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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 
 

からの、 
  

 続きです…。
 

…（＾＾：）…
 
  
 

感想はこちらのコメントへ

http://p.booklog.jp/book/127512
 
 

 



（上旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０６月）

（上旬）



（６月１日）　タマシイだかが主張してます…（－－；）…。

https://85358.diarynote.jp/201706010714526007/

【 投稿 拒否！？ 】中…？？

2017年6月1日 環境は、生命圏で、生存権。
https://www.youtube.com/watch?v=rfOrplg80MM
Enya - Crying Wolf - le chant du Loup 

（承前）：（作業栗鼠０匹目）

あらためまして、おはようございます。

０７：０７…を、１分通り過ぎちゃいました…（＾＾；）

札幌は＋１６℃。無風。

予報は「終日雨」の「どんより曇っているけど異様に空が明るい」曇天。

https://www.youtube.com/watch?v=686k9qcmzkw
Enya - Listen to the rain 

ここしばらく、

何やら継続案件が多すぎて（〜〜；）

何から書いたらいいか判らないくらいですが、

とりあえず、おおむね？体調良好？

ただし、いつの間にか「クマムシモード」自動発動中で、発熱中。（＾＾；）

からだじゅうの毛細血管がぽかぽかいってます…

…だめだとにかく集中力がないです…ｗ（－－；）ｗ…

…ちょっと先に、手のツメ（前々項参照。昨晩イキナリ１mm伸びてた…邪魔…（＾＾；）…★）
切ってきます…★

https://www.youtube.com/watch?v=zVrSGwfIJC0
ベルセルク　灰よ/full　平沢進

https://85358.diarynote.jp/201706010714526007/
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https://www.youtube.com/watch?v=zVrSGwfIJC0


…だめです…（－－；）…。ちょうど雨が降りだしました。０７：４５。

今、どうしても、「情報チェックをやりたくない！」と…

全身だかタマシイだかが主張してます…（－－；）…。

（なにかよほどひどいことが起ってる…？？？）

ちょっくら別の作業を、先にやってきます…★★

https://www.youtube.com/watch?v=AjITvchkHFQ
灰よ Hai Yo (Oh Ashes/Ash King) Susumu Hirasawa - Full Version

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=_ZmxV1SdfDI
Susumu Hirasawa - Niwashi King 

てことで、こちら…。
　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/read#none

『復讐は、ビシソワズ。（仮）』

２０１３年２月１５日分まで終了…。

…ｗ（＾＾；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=TKOOQegezqM
テンション跳ね上がるカッコイイ和風曲メドレー　Traditional Japanese Music
 

https://www.youtube.com/watch?v=AjITvchkHFQ
https://www.youtube.com/watch?v=_ZmxV1SdfDI
file:///tmp/puboo/127512/454208/book/114795/read#none
https://www.youtube.com/watch?v=TKOOQegezqM


（６月１日）　電波のせいだったのか………。

https://85358.diarynote.jp/201706011559318804/

（札幌 ０．０３７ μ。＋１８℃）。

2017年6月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

　（…９時間遅れの作業栗鼠１匹目）

https://www.youtube.com/watch?v=JO_I6LUlHjQ
Don’t Stop! Carry On!

お久しぶり（？？）でございます。

１５：３１になっちゃいました。

９時間遅れ！で通常？運行を再開したいと思います…★（－－；）★

札幌の現在気温は＋１８℃。

爽快！たるべき北海道の６月１日で…

まさに「関東の梅雨時！」としか、
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言い様がない気温と高湿度…ｗ（〜”〜；）ｗ…★

雨音がそのまんま「ダラダラ…」という降雨中で、
機嫌と体調が最悪です…★（－－＃）…★

https://www.youtube.com/watch?v=zq508dFBYKU
[重低音]ドロップが特徴的なクレイジーEDMまとめ [BEST EDM] 
　　↑

…おッ♪（＾＾）

テキトーに検索したら、気分な曲が釣れたぞ…ッ♪♪

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月01日（木）【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 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.033 6 
06:00 0.033 0.032 0.033 6 
07:00 0.033 0.032 0.033 6 
08:00 0.033 0.032 0.032 6 
09:00 0.033 0.032 0.033 6 
10:00 0.033 0.032 0.033 6 

11:00 0.037 0.032 0.034 6 
12:00 0.036 0.034 0.035 6 
13:00 0.034 0.032 0.033 6 
14:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 10 分10 分前 #Radidas 2017/06/01 15:30(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.068,0.064 12bd9d25

https://www.youtube.com/watch?v=zq508dFBYKU
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e


northland44  @ n142e · 19時間19時間前 #Radidas 2017/05/31 21:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in42min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.062,0.061 c30b6f45

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1496305800/1011-0010-101000-201706011730.gif?
t=1496306444
（１７：２０〜１７：３０）

https://twitter.com/eq_map

△【最大震度1】(気象庁発表) サハリン南部付近 深さ約10km 
　【M4.5】 31日16時52分頃発生 

※【M2.7】石狩平野 深さ147.7km 2017/05/31 12:02:08

★【M2.5】浦河南方沖 深さ48.5km 2017/05/31 08:53:15

中津川　昴 @subaru2012 · 1時間1時間前 
【北海道・青森では断続的に小雨が降り続いているようだ。】

https://weather.yahoo.co.jp/weather/zoomradar/ …
大雨・洪水・雷の各注意報が出されている。

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

中津川　昴 @subaru2012 · 11時間11時間前 
今日は「電波な日」

いろんな電波を発信しようかなwww

…そぉか…ｗ（－－；）ｗ…。

電波のせいだったのか………。

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1496305800/1011-0010-101000-201706011730.gif?t=1496306444
https://twitter.com/eq_map
https://weather.yahoo.co.jp/weather/zoomradar/
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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6月1日16:25
　

０６

０

８８

３３
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月2日6:46
　

2017年06月01日（木）【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 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.033 6 
06:00 0.033 0.032 0.033 6 
07:00 0.033 0.032 0.033 6 
08:00 0.033 0.032 0.032 6 
09:00 0.033 0.032 0.033 6 
10:00 0.033 0.032 0.033 6 

11:00 0.037 0.032 0.034 6 
12:00 0.036 0.034 0.035 6 
13:00 0.034 0.032 0.033 6 
14:00 0.035 0.032 0.034 6 
15:00 0.034 0.033 0.033 6 
16:00 0.039 0.032 0.036 6 

17:00 0.047 0.039 0.043 6 
18:00 0.053 0.048 0.050 6 
19:00 0.053 0.048 0.050 6 
20:00 0.048 0.046 0.047 6 
21:00 0.046 0.046 0.046 6 
22:00 0.045 0.042 0.044 6 
23:00 0.045 0.040 0.042 6 

24:00 0.039 0.036 0.037 6
　

https://85358.diarynote.jp/


（上旬）　時空間を自在に移動でき、自然を動かせる体術。亜空間への飛翔や隠遁も
可能。／強烈な睡魔がやってきたのでちょっと昼寝を。

（０６月０１日）

https://85358.diarynote.jp/201706011600186461/
https://85358.diarynote.jp/201706011648369566/
https://85358.diarynote.jp/201706011649049740/
 
https://85358.diarynote.jp/201706011657172681/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

sa360さんがリツイート 
アスキーアートbot* @TwitAA_bot · 3時間3時間前 

↓ここをコインで削ると.

[▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓]
[▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓]
[▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓]
[▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓]
[▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓]

 
画面が傷つきます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://85358.diarynote.jp/201706012240497213/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中津川　昴 @subaru2012 · 11時間11時間前  

【日本が持つ仮想兵器】　23.　神仙道 
中国古来の崑崙派の気功法と奇門遁甲と日本の仙術を組み合わせた時空間を自在に移動でき、自

然を動かせる体術。亜空間への飛翔や隠遁も可能。山や海をおもちゃのように動かすことが可能

。軽気功、硬気功、軟気功、飛翔、雲隠れが可能。

【日本が持つ仮想兵器】　22. 時間停止及び高速移動術
日本人が100年前に創始した人体術で、呼吸法と気の錬成と真理の探究によって会得できる技術。
停止しか時空の中を移動でき、その中で物理攻撃ができる。攻撃不可能な体術。



【日本が持つ仮想兵器】　17. 高周波睡眠加速装置
高磁界・高電界の極長短波を発生させる装置で、人間の睡眠機能を誘発させ、戦意を削ぐ技術。

小型化出来、遠隔操作もできる上、遮蔽技術によって被弾することもない。副作用は漏れが発生

すると電池の電力を奪う可能性が高い。

【日本が持つ仮想兵器】　15. 耐自然放射性崩壊元素解毒抗体
温泉に比較的多く含まれ、皮下吸収されやすく、水中では刺激物を産生するミネラルの一種。温

泉に入る習慣のない国の人々には毒性があり、自然放射線に対する耐性がない。無毒化している

のは腸内フローラと還元性酵素を持つ為。

【日本が持つ仮想兵器】　14. 海洋性植物
希少なハロゲン元素を有して、海中で光合成を行い、99%を海水で構成する日本人の伝統的食べ
物だが、2,000年の間に消化酵素と解毒化をDNAに取り込むことに成功。日本人以外は消化もでき
ない上に、ヘルシーでありながら中毒を起こす植物兵器

【日本が持つ仮想兵器】　12. 日本の山野に繁茂している植物兵器。
一度繁殖するとほぼ無限に増殖できる。もっとも厄介なつる性植物、乾燥や多湿、寒さにも強く

根が残っていれば枯れずに一年中繁茂し、大陸に上陸すると農地をこれで埋め尽くす。弱点はイ

ノシシ。日本及びミャンマー人のみ食せる

【日本が持つ仮想兵器】　10. 津波破壊の水晶球
超古代文明の遺物で、ムー大陸の女神から授かった物とされる二つの水晶球。一つは山佐知毘古

、もう一つは海佐知毘古。古来、チリ地震などで発生した津波を予測し、これを防いだとする玉

は宮崎県の神社に現存、津波発生時に玉を投げると鎮まる。

【日本が持つ仮想兵器】　8. 鳥居
神道の社に入る参道の門として異界への入り口、神の通り道として機能する。石、木、金属、セ

メントなどでできている。稀に隕石が原料のものがあり、錆びずにあらゆる災厄を免れる完全な

守護兵装。霊道の通り道や霊的エネルギーの集約地、天災イベントの記録庫

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
　　↑

…なぜネタがかぶる…ｗｗｗ
 
 
 



（６月２日）　偉大なる界卵母神マンマ・ワァガは、

https://85358.diarynote.jp/201706020633514131/

（草稿）　（投稿用）

2017年6月2日 リステラス星圏史略　（創作）
　

（ひみつ〜）

　

 
 
ひみつ日記

　

　

偉大なる蜥蜴のすがたをした偉大なる界卵母神マンマ・ワァガは、ある時、苦労して産み落とし

た卵の数が４個にもなるのに気がついて驚いた。

これは一人では育てきれない。

そこでこたびの卵たちの姉たちや兄たちである若い神々に助力を求めることにした。

　　　　　＊

姉神リーシェンサラルは心をひきしめた。

　　　　　＊

兄神グァヒギルグをとりまく数多の小神たちはわっと沸き立った。

　　　　　＊

妹神マライアヌは嬉しくて躍り出した。

　　　　　＊

弟神ティアスラァルは思わずため息をついた…。

https://85358.diarynote.jp/201706020633514131/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


 



（６月２日）　

https://85358.diarynote.jp/201706020748234747/

【 積丹 ０．０６６ μ 】／【 札幌 ０．０５３ μ 】／（現在 ０．
０３１μ、＋１８℃ ）／イオノグラム稚内が28MHzまで大発達。
５段重ねで大炎上している。

2017年6月2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。朝から絶好調？ですね？？

o（＾ｗ＾）o

朝の定例の「起きぬけ自力整体」中に、ここ数日の「謎の右脚不調」の原因筋（コリすじ）が判

明したので喜んでほぐしてます…♪

https://85358.diarynote.jp/201706020659077735/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706020659077735/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170602/85358_201706020659077735_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170602/85358_201706020659077735_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170602/85358_201706020659077735_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk


（良かった☆　私の年齢性別だとウッカリ「大腿骨頭壊死」とか「軟骨摩滅」とか、そういうウ

タガイに近い症状だったんですが…むしろ「老朽化部分の修復⇒成長？痛」のようです…♪）

https://www.youtube.com/watch?v=xtQvOG--Iak
David Garrett - "Cry Me A River" 

昨日は結局、「終日ＰＣ前。情報チェックのみでダラダラ」という無為？な一日でしたので…

今日はさくさく全ての用件を片づけて行かなくてはいけません。（＾＾；）

現在０６：３６になりました。

札幌の外気温は＋１８℃。ほぼ無風。

途中で崩れるかも？予報つきの、雨上がりの乱れ雲が美しい…晴天？

ぎんぎらな紫外線がなかなか凄まじい光量です。

さて…？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月02日（金）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.036 0.035 0.036 6 
03:00 0.034 0.033 0.034 6 
04:00 0.033 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00

下がった下がった ♪（＾＾）♪

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 1時間1時間前 #Radidas 2017/06/02 05:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in44min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.063,0.063 488dfc7f

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


northland44  @ n142e · 15時間15時間前 #Radidas 2017/06/01 15:30(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.068,0.064 12bd9d25

中津川　昴 @subaru2012 · 14時間14時間前 
【北海道・青森では断続的に小雨が降り続いているようだ。】

https://weather.yahoo.co.jp/weather/zoomradar/ …
大雨・洪水・雷の各注意報が出されている。

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

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

◇【M3.7】上川・空知地方 深さ201.7km 2017/06/02 02:52:47

◆【M2.6】根室半島沖 深さ47.6km 2017/06/02 00:23:03

6月2日0時03分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が288箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/DBPoW2ZUwAEKtnS.jpg

◆【M3.1】北海道東方沖 深さ47.8km 2017/06/01 21:48:45
◆【M3.6】北海道北東沖 深さ167.4km 2017/06/01 20:33:51

6月1日18時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が147箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/DBOV2moUMAAVo5f.jpg

◆【M2.9】弟子屈付近 深さ124.5km 2017/06/01 13:29:43

▲【M2.7】日高山脈 深さ71.4km 2017/06/01 11:34:45

https://weather.yahoo.co.jp/weather/zoomradar/
https://pbs.twimg.com/media/DBOgoQiUQAAyCGq.jpg
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1
https://pbs.twimg.com/media/DBPoW2ZUwAEKtnS.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DBOV2moUMAAVo5f.jpg


sa360さんがリツイート 
т є ʀ є @beatshoney · 5月15日 
https://twitter.com/beatshoney/status/863958773081264128

メぐすた、ＨＯＫＫＡＩＤＯ …♪

sa360さんがリツイート 
詐欺師 @ikeda_kozan · 19時間19時間前 
#大地震　#大地震予測　#イオノグラム 参考画像
2017.06.01.1230現在、イオノグラム稚内が28MHzまで大発達。５段重ねで大炎上して
いる。

①関東・東北・北海道も大地震警戒。

②防災・水・食糧確認、賢人警戒。

http://wdc.nict.go.jp/ionog/ionogram/nowpng/wk546.html … …
https://twitter.com/ikeda_kozan/status/870126577354276864

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月3日7:03
　

2017年06月02日（金）【前日】

01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.036 0.035 0.036 6 
03:00 0.034 0.033 0.034 6 

04:00 0.033 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.031 0.031 0.031 6 

https://twitter.com/beatshoney/status/863958773081264128
http://wdc.nict.go.jp/ionog/ionogram/nowpng/wk546.html
https://twitter.com/ikeda_kozan/status/870126577354276864
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


07:00 0.031 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.030 0.031 6 
09:00 0.031 0.031 0.031 6 
10:00 0.031 0.030 0.031 6 
11:00 0.032 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 0.031 0.031 0.031 6 
15:00 0.031 0.030 0.031 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.031 0.032 6 
18:00 0.033 0.031 0.032 6 
19:00 0.033 0.032 0.033 6 
20:00 0.034 0.033 0.033 6 
21:00 0.033 0.032 0.032 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 0.032 6
　



（６月２日）　リアルがネタ過ぎて、

https://85358.diarynote.jp/201706020758081993/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月2日13:18
　

…札幌の南半面を覆う勢いで、

妖しくも恐ろしい、フクイチ・ブルーをはらんだ雲塊軍が…ッ

！(‾○‾;)！

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月2日16:20
　

雨は降っても低線量。(^_^;)

ところで福岡県警（正義？）vs悪の愛知県警の金塊盗難事件を巡る仁義なき闘いとか、？？

ｗ(^_^#)ｗ

リアル【税金寄生虫】どものやらかすことがネタ過ぎて、漫画にもなりゃしない…(-”-;)…★
　

 

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


（６月２日）　歯歯歯歯（はははは）…？？（＾＾；）★

https://85358.diarynote.jp/201706021848093174/

痛い。(T_T)　　（歯ナシの話…その８。）

2017年6月2日 ダイエット コメント (5)
　

口ん中、斬られて、

血が出てて止まんなくて痛い。

(ToT)

これ絶対また感染症おこして

腫れるッ（＞＜。）。。

 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月2日21:13
　

…なぜかこのタイミングで…

０６

０９

０００…☆（＠□＠；）☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月3日22:38

https://85358.diarynote.jp/201706021848093174/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
https://85358.diarynote.jp/201706021848093174/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/


　

cmk2wl @cmk2wl · 4 分4 分前  

日本で使われている銀歯はパラジウムの含有量が多く、50年前の古い水準で今も使い続けてい
ます。

パラジウムは金属アレルギーの危険性が高い物質で、多くの国が人への使用を禁止しているほど

の有害物質です。

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-16989.html …

…さて…（－－；）あのセンセェ、こっちの話を聞く気なさそうだな…

自費でいいから、セラミックでないと…私アレルギー起こすと思う…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月4日7:50
　

OTL49さんがリツイート 
asuka @asuka_250 · 6月2日 
asukaさんが下田　美樹をリツイートしました

私が初めて日本に行った時に初めに気がついたのが、日本人は歯が汚い人や歯に金属を入れてい

る人が多い事でした。

後で調べたら日本の健康保険での歯科治療は３０年以上も前の治療法でした。

先進国と呼ばれている国の中で最悪な状況です。日本人は高い健康保険を払って最悪の生活環境

で暮らしています

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年1月21日20:43
　

OTL49さんがリツイート 
matu(脱原発に一票、TPPに反対) @matu923 · 4時間4時間前 

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


歯は一生物だ！削らなくても自然に虫歯が治る。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=322920&g=132108 … …

　　↑

札幌にもあるんだけど、遠いし、「全額自費診療」なんだよぅ…★（ＴＴ；）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年1月21日20:45
　

なぜかここで、

０６２…４４４４…ｈ

歯歯歯歯（はははは）…？？（＾＾；）★
　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（６月２日）　…時空に亀裂が…？？

https://85358.diarynote.jp/201706022231314419/

（作業　変革　勝つよぅ…っ！）　（違っ）　（寝ます☆）

2017年6月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

　

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

（下本文参照）

…とりあえず「応募」のボタンをぽちっとな。してきました…

http://estar.jp/_work_viewer?p=1&page=1&w=24624725&ws=0
『 太陽の猫 』

http://estar.jp/_work_viewer?p=1&w=24656358
『　イカめん！　』　〜イカイカ男を探して〜　

ｗ（＾＾；）ｗ

https://85358.diarynote.jp/201706022231314419/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201706022231314419/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170602/85358_201706022231314419_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170602/85358_201706022231314419_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170602/85358_201706022231314419_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Mi9uNu35Gmk
http://estar.jp/_work_viewer?p=1&page=1&w=24624725&ws=0
http://estar.jp/_work_viewer?p=1&w=24656358
https://www.youtube.com/watch?v=sW3RT0tF020


https://www.youtube.com/watch?v=sW3RT0tF020
西野カナ『トリセツ』『ヒロイン失格』主題歌 歌詞つき（フルカバー）
(Kobasolo & Lefty hand cream) - 西野加奈『使用說明書』

- 翻唱歌曲 니시노 카나 /토리세츠 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

おばんです。

２２：２２…すら２分も通り過ぎて、
２２：２４になっちゃいました…（－－；）。

今週はどうもダメです。（－－；）

だめだめなまま３連休が消滅してしまいそうです…★（－－；）★

書留用…もとい、（＾＾；）書き留めておこうと思う事変が多すぎて、何を書こうと思っていた
のかすら覚えていられなくなる月日は百台の価格…違うだろう！…で加速装置ッ！な感じで走馬
燈が走り抜けていきますが…

えぇと、何だっけ？

前項。もう大脳よりもカシコイ小脳＆間脳さん以下が、

「コイツ毎週毎週、口んなか怪我しやがってッ！」と、了解して下さっちゃったらしく…

フレデリカ以下？無敵の免疫機構が「はい今週も傷口から侵入者きました！」と、

バイキン侵入以前に絶対防衛ラインを発動してくれちゃうらしく…

（参照魚⇒ http://85358.diarynote.jp/201610020753526945/ ）
＞…てことは、免疫系統は「要塞防御指揮官」シェーンコップか…ｗ
＞現在ワタクシの体は敵襲上陸迎撃白兵戦の真っ最中ということに…ｗｗｗ

ｗ（＾＾；）ｗ

現在すでに無敵のクマムシモード発熱中で、口の中のちょっと切れた怪我くらいでは、

https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
http://85358.diarynote.jp/201610020753526945/


いちいちヒヨリミ感染ぜったいに起こさないぜ！という構え。（＾＾；）

…いや、侵入者あっても無敵のシェーンコップが絶対防御してくれる。けどさ？

…その前に、スパルタニアンが敵殲滅してくれるんだったら、

そのほうが「ラクして勝てるよね？」という話…

（え？違う？）　ｗ（＾＾；）ｗ

机の上ガタガタのままですし床掃除してないしハタキもかけてないし洗濯も１回戦しかできなか

ったし

台所の流し台が…全く！片づけすらしていないッ！

…で終わる３連休？ですが…。（－－＃）

とにかく、ちょっとだけでも、原稿関係、やらかしてきますね…★★★

https://www.youtube.com/watch?v=r5ZQ7KnK_lQ
RADWIMPS／夢灯籠（映画『君の名は。』主題歌）cover by 宇野悠人 

…時空に亀裂が…？？
　　↓

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 9時間9時間前

昨日、なにかあったんですかね？

よく覚えてないんですが…
https://pbs.twimg.com/media/DBSo1CLVYAAf7cM.jpg

OTL49さんがリツイート 
なるのすけ @narunosuke · 6月1日

なぜ食べる前に気づけなかったのか。

https://twitter.com/narunosuke/status/870227217896177664

https://www.youtube.com/watch?v=r5ZQ7KnK_lQ
https://pbs.twimg.com/media/DBSo1CLVYAAf7cM.jpg
https://twitter.com/narunosuke/status/870227217896177664


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

https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
前前前世 (movie ver.) RADWIMPS MV 

https://www.youtube.com/watch?v=XsREJyqdkPo
Kimi no Na wa. (Your Name) music compilation 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

てことでマンガ読んでご飯たべて寝まーす！

（＠０：３１！）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月2日22:34
　

あ、そうそう。（－－；）

「変な厄日」継続中で、今度は自転車のライトが壊れました…★

んで、まだ生きてる中の乾電池だけでも取り出そうとすると…★

「フタが開かない」…という、いやんな壊れ方…★ｗ（－－；）ｗ…。
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=sokKczASq4c
https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
https://www.youtube.com/watch?v=XsREJyqdkPo
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6月3日0:39
　

０６

０９

０２

０☆

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（６月３日）　再び楽しい「投稿生活！」３連休に辿り着くまで頑張ります…。

https://85358.diarynote.jp/201706030718113773/

【 旭川 ０．１１ μ !?】／（札幌 ０．０３７ μ。 ＋１０℃…。）
　（作業栗鼠１匹目）

2017年6月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)

　

おはようございます。０６：５５になっちゃいました。

ＧＯＧＯ！（＾＾；）？

体調はまぁまぁ。ぽかぽか体温上昇中のクマムシモードで、

いわゆる「副交感神経優位」な状態なので、注意力散漫…（－－；）…★

再び睡魔とイヤガラセ地獄なバイト４連勤の初日。（－－；）

とにかく意識喪失「コビトさんモード」で４日間を乗り切って、

再び楽しい「投稿生活！」３連休に辿り着くまで頑張ります…。

https://www.youtube.com/watch?v=jJJHH_v9JMg
魔女の宅急便　オーケストラ　in武道館　Joe Hisaishi in Budokan 

https://85358.diarynote.jp/201706030718113773/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706030718113773/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170603/85358_201706030718113773_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170603/85358_201706030718113773_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170603/85358_201706030718113773_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jJJHH_v9JMg


札幌の外気温、＋１０℃…（＠＠；）…？

（そのわりに無暖房なのに今朝の室温２３℃も！あったのは、

　根性ナシで耐寒能力の低い（－－；）

　典型的な「道産子ゲンダイッコ」の迷惑階下が、

「設定２８℃！」とかで暖房を入れているせいかと思われます…★）

曇り〜一時雨？予報。現在ほぼ無風。

近所で「運動会実施！」の合図の花火が鳴ってます…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月03日（土）【当日】 
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.031 0.031 0.031 6 
04:00 0.031 0.031 0.031 6 
05:00 0.031 0.030 0.031 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 43分43分前 #Radidas 2017/06/03 06:30(JST),
0.05±0.01μSv/h,in35min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.065,0.064 15729819

northland44  @ n142e · 3時間3時間前 #Radidas 2017/06/03 04:30(JST),
0.11±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.065,0.064 dc3513c9
　　↑

northland44  @ n142e · 3時間3時間前 #Radidas_Alert 2017/06/03 04:30(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 · 3時間3時間前 #Radidas 2017/06/03
04:00(JST),0.05±0.01μSv/h,in41min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.057,0.063
385faf45

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


northland44  @ n142e · 7時間7時間前 #Radidas 2017/06/03 00:30(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.068,0.064 fc3b1fe5

northland44  @ n142e · 9時間9時間前 #Radidas 2017/06/02
22:30(JST),0.04±0.01μSv/h,in48min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.062,0.063
751402da

　　↑

…雨？…（〜〜；）…。

中津川　昴 @subaru2012 · 16時間16時間前

【これ前兆じゃなイカ！】

スルメイカ水揚げ倍増 不安も | 2017/6/2(金) - Yahoo!ニュース
https://t.co/aA80q8A0Qc

中津川　昴 @subaru2012 · 20時間20時間前 
返信先: @subaru2012さん

北海道だけ、梅雨でもないのに低気圧の通り道で、突風と豪雨が三日おきに来ている

けど、この時期ってこんなに低気圧多いんだっけ？

　　↑

これコピペしてる最中に、「偶然」これかかった…☆
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=2Cscmcz_ncU
久石 譲 / Joe Hisaishi -- 風のとおり道 (HQ) 

アクセス解析

　日付　　アクセス数

2017-06-02 (金) 121  ☆ 日記更新 
2017-06-01 (木) 138  ☆ 日記更新 
2017-05-31 (水) 88  ☆ 日記更新 

https://t.co/aA80q8A0Qc
https://www.youtube.com/watch?v=2Cscmcz_ncU


2017-05-30 (火) 116  ☆ 日記更新 
2017-05-29 (月) 102  ☆ 日記更新 
2017-05-28 (日) 81  ☆ 日記更新 
2017-05-27 (土) 89  ☆ 日記更新 
2017-05-26 (金) 101  ☆ 日記更新 
2017-05-25 (木) 117  ☆ 日記更新 
2017-05-24 (水) 130  ☆ 日記更新 
2017-05-23 (火) 89  ☆ 日記更新 
2017-05-22 (月) 91  ☆ 日記更新 
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 
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

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月3日7:18
　

０６

０９

０３３☆彡

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6月3日7:44
　

昨日か一昨日からだが

今度は「左足の裏」がおかしい。

「継続的に被曝火傷している？」感じの痛さ…★（－－；）★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月3日8:40
　

今さっき、私の脳が跳んだのか、ＰＣの記憶が跳んだのか…

入力途中の画面が、「さっきまでの」途中画面に勝手に戻る…という

謎？現象発生。

？（－－；）？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月4日7:59
　

2017年06月03日（土）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.031 0.031 0.031 6 
04:00 0.031 0.031 0.031 6 
05:00 0.031 0.030 0.031 6 

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/


06:00 0.031 0.031 0.031 6 
07:00 0.031 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.030 0.031 6 
09:00 0.031 0.030 0.030 6 
10:00 0.031 0.030 0.030 6 
11:00 0.031 0.030 0.030 6 
12:00 0.031 0.030 0.030 6 
13:00 0.031 0.030 0.031 6 
14:00 0.031 0.031 0.031 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.033 0.031 0.032 6 
17:00 0.033 0.033 0.033 6 
18:00 0.033 0.032 0.033 6 
19:00 0.033 0.032 0.033 6 
20:00 0.033 0.032 0.032 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 0.031 0.031 6
　

 



（６月３日）

https://85358.diarynote.jp/201706032225275072/

★TOHRU_HIRANO★更新が停まってるっぽい★

　（夜行性りす。１匹だけ。）

2017年6月3日 環境は、生命圏で、生存権。
　

https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0
Billy Joel - Piano Man 

★更新が停まってるっぽい★

⇒https://twitter.com/TOHRU_HIRANO

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1496496600/1011-0010-101000-201706032230.gif?
t=1496497249
（２２：２０〜２２：３０）

https://www.youtube.com/watch?v=eFTLKWw542g
Billy Joel - We Didn’t Start the Fire (Official Video) 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

おばんです。もうまもなく２２：２２になるところです。

（＾＾；）

札幌の気温は＋８℃。（＾＾；）

関東なら間違いなく「真冬」認定…。（－－；）

はて面妖な…（〜〜；）…先日たしか２６℃じゃなかったかしらん…★

人間はまだしも、子育て真っ最中のカラスやカモメが、

https://85358.diarynote.jp/201706032225275072/
https://85358.diarynote.jp/201706032225275072/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170603/85358_201706032225275072_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1496496600/1011-0010-101000-201706032230.gif?t=1496497249
https://www.youtube.com/watch?v=eFTLKWw542g
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


餓えて騒いでいるのが気の毒です…★

（－－；）

んで、室温は…無暖房で１８℃。（＾＾；）

…しょぉがねぇ。迷惑階下（の床暖房効果）を追い出すのは…

もうしばらく、保留にしておくか…★★

とりあえずやりのこした情報チェックをやってきます。

出羽守〜☆

https://twitter.com/eq_map

◆【M2.9】根室半島沖 深さ61.8km 2017/06/03 05:46:59 

★【M3.2】青森県東方沖 深さ1.8km 2017/06/03 05:16:47

◆【M2.7】根室地方 深さ106.5km 2017/06/02 22:05:41

◆【M2.9】国後島近海 深さ101.8km 2017/06/02 19:52:02

https://www.youtube.com/watch?v=Jo9t5XK0FhA
Billy Joel - You May Be Right

https://twitter.com/eq_map
https://www.youtube.com/watch?v=Jo9t5XK0FhA


（６月４日）　「ダレマス・ダレル」は、元から在る…☆

https://85358.diarynote.jp/201706040658419588/

めも　（偽史）⇒（マンガ原作用）

2017年6月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

うぁいすらす

アステロニア

エズレテエル

ヴァイスラス　（≒リステラス）

アステロニア　（≒テラザニア）

エズレテール　（≒リスタルラーナ）

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月4日7:00
　

あ、もちろん、

「ダレマス・ダレル」は、元から在る…☆
 

https://85358.diarynote.jp/201706040658419588/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201706040658419588/
https://85358.diarynote.jp/
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（６月４日）　脳ミソはぶっ飛んで空とんでます…ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201706040729592777/

（本日も懲りない【時間切れ！】…作業栗鼠１匹目…）

2017年6月4日 環境は、生命圏で、生存権。
　

https://www.youtube.com/watch?v=cnU1gsdf0wE
陣内大蔵／深呼吸

おはようございます。

０７：００ジャスト！（＠◇＠）！

…でございます。（＾ｗ＾）ｇ

前項参照。（＾＾；）

相変わらず「あちこち色々体調不良」は、

様子を変えつつ転々と継続中ですが…

脳ミソはぶっ飛んで空とんでます…ｗｗｗ

（すでに【天中殺入り】したもよう…★）

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1496532000/1011-0010-101000-201706040820.gif?
t=1496532638
（０８：１０〜０８：２０）

sa360さんがリツイート 
繭子←∞楽愛善力∞薬師如来26  @ MAYUKO · 6月2日

朝から喉いた　札幌の汚染も静かに進んでいるなー

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

https://85358.diarynote.jp/201706040729592777/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170604/85358_201706040729592777_1.jpg
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https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1496532000/1011-0010-101000-201706040820.gif?t=1496532638
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


2017年06月04日（日）【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 0.032 6 
04:00 0.031 0.031 0.031 6 
05:00 0.031 0.031 0.031 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 5時間5時間前 #Radidas 2017/06/04 03:00(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.067,0.061 c464a471

northland44  @ n142e · 10時間10時間前 #Radidas 2017/06/03 22:00(JST),
0.03±0.01μSv/h,in55min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.05,0.06 54e95e35

https://www.youtube.com/watch?v=jgbFUQOg2WQ&list=RDAi8XLho1qTA&index=27
BAAD 君が好きだと叫びたい (Kimi Ga Suki Da To Sakebitai) MV
 

https://twitter.com/44n142e
https://www.youtube.com/watch?v=jgbFUQOg2WQ&list=RDAi8XLho1qTA&index=27


（６月４日）　（アルパカ狼さん居た♪…けど殆ど観れず、喋れもせず…★）

https://85358.diarynote.jp/201706042239233198/

【 Ｍ ５．１】／【 旭川 ０．１ μ ？！】／（札幌 ０．０３３
μ。 ＋１０℃。）　（夜行性サギョウりす１匹目）

2017年6月4日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

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

おばんです。先程２２：２２を観ました♪

札幌の気温は＋１０℃。無風で小雨。

６月の札幌なのに、

８月の釧路か？と思うくらい…
寒いです。（－－；）★

個人的には、何やらぱっとはしない一日でした…大禍は無し。

（アルパカ狼さん居た♪…けど殆ど観れず、喋れもせず…★）

朝の積み残しと寝る前の情報チェックだけ、さくさく逝きまーす！

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 35 分35 分前 #Radidas 2017/06/04 22:00(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.073,0.064 3a04d6d7

northland44  @ n142e · 5時間5時間前 #Radidas 2017/06/04 17:30(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.063,0.061 6b4ce304

northland44  @ n142e · 9時間9時間前 #Radidas 2017/06/04 13:30(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.065,0.061 0f567efc

https://85358.diarynote.jp/201706042239233198/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706042239233198/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170604/85358_201706042239233198_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
https://twitter.com/44n142e


…あ、そうそう。（－－；）

何故か？危機感にかられて…予備の「道産米」５kgと、一番安い中国産のキムチ１kg２９８円
！（＠＠；）？…と、オーストラリア産の押し麦１kg…を、買いこんで来てしまいましたよ…☆

（これだけで１ヶ月くらい？は、サバイバルできる！）

https://twitter.com/eq_map

★【M2.8】青森県東方沖 深さ42.1km 2017/06/04 05:35:03

◆【M5.1】KURIL ISLANDS 49.0km 2017/06/03 20:47:23JST, 2017/06/03
11:47:23UTC

◆【M3.1】根室地方 深さ106.9km 2017/06/03 11:31:06

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
朝日新聞(asahi shimbun）�認証済みアカウント� @asahi · 14時間14時間前 
名物焼きそば「急行」閉店　８８歳店主、厨房で倒れ死去

https://t.co/EZSr8tbgAa

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月5日7:26
　

2017年06月04日（日）【前日】
01:00 0.031 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 

https://twitter.com/eq_map
https://t.co/EZSr8tbgAa
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03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.031 0.031 0.031 6 
05:00 0.031 0.031 0.031 6 
06:00 0.031 0.030 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 0.032 0.032 6 
10:00 0.032 0.031 0.032 6 
11:00 0.033 0.032 0.033 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 0.032 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 0.031 0.031 6 
21:00 0.031 0.030 0.031 6 
22:00 0.031 0.030 0.031 6 
23:00 0.031 0.030 0.030 6 
24:00 0.031 0.030 0.031 6
　



（６月５日）　幻聴 幻視 錯乱 見当識障害。

https://85358.diarynote.jp/201706050736027233/

【 旭川 ０．１ μ 】（連発）／（札幌 ０．０３３ μ ）。

　（朝の作業栗鼠１匹目）

2017年6月5日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

中津川　昴 @subaru2012 · 14時間14時間前

今、北海道で、種芋を巻いているところは、遅霜に注意だろう。今年も去年同様に迷

走台風の発生、上陸の可能性ありだ。

https://www.youtube.com/watch?v=FHG2oizTlpY
Celine Dion - My Heart Will Go On

遅いようございます。（＾＾；）

０７：２２になっちゃいました。（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201706050736027233/
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目覚ましを仕掛け忘れて！（＠＠；）？

素で１時間じゃすと寝過ごす…という、案外めったにやらない珍事発生。
（＠＠；）

それ以外は心身ともに低め堅調ですが、脳ミソは既に天中殺に突入（まともに動いていない）こ

とカクジツ…

加速装置つきで、さくさく侵攻します…★

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

01:00 0.031 0.030 0.031 6 
02:00 0.032 0.030 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.031 0.030 0.031 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 1分1分前 #Radidas 2017/06/05 07:30(JST),
0.08±0.01μSv/h,in31min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.065,0.065 167edab7

northland44  @ n142e · 3時間3時間前 #Radidas 2017/06/05 05:00(JST),
0.05±0.01μSv/h,in36min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.06,0.063 78ad0209

northland44  @ n142e · 9時間9時間前 #Radidas 2017/06/04 22:00(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.073,0.064 3a04d6d7

northland44  @ n142e · 10時間10時間前 #Radidas 2017/06/04 21:30(JST),
0.05±0.01μSv/h,in34min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.067,0.062 f4f0aaa2

northland44  @ n142e · 14時間14時間前 #Radidas 2017/06/04 17:30(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.063,0.061 6b4ce304

northland44  @ n142e · 14時間14時間前 #Radidas 2017/06/04 17:00(JST),

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


0.05±0.01μSv/h,in39min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.057,0.06 f42aeb2e

northland44  @ n142e · 18時間18時間前 #Radidas 2017/06/04 13:30(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.065,0.061 0f567efc

northland44  @ n142e · 20時間20時間前 #Radidas 2017/06/04 12:00(JST),
0.05±0.01μSv/h,in34min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.058,0.059 4441d622

　　↑

…旭川の雨？？…は、シャレにならない…★（－－；）★…

中津川　昴 @subaru2012 · 14時間14時間前 
北海道では去年に引き続き、今年も雪のところが出てきている、低気圧が東方沖に去

った後、シベリア寒気団を南下させたため、気温が急降下している。北海道東部では5
度を下回っている。富士山頂はー6.2℃
https://twitter.com/subaru2012/status/871297049064423425

中津川　昴 @subaru2012 · 15時間15時間前 
【梅雨時、北海道に発生するはずの霧が、北海道以北・以東のオホーツク海と北西太

平洋で大規模に発生中。やはり海水温の温暖化で梅雨の雨のゾーンが確実に北上して

いるということか？】

https://twitter.com/subaru2012/status/871293783169617920

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月5日22:51
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年2月26日 

https://twitter.com/subaru2012/status/871297049064423425
https://twitter.com/subaru2012/status/871293783169617920
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


幻聴 幻視 錯乱 見当識障害 アルツハイマー病を大阪府でGoogleトレンド検索。
見当識障害（けんとうしきしょうがい）人や周囲の状況、時間、場所など自分自身が置かれてい

る状況などが正しく認識できない状態を指す。

 



（６月５日）　アルパカ狼さん居ない。(;_;)

https://85358.diarynote.jp/201706052221038591/

めも。　（画像追加ｗ）

2017年6月5日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　

せっかく良い席に当たったのに…
アルパカ狼さん居ない。

(;_;)

お隣運は良し。(^-^)g

でもそう言えば、

アダ名をまだつけていない…？
(・ω・;)(;・ω・)

エルさんのメンドクサイ性格を何とかして下さい。(^◇^#)。

https://85358.diarynote.jp/201706052221038591/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201706052221038591/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170605/85358_201706052221038591_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170605/85358_201706052221038591_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170605/85358_201706052221038591_3.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=5u3RGhznctE
Yuri!!! on Ice Opening 
　　↑

検索副産物（めあては見つからなかった★）…の拾い物♪

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月5日22:35
　

…ということで、急遽、アダ名を考えたところ…（＾＾；）…

どぉしても！ファンタジー界だと「画像１」しか思い浮かびませんでした…☆

…けっして悪意はないんですが…

（なにしろ「私を一度もいじめたことがない」唯一の！

　超・貴重な「上司」…ｗ（＾＾；）ｗ…）

…女性につけるアダ名としては、ムーミンは、ビミョウでしょうか…？？？

…ｗ（＾－＾；）ｗ…

（あとね、候補その２が…「赤毛のアンのダイアナ」…！）

https://www.youtube.com/watch?v=5u3RGhznctE
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


んで。（＾＾；）画像２がエルさん似〜ｗｗｗ

（画像３は、むろん「私似」だｗ）

もうひとり、のっぽの「コージー・コーナー」ちゃんもいたんだが…

これはそれこそ、個人の呼称として使うのはどうなんだ…☆（＾＾；）

⇒要推敲！

　

　



（６月５日）　

https://85358.diarynote.jp/201706052330366158/

（夜行栗鼠１匹目）

2017年6月5日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (1)
　

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

消えた…（ＴＴ；）

いろいろ一瞬で消えた…

https://www.youtube.com/watch?v=ZsVeBgenWxQ
Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu ED - STYX HELIX (FULL) 

https://twitter.com/eq_map

◇【M2.8】十勝地方 深さ64.4km 2017/06/05 05:56:41

◆【M3.0】国後島近海 深さ87.5km 2017/06/05 04:39:27
◆【M2.9】国後島近海 深さ94.5km 2017/06/05 04:00:45
◆【M2.6】根室半島沖 深さ89.1km 2017/06/05 02:10:11
◆【M3.4】択捉島近海 深さ97.1km 2017/06/04 21:23:34

★【M2.6】北海道南西沖 深さ12.6km 2017/06/04 18:17:02

https://www.youtube.com/watch?v=DjMkfARvGE8
Kimi no na wa OST - Sparkle (piano) 

 
　

　

https://85358.diarynote.jp/201706052330366158/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201706052330366158/
https://www.youtube.com/watch?v=eJInGGAPZgI
https://www.youtube.com/watch?v=ZsVeBgenWxQ
https://twitter.com/eq_map
https://www.youtube.com/watch?v=DjMkfARvGE8


 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月6日7:12
　

2017年06月05日（月）【前日】
01:00 0.031 0.030 0.031 6 
02:00 0.032 0.030 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.031 0.030 0.031 6 
06:00 0.031 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 0.030 0.030 6 
10:00 0.031 0.030 0.031 6 
11:00 0.031 0.030 0.030 6 
12:00 0.031 0.030 0.031 6 
13:00 0.031 0.030 0.030 6 
14:00 0.031 0.030 0.031 6 
15:00 0.031 0.030 0.030 6 
16:00 0.031 0.030 0.031 6 
17:00 0.031 0.030 0.030 6 
18:00 0.031 0.030 0.031 6 
19:00 0.031 0.030 0.031 6 
20:00 0.031 0.030 0.031 6 
21:00 0.031 0.030 0.031 6 
22:00 0.031 0.030 0.031 6 
23:00 0.031 0.030 0.031 6 
24:00 0.032 0.031 0.031 6
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（６月６日）　天中殺中りす。

https://85358.diarynote.jp/201706060712594017/

【 旭川 ０．１ μ !!】／（札幌 ０．０３２ μ。＋１０℃。晴天。
）　

2017年6月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

（朝の作業栗鼠１匹目）

https://www.youtube.com/watch?v=my0mfK8honY
進撃の巨人OP 【紅蓮の弓矢】高音質

おはようございます。０６：５８です。

昨夜の色々寝ぼけミス寝落ち放置分はさくっと修正入れてきましたが…
（＾＾；）

いろいろ脳ミソ停止中の天中殺中りすdeath よ〜ッ★

天中殺⇒http://開運グッズ.net/post-55/

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年2月26日

https://85358.diarynote.jp/201706060712594017/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706060712594017/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170606/85358_201706060712594017_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170606/85358_201706060712594017_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170606/85358_201706060712594017_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=my0mfK8honY


