.jp/201705250927032414/
https://85358.diarynote.jp/201705250938492382/
 



（下旬）　世界種子貯蔵庫／【捏造の歴史だらけだなww】

（０５月２６日）

https://85358.diarynote.jp/201705260741582648/
https://85358.diarynote.jp/201705260758121132/
https://85358.diarynote.jp/201705260758539375/
https://85358.diarynote.jp/201705260800391955/
https://85358.diarynote.jp/201705262341034373/
 
（０５月２７日）

https://85358.diarynote.jp/201705270737263687/
https://85358.diarynote.jp/201705270741463199/
https://85358.diarynote.jp/201705270745167619/
https://85358.diarynote.jp/201705270745443037/
 
 
（０５月２８日）

https://85358.diarynote.jp/201705280738119864/
https://85358.diarynote.jp/201705280739157500/
https://85358.diarynote.jp/201705280739458140/
https://85358.diarynote.jp/201705280740106630/
 
https://85358.diarynote.jp/201705282221282246/
https://85358.diarynote.jp/201705282222146487/
 
https://85358.diarynote.jp/201705282223123462/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中津川　昴 @subaru2012 · 2 時間2 時間前
 
今年は西暦1720年だったことが判明！
驚異の新説「ファントム時間仮説」が暴く“水増しされた”297年間とは!?
http://tocana.jp/2017/05/post_13316.html …
 
【捏造の歴史だらけだなww】
https://t.co/Cdwfrm8Xiz
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201705282223592691/



 
（０５月２９日）

https://85358.diarynote.jp/201705290726104313/
https://85358.diarynote.jp/201705290743338902/
https://85358.diarynote.jp/201705290743561192/
https://85358.diarynote.jp/201705290744453517/
 
（０５月３０日）

https://85358.diarynote.jp/201705300731055641/
https://85358.diarynote.jp/201705300731453300/
https://85358.diarynote.jp/201705300754574051/
https://85358.diarynote.jp/201705300755401856/
 
（０５月３１日）

https://85358.diarynote.jp/201705310749116995/
https://85358.diarynote.jp/201705310751469191/
https://85358.diarynote.jp/201705310759576248/
https://85358.diarynote.jp/201705310801098413/
 



（…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－２０１７－０６

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2017年06月）

http://p.booklog.jp/book/127512
 
 
 

 



奥付

（※旧タイトル：（閉店準備作業のための予備ファイル）１）

↓

 
 

リステラス星圏史略

sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１７－０５

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2017年05月）

http://p.booklog.jp/book/127511
 

（2019.07.04.〜12.）
 
 

☆ 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/127511
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