幻聴 幻視 錯乱 見当識障害 アルツハイマー病を大阪府でGoogleトレンド検索。
見当識障害（けんとうしきしょうがい）人や周囲の状況、時間、場所など自分自身が

置かれている状況などが正しく認識できない状態を指す。

https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
前前前世 (movie ver.) RADWIMPS MV 

札幌は午前５時に＋１０℃。

午前６時過ぎから東の雲海を超えた陽射しが強烈に注ぎはじめ…
予想最高気温＋２４℃。降水確率ほぼ０％…。
…ｗ（＾＾；）ｗ…

（札幌から東方…日高山脈〜大雪山方面…は、
「フクイチからの北進直撃風」雲海雨汚染が酷そうです…（－－；）★）

バイト４連勤の最終日。さくさく情報チェックいきます…

（これ気に入った♪）

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=6I7FT0PHG9E
Dean Fujioka - History Maker (Yuri On Ice Opening FULL) 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
https://www.youtube.com/watch?v=6I7FT0PHG9E
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e


northland44  @ n142e · 15分15分前 #Radidas 2017/06/06 07:00(JST),
0.05±0.01μSv/h,in40min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.058,0.062 c6ec56a2

northland44  @ n142e · 5時間5時間前 #Radidas 2017/06/06 02:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in47min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.062,0.062 1729358a

northland44  @ n142e · 6時間6時間前 #Radidas 2017/06/06 01:00(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.065,0.063 5fffa976

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 23 時間23 時間前 
北海道 赤い…
https://pbs.twimg.com/media/DBg26jAU0AAsHoN.jpg

cmk2wlさんがリツイート 
nekocom @nekocom · 21時間21時間前 
週５で飲む、幼稚園の牛乳の銘柄が変わり、cs137がゲルマで検出されたので牛乳をや
めることにしました。

北海道は出てるね。

　　↑

…わ〜あ…★
　　↓

https://twitter.com/eq_map

【M4.2】SEA OF OKHOTSK 554.4km 2017/06/06 07:28:27JST, 2017/06/05
22:28:27UTC

◇【M2.7】上川・空知地方 深さ202.4km 2017/06/05 22:52:15

★【M2.6】青森県東方沖 深さ76.0km 2017/06/05 10:32:39

　

　

　

 

https://pbs.twimg.com/media/DBg26jAU0AAsHoN.jpg
https://twitter.com/eq_map


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月7日8:04
　

2017年06月06日（火）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.031 0.031 0.031 6 
03:00 0.031 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 0.031 0.031 0.031 6 
07:00 0.032 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.031 0.031 6 
09:00 0.031 0.030 0.031 6 
10:00 0.031 0.030 0.031 6 
11:00 0.031 0.030 0.031 6 
12:00 0.031 0.030 0.031 6 
13:00 0.031 0.030 0.031 6 
14:00 0.031 0.030 0.031 6 
15:00 0.031 0.030 0.030 6 
16:00 0.031 0.030 0.031 6 
17:00 0.031 0.030 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 0.031 0.030 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
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（６月６日）　６６６ は 悪魔の日だろ。

https://85358.diarynote.jp/201706070736436989/

また消した★(-"-;) めも。御う麺６６６…（6月6日）

2017年6月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

　

本当にぼんやりしていて凡ミスが多い。(-"-;)

ぶち平和な

プチ厄日。(^_^;)

ムー眠と

ムーみんパパに挟まれて

釣れない川に釣糸を垂れる

りすナフキン状態。(^。^;)

ムー眠は『１３日の金曜日』を知らない世代で(^。^;)

「オー麺ってどんな麺？」というスマッシュヒットをかっ飛ばしてくれたので、

とりあえず睡魔との闘いに勝てる呪文ゲットです…【御う麺】！ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201706070736436989/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706070736436989/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170607/85358_201706070736436989_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170607/85358_201706070736436989_2.jpg


…本州の様子が何か凄い変だ…と、

内心非常な不安を感じつつ…、

まだ一見は平常進行な札幌。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201706060743045030/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月6日7:43
　

０６

０９

３０３☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月6日23:32
　

先ほど何とか無事帰投。(^_^;)

疲れました★(^。^;)★

総括？しづらい４連勤でした★

むしろ職場事態がいつまで存続するのか？…という大なる波乱ぶくみで、来週持ち越し。
┐(’〜`；)┌

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


満月トリガーを気にする前に、

カップ麺かっ喰らって、

まんか読んで寝ます☆

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月7日16:18
　

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 20時間20時間前 

666は悪魔の日だろ #楽器の日
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月7日17:04
　

OTL49 @sukipparanisake · 6月5日
　

20170606に月齢が11.3ですか。

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


（６月７日）　理想の生活 ♪ ／嫌な夢を見て目が覚めた。

https://85358.diarynote.jp/201706070802009617/

【 大通公園 】 ０．０４２ μ ／札幌（公称） ０．０３２ μ ／本
当は、家の前に畑があるのが望ましい。

2017年6月7日 環境は、生命圏で、生存権。

　

（承前）（＾＾；）

おそようございます。

１時間遅れで通常運行を開始。

３連休の初日♪（＾＾）♪

さっぽろは高い雲の空の明るい曇り。

窓全開して室温＝外気温で？１６℃。

ほぼ無風。湿度やや高し。晴れ予報。

予定は終日ひきこもり♪

家事と睡眠補給と原稿♪

https://85358.diarynote.jp/201706070802009617/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170607/85358_201706070802009617_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170607/85358_201706070802009617_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170607/85358_201706070802009617_3.jpg


さくさく進行しましょう…

（画像１は昨夜２０：３０頃に撮った数値。

　画像２は朝の通勤時に見つけた街路樹？の花です…可愛かった♪）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月07日（水）【当日】 
01:00 0.032 0.031 0.031 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 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 16時間16時間前 #Radidas 2017/06/06 16:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in42min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.057,0.062 0420474e

northland44  @ n142e · 17時間17時間前 #Radidas 2017/06/06 15:00(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.065,0.063 7886cd27

https://twitter.com/eq_map

◆【M2.5】根室半島沖 深さ63.2km 2017/06/07 09:02:49 

◆【M2.8】北海道東方沖 深さ54.6km 2017/06/07 07:03:48

◆【M4.4】KURIL ISLANDS 23.5km 2017/06/06 20:59:47JST, 2017/06/06
11:59:47UTC

※【M2.8】石狩平野 深さ132.0km 2017/06/06 18:59:44

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


△【M4.2】SEA OF OKHOTSK 554.4km 2017/06/06 07:28:27JST, 2017/06/05
22:28:27UTC

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4 時間4 時間前

嫌な夢を見て目が覚めた。

場所は札幌の夜中だった。

雪が結構あったので、年が明けてからだろう。

詳しくは伏せておくが、札幌で何かあるとすれば、来年かもしれない(ﾉД`)

♪　理想の生活　♪

　　　↓

中津川　昴 @subaru2012 · 23時間23時間前

午前中は、「現代農業6月号」を読んで、勉強し、ランチを済ませたら畑しごとだ。暑
すぎると思うので、木陰で休み休み行う。本当は、家の前に畑があるのが望ましい。

日が昇る頃から作業できるからで、作業が終わる午後３時にはシャワーでも浴びて、

夕飯を作るという繰り返しがいい。

 



（６月７日）　（あしたは【５３歳】の…誕生日ッ☆）

https://85358.diarynote.jp/201706072151497762/

【 日付判明 】⇒アンブリッ児の非常識対応に呆れすぎて笑いも
出ない。　（２０１４年２月１９日！）

2017年6月7日 就職・転職 コメント (4)

　

https://www.youtube.com/watch?v=xwg2Hpf4ta8&list=PLQSe03l3Dk-
kIb8Nz1GxZ2ApIiN2srw71&index=15
WORLD ORDER　"PERMANENT REVOLUTION" 

おばんです。２１：４３になっちゃいました。

これやってました☆

　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/read
『復讐は、ビシソワズ。（仮） 』

（２０１４年２月。まで終了。）

…私がアノばか会社を完全に見限った、

https://85358.diarynote.jp/201706072151497762/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201706072151497762/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170607/85358_201706072151497762_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170607/85358_201706072151497762_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xwg2Hpf4ta8&list=PLQSe03l3Dk-kIb8Nz1GxZ2ApIiN2srw71&index=15
file:///tmp/puboo/127512/454208/book/114795/read


「蹴って異てき」（…と、ばかIMが自動変換しやがりました…）

日付（２０１４年２月１９日!!）…を、ようやく発掘…。

…ｗ（＾へ＾＃）ｗ…。

…「あの翌日」に、
⇒「労基署！」直行しとくのが、いちばん賢かったんだろぉなぁ…★

（雪すごくて、出歩く気になれなかったんだよ…ｗ（－－；）ｗ…）

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201402191653465113/
2014年2月19日
＞トンデモなカラミ（嫌がらせ）電話を引き当ててしまって１５分ほど

＞バカだの死ねだの言われまくり(-"-;)

＞アンブリッ児の非常識対応っぷりには呆れすぎて笑いも出ない。

https://www.youtube.com/watch?v=Tblx00nIZB0&list=PLQSe03l3Dk-
kIb8Nz1GxZ2ApIiN2srw71&index=17
WORLD ORDER "IMPERIALISM" 

発掘⇒副産物っｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201402250622024675/
恋文。（2014年2月25日）

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

洗濯してお風呂入って寝まーす！

（あしたは【５３歳】の…誕生日ッ☆）

http://85358.diarynote.jp/201402191653465113/
https://www.youtube.com/watch?v=Tblx00nIZB0&list=PLQSe03l3Dk-kIb8Nz1GxZ2ApIiN2srw71&index=17
http://85358.diarynote.jp/201402250622024675/


OTL49 @sukipparanisake · 23分23分前 
線量計警告音、設定レベル0.2μSv/h。20:21

https://www.youtube.com/watch?v=wkwTPPDNawA&index=19&list=PLQSe03l3Dk-
kIb8Nz1GxZ2ApIiN2srw71
WORLD ORDER "LAST DANCE" 
　　↑

【 脱 原発 テント！ 】！（＠◇＠）！

https://www.youtube.com/watch?v=IDAlZ7PDMDU&index=18&list=PLQSe03l3Dk-
kIb8Nz1GxZ2ApIiN2srw71
WORLD ORDER　"Welcome to TOKYO" 

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月12日23:36
　

OTL49さんがリツイート 

ローコストインベスタ「自公に天誅を」 @lowcostinv · 12時間12時間前 

政府が自慢している雇用者が増えた、の内訳

2013年平均の役員を除く雇用者5201万人のうち，正規の職員・従業員は3294万人と，前年に比
べ46万人減少。非正規の職員・従業員は1906万人と，93万人増加
国民がしあわせなっているとは、決して思えない。

https://www.youtube.com/watch?v=wkwTPPDNawA&index=19&list=PLQSe03l3Dk-kIb8Nz1GxZ2ApIiN2srw71
https://www.youtube.com/watch?v=IDAlZ7PDMDU&index=18&list=PLQSe03l3Dk-kIb8Nz1GxZ2ApIiN2srw71
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6月12日23:38

OTL49さんがリツイート 
清水 潔 @NOSUKE0607 · 8時間8時間前 

安倍総理が絶対言わない数字。

実質賃金が統計史上初めて4年連続減少。個人消費が戦後初めて２年連続減少。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月18日22:34
　

OTL49さんがリツイート 
Nikov @NyoVh7fiap · 12時間12時間前  
　

ある中小企業が、社員の給料をあげて福利厚生を整えたら、顧客へのサービスがよくなって、会

社の利益が増えたという話からわかるのは、

「社員のモチベーションを保つのは、やりがいや社員研修じゃなくて、社員自身の生活の安定」

ということだと思う。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月23日8:21
　

OTL49さんがリツイート 
マッキ世も末（アベと麻生は学歴もペテン） @akhila7 · 8 時間8 時間前 
マッキ世も末（アベと麻生は学歴もペテン）さんがやがて空は晴れる...。をリツイートしました

まーね、十歳以上歳の離れた人を、部下とはいえ「オマエ」呼ばわりで罵り放題の時点で人間的

にオカシイわな。権力持ったら暴走するタイプだろう。上位の者にはヘイコラするが、下の者に

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


はその何倍もエラソウにするタイプだわな。極めて日本的悪習が恐縮した人物と見える。こんな

のと一緒じゃ不幸だわ。

　



（６月８日）　【 非リア女王 】。

https://85358.diarynote.jp/201706080712007911/

【 お誕生日おめでとう！】⇒私♪　（…通常作業栗鼠０匹目…）

2017年6月8日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?
v=vH0pSHZOsTk&index=13&list=RDNGdyaDnnrLM
WORLD ORDER　”THE NEXT PHASE” 

遅め？のおはようございます。０７：０５です。

本日！【 ５３歳！おめでとう！】の日。でございます…（＾＾；）…。

例によって、世界中で祝ってくれる人が一人も居ない。という…

ｗ（＾＾；）ｗ…★

【 非リア女王 】っぷりにも磨きのかかる…５３歳…！ｗｗｗ

札幌はちょっくら嵐。（＾＾；）

…まぁ、昔っから、「誕生日には、ロクなことが起らない」のがジンクスで…ｗｗｗ

なにしろ、生まれて性別が判明した瞬間、両親から、

「なんだ、要らなかった！」

「堕ろせばよかった！」…と…ｗ（－－；）ｗ…。

「不要品」宣告されて。

何度も何度も、実の両親から「殺されかけた」前半生。でしたから。ねぇ…

…ｗ（－－；）ｗ…。

https://85358.diarynote.jp/201706080712007911/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706080712007911/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170608/85358_201706080712007911_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=vH0pSHZOsTk&index=13&list=RDNGdyaDnnrLM


自力で（？）ここまで【生き延びた！】だけでも…

たいしたもんです。

よく、がんばった…⇒…自分…!!

https://www.youtube.com/watch?v=W9VtIdUVLt0&list=RDNGdyaDnnrLM&index=14
WORLD ORDER in WPC 2011

今、ココ札幌で…

「生きている！」というだけで…

十二分に！褒章ものだと思います…！

http://85358.diarynote.jp/?day=20170608
http://85358.diarynote.jp/?day=20160608
http://85358.diarynote.jp/?day=20150608
http://85358.diarynote.jp/?day=20140608
http://85358.diarynote.jp/?day=20130608

http://85358.diarynote.jp/?day=20120608
http://85358.diarynote.jp/?day=20110608

http://85358.diarynote.jp/?day=20100608
http://85358.diarynote.jp/?day=20090608

https://www.youtube.com/watch?v=W9VtIdUVLt0&list=RDNGdyaDnnrLM&index=14
http://85358.diarynote.jp/?day=20170608
http://85358.diarynote.jp/?day=20160608
http://85358.diarynote.jp/?day=20150608
http://85358.diarynote.jp/?day=20140608
http://85358.diarynote.jp/?day=20130608
http://85358.diarynote.jp/?day=20120608
http://85358.diarynote.jp/?day=20110608
http://85358.diarynote.jp/?day=20100608
http://85358.diarynote.jp/?day=20090608
http://85358.diarynote.jp/?day=20080608


http://85358.diarynote.jp/?day=20080608

http://85358.diarynote.jp/?day=20070608
http://85358.diarynote.jp/?day=20060608

http://76519.diarynote.jp/?day=20080608
http://76519.diarynote.jp/?day=20070608
http://76519.diarynote.jp/?day=20060608
http://76519.diarynote.jp/?day=20050608

https://www.youtube.com/watch?v=_6kbwWoCNTY&list=RDNGdyaDnnrLM&index=17
WORLD ORDER　－　Special medleys
 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月8日7:36
　

０６

０９

５００…☆彡
　

 

http://85358.diarynote.jp/?day=20070608
http://85358.diarynote.jp/?day=20060608
http://76519.diarynote.jp/?day=20080608
http://76519.diarynote.jp/?day=20070608
http://76519.diarynote.jp/?day=20060608
http://76519.diarynote.jp/?day=20050608
https://www.youtube.com/watch?v=_6kbwWoCNTY&list=RDNGdyaDnnrLM&index=17
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（６月８日）　（神様、ありがとうっ♪）

https://85358.diarynote.jp/201706080901197131/

【 泊村 ０．０５４ μ 】／（札幌 ０．０３７μ。＋１４℃。 ）…
。

2017年6月8日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

　

（通常の作業栗鼠１匹目）

https://www.youtube.com/watch?v=v2SlpjCz7uE
地上の星 / 中島みゆき [公式] 

あらためまして、０８：２７になっちゃいました。

通常の情報チェックに戻ります。

札幌の午前５時の外気温１４℃。

現在０８時で…やっぱり１４℃…。

予想最高気温が「２０℃」ってなってるんですが、

そこまで上がりそうにないですね…？

https://85358.diarynote.jp/201706080901197131/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706080901197131/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170608/85358_201706080901197131_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170608/85358_201706080901197131_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170608/85358_201706080901197131_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=v2SlpjCz7uE


（肌寒い…（－－；）…ので、洗濯物を川化す…乾かす！…ためにも、
　ストーブ点火を検討中…★）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月08日（木）【当日】 
01:00 0.035 0.033 0.034 6 
02:00 0.033 0.032 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.033 0.032 0.033 6 
05:00 0.037 0.033 0.035 6 
06:00

　　↑

まぁ、目くじら立てるほどは、高くはないですね…？

…（＾＾；）…。

ひとつ良いことがありましてｗ

雪が融けて以来…すっかり汚れまくっている窓の外側を拭き掃除しようしよう…と、思いつつ、
気力と体力と時間と天気の組み合わせが悪くて２ヶ月放置…していたのですが…

この雨が！「代わりに洗っといてあげる〜♪」と、言って下さっているので！

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1496880600/1011-0010-101000-201706080910.gif?
t=1496881237
（０９：００〜０９：１０）

お任せします〜♪♪♪ （神様、ありがとうっ♪）

https://twitter.com/44n142e
　　↑

（定例の？…更新停止中…）

https://twitter.com/eq_map

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1496880600/1011-0010-101000-201706080910.gif?t=1496881237
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/eq_map


https://twitter.com/whitefood1

6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/DBwPGvGUMAAj7tR.jpg

6月8日3時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が157箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/DBvTyUMV0AIqGgv.jpg

★【M2.6】苫小牧南方沖 深さ125.8km 2017/06/07 23:29:58 

6月7日21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/DBt_iKMVYAACoFX.jpg

☆【M3.6】北海道北西沖 深さ248.8km 2017/06/07 20:47:16

◆【M2.7】根室半島沖 深さ49.5km 2017/06/07 14:55:19 

※【M2.6】北海道南西沖 深さ11.7km 2017/06/07 10:29:34 
※【M3.2】北海道南西沖 深さ11.2km 2017/06/07 09:13:33

◆【M2.5】根室半島沖 深さ63.2km 2017/06/07 09:02:49 
◆【M2.8】北海道東方沖 深さ54.6km 2017/06/07 07:03:48

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

　

　

 

コメント

https://twitter.com/whitefood1
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DBwPGvGUMAAj7tR.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DBvTyUMV0AIqGgv.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DBt_iKMVYAACoFX.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FSsGY_mLjwI
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6月8日12:33
　

９時半頃に異様睡魔？で我慢できずに寝落ち…

３０分のつもりが起きられずに、

いつもの「金縛りに似た半覚醒の悪夢」にうなされ、

数人の笑い声とけっこう長時間喋ったり何だりしている物音と、

最後にドアが乱暴に閉まって数人が慌ただしく逃げて行く物音…

と、いうお馴染みの（－－＃）パターンの後、

なんとか起きたら…すでに１１：５９…★

いつものことじゃありますが、作業予定だだ崩れ。（－－；）

んで、チェックしたらちょうど９：２５頃に発震。

それと線量０．０４０まで上昇。（－－＃）。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月8日12:35
　

んで。（－－；）

現在、フクイチ方向からの直撃汚染狂風に襲われている…

わが誕生日の…札幌。（ＴＴ；）★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月9日6:49
　

2017年06月08日（木）【前日】

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


01:00 0.035 0.033 0.034 6 

02:00 0.033 0.032 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.033 0.032 0.033 6 

05:00 0.037 0.033 0.035 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.039 0.037 0.038 6 
08:00 0.036 0.034 0.036 6 

09:00 0.040 0.036 0.038 6 

10:00 0.037 0.035 0.036 6 
11:00 0.034 0.032 0.033 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 0.031 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 0.032 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 0.032 0.031 0.032 6 
23:00 0.032 0.031 0.032 6 
24:00 0.032 0.031 0.032 6
　

　

 



（６月８日）　「アルパカ狼さん似」だっ♪…ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201706081544535260/

【 ＪＡＳＲＡＣ 】 要らなくね？／治安維持法下の小林多喜二氏
と同様な拷問死が発生していることを法医学者が告発している。

2017年6月8日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

　

https://www.youtube.com/watch?v=JRQbVNzmCK0
This Game - No Game No Life OP [piano] 

OTL49さんがリツイート 
ブラック企業アナリスト 新田 龍 @nittaryo · 17時間17時間前 

本日の「お前が言うな」コーナーはこちら。

JASRAC会長
「クリエイターに敬意をもて」

「ヤマハやカワイは創業精神を受け継ぎ、お金や利益に走るな」（意訳）

クリエイター

https://85358.diarynote.jp/201706081544535260/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170608/85358_201706081544535260_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170608/85358_201706081544535260_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170608/85358_201706081544535260_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JRQbVNzmCK0


「授業で私の曲を使うなら、著作権料は気にしないで」

JASRAC理念
「音楽文化の普及発展に尽くす」

https://www.youtube.com/watch?v=rwvF1Lgh61w
Yuri!!! on Ice OST - "Yuri on Ice" 

OTL49さんがリツイート 
bamboo @bamboo_milktub · 6月6日

オバフェスでJASRACから支払い督促が来てんだけど、信託曲は当然払うとして未信
託の曲ばっかなのに満額請求されている。払うのはいいんだけどさ、それどこに還元

されるの？俺自社のイベントで支払ってほとんど返ってきた事無いんだけど。

ＪＡＳＲＡＣ要らなくね？

OTL49さんがリツイート 
time_to_a_close @time_to_a_close · 6時間6時間前 
time_to_a_closeさんが新聞ＴＶなんか見るな！自分の頭で考えろ！をリツイートしま
した

本当にその通り。金を作るために勝手に制度を作る組織。

https://twitter.com/lllpuplll/status/863337820047462400

https://www.youtube.com/watch?v=-AVWEtlG3iQ
Unravel - Tokyo Ghoul (Opening) [Piano Tutorial] (Synthesia) // Animenz 

OTL49さんがリツイート 
Sputnik 日本�認証済みアカウント� @sputnik_jp · 17時間17時間前

速報：消息不明のミャンマー軍用機の残骸、海で発見

https://www.youtube.com/watch?v=rwvF1Lgh61w
https://twitter.com/lllpuplll/status/863337820047462400
https://www.youtube.com/watch?v=-AVWEtlG3iQ
https://sptnkne.ws/e9XU


https://sptnkne.ws/e9XU 
#ニュース　#速報　#ミャンマー　#軍用機　#事件　#びっくり

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
田名原麺 @tanahara_noodle · 6月6日

カタール航空のヨーロッパ行き、アメリカ行き、北アフリカ行きが全てサウジ上空を

通れなくなったので、イラン上空に行列ができてます

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

cmk2wlさんがリツイート 
ろーるちゃん @do_ob_xoxo · 15 時間15 時間前 
ろーるちゃんさんが北風ロビン（慌てると転ぶ　ので注意）をリツイートしました

おかしな事が次々と起きているのに、疑問に思わない事も恐ろしい。

とんでも無い事がサラッとニュースで流れ、立ち止まらない事も。

少しでもおかしいと思ったら、自ら調べないといけない。

自分には関係無いと思っていても、遅かれ早かれ必ず、逃れられない時が来る。

全ては繋がってる。

https://twitter.com/oldblue2012/status/872358073976991745

https://www.youtube.com/watch?v=A-PSvrxqi9U
Yuri!!! on Ice - Theme of King JJ - Caleb Hyles 
　　↑

いい声だ♪（＾＾）♪

そして「私の好み♪」の顔だ〜ｗｗｗ

さらに仕草や笑顔が「アルパカ狼さん似」だっ♪…ｗｗｗ

https://pbs.twimg.com/media/DBnkPfiVYAAlASx.jpg
https://twitter.com/oldblue2012/status/872358073976991745
https://www.youtube.com/watch?v=A-PSvrxqi9U


（読み（音）はラテン式？の、カレブ・アイレス…で、いいのかな…？？）

むねちぃの陰謀オカルトチャンネル @mt_urban_legend · 6月6日 
【地球温暖化】

そもそも太陽黒点の観測で80年代後半から太陽が20〜30年間活動期に入るのは分かっ
ていた事なんだ。

それをCO2のせいにして「CO2の排出が少ないクリーンなエネルギー」である原発を
推進していったよ。

しかし原発がCO2を出さないというのもでっち上げなんだ。
続く 
https://twitter.com/mt_urban_legend/status/871880145627340800

https://www.youtube.com/watch?v=CMEynY36dis&index=2&list=PLIDn91pIwQC-
Prm2PiGYmaFIufDEHvC2U
RWBY - Time To say Goodbye - Caleb Hyles 
　　↑

似てるｗ　すげぇそっくりｗｗｗｗ

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 6月6日

安藤ハザマ、原発事故の除染費不正取得か 領収証を改竄、８千万円超
https://t.co/Zm29fqEqTm

…モノガタリに続く〜…☆★…
⇒http://85358.diarynote.jp/201408141106274001/
＞（読めない字の）「オオノ！」と、

＞（そこから１時間ぐらい山のなかの）

＞「ハザマ」

コメント一覧

https://twitter.com/mt_urban_legend/status/871880145627340800
https://www.youtube.com/watch?v=CMEynY36dis&index=2&list=PLIDn91pIwQC-Prm2PiGYmaFIufDEHvC2U
https://t.co/Zm29fqEqTm
http://85358.diarynote.jp/201408141106274001/


85358.diarynote.jp/m/comments?time_id=201408141106274001&guid=ON
＞2014/08/14 - 【安藤ハザマ福島震災支援対策室】 広野町・寄宿舎新築の施工者決まる S2F延
べ1038 ・コマツハウスの設計施工 2013/06/29 【福島県】 建築文化賞の作品を募集・新たに復興
賞を創設 2013/06/28 【福島市役所】 北信5地区除染業務 .

…ｗ（－－；）ｗ…。

https://www.youtube.com/watch?v=kM1tWebd5XY
History maker - DEAN FUJIOKA ( YURI ON ICE ) 

OTL49さんがリツイート 
日本国黄帝 @nihon_koutei · 4時間4時間前

審議もせずに可決という事は、非親告罪化など懸念を示す専門家が多い中身にも、野

党が一切、文句を付けなかったという事。こういう法案の危険性を指摘する事こそが

野党の役割だし、違憲の退位法案への自由党を除く全会一致といい、野党もどうかし

ている。全会一致ならば野党など不要だろうが！(怒)

OTL49さんがリツイート 
一路 @knp12 · 5時間5時間前

治安維持法下の小林多喜二氏と同様な拷問死が発生していることを法医学者が告発し

ている。共謀罪法が成立すれば、同様なことが多数発生する危険性極めて高い。官僚

諸氏は暗黒警察支配の戦前と同じ状況を許すのか、それとも前川氏の提起する公僕と

して国民のための行政を取り戻すのかが問われている

https://twitter.com/knp12/status/872615756713689088

OTL49さんがリツイート 
ちょろ @y_choro1 · 6時間6時間前

籠池一族と岡山理大と南スーダンPKOに共通する問題が「公文書管理」なんだよなぁ

OTL49さんがリツイート 
大袈裟太郎 @oogesatarou · 6月6日

【緊急大拡散希望】

https://www.youtube.com/watch?v=kM1tWebd5XY
https://twitter.com/knp12/status/872615756713689088


ついに自分の身にも、弾圧の波が襲ってきました。

共謀罪ができる前にすでにこんな状況です。

どこまでも腐ったこの国を可視化します。

緊急通信552「言論弾圧、大袈裟太郎の口座凍結される」 - 大袈裟太郎の大袈裟通信
https://t.co/olWWir00Bb

…ゆうちょ定期を解約してくれる美人従妹はいないのかしら…？ｗｗｗ
⇒https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B5%E7%AB%9C%E4%BC%9D

OTL49さんがリツイート 
脱原発.com【安倍政権打倒】 @battlecom · 20時間20時間前 
返信先: @kanazawakyokoさん、@ameba_officialさん 

大袈裟太郎さんの口座凍結はとりあえず解除され資金も移動できるようになったとの

ことです。しかし、銀行の説明は支離滅裂。金融犯罪対策課が動いたが誤認。それな

らわび状と金一封ぐらいは普通だ。奴らは騒ぎのあまりの大きさに恐れおののき、と

りあえず逃げをうった。

https://www.youtube.com/watch?v=eJInGGAPZgI
My Soul, your Beats! - Angel Beats! OP [Piano] 

中津川　昴 @subaru2012 · 23時間23時間前

【確かにアニメに慣れているせいか、絵に見えるな〜】

プラモなのに二次元にしか見えない!?　アニメ塗りの「Zガンダム」がイラストそっく
りすぎて混乱（ねとらぼ） - Yahoo!ニュース
https://t.co/umg6YjErcn

https://www.youtube.com/watch?v=6I7FT0PHG9E

https://t.co/olWWir00Bb
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B5%E7%AB%9C%E4%BC%9D
https://www.youtube.com/watch?v=eJInGGAPZgI
https://t.co/umg6YjErcn
https://www.youtube.com/watch?v=6I7FT0PHG9E


Dean Fujioka - History Maker (Yuri On Ice Opening FULL) 

OTL49さんがリツイート 
Simon_Sin @Simon_Sin · 13時間13時間前

一枚目：12連敗したジャイアンツ応援団の掲げた旗
二枚目：18連敗中のマリーンズ応援団の掲げた旗
結論：マリーンズファンはやさC
https://twitter.com/Simon_Sin/status/872502204627681281

OTL49さんがリツイート 
乃南アサ @asanonami · 21時間21時間前

作家デビューが決まったとき、私は信じられなくて「コネのある人が勝つと思ってい

ました」と、企画のプロデューサーに言った。

「どんな世界でもね、マトモな人間もいるものです。世の中、捨てたもんじゃないん

ですよ」

その人が言った言葉を今更のように思い出す。マトモな人は、いる。

https://www.youtube.com/watch?v=VszvVnmWwgo
【ピアノで弾く ユーリ!!! on ICE】Yuri on ICE（連弾）
【参考演奏：園田涼、須藤千晴】

…せめて…

なにもできないが、せめて…

有機と土根壌をもって…（え？違？）

同じ獄に、墜とされよう…

https://twitter.com/Simon_Sin/status/872502204627681281
https://www.youtube.com/watch?v=VszvVnmWwgo


（…たしか『PASEO』ってタイトルの、短編映画を貼りたかったのですが…

　検索、みつからないでした…★ｗ（＾＾；）ｗ…★）

代理：https://www.youtube.com/watch?v=5l6_XDfQtfU
EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERÁ VENCIDO (AMLO 2012).wmv 

https://www.youtube.com/watch?v=jkYoHxzaKs4
Himno de la Unidad Popular 

https://www.youtube.com/watch?v=wWkW_tMwOfc
History Maker - Dean Fujioka - Lyrics [FULL VERSION] 
　

　

 

https://www.youtube.com/watch?v=5l6_XDfQtfU
https://www.youtube.com/watch?v=jkYoHxzaKs4
https://www.youtube.com/watch?v=wWkW_tMwOfc


（６月８日）　「 末法宇宙なスペースオペラ ・ えろ ＆ ゆり風味 」。

https://85358.diarynote.jp/201706082218114085/

設定·ﾌﾟﾛｯﾄ 『 星 海 女 王 伝 』　（ りす・きりぎ ）

2017年6月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

…今日は（体調と根性とスケジュール管理的に）
ダメダメな一日でしたが…
…（－－；）…★

（まぁ、毎年不調が恒例の「誕生日」だしねぇ…★）

根性で参戦！してきました…☆
　　↓

http://estar.jp/_novel_view?w=24663635
[link:novel_view?w=24663635]
 
小説 ＞ 設定·ﾌﾟﾛｯﾄ 『星海女王伝』
りす・きりぎ 
ＳＦではなく、「末法宇宙なスペースオペラ・えろ＆ゆり風味

」

…ですｗ 
公開　完結　14ページ 

https://www.youtube.com/watch?v=6ybZqhPXBQ0
Yuri!!! on Ice - History Maker - Caleb Hyles 
　

　

 
 
 

コメント

https://85358.diarynote.jp/201706082218114085/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201706082218114085/
http://estar.jp/_novel_view?w=24663635
https://www.youtube.com/watch?v=6ybZqhPXBQ0


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月8日22:30
　

現在【５１５位】！（＾＾；）！

未知のりはキビ団子だぜ…ッ☆
　　↓

『太陽の猫』りす・きりぎ

 

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


（６月９日）

https://85358.diarynote.jp/201706090706003682/

【 稚内 ０．０５９ μ 】／（ 札幌 ０．０４０ μ ）。

2017年6月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

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 · 12時間12時間前

【北海道の1か月　6月下旬から夏らしく】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2017/06/08/73121.html …

8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。向こう1か月の気温はほぼ
平年並みでしょう。

https://t.co/kW4D3V3G1k

おはようございます。

０６：４４です。

３連休の最終日。（－－；）

予定は未済が山積み。（－－；）

https://85358.diarynote.jp/201706090706003682/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706090706003682/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170609/85358_201706090706003682_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170609/85358_201706090706003682_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170609/85358_201706090706003682_3.jpg
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2017/06/08/73121.html
https://t.co/kW4D3V3G1k


さくさく往きます…。

札幌の現在気温は温度計に直射日光が当たっているため不明。（＾＾；）

ぎんぎらなド晴天。ほぼ無風。

昨日と一昨日の分の生乾きの洗濯物を、がつっと窓外に展開…☆（外干し♪）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月09日（金）【当日】 
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 0.031 0.032 6 
06:00

特に文句はございません。（＾＾；）

…まだ？更新停止中…？⇒https://twitter.com/44n142e

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

◆【M4.4】根室半島沖 深さ54.9km 2017/06/09 07:01:19

★【M2.5】青森県東方沖 深さ16.6km 2017/06/09 04:08:45

◇【M2.6】十勝地方 深さ58.6km 2017/06/09 03:12:04

▼【M4.0】下北半島付近 深さ97.9km 2017/06/08 23:51:18

△【上川・留萌地方 気象警報（解除） 2017年06月08日 21:48】
上川・留萌地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

https://pbs.twimg.com/media/DBzMm8gVwAAFjD-.jpg

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1
https://pbs.twimg.com/media/DBzMm8gVwAAFjD-.jpg


△【上川・留萌地方 気象警報 2017年06月08日 18:20】
留萌地方では、８日夜遅くまで暴風に警戒してください。

6月8日15時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が77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/DBx45T3VwAEq81L.jpg

◆【M2.9】弟子屈付近 深さ124.7km 2017/06/08 10:53:08

6月8日9時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が19箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/DBwmVpBU0AAZRUV.jpg

6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/DBwPGvGUMAAj7tR.jpg

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月9日10:13
　

０６

０９

５９９★

　

　

https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DBx45T3VwAEq81L.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DBwmVpBU0AAZRUV.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DBwPGvGUMAAj7tR.jpg
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6月10日7:08
　

2017年06月09日（金）【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 0.031 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 0.031 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 0.031 6 
12:00 0.032 0.031 0.032 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 
14:00 0.032 0.032 0.032 6 
15:00 0.033 0.032 0.032 6 

16:00 0.035 0.034 0.035 6 
17:00 0.034 0.033 0.033 6 

18:00 0.033 0.032 0.032 6 
19:00 0.032 0.032 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 0.032 0.032 6 
23:00 0.032 0.031 0.032 6 

24:00 0.034 0.032 0.033 6
　

https://85358.diarynote.jp/


（６月９日）　…も、物語に続くぅ〜……★

https://85358.diarynote.jp/201706090740053211/

【 京都 】 放射線量上昇⇒長時間欠測／愛知県【 全域で欠測 】
／ほぼ同じ時間から【 高浜原発と越前市も欠測 】／愛知と長野
で異常値／岐阜⇒長野⇒群馬と拡散？

2017年6月9日 【 西 は 水 に 沈 む 】 コメント (2)

　

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 4時間4時間前

しかしコイツら@gensiryokukisei
モニタリング・データを情報操作してるバイト野郎もマヌケだな。

京都のグラフで長時間の穴あけた欠測を一本いれたために

ほかで上昇する地域が余計に目だって

何か隠したいこと山々がバレちまったじゃねぇか！

なんだ？あの上昇は？地下からか？

https://twitter.com/N0NUKES/status/872882834163122176

https://85358.diarynote.jp/201706090740053211/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=13
https://85358.diarynote.jp/201706090740053211/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170609/85358_201706090740053211_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170609/85358_201706090740053211_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170609/85358_201706090740053211_3.jpg
https://twitter.com/N0NUKES/status/872882834163122176


sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 4時間4時間前

2017年6月9日‥よなか。
5月下旬から頻繁に
0.3μSv/hがでたような極端に高い数値の観測は
今のところ見かけないものの

きのう午後から

京都の放射線量が関西の他の地域より上昇中。

これからまたあがるかもしれない。注意。

https://twitter.com/N0NUKES/status/872881078536503296

sa360さんがリツイート 
sa360 @sa3605 · 8時間8時間前 
sa360さんがHIROKO HIROKOをリツイートしました

この記事、、。

重要で核心をついてる。。

https://twitter.com/yanko165/status/761468789271572480

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 9時間9時間前 
返信先: @N0NUKESさん

捻じ曲げられた事実。

行政のインチキ、誤魔化し、被曝を軽視させる策略‥

きょうの愛知県の長時間の欠側は何なのか？

ほぼ同じ時間から高浜原発の周辺と越前市にも欠測。

岐阜の核融合施設と名古屋大、経団連、浜岡原発、

そして関西電力は、#核燃料の友の会！
そこに視えてくるモノはなにか？

https://twitter.com/N0NUKES/status/872881078536503296
https://twitter.com/yanko165/status/761468789271572480
https://twitter.com/N0NUKES/status/872816347989671937


https://twitter.com/N0NUKES/status/872816347989671937

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前

愛知県のモニタリングポスト。全域で欠測です。

＞2017年6月8日 9:00 - 6月9日 14:00　機器の移設作業のため、一時、測定データが欠
測する場合があります。

メンテナンスや移設作業を一斉にやるなんて、原子力規制庁はどうしようもない。

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前

PM2.5 　愛知と長野で異常値が出ています。
愛知県 八幡中学校　2017/06/08 11:00　794μg/m3 AQIは危険と判定。
長野県 国設八方尾根　2017/06/08 11:00　612μg/m3 AQIは危険と判定。

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前

名古屋市内。小学校 1年生の観察用の朝顔の本葉が４枚になってしまっているそうで
す（学校が用意した土と種なので産地不明）

そんなことって3.11前にありましたか？
https://twitter.com/cmk2wl/status/872619922102165504

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 6月7日

#高浜原発 の周辺、
いま放射線量が上昇傾向‥

なんだけどね。風向きがなぁ、いまいち？

琵琶湖へ抜ける風と琵琶湖を昇る風が‥微妙。

生活圏の高さは太平洋側から流れこんでいる。

原発銀座や岐阜の核癒合施設の汚染とは別かもしれないな。

汚染源が特定できない‥

どこだ？F1からか？
https://twitter.com/N0NUKES/status/872502701736603649

https://twitter.com/cmk2wl/status/872619922102165504
https://twitter.com/N0NUKES/status/872502701736603649


a360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 6月7日

また京都のほうが高い。

0.26μSv/h
断続的にあがる。

なんだ？

2:05 am - 8 Jun 2017
https://twitter.com/N0NUKES/status/872491326448648192 …
https://twitter.com/N0NUKES/status/872501002577911810

しんちゃんさんがリツイート 
和田秀子 @hideinu · 6月7日

伊方原発、これで再稼働なんて、もはや犯罪です。

→「事故起きたら死ぬ」伊方＆川内原発のお粗末すぎる避難計画 - @jisinjp
http://bit.ly/2b823RI #女性自身
https://t.co/aYGaCQANlS

sa360さんがリツイート 
HIROKO HIROKO @yanko165 · 2016年8月5日 
返信先: @yanko165さん

岐阜→長野→群馬と拡散？@yanko165
https://twitter.com/yanko165/status/761468789271572480

sa360さんがリツイート 
HIROKO HIROKO @yanko165 · 2016年8月2日

岐阜　スパイク多すぎ

https://pbs.twimg.com/media/Co2QDFCUkAEMIz7.jpg

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 

https://twitter.com/N0NUKES/status/872491326448648192
https://twitter.com/N0NUKES/status/872501002577911810
http://bit.ly/2b823RI
https://t.co/aYGaCQANlS
https://twitter.com/yanko165/status/761468789271572480
https://pbs.twimg.com/media/Co2QDFCUkAEMIz7.jpg


麒麟地震研究所 @kirinjisinken · 9時間9時間前

観測機3のデータです。熊本地震を捉えていた観測機3に大きな反応が出てきました。
鹿児島西方沖 熊本 阿蘇と中央構造線を東に向かって地震が発生して来ました。これか
ら数ヶ月 大分 愛媛に注目します。
#地震 #地震予知
https://pbs.twimg.com/media/DBzImZJU0AE26x3.jpg

twinrail  @twinrail · 10 時間10 時間前

RT ■ @: 原発の人達ってめちゃめちゃ線量管理されてるから浴びたくてもあんまり浴
びれないよね。俺みたいに加速器やってる人の方が圧倒的に適当で圧倒的に浴びる。

sa360さんがリツイート 
電気ミント (NoNuke NoWar) @denki_minto · 2015年10月29日 
返信先: @neko_aiiさん

https://www.youtube.com/watch?v=Ptz7D_jOY1I … RT @neko_aii 『高速増殖炉』で福
島のような事故が起きた場合

小出

冷却はもう出来ないでしょうね。　

もんじゅが事故になった場合は、

水をかけたら爆発してしまいますので。

https://t.co/xjXdvx2wdi

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 2016年8月4日 
返信先: @N0NUKESさん、@yanko165さん 
Out Of Our Headsさんが∞音∞ a.k.a. 風＊月をリツイートしました

#岐阜県 東濃地区
日本のウラン埋蔵量の6割が集中
https://twitter.com/fuhgetsu/status/516056406340808704 …

https://pbs.twimg.com/media/DBzImZJU0AE26x3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ptz7D_jOY1I
https://t.co/xjXdvx2wdi
https://twitter.com/fuhgetsu/status/516056406340808704


そこを今ひそかにトンネル工事中？

https://twitter.com/fuhgetsu/status/291217064637632513 …
https://twitter.com/fuhgetsu/status/474175184539111425 …

re.この規則性はなんだろう？
https://twitter.com/fuhgetsu/status/474175184539111425

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 2016年8月4日 
返信先: @yanko165さん 
Out Of Our Headsさんが@N0NUKESをリツイートしました

核燃料用プルトニウムの保管庫とか

https://twitter.com/ST0NES/status/651416917454925824 …
https://twitter.com/ST0NES/status/558080440884809728 …

群発地震やヘンな地響きある岐阜県‥

https://twitter.com/ST0NES/status/462452745346088960 …
https://twitter.com/ST0NES/status/600859795675983872

…も、物語に続くぅ〜……★
⇒http://p.booklog.jp/book/109946/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－２－？

「祭！」…「大野大祭」異聞… 

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 9時間9時間前

簡単にいうと

3.11前までF!の地下施設や
異様に解体されたF1の4号機でやっていたことが
3.11以降はできなくなったので
それをやっているということ。関西〜岐阜、名古屋の地下で。

アレヴァやセラフィールド、米エネルギー省、IAEAらが背後にいて。
それが最近の京都にも出る‥

https://twitter.com/fuhgetsu/status/291217064637632513
https://twitter.com/fuhgetsu/status/474175184539111425
https://twitter.com/fuhgetsu/status/474175184539111425
https://twitter.com/ST0NES/status/651416917454925824
https://twitter.com/ST0NES/status/558080440884809728
https://twitter.com/ST0NES/status/462452745346088960
https://twitter.com/ST0NES/status/600859795675983872
file:///tmp/puboo/127512/454208/book/109946/read


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

▼【最大震度1】(気象庁発表) 奄美大島近海 深さ約30km 
　【M2.9】 9日08時45分頃発生 

＃【M2.5】日向灘 深さ22.0km 2017/06/09 06:06:39

▼【M2.7】薩摩半島付近 深さ159.5km 2017/06/09 05:02:04

＊【M4.0】日本海 深さ398.6km 2017/06/09 00:03:21

★【桜島 噴火に関する火山観測報 2017年06月08日 18:52】
08日 18時43分頃、桜島（昭和火口）で噴火がありました。噴煙高度は火口上1300m、
噴煙の流向は南です。

▼【M3.2】薩摩半島付近 深さ118.1km 2017/06/08 23:59:48

▼【M3.1】とから列島近海 深さ71.5km 2017/06/08 10:20:40

OTL49さんがリツイート 
井上恭子 @inoueinterior · 6月8日

朝地地滑り警戒区域内　砂防ダム　一部損壊 - 大分合同新聞
https://t.co/qRdBdhkmqi

【自衛隊輸送機が誘導路を外れる 米子空港】（続き）
この影響で、現在、米子空港の滑走路は閉鎖されているということです。航空自衛隊

がけが人の有無など詳しい状況を調べています。

（2017年6月9日 7:32 NHK）
　　↑

https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://t.co/qRdBdhkmqi


【自衛隊輸送機が誘導路を外れる 米子空港】
鳥取県境港市の航空自衛隊美保基地によりますと、9日午前6時半すぎ、米子空港で離
陸前に誘導路を通っていた「C-2」輸送機が、誘導路を外れて草地に突っ込んだという
ことです。

https://t.co/DmqdCYKDDA

大英自然史博物館展 @treasures2017 · 6月7日 
【今日は何の日】

1741年の今日、佐賀県小城市に小城隕石が落下しました。この日、晴天にもかかわら
ず黒雲が現れ、雷鳴とともに4個の石が落下したとのこと。現存する隕石は、大英自然
史博物館に寄贈されている1つのみで、今回その貴重な隕石が里帰り展示されています
。

中津川　昴さんがリツイート 
朝日新聞東京報道編成局（コブク郎） @asahi_tokyo · 21時間21時間前

【ブタ逃走】トラック事故により、ブタが逃げ出した阪神高速道路。朝日新聞社ヘリ

から空撮しました。

ブタ１９頭、トラック事故で逃げる　阪神高速が通行止め：朝日新聞デジタル

http://twd.ac/2sVpFN3
https://pbs.twimg.com/media/DBxCjQcUQAAVtIj.jpg

OTL49さんがリツイート 
yasu @imaiyanen · 24時間24時間前

阪神高速ブタがたくさんあるいてる

https://twitter.com/imaiyanen/status/872622494678523904

…貼らずにはいられない…★
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=bsmx-tfB0bo
ドレミファブック　№2-2 ぶたが　にげた
 

https://t.co/DmqdCYKDDA
http://twd.ac/2sVpFN3
https://pbs.twimg.com/media/DBxCjQcUQAAVtIj.jpg
https://twitter.com/imaiyanen/status/872622494678523904
https://www.youtube.com/watch?v=bsmx-tfB0bo
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月9日8:04
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月9日10:21
　

中津川　昴 @subaru2012 · 7 時間7 時間前
 
【何かが空からやってくる様な気がする】

 
地球に接近中だ。胸がモヤモヤするのはきっとこの所為だろう

　

　

 

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


（６月９日）　誰が信じなくても最近の広島の平常値も0.3。米軍の避難レベル並に
高い。

https://85358.diarynote.jp/201706090843578583/

((((；ﾟДﾟ))))))) そんなバカな⇒被曝の５人、汚染室内に３時間
待機。／全身で36万ベクレルだから、可哀想だけどダメだろ
うなぁ。

2017年6月9日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

　

OTL49さんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 2時間2時間前

そもそも国民に主権があることがおかしい　 →　 ツイートが全て削除されていたよう
なので大量につぶやきたいと思います。 きっと電通の仕業でしょう。
https://pbs.twimg.com/media/CcMlRdhUkAAEP2f.jpg

OTL49さんがリツイート 
青山 まさゆき @my_fc1 · 12時間12時間前

https://85358.diarynote.jp/201706090843578583/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201706090843578583/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170609/85358_201706090843578583_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170609/85358_201706090843578583_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170609/85358_201706090843578583_3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CcMlRdhUkAAEP2f.jpg


共謀罪に関する政府答弁。組織的犯罪集団の構成員でなくとも「関わりのある者」も

対象に拡大。なんだその「関わりのある者」って。審議中にこれだから、法律が出来

ればズブズブに拡げられていくことはもう明らか。

OTL49さんがリツイート 
林雄介 @yukehaya · 6月7日

ＪＡＳＲＡＣは異常。ピアノ教室の発表会からも楽譜からも著作権料を徴収している

。さらに演奏練習料を徴収。文芸に例えると、劇やドラマの脚本の著作権料を支払わ

せた上に、劇やドラマの練習の著作権料を支払えということ。著作権料の二重、三重

取りになり悪質すぎる。

https://www.youtube.com/watch?v=xzuv4VKo6Og
Star Trek Soundtracks [HQ] 
　　↑

（なんでスタトレか…って、私がスポックのファンだからｗ）
　　↓

しんちゃんさんがリツイート 
白石草 @hamemen · 2 時間2 時間前 

((((；ﾟДﾟ)))))))そんなバカな。

被曝の５人、汚染室内に３時間待機　原子力機構の事故：朝日新聞デジタル

https://t.co/lxMrQVt0GE

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
プレスリリース　

原子力機構大洗研究開発センター燃料研究棟における汚染について　

「当該貯蔵容器は、現在、蓋がされており、容器が置かれたフードのシャッターも閉

鎖した状態にある。」

フードのシャッターを閉めても換気（陰圧）をしているなら、プルトニウム239が環境
に放出される。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=xzuv4VKo6Og
https://t.co/lxMrQVt0GE


さっきNHKで、ちょっとだけ報道したけど、海外だったら大問題の原子力事故。だっ
てプルトニウムを全身で３６万ベクレルって凄い。アメリカならFBIとか捜査するよう
な事故じゃないかなぁ。角砂糖の大きさのプルトニウムで、何人、被曝死するか。も

のすごい猛毒

あまり報道しないのは、忖度だね

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
今日、呑気な友人との会話で。

「茨城やばいよなぁ。プルトニウムだもんな。でもあれか、モニタリングポストの線

量が高くなってないから平気か？」なんて言ってるので『モニタリングポストはセシ

ウムのガンマ線しか計ってないよ。プルトニウムはアルファ線。飛散してても空間線

量計の値には出ないよ』

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
茨城の大事故

ネットでは終日報道してたけど、肺から血管、骨にも入り被曝、全身にプルトニウム

がまわってるみたいで、血管に入ったプルトニウムを薬剤で排出させてるみたいだ

けど、全身で36万ベクレルだから、可哀想だけどダメだろうなぁ。
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/872782851711918080

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
共同通信　マスク着用状況重点調査へ　原子力機構の事故で規制委

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017060801001586.html …
薄い吸収缶でどれだけの効果があるのかそもそも疑問。

そんなことより、周辺環境にどれだけ放出されたかが問題でしょ。

https://t.co/BIA4vbHFxa

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターの核物質破裂事故。

破裂した容器の化合物に蓋はできたのだろうか？

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
返信先: @cmk2wlさん 
こういった事故が起きたなら、排気筒や換気装置全体のリプレースが必要になって

くる。そうしないと、いつまでもそこにプルトニウムが残って周辺環境に出てくる。

彼らは自分達を守るために換気（陰圧）を止めない。

そのツケは周辺住民に。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/872782851711918080
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017060801001586.html
https://t.co/BIA4vbHFxa


cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
日本原子力研究開発機構の核物質破裂事故。

保管されていた化合物の名称がすぐに出てこないのは、管理がまったくできていない

ということ。

実験で「作り出してしまった」化合物なら、それまで通りの保管方法で良しとするの

も異常。

悶絶うさちゃん @brighthare · 21時間21時間前 
総量36万ベクレルね、最初の報道で、預託実効線量と思われる数値が、12Svだった
ので、2万2千Bqじゃなく、その10倍くらいないと、話があわないだろとは思っていた
。

cmk2wl @cmk2wl · 6月7日 
日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターは建屋を陰圧に、部屋もさらに陰圧し

、ハザードベンチも部屋より陰圧にしてると言うけれど、陰圧にしているというこ

とは、建屋の外に排気しているということ。

フィルターは入っていても一部は外部に漏洩している。

Out Of Our Heads @N0NUKES · 2月10日 
返信先: @N0NUKESさん 
#Flamanville のタグ検索でトップに「スペインで0.3μSv/h」と表示されるが
誰が信じなくても最近の広島の平常値も0.3。米軍の避難レベル並に高い。
https://twitter.com/N0NUKES/status/821279779080978432 …
誰も測らないだけで日本の原発周辺ほとんどは、おそらく0.5が平均値。
https://twitter.com/N0NUKES/status/830123446935773184

cmk2wl @cmk2wl · 2015年10月28日 
「プルトニウムを吸いこんでしまうと、気管支や肺にへばりついて、同じ場所に放射

線を浴びせ続けるという結果になります。一度、肺に入って付着したホット・パーテ

ィクルが、体の外に出ることは、まずありません。」広瀬隆

小倉　正（#脱原発に一票） @togura04 · 2015年9月5日 
福島事故の時には米軍の航空機観測データがありました。(実際には隠されて後日
公開。)その広域汚染データがあれば、１日でこの地域の人は避難準備を始めてくだ
さい、と早期防護措置のOIL２基準値20μSv/時を越える地域の人を逃がせるはずですが
、この航空機観測データは使われないのが現状。

https://twitter.com/N0NUKES/status/821279779080978432
https://twitter.com/N0NUKES/status/830123446935773184


sa360 @sa3605 · 6月7日 
sa360さんが原発再稼働で日本は終わるをリツイートしました
地獄のはじまりです。。

クレージー、、。

https://twitter.com/kinmiraixx/status/872354989221478400

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
プルトニウム： 最も有害な取り込み経路は、浮遊するプルトニウム化合物粒子の吸入
。気道からは大部分が気道の粘液によって食道へ送り出され、残り（4分の1程度）が
肺に沈着。沈着した粒子は肺に留まるか、胸のリンパ節に取り込まれるか、あるいは

血管を経由して骨と肝臓に沈着する。wiki

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
硝酸プルトニウム、炭酸プルトニウム、フッ化プルトニウム、ハロゲン化プルトニ

ウム、プルトニウム珪酸塩。いろいろある。

sa360さんがリツイート 
盈月 @mitsuki_ab · 2014年7月16日 
日本の核兵器製造能力 | 晴耕雨読 - teacup.ブログ“AutoPage”
http://sun.ap.teacup.com/souun/53.html 
「日本は、軍用プルトニウムを生産できる『もんじゅ』と『常陽』を所有しています

。軍用ウランは六ヶ所の濃縮工場で生産できます」

原発＝兵器工場だから

OTL49さんがリツイート 
森井啓二 @keijimoriiVet · 2 時間2 時間前 
薬の想定外の副作用。胃薬の長期服用で静かに腎不全になることも。

https://twitter.com/kinmiraixx/status/872354989221478400
http://sun.ap.teacup.com/souun/53.html


https://t.co/x0We1LeREl

sa360 @sa3605 · 8時間8時間前 
sa360さんがOut Of Our Headsをリツイートしました
話題が大洗のプルトニウム事件ばかりに、、、。

この話題は予め用意されていたのかもしれない。

民衆は与えられた報道に飛びついた、。

しんの隠したいこと。

まさか、治療で治癒できるって、放射能怖くない教。！！？

ほかに密かに企んでいるのだな。

https://twitter.com/N0NUKES/status/761276648444407808

sa360さんがリツイート 
＃ケムトレイル は地球を破壊する。 @sa3609 · 6月7日 
返信先: @oldblue2012さん 
薬剤で肺嚢からストロンチウムなどの放射性核物質だけを体外にとりだすのはできま

せん。

アスベスト肺、肺の石化、粉塵での塵肺などは薬剤治療そのものが対症療法のみです

。にんげんの身体から放射性元素を取り除いたら死亡します。

この学者は不可能な論理を展開、最後に事実を述べています。放射肺

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 9時間9時間前 
返信先: @N0NUKESさん 
Out Of Our HeadsさんがOut Of Our Headsをリツイートしました
20 May 2015
https://twitter.com/ST0NES/status/600859795675983872 …
2年前に見た地響きのレポートのひとは、どこか行ってしまった？
https://twitter.com/N0NUKES/status/851182265157599232 …
地上ではないところで何かが行われている疑い。そして

発電を装う原子炉を稼動させる本当の目的は何か？

https://twitter.com/N0NUKES/status/851182265157599232

https://t.co/x0We1LeREl
https://twitter.com/N0NUKES/status/761276648444407808
https://twitter.com/ST0NES/status/600859795675983872
https://twitter.com/N0NUKES/status/851182265157599232
https://twitter.com/N0NUKES/status/851182265157599232


OTL49さんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 52分52分前 
もし北朝鮮が４月３０日に完了したプルトニウム型核爆弾の仕掛けがそのままになっ

てるなら、中性子濃度調整用のBeやCfなんかの起爆装置の劣化が起きて、そろそろ限
界に達する時期

北朝鮮が核実験の仕掛けを、そのまま放置してやめてしまうとは思えないのだが

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北朝鮮 新型地対艦巡航ミサイル発射実験に成功と発表】（続き）
北朝鮮は8日、東部のウォンサン(元山)付近から短距離ミサイル数発を日本海に向けて
発射しており、発表はこのミサイルを指していると見られます。

（2017年6月9日 6:56 NHK）
　　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北朝鮮 新型地対艦巡航ミサイル発射実験に成功と発表】
北朝鮮は、日本時間9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下、「新型の地対艦巡航ミサイルの発射実験に成
功した」と発表しました。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ヒイラギ 意識遠ぃ系 @Hiiragi_Guitar · 9時間9時間前 
断言します。

霞ヶ関には絶対に着弾しませんww

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
ハムスターの鉄平(反撃のハムスター） @kousuke_teppei · 19時間19時間前 
ジョニー少将

「またミサイル発射されたのか。

いずれ日本海はミサイルの

残骸の海になるんじゃないのか。」

https://pbs.twimg.com/media/DBxBOUAVYAA2BWo.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 6月7日 
【2017年6月8日 8:28 NHK】
北朝鮮飛しょう体発射 弾道ミサイルでなく影響なし 政府関係者

https://pbs.twimg.com/media/DBxBOUAVYAA2BWo.jpg


https://t.co/Jl7NCWK94G

OTL49さんがリツイート 
赤坂英一 @akasakacycle · 19時間19時間前 
某テレビ局のニュース番組で巨人の12連敗を扱うからコメントがほしい、という依頼
あり。電話で30分ほど話したのち、内容確認の電話があった。私の発言を完全に曲解
した上、台本に合わせて表現をきつくしたいという。当然、断った。コメントの使用

も全面拒否。テレビは恐ろしい。冷や汗をかいた。

OTL49さんがリツイート 
青山 まさゆき @my_fc1 · 13時間13時間前 
原子力機構の言い訳。「これまで想定していた以上の想定外が起きた」。福島第1原発
事故で聞いた言い訳がまた。結局、あなた達の想定なんて限界がある。日本から大多

数の日本人が逃げ出さなければならなくなる前に、原子力を弄ぶのはもう止めよう。

https://www.youtube.com/watch?v=2xGGnDUpe0I
Yuri on Ice opening (Dean Fujioka - History Maker) 1 hour 

OTL49さんがリツイート 
かわいい動物大好き！！ @pyxaqizyjuzi · 11時間11時間前 

無理して入った結末。。

https://twitter.com/pyxaqizyjuzi/status/872811621311053824

 
ひみつ日記

　

　

https://t.co/Jl7NCWK94G
https://www.youtube.com/watch?v=2xGGnDUpe0I
https://twitter.com/pyxaqizyjuzi/status/872811621311053824


なんかへんになった…

ｗ（－－；）ｗ　あきらめる。

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=xzuv4VKo6Og
Star Trek Soundtracks [HQ] 
　　↑

（なんでスタトレか…って、私がスポックのファンだからｗ）
　　↓

しんちゃんさんがリツイート 
白石草 @hamemen · 2 時間2 時間前 

((((；ﾟДﾟ)))))))そんなバカな。

被曝の５人、汚染室内に３時間待機　原子力機構の事故：朝日新聞デジタル

https://t.co/lxMrQVt0GE

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 
プルトニウム： 最も有害な取り込み経路は、浮遊するプルトニウム化合物粒子の吸入。気道から
は大部分が気道の粘液によって食道へ送り出され、残り（4分の1程度）が肺に沈着。沈着した粒
子は肺に留まるか、胸のリンパ節に取り込まれるか、あるいは血管を経由して骨と肝臓に沈着

する。wiki

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
プレスリリース　

原子力機構大洗研究開発センター燃料研究棟における汚染について　

「当該貯蔵容器は、現在、蓋がされており、容器が置かれたフードのシャッターも閉鎖した状態

にある。」

フードのシャッターを閉めても換気（陰圧）をしているなら、

プルトニウム239が環境に放出される。

https://www.youtube.com/watch?v=xzuv4VKo6Og
https://t.co/lxMrQVt0GE


T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
茨城の大事故

ネットでは終日報道してたけど、肺から血管、骨にも入り被曝、全身にプルトニウムがまわって

るみたいで、血管に入ったプルトニウムを薬剤で排出させてるみたいだけど、全身で36万ベクレ
ルだから、可哀想だけどダメだろうなぁ。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/872782851711918080

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
共同通信　マスク着用状況重点調査へ　原子力機構の事故で規制委

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017060801001586.html …
薄い吸収缶でどれだけの効果があるのかそもそも疑問。

そんなことより、周辺環境にどれだけ放出されたかが問題でしょ。

https://t.co/BIA4vbHFxa

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターの核物質破裂事故。

破裂した容器の化合物に蓋はできたのだろうか？

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
返信先: @cmk2wlさん 
こういった事故が起きたなら、排気筒や換気装置全体のリプレースが必要になってくる。そうし

ないと、いつまでもそこにプルトニウムが残って周辺環境に出てくる。

彼らは自分達を守るために換気（陰圧）を止めない。

そのツケは周辺住民に。

悶絶うさちゃん @brighthare · 21時間21時間前 
総量36万ベクレルね、最初の報道で、預託実効線量と思われる数値が、12Svだったので、2万2
千Bqじゃなく、その10倍くらいないと、話があわないだろとは思っていた。

cmk2wl @cmk2wl · 6月7日 
日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターは建屋を陰圧に、部屋もさらに陰圧し、ハザード

ベンチも部屋より陰圧にしてると言うけれど、陰圧にしているということは、建屋の外に排気し

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/872782851711918080
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017060801001586.html
https://t.co/BIA4vbHFxa


ているということ。

フィルターは入っていても一部は外部に漏洩している。

cmk2wl @cmk2wl · 2015年10月28日 
「プルトニウムを吸いこんでしまうと、気管支や肺にへばりついて、同じ場所に放射線を浴びせ

続けるという結果になります。一度、肺に入って付着したホット・パーティクルが、体の外に出

ることは、まずありません。」広瀬隆

sa360さんがリツイート 
＃ケムトレイル は地球を破壊する。 @sa3609 · 4 時間4 時間前 
流れが操作されてる。。

大洗プルトニウム事件⇒ETV核物質セシウムボール⇒もんじゅ廃炉を知事了承。。
廃炉はよい知らせか？？

いいえ、、次のステップの段階です。

狂気政府はより危険を予定してる。。

廃炉と聞いて喜んではいられない。計画通り。

詐欺、騙しのテクニック。。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
さっきNHKで、ちょっとだけ報道したけど、海外だったら大問題の原子力事故。だってプルトニ
ウムを全身で３６万ベクレルって凄い。アメリカならFBIとか捜査するような事故じゃないかなぁ
。角砂糖の大きさのプルトニウムで、何人、被曝死するか。ものすごい猛毒

あまり報道しないのは、忖度だね

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 9時間9時間前 
返信先: @N0NUKESさん 
Out Of Our HeadsさんがOut Of Our Headsをリツイートしました
20 May 2015
https://twitter.com/ST0NES/status/600859795675983872 …
2年前に見た地響きのレポートのひとは、どこか行ってしまった？
https://twitter.com/N0NUKES/status/851182265157599232 …
地上ではないところで何かが行われている疑い。そして

https://twitter.com/ST0NES/status/600859795675983872
https://twitter.com/N0NUKES/status/851182265157599232


発電を装う原子炉を稼動させる本当の目的は何か？

https://twitter.com/N0NUKES/status/851182265157599232

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
今日、呑気な友人との会話で。

「茨城やばいよなぁ。プルトニウムだもんな。でもあれか、モニタリングポストの線量が高くな

ってないから平気か？」なんて言ってるので『モニタリングポストはセシウムのガンマ線しか計

ってないよ。プルトニウムはアルファ線。飛散してても空間線量計の値には出ないよ』

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
日本原子力研究開発機構の核物質破裂事故。

保管されていた化合物の名称がすぐに出てこないのは、管理がまったくできていないということ

。

実験で「作り出してしまった」化合物なら、それまで通りの保管方法で良しとするのも異常。

sa360 @sa3605 · 6月7日 
sa360さんが原発再稼働で日本は終わるをリツイートしました
地獄のはじまりです。。

クレージー、、。

https://twitter.com/kinmiraixx/status/872354989221478400

Out Of Our Heads @N0NUKES · 2月10日 
返信先: @N0NUKESさん 
#Flamanville のタグ検索でトップに「スペインで0.3μSv/h」と表示されるが
誰が信じなくても最近の広島の平常値も0.3。米軍の避難レベル並に高い。
https://twitter.com/N0NUKES/status/821279779080978432 …
誰も測らないだけで日本の原発周辺ほとんどは、おそらく0.5が平均値。
https://twitter.com/N0NUKES/status/830123446935773184

小倉　正（#脱原発に一票） @togura04 · 2015年9月5日 
福島事故の時には米軍の航空機観測データがありました。(実際には隠されて後日公開。)その広域
汚染データがあれば、１日でこの地域の人は避難準備を始めてください、と早期防護措置のOIL２
基準値20μSv/時を越える地域の人を逃がせるはずですが、この航空機観測データは使われないの

https://twitter.com/N0NUKES/status/851182265157599232
https://twitter.com/kinmiraixx/status/872354989221478400
https://twitter.com/N0NUKES/status/821279779080978432
https://twitter.com/N0NUKES/status/830123446935773184


が現状。

sa360さんがリツイート 
盈月 @mitsuki_ab · 2014年7月16日 
日本の核兵器製造能力 | 晴耕雨読 - teacup.ブログ“AutoPage”
http://sun.ap.teacup.com/souun/53.html 
「日本は、軍用プルトニウムを生産できる『もんじゅ』と『常陽』を所有しています。軍用ウラ

ンは六ヶ所の濃縮工場で生産できます」

原発＝兵器工場だから

sa360 @sa3605 · 8時間8時間前 
sa360さんがOut Of Our Headsをリツイートしました
話題が大洗のプルトニウム事件ばかりに、、、。

この話題は予め用意されていたのかもしれない。

民衆は与えられた報道に飛びついた、。

しんの隠したいこと。

まさか、治療で治癒できるって、放射能怖くない教。！！？

ほかに密かに企んでいるのだな。

https://twitter.com/N0NUKES/status/761276648444407808

sa360さんがリツイート 
＃ケムトレイル は地球を破壊する。 @sa3609 · 6月7日 
返信先: @oldblue2012さん 
薬剤で肺嚢からストロンチウムなどの放射性核物質だけを体外にとりだすのはできません。

アスベスト肺、肺の石化、粉塵での塵肺などは薬剤治療そのものが対症療法のみです。にんげん

の身体から放射性元素を取り除いたら死亡します。

この学者は不可能な論理を展開、最後に事実を述べています。放射肺

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北朝鮮 新型地対艦巡航ミサイル発射実験に成功と発表】（続き）
北朝鮮は8日、東部のウォンサン(元山)付近から短距離ミサイル数発を日本海に向けて発射して
おり、発表はこのミサイルを指していると見られます。

（2017年6月9日 6:56 NHK）

http://sun.ap.teacup.com/souun/53.html
https://twitter.com/N0NUKES/status/761276648444407808


　　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北朝鮮 新型地対艦巡航ミサイル発射実験に成功と発表】
北朝鮮は、日本時間9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下、「新型の地対艦巡航ミサイルの発射実験に成功した」と発表しま

した。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
ハムスターの鉄平(反撃のハムスター） @kousuke_teppei · 19時間19時間前 
ジョニー少将

「またミサイル発射されたのか。

いずれ日本海はミサイルの

残骸の海になるんじゃないのか。」

https://pbs.twimg.com/media/DBxBOUAVYAA2BWo.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 6月7日 
【2017年6月8日 8:28 NHK】
北朝鮮飛しょう体発射 弾道ミサイルでなく影響なし 政府関係者
https://t.co/Jl7NCWK94G

https://www.youtube.com/watch?v=2xGGnDUpe0I
Yuri on Ice opening (Dean Fujioka - History Maker) 1 hour
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6月9日19:22
〜

https://pbs.twimg.com/media/DBxBOUAVYAA2BWo.jpg
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https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201706090843578583
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


０６

０９６

０９

☆

⇒

０６

０９６

４６…☆
 



（６月９日）　小説 > 青春·友情。

https://85358.diarynote.jp/201706092326207971/

『 五月病　〜さつきやみ〜 』　（りす・きりぎ）　⇒投稿完了
！

2017年6月9日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=6xGRFgAsLJ0
【作業用BGM】アニメ泣けるサントラ【ベスト版】 

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1497010800/1011-0010-101000-
201706092120.gif?t=1497011439
（２１：１０〜２１：２０）

おばんです。タイム大幅オーバーしながら、これやってました☆

　　↓

http://estar.jp/_novel_view?w=24664798

小説 > 青春·友情 
『五月病　〜さつきやみ〜』（りす・きりぎ） 

https://85358.diarynote.jp/201706092326207971/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201706092326207971/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170609/85358_201706092326207971_1.jpg
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170609/85358_201706092326207971_3.jpg
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http://estar.jp/_novel_view?w=24664798


青春シリアスどたばた煩悶・離婚再婚らぶこめ有り⇒最後はハッピーエンドで！

色々予定を積み残したまま、３連休終わりッ★

洗濯と入浴だけしてから寝ます〜ッッ

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月10日6:57
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（６月⒑日）　よさこい祭り土曜日に雨７０％の札幌って…（ＴＴ；）…★

https://85358.diarynote.jp/201706100717211290/

※追記あり※　【 稚内 ０．０６４ μ 】／（札幌 ０．０４２ μ。
気温 ＋１４℃。 ）／北海道産ポテチ復活はなさそうな気配が
する。

2017年6月10日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

　

https://www.youtube.com/watch?v=wWkW_tMwOfc
History Maker - Dean Fujioka - Lyrics [FULL VERSION] 
　　↑

しつこくてすいません。（＾＾；）

（でも、モチベ上がりますよねッ？（＾ｗ＾）ｇ）

https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/emergency/detail/00000005660364.html

雷と突風及び降ひょうに関する全般気象情報【第1号】
情報の確認時間 2017年6月10日　5時05分

10日05:05、雷と突風及び降ひょうに関する全般気象情報（第1号）が発表されました

https://85358.diarynote.jp/201706100717211290/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706100717211290/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170610/85358_201706100717211290_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=wWkW_tMwOfc
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/emergency/detail/00000005660364.html


。（気象庁予報部発表）

今後の警報や注意報、気象情報に留意してください。

北日本では10日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。落雷や竜巻
などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。

（気象・自然/防災気象情報/全般気象情報）

中津川　昴 @subaru2012 · 15時間15時間前 
梅雨でもないのに北海道を通過する移動性低気圧が止まらない。元を断たないと北海

道産ポテチ復活はなさそうな気配がする。これは雨の多い冷害になる気が。極東ロシ

アの北極付近で発生した寒冷な低気圧が反時計回りでどんどこやってきている。偏西

風の蛇行現象だろうけど。この時期に南下するか？

https://pbs.twimg.com/media/DB3Tm9CVwAA9-sg.jpg

ってことでおはようございます。０７：０１になっちゃいました。

再び嫌んな４連勤の初日。札幌は…嵐ッ★

昨日の午後からトンデモな爆風？が吹き荒れて、一旦小雨パラついたけど、歯医者往復は運よく

ほとんど濡れずに自転車でいけたんですが…（ついでにバジルとスープセロリの苗なんか余裕で
衝動買いできる程度の天気で…でも期待していた虹は見れなかった…。）

夜中にざんざん降り…の後、昨日の時点の予報では、今日は割と「降ったり晴れたり」だったは
ずなんですが…

午前５時過ぎには雷鳴轟き…！（＠＠；）！
午前６時に起きたら天気予報が「終日降水確率７０％」…に、変わっていたという…★

…ｗ（－－；）ｗ…。

よさこい祭り土曜日に雨７０％の札幌って…（ＴＴ；）…★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月10日（土）【当日】 
01:00 0.034 0.032 0.033 6 

https://pbs.twimg.com/media/DB3Tm9CVwAA9-sg.jpg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


02:00 0.036 0.035 0.035 6 
03:00 0.041 0.033 0.036 6 
04:00 0.042 0.037 0.040 6 
05:00 0.036 0.033 0.035 6 
06:00

…はいはいはい…もはやこれくらいの数字じゃ、
いちいち目くじら立てたりしませんよ。えぇ…。
…ｗ（－－；）ｗ…

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 10 分10 分前 #Radidas 2017/06/10 07:00(JST),
0.05±0.01μSv/h,in38min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.058,0.061 6e14be86

northland44  @ n142e · 40 分40 分前 #Radidas 2017/06/10 06:30(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.063,0.062 fd9a1b90

northland44  @ n142e · 12時間12時間前 #Radidas 2017/06/09 19:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in42min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.062,0.062 5e2033c6

northland44  @ n142e · 18時間18時間前 
2017/06/09 12:52(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)

はい。おはようございます。（＾＾）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1497048600/1011-0010-101000-
201706100750.gif?t=1497049243
（０７：４０〜０７：５０）

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

▼【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】この情報は10日09:10まで有効です。
https://pbs.twimg.com/media/DB6ifRFUAAAR8jf.jpg
渡島・檜山地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。

https://twitter.com/44n142e
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1497048600/1011-0010-101000-201706100750.gif?t=1497049243
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/whitefood1
https://pbs.twimg.com/media/DB6ifRFUAAAR8jf.jpg


頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

▼【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】この情報は10日08:30まで有効です。
https://pbs.twimg.com/media/DB6aJt0VYAAyaZ0.jpg

▼【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】この情報は10日07:20まで有効です。
https://pbs.twimg.com/media/DB6I1RqUQAAIvOI.jpg

※【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】この情報は10日07:00まで有効です。
https://pbs.twimg.com/media/DB6EDriUAAAmGFj.jpg

6月10日5時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が24箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/DB6Exr7VoAAPDYf.jpg

※【胆振・日高地方 竜巻注意情報】この情報は10日06:40まで有効です。
https://pbs.twimg.com/media/DB6AIWxVoAQR9hy.jpg

【北海道地方 気象情報 2017年06月10日 05:09】
北海道地方では、１０日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷

を伴い激しい雨が降るでしょう。大雨による低い土地の浸水や土砂災害、落雷や竜巻

などの激しい突風、ひょうに注意してください。

【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】この情報は10日05:30まで有効です。

▼【M3.3】渡島半島 深さ162.7km 2017/06/10 04:06:28

◆【M2.6】根室半島沖 深さ65.1km 2017/06/10 01:34:32 
◆【M2.6】国後島近海 深さ134.4km 2017/06/09 21:44:12

6月9日21時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が186箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/DB4LyTmUIAAXizV.jpg

▲【M2.6】日高山脈 深さ41.7km 2017/06/09 20:28:49

※【M3.9】北海道南西沖 深さ159.1km 2017/06/09 16:34:55

https://pbs.twimg.com/media/DB6aJt0VYAAyaZ0.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DB6I1RqUQAAIvOI.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DB6EDriUAAAmGFj.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DB6Exr7VoAAPDYf.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DB6AIWxVoAQR9hy.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DB4LyTmUIAAXizV.jpg


★【M2.8】十勝地方南東沖 深さ88.6km 2017/06/09 14:34:57 

◆【M4.4】根室半島沖 深さ54.9km 2017/06/09 07:01:19

…けっこう、揺れてたね…？？（＠＠；）||||

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月10日8:01
　

…なんか知らんが、１０分くらい前？から、

猛烈な頭痛と、目の痛み…（＝＝；）…★

なんなの？？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月10日14:30
　

…０.０５１μ…。(ToT)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月11日7:21

https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/
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2017年06月10日（土）【前日】
01:00 0.034 0.032 0.033 6 

02:00 0.036 0.035 0.035 6 
03:00 0.041 0.033 0.036 6 
04:00 0.042 0.037 0.040 6 
05:00 0.036 0.033 0.035 6 
06:00 0.037 0.033 0.034 6 
07:00 0.040 0.036 0.038 6 
08:00 0.039 0.036 0.038 6 
09:00 0.041 0.036 0.038 6 

10:00 0.049 0.044 0.047 6 
11:00 0.045 0.040 0.042 6 
12:00 0.050 0.043 0.046 6 
13:00 0.051 0.046 0.049 6 
14:00 0.045 0.038 0.042 6 
15:00 0.038 0.034 0.036 6 

16:00 0.033 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 0.031 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 0.032 6
　



（６月10日）　…アルパカ狼さんと全然話せなかったよ〜ん…(;_;)

https://85358.diarynote.jp/201706100742343120/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月10日21:14
　

どうにもパッとしない一日でしたが、まぁ大厄も無かったので良しとしましょう。(-”-;)

…アルパカ狼さんと全然話せなかったよ〜ん…(;_;)
 
 
 

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


（６月10日）　なぜか六芒星が！

https://85358.diarynote.jp/201706102225197088/

【 Fuck-1 ⇒ テーブルカット】／【 柏崎刈羽 ０．２８ μ 】／【
栃木 ０．１４７ μ 】／【 旭川 ０．１ μ ？】／【 倶知安 ０．０
７８ μ 】。　（夜の仮巣）

2017年6月10日 環境は、生命圏で、生存権。

　

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1497100200/1011-0010-101000-
201706102210.gif?t=1497100843
（２２：００〜２２：１０）

おばんです。２２：１３です。

札幌の外気温１４℃。断続的な雨。

無暖房で室温１９℃。階下は暖房焚いて、またもや飲み会。（…五月蠅ェ…★）
まさに！「関東の梅雨時！」という勢いで湿気てます…★（－－；）★

前項コメント欄参照。（－－；）

気が澄むまで、今朝の槍の輿の…もとい、やり残しの、気象情報のチェックをやってきます…★

https://85358.diarynote.jp/201706102225197088/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170610/85358_201706102225197088_1.jpg
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170610/85358_201706102225197088_3.jpg
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1497100200/1011-0010-101000-201706102210.gif?t=1497100843


特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【胆振・日高地方 竜巻注意情報】
胆振・日高地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。

頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。この情報は10日20:40まで有
効です。

https://pbs.twimg.com/media/DB9AdlZU0AE_8Ht.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=Zjy-p4AUI6A
泽野弘之 - 叙事詩と感情的なアニメ音楽 1時間BGM 
↑

こりゃ何と読むんだ？「津？」「浅？」？？？

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 2時間2時間前 #Radidas 2017/06/10 20:00(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.068,0.063 e9c5a59a

northland44  @ n142e · 4時間4時間前 #Radidas 2017/06/10 18:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in42min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.062,0.061 3abf2faf

特務機関NERV @UN_NERV · 33 分33 分前 
【米軍のオスプレイ 奄美空港に緊急着陸】
鹿児島県奄美空港の管理事務所によりますと、10日夜、アメリカ軍の大型輸送機、「
オスプレイ」1機が滑走路に緊急着陸したということです。着陸の詳しい状況は分かっ
ていません。

OTL49 @sukipparanisake · 3時間3時間前 
20時半頃に山林火災らしいです。

OTL49 @sukipparanisake · 5時間5時間前 
線量計警告音、設定レベル0.2μSv/h。18:48

https://pbs.twimg.com/media/DB9AdlZU0AE_8Ht.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Zjy-p4AUI6A
https://twitter.com/44n142e


中津川　昴 @subaru2012 · 8 時間8 時間前 
22,000Bq→360,000Bq→0Bq←今ここ
被曝の５人、肺からプルトニウム検出されず　放医研調査（朝日新聞デジタル） -
Yahoo!ニュース

OTL49 @sukipparanisake · 10時間10時間前 
昼前は高めだった線量計の数値が低下。-0.04μSv/h程度。13:10

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 6月9日 
うわあ、肺被曝１万ベクレルの職員って、まだ２０代なんだ。。。。言葉がない。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
zen @zen313jp · 6月9日 
zenさんがLN BB-45をリツイートしました
ともかく、10万年以上管理する前提の燃料が　たった30年位で「記録無し・資料無し
」で放置だったこと

https://twitter.com/BB45_Colorado/status/872649995949817856

烏賀陽　弘道  @hirougaya · 6月8日 
ここで新聞は「ウソは言っていないが、本当のことも言わない」というレトリックを

駆使しています。本当のこととは「１，２号機の排気筒は、人間が近づけないほど高

線量だ」ということです。

福島第１排気筒を遠隔操作で解体 | 
https://t.co/1TtcjKVVc9

sa360さんがリツイート 
morikoson @youkainingen · 3月30日 
歩き方が不自然な人、最近多いが

絵の様に片方の足が横向きになってるのを

よく見かける。

https://pbs.twimg.com/media/C8J5PlKVoAA2xO-.jpg

https://twitter.com/BB45_Colorado/status/872649995949817856
https://t.co/1TtcjKVVc9
https://pbs.twimg.com/media/C8J5PlKVoAA2xO-.jpg


JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 6月9日 
▶�フジサンケイってユダヤ教系だったんだね。いや知らなかった
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/873171783473430528

sa360さんがリツイート 
U @wayofthewind · 4月13日 
返信先: @takeshiToyosakiさん 
三菱のロゴを並べると……

なぜか六芒星が！

イスラエルの国旗でもありますね。

https://pbs.twimg.com/media/C9SjSM6UwAALDYd.jpg

sa360さんがリツイート 
盈月 @mitsuki_ab · 6時間6時間前 

原発の下に活断層があるかないかが問題なのではありません。日本のような地震大国

に原発があることが問題なのです。#反原発　#脱原発

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/873171783473430528
https://pbs.twimg.com/media/C9SjSM6UwAALDYd.jpg


（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０６月）

（中旬）
 



（６月11日）

https://85358.diarynote.jp/201706110742368910/

【 倶知安 （泊原発） ０．０７８ μ 】／【 札幌 ０．０５１ μ
】（ 気温 ＋１２℃ ）。

2017年6月11日 環境は、生命圏で、生存権。

 
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DVD 

おはようございます。

定刻０６；００には起きたのですが、小家事に手間取って、

ＰＣつけたのが０７：００ジャストでした。

札幌は予報降水確率３０％を無視して再びの雨。（－－；）

湿気湿気湿気…

まさに「関東の梅雨時」…！！

（…すなおに「北海道も梅雨入り宣言」を、出して欲しい…★）

https://85358.diarynote.jp/201706110742368910/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170611/85358_201706110742368910_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170611/85358_201706110742368910_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170611/85358_201706110742368910_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=a2GujJZfXpg


嫌んバイト４連勤の２日目。もちべ皆無。

さくさく情報チェックやりまーすっ！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月11日（日）【当日 
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.031 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 · 5時間5時間前 #Radidas 2017/06/11
02:00(JST),0.04±0.01μSv/h,in44min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.062,0.062
e3f39892

northland44  @ n142e · 11時間11時間前 #Radidas 2017/06/10 20:00(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.068,0.063 e9c5a59a

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

◆【M2.6】根室半島沖 深さ67.5km 2017/06/11 05:14:58

6月10日23時53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/DB98b2DV0AA2YT3.jpg

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1
https://pbs.twimg.com/media/DB98b2DV0AA2YT3.jpg


★【最大震度2】(気象庁発表) 青森県東方沖 深さ約70km 
　【M4.2】 10日21時05分頃発生 

★【M2.7】十勝地方南東沖 深さ28.7km 2017/06/10 20:50:48

◇【胆振・日高地方 竜巻注意情報】この情報は10日20:40まで有効です。

◆【M3.7】根室半島沖 深さ35.9km 2017/06/10 18:18:39
◆【M3.1】根室半島沖 深さ11.5km 2017/06/10 18:13:45

▼【M2.7】津軽海峡 深さ139.0km 2017/06/10 18:02:50 

6月10日17時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が111箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/DB8p5ynUMAAq7X6.jpg

◇【M3.1】十勝地方 深さ107.0km 2017/06/10 17:34:47

◆【M4.5】HOKKAIDO, JAPAN REGION 22.0km 2017/06/10 16:31:11JST, 2017/06/10
07:31:11UTC
　　↑

【地震情報 2017年6月10日】
16時31分頃、釧路沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約60km、地震の規
模はM4.6、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/DB8YAA3VYAAISCG.jpg
　　↑

　【最大震度2】(気象庁発表) 釧路沖 深さ約60km 
　【M4.6】 10日16時31分頃発生 

◇【M4.4】北海道北東沖 深さ358.1km 2017/06/10 15:11:22

◇【胆振・日高地方 竜巻注意情報】この情報は10日14:10まで有効です。
◇【胆振・日高地方 竜巻注意情報】この情報は10日13:30まで有効です。
※【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】この情報は10日13:30まで有効です。
▽【上川・留萌地方 竜巻注意情報】この情報は10日13:30まで有効です。

https://pbs.twimg.com/media/DB8p5ynUMAAq7X6.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DB8YAA3VYAAISCG.jpg


6月10日11時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が134箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/DB7XR_IVwAAiBRM.jpg

▼【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】この情報は10日12:40まで有効です。
▼【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】この情報は10日11:30まで有効です。
▼【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】この情報は10日11:30まで有効です。
▼【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】この情報は10日10:10まで有効です。

▼【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】この情報は10日09:10まで有効です。

6月10日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。

https://pbs.twimg.com/media/DB6iUPbUAAAfFap.jpg

▼【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】この情報は10日08:30まで有効です。

▼【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】この情報は10日07:00まで有効です。

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

頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。この情報は10日06:40まで有
効です。

https://pbs.twimg.com/media/DB7XR_IVwAAiBRM.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DB6iUPbUAAAfFap.jpg


（６月11日）　

https://85358.diarynote.jp/201706110822061703/
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月11日10:09
　

 
降水確率３０％をぶっちぎって

屋根がどーっと鳴る水圧の

本降り。(-”-;)

バスはほぼ定刻運行。

みなさんヨサコイも不要不急の外出も諦めたらしく、

かなり空いてます。(-.-;)

小売りと外食と観光業者の皆様は、哭いてそうだなぁ…(-”-;)
　

　

 

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


（６月11日）　「審判の日の小惑星」へ。

https://85358.diarynote.jp/201706112314511611/

（ある度なりす）（違）

2017年6月11日 時事ニュース

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida 

おばんです。２２：３２。

札幌は＋１０℃。無風。曇天。

室温が＋２０℃もあって「蒸し暑い」のは、階下の惰弱な典型的ドサンコどもが、「ストーブ焚

いてる」せいです…ｗ（－－；）ｗ…

さて朝の積み残しのNERV情報だけサルベージして早めに寝ますよと…★

中津川　昴 @subaru2012 · 4 時間4 時間前 
熱波襲来　パキスタン気温53度5分 @tenkijp
https://t.co/MaRkW5svpZ

中津川　昴 @subaru2012 · 4時間4時間前 

https://85358.diarynote.jp/201706112314511611/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=245
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170611/85358_201706112314511611_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170611/85358_201706112314511611_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170611/85358_201706112314511611_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
https://t.co/MaRkW5svpZ


関東地方 すでに真夏日のところも 熱中症に注意 | NHKニュース
https://t.co/kGpuVANvc7

中津川　昴 @subaru2012 · 6時間6時間前 
返信先: @subaru2012さん 
台風2号　「マールボック」発生
https://t.co/Iuk2HZxVzx

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 · 8時間8時間前 
【北海道　6月上旬は史上1位の雨に】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/h_okamoto/2017/06/11/73311.html … 北海道は6月
に入ってからまとまった量の雨の降る日が多く、北海道全体の6月上旬の雨の量は平年
比で368..
https://t.co/mwnN8PrWnr

中津川　昴 @subaru2012 · 8時間8時間前 
【もうカムチャツカ半島の火山は定期だから】

カムチャツカのシベルチ火山が６０００メートルの噴煙を噴き上げる:
https://t.co/2knXOOUHW3

中津川　昴 @subaru2012 · 8時間8時間前 
【ジュセリーノ氏が予言して、NASAが確認した小惑星じゃん！インタビューしたけど
、毎回新たな予言がすごいなと思うわけだよ。】

NASA　2026年に「審判の日の小惑星」へ宇宙船を送る可能性:
https://t.co/UeHjqf05g0

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 
返信先: @subaru2012さん 
In Deep 地球が「発生源が未知の流星群」に晒され続けている今、世界中で空から岩や
氷が降っている。そして、小惑星の衝突が著しく高まっていることをチェコの天文学

者チームが発表　2017/06/07 
http://indeep.jp/unknown-source-creates-meteor-shower-and-falling-ices-rocks/ …

https://t.co/kGpuVANvc7
https://t.co/Iuk2HZxVzx
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/h_okamoto/2017/06/11/73311.html
https://t.co/mwnN8PrWnr
https://t.co/2knXOOUHW3
https://t.co/UeHjqf05g0
http://indeep.jp/unknown-source-creates-meteor-shower-and-falling-ices-rocks/


…あ”〜…はいはいはいはい…★＜（－－；）＞★

https://www.youtube.com/watch?v=DHbLuIxw3y4
Take On Me - a-ha - Brooklyn Duo at Carnegie Hall
 

https://www.youtube.com/watch?v=DHbLuIxw3y4


（６月12日）

https://85358.diarynote.jp/201706120722268587/

【 津別峠 】 凍ってます。／（札幌 ０．０３１ μ。 ＋９℃ ）。

2017年6月12日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

おはようございます。０６：４９でした。

札幌は午前５時で＋９℃まで下がりました…寒いです。（－－；）★

体調は風邪ぎみ。右大腿骨頭の不調はやや改善方向ながら継続中。

精神状態、低調。（－－；）てか、悪い…★

昨日も何だか「イヤガラ席」指定だった？（被害妄想か？？）

嫌な嫌なバイト４連勤の３日目…。

さてはて。ｗ（－－；）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=VkN0LNZDJ44
Star Trek Mixed Theme 2 

まぁ、低速安全運航でよぅそろ…★

https://85358.diarynote.jp/201706120722268587/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706120722268587/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170612/85358_201706120722268587_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170612/85358_201706120722268587_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170612/85358_201706120722268587_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=VkN0LNZDJ44


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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月12日（月）【当日】 
01:00 0.031 0.031 0.031 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.031 0.031 0.031 6 
04:00 0.031 0.030 0.031 6 
05:00 0.031 0.031 0.031 6 
06:00

まぁ吸気に問題はありません。（＾＾；）

でも寒くて風邪ぎみなので、喉が痛いです…★（－－；）★

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 11時間11時間前 #Radidas 2017/06/11 20:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in52min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.055,0.061 2db623d9

northland44  @ n142e · 22時間22時間前 #Radidas 2017/06/11 09:00(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.062,0.064 2017f5be

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
森の中の支配人【自然ガイド・ぼんちゃん】 @Mgr_in_Forest · 59 分59 分前 
おはようございます♪

(^^)/
最近、津別峠のライブカメラが調子悪いようで…映像が更新されない時がしばしば。
どうも電波状態が安定しないようで…
そんな津別峠ライブカメラの今朝の様子がこちら！

凍ってます。

https://pbs.twimg.com/media/DCEamC4U0AEJxDm.jpg
今シーズンは寒さでチョットご機嫌ナナメなのかも…（苦笑）
(^^;)

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://pbs.twimg.com/media/DCEamC4U0AEJxDm.jpg


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 · 17時間17時間前 
【北海道　6月上旬は史上1位の雨に】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/h_okamoto/2017/06/11/73311.html … 北海道は6月
に入ってからまとまった量の雨の降る日が多く、北海道全体の6月上旬の雨の量は平年
比で368..
https://t.co/mwnN8PrWnr

https://twitter.com/eq_map

△【M3.4】網走地方 深さ176.4km 2017/06/12 08:02:12

◆【M2.8】根室半島沖 深さ64.9km 2017/06/12 03:08:52 
◆【M3.0】根室半島沖 深さ47.3km 2017/06/11 22:19:52

★【M3.8】十勝地方南東沖 深さ43.7km 2017/06/11 19:47:03

☆【M3.7】北海道北西沖 深さ242.5km 2017/06/11 09:03:49

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月13日7:34
　

2017年06月12日（月）【前日】
01:00 0.031 0.031 0.031 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.031 0.031 0.031 6 
04:00 0.031 0.030 0.031 6 
05:00 0.031 0.031 0.031 6 
06:00 0.031 0.031 0.031 6 

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/h_okamoto/2017/06/11/73311.html
https://t.co/mwnN8PrWnr
https://twitter.com/eq_map
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


07:00 0.031 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 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 0.030 0.031 6 
12:00 0.031 0.031 0.031 6 
13:00 0.031 0.031 0.031 6 
14:00 0.032 0.031 0.031 6 
15:00 0.031 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 0.032 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 0.031 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
 



（６月12日）　アルパカ成分補給絶対量が不足ッ★

https://85358.diarynote.jp/201706130003536802/

【 宝くじ関係者より ⇒ 電話連絡がありました 】／いいんだよ真
に受けたらダメなんだから。先生だってやる気ないだろ。　（な

ーん竹っとの夜りす）　（違

2017年6月12日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (4)

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO

このアカウントのツイートは非公開です。

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

OTL49さんがリツイート 
地震マップ @eq_map · 1 時間1 時間前 
Updated【M6.4】NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY 10.4km 2017/06/12

https://85358.diarynote.jp/201706130003536802/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201706130003536802/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170613/85358_201706130003536802_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170613/85358_201706130003536802_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170613/85358_201706130003536802_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


21:28:38 JST[UTC+9]
(G)http://bit.ly/2sUcVaC (USGS)https://on.doi.gov/2rmxmLk

「慌てるな。イスタンブールにも原発はある。大きいやつがな。」

（はい、元ネタが解る人〜？ｗｗｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=R-WRihrquec
Fullmetal Alchemist OP - "Again" | ENGLISH ver | AmaLee 

おばんです。２２：４５にＰＣ再起動先史…（違

さくさく情報チェックの補完計画ッ。

（精神状態⇒悪。（－－；）アルパカ成分補給絶対量が不足ッ★）

二号 @siroma5789 · 7分7分前 
二号さんが5newspaperをリツイートしました
https://twitter.com/_5newspaper/status/874259753282584577 …
笑ってて草

いいんだよ真に受けたらダメなやつなんだから　教員もやる気ないだろ多分

https://twitter.com/_5newspaper/status/874259753282584577

二号 @siroma5789 · 31分31分前 
二号さんが共同通信公式をリツイートしました

https://twitter.com/kyodo_official/status/872663482495254529 …
廃炉作業するとこうなるっていう予告

もんじゅの

https://twitter.com/kyodo_official/status/872663482495254529

二号さんがリツイート 
三食  @gyiy88 · 3時間3時間前 
ひょー。

http://bit.ly/2sUcVaC
https://on.doi.gov/2rmxmLk
https://www.youtube.com/watch?v=R-WRihrquec
https://twitter.com/_5newspaper/status/874259753282584577
https://twitter.com/_5newspaper/status/874259753282584577
https://twitter.com/kyodo_official/status/872663482495254529
https://twitter.com/kyodo_official/status/872663482495254529


息子がバイト先で一杯食べさせられましたとなー。

ワカメは勿論怪しいよね。

米だって。

ああ。

デトックス方法めちゃくちゃ頑張らなければ。

本当に。

楽しむくらいの勢いで、励む。

泣きそうになりながら。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 10 時間10 時間前 
札幌に変な雲が出てるけど、知らねー！w

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
psalm @psalm0909 · 6月11日 
これ一番下の行だけでいいだろと思う

上３行が自殺の原因かもしれないのに

https://pbs.twimg.com/media/DCA2OXmVYAAl2Fp.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
人気ついーと和訳 @Forkillingtimee · 6月11日 
ジャーナリストの仕事

https://twitter.com/Forkillingtimee/status/873813696564273152

　　↑

（真実過ぎて）夢も希望もねぇな…ｗｗｗｗ

…
「ラインハルト様、ブラウンシュバイクはなしてはならないことをしましたが、

　ラインハルト様は、なすべきことをなさらなかったのです。」

だっけ…？ｗｗｗ

https://pbs.twimg.com/media/DCA2OXmVYAAl2Fp.jpg
https://twitter.com/Forkillingtimee/status/873813696564273152


https://www.youtube.com/watch?v=6I7FT0PHG9E
Dean Fujioka - History Maker (Yuri On Ice Opening FULL) 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 6月9日 
宝くじ関係者より、

「宝くじは、ロムの調整であたり番号を指定されます」

「1当は、宝くじの関係者にしか当たりません」
「収益金の大半は、政治家たちに持っていかれてしまいます」

「宝くじは、組織ぐるみの詐欺です」

「資料を持って、御会いしたいのですが」

という電話連絡がありました

https://www.youtube.com/watch?v=A-PSvrxqi9U
Yuri!!! on Ice - Theme of King JJ - Caleb Hyles 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ホコリ @kemurito · 6月11日 
仔猫がいる状況で麻雀をするとこうなることは予想できたが、みんなかわいいから許

している。かわいいってすごい。

https://pbs.twimg.com/media/DB_9yUuUQAAFzK6.jpg

でもジグソーパズルやドミノだったら、ちょっと赦せないと思う…ｗｗｗ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
男って馬鹿やねん @otoko_te_bakane · 6月11日 

なんかほっこりする。

シャワーに打たれまくる飼い主

必死に救出を試みる勘違いネコ

https://twitter.com/otoko_te_bakane/status/873781599321698304

https://www.youtube.com/watch?v=6I7FT0PHG9E
https://www.youtube.com/watch?v=A-PSvrxqi9U
https://pbs.twimg.com/media/DB_9yUuUQAAFzK6.jpg
https://twitter.com/otoko_te_bakane/status/873781599321698304


OTL49さんがリツイート 
柴犬ゆめ @shibawanko_yume · 6月11日 

静かだと思ったら挟まってた

https://twitter.com/shibawanko_yume/status/873714963243646977

https://www.youtube.com/watch?v=6ybZqhPXBQ0
Yuri!!! on Ice - History Maker - Caleb Hyles

OTL49さんがリツイート 
宮越里子 @osonodoyo · 6月11日 
返信先: @osonodoyoさん 

もう一面の主張は「いつまでもあると思うな自由とカール」

この方、カール愛がすごい

https://pbs.twimg.com/media/DCCAgMVUQAQ7qMh.jpg
#共謀罪 #0611緊急渋谷街宣

https://www.youtube.com/watch?v=L3yHWOFDXIo
Yuri!!! on ICE OP - "History Maker" | AmaLee Ver 

northland44  @ n142e · 6 時間6 時間前 #Radidas 2017/06/12 17:30(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.068,0.063 4b599e2e

https://www.youtube.com/watch?v=ZmJ5oBdJTXQ
Evangelion OP - "Cruel Angel’s Thesis" | ENGLISH ver | AmaLee 

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1497277800/1011-0010-101000-
201706122330.gif?t=1497278439

https://twitter.com/shibawanko_yume/status/873714963243646977
https://www.youtube.com/watch?v=6ybZqhPXBQ0
https://pbs.twimg.com/media/DCCAgMVUQAQ7qMh.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=L3yHWOFDXIo
https://www.youtube.com/watch?v=ZmJ5oBdJTXQ
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1497277800/1011-0010-101000-201706122330.gif?t=1497278439


（２３：２０〜２３：３０）

https://www.youtube.com/watch?v=owWxrmQWKvU
Berserk Film (Forces)
 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月13日0:05
　

………　エルさんのいけずーーーーーーーッッ★
 
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月13日0:15
　

そうそう。

大阪在住・２０歳男子から、「ニホン捨てます！もう戻りません！」という話を伺う。

（＾＾；）

…西日本、大崩壊。

粛々と、始まっているようです…
　

　

 

https://www.youtube.com/watch?v=owWxrmQWKvU
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6月13日0:21
　

補完終了。

寝まーす☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月13日6:05
　

小鳥の声が聞こえない？

(・_・;)

カラスいない？

目覚まし時計が４５分

遅れている？！(‾○‾;)！？

…というビミョウなコウゲキ。

小１時間？

寝坊なう…(・ω・;)(;・ω・)
　

　

 

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


（６月13日）　ぎぶみー！アルパカ成分…ッ!!!（ＴＴ；）…★

https://85358.diarynote.jp/201706130745298435/

【 旭川 ０．１ μ !! 】／（札幌 ０．０３２ μ。 ＋１５℃。）　（
時間切れ★作業途中放棄。（＾＾；）。

2017年6月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=czZKdoc1-20
YURI ON ICE EPISODE OPENINGS 1 AND 11 

あらためまして、おはようございます。

（前項コメント欄参照）

０７：２７になっちゃいました★ｗ（＾◆＾；）ｗ★

「４５分遅れ」のままルーティン通常運行中です★

札幌は直射日光の当たる温度計が３４℃、日陰の室内が１５℃。（＾＾；）

さっきまでド晴天でしたが、地上に溜まった水蒸気がガンガン上昇中で、大雪山方面？から、む

くむくとトンデモさいずな積乱雲が生育中です…★

…（＠◆＠；）…。

はてさて。どんな一日になるのやら…？？？

https://85358.diarynote.jp/201706130745298435/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706130745298435/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170613/85358_201706130745298435_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170613/85358_201706130745298435_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=czZKdoc1-20


個人的には４連勤の最終日。

でも今日の座席表も昨日ふぃる痴が創っていやがって、貼り出す時に変な気配が（ざまみろｗ

的な？）

飛んできてたので、本日も絶賛「イヤガラ席」指定であろうと思われます…★（－－＃）★

ぎぶみー！アルパカ成分…ッ!!!（ＴＴ；）…★

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

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月13日（火）【当日】 
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 14時間14時間前 #Radidas 2017/06/12 17:30(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.068,0.063 4b599e2e

　　↑

その後、【 更新停止 】中…。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 17時間17時間前 
札幌に変な雲が出てるけど、知らねー！w

https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e


チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
れぷとん＠心霊スポット最前線(半bot) @lepton0726 · 16時間16時間前 
#北海道心霊スポット【No.1182:チミケップ湖】北海道網走郡津別町沼沢にある湖。「
水難事故が多く、泳いでいると何者かに足を引っ張られる」「深夜、湖面に浮かぶ人

影が目撃される」などの噂がある。

https://pbs.twimg.com/media/C0CthUmVQAANBtN.jpg

　　↑

フツウに「水温が低い」んだと思うｗ

 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月13日7:46
　

あ、積乱雲？は、育ちきる前に南に流れてった…☆（ひと安心？）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月14日7:26
　

2017年06月13日（火）【前日】
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 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 

https://pbs.twimg.com/media/C0CthUmVQAANBtN.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


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 0.033 0.032 0.033 6 
11:00 0.033 0.032 0.033 6 
12:00 0.033 0.031 0.032 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 

14:00 0.036 0.032 0.034 6 
15:00 0.036 0.035 0.036 6 
16:00 0.037 0.036 0.036 6 
17:00 0.037 0.036 0.036 6 
18:00 0.037 0.036 0.036 6 
19:00 0.037 0.036 0.036 6 
20:00 0.037 0.036 0.036 6 
21:00 0.037 0.036 0.036 6 
22:00 0.037 0.036 0.036 6 
23:00 0.037 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.036 6
　

 



（６月13日）　日本に産れ育ち生きていた者が。火星へ？

https://85358.diarynote.jp/201706130805509669/

【 T．HIRANO 非公開 】／なんだろ？異常な数値が並んでいる
。　（時間切れ★作業途中放棄。（＾＾；）。

2017年6月13日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=A-PSvrxqi9U
Yuri!!! on Ice - Theme of King JJ - Caleb Hyles 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO

このアカウントのツイートは非公開です。

　←　【継続中・２日目】

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201706130801036020/
【 いわき 】⇒ 公表 不能 …?! 

蓮鳥 -enjoy-UNO１ @yanorenko · 51分51分前 
大洗研被ばく、プルトニウム計測されず　作業員5人、内部線量低い可能性（茨城新聞
クロスアイ） https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170613-00000005-ibaraki-l08 …コ
ロコロ変わる情報。また情報操作か忖度か？先日の発表が間違いなら、測定すらまと

もに出来ない原子力機構という事になる(‾▽‾;)

しんちゃんさんがリツイート 
テオ・アンゲロ・クストリッツア @shishinosenzi · 60分60分前 
テオ・アンゲロ・クストリッツアさんがしんちゃんをリツイートしました

総理のご意向文書→あったことがなかったことに→実はあった

内部被曝→あったことがなかったことに→実はあった？

https://twitter.com/shinchann2008/status/874368761960255488

しんちゃん @shinchann2008 · 2 時間2 時間前 
プルトニウム239の内部被ばくがなかったことに。『 作業員被ばく事故 ５人の肺から
プルトニウム検出されず』NHK17年6月12日

https://85358.diarynote.jp/201706130805509669/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201706130805509669/
https://85358.diarynote.jp/201706130805509669/
https://www.youtube.com/watch?v=A-PSvrxqi9U
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO
http://85358.diarynote.jp/201706130801036020/
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170613-00000005-ibaraki-l08
https://twitter.com/shinchann2008/status/874368761960255488


　http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170612/k10011015221000.html?
utm_int=news_contents_news-movie_003&movie=true …　糞と尿の分析結果を公表す
べき。2〜3日でできるhttp://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=09-
04-03-27 …

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
なんだろ？異常な数値が並んでいる。

大洗研究開発センター燃料研究棟 における汚染について
https://www.jaea.go.jp/02/press2017/p17061201/s03.pdf …
通常指示値が 80から 100μSv/hと書いてある。
これが通常指示値？

どういうこと？

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

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
矛盾がある。

当初は2万2000Bqの239Puの内部被曝で、それは皮膚の汚染だったといいつつこの
文面。

「身体除染の後、管理区域から退出した際の身体汚染検査結果から、法令に定める管

理区域の設定基準(α:0.4 Bq/cm2、β:4 Bq/cm2)を十分に下回っており」云々。

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 15時間15時間前 
またブラウザがクラッシュされた。やはり今

F2が事故ってるのか？
https://twitter.com/N0NUKES/status/874180572972589056 …
https://twitter.com/N0NUKES/status/874175849523625984 …
https://twitter.com/N0NUKES/status/874171542447337472 …
ネット回線への接続が断続的に遮断されて

画面がフラッシュしたりする。

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 5月26日 
こんな面倒なこと毎日やりたくてやってるわけじゃないんだけどね。

24日と25日でF2のモニタリングポストの6と7に
ばか東電がヘンな欠測いれてるからな。

とくにMP-7で数値を操作されると今後はもう

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170612/k10011015221000.html?utm_int=news_contents_news-movie_003&movie=true
http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=09-04-03-27
https://www.jaea.go.jp/02/press2017/p17061201/s03.pdf
https://pbs.twimg.com/media/DCJARWiUIAIOtYS.jpg
https://twitter.com/N0NUKES/status/874180572972589056
https://twitter.com/N0NUKES/status/874175849523625984
https://twitter.com/N0NUKES/status/874171542447337472


状況を正確に読めなくなるかもな。

https://twitter.com/N0NUKES/status/868113499288764416

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 5月13日 
これは重要な資料。なのに閲覧者400？RTひとり？
ほぼ一年前に東電は

F2の放射能汚染をおよそ2倍に薄めてる事実！
https://twitter.com/N0NUKES/status/863407787799269376 …
だから東電のモニタリングポストの数値は

実際は×2で捉えて まちがいない！
ばれたり。@TEPCO_Nuclear
https://twitter.com/N0NUKES/status/863407787799269376

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
細胞共生説では、いろんな細菌や藻類の鞭毛の起源はスピロヘーターらしい。

精子も。

https://pbs.twimg.com/media/DCH00PwVoAA2ngP.jpg

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 12時間12時間前 
冷静に考えてみて？

今朝も自宅で0.28μSv/h出たし
渋谷だろうと何処だろうと今の日本はそんなもんで？

地震が来て沿岸の原発の核燃料が倒れて接触して

放射能モレおこすなどドコモ公表されないだけで

ちょくちょくやってて？

F2にしても爆発しない程度で壊れてるだけ？
それが妥当？

https://twitter.com/N0NUKES/status/868113499288764416
https://twitter.com/N0NUKES/status/863407787799269376
https://twitter.com/N0NUKES/status/863407787799269376
https://pbs.twimg.com/media/DCH00PwVoAA2ngP.jpg


sa360さんがリツイート 
桃音 リネンローズ @momonolinenrose · 16時間16時間前 
返信先: @aiko33151709さん、@battlecomさん 
すごく不思議なんですよね。40年前は統一教会といえばえらいカルトとして知られ、
親が入信した娘を取り返すだの合同結婚式でウエディング姿がズラリ並ぶだの異常な

感じに言われてたのに、いつの間に一国の中枢部に入り込んで思想支配されてきたの

やら。

OTL49さんがリツイート 
田中久順 @kujun34 · 6月11日 
田中久順さんが塚本晋也tsukamoto_shinyaをリツイートしました

最高の愛国心とは、あなたの国が不名誉で、悪辣で、馬鹿みたいなことをしている

時に、それを言ってやることだ。⇒じゃあ、今ですね。今がまさにその時です。そ

して、それを安倍政権に言ってやっている人たちは、最高の愛国者ということになり

ますね。

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 6月9日 
返信先: @N0NUKESさん 
Out Of Our HeadsさんがOut Of Our Headsをリツイートしました

にくんではいない。

ただ かなしいだけだ。
それが強い憤りにかわってくる。

わりぃな。

re.
https://twitter.com/N0NUKES/status/873179562993098754

I’m not the lonely one...

https://twitter.com/N0NUKES/status/873179562993098754


sa360さんがリツイート 
Polak Potrafi  @PolakPotrafi333 · 4月27日 
返信先: @DejahTHORlSさん 

Good morning.Dejah
https://twitter.com/PolakPotrafi333/status/857476377817362432

https://www.youtube.com/watch?v=6ybZqhPXBQ0
Yuri!!! on Ice - History Maker - Caleb Hyles 

LOVE YOUR LIFE !!

https://www.youtube.com/watch?v=cGRDFU49Eog
Yuri!!! on Ice - Still Alive - Caleb Hyles
　

　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
ひみつ日記

　

　

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 17時間17時間前 
返信先: @N0NUKESさん 

今このまま？日本を置き去りに？

#NoFilter な感じで欧州のどこかへ逃げ隠れ？
独りもんなら そうしてたさ。
借金してでも南フランスあたりか

彼女くどいてフィジー島にでも行って

生涯とじるまで日本のショーもない核汚染とは

おサラバ！

でもそれはできない。独りじゃないからな。

https://twitter.com/PolakPotrafi333/status/857476377817362432
https://www.youtube.com/watch?v=6ybZqhPXBQ0
https://www.youtube.com/watch?v=cGRDFU49Eog


sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 17時間17時間前 
返信先: @N0NUKESさん 

何百人かは そうしたとおもうよ。3.11直後に。
それなりに健康に生きるには

そっちのほうが利口なんだ。

食べモノの汚染も少ない。水もきれい。

欧米で極端に汚染された場所あっても

日本 #よりまし。
だけどね。何を選択しようと個人の自由でも

必ず核に逆襲される。

今そういう人類。

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 17時間17時間前 
返信先: @N0NUKESさん 

ヒロシマ・ナガサキを誰ひとり清算してないからな。

騙されたまま。

イスラエルの核使用を国連まで黙認してる文明社会だからな。

おおがかりに支配されて。

おまけに世界一ひどい原発事故おこされた？

逃げられるわけねぇだろ。

日本に産れ育ち生きていた者が。

火星へ？今そこも核汚染あるよ。



（６月13日）　ぉいこら無視すんなエルさんッ

https://85358.diarynote.jp/201706130805509669/ 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月13日15:42
　

異様過激睡魔。(∋_∈)

色々重なり過ぎてコメント不能。

(∋_∈)

とりあえず、

アルパカ狼さんのばか〜ッ！

！（＞＜。）！

↑

（単なるヤツアタリ。

「居ないので」機嫌が悪いｗ）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月13日20:23
　

最近の腐苦死魔では、被曝症状を「原因不明のアレルギー」と診断するらしい。(-_-#)

原因不明。で対処不能。(-_-#)
　

「アレルギー」だから自己責任で、患者が死んでも医療機関は責任を問われない。(-_-#)

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


…今頃は茨城の被曝職員氏も、
　

「原因不明」の急性アレルギーで心肺停止。とかじゃないかな…？
(ノ-o-)ノ　┫

まだプール開きもしてないのに「プール熱」が流行とか。

┐(’〜`；)┌

…言ってるやつらは解ってて、自分らだけ脱被曝してたりするし。(-_-#)

ロシアでデモ。

ぉいこら無視すんなエルさんッ

(`ヘ´)Ｏ
　

　

 



（６月13日）　アルパカ成分　不足過ぎ！(ToT)！

https://85358.diarynote.jp/201706132340483157/

モー娘。（違っ

2017年6月13日 環境は、生命圏で、生存権。
　

アルパカ成分

不足過ぎ！(ToT)！な
試練勤（？）なんとか終了。

┐(’〜`；)┌

さすがに今日は、

「もー無理。」(^。^;)

まんか読んで

カップ麺かっ喰らって、

早めに寝ます☆

(ρ.-)ネムイ

23:38
 

https://85358.diarynote.jp/201706132340483157/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6


（６月⒕日）　

https://85358.diarynote.jp/201706140744451651/

【 北海道、６月なのに氷点下 】／【 札幌 ０．０３９ μ 】★（－
－＃）★。　（フキゲンな作業栗鼠１匹目）

2017年6月14日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

 
https://www.youtube.com/watch?v=2xGGnDUpe0I
Yuri on Ice opening (Dean Fujioka - History Maker) 1 hour 

おはようございます。０７：１７になっちゃいました★

ＰＣ起こしたのは

６月１４日の

６時４４分でした…★

札幌は＋１２℃。

降水確率１０％でしたが午前５時には雨が降ってました。

現在は東の空一面の高い雲がギンギラギンにさりげなーく？

【死害線】乱反射しまくり〜の曇天。ゆるい北風。

昨日の午後から急？上昇していた線量は、

寒冷？前線通過のおかげでやや下降…したのかな？
（＾＾；）

気温は低い（寒い）けど、呼吸はラク？になった？かな…？？？

いよいよフクイチ崩壊は次の段階へ悪化しちゃったようで、

いろいろ変さが倍増しているようですが…？？

https://85358.diarynote.jp/201706140744451651/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706140744451651/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170614/85358_201706140744451651_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2xGGnDUpe0I


体調は絶賛クマムシモード自動発動＆大全開？で、発熱しまくり…（＾＾；）☆

結果としてアタマはあんまり動いてません…★
のろのろ運行で往きまーす☆

（あ、３連休の初日でーす☆彡）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月14日（水）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.039 0.037 0.038 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.036 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 28分28分前 
#Radidas 2017/06/14 07:00(JST),
0.07±0.01μSv/h,in31min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.062,0.066 ecdeab58

northland44  @ n142e · 5 時間5 時間前 #Radidas 2017/06/14 02:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in42min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.073,0.066 47d81dfb

northland44  @ n142e · 11時間11時間前 
2017/06/13 20:05(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)

northland44  @ n142e · 6月12日 #Radidas 2017/06/12 17:30(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.068,0.063 4b599e2e

中津川　昴 @subaru2012 · 16時間16時間前

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


【5年振りじゃない、2016年6月にも雪が降っているよ！】
北海道、6月なのに氷点下 | 2017/6/13(火) - Yahoo!ニュース
https://t.co/DsJpJvZZLB

https://twitter.com/eq_map

◆【M2.8】根室半島沖 深さ71.6km 2017/06/14 09:42:59 

★【M2.5】浦河南方沖 深さ64.8km 2017/06/14 05:28:05 

◇【M3.5】日高地方 深さ25.6km 2017/06/13 22:17:16

◆【M2.6】国後島近海 深さ127.7km 2017/06/13 19:39:02 

★【M3.0】襟裳岬南東沖 深さ48.4km 2017/06/13 17:49:26

…やべぇ…★（＾＾；）★…
　　↓

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 6時間6時間前 
あのドリンクのCMで、翼を授けるっていうのは、こんなん飲んでたら死ぬぞ？ってい
う意味だ。

　　↓

チャーリー（Lv51）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 · 8時間8時間前 
10000RT：【重大事故も】カフェイン中毒、5年間で101人搬送…うち3人死亡
http://news.livedoor.com/article/detail/13192953/ …

ドリンク剤とかは飲む気ないけど、

https://t.co/DsJpJvZZLB
https://twitter.com/eq_map
http://news.livedoor.com/article/detail/13192953/


【無粋な泥水】（＝コーヒー）

毎日１リットルくらい？常飲してるわ〜…★★ｗｗｗ

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月14日7:45
０６

１００

３３☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月14日8:21
cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 

食べる量を減らすことができれば（それで十分にやっていけるという前提で）

リスクも減る。

余分に食べ過ぎるのはあらゆる意味でよくない。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月15日7:47
2017年06月14日（水）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.039 0.037 0.038 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.036 6 
06:00 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.036 0.037 6 
08:00 0.037 0.037 0.037 6 

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


09:00 0.037 0.036 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.037 0.036 0.037 6 
12:00 0.038 0.037 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.036 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.037 0.037 6 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.037 0.037 0.037 6
 



（６月⒕日）　ちょっとダイブしてきますわ…★

https://85358.diarynote.jp/201706141955349712/

（サ行　宙づりす…）

2017年6月14日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI
Avicii - Wake Me Up (Official Video) 

とりあえずこれ４つ「補完」。（＾＾：）

http://85358.diarynote.jp/201706141905338658/
http://85358.diarynote.jp/201706141906419668/
http://85358.diarynote.jp/201706141907277070/
http://85358.diarynote.jp/201706141907471035/

んじゃ☆　またちょっとダイブしてきますわ…★

https://www.youtube.com/watch?v=la0-5QFLr14
Justin Timberlake, Anna Kendrick - True Colors (Lyric)
 

https://85358.diarynote.jp/201706141955349712/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170614/85358_201706141955349712_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI
http://85358.diarynote.jp/201706141905338658/
http://85358.diarynote.jp/201706141906419668/
http://85358.diarynote.jp/201706141907277070/
http://85358.diarynote.jp/201706141907471035/
https://www.youtube.com/watch?v=la0-5QFLr14


（６月⒕日）　「 猫なら通れそう 」な道をひろって走れ！

https://85358.diarynote.jp/201706150023456985/

【 Ｍ ６ ．９ 】!!／「２０１４年３月」末まで終わりました…★
　寝ます☆

2017年6月15日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI
Avicii - Wake Me Up (Official Video) 

（サ行　宙づりす…）

とりあえずこれ４つ「補完」。（＾＾：）

http://85358.diarynote.jp/201706141905338658/
http://85358.diarynote.jp/201706141906419668/
http://85358.diarynote.jp/201706141907277070/
http://85358.diarynote.jp/201706141907471035/

んじゃ☆

またちょっと黒歴史に、ダイブしてきますわ…★

https://85358.diarynote.jp/201706150023456985/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201706150023456985/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170615/85358_201706150023456985_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170615/85358_201706150023456985_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170615/85358_201706150023456985_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI
http://85358.diarynote.jp/201706141905338658/
http://85358.diarynote.jp/201706141906419668/
http://85358.diarynote.jp/201706141907277070/
http://85358.diarynote.jp/201706141907471035/


https://www.youtube.com/watch?v=la0-5QFLr14
Justin Timberlake, Anna Kendrick - True Colors (Lyric)

【発掘の副産物】

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201403251542025493/

【 弟 へ 。】　（ずつき）。
2014年3月25日

「緑丸のあいだは通っちゃだめ！」

　空白域を、西北に抜けられるルートを探せ！

「猫なら通れそう」な道をひろって走れ！

http://85358.diarynote.jp/201403260503428010/

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年3月26日7:31

追伸弟へ。

新潟か福井から小樽（札幌の隣）にフェリー出てる。ただし新潟も福井も原発まみれ

だから汚染数値が高いかったら近寄らずに松本空港から飛行機。

（車は諦めろ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年3月26日7:33

ついでに姉っ！

小樽マリーナはヨットだらけだぞ！

スキー場まで片道３０分だ！

札幌にはフクシマ猫のボランティア団体あり。

ペット可アパート多数！

https://www.youtube.com/watch?v=la0-5QFLr14
http://85358.diarynote.jp/201403251542025493/
http://85358.diarynote.jp/201403260503428010/


https://www.youtube.com/watch?v=Q3K9vtIybFA
【作業用BGM】澤野弘之泣けるサントラ 

http://85358.diarynote.jp/201403251941286465/

霧樹りすた！

2014年3月25日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (4)

リスタ／リスト＝準備が整う。

えすたリスタ！＝準備できた！

o(^-^)o

いや、まじでｗ(^。^;)ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=FL-I9SPduAQ
【作業用BGM】アニメ泣けるピアノサントラVol.2 

復讐の復習副産物☆彡

　　↓

「走って逃げろ！　もしあなたが、

　生き延びたいのなら！」

（“Ｒｕｎ ａｗａｙ，If you want survive ! ”）
　http://www.youtube.com/watch?v=_dx0qWHL7dc
　http://www.amazon.co.jp/Another-Night-Real-Mccoy/dp/B000002VOY

　！（＾ｗ＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=Q3K9vtIybFA
http://85358.diarynote.jp/201403251941286465/
https://www.youtube.com/watch?v=FL-I9SPduAQ
http://www.youtube.com/watch?v=_dx0qWHL7dc
http://www.amazon.co.jp/Another-Night-Real-Mccoy/dp/B000002VOY


　Good masege ! is God’s mesage！

＠２３：４５…　狂風が、吹き始めました…

おやおや…

しんちゃん @shinchann2008 · 27 分27 分前 

【共謀しない？レッツ・きょうぼう①】

今晩未明か、明日に共謀罪法案、法務委委員会の採決を飛ばして、参院本会議で審議

、すぐに採決が予定されています。今、できることはやりませんか。共謀罪が成立す

る前に、共謀しましょう。

2017年6月14日23:45pm

んで。

これ「２０１４年３月」末まで終わりました…★
　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/page/3114434#none

『復讐は、ビシソワズ。（仮） 』

予定時間大幅オーバー！

ｗ（－－；）ｗ

しんちゃんさんがリツイート 
終わりの時代の兆し @OW8DY4E27MdyzDy · 4時間4時間前 
返信先: @airia303さん、@shinchann2008さん 
これからは特に、おかしいことをおかしいと言える方々と、お知り合い、お仲間にな

りたいです。主にある兄弟姉妹は勿論ですが。多数が、お上を忖度し、個々の意に反

file:///tmp/puboo/127512/454208/book/114795/page/3114434#none


して、偶像崇拝を率先する圧力の激しい世の中にますますなりそうですからね。

洗濯は放棄して…寝ます☆
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月15日8:18
　

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間

所有物は、われわれがそれらを所有する以上にわれわれを所有してしまう。

城、家、絵画、書物、知識…こうしたものが人間の存在よりも
はるかに大きな重要性を帯びてくるのである。

ジッドゥ・クリシュナムルテ

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


（６月15日）

https://85358.diarynote.jp/201706150755567146/

【 竜巻 注意情報 】 網走 ・北見 ・紋別 ／【 泊原発 ０．５５ μ
】／【 札幌 ０．０３９ μ 。＋１４℃。雨。）

2017年6月15日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

（出遅れた作業栗鼠１匹目）

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

おはようございます。ＰＣ立ち上がったのが０７：３７でした。

３連休の２日目。

昨夜の作業予定が２時間押したあおりで、１時間遅れでルーティン営業を開始しました…予定は
終日ひきこもり。外は雨。気温＋１４℃。ほぼ無風？

さてと、やりたい作業予定は山積みです。

さくさく進行します…。

https://85358.diarynote.jp/201706150755567146/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170615/85358_201706150755567146_1.jpg
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月15日（木）【当日】 
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 21分21分前 #Radidas 2017/06/15 07:30(JST),
0.05±0.01μSv/h,in39min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.057,0.062 153698bb

northland44  @ n142e · 11時間11時間前 #Radidas 2017/06/14 20:30(JST),
0.09±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.065,0.065 5c3cd363

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1497485400/1011-0010-101000-
201706150910.gif?t=1497486037
（０９：００〜０９：１０）

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

★【M2.6】青森県東方沖 深さ69.1km 2017/06/15 07:42:44

6月15日6時41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/DCUAKC3U0AAzHD_.jpg

◆【M2.5】北海道東方沖 深さ69.0km 2017/06/15 02:19:38 
◆【M3.1】国後島近海 深さ92.7km 2017/06/14 19:45:35

https://twitter.com/44n142e
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1497485400/1011-0010-101000-201706150910.gif?t=1497486037
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/UN_NERV
https://pbs.twimg.com/media/DCUAKC3U0AAzHD_.jpg


☆【M3.5】北海道北西沖 深さ16.4km 2017/06/14 18:34:29

◇【十勝地方 気象警報 2017年06月14日 18:16】
十勝地方では、１４日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

◆【M3.3】根室半島沖 深さ52.7km 2017/06/14 15:32:23

△【網走・北見・紋別地方 竜巻注意情報】この情報は14日15:00まで有効です。
△【網走・北見・紋別地方 竜巻注意情報】この情報は14日13:40まで有効です。

◆【M2.8】根室半島沖 深さ71.6km 2017/06/14 09:42:59

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月16日7:22
2017年06月15日（木）【前日】
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 

06:00 0.043 0.037 0.040 6 
07:00 0.045 0.042 0.043 6 
08:00 0.043 0.041 0.042 6 
09:00 0.043 0.041 0.042 6 
10:00 0.041 0.039 0.040 6 
11:00 0.040 0.039 0.039 6 
12:00 0.039 0.038 0.039 6 

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


13:00 0.040 0.038 0.039 6 
14:00 0.043 0.041 0.042 6 
15:00 0.045 0.043 0.044 6 

16:00 0.050 0.046 0.049 6 
17:00 0.050 0.048 0.049 6 
18:00 0.047 0.046 0.047 6 
19:00 0.048 0.044 0.046 6 

20:00 0.043 0.041 0.042 6 
21:00 0.041 0.039 0.040 6 
22:00 0.039 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6
 



（６月15日）　…夢の話で恐縮ですが…

https://85358.diarynote.jp/201706151008402977/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月15日10:10
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
松尾 貴史「東京くねくね」 @Kitsch_Matsuo · 11時間11時間前 

「テロ等準備罪」という嘘の題目に騙されている国民が約半分もいることの怖ろしさをどう処せ

ば良いのか。こんなにあからさまなインチキに騙される家畜のような状況に感じる虚しさ。正常

性バイアスの一種とでも解釈すれば良いのだろうか。大変な災厄に見舞われるというのに、この

飼い慣らされ感は何だ。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月15日16:45
　

…夢の話で恐縮ですが…

「ぜんぶ逆転⇒勝利 ♪」とかのひひひな呟きが聴こえる…

何十年も前にも視てたしねぇ…

「なにが敵か味方か判らなくなったら…

　自分の勘を、信じて。」と…

…（＾＾：）…

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


たしかに「日本人による日本人のための」政府じゃ、ないと、思う…

そのくせ「共謀罪」とかを凶暴に推進したのは、【嫌アジア】を不自然なほどの煽る連中では、

あったけど…

あれ、やりくちの極端からみて…あきらかに…「やらせ」だよね…？？

…ナチはユダヤを迫害したけど…

…アベはその名のとおり「あべコベ」だ…

「共謀罪」は…「誰を」テロリストとして…狙いをつけて、発動するんだ…？

「被差別者たち」を…か？

それとも…、「差別主義者」たちが、逆に、斃される…の、か………？

（立法手段に非常に腹がたってはいるんだが…

　危機感を抱くべきはずな立場の私の…

　本能？が、…問題ナシ…と、判断？している………？？？）
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月15日16:46
　

０６１

０１９

１…☆
　

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


 



（６月15日）　「これ書いたの、清峰鋭？」

https://85358.diarynote.jp/201706151702119686/

『 冒 険 譚 』（りす・きりぎ ）／【 異世界 転生 が 決まってい
るあなた 】／…剣と 《仙女》 の物語…。

2017年6月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　（ 沙魚 宇宙 遊泳…）。

https://www.youtube.com/watch?v=wWkW_tMwOfc
History Maker - Dean Fujioka - Lyrics [FULL VERSION] 

てことで本日終了！

　　↓

http://estar.jp/_novel_view?w=24671574
『 冒 険 譚 』（りす・きりぎ ）

…剣と 《仙女》 の物語。…

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=1uQqN2g-KV8
THE BLUE HEARTSメドレー(Non-Stop) 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
白井圭太 @keikei_keita · 6月13日 

本日大学の授業。

共謀罪について学生が知らない。

皆びっくりした顔で俺の話を聞く。

「他の先生は共謀罪について話をしていないのか？」

と問う。

「していない」

と全員が言う。

https://85358.diarynote.jp/201706151702119686/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201706151702119686/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4775314955/
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何のための大学だ。

演劇大学だぞ。

表現者を育てる大学だぞ。

大人は何をしている。

（参照⇒前項コメント欄）

　　↓

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 13時間13時間前 
何が間違ってたか？　といえば大昔に遡る

1993年、熊本の殿様、細川護煕政権が小選挙区制を容認したことで現在の票数の少な
い自民党が政権を取れるシステムを成立させた

1994年、自民党と野合した村山富市内閣が成立　原発を容認し、社会党を根底から崩
壊させた

24年前の、この事件だ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
安保 隆 @AmboTakashi · 13時間13時間前 
返信先: @yoshimichi0409さん 
返信有難う御座います。ヒロヒトの墓が朝鮮式だと言う事実は、さとう医師のPDFで
、初めて知りました。

日本の今の現状について、また、統治者が日本人のための政策を行わない理由が理解

でき、明治以降の歴史の意味がよくわかりました。明治維新とは朝鮮系の日本乗っ取

りクーデターだったのです。

https://www.youtube.com/watch?v=ZKidcyWSjko
【歌詞つき】Shangri-La(live ver) / FoZZtone [official] 

中津川　昴 @subaru2012 · 14時間14時間前 
返信先: @subaru2012さん 
ただ、中高生は学校で勉強しないけど、異世界で活躍するヒーローを目指すやつが多

いので、逆にこの本は面白いだろう。きっちり必要なことだけが書かれている。ただ

しテストには出ないだろう。但し、「異世界で活かす知学試験」とか開催されたらみ

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


んなエントリーして猛勉強するかもね。

中津川　昴 @subaru2012 · 14時間14時間前 
確かに、転生して異世界で活躍するのに必須なチート知識が満載だけど、この本は持

っていけない。後、知識があっても向こうの世界がかなり古い時代だったり、全く物

理法則が異なる世界だったら、器具を一から作り直し、法則を発見し直さなければ使

えない。だからこの本はこの世界だけで通用する

中津川　昴 @subaru2012 · 14時間14時間前 
【ジュンク堂で現代農業を買った後、ラノベコーナーで閲覧中、現代知識チートマニ

ュアルなる分厚い本を見つけた。帯には異世界転生が決まっているあなた】

→　現代知識チートマニュアル (MORNING STAR BOOKS) 山北 篤
https://t.co/aDjq12fkOf

ぉぉぅ…ｗ（＾◆＾；）ｗ…★
⇒http://p.booklog.jp/book/113219/read
『試験に出る宇宙史』

https://www.youtube.com/watch?v=gN3gNuRdVmg
Rihanna - Umbrella lyrics] 

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 6月13日 
JUMPILIKEYOUさんがJUMPILIKEYOUをリツイートしました
安倍晋三に対しては、人前で嘘をついたり約束を破ったりヤジを飛ばしたりレイプ容

疑者逮捕に介入したりすると、大人が真似するのでと、ぜひ異例の申し入れをしてほ

しい。

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/874751789567836161

https://www.youtube.com/watch?v=LUB6zCGrD_E
【歌詞つき】GO WAY GO WAY (live ver) / FoZZtone[official] 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ホイップ @HOIPPU_0722 · 6月13日 
今日も一日お疲れ様です

https://t.co/aDjq12fkOf
file:///tmp/puboo/127512/454208/book/113219/read
https://www.youtube.com/watch?v=gN3gNuRdVmg
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/874751789567836161
https://www.youtube.com/watch?v=LUB6zCGrD_E
https://twitter.com/HOIPPU_0722/status/874623805401964545


https://twitter.com/HOIPPU_0722/status/874623805401964545

https://www.youtube.com/watch?v=sqQoPLy8wUU
【歌詞つき】Stairway to you（C’mon ! MV ver.）／FoZZtone【official】

…ってことで、『 太古の原稿の海 』で泳いできます…ｗ

参照⇒http://edit.diarynote.jp/?　現代知識チートマニュアル

…並んだ（関連／候補）本のリストだけで悶死（笑死）できそう…ｗｗｗｗ

現代知識チートマニュアル (MORNING STAR BOOKS)

https://www.youtube.com/watch?v=wWkW_tMwOfc
History Maker - Dean Fujioka - Lyrics [FULL VERSION] 
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（６月16日）

https://85358.diarynote.jp/201706160733294016/

【 旭川 ０．１２ μ ?! 】／【 岩見沢 ０．０５７ μ】／【 泊原発
０．０５６ μ 】／【 札幌 ０．０５０ μ 】（＋１６℃）…。

2017年6月16日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=PfEWKwsagkI
BOND - live from the Royal Albert Hall.avi 

おは遅めようございます。

６月１６日の７時１１分にＰＣ前にたどり着きました。

昨日の【被曝超過】疲れなのか寝つきが遅くて目覚めも悪く、

３０分遅れで通常運行を開始しました…

早くも３連休の最終日…。（－－；）…。

相変わらず、

「時間が（ぜんぜん）足りないッ！」と叫びながら、

https://85358.diarynote.jp/201706160733294016/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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のたのた進行したいと思います…★

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

01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.036 6 
03:00 0.037 0.036 0.037 6 
04:00 0.037 0.036 0.036 6 
05:00 0.037 0.036 0.036 6 
06:00

…昨日よりはたいぶマシになりましたが、線量やや高め。（－－；）

汚染雨の湿気でむわんとしていて、「関東の梅雨時」モード再開…★

ぼんやりした高い雲の曇天。ほぼ無風。＋１６℃…。

…おゃん…？　悠宙舞さんが停まった…？？（０７：２１）
動いた動いた…。（と思ったらツイッタがウゴイテナイ…？）

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 7時間7時間前 #Radidas 2017/06/16 00:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in45min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.06,0.064 b11676d1

northland44  @ n142e · 15時間15時間前 #Radidas 2017/06/15 16:00(JST),
0.12±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.073,0.062 e2349648
　　↑

northland44  @ n142e · 15時間15時間前 #Radidas_Alert 2017/06/15 16:00(JST) 
【注意報(新規)】 瞬間線量注意 
30分平均線量(0.12μSv/h)が平常値0.059の1.7倍をこえています。

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

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


6月16日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/DCZb1MGUIAIDmdM.jpg

6月16日7時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が55箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/DCZS7pxVoAAKWqd.jpg

★【M2.5】浦河南方沖 深さ56.1km 2017/06/16 07:09:39 
★【M2.5】浦河南方沖 深さ55.6km 2017/06/16 04:55:29 

6月15日19時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が31箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/DCWsNxhV0AAqFdc.jpg

◆【M4.0】国後島近海 深さ94.4km 2017/06/15 16:32:14

★【M2.7】浦河南方沖 深さ36.0km 2017/06/15 14:12:34

6月15日13時11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/DCVZh9rUAAASiq9.jpg

★【M2.6】青森県東方沖 深さ69.1km 2017/06/15 07:42:44 

6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/DCUSPoGUIAIJZZK.jpg

6月15日6時41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/DCUAKC3U0AAzHD_.jpg

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DCZb1MGUIAIDmdM.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DCZS7pxVoAAKWqd.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DCWsNxhV0AAqFdc.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DCVZh9rUAAASiq9.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DCUSPoGUIAIJZZK.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DCUAKC3U0AAzHD_.jpg


中津川　昴 @subaru2012 · 6時間6時間前 
もしかして今夏の北海道は冷夏になるかもしれない、それか夏の期間が異常に短く日

照時間が短いかもしれない。そうするとジャガイモも他の野菜の物価も上がりそうだ

。関東では梅雨が長引くか、夏の前に梅雨が来ないで、ずっと暑くて水甕が干あが

るか。
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2017年06月16日（金）【前日】
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（６月16日）　沢山卓三（さわやま・たくぞう）通称「たくさん」。

https://85358.diarynote.jp/201706161417184337/

「アンダーヘル」へ、ようこそ！／付＋（新キャラ…つぅか、
ネタ？　発生…ｗ）

2017年6月16日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)

　

https://www.youtube.com/watch?v=FS12S3PI2IE」
ケツメイシ トレイン 歌詞付き名言集

まずこれの「説明文」を「応募用」にバージョンアップ。

⇒http://estar.jp/_novel_view?w=24663635　『星海女王伝』

んで。これアップして、今週終わり☆

　　↓

http://estar.jp/_novel_view?w=24672786
「アンダーヘル」へ、ようこそ！

洗濯して寝まーす！（２３：０２）

https://85358.diarynote.jp/201706161417184337/
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https://85358.diarynote.jp/201706161417184337/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170616/85358_201706161417184337_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170616/85358_201706161417184337_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170616/85358_201706161417184337_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FS12S3PI2IE
http://estar.jp/_novel_view?w=24663635
http://estar.jp/_novel_view?w=24672786
https://www.youtube.com/watch?v=62v95q0KH4s


https://www.youtube.com/watch?v=62v95q0KH4s
ガンダムＷ OP 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=xZweLtjNxZY
André Rieu - Hava Nagila ( הליגנ הבה  ) 

沢山卓三（さわやま・たくぞう）

通称「たくさん」。（女性たちからは「たくたく〜♪」なんてコールもｗ）

職業：配達。

モデル：いつもうちにブクオフを届けてくれる、近所のヤマトのおじじ。

（＾＾）

さて。どこで使おう？

なにげにチョウノーリョクとか、隠し持ってたりしそーだなー…ｗｗｗ

特務機関NERV @UN_NERV · 27 分27 分前 
【福島県 竜巻注意情報】
福島県は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。頑丈な建

物内に移動するなど安全確保に努めてください。この情報は16日14:30まで有効です。

…うん。（涙目）

アサヒガモリの子どもたちの応援部隊の大人…。

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


仮面ライダーの「おやっさん」みたいな、…役まわりかな…？

https://www.youtube.com/watch?v=IHWRslSVpek
Gundam Wing OP 2 [Type A] - RHYTHM EMOTION [Creditless]
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cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
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先頭を突き進み、

灰になってかまわない。

その灰から、新たな炎が生まれるのだから。

H・G・ウェルズ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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OTL49さんがリツイート 
WIRED.jp�認証済みアカウント� @wired_jp · 6月21日 

北京の地下に存在する「アトミック・ルーム」。 そこに暮らす人びとの数、なんと100万人。
【from BEIJING, CHINA｜WIRED Real Worldより】

https://t.co/ZthlBiZCqn
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（６月17日）

https://85358.diarynote.jp/201706170754361999/

【 北海道の冷夏 決定か!? 】／（札幌 ０．０３８ μ 。＋１５℃）
。　

2017年6月17日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

 
（１時間遅れの作業栗鼠１匹目）

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
中津川　昴 @subaru2012 · 11時間11時間前 
【凄すぎる、今年は北海道の冷夏決定か!?】
カムチャッカのシベルチ火山で近年の全世界の噴火の中で最大級の爆発的噴火が

発生。1万2000メートルの高さに達する巨大なキノコ雲が立ち昇る
http://earthreview.net/biggest-eruption-of-volcano-shiveluch-kamchatka-16-june-2017/
…
https://pbs.twimg.com/media/DCcR9rbUIAEenir.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=cGRDFU49Eog&list=RD6ybZqhPXBQ0&index=5
Yuri!!! on Ice - Still Alive - Caleb Hyles 

おはようございます。０７：４３になっちゃいました。

諸般の事情で１時間遅れで通常？運行中…（＾＾；）…★

やはり天中殺中はアタマ動いていなくて、時間が変なふうに無駄になってます…★（－－；）☆

ノーミソ以外は（ほぼ）健康なので、とにかくシラミ潰し的にルーティンを順番に片づけて、何

とか匍匐前進を続けるしかありません…（＾＾；）…。

札幌の６時の外気温は＋１５℃でした。

ギンギラな殺人的死害線が分厚い雲越しにでも眼球に突き刺さって来る曇り。

予報降水確率は１０％？

昨日、新しい日よけ防止帽子を買ってきたので、今日は早速に出番ですね…☆

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

…まぁアタマは動いてないし…（－－；）…
…機嫌もよろしくはないです…★（〜〜；）★

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 3時間3時間前 #Radidas 2017/06/17 04:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in43min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.05,0.063 1f466cfe

northland44  @ n142e · 22時間22時間前 #Radidas 2017/06/16 09:30(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.068,0.067 377800df

https://twitter.com/whitefood1

◆【M2.8】釧路地方 深さ108.9km 2017/06/17 04:56:08

★【M2.5】浦河南方沖 深さ40.9km 2017/06/16 22:14:39 

◆【M2.9】北海道東方沖 深さ39.9km 2017/06/16 17:56:48

◆【釧路・根室地方 気象警報 2017年06月16日 15:44】
釧路地方では、１６日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

◆【M2.6】根室半島沖 深さ49.7km 2017/06/16 12:38:53 

6月16日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/DCZb1MGUIAIDmdM.jpg

★【M2.5】浦河南方沖 深さ56.1km 2017/06/16 07:09:39

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 22分22分前 
暴走族？の音が聞こえてきて、奴らは偉いよなー？こんなに早起きして…って思って
たんだけど、100%寝てないだけだよな？
早寝早起きして暴走する奴らなんて居ないよな？www

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
6月16日15時45分　雷注意報発令区域。
https://pbs.twimg.com/media/DCbJBTXUQAAtQTY.jpg

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 1時間1時間前 
ありゃ!?
北海道レーダーの黒帯が途中で解けたの初めて見たかも…
http://center.stelab.nagoya-u.ac.jp/cgi-bin/superdarn/hokkaido.cgi?
year=2017&month=06&day=15&jump=Next&beam=05 …
愛知の美和さんも又同じだし…
いろいろ収束と言うかスタンバイしてそうだから、防災グッズ 再確認しておけよー!?
しゃっくり止まんない体感あるし（それは飲み過ぎやろ）

https://pbs.twimg.com/media/DCeUxelV0AA2RgC.jpg

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4時間4時間前 
うん…
今、プランターを見に行った時に、札幌の北東方向に なんか微妙な二本の筋雲が見え
たね？

ま、それが何というわけではないんだけどもさ？w

https://www.youtube.com/watch?v=YDSIpnFt0YM&list=RD6ybZqhPXBQ0&index=8
How Far I’ll Go (Moana) - Caleb Hyles 

 
 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月17日9:00
　

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 9時間9時間前 
返信先: @N0NUKESさん 

まえおきはいいから

はやく作業にとりかかれ？

#京國核汚染！
https://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+OR+from:N0NUKES+%E4%BA%AC%E9%83%BD+OR+kyoto+OR+%23%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E6%97%8F+OR+%23%E6%A0%B8701%E4%BA%AC%E9%83%BD+OR+%E4%BA%AC%E5%A4%A7+OR+univkyoto+OR+%23%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%A4%A7%E5%AD%A6+OR+%E5%B0%8F%E5%87%BA+OR+%23%E4%BA%AC%E9%83%BD+OR+%E8%88%9E%E9%B6%B4+OR+%E5%AE%87%E6%B2%BB+OR+%23%E5%8E%9F%E7%99%BA%E9%8A%80%E5%BA%A7+OR+%E7%A6%8F%E4%BA%95+OR+%E6%BB%8B%E8%B3%80+OR+%23%E7%90%B5%E7%90%B6%E6%B9%96+OR+%E6%B0%B4%E7%93%B6+OR+%23%E6%A0%B8%E7%87%83%E6%96%99%E3%81%AE%E5%8F%8B%E3%81%AE%E4%BC%9A+until:2038-
01-19&src=realtime=default&f=tweets …
まってろ。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月18日7:46
　

2017年06月17日（土）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.036 0.037 6 
09:00 0.037 0.037 0.037 6 
10:00 0.037 0.036 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.038 0.037 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.037 0.037 0.037 6 
18:00 0.037 0.037 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.036 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
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（６月17日）　某国のイージス。(-"-;)

https://85358.diarynote.jp/201706172211184589/

「いいかい、ユリアン…」…（－－；）…★

2017年6月17日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

郵貯が野村の買収を

「検討」と「公表」。

野村の株価が高騰。

買収検討の取り止め「公表」。

株価は？(-_-#)
このアカラサマな「株価操作」で、得をしたのは誰だ？

(ノ-o-)ノ　┫

平時に植民地ジャパンの領海で

植民地フィリピンの民間船に、

ボディアタックをかます某国のイージス。(-"-;)

しかも複数船員がユクエフメイ（ほぼ死亡確定）

＋艦長負傷の大惨事？ヽ（・＿・；）ノ

…おまえら、そこまで無能で、戦争なんか出来るつもりか…？

ほか色々。(-_-#)

 
 
 

コメント

https://85358.diarynote.jp/201706172211184589/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201706172211184589/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4062096889/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月17日22:13
　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月17日14:44

西之表噴火。

関東積乱雲。

名古屋腐海。

お次は？(・ω・;)(;・ω・) 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月17日20:18

本日厄日！ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月17日20:23

あぁメンドクサイ。(-_-#)

どうせまた契約打ち切りとか、時給切り下げとか、厄介ゴトとタタカワナクチャならない…★

(ノ-o-)ノ　┫
 

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


（６月17日）

https://85358.diarynote.jp/201706172345035127/

【 FUCK-1 】 １２ μ 超⇒乱発！。

2017年6月17日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。

　

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1497704400/1011-0010-101000-
201706172200.gif?t=1497705034
（２１：５０〜２２：００）

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

「落穂ひろい」してきました☆

http://85358.diarynote.jp/201706170754361999/
http://85358.diarynote.jp/201706170827538161/
http://85358.diarynote.jp/201706170828377254/
http://85358.diarynote.jp/201706170829049721/

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【NHKニュース速報 07:22】
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米海軍イージス艦とコンテナ船衝突

米乗組員７人と連絡取れず　海保

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【コンテナ船と米海軍の船が衝突か 静岡 下田沖】（続き）
現在、海上保安庁は巡視船や航空機を出して、詳しい状況について確認を進めてい

ます。

（2017年6月17日 5:16 NHK）
　　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【コンテナ船と米海軍の船が衝突か 静岡 下田沖】
第三管区海上保安本部と下田海上保安部によりますと、17日午前3時すぎ、静岡県下田
市の石廊崎からおよそ20キロ沖合で、フィリピン船籍のコンテナ船から「アメリカ海
軍の船と衝突した」と通報がありました。

https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
進撃の巨人 OP - "紅蓮の弓矢" - Linked Horizon (1 hour size) 

とりあえず、「気は澄み」ました…☆

ごはん食べて

まんが読んで

早目に寝ます☆

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI


（６月18日）　高次脳機能がほとんど動いていない。

https://85358.diarynote.jp/201706180756248692/

（札幌＋２２℃。 ０．０３８ μ ）／本日も絶賛「天中殺中」。
（－－；）。

2017年6月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

　

（作業したい栗鼠１匹目）

https://www.youtube.com/watch?v=wWkW_tMwOfc
History Maker - Dean Fujioka - Lyrics [FULL VERSION] 

遅いめようございます。（＾＾；）

ＰＣ起こしたのが０７：３７でした。

本日も絶賛「天中殺中」。（－－；）。

高次脳機能がほとんど動いていないなか、

「非常用電源」のみで通常運行を開始…。

札幌の外気温…現在…２２℃？

https://85358.diarynote.jp/201706180756248692/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706180756248692/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170618/85358_201706180756248692_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170618/85358_201706180756248692_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170618/85358_201706180756248692_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wWkW_tMwOfc


ぐんぐん上昇中。ド晴天。

線量ぶくみの不吉にノー！天気な南風…（＞＜；）…★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月18日（日）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

…まぁ、天中殺中でなくたって、私の心身の調子が良いワケない条件下なんですが…★（
－－；）★

　　↓

sa360さんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 6月16日 
prisonopera 2015年12月

#内部被ばく
白血病症状は白血球減少だけではない

眼底出血伴う視力障害あれば検査受けて！

私も311原発震災を東京で被曝以降、
眼球と喉痛、副鼻腔炎、耳鳴り中耳炎、

糖尿病、咳タン伴う呼吸器疾患

ぶらぶら病症状、集中力記憶力低下など

…とにかく。

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


敗ける気はナイので…

「できるところから」微力を尽くして…

どうせ天中殺アケに酷い事態が起こるに決まってるんだから…

来たら、出たとこ勝負。で…★（－－；）★…。

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 15時間15時間前 #Radidas 2017/06/17 16:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in44min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.057,0.059 f45ada86

northland44  @ n142e · 24時間24時間前 #Radidas 2017/06/17 08:00(JST),
0.09±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.065,0.062 7b3e4c33

…なにやらトンデモ狂風（高汚染！）が吹き荒れ始めました…★
（０８：２４）

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3時間3時間前 
今日は津別峠、雲海出てまーす！

https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/60camera/
https://pbs.twimg.com/media/DCi_OZoVwAEVwpO.jpg

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4時間4時間前 
メモ：札幌から北東方向

https://twitter.com/charlie24K/status/876150701264519168

https://twitter.com/eq_map

▼【M2.9】渡島半島 深さ175.8km 2017/06/18 01:32:04

※【M2.6】石狩平野 深さ136.1km 2017/06/17 19:29:19

 

https://twitter.com/44n142e
https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/60camera/
https://pbs.twimg.com/media/DCi_OZoVwAEVwpO.jpg
https://twitter.com/charlie24K/status/876150701264519168
https://twitter.com/eq_map


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月18日23:08
　

迷惑ばか階下が、また住宅密集地のアパートの

１階（ビルトイン）ガレージで、火を焚いてる…（－－＃）★

まわりに可燃物だらけ。

木造築ウン十年のボロ屋。

燃えたら私んちも消し炭なんですが…？？

　　↑

帰ったもよう。（－－；）

管理会社には苦情メール済み。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月18日23:32
　

２３：３０。警告より３０分遅れで、自主解散？したもよう…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月19日7:08
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2017年06月18日（日）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.039 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.038 0.038 6 
08:00 0.038 0.037 0.038 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.038 0.037 0.038 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.038 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.038 6 
19:00 0.038 0.037 0.038 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.038 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.037 0.037 0.037 6
　

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201706182345281121/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月18日23:49
　

本日分の欠落データ補完してきましたー☆

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


寝まーす☆

　



（６月19日）　昨日はほんッとに久しぶりに！アルパカ狼さん観賞特等席？で、（
＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201706190721094642/

「 いよいよ 北海道も 来るか!? 」／（札幌 ０．０３９ μ 。気温
不明）。

2017年6月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
David Garrett - Viva La Vida 

おはようございます。

ＰＣ起こしたのが０６：５６でしたが、久しぶりに？定刻６時に起きました。

が、小家事に手間取ってこの時間に…（＾＾；）

昨日はほんッとに久しぶりに！アルパカ狼さん観賞特等席？で、（＾＾；）

ちょろっとだけど会話もできたし！…で…久しぶりに精神状態が安定しまして…

（…そうすると何故か？「ニョゼさん」（？）が、聴きたくなる不思議…？？）

https://85358.diarynote.jp/201706190721094642/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706190721094642/
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　…ｗ（＾□＾；）ｗ…？

午後からわりと仲のいい人と隣の席で、

いろいろ普通に世間話とかもできたし♪（＾＾）♪

てことで、イコールまたムダに営業成績が良かったでした…（苦笑）

今朝の札幌は気温も線量も高め。

降水確率０％予報ですが空一面に広がる不吉な白さの高い雲…
そして太陽光線がギンギラギン…★

トンデモな勢いの狂風…。

さて…？？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月19日（月）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 2時間2時間前 #Radidas 2017/06/19 05:00(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.065,0.061 85232529

northland44  @ n142e · 10時間10時間前 #Radidas 2017/06/18 21:00(JST),
0.03±0.01μSv/h,in55min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.05,0.062 3b757216

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


https://twitter.com/eq_map

★【M2.6】青森県東方沖 深さ29.4km 2017/06/19 06:23:26 

☆【M3.8】青森県西方沖 深さ160.9km 2017/06/18 20:05:22

▲【M2.9】日高山脈 深さ61.2km 2017/06/18 13:37:16

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3 時間3 時間前 
ゴルフ（全米オープン）見てる(^-^;)
ところで今朝の電子数は 道東じゃなくて道北だ！
あと南と真ん中…
https://pbs.twimg.com/media/DCoBDOCU0AAUIp0.jpg

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 18時間18時間前 
いよいよ北海道も来るか!?
http://seg-web.nict.go.jp/GPS/QR_GEONET/
https://twitter.com/charlie24K/status/876290340432379905

特務機関NERV @UN_NERV · 6月18日 
【北方領土の元島民らの航空機による墓参 あすに延期】
北方領土の元島民らが18日、初めて航空機を利用して墓参に訪れる予定でしたが、現
地の天候のため、一行が搭乗するチャーター機の運航が難しいことから、日程は19日
に延期になりました。

https://t.co/HvSb81kkLN

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月19日7:29
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ん”〜（〜”〜；）

ネット重い…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日7:13
　

2017年06月19日（月）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.038 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.038 0.037 0.038 6 
14:00 0.038 0.036 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.038 6 
16:00 0.038 0.037 0.038 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.038 6 
21:00 0.038 0.037 0.038 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.038 0.038 0.038 6
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（６月19日）　「補完計画」してきまーす☆

https://85358.diarynote.jp/201706192238244083/

【 イギョラッ！ ハングッ！】 ♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪　⇒【
韓国、原発計画白紙に 】ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!! ／間違いと
気づいたら、それを認めて後戻りが出来る国。。

2017年6月19日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (3)

　

韓国、原発計画白紙に

韓国の文在寅大統領、原発の新規建設計画の白紙化を明言。

「途上国時代の政策」

代替エネルギーに不安も。

06月19日11時14分　朝日新聞）＠（ａｕ）

https://85358.diarynote.jp/201706192238244083/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201706192238244083/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170619/85358_201706192238244083_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170619/85358_201706192238244083_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170619/85358_201706192238244083_3.jpg


一気に気分最高♪o(^-^)o

韓国、原発建設停止！(^O^)！

『途上国時代の政策』

！(^。^;)！

よく言った！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

あんど、よく書いたａｕ ♪

(^-^)g

午後中、

気分が良いと思うわ〜♪♪

( ^_^)／□☆□＼(^_^ )

ドモ＼(^_^ ) ( ^_^)／

( ^_^)人(^_^ )

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

https://www.youtube.com/watch?v=ZLxTkpCUT44
映画『道〜白磁の人〜』予告編

Toshihiro Sakakima @TSakakima · 27分27分前 
返信先: @yuiyuiyui11さん、@ouenhstさん 

韓国　文大統領ありがとう！！

https://www.youtube.com/watch?v=ZLxTkpCUT44


もし日本海（東海）側の原発がドカン！となったら、日本に放射性物質が冬風で全部

飛んでくる。

　名古屋市民として若狭湾の原発がいちばん怖いが、韓国の古里、月城、蔚珍の原発

も怖かった。アベを追放して日本も！

パールうさぎ @yatokkosattoko · 2時間2時間前 
米国研究機関「日本は自国の原発より韓国原発の事故を心配した方がいい」

⇒ 韓国の原発事故で西日本が壊滅！！！
衝撃のシミュレーションを公開ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!! 
http://asianews2ch.jp/archives/50812743.html …　#tvasahi #報道ステーション
https://t.co/4Ya7z0y6h5

acacia @freie_Herz · 2時間2時間前 
韓国脱原発宣言。

24基が稼働中だが、新設予定の6基が白紙に。すごいなあ。

間違いと気づいたら、それを認めて後戻りが出来る国。報ステ。 
https://twitter.com/freie_Herz/status/876795502120976384

東京新聞（TOKYO Web）�認証済みアカウント� @tokyo_shimbun · 9時間9時間前 
【国際】韓国、原発新設を白紙化　文大統領宣言　寿命も延長せず　http://www.tokyo-
np.co.jp/article/world/list/201706/CK2017061902000243.html …

47NEWS47  @ news · 23時間23時間前 
韓国原発、初の運転停止　国内最古、政権は脱原発 
https://t.co/uXlS1uyH4s

svtter @svtter · 6月9日 
韓国当局が古里原発1号機の停止を議決 初の廃炉事例 （朝鮮日報）

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 

http://asianews2ch.jp/archives/50812743.html
https://t.co/4Ya7z0y6h5
https://twitter.com/freie_Herz/status/876795502120976384
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201706/CK2017061902000243.html
https://t.co/uXlS1uyH4s


【元ＳＭＡＰ香取さんら３人 ジャニーズとの契約終了へ】
去年12月に解散した国民的アイドルグループ「SMAP」の5人のうち、稲垣吾郎さんと
草なぎ(※)剛さん、香取慎吾さんの3人が、ことし9月でジャニーズ事務所を離れること
になりました。

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月19日22:47
　

あ、タイトルは「がんばれ韓国！」みたいな…？

「韓国」は「ハングッ（ク）」で間違いない…はずだけど、

「イギョラ」の和訳が

「がんばれ」で精確なのかどうかは、微妙。（＾＾；）

（ハナトゥルセーネー（一二三四）…ぐらいしかハングンマル（韓国語）

　知らなくてすいません。

　（＾□＾；）＞

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月19日22:48
　

覚えよーと思ってハタチの頃に勉強はしたんだけど…

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


ハングルの形？が苦手で。（＾＾；）

いまだにプルゴギとアンニョンしか読めない…★（＾＾；）★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月19日22:49
　

んじゃちょっくら「補完計画」してきまーす☆
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（６月20日）　完全に私の「妄想」であるところの某ソウルチームメイト様。

https://85358.diarynote.jp/201706200031109317/

アルパカ狼さんえ。（＾＾；）　（…え？）

2017年6月20日 就職・転職 コメント (7)

　

https://www.youtube.com/watch?v=YCKhCMP3pAI
狼與香辛料 OP (HD) 

０：２２になりました。もう寝ます。（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/?day=20170619
　　↑

こちら、夜間「補完」計画「任務完了」してますので、読みたいかたはどうぞ〜。

さて。（＾＾；）

すでに昨日になりましたが、けっこう「ヤバつい事態」だったのかな？

なにしろ天中殺中でアタマは全く動いていなくて。ｗ（－－；）ｗ

https://85358.diarynote.jp/201706200031109317/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201706200031109317/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170620/85358_201706200031109317_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170620/85358_201706200031109317_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170620/85358_201706200031109317_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YCKhCMP3pAI
http://85358.diarynote.jp/?day=20170619


そして無駄に強気だけあるので、

「契約打ち切り！」宣告されたら、その足で労基署かけこんで

「解雇不当！」闘争だ〜ｗｗｗ

とかの、悪ノリぐらいしか考えていなかったんですが。

（＾＾；）

まぁこれ完全に私の「妄想」であるところの某ソウルチームメイト様には、

またもや、よけいな心労と苦労をおかけしていたのではあるまいかと…

後から一応、気がつきはしたのですが…（＾＾；）…。

わたくし的にはねー☆

昨日と今日は、「アルパカ狼さん成分たくさん補給♪」できて…

「良い日だったわ〜♪」の、あくまでも「副産物」で…☆

「きげんが良かったので、営業成績も良かった」だけなのよ〜☆ｗｗｗｗｗ

と、いうことで。

私がまともに仕事ができていないときは、

「まわりがイジメっコだらけ」★（－－＃）★

で…

快調にかっとばしてる時は、「まわりがマトモな人たち♪」という…

ただ、たんに、それだけの、



法則性。（＾＾；）なのでした…☆

https://www.youtube.com/watch?v=jbsaZMG9w30
Spice And Wolf Original Soundtrack 1 Full 

いつもいつもごめん。

ありがとう。

かまってもらえて、嬉しかったよ♪

（＾＾；）”””””

おやすみ☆

　

　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日0:34
　

ていうか、実のところ、私自身は、「辞める気満々」なので。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=jbsaZMG9w30
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


妄想ソウルメイトなきみのリアルメアドがゲットできしだい、

さっさと辞めたい！ので…

すが…（＾＾；）…。

まぁ、「妄想」で、終わる…

んだろう。なぁ…★★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日1:07
　

あ、ちなみに、新人さんたちを『バイトの先輩権限』を振りかざして、親睦会のフリをして、

『ガッカイに強制勧誘』しようとしてるグループいるから気をつけて〜★(-”-;)★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日8:32
　

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

純一高潔な人や謹厳実直な人はとかく近寄りがたく敬遠されがちなこともあるが、しかし、如何

に峻厳、高潔で近寄りがたいと言っても真に徳さえあれば必ず人は理解しその徳をしたい教えを

請う道人や支持するよき隣人たちが集まって来るものである。　

http://www.jyofukuji.com/10zengo/2005/11.htm …
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年6月20日8:33
　

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 

「徳不孤　必有隣」（論語）徳は孤ならず必ず隣あり：

徳のある者は孤立することがなく、理解し助力する人が必ず現れる。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日8:34
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
じゅんじゅん @JJ_bone · 6月18日  

　

俺「つらい」

苦手な人「みんなも辛いんだよ」

俺「皆が辛いとかどうでもいいんだよ俺が辛いって話をしてんだよ！お前『お腹が減った』っ

て言った時に『ゴキブリだって水一滴で1週間頑張ってるんだよ』って言われたら納得するのか
よあーうるせぇうるせぇあー俺つらい俺かわいそー！！！！」

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日14:25
　

死に至った犬。

　

2014年4月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! 
http://85358.diarynote.jp/201404090013305044/
不正選挙監視団@rigged_election·3時間 

「内部被曝に注意せよ」

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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1.頭痛がする
2.身体が常にだるい
3.吐き気を感じる
4.鼻血が出やすくなる

5.身体に発疹が出来る

6.顔がむくむ。

これらの症状が複数現われたら、内部被曝を疑う必要があります。

http://bit.ly/raAjZo 

　↑

これがなぜここ（転職欄）に入るかと言えば、関係者　蚤ぞ汁…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日14:26
　

不正選挙監視団@rigged_election·6時間 

脳内から流出……生化学的変化が起こるのです。
手短に言うと、それが人間を大脳辺縁系の一部分、爬虫類脳により支配される状態に引き戻し

ます。

非常に原始本能的 な状態にまで降格されるのです。根底の本能に引き下げられるのです。
http://bit.ly/1eq9xpX
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（６月20日）　今年もルールはいたって簡単♪

https://85358.diarynote.jp/201706200703512935/

【 今日から！⇒ ダイエット！】　（…宣言！ ）

2017年6月20日 ダイエット コメント (1)

　

え〜。（＾＾；）

標記のとおりですｗ

例年どおり「６月（アタマから）スタート！」の予定でしたが、

なにしろ気温８℃…とかの寒い日々だったので見送ってまして。（＾＾；）

日中気温２０℃超え…で安定してきたようなので、開始します。（＾＾）。

今年もルールはいたって簡単♪

「美味しい！　道産野菜を、たくさん食べる ♪♪ 」

　♪　o（＾◇＾）o　♪

https://85358.diarynote.jp/201706200703512935/
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…です。（＾ｗ＾）ｄ

ご飯（お米）を炊くのは２日に１回くらい。（冬季の半分）

パンと麺類も同上。ザンギ（鶏唐）も（なるべく）自粛。（＾＾；）

そんで、毎年「歩くぞ！」が付くんですが、今年はあいにく、

右脚の膝と大腿骨頭の不調が続いていて、

マトモに「歩けない」ので…（；；）★

…自転車で！（＾＾）！

走り回りまーす…♪♪♪

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
足底（そくてい）筋膜炎なんてのがあるのか…。
線維腫症って毒出しのような気がする。

https://pbs.twimg.com/media/DCqARewUAAAb0Ue.jpg

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日7:06
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あ、画像は、それぞれ、ネットで検索して出たやつの、無断借用です☆

　

 



（６月20日）　アルパカ狼さんは居ない確率のほうが高い？ので、

https://85358.diarynote.jp/201706200727145862/

【 盗まれた！】 アルパカ狼さん…ッ ッ？？　（違）。／（札幌
＋２２℃。０．３８μ）。

2017年6月20日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

　

https://www.youtube.com/watch?v=jbsaZMG9w30
Spice And Wolf Original Soundtrack 1 Full 

あらためまして、遅めのお早うございます☆

ＰＣ起こしたのは０６：５５でした。

定刻１０分遅れの０６：１０に起床。（＾＾；）

さっそくに（前項参照）昨夜イオンの見切り品コーナーで仕入れてきた

道産カブと白菜を煮てたら、ちょっと遅くなっちゃいました…。

４連休の最終日。

アルパカ狼さんは居ない確率のほうが高い？ので、

https://85358.diarynote.jp/201706200727145862/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706200727145862/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170620/85358_201706200727145862_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170620/85358_201706200727145862_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170620/85358_201706200727145862_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jbsaZMG9w30


もちべ轢くし。（…あれ？）（⇒前々項参照）。

さくさく往きます！

（…あ。未読のかたは、「前々前項」もご参照…。）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月20日（火）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

…まぁ、また雪が積もるまでは、これ以下には下がらないだろうな…★
（－－；）。

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 5 分5 分前 #Radidas 2017/06/20 02:30(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.062,0.059 74f25002

northland44  @ n142e · 10時間10時間前 #Radidas 2017/06/19 21:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in45min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.057,0.058 72b17774

Flood After @after_flood · 18時間18時間前 
今の札幌、22℃。（今日は一部の人除き職場休み）
先週前半は太陽黒点数ゼロが４日続いたが、その後28個のまま維持、太陽活動まあ
まあ？…問題は梅雨明け時期。例年より早いと干魃が心配。 
https://pbs.twimg.com/media/DCqdNgJUAAA27Vg.jpg

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://pbs.twimg.com/media/DCqdNgJUAAA27Vg.jpg


…泳げそう…。
　　↓

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3時間3時間前 
おぱよ！

今朝も津別峠は雲海ですよー

 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日9:03
　

あ、とりが貼ってねぇｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日7:27
　

2017年06月20日（火）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.038 0.038 6 
08:00 0.038 0.037 0.038 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.038 6 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/
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11:00 0.038 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.039 0.038 0.038 6 
14:00 0.038 0.037 0.038 6 
15:00 0.038 0.037 0.038 6 
16:00 0.038 0.037 0.038 6 
17:00 0.038 0.037 0.038 6 
18:00 0.038 0.037 0.038 6 
19:00 0.038 0.038 0.038 6 
20:00 0.038 0.037 0.038 6 
21:00 0.038 0.038 0.038 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.038 0.038 0.038 6
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日22:16
　

（逆行りす１匹目）　（６月２０日←２１日）

2017年6月20日 環境は、生命圏で、生存権。 

https://twitter.com/eq_map

▼【M2.7】青森県西方沖 深さ9.2km 2017/06/20 08:58:02

★【M2.8】襟裳岬南東沖 深さ64.9km 2017/06/20 08:28:52

▼【M2.6】下北半島付近 深さ94.1km 2017/06/19 20:53:14

※【M3.3】北海道南西沖 深さ15.5km 2017/06/19 17:23:20

★【M2.6】青森県東方沖 深さ29.4km 2017/06/19 06:23:26
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（６月20日）　予知か？

https://85358.diarynote.jp/201706200805336848/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日14:30
　

底無し沼にうしろから引きずり込まれるがごとき異様睡魔。

(∋_∈)

業務が暇。というだけでは説明がつかないレベル。(-”-;)

どこかでまためや津波の引き波の死者がでるとかの予知か？

(-”-;)

もしかして急に野菜ダイエットなんか始めちゃって、血糖値が下がり過ぎたせい？

ヽ（・＿・；）ノ

（低血糖症なのでマジやばい）

…とかも考えて、今とりあえず食べて、あと２０分？休憩室の机で寝ておくなう。(^。^;)…。

(・ω・;)(;・ω・)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日23:29
　

先ほど無事帰投。(^_^;)
体調は異様睡魔いがいは普通。

(^_^;)

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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むしろ地震が停止中？

てのが大変怖いんですが…

(・ω・;)(;・ω・)

今日はもう無理！(^。^;)！

４連勤あけ。o(^-^)o

半額弁当かっ喰らって、

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6月21日0:03
　

来たし★(°д°;;)★

震度５強？（；‾Д‾）

伊方直撃…？ヽ（・＿・；）ノ
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（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０６月）

（下旬）
 



（３月21日）　慣性の法則的に、

https://85358.diarynote.jp/201706210751379430/

【北海道のアスパラ 大ピンチ!! 】／兎に角、日本列島は全部注
意じゃwww

2017年6月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

 
（本日の苦行りす１匹目）

https://www.youtube.com/watch?v=Db5wB_jCa2o
HISATOMI / MY DREAM (STEP UP RIDDIM) 【MV】

遅めようございます。

０７：２０になっちゃいました。

再び３連休の初日。

定刻５０分遅れの、

０６：５０に起床しました。

もはやもう、あんまり情報チェックなんかしたくない…（－－；）…
（前項コメント参照）

https://85358.diarynote.jp/201706210751379430/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706210751379430/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170621/85358_201706210751379430_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170621/85358_201706210751379430_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170621/85358_201706210751379430_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Db5wB_jCa2o


チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
ゆれたかも…bot @YuretaKamo · 2分2分前 
[21日07時31分頃] 愛媛県 高知県 福岡県 熊本県 大分県 宮崎県 あたりで揺れたかも… #
地震

(アニメ) http://j.mp/2syebAd 
(画像)https://pbs.twimg.com/media/DCzFRDAUQAEb3rT.jpg

…という現状なわけですが、まぁ、

慣性の法則的に、だらだら行ってみましょうか…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月21日（水）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.038 0.038 0.038 6 
06:00

札幌の空気は、あんまりヨロシクナイです。（－－；）

乾燥した変な熱気をはらんだ南風に、たっぷりセシウム粉塵入り…

暑くなりそうなんですが、思わず窓は閉めなおして、

ひさーしぶりに！

…ナンチャッテ水式クン稼働…（－－；）…

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 4時間4時間前 #Radidas 2017/06/21 03:30(JST),
0.09±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.067,0.063 3083cd80

http://j.mp/2syebAd
https://pbs.twimg.com/media/DCzFRDAUQAEb3rT.jpg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e


northland44  @ n142e · 17時間17時間前 #Radidas 2017/06/20 14:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in47min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.063,0.059 df4529b2

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 1 時間1 時間前 
東に動くかと予想していたが、南って事もあるやもしれんのぅ…

兎に角、日本列島は全部注意じゃwww（）
https://pbs.twimg.com/media/DCy3PW3UIAIXIUb.jpg

　　　↑

ｗ（＾◆＾；）ｗ　同感★

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

◆【M2.7】釧路地方 深さ72.5km 2017/06/21 01:44:34

＊【M4.2】OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 35.0km 2017/06/20
16:26:19 JST[UTC+9]

◆【M3.0】根室半島沖 深さ42.2km 2017/06/20 12:44:31

▼【M2.7】青森県西方沖 深さ9.2km 2017/06/20 08:58:02

★【M2.8】襟裳岬南東沖 深さ64.9km 2017/06/20 08:28:52

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4時間4時間前 
今日の津別峠も雲海バリバリみたいっすー！w
https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/60camera/

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 · 21時間21時間前 

https://pbs.twimg.com/media/DCy3PW3UIAIXIUb.jpg
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/60camera/


【北海道のアスパラ 大ピンチ!! 「細い」「不作」で超品薄。去年の台風と今年の低温
が原因】 http://www.tenki.jp/suppl/romisan/2017/06/20/23561.html … 北海道のアスパラ
が大不作です。獲れるとしても太さが足りず、Lサイズのものはなかな..
https://t.co/OssaHoODT6

　…（ＴＴ；）…

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

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日9:10
　

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 

放射性微粒子と戦うことなんて普通の人にはできない。

最初は戦っても力尽きてしまうか、視野狭窄をおこして大丈夫と思い込むか、途中から真逆のこ

とを言い出すか、最初から緩いかのいずれか。

強靭な神経がなければ微粒子との戦いなんて無理。

もちろん戦いながら強くなれる人はいる。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月22日6:56
　

2017年06月21日（水）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 

http://www.tenki.jp/suppl/romisan/2017/06/20/23561.html
https://t.co/OssaHoODT6
https://www.youtube.com/watch?v=KXvJtxQNPGE
https://85358.diarynote.jp/
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02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.038 0.038 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.039 0.037 0.038 6 
08:00 0.038 0.038 0.038 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.038 0.038 6 
11:00 0.038 0.038 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.038 0.037 0.038 6 
14:00 0.038 0.037 0.038 6 
15:00 0.039 0.037 0.038 6 
16:00 0.038 0.038 0.038 6 
17:00 0.038 0.037 0.038 6 
18:00 0.039 0.037 0.038 6 
19:00 0.039 0.038 0.038 6 

20:00 0.040 0.038 0.039 6 
21:00 0.041 0.039 0.040 6 
22:00 0.041 0.039 0.040 6 
23:00 0.043 0.042 0.042 6 
24:00 0.045 0.043 0.044 6
　



（６月21日）

https://85358.diarynote.jp/201706210827094554/

【 ２０１７年６月２０日１０時２０分〜 】（ＪＳＴ）⇒【 終末
】 の記録。

2017年6月21日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。

　

（苦行栗鼠２匹目）

https://www.youtube.com/watch?v=pmO9oeiRYI8
2004年度課題曲(Ⅰ)　吹奏楽のための「風之舞」 

…そらまぁ…（＠＠）…。眠くなるわけだ…。（⇒前々項コメント欄）

上端の…実数は…、どこまで逝ったんだ…？？？（⇒画像１）

（もはや呆れるばかりで、それ以外の感慨など何も沸かない…）

https://85358.diarynote.jp/201706210827094554/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170621/85358_201706210827094554_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170621/85358_201706210827094554_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170621/85358_201706210827094554_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pmO9oeiRYI8


2/2【関東甲信地方 気象情報 2017年06月21日 05:48】
土砂災害に警戒・注意し、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい

突風、降ひょうに注意してください。

　　↑

1/2【関東甲信地方 気象情報 2017年06月21日 05:48】
関東甲信地方では、２１日昼前から夜のはじめ頃にかけて、雷を伴った激しい雨が

降り、大雨となるおそれがあります。

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1498001400/1011-0010-101000-
201706210830.gif?t=1498002038
（０８：２０〜０８：３０）

…んで、【 噴出 】したものが、【 降り注いで 】キテいる わけね…？？

いわき湯本ガイガーカウンター @iwaki_GC · 7 分7 分前 
いわき湯本の放射線線量 0.135uSV/h,気温21.2℃,2017/06/21,08:45 #mark2bot

若松ガイガーカウンタ @JK7CNB_13 · 6時間6時間前 
2017年06月21日 03時18分頃の線量は約 0.125μSV/h（20.2cpm）でした。 #Mark2bot

maxone_monitor @maxone_monitor · 21時間21時間前 
2017年06月20日 11時40分頃の町田市の線量は約 0.121μSV/h（19.8cpm）でした
#Mark2bot

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

6月21日7時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が130箇所以上存在します
https://pbs.twimg.com/media/DCzC5VTUQAAdxlQ.jpg

※【横浜線 運転再開 2017年6月21日 7:07】
成瀬駅で発生した人身事故の影響で、東神奈川—町田駅間の運転を見合わせていまし

たが、06:59頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1498001400/1011-0010-101000-201706210830.gif?t=1498002038
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1
https://pbs.twimg.com/media/DCzC5VTUQAAdxlQ.jpg


◆【停電情報 2017年6月21日 5:12】
東京電力停電情報によりますと、埼玉県 羽生市の約200軒で停電が発生しているという
ことです。

★【M2.6】宮城県南東沖 深さ9.5km 2017/06/21 03:59:34
★【M2.5】茨城県東方沖 深さ35.6km 2017/06/21 01:51:32

6月21日1時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が44箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/DCxwanzVwAA_E0n.jpg

◆【M2.7】福島県東部 深さ89.3km 2017/06/20 22:48:51
★【M3.0】茨城県東方沖 深さ41.4km 2017/06/20 22:07:55
◆【M2.7】茨城県南西部 深さ73.7km 2017/06/20 20:20:38

6月20日19時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が115箇所以上存在します
。

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

☆【M2.7】男鹿半島付近 深さ29.2km 2017/06/20 19:08:38
☆【M2.7】男鹿半島付近 深さ16.8km 2017/06/20 19:01:47

★【M3.0】福島県東方沖 深さ28.8km 2017/06/20 18:51:35

※【西武有楽町線 運転再開 2017年6月20日 15:27】
西武池袋線内で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、15:24頃、
運転を再開しました。なお、列車に遅れや運休が出ています。

▼【M2.6】房総半島南方はるか沖 深さ26.1km 2017/06/20 15:23:20 

★【M2.5】福島県東方沖 深さ30.4km 2017/06/20 15:04:22 

※特務機関NERV @UN_NERV · 6月20日 
【西武池袋線 運転再開 2017年6月20日 13:57】
清瀬—秋津駅間で発生した人身事故の影響で、池袋—所沢駅間の運転を見合わせてい

ましたが、13:42頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運休が出ています。
　　||

https://pbs.twimg.com/media/DCxwanzVwAA_E0n.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DCwcHpnVoAAqPrS.jpg


※【西武豊島線 運転再開 2017年6月20日 13:57】
西武池袋線内で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、13:42頃、
運転を再開しました。なお、列車に遅れや運休が出ています。

※【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2017年06月20日
13:55】
関東地方の一部の地域では、今日（２０日）夕方にかけて、光化学スモッグの発生し

やすい気象状態となるでしょう。屋外での活動に十分注意してください。

★【M3.2】福島県東方沖 深さ21.4km 2017/06/20 11:52:02

※【気象庁予報部発表 スモッグ気象情報（光化学オキシダント） 2017年06月20日
11:51】
関東地方の一部の地域では、今日（２０日）夕方にかけて、光化学スモッグの発生し

やすい気象状態となるでしょう。屋外での活動に十分注意してください。

※【京王井の頭線 運転再開 2017年6月20日 10:23】
久我山—三鷹台駅間で発生した人身事故の影響で、富士見ケ丘—吉祥寺駅間の運転を

見合わせていましたが、10:14頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れや運休が出
ています。

　　||
※【西武拝島線 運転再開 2017年6月20日 10:22】
西武立川—拝島駅間で発生した人身事故の影響で、玉川上水—拝島駅間の運転を見合

わせていましたが、10:06頃、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れや運休が出
ています。

◆【M2.7】栃木県南部 深さ128.2km 2017/06/20 09:16:24

☆【M2.7】青森県西方沖 深さ9.2km 2017/06/20 08:58:02

6月20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/DCuCMNTU0AE5XC3.jpg

▼【M2.7】三宅島近海 深さ120.0km 2017/06/20 07:51:39

https://pbs.twimg.com/media/DCuCMNTU0AE5XC3.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=DQ9lvWMa4rU
シング・シング・シング

Ugaya’s bot @ugaya_bot · 6月11日 
飯舘村だけじゃなく、３・１５の放射能雲の通り道の下になった浪江町、南相馬市の

山部にも高線量汚染地はできています。 
https://t.co/inmOlVDJBf

エム（Behind the Days） @Behind_the_Days · 6月11日 
「線量率増加分が0.3μSv/hの地域に5か月しか住めない・・・5か月毎に医者が変わる
必要がある」→『医師ら被ばく上限１ミリシーベルトに　日赤活動基準』　医師が頻

繁に交代すべき日本の現状 
https://t.co/fajXPgFNEX

Ｔａｋａｋｏ @AinohitoTakako · 6月11日 
①福島では、チェルノブイリより早く甲状腺がんが発生しています。このような高線

量の地域に子どもを生活させているのは犯罪以外の何ものでもありません。一刻も早

くこの危険地域に住まう人々「全員を」安全な場所へ避難させてください。（続く）

東京都大学講師Ｍ様

https://www.youtube.com/watch?v=tH2w6Oxx0kQ
Kansas - Dust in the Wind (Official Video)
 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ9lvWMa4rU
https://t.co/inmOlVDJBf
https://t.co/fajXPgFNEX
https://www.youtube.com/watch?v=tH2w6Oxx0kQ


（６月21日）　いわゆる地震体感（予知）だったとすると…

https://85358.diarynote.jp/201706210923421974/

「僕も原発に反対です。はっきりそう書いてください」（手塚

治虫）。

2017年6月21日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (4)

　

https://www.youtube.com/watch?v=CqtVzFycmXE
【吹奏楽】エル・クンバンチェロ El Cumbanchero 

永添泰子（歴史を直視し過去と対決を） @packraty · 11 時間11 時間前
想定外の汚染に直面した５人は、体にプルトニウムが付着していることが判明した

のに、その場に留まった。その理由はマニュアルにあった。手元の線量計は退避すべ

き基準に達していなかったからだった。#クロ現プラス

しんちゃんさんがリツイート 
子ども全国ネット @kodomozenkoku · 17時間17時間前 
「放射能汚染防止法」制定運動　「原発事故に罰則」なるか - 毎日新聞 →放射性物質
による汚染を「公害」として規制しようと訴え「運動は全国にジワジワと、しかし確

実に広がりつつあり…」政府が原発事故を公害と認めた上で取り組むべき健康影響…

https://85358.diarynote.jp/201706210923421974/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201706210923421974/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170621/85358_201706210923421974_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170621/85358_201706210923421974_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170621/85358_201706210923421974_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CqtVzFycmXE
https://t.co/s1Gu2iB6sg


https://t.co/s1Gu2iB6sg

Greenlabel_sideB @greenlabel_tw · 6月11日 
【引用】（続）始めている。このことが裏付けられれば日常的に低線量放射線にさら

されている人々は、これまで考えられていた以上に健康に問題を生じる可能性が高い

ことになる」『これから100年放射能と付き合うために』（92頁） 
https://t.co/Ib3EYa8126

https://www.youtube.com/watch?v=GwqOd6wgiYI
NG HEAD / Na,Na,Na,Na (STEP UP RIDDIM) 【MV】

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 
環境のためと偽って、大事にしている古い車を買い替えさせる。

エコでもなんでもない車を、減税でお買い得と買い替えさせる。

減価償却が終わったと、まだ乗れる車を経費で買い替えさせる。

真逆のことをしゃあしゃあとやってのける。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2月28日 
1978年の原発推進『鉄腕アトム よみがえるジャングルの歌声』は手塚治虫が知らない
うちに田中省三という作者によって描かれたもの。

手塚治虫は電力会社の仕事を断っていたとか。

https://pbs.twimg.com/media/C5wc9J0U0AEv3aP.jpg

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年2月25日 
「僕も原発に反対です。はっきりそう書いてください」手塚治虫

電力各社のＰＲに作品である鉄腕アトムが使われた。

https://www.youtube.com/watch?v=S1SKhohzcT0
2007年度課題曲(Ⅳ)　マーチ「ブルースカイ」

https://t.co/Ib3EYa8126
https://www.youtube.com/watch?v=GwqOd6wgiYI
https://pbs.twimg.com/media/C5wc9J0U0AEv3aP.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=S1SKhohzcT0


https://www.youtube.com/watch?v=MVXzFx7DBUg
ラプソディー・イン・ブルー　　　ガーシュイン　吹奏楽

 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日9:24
　

０６１

０６５

０

☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日9:43
　

狂風。異様睡魔。（－－；）。

昨日の「ふくらはぎあたりを掴まれて引きづり込まれるような眠気」が、

いわゆる地震体感（予知）だったとすると…

今日は「腹のあたりから凹む感じ」の眠気…

来るとしたら…名古屋？〜関東？あたり…？？
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日15:36
　

０６１

０７

０７…☆彡
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月12日9:44
　

ふくちゃん @zishinmimi · 8月31日 

なんと表現すれば良いかわからないなだけど、さっき、地面にひっぱられるような目眩？に似た

ようなのがあって、地磁気異常が出てるのではないかと気になったもので。手元の値を確認して

みたら磁気低下してました。今は通常値に戻ってます。

　

 

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


（６月21日）　…「狼牙」って…「アルパカ狼」さん…？？？

https://85358.diarynote.jp/201706211650153344/

「 エルさん 」 初登場 ♪ ｗｗｗ

2017年6月21日 就職・転職
　

https://www.youtube.com/watch?v=VkN0LNZDJ44
Star Trek Mixed Theme 2 

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年4月16日17:06

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

りたい。

(^-^)

　　↑

ｗ（－－；）ｗ　（その後の「陰険イジメ無視」されっぷりは…続報参照…★）

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

…てなことで（＾＾；）…（前項以前参照）

あまりにも「りあるタイム情報チェック」するのが嫌なので…（－－；）★

先に、「過酷な過去ろぐ」を発掘してきました…★
　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/read#none

https://85358.diarynote.jp/201706211650153344/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170621/85358_201706211650153344_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=VkN0LNZDJ44
http://85358.diarynote.jp/201404160922483077/
https://www.youtube.com/watch?v=pj2WS_vZJoY
file:///tmp/puboo/127512/454208/book/114795/read#none


復讐は、ビシソワズ。　（仮） 

…２０１４年４月は…（＾＾；）…
地震と被曝と気温の乱高下が激し過ぎて…ｗ（－－；）ｗ…★

「バイト先のイジメ問題」ぐらい、あうとおぶ眼中だった。みたいです…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Pyc9Z_X8zgQ
WSL-17-008 交響組曲「君の名は。」〔シンフォニック・アレンジ・シリーズ〕 

https://www.youtube.com/watch?v=69xQ2RypdxI
君の名はの交響楽 

https://www.youtube.com/watch?v=BLIqbswEyoc
交響組曲「君の名は。」-前前前世／なんでもないや／スパークル
_Symphonic suite "Your name" 

付・http://85358.diarynote.jp/201404190855546112/
「土の者よ、ロウガを起こしなさい！」とか、　（2014年４月19日）
　　　　　　　↑

…「狼牙」って…ｗ（＾＾；）ｗ
「アルパカ狼」さん…？？？

https://www.youtube.com/watch?v=4WJ84NUdxNM
【エルシャダイ】 伝説のムービー 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Pyc9Z_X8zgQ
https://www.youtube.com/watch?v=69xQ2RypdxI
https://www.youtube.com/watch?v=BLIqbswEyoc
http://85358.diarynote.jp/201404190855546112/
https://www.youtube.com/watch?v=4WJ84NUdxNM
https://www.youtube.com/watch?v=pj2WS_vZJoY
https://www.youtube.com/watch?v=Qq5eGRXV4ec


https://www.youtube.com/watch?v=Qq5eGRXV4ec
RADWIMPS スパークル【original ver.　full】 

 



（６月21日）　アルパカ狼さんの…お兄ちゃん？

https://85358.diarynote.jp/201706212042188713/

見寝る場のりすは夜を待って跳ぶ…（え？）…

（…ていうか…（＾＾；）…アルパカ狼さんが「ラテンのり」な
のかｗｗｗ）

2017年6月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)

　

https://www.youtube.com/watch?v=DvyF0XBKK3s
リズムが癖になる疾走感のあるケルト風曲集 
　　↑

…似てる…？！（＾＾；）！
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=FpQXJIyUmhQ
海行かば 山行かば 踊るかばね / SOUL FLOWER UNION　　NO NUKES 2012 

ところで今現在（2017.06.21.19:51）の荒れっぷりが凄すぎて笑えます…ｗ
　　↓

https://twitter.com/UN_NERV

https://85358.diarynote.jp/201706212042188713/
https://85358.diarynote.jp/201706212042188713/
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https://85358.diarynote.jp/201706212042188713/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170621/85358_201706212042188713_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170621/85358_201706212042188713_2.jpg
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https://twitter.com/UN_NERV


ｗ（＾◆＾；）ｗ

「速報系」と「即応系」の皆さんは大変でしょうね〜…★

私ゃ原子炉爆発(2011.03.11.）直後〜以外は、即応性ないし。（＾＾；）

この雑記ブログは速報じゃなくて「記録」メディアなので…

昨日と一昨日の「落穂ひろい」を今やってまーす…ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=nMLY3iRrP7g
カッコイイ 民族音楽風曲集2(ドイツ編)

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1498051800/1011-0010-101000-
201706212230.gif?t=1498052433
（２２：２０〜２２：３０）

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
テレビ父さん @tv103 · 9時間9時間前 

げーっ？！し、しらなかった〜！

夏至だったのか〜！！！

今年は変化球でいってみました

https://www.youtube.com/watch?v=6ybZqhPXBQ0
Yuri!!! on Ice - History Maker - Caleb Hyles 
　　↑

…何回観ても、絶対に、⇒アルパカ狼さんの…お兄ちゃん？

…としか思えん…ｗｗｗ

…ていうか…（＾＾；）…アルパカ狼さんが「ラテンのり」なのかｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=nMLY3iRrP7g
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1498051800/1011-0010-101000-201706212230.gif?t=1498052433
https://www.youtube.com/watch?v=6ybZqhPXBQ0


　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=NJ6UAWUVgV4
ヒストリーメーカ

ユリ.オン.アイス.カバー　スペイン語/英語 

https://www.youtube.com/watch?v=bxhOeUYssOw
This Game 
No Game No Life (Cover Español) 

…そっくりだよ…ｗｗ　…妹…？？

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日23:19
　

某氏に某所でコメントしたメモ。

はじめまして。

スターありがとうございました。（＾＾）

父方のルーツが福島（郡山）の「りす・きりぎ」（霧樹里守）です。

あいにくエブリスタで編集するには量が多すぎる元資料でしたので、

スターを頂いたネタはその後、本拠のブクログのほうに移しました…
（＾＾；）

もし中身にご関心があるようでしたら、お立ち寄り頂ければ幸いです。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/read

『復讐は、ビシソワズ。　（仮） 』

https://www.youtube.com/watch?v=NJ6UAWUVgV4
https://www.youtube.com/watch?v=bxhOeUYssOw
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（※未完成。毎週じみじみと増殖中です。）

ちなみに、札幌は汚染も少ないし、

創作活動に向いている、

素晴らしい所ですよ〜！

（移住…どうですかぁ…？？）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日23:44
　

修正中のめも。

《最終戦争》後。地底のシェルターや軌道コロニーや月面都市や火星や木星の衛星で、かろうじ

て生きのびた地球人類の末裔たちが、除染の進んだ地表に戻り、再び諸国を築き、相も変わらず

権力闘争や民族紛争や宗教戦争を繰り返し、すったもんだの挙句…
　《地球統一政府》が樹立される、前夜の…
過渡期の最終盤の思想闘争と階級差別と暴力と貧困と抑圧を…
生きのびた子どもたちの、これは、「夢を叶えた」物語です…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日23:54
　

寝まーす！
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（６月22日）　「 アルパカ狼さんに ソックリさん♪ 」

https://85358.diarynote.jp/201706220714293117/

【 積丹 ０．０ ７１ μ ！】／道東沿岸の「暖水塊」消滅／北海道
の皆さ〜ん！震度４までの揺れにはお気を付けをー!!／（札幌 ０
．０ ５１ μ。…１６℃。）／#酒場で待ってるぜ。

2017年6月22日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

おはようございます♪　０６：４２です♪（＾＾）♪

ってことで、昨夜発見した上に貼った曲を歌ってる人が

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=FaVb-N7KfEo
UNRAVEL TOKYO GHOUL (Spanish cover) 
　　↑

「アルパカ狼さんに（仕種と表情が）ソックリさん♪」なので、

ご機嫌さんでｗ

語尾に「 ♪ 」マークがついてる３連休の２日目です♪

https://85358.diarynote.jp/201706220714293117/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706220714293117/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170622/85358_201706220714293117_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=FaVb-N7KfEo


体調はまぁまぁ良好。

「謎の」右脚不調…（〜〜；）が、骨棘（こっきょく）とか大腿骨頭軟骨摩滅（だいたいこっと
うなんこつまめつ）とかの自分じゃ治しにくい「トシのせい」の故障とか…じゃ、なくて。（
＾＾；）

「４月の退職強要」の行為障害（－－＃）★（右腹直筋の拘縮と、過緊張して変な座り方をして

いた…せい？）という「自力整体とセルフカウンセリングで修復可能！」という仮説が立った
ので…ひと安心♪

北風ロビン（慌てると転ぶ　ので注意）さんがリツイート 
まつふじ @Yoimajyo · 6時間6時間前 
返信先: @cmk2wlさん、@pmxpvrtmxさん 
漢方で足腰は、「腎」が司っていると考えます。

そして中期以降の糖尿病には「腎虚」の薬が用いられます。

また「腎」はその他、歯、骨、髪の毛、耳、脳、生殖器官、若さをも司っています。

ですから「腎」がダメージを受ければ、これらにも症状が出てくると考えます。

北風ロビン（慌てると転ぶ　ので注意）さんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
返信先: @cmk2wlさん 
被曝で糖尿病が引き起こされるけど、糖尿病の足病変はそれに関係しているのでは？

足裏は代謝が激しい。解毒もつかさどっている？

札幌は雨。気温１６℃。

午後から晴れたらまとめて家事やります！…（ほんとか？）
（＾＾；）

とりあえずダッシュで情報チェック〜…★

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1498086000/1011-0010-101000-

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1498086000/1011-0010-101000-201706220800.gif?t=1498086634


201706220800.gif?t=1498086634
（０７：５０〜０８：００）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月22日（木）【当日】 
01:00 0.050 0.045 0.047 6 
02:00 0.052 0.049 0.050 6 
03:00 0.051 0.048 0.050 6 
04:00 0.048 0.047 0.047 6 
05:00 0.047 0.045 0.046 6 
06:00

…（〜”〜＃）…★

…まぁ、心配したほど、「トンデモ線量」に、ハネ上がったわけじゃ、ないですけどね…。ｗ（
－－；）ｗ…

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 59分59分前 #Radidas 2017/06/22 06:00(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.063,0.059 9eac7580

northland44  @ n142e · 2時間2時間前 #Radidas 2017/06/22 05:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in45min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.062,0.059 7d114b38

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

6月22日1時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が25箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/DC28TngUQAALa1C.jpg

◆【M3.9】網走地方 深さ255.8km 2017/06/21 18:37:07

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1
https://pbs.twimg.com/media/DC28TngUQAALa1C.jpg


◇【M2.8】上川・空知地方 深さ191.0km 2017/06/21 15:32:20

◇【M2.5】十勝地方 深さ113.0km 2017/06/21 09:29:10

https://twitter.com/charlie24K

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 6時間6時間前 
な！

MEGAが北海道を解除した⁉� ＞RT
おいらはそろそろ札幌周辺もありか？と考えていたから、これはアリだな！w
北海道の皆さ〜ん！

震度4までの揺れにはお気を付けをー!!
(*≧∀≦*)

OTL49さんがリツイート 
Tabatha @araran100 · 9時間9時間前 
不振のサンマ漁回復か　道東沿岸の「暖水塊」消滅　北水研解析 http://dd.hokkaido-
np.co.jp/news/economy/agriculture/1-0413054-s.html … #どうしんウェブ／電子版

…つい先日、どこぞでＪ隊の飛行機も「横モレ」しましたが…？？
…（〜”〜；）…。
　　↓

北風ロビン（慌てると転ぶ　ので注意） @oldblue2012 · 14時間14時間前 
訓練中の“戦車“が横転 30代自衛隊員 下敷きになり死亡　北海道
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170621-00010000-hokkaibunv-hok6 …月21日午
前9時20分ごろ、陸上自衛隊の北海道大演習場千歳・恵庭地区で、訓練中に戦車1台が
横転し、乗っていた30代の男性隊員が戦車の下敷きになりました。

OTL49さんがリツイート 
riki386386  @ riki · 17時間17時間前 
riki386さんが佐藤正久をリツイートしました
これを美化するコメントが多いが、練習で命を落とすって、計画に不備があったから

でしょう。同じ事故を繰り返さないように、ぎっちり検証することが大事じゃないで

すか？

https://twitter.com/charlie24K
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/economy/agriculture/1-0413054-s.html
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170621-00010000-hokkaibunv-hok6


https://twitter.com/SatoMasahisa/status/877487962379886592

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 · 6月20日 
札幌郊外のゴルフ場にクマ｜NHK 北海道のニュース http://www3.nhk.or.jp/sapporo-
news/20170620/4435651.html …ゴルフ場は札幌市中心部から南におよそ２０キロ離れ
た郊外にあり、以前もコース内にクマがいるのが目撃されたことがあるということ

です。

⇒ゴルフ場ができる前からクマは住んでいた

https://t.co/NjycmnwZqD

北風ロビン（慌てると転ぶ　ので注意）さんがリツイート 
naﾅmi 意識遠い系 HSsI  @nanachin1974 · 2016年1月4日 
返信先: @nanachin1974さん 
メモ※再・蒸し返し）

2012/07/7　北海道新聞より
https://pbs.twimg.com/media/CX6guODUEAA6RuZ.png

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3 時間3 時間前 
今日の津別峠はダメっぽいですよー！

(´；ω；`)
https://pbs.twimg.com/media/DC3bey0UMAQ4osS.jpg

中津川　昴 @subaru2012 · 3時間3時間前 
【これは歴史的価値もあるし、隕石を原料に作った独特の波紋が出ているという希少

価値も高い】隕石で作った「流星刀」奉納…小樽・龍宮神社 #ldnews
https://t.co/GDXwE9qhk2

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 

https://twitter.com/SatoMasahisa/status/877487962379886592
http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20170620/4435651.html
https://t.co/NjycmnwZqD
https://pbs.twimg.com/media/CX6guODUEAA6RuZ.png
https://pbs.twimg.com/media/DC3bey0UMAQ4osS.jpg
https://t.co/GDXwE9qhk2


サッポロビール　SapporoBeer�認証済みアカウント� @SapporoBeer · 14時間14時
間前 
赤星と呼ばれる、ビールがある。

サッポロラガー缶発売！

#酒場で待ってるぜ

#赤星 #sapporobeer #サッポロビール http://ora.cl/CE2cN
https://pbs.twimg.com/media/DC1HWz2UIAAC5lw.jpg

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月22日7:16
　

「ぽるティえすとい」＝「あなたの為に私がいる」…が、判る程度には、
「スペイン語が頭に入っていた」のって…これの為、だったの…？ｗｗｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月22日13:12
　

おかげさまで昼寝しながら（自力ツボ押しで）右腹直筋をほぐしたら、

右股関節の可動域が、ぐっと広がりました…♪

いやぁ〜★盲点だったわ…ｗ

腹直筋…ｗｗｗ

（２１歳で家出して以来、めったに「我慢」とかしないで済んでたんで、あんまり凝ったことが

http://ora.cl/CE2cN
https://pbs.twimg.com/media/DC1HWz2UIAAC5lw.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


なかった…ｗ）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月23日7:09
　

積丹の上昇は、泊原発の「便乗スカシッ屁」かな〜…★

2017年06月22日（木）【前日】
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https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


20:00 0.037 0.036 0.036 6 
21:00 0.037 0.036 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.036 6 
23:00 0.037 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.036 6 
　



（６月22日）　「謎」が加わり解析不能となる。

https://85358.diarynote.jp/201706221326213829/

「 いちばん弱くて　いちばん小さい 」　（沙魚　宇宙　遊泳中
）

2017年6月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
https://www.youtube.com/watch?v=N2aU4vMj9vs
Masayume Chasing (Fairy Tail) Cover Español

…ってことで？

今日はまず、これをエントリーして来ました…☆
　　↓

http://estar.jp/_novel_view?w=24679617
「 いちばん弱くて　いちばん小さい 」
　〜 ヤツィー族の伝承歌 〜

一休みして、家事？やってきまっす☆

https://www.youtube.com/watch?v=BslUKHjHZjk
Bali Rindik Bamboo Music Relaxing 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=s8UyTD21B2o
jenndantor des gonaives 
　　↑

スペインの植民地に、西南部アフリカから奴隷が大量投入されて、生まれた混淆文化…だね？

中津川　昴 @subaru2012 · 23時間23時間前 
返信先: @subaru2012さん 
なぜなら現在の人工知能に足りないところは、「人間の騙す」という思考回路に対す

る対応力はまだ低い。全く無意味な手を戦法の中にすりこませることで、計算しなけ

https://85358.diarynote.jp/201706221326213829/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201706221326213829/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170622/85358_201706221326213829_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=N2aU4vMj9vs
http://estar.jp/_novel_view?w=24679617
https://www.youtube.com/watch?v=BslUKHjHZjk
https://www.youtube.com/watch?v=s8UyTD21B2o


ればならないパターンが指数級数的に増えた時、ずっと最適化してきた勝つための手

法に、無意味な一手「謎」が加わり解析不能となる。

中津川　昴 @subaru2012 · 24時間24時間前 
返信先: @subaru2012さん 
結果的には「できる」だったが、多くの研究者は否定的だった。偶然というものを極

力排除できていたのかは疑問だが、人間が行う魔術とロボットが行う魔術が同じ土俵

で同じ結果を導きだせるというのがこの世界らしい。これは興味深い。もし将来、人

工知能が黒魔術を執り行ったらと思うと、怖い。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年6月18日 

自分はすべて知っていると考える者がいても、それは単に、闇の奴らがその者に見る

ことを許した事柄だけを知っているに過ぎない。奴らは、学校を、大学を支配して

きた。だから、あなた方が事実だと思っていることは、全く事実とは違う。

M・キーン

https://www.youtube.com/watch?v=e7P0SIt7SIE
ginen fe prev deja pat 1 Tel:5619357796 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
山崎貴 @nostoro · 6月20日 

知り合いにお土産でもらった

ロイヤルシェークスピア劇場の鉛筆

アホすぎ（笑）

https://pbs.twimg.com/media/DCwmP7uU0AAWo1x.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=e7P0SIt7SIE
https://pbs.twimg.com/media/DCwmP7uU0AAWo1x.jpg


　　↑

…座布団１００００００枚ッｗｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=H6DhLHGkhsI
GOD KNOWS Suzumiya Haruhi no Yuutsu (Cover Español) 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月22日22:32
　

…おやびっくり。（＠＠；）

早くも「ネタ切れ」した…ｗ

ちょっくら作戦を考えなおす〜☆★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月28日9:53
　

中津川　昴 @subaru2012 · 6月26日 
中津川　昴さんがABC Newsをリツイートしました

【北米南部のミシシッピー州を襲った熱帯低気圧シンディーの影響で洪水が発生し、冠水した地

域で「火蟻：ファイアー・アンツ」が水面に集まって蛹を守っている所。ヒアリの生命力とい

うか、大雨でも生き延びようとする力がすごい。これで日本で見つかっても水は効かないという

ことだ。】

https://twitter.com/ABC/status/878499855127248897

https://www.youtube.com/watch?v=H6DhLHGkhsI
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/ABC/status/878499855127248897


　

 



（３月23日）

https://85358.diarynote.jp/201706230726216053/

【Ｍ５．４】【Ｍ５．０】／【 積丹（泊原発） ０．０６３ μ 】
／（札幌 最高 ０．０５２ μ。 最低 気温 ＋１５℃。）

2017年6月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=gLXZwnDLtDw
【作業用EDM】サビで爆発的に盛り上がるEDM part.1 

おはようございます。０７：００ジャストでした。

定刻０６時起床。０６：３９にはＰＣ起こしたんですが、

ツメ切ったり何かしてたらこの時間に…。

何やら全く予定作業が進行していないダメダメな３連休の最終日。

匍匐前進で微力を尽くします…（－－；）…

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月23日（金）【当日】 

https://85358.diarynote.jp/201706230726216053/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706230726216053/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170623/85358_201706230726216053_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170623/85358_201706230726216053_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170623/85358_201706230726216053_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=gLXZwnDLtDw
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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一昨日のフクイチ粉塵？の後、

きのう最高０．０５２μの雨が降りまくった後、

空気の様子は一旦おちついてくれた？みたいですが…

夏至！の翌日なのに、空はどんよりと暗く…（－－；）
気温１５℃。（－－；）湿気でじっとじと…★

遅れまくっている「衣替え」の予定を、

更に来週に繰り延べ決定しました…★（－－；）★

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 21時間21時間前 #Radidas 2017/06/22 10:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in45min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.063,0.06 0c5bce24

northland44  @ n142e · 2時間2時間前 #Radidas 2017/06/23 05:00(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.063,0.061 1cedcece

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

◆【M5.0】KURIL ISLANDS 32.6km 2017/06/23 07:36:23JST, 2017/06/22
22:36:23UTC

◆【M2.8】根室半島沖 深さ101.8km 2017/06/22 23:05:58 

△【M4.2】SEA OF OKHOTSK 457.7km 2017/06/22 16:29:12JST, 2017/06/22

https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1


07:29:12UTC

◆【M5.4】KURIL ISLANDS 68.1km 2017/06/22 11:41:55JST, 2017/06/22
02:41:55UTC

★【M2.6】青森県東部 深さ92.6km 2017/06/22 09:25:33

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
6月22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/DC4VX9iXsAEsc-d.jpg

6月22日7時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が28箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/DC4OzERW0AAYhb6.jpg

早起き…（＾＾；）☆　（４時沖？）
　　↓

https://twitter.com/charlie24K

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3 時間3 時間前 
ぐもにえびば！

今日の津別峠ライブカメラは…
昨日の朝からフリーズしたままです(·_·;
高速太陽風の影響かな？

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 21時間21時間前 
今日、気になる場所は…
https://pbs.twimg.com/media/DC4zSqpV0AAwmeU.jpg

　

 
　

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DC4VX9iXsAEsc-d.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DC4OzERW0AAYhb6.jpg
https://twitter.com/charlie24K
https://pbs.twimg.com/media/DC4zSqpV0AAwmeU.jpg


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日7:11
　

2017年06月23日（金）【前日】
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14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.037 6 
16:00 0.037 0.037 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 

20:00 0.038 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
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（６月23日）　「転生管理委員会」、《ソワンテゲーナン》。

https://85358.diarynote.jp/201706232119383684/

【投稿完了】⇒ 《 エルース・ア・マーリア 》 の悲劇。　（仮）
／

「アトランタイス、最期の日」だったのか。…？？

2017年6月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

https://www.youtube.com/watch?v=E11YMJhmdvc
Celtic Irish Epic Music - Compilation 

（てことで（下記参照）これデッチアゲてました…☆）
　　↓

http://estar.jp/_novel_view?w=24681128
《 エルース・ア・マーリア 》 の悲劇。　（仮）

（…あ、
「転生管理委員会」は、

《ソワンテゲーナン》ていう「音」だそうです…）

（たった今の追加情報☆）（⇒ちゃねりんぐ〜？）

https://www.youtube.com/watch?v=2dVyPvdMtwg
MÚSICA CELTA ~ Piano, Flauta 
~ Inspirar, Estudar, Focar ~ Tranquilizar, Relaxar ~ CALMARIA ~ 034 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=-8dV95vIuwc
DEAN FUJIOKA - HISTORY MAKER (YURI ON ICE ANIME) 

（承前）（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201706232119383684/
https://85358.diarynote.jp/201706232119383684/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201706232119383684/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170623/85358_201706232119383684_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=E11YMJhmdvc
http://estar.jp/_novel_view?w=24681128
https://www.youtube.com/watch?v=2dVyPvdMtwg
https://www.youtube.com/watch?v=-8dV95vIuwc


中津川　昴 @subaru2012 · 8時間8時間前 
2017年05月22日
【速報】NASA重大発表！南極氷層下に巨大超古代文明の遺跡発見！
https://t.co/8GACrKW9G0

　　↑

…だから…それは「ネタ」…（－－；）…。
　　↓

http://p.booklog.jp/book/107225/read
http://p.booklog.jp/book/108561/read

http://www.gazio.xyz/article/450128079.html

直近での2017年2月の重大発表では39光年先の恒星トラピスト1を周回する７つもの太
陽系外惑星が発見され、少なくともそのうちの３つは水が液体で存在し得るハビタブ

ルゾーンである事も判明。

…え？（＾＾；）「ご近所」な恒星系で、惑星数が７つ…？
…それ、現地？語で《リスタルラーナ》って名前じゃないですか…？？
　　↓

http://p.booklog.jp/book/113317/read

惑星リスタルラーナ史略概論

1990.11.20.
　惑星リスタルラーナは、銀河系第三腕、外縁部よりに位置する、　　型恒星ラー

ヤ（リ・ラーヤ）の第七惑星。リステラス系人類の居住惑星として典型的な大気と気

象条件を持ち、やや大型だが自転が早く、低緯度地帯における引力はリステラス版図

全体の平均値よりやや低め。大気層が厚く、恒星からの紫外線が地表の生物相に影響

することはない。

http://www.gazio.xyz/article/450128079.html

https://t.co/8GACrKW9G0
file:///tmp/puboo/127512/454208/book/107225/read
file:///tmp/puboo/127512/454208/book/108561/read
http://www.gazio.xyz/article/450128079.html
file:///tmp/puboo/127512/454208/book/113317/read
http://www.gazio.xyz/article/450128079.html


南極大陸のレーダー探査により、厚さ2キロ以上もの分厚い氷層の下に巨大なピラミッ
ド都市の遺跡らしきものが発見されました。

この分厚い氷層が形成されたのは凡そ100万年前であることから、少なくともそれより
遥か以前に栄えた超古代文明が南極大陸に存在していた事になります。

あ〜はははは…★

小４の頃？あんまりリアルに「怖い夢」を連続して視るんで、

当時数週間だけ通っていた日曜学校（プロテスタント系？のルーテル教会）の

牧師さんに相談したところ…

あやうく「ちょうど来日中のエクソシストの先生」（カソリックだ！）

のところへ連れて行かれかけて…

（…いま思うと、なぜ素直に行って（体験取材して）おかなかったんだ自分！
　…と残念なんですが…）

という時期があったんですが…

「あの夢」たちは…やっぱり…

「アトランタイス、最期の日」だったのか。…？？

https://www.youtube.com/watch?v=GHZXWWlP-DM
Viktor and Yuuri duet _ HISTORY MAKERS (mashup ver)  

 
 

コメント

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日7:21
　

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
ゆきの相談室@移動しました @yukino_hoshibu2 · 13時間13時間前 

レオンという映画で

ヒロイン（１２歳）

「私はもう大人よ。あとは歳をとるだけ」

初老の主人公

「俺は逆で、歳は取ったが、これから大人にならないと」

というやり取りが出て来ます

男女の精神年齢の差を表すのにこれほど深い言葉を聞いたのは初めてです

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日7:48
　

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 

歩き続けることを学べ。状況は過ぎ去った幻にすぎないのに、なぜ感情や思想のテンションを上

げていって、それが事実だと思い込んでしまうのだろうか？

賢いと思えるやり方で対処したら、あとはきっぱりと忘れて先へ進め。

https://pbs.twimg.com/media/DDBTc5YV0AAQvMh.jpg
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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


2017年6月24日7:56
　

cmk2wl @cmk2wl · 6月22日 

「歴史は繰り返すというが、繰り返してはいけない歴史もあるはずだ。」

原爆投下後の長崎に入った米海兵隊カメラマンのオダネル軍曹。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月28日6:56
　

チャーリー（Lv51）さんがリツイート  
水木プロダクション @mizukipro · 20時間20時間前 

水木が書こうとしていた漫画の、プロットが見つかりました。

〜猫界と人間界をつなく正義のベビー「ネコマン」〜！ 原案のみで終わってしまい残念！読み
たかった！

笑

https://pbs.twimg.com/media/DDSpuQfV0AEGQq8.jpg
　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（６月24日）　なっ、なんと新井素子さんに「あとがき」を書いて頂けることになり
ました‼�

https://85358.diarynote.jp/201706240735225838/

【 稚内 ０．０６ μ 】（急上昇！）／（札幌0.038μ。気温１６℃
。曇天）／７〜９月の北海道の気温は平年より高いでしょう。

2017年6月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=NJ6UAWUVgV4
ヒストリーメーカ

ユリ.オン.アイス.カバー　スペイン語/英語 

（承前）

おはようございます。２０分ほど寝過ごしました。０７：０３です。

昨日は午後から気持ちよく晴れて！（＾０＾）！

線量も湿度も低くて、風も弱めで！

最良の家事びより！…だったので ♪
大喜びで、「衣替え」したのに…！

…今朝は再び、薄ど〜んよりと曇った、「関東の梅雨どき」バージョンで…

https://85358.diarynote.jp/201706240735225838/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706240735225838/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170624/85358_201706240735225838_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170624/85358_201706240735225838_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170624/85358_201706240735225838_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NJ6UAWUVgV4


…（－－；）…

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1498258800/1011-0010-101000-
201706240800.gif?t=1498259457
（０７：５０〜０８：００）

…外気温…１６℃…？？（＠＠；）？？

…半袖、着れないじゃー、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06月24日（土）【当日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

そのくせ再び線量は上昇傾向？ですかね…？？

…って…ッ！（＠◆＠；）！

ちょっと待て！こりゃ何だッ!?

稚内…急上昇！ッ？？　（⇒画像１）

…まぁいっか…。（＾＾；）…⇒（画像２）

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 21時間21時間前 #Radidas 2017/06/23 10:30(JST),
0.07±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.05,0.059 1cb48b24

northland44  @ n142e · 22 時間22 時間前 #Radidas 2017/06/23 09:30(JST),

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1498258800/1011-0010-101000-201706240800.gif?t=1498259457
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e


0.04±0.01μSv/h,in42min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.048,0.058 f1f932ac

ノスランド44さんは再び定例の「休業」に入ってしまった模様…。
（で。最新情報は判らず…）

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 · 14時間14時間前 
【北海道　夏は暑く、残暑も!】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2017/06/23/74241.html … 23日、札幌管区
気象台は7月〜9月の北海道の3か月予報を発表しました。気温は平年より高いでしょう
。

https://t.co/qyjk36hnzA

………ふ〜ん………（〜〜；）…

（それはそれでイヤ…★）

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

◆【M4.0】根室半島沖 深さ45.1km 2017/06/24 03:10:02
　　↑

　【M3.8】根室半島南東沖 深さ50km 2017/06/24 03:10:02発生 最大予測震度2

◇【十勝地方 気象警報 2017年06月23日 16:27】
十勝地方では、２３日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

▼【M3.4】津軽半島付近 深さ170.7km 2017/06/23 10:34:22

◆【M5.0】KURIL ISLANDS 32.6km 2017/06/23 07:36:23JST, 2017/06/22
22:36:23UTC

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2017/06/23/74241.html
https://t.co/qyjk36hnzA
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map


チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
やむちゃ(更地) @yumcha0813 · 19時間19時間前 
返信先: @GrayG1941さん 

イメージ通りにしときます^^
https://pbs.twimg.com/media/DC-gaH-V0AI23r3.jpg

　　↑

バイト先から徒歩３分ですが、なにか？

（＾ｗ＾）ｇ

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
До свидания☆白猫ロマンサー @GrayG1941 · 20時間20時間前 

イメージと違う！（観光客、心の叫び

https://pbs.twimg.com/media/DC-RjYKVYAEr1d4.jpg

ぅわははははははｗ（思った思ったｗ）

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4 時間4 時間前 
OH!
昨日は高速太陽風？の所為か、フリーズしてた津別峠のライブカメラ！

今日はばっちしですwww
近くの人はまだ間に合うよー‼�^ ^
https://pbs.twimg.com/media/DDBuSfRU0AIav_x.jpg

…津別になにゆえライブカメラがあるのか…
（保安用にしてはフリーズ多すぎて役に立ってない…？？）

…と思ったら…（＾＾；）…

https://pbs.twimg.com/media/DC-gaH-V0AI23r3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DC-RjYKVYAEr1d4.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DDBuSfRU0AIav_x.jpg


…単純に、観光客誘致用（？）だったのか…☆

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
みっこ@MICCO @sweetstroll3_5 · 11時間11時間前 

おい今年の津別の夏祭り八神純子だぞ！みずいろの雨だぞ！

　　↑

…チャーリーさんとは、むちゃくちゃハナシが合いそうだ…ｗ　（同世代？）
　　↓

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 6時間6時間前 
おいらは結婚する気が全くないから、ただの参考資料として言っておこう。

彼女がネトゲを深夜（ましてや朝まで）やるような奴だと知ったならすぐに別れる。

特にそこにしか逃げ場がない、他に楽しみがない！なんて言ってる人には近づかない

。

人と触れ合いたかったら山に登れ？

気持ちいいぞ〜！w

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
出版芸術社 @spng_jp · 10時間10時間前 
【緊急告知】

なっ、なんと新井素子さんに「あとがき」を書いて頂けることになりました‼�星へ行
く船全巻購入特典「新井素子さんお手紙」が「別冊:あとがき」に変更です。しかも旦
那さまからもメッセージを頂けることに。

さあ、今すぐご応募を！

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

https://www.youtube.com/watch?v=6ybZqhPXBQ0
Yuri!!! on Ice - History Maker - Caleb Hyles
 
　

　

　

https://pbs.twimg.com/media/DDAX_WWUQAAwmPS.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6ybZqhPXBQ0


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月25日6:54
　

2017年06月24日（土）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.038 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 6 

12:00 0.040 0.038 0.039 6 
13:00 0.042 0.039 0.041 6 
14:00 0.040 0.038 0.039 6 

15:00 0.038 0.037 0.038 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 

24:00 0.043 0.037 0.040 6
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（６月24日）　アルパカ狼さんの夏服が可愛いので、

https://85358.diarynote.jp/201706241531314436/

めも。

2017年6月24日 就職・転職 コメント (12)

　

『離席の挨拶』と無視イジメと逆難癖フィル痴の話。（過去）

アルパカ狼さんの夏服が可愛いので、

多少のことはひとまず見逃すｗ

札幌市街で魔疲れ…もとい、
(^。^;)
『松枯れ』病が進行中。(T_T)

以下次号。

https://85358.diarynote.jp/201706241531314436/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201706241531314436/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170624/85358_201706241531314436_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170624/85358_201706241531314436_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170624/85358_201706241531314436_3.jpg


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1498309200/1011-0010-101000-
201706242200.gif?t=1498309838
（２１：５０〜２２：００）

https://www.youtube.com/watch?v=DvyF0XBKK3s
リズムが癖になる疾走感のあるケルト風曲集

 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日15:41
　

札幌市街で『魔憑かれ病』が

侵攻しちゃったりすると、

苦手なホラー小説分野に…ｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日17:55
　

フィル痴無視、15時05分。
　

　

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1498309200/1011-0010-101000-201706242200.gif?t=1498309838
https://www.youtube.com/watch?v=DvyF0XBKK3s
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6月24日22:10
　

無事帰投。（＾＾；）

本日も絶賛「隔離＆無視イジメ嫌がら席」指定でした…★（－－＃）★

誰だ？今日の配席表、作った奴は…？？

うんまぁ、他人の批判を夜に書くのはたいへん危険なので、

フィル痴については明日の朝にしますわ〜（覚えてたら★）

ダッシュで情報チェック補完してきまーす☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日22:18
　

福岡の人の「多臓器不全」発症事例を確認。

…被曝だ…ッ！（＞＜；）！

…と、思うが、
本人は脳ミソを先にやられてるらしく、

「死に至る病」だという自覚が…まるでない…★

（－－；）

「桜の国」読めよ？　そっくりだぞ？症状…。

（そして肺から肝臓を吐いて死ぬのさ…）
　

　

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

2017年6月24日22:18
　

０６１

０

９９９…

ここで！？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日22:20
　

携帯が崩壊寸前。（＾＾；）

さすがに寿命か…？？（５年目？）

まぁａｕが買い替え強制のために「コワレタふり」させてるのかも？

て気もするが…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日23:31
　

…ナニヤラ激しい雨？が、降りだしてしまいました…★
（－－；）★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日23:43
　

…屋根がどーーーーーーっと鳴る土砂降りに…★（＠＠；）★
　

　

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/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日23:49
　

寝まーす！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月25日7:24
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年12月25日 
返信先: @cmk2wlさん 

目はこころの鏡。ソウルレスな人間の目は、暗い。まるでブラックホールのようだ。そうであれ

ば闇である事がわかる。 

モンタギュー・キーン

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月25日22:36
　

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 

権威は知性を破壊する。

　

ブルース・リー

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年9月19日 
返信先: @cmk2wlさん 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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なぜサディストの頭がいいか？良心がないから。

「こんなことをしてはいけない」「これを作り出してしまっては大変なことに」「自分はゆるさ

れない」

 
そういった観念がないから思うさま利己的になれる。

核や医療や拝金主義とマッチした時には…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月29日8:30
　

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 7時間7時間前 

西武森慎二コーチが死去　42歳、

多臓器不全

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170628-01847287-nksports-base …
▶�同コーチは２５日のソフトバンク戦前に体調不良を訴え、同病院に入院。そのまま帰らぬ人
となった。

#病気怪我死亡芸能人著名人2017
 

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


（６月25日）　【絶賛クマムシモード】大全開。

https://85358.diarynote.jp/201706250708141942/

【 旭川 ０．０７５ μ 】／（ 札幌 ０．０４８μ。 ＋１６℃。）
／「気象庁！さっさと「北海道も梅雨入りしてます」宣言を

出せッ!!」。

2017年6月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

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

おはようございます。０６：４９です。

４連勤の２日目。外は雨。（－－；）。

外気温は１６℃。湿度も汚染も高め…。

気象庁！さっさと「北海道も梅雨入りしてます」宣言を出せッ!!

…と、お時間のあるかたは電話してみましょう…これは、どー考えても「梅雨」です…★

https://85358.diarynote.jp/201706250708141942/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706250708141942/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170625/85358_201706250708141942_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170625/85358_201706250708141942_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170625/85358_201706250708141942_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Zslj8xHH-y8


ｗ（－－；）ｗ

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月25日（日）【当日】 
01:00 0.045 0.043 0.044 6 
02:00 0.047 0.045 0.046 6 
03:00 0.048 0.043 0.046 6 
04:00 0.044 0.041 0.043 6 
05:00 0.042 0.038 0.040 6 
06:00

＆画像１参照。（－－；）★

　　↑

機嫌は当然よろしくありませんが、体調はまぁまぁ。

【絶賛クマムシモード】大全開で、体温ぽかぽかです。（＾＾；）

※旧魚宇宙⇒…いや…もとい…（＾＾；）…
　旧魚鵜…じゃなくて…！

※自主休業中⇒https://twitter.com/44n142e

だからッ！「黒丸」の意味するところを明示せよッ!!
　　↓

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

6月25日5時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が165箇所以上存在します
。

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

★【M3.6】青森県東方沖 深さ64.7km 2017/06/25 05:22:04

◆【M2.6】北海道東方沖 深さ0.6km 2017/06/25 03:58:17

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


6月24日23時33分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が93箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/DDF-DnvUAAEe4qF.jpg

★【M2.6】青森県東方沖 深さ107.9km 2017/06/24 22:44:37

◆【M2.5】根室半島沖 深さ28.4km 2017/06/24 10:32:43 

6月24日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/DDCojaeVoAU5dTB.jpg

中津川　昴 @subaru2012 · 18時間18時間前 
【政府間交渉で決められたことが末端には反映されていないプーチン政権】日露ビザ

なし交流に冷や水か | 2017/6/24(土) - Yahoo!ニュース
https://t.co/oXQpORUgAj

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
萩岩睦美 鳥絵展9/7〜9/18 @hagiiwa · 11時間11時間前 

エナガとズミの花

https://pbs.twimg.com/media/DDFKQ-TVwAYiaAY.jpg
#はぎいわの鳥
#萩岩睦美鳥絵展
#URESICA

https://pbs.twimg.com/media/DDF-DnvUAAEe4qF.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DDCojaeVoAU5dTB.jpg
https://t.co/oXQpORUgAj
https://pbs.twimg.com/media/DDFKQ-TVwAYiaAY.jpg


　　↑

ズミって言うのか♪

やっと名前が判った！（＾＾）！

大好き！♪　（関東にはない花。…と思う。）

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
木兆留甘@創作垢 @tao2liu2gan1_xi · 19時間19時間前 
返信先: @tao2liu2gan1_xiさん 

八戒「入間……」
悟空「ま……舞鶴……」
八戒「……留寿都村」
悟空「……蘭越？」
八戒「鹿追…」
悟空「い……い……池田…」
八戒「鷹栖」

悟空「……、寿都」
八戒「……津は三重だから……、あ、津別」
悟空「津別か……月形」
八戒「伊達」

悟空「伊達？」

八戒「伊達もそうだよ」

？入間と舞鶴？？

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 13時間13時間前 
ファイターズは負けたけど、おいしいワインを頂く。

ローストビーフ美味い！

甘辛のタレも上手くできた♡

そして、スキレットでお肉と一緒にオーブンに入れた椎茸が絶妙‼�
北海道のアスパラが旨いのは言うまでもない。

ワイングラスは脚が10cmもあるオシャレノッポさん
はー、幸せ

https://pbs.twimg.com/media/DDEv56xVwAAiTr4.jpg


https://pbs.twimg.com/media/DDEv56xVwAAiTr4.jpg

　　↑

…お相伴にあずかりたい…☆彡

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月25日7:51
　

ネット重ッ！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月26日7:02
　

2017年06月25日（日）【前日】

01:00 0.045 0.043 0.044 6 
02:00 0.047 0.045 0.046 6 
03:00 0.048 0.043 0.046 6 
04:00 0.044 0.041 0.043 6 
05:00 0.042 0.038 0.040 6 

06:00 0.039 0.037 0.038 6 

07:00 0.044 0.038 0.041 6 
08:00 0.044 0.041 0.042 6 
09:00 0.043 0.040 0.042 6 
10:00 0.049 0.039 0.043 6 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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11:00 0.053 0.050 0.051 6 
12:00 0.059 0.054 0.057 6 
13:00 0.058 0.051 0.055 6 
14:00 0.055 0.049 0.052 6 
15:00 0.052 0.044 0.048 6 

16:00 0.043 0.041 0.042 6 
17:00 0.041 0.040 0.040 6 
18:00 0.041 0.039 0.040 6 

19:00 0.039 0.038 0.038 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.037 6 
23:00 0.037 0.037 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.036 6
　



（６月25日）　ミニサイズ大魔王なエルさんの『私にだけ冷酷無情』な声。

https://85358.diarynote.jp/201706251535599573/

色々厄日。(∋_∈)

2017年6月25日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (4)

　

何故かこういう日に限ってＤＮさんのガラケぇ入力画面の日付が２日連続で正しい。(^。^;)

業務上色々厄日だけど古い読者のかたなら御記憶でしょうか？

震度５強の木曾町。私の『避難移住』希望候補地だったことを…？

…ヽ（・＿・；）ノ…

札幌は最高０.０５９μ。

(-_-#)
私のアタマが

動いているわけないし★

https://85358.diarynote.jp/201706251535599573/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201706251535599573/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170625/85358_201706251535599573_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170625/85358_201706251535599573_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170625/85358_201706251535599573_3.jpg


ミニサイズ大魔王なエルさんの『私にだけ冷酷無情』な声

（周囲がどん引く魔対応）を、

これ以上聞いたら精神が折れるので、

やらかしたかも知れない失敗は未確認・未フォローで、

放置に決定。(-"-;)

竜巻警報地域のお客さ魔ズは寝不足だか脳ベクレだかわかんない。(-"-;)

とにかく無茶苦茶。(∋_∈)

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月26日0:20
　

…数日前？の

「腹が凹むような異様睡魔」…って…

ちょうど、「この位置」かなぁ…？？？

ｗ（＾◆＾；）ｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年9月24日8:28
　

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 

君は君であるために産まれてきたのに、

なぜ君はみんなに合わせようと一生懸命なんだ？

映画：ロイヤル・セブンティーン

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月24日8:31
　

cmk2wlさんがリツイート  
cmk2wl @cmk2wl · 7月19日 

人間は、ストレスを受けたときに退行するだけでなく、

集団環境のなかにおいても退行を見せるものである。（退行：意識が幼児的な思考状態に戻る

現象）

M・スコット・ペック
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月24日8:32
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年5月5日 

「支配されるな！簡単に乗せられるな！だまされるな！

　己の望むことを！己の望むように！己で考え！己で選び！己で決めろ！

　己を信じ、己を頼め！己の意思で、判断で、誇りを持って己の為に生きよ！」

 
ＢＡＳＡＲＡ
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（６月25日）　（友達）

https://85358.diarynote.jp/201706252227529156/

祝！河内家菊水丸…ッ♪ へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪　（数曲追加♪）

2017年6月25日 友達 コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=OKeHSjre2Ak
河内家菊水丸 - ホレホレ ハレハレ 

http://www.oricon.co.jp/article/232248/

2017-06-25 20:31 
河内家菊水丸「あきらめない」がん完治5年寛解へ

河内音頭家の河内家菊水丸(54)が25日、大阪市内のホテルで「盆踊りツアー2017 出陣
式パーティー」を開催した。西川きよしら約300人が出席した。和太鼓のリズムに合わ
せて菊水丸が河内音頭を歌唱すると、会場から大きな拍手が起こった。 

「ステージ4の甲状腺乳頭がんからきょうでちょうど4年半。(出陣式が)1つの区切りの5
年目と重なって身が引き締まる思いです」。 

12年秋に甲状腺乳頭がんと診断された。診断された当初は声帯を失う危険性も指摘さ
れたが、河内音頭家として声を失うことに「あきらめない」とセカンドオピニオンを

受け、同年12月に手術した。気管支に巻き付いていたがん細胞、リンパに転移したが
ん細胞を摘出し、手術は成功した。がんの完治となる5年の寛解(かんかい)まであと半
年となったこの日を新たなスタートとした。

…「誰？」という人は、まずこちらをｗ
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=mmIsjFS4k5o
カーキン音頭 河内家菊水丸 

ピースボートで一緒に踊った仲（つまり他人）ですともo(^-^)o

https://85358.diarynote.jp/201706252227529156/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=204
https://85358.diarynote.jp/201706252227529156/
https://85358.diarynote.jp/items/music-jp/B00005MRIO/
https://www.youtube.com/watch?v=OKeHSjre2Ak
http://www.oricon.co.jp/article/232248/
https://www.youtube.com/watch?v=mmIsjFS4k5o


カンカイ歓迎♪

帰ったら一曲貼るさっ♪

（優中部さんにあれば…）

あったあった♪

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=zhKiV2PSoEE
河内家菊水丸　happy

ってことで無事帰投♪　（＾＾）／

ＰＣの前で躍りながら、情報チェックしますわ〜♪♪

さすが♪　 JLY兄は、しっかりチェック♪
　　↓

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 35 分35 分前 
JUMPILIKEYOUさんが日刊スポーツをリツイートしました
河内家菊水丸

ステージ４の甲状腺乳頭がんからきょうでちょうど４年半。

（出陣式が）１つの区切りの５年目と重なって身が引き締まる思いです

#病気怪我死亡芸能人著名人2017
https://twitter.com/nikkansports/status/878940489952538625

日刊スポーツ�認証済みアカウント� @nikkansports · 2時間2時間前 
河内家菊水丸「あきらめない」がん完治５年寛解へ

https://www.nikkansports.com/entertainment/news/1845843.html?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=nikkansports_ogp … #河内家
菊水丸

https://www.youtube.com/watch?v=zhKiV2PSoEE
https://twitter.com/nikkansports/status/878940489952538625
https://www.nikkansports.com/entertainment/news/1845843.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=nikkansports_ogp


https://t.co/BH6Y0Y4I00

CMから生まれた流行語 @love__cm · 6月21日 
カーカキンキン カーキンキン（リクルート:フロム・エー 河内家菊水丸））

天野譲二@3/25新刊が徳間書店より発売 @TOKYOMEGAFORCE · 6月1日 
天野譲二@3/25新刊が徳間書店より発売さんがブラック企業アナリスト 新田 龍をリ
ツイートしました

アルバイト雑誌のCMに使われていた河内家菊水丸『カーキン音頭』だと、

「俺もお前もフリーター　いつか夢から醒めるのか」と辛辣に歌っていたり。 
https://pbs.twimg.com/media/DBIyDOeUwAA4NmO.jpg

参照⇒http://peaceboat.org/oldsite/cruise/report/okinawa/index.shtml
ピースボート沖縄クルーズ

…つながりで〜♪
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=3Hc_gKq-fGU
ソウル・フラワー・ユニオン／エエジャナイカ(1996) 

https://www.youtube.com/watch?v=_XOCTyCkIi4&list=PLDui5ErrMV__ITg1-kApUhnKvCFIMJB7d
ソウル・フラワー・ユニオン - 月光ファンファーレ
〜満月の夕 @ ボロフェスタ2013 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月26日0:22
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情報「補完」してきました☆

寝まーす！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日13:58
　

OTL49さんがリツイート 
たかばし子 @Dond518_845 · 11月29日 

一人映画だけじゃなくて、ヒトカラとかぼっち飯とか単独行動を「恥」とする風潮あるけど、別

に他人が単独行動してるのなんて大概の人は気にしないし、「うわ、あの人一人で…」ってか
らかってるのも、ごく少数の、自分が一人で何にもできない人が言うものだし、そんな恥ずかし

がるものではないと思う

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日14:01
　

　　↑

…少なくとも、
向かいのセブンで買った弁当持って、

道を渡ってローソンのトイレにこもって、

ローソンのトイレに座ってセブンの弁当喰って、

しかも喰い残して喰い散らかしたセブンの弁当箱を

ローソンのトイレの床にぶちまけて、

注意しても不貞腐れて帰っていく…（そして毎日来る！）…していた某大生の行動のほうが、

「ひとりぼっちで学食で飯を食う」より

「恥ずかしい」行動だと思うのだが…（－－；）。

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


（※２００８年のバイト中の実話）

…おばさん、最近の若いコの価値観ってワカラナイ（わかりたくない）わ〜★

…ｗ（－－；）ｗ…★
　

　

 



（６月26日）　「こんにちは」。

https://85358.diarynote.jp/201706260652297055/

小学生クイズｗ

2017年6月26日 笑い コメント (1)
　

次の４つの言葉のうち、インドの「こんにちは」（あいさつ）はどれでしょう

？

１．ウバステ

２．ポイステ

３．ナマステ

４．パワステ

 
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月26日6:56
　

たまにどおーしても！

こういうこと、考えついちゃいません…？？（＾＾；）ｗ
　

 

https://85358.diarynote.jp/201706260652297055/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=246
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（６月26日）　朝から脳がハイテンションです。（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201706260717539432/

【 旭川 ０．０６８ μ 】／【 札幌 ０．０５９ μ 】（⇒現在０．
０３７μ。１３℃。）

2017年6月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 13時間13時間前 
稚内 凄いなぁ…
https://twitter.com/charlie24K/status/878898615938301952

https://www.youtube.com/watch?v=3Hc_gKq-fGU&index=13&list=PLDui5ErrMV__ITg1-
kApUhnKvCFIMJB7d
ソウル・フラワー・ユニオン／エエジャナイカ(1996) 

（承前）

あらためまして、おはようございます。

https://85358.diarynote.jp/201706260717539432/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706260717539432/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170626/85358_201706260717539432_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170626/85358_201706260717539432_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170626/85358_201706260717539432_3.jpg
https://twitter.com/charlie24K/status/878898615938301952
https://www.youtube.com/watch?v=3Hc_gKq-fGU&index=13&list=PLDui5ErrMV__ITg1-kApUhnKvCFIMJB7d


朝から脳がハイテンションです。（＾＾；）

０６：５７になりました。久〜しぶりの？　…陽光！（＾＾）！

しかしながら札幌は１３℃。（－－；）

東の出窓のプランターのジャガイモが、

低温と日照不足で枯れはじめています…★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月26日（月）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.036 6 
02:00 0.036 0.036 0.036 6 
03:00 0.037 0.036 0.036 6 
04:00 0.037 0.036 0.036 6 
05:00 0.037 0.036 0.036 6 
06:00

…ま、いっか！（＾＾）！

今日は空気が美味しい〜♪♪

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
今夜（25日）から、北海道方面に流れていた東電福島原発からの風が西日本の日本海
側全域に吹きます。

https://pbs.twimg.com/media/DDJrwOIUAAEF065.jpg

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

★【M2.8】津軽海峡 深さ111.8km 2017/06/26 02:07:39 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://pbs.twimg.com/media/DDJrwOIUAAEF065.jpg
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV


6月25日23時43分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が21箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/DDLJ-cTUIAEdBmZ.jpg

◆【M2.7】根室半島沖 深さ49.8km 2017/06/25 21:04:59

◆【M3.4】釧路地方 深さ76.3km 2017/06/25 13:40:04

6月25日11時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が70箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/DDIk4BQUIAAjsku.jpg

★【M3.5】浦河南方沖 深さ71.2km 2017/06/25 11:18:17

★【M3.1】苫小牧南方沖 深さ120.4km 2017/06/25 10:57:29

6月25日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。

https://pbs.twimg.com/media/DDHyI5zVoAAwJ8m.jpg

　　↑

んで。あくまでも「黒丸の意味」は追記しないつもりか…？？

https://twitter.com/charlie24K

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 8時間8時間前 
鶏ハム 旨かった！
これ国産のいい肉なので400円くらい。
それの半額で買った。

食べたのはその半分以下。

つまりこれだけ満足して100円かかってないw
金のない学生とか、コンビニで済まそう！とかいう考え…
それめっちゃ高けーぞ！

自炊しろwww

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11時間11時間前 
晩ぎょあーん！にはちと早いが、日本酒のあてに昼の残りを冷蔵庫で冷やしたやつ。

https://pbs.twimg.com/media/DDLJ-cTUIAEdBmZ.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DDIk4BQUIAAjsku.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DDHyI5zVoAAwJ8m.jpg
https://twitter.com/charlie24K


冷たくてもゴーヤチャンプル 美味しい！
この後 8時からは鶏ハムを作る。
ちなみにゴーヤチャンプルの豚肉も鶏ハムの胸肉も、二十四軒生協で夜に半額で買っ

てきたやつw
お買い物上手なのですwww
（ケチ）

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 23時間23時間前 
今朝は焼きおにぎりを食べたよ！

醤油じゃなくて、北海道はベル食品（二十四軒）の 成吉思汗たれ を使用。
これが旨いんだな!? ^ ^
フライパンだとくっつくので、キチントさんのフライパン用ホイルシートが便利だよ

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 23時間23時間前 
うちのプランターです！

左は多分ジャガイモ。

右は人参とカブと、サンチュ？サニーレタス？なんだっけ…
忘れたーwww
（間引いたやつ、サラダに入れて食ったけどな？w）
https://t.co/Gfsb2jYsfh

　　↑

…お友だちになりたい…♪

https://www.youtube.com/watch?v=p6t6sQ5IEE0&index=32&list=PLDui5ErrMV__ITg1-
kApUhnKvCFIMJB7d
NEWEST MODEL ’SOUL FLOWER UNION’ - アイヌプリ
 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://t.co/Gfsb2jYsfh
https://www.youtube.com/watch?v=p6t6sQ5IEE0&index=32&list=PLDui5ErrMV__ITg1-kApUhnKvCFIMJB7d
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2017年6月26日7:44
　

０６

１１１１

０☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月27日7:12
　

2017年06月26日（月）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.036 6 
02:00 0.036 0.036 0.036 6 
03:00 0.037 0.036 0.036 6 
04:00 0.037 0.036 0.036 6 
05:00 0.037 0.036 0.036 6 
06:00 0.037 0.036 0.036 6 
07:00 0.037 0.036 0.037 6 
08:00 0.037 0.036 0.037 6 
09:00 0.037 0.036 0.036 6 
10:00 0.037 0.036 0.036 6 
11:00 0.037 0.036 0.036 6 
12:00 0.037 0.036 0.036 6 
13:00 0.037 0.036 0.036 6 
14:00 0.037 0.036 0.036 6 
15:00 0.037 0.036 0.036 6 
16:00 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.036 6 
21:00 0.037 0.036 0.036 6 
22:00 0.037 0.036 0.036 6 
23:00 0.037 0.036 0.036 6 
24:00 0.037 0.036 0.036 6 

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


マゥモンタイ♪（＾＾）♪

　

 



（６月27日）　リアルなバーチャル体験？

https://85358.diarynote.jp/201706262310324330/

…提督の耳は、りすの耳ッ！♪ｗｗｗ

2017年6月26日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (1)

　

σ(^◇^;)。。。

笑い死ぬくらいの超ネタを拾ってしまいました…

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

…が。(^。^;)

あいにくかなりばりばりに、

服務規定に引っ掛かるので、

皆さんにはお教え出来ません…残念ｗ

https://85358.diarynote.jp/201706262310324330/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=1
https://85358.diarynote.jp/201706262310324330/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170626/85358_201706262310324330_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170626/85358_201706262310324330_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170626/85358_201706262310324330_3.jpg


ｗ(‾ー+‾)ｗニヤリ

…まぁ時効？まで、パスワードでも設定しておこうか…ｗｗｗ

『美容と健康の為に、

　食後に一杯の紅茶を！』

問１。この迷文句の、「下の句」は？

問２。設定したのは某提督。某所に入力したのは？

ｗｗｗｗｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=zsAb6S-Vr4Q
バイオリンを持つ伝統的なアイルランド音楽をリラックス、

バグパイプ、フルート楽器ケルト

https://weather.yahoo.co.jp/weather/lightning/?c=10R
（０：００〜０：１０）

 
　

　

　

ひみつ日記

https://www.youtube.com/watch?v=zsAb6S-Vr4Q
https://weather.yahoo.co.jp/weather/lightning/?c=10R


　

　

某お客さんの

メアドが[「ユリアン・ミンツ」…

ご丁寧にドイツ語でｗ

　

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月27日0:17
　

リアルなバーチャル体験？

ｗ（＾◇＾；）ｗで、

御機嫌さんになりつつ、

多大な危機感（※まだ遠い）を感じて

大量な飲食物買い込みをしつつ

遅めに帰宅して、

６月２６日の

２２：５５にＰＣ起こして、

情報チェック補完作戦してきました〜☆

寝まーす！

　

　

　

https://85358.diarynote.jp/
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（６月27日）　今日は！アルパカ狼さん遭遇確率、高いし…ッ！

https://85358.diarynote.jp/201706270725499871/

【 旭川 …０．０２… μ ？ 】 ／（札幌 ０．０３７μ 。＋１３
℃…）。

2017年6月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

（３０分遅れの作業栗鼠１匹目）

https://www.youtube.com/watch?v=8MG5qUk-9Ks
[替え歌]君の名は。前前前世をリヴァイ兵長でうたってみた[声真似] 

遅め？ようございます。

夕べ夜更かし（－－；）したあおりで、

３０分遅れで進行中。（＾＾；）

ＰＣ起こしたのが０７：０５でした。

体調は（クマムシモードで）良好。

札幌は１３℃。曇天。寒い？です…（－－；）…。

https://85358.diarynote.jp/201706270725499871/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706270725499871/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170627/85358_201706270725499871_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=8MG5qUk-9Ks


東窓のプランターのジャガイモが見るも無残に枯れはじめてしまっていて、

この調子だの、道産農業の惨状はいかばかりかと…（＞＜；）…

まぁとにかく４連勤の最終日です。

今日は！アルパカ狼さん遭遇確率、高いし…ッ！

ってことで情報チェックさくさく往きます…。

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

01:00 0.037 0.036 0.036 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.036 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00

…あらあら…☆（＾＾；）☆
　　↓

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 21 時間21 時間前 
2017/06/26 10:00(JST) おなかがすいてうごけません...zzz

…朝から笑わせてもらいました…ｗｗｗ

northland44  @ n142e · 22時間22時間前 #Radidas 2017/06/26 09:30(JST),
0.02±0.000μSv/h,in119min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.045,0.058 9947abc7

northland44  @ n142e · 24時間24時間前 #Radidas 2017/06/23 10:30(JST),
0.07±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.05,0.059 1cb48b24

northland44  @ n142e · 24時間24時間前 
2017/06/26 07:23(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)

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


…何かみんな変調？をきたしてるな…？？
　　↓

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 2 時間2 時間前 
目が覚めて、その後寝られなくなったので プランターに水をやり、ついでに写真を撮
ってきた。

そしてなぜかカレーを作って 朝カレーにしたwww
https://pbs.twimg.com/media/DDRabN4UwAEwxT0.jpg

https://twitter.com/eq_map

◆【M3.0】根室半島沖 深さ22.5km 2017/06/27 04:10:55
◆【M2.7】根室半島沖 深さ78.0km 2017/06/26 15:23:37
◆【M2.8】根室半島沖 深さ56.8km 2017/06/26 12:32:41

★【M2.6】十勝地方南東沖 深さ78.1km 2017/06/26 10:09:33

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
コウズケパクチーコ @UENOU · 8時間8時間前
先日、津別という町を訪ねた。やたらに大きな樹の多い、ゆるい町で…異次元感覚と
いうか、わわわわ、と気づけばそこに立ってたのはあれは化かされてたんだろうか。

素晴らしく美しく豊かな場所であるのは、間違いなくて。極めつけのシゲチャンラン

ドには完全にやられてしまいましたよ。訪ねるべきです。

だそうです。（私はまだ行ったことない…てか、クルマがないと行けない★）
 
　

　

　

 

コメント

https://pbs.twimg.com/media/DDRabN4UwAEwxT0.jpg
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月28日6:42
　

2017年06月27日（火）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.036 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.036 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.037 0.036 0.037 6 
08:00 0.037 0.036 0.037 6 
09:00 0.037 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.036 0.037 6 
11:00 0.037 0.036 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.036 6 
16:00 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.037 6 
23:00 0.037 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6 

…らりほ〜…♪　！（＾＾）！　♪
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（６月27日）　捨て鉢にならず未来を変えようとしなければ、そのうち虚無がやって
くる。

https://85358.diarynote.jp/201706270801307245/

【 T_HIRANO 非公開 】／【放射線療法】／「〇ャスコの検査用
」有機大豆100％豆腐／汚染されてること知らないのが常識ある
大人だからｗ／日本住めないよね。 高校卒業したら海外いく。
　（未中津）

2017年6月27日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)

　

…出たーーーー！（－－＃）！★
　　↓

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO

このアカウントのツイートは非公開です。

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
「甲状腺にだけ」皆の注意を引きつけておけば、自分や周囲でどんな病気になっても

福島原発事故と結びつけられない。

これを目くらまし戦法という。

https://85358.diarynote.jp/201706270801307245/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201706270801307245/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170627/85358_201706270801307245_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170627/85358_201706270801307245_2.jpg
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO


https://www.youtube.com/watch?v=nHOtzbktEyI
TIGER&BUNNY(タイガー&バニー) OP2【歌詞付き】

幸せになれるビジネス @gaia63376367 · 6分6分前 
【放射線療法の実例】

放射線療法においては、放射線ホルミシスの範囲を逸脱する100から150ミリシーベル
トという線量での放射線照射を数回全身あるいは半身に対して行うことで生体の免疫

機能を高め、癌治療のための効果を増強し治癒率を高

##ガイアZ　#enishiz

しんちゃんさんがリツイート 
ウクライナ政府報告書bot @ukurainahoukoku · 8 時間8 時間前 
1992 年から1996 年の間には、チェルノブイリ事故で被災した患者の中で甲状腺疾患
のリスクは9 倍増加し、Ⅱ型糖尿病は2.4 倍となった。

ⅦSY @nanarotary7 · 9時間9時間前 
2017年6月　栃木県那須塩原市大原間西　数年前なら行政サイドに情報提供もまめにし
てたけど現在は全くしてないな。地表面で7μだの空間線量が3μだ4μだ！なんて、栃木
では全く意味ねぇもんな。気にするどころか汚染されてることすら知らないのが常識

のある大人だからなｗｗ 
https://twitter.com/nanarotary7/status/879350195707822080

綱崎 健太 @t_kyen · 11時間11時間前 
低線量被曝の問題は、彼らがゆっくりと確実に侵食してくる部分である。そもそもク

リアランスという考え方が妥協点であるように、低線量被曝問題は、この妥協点が詭

弁とともにどんどん侵食してくるところにある。

neko-aii  @neko_aii · 13時間13時間前 
lulu_01_09さん 2017/6/26
３１１前、新宿は２Bq/kg以下だった。
２０１１年後半の新宿は７９０Bq/kg、更に増加中

バレンチナ先生 

https://www.youtube.com/watch?v=nHOtzbktEyI
https://twitter.com/nanarotary7/status/879350195707822080


「子供は50Bq/kgから危険がはじまる。
　大人は200Bq/kgから危険」

問題は空間線量ではなく土壌汚染だ。

しんちゃんさんがリツイート 
ポウ(Satsuki Mutoh) @UniMutoh · 6月25日 
危険な物ほど扱いや保管がずさんな原子力機構に呆れる。この国のいい加減さが表れ

ている。

原子力機構､核容器4500個不適切保管の実態 プルトニウム被曝事故の深刻な背景
とは？ | 週刊東洋経済(政治·経済) | 東洋経済オンライン
https://t.co/AIWjimiToM

neko-aii  @neko_aii · 6月25日 
日本政府は魚の線量を測るとき内臓・骨を除いて測る

＜なぜなら筋肉の数百倍、数千倍の放射能がたまる場所＞

https://t.co/lO5SYODKlQ

cmk2wlさんがリツイート 
ＩＢＤ事務局(広島・姫路・ＵＣ外科) @ibd_uc_cd · 6月22日 
返信先: @kataxさん 
昔働いてた豆腐工場は「〇ャスコの検査用」の有機大豆100％の豆腐を月1回3丁だけ作
ってた。(100％と表記してるが実は15％)
一度その3丁が紛失、提出できなくなったが「検査用の豆腐を紛失した。今から豆を浸
水して作るから3日後になる」と上司が連絡。
毎日出荷してるのにバレなかった

原発川柳 @nuclearsenryu · 6月17日 
低線量　覚悟が必要　先天異常学

https://www.youtube.com/watch?v=sy3L94RRZB8
TIGER&BUNNY(タイガー&バニー) ED【歌詞付き】

cmk2wlさんがリツイート 

https://t.co/AIWjimiToM
https://t.co/lO5SYODKlQ
https://www.youtube.com/watch?v=sy3L94RRZB8


cmk2wl @cmk2wl · 2016年9月15日 

若い人は目をさましてほしい。

自分が苦境に立たされているのも、つまらない毎日を送らされているのも、 未来に希
望を持てなくされているのも、死にたくなるのにも、すべてに原因があるのだから。

捨て鉢にならず未来を変えようとしなければ、そのうち虚無がやってくる。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 6月23日 
2011年7月「海老蔵さんは福岡に避難したことを報じられると、“放射能が心配で逃げ
て何が悪いんだよ。妊婦なんだから、避難させるのは当たり前じゃないか”と怒ってい
ました。」NEWSポストセブン

不正選挙監視団 @rigged_election · 6月17日 
【拡散】kkenmama 「チェルノブイリのように、数年以上経って深刻な健康被害が出
てからでは遅すぎる。福島の子どもたちを疎開させるべきだと思います」低線量被ば

くを、チェルノブイリから知る 菅谷昭

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年4月11日 
返信先: @cmk2wlさん 
オクロ天然原子炉は約20億年前に「天然のウラン」が臨界。
【約15万年間にわたり臨界し続けた】
その間のエネルギーは 100万kW級の原子炉 5基分を 1年間フル稼働した時に相当。
福島には数千トンの「原子炉級ウラン」があった。

詭弁は通用しない。避難するしか方法はない。

https://www.youtube.com/watch?v=d75bhr8hShc
TIGER&BUNNY(タイガー&バニー) ED2【歌詞付き】 

らら @rarara095 · 11時間11時間前 
関東は福島からの放射能。

https://www.youtube.com/watch?v=d75bhr8hShc


そして既に汚染された土壌、呼吸による被爆に毎日ビクビク。

関西も再稼働した原発が地震の度に周辺の線量あがるし、南海トラフとかきたらお

わり。

日本住めないよね。

もう高校卒業したら海外いく。

https://www.youtube.com/watch?v=gaKChQ8J3OE
【YURI!!!on ICE AMV】 A Thousand Years【勇ヴィク】

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年12月31日 
硫黄島の日本軍戦没者顕彰碑の内容「多くの戦没日本兵の頭蓋骨が米国内に持ち去ら

れたが、その回収意の如くならず憂うべき前兆とも考えられるので速やかに之を修復

すると共に（中略）持ち去られた頭蓋骨が速やかに数多く回収されることを祈念し冀

う次第である。」人間として扱われてなかったのだ。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年12月30日 
「鬼畜米英という教育はまちがいだった。玉砕は犬死にだった。文明国の軍隊はあん

なにも寛大だったのだ」という論理がまかり通ってきた。しかし、前線の諸記録に垣

間見られるのは、むしろ日本人が軍民を問わず玉砕を選ばざるをえなかった米軍の残

虐さである。「日本の反論」米田健三著

　　↑

アメリカ侵略白人層はネイティヴ（先住民）も「獲物」扱いで「トロフィー」（剥製）にしてま

すしね〜★（－－；）★

ただ、アイリッシュ？ケルトの古層文明には「干し首」とかの呪術文化があるし、フランスで

は「罪人の骨」は「薬になる」と信じられていたし、「頭蓋骨」を「生き残るためのお守り」と

して獲っていったのだとすれば…

「文化の違い」なので、一概に単純に「米兵だけ」を責めることは出来ないです…

https://www.youtube.com/watch?v=gaKChQ8J3OE


（だいたい「首の塩漬け」とかは三国志にも出てくる、「全人類文明」共通の悪習だ…★）

（南米古層文化なんかも、ものすごいよね？）

（それから、「日本軍は、自分たちが外地で実際に「やってきたこと」を、今度は「やられる」

番になった…と理解したので絶望して自殺した、という分析もある。）

（米兵に残虐行為がなかったと云いたいわけじゃない。軍隊という群体は、どこの国のどの民族

であれ、同じ残虐衝動におかされてしまう、ということ。）

sa360さんがリツイート 
Fiona Pieria~  @fionasoul · 3月18日 

Don’t fight! We should always be careful together. Love you.
My dog friends
https://twitter.com/fionasoul/status/842985022130855936

https://www.youtube.com/watch?v=ORDXWrL5EuQ
Yuri!!! on Ice ユーリ!!! on ICE Opening "History Maker

https://www.youtube.com/watch?v=E11YMJhmdvc
Celtic Irish Epic Music - Compilation 

sa360さんがリツイート 
日々 @je_elu_ul · 21時間21時間前 
( ���)
https://pbs.twimg.com/media/DDNtvOsV0AA_b3d.jpg

https://twitter.com/fionasoul/status/842985022130855936
https://www.youtube.com/watch?v=ORDXWrL5EuQ
https://www.youtube.com/watch?v=E11YMJhmdvc
https://pbs.twimg.com/media/DDNtvOsV0AA_b3d.jpg


【３Ｋ】でけっこうｗ

　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月27日9:56
　

どうも変だ。

静かすぎる。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月27日23:23
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

さすがに今日はもう無理！

まんが読んで寝ま〜す！

(^。^;)
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（６月28日）　夢ネタめも。

https://85358.diarynote.jp/201706280730531720/

【 カムチャツカ半島 】 ６火山【 ほぼ同時噴火 】／（ 札幌 ０．
０３７ μ。 晴天♪）

2017年6月28日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)

　

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

おはようございます。０６：３３でした。

再び３連休の初日♪（＾＾）♪

札幌は「雲ひとつない」という勢いの晴天♪

（※北西方向＝大雪山系上空には、上昇気流の雲が出来つつあります。）

とりあえず東の出窓のプランターで低温と日照不足で枯れかけていたジャガイモとかには直射日

光が当たってます…（がんばって〜！）

https://85358.diarynote.jp/201706280730531720/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706280730531720/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170628/85358_201706280730531720_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170628/85358_201706280730531720_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170628/85358_201706280730531720_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


６月２８日…ってことは、「私が５３歳になってから」２０日たったのね…なんてことに気がつ
きつつ、人生の残り時間に向けて、情報チェックから始めたいと思います…☆

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月28日（水）【当日】 
01:00 0.038 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

うしっ♪（＾＾）♪　モンクなしッ☆

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 14時間14時間前 
2017/06/27 17:00(JST) おなかがすいてうごけません...zzz

northland44  @ n142e · 18時間18時間前 
2017/06/27 13:02(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)

northland44  @ n142e · 6月26日 
2017/06/26 10:00(JST) おなかがすいてうごけません...zzz

　　↑

…ん”…？？（〜〜；）？？

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 7時間7時間前 
そういえば、今朝だっけか？

心臓体感あったんだったよなぁ…
あと、夜のお買い物の時にやたら背中が熱かった！

リュックにはそんなものは入ってないのに…

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


背中は日本では何処だ？

新潟か？山形秋田もか⁉�
地震以外にもいろいろと気を付けような？(^-^;)

　　↑

…あ”〜私も背中〜…（＾＾；）…★

中津川　昴 @subaru2012 · 20時間20時間前 
中津川　昴さんがSputnik 日本をリツイートしました
これでカムチャツカ半島にある６つ目の火山がほぼ同時に噴火したことになるため、

今後の北半球の気候変動に影響が出てくるものと思われる。

https://twitter.com/sputnik_jp/status/879477719091650560

　　↑

…私の耳が「みょうに静かになった…」と感じていたのって…
…これ…？？

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 7時間7時間前 
日ハムが北海道に来るまで、ここでは巨人ファンが半数以上を占めていたはず。

（おいらは関西帰りだったので阪神ファンだったw）
ハムが来て数年でほとんど全てが鞍替えした！

それでも頑なに変わらなかった人が僕の周りには数人居たが、全員死んでしまったよ

。

頑固は寿命を縮めるのかね？

　　↑

うん。多分ね。

https://www.youtube.com/watch?v=EBx6jzmK7g8
サッポロ黒ラベルの唄 

ぃゃぃゃ、断然、⇒ SAPPORO は、 CLASSIC でッ!!

https://twitter.com/sputnik_jp/status/879477719091650560
https://www.youtube.com/watch?v=EBx6jzmK7g8
https://www.youtube.com/watch?v=EZH1Re8gseQ


https://www.youtube.com/watch?v=EZH1Re8gseQ
NORTH COAST BADBOYZ SAPPORO KLASSIC PV

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 2時間2時間前 
オリックス、函館に地熱発電所建設へ　5000キロワット規模（北海道新聞） -
Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170628-00010002-doshin-
bus_all … @YahooNewsTopics
https://t.co/yneP4TWoGi

　　↑

…これこないだ【Ｍ６】揺れたとこでは…ｗ

【大魔】原発より、絶対に安全よね…ｗｗｗ

OTL49さんがリツイート 
のあ @nnn406 · 6月21日 
クリームソーダ狂なんだけど氷結メロンで作るクリームソーダすごく大人〜なクリー

ムソーダで最高…これ始めた人天才か
https://pbs.twimg.com/media/DC17XjlUAAAPtKf.jpg

　　↑

【 北海道 限定 】♪　（こんど試してみようｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=6zr6pWwHACU
ないものは、つくるしかない。サッポロビール

…平日の皆さん、ごめんなさい。（＾＾；）

私ゃ休日…ですが、朝なので飲んでるのは、

ドイツ製のノンアルビールです…ｗ

（狸小路の「業務スーパー」のやつ〜！　安くて美味い！）

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170628-00010002-doshin-bus_all
https://t.co/yneP4TWoGi
https://pbs.twimg.com/media/DC17XjlUAAAPtKf.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6zr6pWwHACU


https://www.youtube.com/watch?v=_wlFDOpY23E
ケツメイシ / ケツの穴...こだわらへん　ビールボーイ short ver. 

…今朝の夢は、「軽井沢の楽しかった美しい景色の数々」だったなぁ…

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

https://twitter.com/eq_map

★【M2.8】十勝地方南東沖 深さ22.8km 2017/06/28 04:44:58

◆【M2.6】根室半島沖 深さ46.0km 2017/06/28 04:34:12

▼【M2.9】津軽海峡 深さ161.6km 2017/06/28 00:34:56

◆【M4.0】釧路沖 深さ30km 2017/06/27 22:49:02発生 最大予測震度2

（無NERV情報）
 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月28日9:32
　

中津川　昴 @subaru2012 · 15時間15時間前 

【僕はプレミアムエブリデぇー！】

　　↑

https://www.youtube.com/watch?v=_wlFDOpY23E
https://www.youtube.com/watch?v=FSsGY_mLjwI
https://twitter.com/eq_map
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


ｗｗｗ　早くなりたや　ｗｗｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月28日16:10
　

あ、夢ネタめも。

朝おきる前：軽井沢で観た（実過去体験）色鮮やかな光景の思い出。

昼寝中：（最近の夢で何度か通ってた予知的地域（霊界擬視覚化？）の先？）

「私」が「こんど住むことになった」（大学入学決定して下宿？）に案内されて、北側の壁がレ

ンガ？…と思ったら、レンガを模した何か新（科学）素材。

…これ薄いけど、暖房効率だいじょうぶかな〜？

とか思いながら、階下の共同台所に降りて行って、６人分の昼食の仕度してる人がいたので挨拶

して自己紹介して、「食事は共同で当番制って聞きましたけど、具体的にはどうしたら…」みた
いなこと聞いてみたら、

「…なんか、あんまり歓迎されてない…？？」

みたいな不安な感触のところで、目が覚めた…★（＾＾；）★

（起きてからの「白昼夢」的追加エピ…「今日の夕食は６人分しか用意してない。あなたの分は
、朝までにボードに書いてなかったんだから、自分で確保して」みたいな…話。でした…★）

さて？（＾＾；）

どう続くのやら…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月29日6:28

https://85358.diarynote.jp/
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　　↑

…しかし。（＾＾；）★
いつ何処へ行っても「歓迎されてない」夢しか視ないね…？⇒私★

2017年06月28日（水）【前日】
01:00 0.038 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00 0.038 0.036 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 0.037 0.037 6 
09:00 0.037 0.037 0.037 6 
10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.039 0.037 0.038 6 
24:00 0.039 0.038 0.038 6
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月29日14:36
　

夢ネタ続き。（？）

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


学校生活（授業）の前にバイトに入ってた…

生協？の裏のゴミ出しとか期限切れ商品の廃棄とか、慣れたらレジ締め？も、

やる…らしい。

他の人たちとはビミョウに職分が違う。

（学生vs外部から転籍の院生？）みたいな、距離感…？
　

 



（６月28日）　「これはいわゆる【予知夢】の部類」／＠mixiの「アッテンボロー」
死と、勝手に絶縁。

https://85358.diarynote.jp/201706282033115094/

！【 北海道⇒東 】！／【１０年前の今日】／2011年２月【 東
日本 大震災 】前にも【 飛騨で 】群発地震。

2017年6月28日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)

　

https://www.youtube.com/watch?v=2eGazzxcp3I
Nevereverland / Nano 

…ってことで、（？）もう地震のチェックするのも嫌になってるアリサマな栗鼠様なので、先に
コレやってました…★
　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/page/3128969
復讐は、ビシソワズ。　（仮） 

（２０１４年５月末分まで終了〜）。

（この時期は「閑職に干される」以外はあまり問題なかった？みたいですｗ）

https://85358.diarynote.jp/201706282033115094/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706282033115094/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170628/85358_201706282033115094_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170628/85358_201706282033115094_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170628/85358_201706282033115094_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2eGazzxcp3I
file:///tmp/puboo/127512/454208/book/114795/page/3128969


https://www.youtube.com/watch?v=CcVf26f2jo8
【君の名は。】主題歌・劇中歌4曲メドレー
【厳選・歌い手】作詞/作曲 RADWIMPS 

先に読んでた人、気がついたと思うけど…（＾＾；）…★
　↓　のやつ、【偶然】今日コピペしてたの…【発震前】でした…ｗｗｗ

http://85358.diarynote.jp/201405080835132422/

「これはいわゆる【予知夢】の部類」。

と自覚できる情報伝達を幾つか受け取りました。

　（－－；）

社会的広域的な未来予想については今のところ情報隠蔽しておきますが。

（内容がアレすぎるので。）（－－；）

皆さんに伝達すべき点が１つ。

★　北海道、東南東（かなり沖）海底。

★【Ｍ１０クラス】の地震が起きます。

★　時期は不明。

★　揺れは直撃しませんが、津波が来ます。

★　国後・野付・根室・釧路〜襟裳岬。

★　海抜５〜１０ｍまでは覚悟してください。

★　苫小牧、内浦（噴火）湾、津軽海峡、青森（陸奥）湾。

★「反復して襲う津波と引き波」の重複被害が悲惨です。

繰り返しますが、発生時期は不明。

当たらなくても責任は取りませんが、

当たった時には手遅れです。

各員、想定津波対策に備えてください。（－－；）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年5月8日8:46

https://www.youtube.com/watch?v=CcVf26f2jo8
http://85358.diarynote.jp/201405080835132422/


「預言しておくＭ１０地震」の予想震源域は、

左上にはっつけた北海道図の、さらに東側の外。

揺れは来ません。

津波が来ます。

もちろん、六ヶ所村にも、東通・女川・福島・東海原発にも、です……。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年5月8日9:19

くっきり視えちゃった

震央図の色は黄色。

超巨大な円…(‾○‾;)

　　↑

…色は、（今夜は）当たりませんでした…てか、「まだ来る」…？

http://85358.diarynote.jp/201405091043045237/

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年5月9日12:25

ケミカル煙トレイル浮腫

（ムクミ＝腎不全）症候群と、

おかしな感染症（風邪似だが、未知のものだと私の体の免疫系統が言っている。）が

、

ひそかに進行形の札幌。

http://85358.diarynote.jp/201405091043045237/


「最近、何故か急に太った！

と、思っているアナタ…
(・_・;)

脂肪ではなく、

ムクミ（水分排出不全）です。

腎臓を目詰まりさせてる

煙トレイルの超給水高分子の、

デトックスが必要です…

https://www.youtube.com/watch?v=CcVf26f2jo8
【君の名は。】主題歌・劇中歌4曲メドレー
【厳選・歌い手】作詞/作曲 RADWIMPS 

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月28日20:33
　

０

６１１

３１１…☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月28日20:39
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=CcVf26f2jo8
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2014年5月10日8:43
　

夢ッセージ拝領。

＞「一年で原稿４００枚書いてから出版社一社を厳選して投稿」

でなく、

「１ヶ月で４０枚ずつ（一年で４８０枚）書いては出版４社併願で投稿しまくる。」

…なるほど！＼(◎o◎)／
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月28日20:45
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年5月11日7:00

ということで、もはや「死すべき定めのヒト（他人）のコ」と化してしまった、

＠mixiの「アッテンボロー」死と、勝手に絶縁。

　（－－；）

あぁ、おもえばとおくにきたもんだ……。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月28日20:56
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年5月12日19:25

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


「道東沖の大すべり Ｍ９クラス」

…ツイッタ検索。(・_・;)

私ゃこの説は知らなかったが、

こないだ視た「夢」ネタと、

ほぼまったく同一震源＋規模。

ヽ（・＿・；）ノ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月28日23:34
　

０

６１１

３５５☆

　

　

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


（６月29日）　「すべての物語の始まりの土地」である、黒四ダム。

https://85358.diarynote.jp/201706290013235274/

【 愛媛 ０．１１７ μ 】／【 三重 ０．１０６ μ 】。

2017年6月29日 【 西 は 水 に 沈 む 】

　

https://www.youtube.com/watch?v=rSjEWsY8Qn4
[Guilty Crown - OST]12. Release My Soul 

（承前）長いんで分けたｗ

…発掘の「副産物」〜★
　　↓

http://85358.diarynote.jp/201405291143165380/

「治安維持法もありましたが、弾圧しようと思えば、そんなものがなくてもできるん

です。法律もいらない、裁判もいらない、証拠もいらないのです。

『憲兵の解釈が法律として通用する』恐ろしい時代でしたよ。」

　http://www.jcp.or.jp/akahata
（2007.06.28.）

https://85358.diarynote.jp/201706290013235274/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=13
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170629/85358_201706290013235274_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170629/85358_201706290013235274_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170629/85358_201706290013235274_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rSjEWsY8Qn4
http://85358.diarynote.jp/201405291143165380/
http://www.jcp.or.jp/akahata


　　↑

！（＠＠）！【１０年前の今日】！

じゃ、ついで…ｗ
　　↓

http://85358.diarynote.jp/?day=20160628
http://85358.diarynote.jp/?day=20150628
http://85358.diarynote.jp/?day=20140628
http://85358.diarynote.jp/?day=20130628

http://85358.diarynote.jp/?day=20120628
http://85358.diarynote.jp/?day=20110628

http://85358.diarynote.jp/?day=20100628
http://85358.diarynote.jp/?day=20090628
http://85358.diarynote.jp/?day=20080628
http://85358.diarynote.jp/?day=20070628

http://76519.diarynote.jp/?day=20080628
http://76519.diarynote.jp/?day=20070628
http://76519.diarynote.jp/?day=20060628

もひとつ★

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201405300838374062/
http://85358.diarynote.jp/201405300848564453/

http://85358.diarynote.jp/201405300924204203/
＞地震列島に原子力発電所を建てることの無責任ぶりも露呈された

＞＠2007.07.25。

http://85358.diarynote.jp/201405031936445760/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年5月3日19:39

http://85358.diarynote.jp/?day=20160628
http://85358.diarynote.jp/?day=20150628
http://85358.diarynote.jp/?day=20140628
http://85358.diarynote.jp/?day=20130628
http://85358.diarynote.jp/?day=20120628
http://85358.diarynote.jp/?day=20110628
http://85358.diarynote.jp/?day=20100628
http://85358.diarynote.jp/?day=20090628
http://85358.diarynote.jp/?day=20080628
http://85358.diarynote.jp/?day=20070628
http://76519.diarynote.jp/?day=20080628
http://76519.diarynote.jp/?day=20070628
http://76519.diarynote.jp/?day=20060628
http://85358.diarynote.jp/201405300838374062/
http://85358.diarynote.jp/201405300848564453/
http://85358.diarynote.jp/201405300924204203/
http://85358.diarynote.jp/201405031936445760/


飛騨で尋常でない連発地震。

(ΘoΘ;)

これって「すべての物語の始まりの土地」である、黒四ダムが震源？

(‾○‾;)

…カミオカンデかな…？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年5月3日19:47

カミオカンデじゃないね。

黒四ダムのが近いね。

(・_・;)

「東日本大震災前にも飛騨で群発地震」だってさ…
(・ω・;)(;・ω・)

ちなみに私の中では大震災は既に現在進行過去完了形。

┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年5月3日21:09

「柏市１万4200ベクレ
　軽井沢　3700ベクレ」 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年5月3日21:29

硫黄島でＭ６。(°д°;;)
この一週間の「千葉沖」震源を線でつないで見るだけで、ヤケ酒２０杯分くらいイケ

ます。



。。。(〃_ _)σ‖ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年5月3日23:08

２４時間の地震観測回数

４１回。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年5月3日23:10

「2011年２月２７日 今日のような群発地震があった」

https://www.youtube.com/watch?v=G_FFDp0kVNk
君の名は。作業用BGM your name 

…時間と根性が尽きた…（＾＾；）…★

洗濯も入浴も地震のチェックもしないで寝ちゃう〜☆☆

　

https://www.youtube.com/watch?v=G_FFDp0kVNk


（６月29日）　

https://85358.diarynote.jp/201706290644397638/

【 Ｍ ５ ．４ 】／【 泊原発 ０．０５ μ 】／（札幌 ０．０３８ μ
。＋１６℃）。

2017年6月29日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

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

おはようございます。０６：０６です。

…あれ…？？　（＠＠；）？

と、あさ起きだして布団の上で軽く柔軟体操？してから時計を見て、

まだ０５：４５頃だったので、「？」になりました。

普段より３０分くらい早く目が覚めちゃったみたいです…

ま、（＾＾；）熟睡できた？ってことで…☆

https://85358.diarynote.jp/201706290644397638/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706290644397638/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170629/85358_201706290644397638_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170629/85358_201706290644397638_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170629/85358_201706290644397638_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU


（でも昨深夜２時に、またぞろ階下のバカが車４台停めて大騒ぎしてやがって、

「恒例？深夜の大喧嘩」だったんですけどね…？？）

…ってことで、「迷惑メール！」（？）を、管理会社に送信してきました…
０６：２０。

例によって３連休の２日目。

昨日が普段よりもダメダメな一日で、家事が全く手つかずだったので…（＾＾；）…★

今日はちょっくらガンバッテ、予定の雑用を片付けていきたいと思います…☆

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月29日（木）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

　　↑

…まぁ空気は一応？「問題なし」…と云いたいところですが…
気温１６℃？の割にはみょう〜に湿気て熱く…（－－；）…

またもや「関東の梅雨どき」バージョン。（〜〜；）。

空一面の雲は高いですが分厚く、しかも、

東のほうは「フクイチ・ブルー」だ…★
…（＞＜；）…

※「定例？？」更新停止中⇒https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 6月27日 
2017/06/27 17:00(JST) おなかがすいてうごけません...zzz
　　↑

northland44  @ n142e · 6月27日 

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


2017/06/27 13:02(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)

https://twitter.com/eq_map

◆【M3.4】根室地方 深さ95.5km 2017/06/29 02:23:34

◆【M5.4】KURIL ISLANDS 49.0km 2017/06/28 21:07:30JST, 2017/06/28
12:07:30UTC
　　↑

　【M6.4】北海道東方沖 深さ5.0km 2017/06/28 21:07:31
　　↑

　【最大震度3】(気象庁発表) 北海道東方沖 深さ約40km 
　【M5.7】 28日21時07分頃発生 

★【M2.7】十勝地方南東沖 深さ61.7km 2017/06/28 19:38:19

◇【M2.7】十勝地方 深さ110.5km 2017/06/28 13:49:51

https://www.youtube.com/watch?v=L_ODGObbrJc
旅人／ケツメイシ

 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月30日7:07
　

2017年06月29日（木）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 

https://twitter.com/eq_map
https://www.youtube.com/watch?v=L_ODGObbrJc
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.038 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.038 0.037 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.037 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
　

 



（６月29日）　

https://85358.diarynote.jp/201706291639082771/

（砂魚　宇宙）　好きでする努力は結果がどうであれ満足出来る

。

2017年6月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
漢弾地 @dankoromochi · 6月1日 
【エッセイ漫画】言葉は時を越えて（全２枚）

https://twitter.com/dankoromochi/status/870411994993537024

　　↑

…通底するものがあるかも…。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
すけろくちゃん2012  @ wat · 6月26日 

苦労したからラストは幸せなんて考え方に縛られて大事な今をおざなりにしないでね

。我慢したから成功できるもそう。そう信じ込ませて我慢を強要する人々がいるの。

人生は今という瞬間の連続。好きでする努力は結果がどうであれ満足出来る。だけど

嫌なのに我慢し続けて成功しなかったら、猛烈な後悔だよ

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

アクセス解析

これまでのカウンター増加数の推移

　　日付　　アクセス数

2017-06-28 (水) 123  ☆ 日記更新 

https://85358.diarynote.jp/201706291639082771/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201706291639082771/
https://twitter.com/dankoromochi/status/870411994993537024
https://pbs.twimg.com/media/DDSOWQaUwAArtnX.jpg


2017-06-27 (火) 77  ☆ 日記更新 
2017-06-26 (月) 64  ☆ 日記更新 
2017-06-25 (日) 76  ☆ 日記更新 
2017-06-24 (土) 105  ☆ 日記更新 
2017-06-23 (金) 77  ☆ 日記更新 
2017-06-22 (木) 89  ☆ 日記更新 
2017-06-21 (水) 123  ☆ 日記更新 
2017-06-20 (火) 77  ☆ 日記更新 
2017-06-19 (月) 91  ☆ 日記更新 
2017-06-18 (日) 74  ☆ 日記更新 
2017-06-17 (土) 71  ☆ 日記更新 
2017-06-16 (金) 88  ☆ 日記更新 
2017-06-15 (木) 93  ☆ 日記更新 
2017-06-14 (水) 117  ☆ 日記更新 
2017-06-13 (火) 100  ☆ 日記更新 
2017-06-12 (月) 83  ☆ 日記更新 
2017-06-11 (日) 80  ☆ 日記更新 
2017-06-10 (土) 85  ☆ 日記更新 
2017-06-09 (金) 89  ☆ 日記更新 
2017-06-08 (木) 102  ☆ 日記更新 
2017-06-07 (水) 109  ☆ 日記更新 
2017-06-06 (火) 76  ☆ 日記更新 
2017-06-05 (月) 97  ☆ 日記更新 
2017-06-04 (日) 82  ☆ 日記更新 
2017-06-03 (土) 93  ☆ 日記更新 
2017-06-02 (金) 121 ☆ 日記更新 
2017-06-01 (木) 138  ☆ 日記更新 
2017-05-31 (水) 88  ☆ 日記更新 
2017-05-30 (火) 116 ☆ 日記更新 
2017-05-29 (月) 102  ☆ 日記更新 
2017-05-28 (日) 81  ☆ 日記更新 
2017-05-27 (土) 89  ☆ 日記更新 
2017-05-26 (金) 101  ☆ 日記更新 
2017-05-25 (木) 117  ☆ 日記更新 
2017-05-24 (水) 130  ☆ 日記更新 
2017-05-23 (火) 89  ☆ 日記更新 
2017-05-22 (月) 91  ☆ 日記更新 



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 
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

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月29日16:39
　

０６

１

１４

１４☆
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（６月29日）　遺伝子合成されたエイリスとエルは、

https://85358.diarynote.jp/201706292148173626/

第一部・　惑星 《 紅蓮 》 の物語…（エイリスの物語）。　（砂
魚　宇宙遊泳中。）

2017年6月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

https://www.youtube.com/watch?v=E11YMJhmdvc
Celtic Irish Epic Music - Compilation
 
 
銀河統一政府の成立から数千年…
後の世の伝説に《銀の千年期》と呼ばれる、鬱屈した時代があった。

徹底した中央集権と、階級（遺伝子等級）による差別的管理社会。

広がる一方の権益と貧富の格差に、低層民たちは《中央世界》センテレを憎み、造反を危惧する

中央官僚たちは新規に合成する労民たちの知能を、どんどんと引き下げ、ついには《奴隷猿人》

と蔑称される不妊の最低階級が、新たに増やされていった…
そんな、時代。

惑星《紅蓮》の地方官僚候補生として遺伝子合成されたエイリスとエルは、同じ養育施設で幼馴

染という以上に、まるで双子のように親しく育ち、やがてそれぞれの適性に合わせて別々の官庁

に入ったが、お互いの職場で十全に能力を発揮し、めきめきと頭角を現わしていく相方とは、忙

しなく中央広場ですれ違いながら挨拶を交わすだけの仲にながらも、それぞれに充実した日々

を送っていた。

活動的なエイリスは治安管理局の現場出動部隊に所属し、「下街区」と呼ばれる非管理（管理

拒否）貧民区域の犯罪取り締まりに走り回る日々だった。

捜査や取り調べで貧民たちとは密接に関わり合う機会が多く、次第に、彼ら「無法者」たちが熱

く語る「自由・自主・独立自尊」社会への「復古」思想に、心を魅かれるようになる…

そんなエイリスの些細な不祥事をかばったことから上司の不興を買い、出世街道とされている医

療局先端技術部から左遷されて下街区医療保安部隊に転属させられたエルも、エイリスの思想に

完全に同調したわけではなかったけれど、勢いにひきづられて「思想」推進側として関わるよう

になる。

https://85358.diarynote.jp/201706292148173626/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201706292148173626/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170629/85358_201706292148173626_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=E11YMJhmdvc


「思想」は「運動」になり、人々の心を街へと駈りたてた。

エイリスは下層民と上層民をつなぐ、ひとつの象徴となって「運動」を盛り上げる。

そんな表向きには喧騒と充実の日々だったが、個人的には、いささかな波乱があった…

エルは幼い頃から当然のようにエイリスを生涯唯一の性愛を含めた伴侶とみなしていたが、エイ

リスはエルを実の兄弟のような無二の親友、だと思っていた。そのささいなすれ違いは、たいし

た問題でもないように思えた…　エイリスが、恋をするまでは。

治安局の直属の部下ロー・ウルに片想いをしてしまい、職務規定違反となるため告白もできず、

秘かに悶々と初恋にもだえるエイリスの姿に、妬心に狂うエルとの諍いが増える。一方で、エイ

リスに恋されているロウルのほうではエルとエイリスは割り込みようのない相思の仲だと信じて

いるので、エルに闇雲に威嚇されては理由が解らずにただうろたえるばかり。

そんな、不協和音を奏でつつ…

「運動」は「組織」となり、公然と惑星政府に反旗を翻すまでに盛り上がってきていた。

特権階級打倒！を叫ぶ貧民たちの大集団に、怖れをなす上層階級。計画されている「集会」の要

たるエイリスへの「公然たる暗殺」が、試みられる…

危険予知・透視・念動力の持ち主であるエイリスには、さしたる危険は及ばなかったが…

「集会」直前。エルの策謀により地方の「組織化」へと派遣されることが決まってしまったロー

・ウル。せめて一言別れの挨拶を…とエイリスのもとへ向かおうとするが、開会の演説を担って
いるエイリスの周囲は人だかりがしていて…なかなか近づけない。

それと気づいてエイリスのほうから歩み寄ろうとした瞬間、エルが遮った。

「なにやってるんですか、もう時間ですよ。早く。」

…立ち塞がるエルに、エイリスは涙目で言った。

「…怨むよ、エル…」

気持ちを切り替えて…ちゃんと切り換えられたつもりで…集会の演壇に立ったエイリス。



しかし片想いの相手と、別れの挨拶すら出来ずに切り離された痛みで、動揺していた。

普段なら見落とすはずのない、ごく簡単なトラップを、見逃した…

スイッチを入れた瞬間、演壇のマイクが爆発し…

ほぼ四散した状態で床に叩きつけられたエイリスの遺体を見て、民衆は、狂乱した。

必死で暴走を食い止める幹部ララルの働きにより、エネルギーは政権奪取への実際的な戦闘へと

進み…

「亡きエイリス」を称える歌を歌いながら、惑星《 紅蓮 》は、《中央星圏》センテーレからの、
独立を宣した…
　

　　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月26日9:05

OTL49さんがリツイート 
名もなき投資家（一般市民）٩(ˊ�ˋ*) @value_investors · 14時間14時間前 

【政治家を求む】

◉嘘をつかない

◉権力を私物化しない

◉国民の声をきく

◉自分のイデオロギーで日本全体を巻き込もうとしない（少数派を認める）

◉社会的弱者を切り捨てない

◉一部の既得権ではなく国民全体の方向を向く

◉国民の富を海外にバラまかない

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


◉国民から搾取する構造を辞める

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月26日9:49

OTL49さんがリツイート 
清水 潔 @NOSUKE0607 · 7月23日 

天安門事件で戦車の前に立ちはだかったあの男性。生存しているのか？あの直後に撃たれた、戦

車に轢かれた、などと言われていたが、実は北京の刑務所にいたと香港紙が報じる。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月26日9:49
   
https://pbs.twimg.com/media/DFYdkJuVYAAjaJF.jpg
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年1月12日21:45
　

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 1月10日 
https://twitter.com/sinwanohate/status/951092710961643520

鶴田敦子さんに聞いた（その２）：教育全体に、「道徳」的価値観が持ち込まれつつある

http://maga9.jp/180110-1/ 

「本当なら、『あかるいあいさつ』がなかなかできなくてふてくされている子も、泣いている

子も、何かその理由があるはずで、教師ならそこを見なければいけない。それこそが教育です。

」

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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「新自由主義のもとでは、必ず格差が生まれ、経済的弱者が生まれてきます。そして、経済的に

追い込まれた状況では、人は絶対に荒れるものです。そのときに、人々の不満を政府に向けない

ためには、『貧乏なのは社会が悪いんじゃなくて、私の努力が足りないんだ』と思わせなくては

ならないわけです。」

引用：小渕内閣の有識者懇談会の報告書に、こんな文章がある。

国家にとって教育とは一つの統治行為だ。（略）合理的思考力の欠如した国民に対して、暴力や

抑圧によらない治安を供与することは不可能である。教育は一面において警察や司法機関などに

許された権能に近いものを備え、それを補完する。

続き）教育にはエリート育成と治安維持の二面性があるということを、驚くほど露骨に書いて

いる。国の「教育」というものに対するとらえ方を、非常によく表していると思います。」

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年1月13日10:53
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
南青山（「沈黙はファシズムの承認」） @minami_aoyama · 1月10日 
南青山（「沈黙はファシズムの承認」）さんがsinwanohate・レイジをリツイートしました

その通りだ。そうでなければ、知識人などいらないし、存在理由もない。

https://twitter.com/minami_aoyama/status/950926299136106496
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（６月29日）　憶えているのは…そこまでだった…

https://85358.diarynote.jp/201706292209577588/

第２部・　…（残されたエルの物語）…。

2017年6月29日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=K-Kd14lwuyI
1 Hour of Beautiful Celtic Fantasy Music | The Dream Weaver
 
 
残されたエルは搬入されたエイリスの半死体を見て理性を失った。

かろうじて緊急救命措置により、まだ心臓は動いている…しかし。
四肢がもげ、内臓が飛散し、頭蓋の上半分が吹っ飛び、脳が激しく損傷した状態…

規定によれば、これは「治療不可・即安楽死」ランク以外のなにものでもない。

医療資源とて無限ではないのだ。特権階級の悪弊を最も嫌ったエイリスに、特殊医療を施すわけ

には…

などという理性や常識は、エルは瞬時にかなぐり捨てた。

反乱軍との混戦のすきをついて医療局中枢を乗っ取り、禁忌として封印されていた超再生医療（

不老不死・記憶人格保存延命術）の限りを尽くして、「脳細胞と記憶の全てを復旧してみ

せるッ！」と、不眠不休の医療活動に入る…

長官エルのエイリスに対する日ごろの執着を知り、今の悲嘆ぶりを見た部下たちは、誰もそれを

止められなかった。

しかし…

「まだかろうじて生きている」エイリスは、幽体？となってそこらを漂っていた。

エルの狂乱ぶりに、「これは、さっくり死んでやったほうが、エルは苦しまないで済むよね…？
」と、「幽体として自殺する」方法をぼんやり考える。

「そうだ。どうせ死ぬんなら…」楽しい転生が、したいじゃないか…？？

https://85358.diarynote.jp/201706292209577588/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170629/85358_201706292209577588_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=K-Kd14lwuyI


やはり使用が長年禁止されていた航時間機に幽体のまま乗り込み、生前、憧れの時代であった過

去の世界を行先に設定しつつ…

最期の念動力で、死にかけでムリヤリ引き留められている自分の半生死体の…心臓を、止めた。

「その時の」エイリスが憶えているのは…そこまでだった…
 



（６月29日）　エイリスとエルの物語　（仮）

https://85358.diarynote.jp/201706292223445155/

（第３部？）　⇒　本日終了。（＾＾；）

2017年6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=6zyCjefN4lQ
1 Hour of Magic Fantasy Music - Beautiful, Magical, Relaxing 

てことで、これに放り込んできました…♪
　　↓

http://estar.jp/_work_viewer?p=1&page=1&w=24688991&ws=0
エイリスとエルの物語　（仮）

（りす・きりぎ 
※「マンガボックス原作賞」応募用です。 ）

本日時間切れ。

洗濯して入浴して、早目に寝ます〜☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

あ、この３日間の、「MAP+NERV」
補完計画も完了しているので、（＾＾；）

読みたい人はどうぞ〜☆

http://85358.diarynote.jp/?day=20170627
http://85358.diarynote.jp/?day=20170628
http://85358.diarynote.jp/?day=20170629

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「…あともう少しで…！　何とか…めどがつくはず…ッ！」

https://85358.diarynote.jp/201706292223445155/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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http://estar.jp/_work_viewer?p=1&page=1&w=24688991&ws=0
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http://85358.diarynote.jp/?day=20170628
http://85358.diarynote.jp/?day=20170629


…と、不眠不休の細胞修復を手作業で続けていたエルは、無情に鳴り響く心肺停止の
アラームを聴いて愕然とした。不自然に、明らかに不自然に、遺骸が分解されていく

…

「…エイリス…ッ？」

泣き叫んでも、もはや完全な液状に溶融されてしまっ遺体は、いかんともしがたか

った…

エルの脳裏には最後のエイリスの言葉「怨むよ、エル…」だけが、鳴り響いていた。

エイリスは「ひとの恋路を邪魔したな」という意味で言っただけだったのだが、エ

ルは、冷静な状態ならば危機察知（予知）能力があったエイリスが、「このまま演壇

に上がったら爆殺される運命が待っているのに」無理に演壇に追い立てたな…という
意味で言ったのではないか、という、恐ろしい解釈だけが残った。

…放心し、精神医療の患者の立場となって、数年を過ごしたエル。

退院とともに隠棲し…たふりを装いつつ、秘密裡に医局の閉鎖機材を使って、エイリ
スのクローン体を違法に作成し…何とか…「魂が」戻って来てくれないかと…狂った
心で祈り続ける日々。

違法に私物化して全て飛ばした航時間機の違反事項と、違法クローン作成とさらにま

た違法な私物化が当局に見つかり、処分を受けるエル。

死ぬまで心乱れたまま、そして、転生しても、その痛みを引きづったまま…

時を超え、はるかな時空で…

「エイリスの魂を、呼び戻す！」大呪術を…完遂させた…

のは、また、別の時空の、はるかな物語。である…

 
 



コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月29日22:54
　

０６

１１

４４４☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月29日23:19
　

ロー・ウル・ワイスヘイェン。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月30日7:01
　

ヴァイス、ヘィエン？
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（６月30日）　え？これだけ？？（＾＾；）？？

https://85358.diarynote.jp/201706300721351130/

【 稚内 ０．０５５ μ 】／北海道で幻の「笹（ササ）の花」が
咲く…／（ 札幌 ０．０３８ μ ）。

2017年6月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=DvyF0XBKK3s
リズムが癖になる疾走感のあるケルト風曲集

遅めのおはようございます。０７：０２になっちゃいました。

ふたたび３連休の最終日。

家事の予定は押せ押せ。（＝－；）

札幌は不吉な予感のする激しい南風…ですが、

まだ今のところ線量は上がってない感じ…？

高くて薄い雲が一面に広がっていますが、太陽ぎんぎらりん。（＾＾；）

…とりあえず、洗濯物はすぐに乾きそうです…☆

https://85358.diarynote.jp/201706300721351130/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706300721351130/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170630/85358_201706300721351130_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170630/85358_201706300721351130_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170630/85358_201706300721351130_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=DvyF0XBKK3s


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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月30日（金）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 6月27日 
2017/06/27 17:00(JST) おなかがすいてうごけません...zzz

…ん”〜？？（〜〜；）？？

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
大地震・前兆・予言.com @yogen_com · 2 時間2 時間前 
今度は北海道で幻の「笹（ササ）の花」が咲く…60年〜120年に1度と言われ、昔の人
からは「不吉」の前兆と恐れられていた！

https://t.co/Fg7PXrQkZM

　　↑

これだね⇒会津磐梯山 
https://www.youtube.com/watch?v=AWHNCQHm9IE

https://twitter.com/eq_map

◆【M3.2】弟子屈付近 深さ143.1km 2017/06/30 05:01:09

え？これだけ？？（＾＾；）？？

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://t.co/Fg7PXrQkZM
https://www.youtube.com/watch?v=AWHNCQHm9IE
https://twitter.com/eq_map


 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月30日8:00
　

ＮＥＴ固まってる…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月1日6:54
　

2017年06月30日（金）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.038 6 
14:00 0.038 0.037 0.038 6 
15:00 0.038 0.037 0.038 6 
16:00 0.038 0.037 0.038 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 

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


18:00 0.038 0.037 0.038 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.038 0.038 0.038 6
 



（６月30日）　「おおの」滅びの日。＋「二面戸町」のことかしら…？？

https://85358.diarynote.jp/201706300948505808/

ん？（〜〜；）？　（沙漁　宇宙）

2017年6月30日 リステラス星圏史略　（創作）
　

待て。おい。コラ！（まだ「リアル情報チェック」作業時間なのに…ッ！）

Out Of Our Heads @N0NUKES · 3時間3時間前 
まるでオバケみたい！

#福井県@KANDEN_Official；@official_JAPC
2017年6月29日13：30ごろから16：30にかけての
大野市と池田町の

あの異様な放射線量の上昇は何なのか？

25日の長野の地震のあと
原発銀座は今どうなっているのか？

洗い出す！

https://twitter.com/N0NUKES/status/880532907810373636

＞大野市と池田町のあの異様な放射線量の上昇は何なのか？

…え〜と…ｗ（＾＾；）ｗ…⇒http://p.booklog.jp/book/108715/read

…うちの「おおの」滅びの日。＋「二面戸町」のことかしら…？？

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 
【そういえば、今思い出した、日本で「電気嵐(Electric Storm)」=雷雨というより、不
思議な丸い雷（磁力線に沿うような）と降雹が発生する可能性あり、場所は仙台だと

思う。今まで見たことがないキノコ状の積乱雲と稲妻だった。これ子供の頃から繰り

返し見るんだよね〜】

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 
・イケブクロノーツの公表は不安を煽るということで2125年の災害後になる見込み。

https://85358.diarynote.jp/201706300948505808/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://twitter.com/N0NUKES/status/880532907810373636
file:///tmp/puboo/127512/454208/book/108715/read


温暖化による海水面上昇か、プレート沈み込みの反動か、千葉県が東京都を南方に押

し出す断層の力によるものかは不明。新首都は八王子だけど、それまでは大阪府が代

替首都に。これがフィクションだったらいいね

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 
・イケブクロノーツによると21世紀の終わりころまでに、関東の海没するエリアが
判明、近隣県民の大規模移住が行われ、現在の房総半島や東京湾岸、人工島の海没と

離島化してしまった関東南部の島々を再度、橋やトンネルででつなぐ国家事業、池袋

が新しい湾岸になり新地図が

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 
・科捜研の人も、多分、驚いたはずだ。不明案件として倉庫に格納することに。事件

性が薄いということで、捜査は行われない。行方不明の住人が残したわずかな手がか

りだが、未来人が現代で何をしていたのか、一切、不明だ。ただしこの件は上層部と

皇族方に知らされた。東京西部地域の海没事案として

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 
・明らかに現代の代物ではないようだった。文書は人が触れると文字らしきものが現

れる、触れる人種によって母国語に変わるもので、触れないと白紙に戻る。光学顕微

鏡で覗くと、黒っぽい粉体が回転しながら動いていた。

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 
・イケブクロノーツは何かの小説かアニメが未来で放送されたり話題になっただけか

もしれないけれど、池袋にある築50年の民家解体の際、床下から見つかった金庫を開
封したことで発見された。その文書と手袋と泉水具、謎のヒモ状物体。ヒモ状物体は

科捜研で調べると非常に多くの発光生物が回路状に

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 
・このイケブクロノーツに関する書類がなぜ現代で見つかったのかは不明だが、1974
年にやってきた250年後の未来人が東京に住んでいた話なのか、それとも250年年後の
世界の話を書き記した文書を持ち出して過去に来たのか不明。「イケブクロ探検隊」

文書には海没前の下町や港区品川探索と。

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 
・7月アニメで学園ドラマが久々のヒット作。異世界モノ・ホラーモノのブーム一段落
。

・「イケブクロノーツ」という謎の書類が見つかる。古いものなのか新しいものなの



か不明、炭素アイソトープ放射線年代測定では現代+200年という数字が。200年後の東
京イケブクロ港が舞台の世界。

…え”〜っと…ｗ（＾＾；）ｗ…
⇒http://85358.diarynote.jp/200910200342564430/
＞アルカス・ノート。

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 
・黒いドアに関しては、定期的に現れるのか、安定して存在するワームホールなのか

不明だけれども、北米北西部のネイティブアメリカン居留地の跡地である種、子供の

遊び場か、学生が夜な夜ないたずらしたり、侵入したりできる場所かも。地元州警察

が捜査を始めるが途中から軍警察が仕切ることになる

中津川　昴 @subaru2012 · 18時間18時間前 
・多分、その白い缶はチェジュ島で廃棄された結晶体を紙に染み込ませたもの。紙に

は外国語文字が書かれていて、「フイロ　テノト｜」と読めた。

・北米で神隠し発生。「黒いドア」の目撃者多数。異次元探索隊が組織された。

中津川　昴 @subaru2012 · 18時間18時間前 
・日本国内のレッドブックデータに乗っている動植物の何かが絶滅とされていた。

・九州西部沖に大量の白い金属製ボトルが漂着、地元の人が漂着物学会に連絡、専門

家が、大学の研究室のドラフト内で開封、内側は真っ赤にペイントされ、紙が折りた

たまれていた。生物化学反応液を垂らすと反応した。

 

http://85358.diarynote.jp/200910200342564430/


（６月30日）　続きはこちらに書く…予定…（＾＾；）…

https://85358.diarynote.jp/201706301510338624/

『 ヤツリーダムの物語 ２ 』　（砂魚宇宙）（てか、めも。）

2017年6月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

　

ある嵐の翌朝、太湖のほとりの泥溜まりのほとりで、群れからはぐれたらしい四ツ足の仔が、し

きりと鳴き泣きしているのを、通りすがりの二本足の女が聴きとめた。

ちょうど孕んでいた女は幼子が母を求める嘆きを見過ごせず、さりとて辺りを見渡しても春の大

雨の後の大増水のさらに大嵐であたり一面の水びたし。その仔が元いた沼が何処であったかなど

、とても見分けられそうにない。

しかたなく女は片手でひょいとその仔をつかむとすたすたと自分の家まで戻り、一番大きなたら

いに泥水を満たしてその仔を放ち、たまには体を干して日当たりで休めるようにと板を斜めに渡

して、泥一面の太湖のほとりでは水草も埋もれて食餌もとれていなかったろうと、海藻の干した

ものを水でもどして喰わせてやった。

がつがつと喰らったその仔は腹がくちくなるとようやくに鳴きやんで、「…あんにゃ〜！」と、
少しようすの違う声をあげ、やがて安心したのかくぅくぅと寝入ってしまった。

女は微笑んで、増水のひいて仔でも生きられるようになるまではのつもりで毎日まいにち、水草

をもどしては口元に運んでやったのだった。

（未）

（歯医者いってきまーす☆）

https://85358.diarynote.jp/201706301510338624/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201706301510338624/


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

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月3日8:54
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年2月19日 

自分自身を見るのだ。

自分の動機、感情、必要、不正直さ、自己追求、支配癖、操縦癖に容赦なく気づきの光を放つの

である。

これは、その発見や結果がどれほどつらくても、物事をその本来の名で呼ぶことを意味する。

アントニー・デ・メロ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月3日8:55
　

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 

憎しみや批判は無視するの。

自分が信じるもののために生きて、死ぬまでそれを守り抜くのよ。

レディー・ガガ

　

https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
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7月8日7:14
　

続きはこちらに書く…予定…（＾＾；）…
　　↓

http://p.booklog.jp/book/115854/read
　

　

 

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


（６月30日）　寝ます…★

https://85358.diarynote.jp/201706302300439901/

【 Fuck-1 ＠１２時 大噴火 】。（－－；）。

2017年6月30日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。

　

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

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1498822200/1011-0010-101000-
201706302030.gif?t=1498822830
（２０：２０〜２０：３０）

なにやら妖しい狂風が吹いてきました＠２１：３３。

https://www.youtube.com/watch?v=pUfGjWYpE-I
2 HOURS of Celtic Fantasy Music - Most Magical, Beautiful & Relaxing Music

あらためまして、おばんです。

２２：５８になっちゃいました★ｗ（－－；）ｗ

https://85358.diarynote.jp/201706302300439901/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170630/85358_201706302300439901_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170630/85358_201706302300439901_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170630/85358_201706302300439901_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1498822200/1011-0010-101000-201706302030.gif?t=1498822830
https://www.youtube.com/watch?v=pUfGjWYpE-I


つぃうっかり、こいつの【 NERV情報 】を、
何の下調べもせずに着手してしまいまして…★
　　↓

http://85358.diarynote.jp/201706300804329503/

ぱね過ぎる情報量に、精魂と視力体力と、時間が尽き果てました…★★
…（－－；）…★

原稿と洗濯は放棄して、寝ます…★

　

http://85358.diarynote.jp/201706300804329503/


（６月30日）　（７月４日追加。）

https://85358.diarynote.jp/201707040852009862/

６月３０日の補遺。

2017年6月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
 
　

歯医者の帰り。

じつに心が快方される…もとい、解放される、情景。（＾＾）

弟がアホになってる…（－－；）…（脳べくれ？）

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7月4日8:54
（７月４日追加。）

 

https://85358.diarynote.jp/201707040852009862/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201707040852009862/
file:///tmp/puboo/127512/454208/ee1d5fcf490e9135eaf9/31131/epub/OEBPS/image/85358_201707040852009862_1.jpg
https://85358.diarynote.jp/
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（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（借景資料集）

 



（上旬）　異なる世界線が6/1に収束したというのか？／「 恥ずかしい 」 異世界です
からね。

（０６月０２日）

https://85358.diarynote.jp/201706020748234747/
https://85358.diarynote.jp/201706020750083824/
https://85358.diarynote.jp/201706020757472365/
https://85358.diarynote.jp/201706020758081993/
 
 
（０６月０３日）

https://85358.diarynote.jp/201706030736246024/
https://85358.diarynote.jp/201706030743489350/
https://85358.diarynote.jp/201706030813436695/
https://85358.diarynote.jp/201706030844447480/
 
https://85358.diarynote.jp/201706032314165481/
https://85358.diarynote.jp/201706032314567584/
https://85358.diarynote.jp/201706032315435070/
 
 
（０６月０４日）

https://85358.diarynote.jp/201706040730347175/
https://85358.diarynote.jp/201706040730513889/
https://85358.diarynote.jp/201706040731463404/
 
https://85358.diarynote.jp/201706042353123952/
https://85358.diarynote.jp/201706042354267094/
https://85358.diarynote.jp/201706042357342366/
 
https://85358.diarynote.jp/201706042358429706/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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


2017年6月5日0:29
　

寝まーす！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月5日6:19
　

…栃木の渡瀬遊水でトライアスロンって…ヽ（・＿・；）ノ

そりゃ、死者くらい出るだろう…。。。(〃_ _)σ‖
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月5日6:20
　

花火とテロを勘違い。イタリア
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https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（上旬）　（エルさんの呪い…？？）

（０６月０５日）

https://85358.diarynote.jp/201706050803204314/
https://85358.diarynote.jp/201706050803519946/
https://85358.diarynote.jp/201706050804249379/
https://85358.diarynote.jp/201706050804419523/
 
https://85358.diarynote.jp/201706052331002970/
https://85358.diarynote.jp/201706052331204892/
https://85358.diarynote.jp/201706052331327093/
https://85358.diarynote.jp/201706052331431503/
 
 
（０６月０６日）

https://85358.diarynote.jp/201706060741508152/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

sa360さんがリツイート 
sa360 @sa3605 · 18時間18時間前 
返信先: @N0NUKESさん
 
長野は非常に危険なので、触れられません。

旧軍隊からの群馬との繋がり、人工地震、航空機、地下大本営、生物兵器。

横須賀米軍艦載機のテリトリー。石井、皇室、すべてが絡んでいる地域ですから。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201706060742164811/
https://85358.diarynote.jp/201706060742396521/
https://85358.diarynote.jp/201706060743045030/
 
 
（０６月０７日）

https://85358.diarynote.jp/201706070829135675/
https://85358.diarynote.jp/201706070829466538/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

OTL49さんがリツイート 
柞刈湯葉（イスカリユバ） @yubais · 2016年7月26日 



鳴門海峡の渦潮が発生するメカニズムを図解しました

https://twitter.com/yubais/status/757835597385838592

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201706070831113739/
https://85358.diarynote.jp/201706070831303014/
 

https://twitter.com/yubais/status/757835597385838592


（上旬）　「神様からの誕生日プレゼント」…？

（０６月０８日）

https://85358.diarynote.jp/201706080902254662/
https://85358.diarynote.jp/201706080903233244/
https://85358.diarynote.jp/201706080936005512/
https://85358.diarynote.jp/201706080936251163/
https://85358.diarynote.jp/201706081544535260/
 
（０６月０９日）

https://85358.diarynote.jp/201706090726499685/
https://85358.diarynote.jp/201706090740053211/
https://85358.diarynote.jp/201706090838455652/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

七尾7  @ oxxx · 6月5日 

業務中に他部署の人から「赤い彗星のペンある？」って聞かれて「は？えっ、シャアですか？」

って素で意味がわからなくて聞き返しそうになったら「これ借りるね」って赤い水性ペン取って

ったからあぶなかった 聞き返さないでよかった
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201706090843578583/
 
 
（０６月１０日）

https://85358.diarynote.jp/201706100740017221/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

⇒先日、「天皇廃位」委員会通過？で、【出雲〜伊勢志摩】大暴風雨（雷鳴嵐）。

⇒昨日、同、衆院通過（だっけ？）で、【諏訪神社】大暴風雨（雷＝神鳴り！）。

…だった。てことに【注意喚起】しておく…。　ｗ（－－；）ｗ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201706100740504774/
https://85358.diarynote.jp/201706100741219604/
https://85358.diarynote.jp/201706100742343120/
 
https://85358.diarynote.jp/201706102225197088/
https://85358.diarynote.jp/201706102345215618/
 



（６月11日）　【芸術家提督メックリンガー】から、一曲神庭。

https://85358.diarynote.jp/201706110708526112/

【　弟へ。 】

2017年6月11日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (1)

　

そいつはおめでとう。

舞え岩井？（＾＾；）もとい、

前祝い？に、

【芸術家提督メックリンガー】から、一曲神庭させて貰うよ…☆彡
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=qZQuM22i3u8
The Best of Yanni Yanni Greatest Hits 

（…進呈だ！）（異Ｍの返還のばかさをどうにかして…ッ★）

https://85358.diarynote.jp/201706110708526112/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=1
https://85358.diarynote.jp/201706110708526112/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170611/85358_201706110708526112_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170611/85358_201706110708526112_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170611/85358_201706110708526112_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=qZQuM22i3u8


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月11日7:27
　

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4時間4時間前 

しかしあれだ…
もう誰も見てないから言うけど、極上サッポロクラシックを飲んだ後で、

スーパードライを飲むとクソ不味いな⁉�
嫌んなるwww
 

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


（中旬）　【補完計画】。

（０６月１１日）

https://85358.diarynote.jp/201706110803169685/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（前々項参照）

 
…ちなみに、うちの愚弟は、典型的な「Ｂ層の愚〜眠。」です…（－－；）★

（まぁ、小松左京大先生も言ってるわ〜★　⇒「何もせんほうがえぇ。」って、ね…★）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201706110817366288/
https://85358.diarynote.jp/201706110821506207/
https://85358.diarynote.jp/201706110822061703/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ちょっと追加（加工）してみるｗ

　　↓

フレデリカ　　「ハイ、特定秘密に指定されたようです。」

シェーンコップ「今後一切、正しい情報は出てこないでしょうな。」

打て打て！まわりじゅうネタだらけだ！

狙いをつける必要もないくらいだぞ…ッ★ｗｗｗ

（参照⇒http://85358.diarynote.jp/?theme_id=1 ）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201706112314511611/
https://85358.diarynote.jp/201706112315247722/
 
 
（０６月１２日）

https://85358.diarynote.jp/201706120730502527/
https://85358.diarynote.jp/201706120732001964/
https://85358.diarynote.jp/201706120807361678/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中津川　昴 @subaru2012 · 21時間21時間前 
返信先: @subaru2012さん 
In Deep 地球が「発生源が未知の流星群」に晒され続けている今、世界中で空から岩や氷が降って

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=1


いる。

そして、小惑星の衝突が著しく高まっていることをチェコの天文学者チームが発表　2017/06/07 
http://indeep.jp/unknown-source-creates-meteor-shower-and-falling-ices-rocks/ …
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201706120808222057/
https://85358.diarynote.jp/201706130003536802/
 
 
（０６月１３日）

https://85358.diarynote.jp/201706130801036020/
https://85358.diarynote.jp/201706130804456747/
https://85358.diarynote.jp/201706130805322626/
https://85358.diarynote.jp/201706130805509669/
 
 
（６月１３日【補完計画】）

https://85358.diarynote.jp/201706141905338658/
https://85358.diarynote.jp/201706141906419668/
https://85358.diarynote.jp/201706141907277070/
https://85358.diarynote.jp/201706141907471035/
 

http://indeep.jp/unknown-source-creates-meteor-shower-and-falling-ices-rocks/


（中旬）　大将軍神社研究会。

（０６月１４日）

https://85358.diarynote.jp/201706140745456817/
https://85358.diarynote.jp/201706140839357064/
https://85358.diarynote.jp/201706140840354653/
https://85358.diarynote.jp/201706140841514055/
 
（０６月１５日）

https://85358.diarynote.jp/201706150822586898/
https://85358.diarynote.jp/201706150900476844/
https://85358.diarynote.jp/201706150913279889/
https://85358.diarynote.jp/201706150915246204/
https://85358.diarynote.jp/201706151008402977/
https://85358.diarynote.jp/201706152252579419/
 
（０６月１６日）

https://85358.diarynote.jp/201706160819309616/
https://85358.diarynote.jp/201706160920578274/
https://85358.diarynote.jp/201706160935008227/
https://85358.diarynote.jp/201706160937111267/
 
（０６月１７日）

https://85358.diarynote.jp/201706170827538161/
https://85358.diarynote.jp/201706170828377254/
https://85358.diarynote.jp/201706170829049721/
https://85358.diarynote.jp/201706170830062806/
https://85358.diarynote.jp/201706172211184589/
https://85358.diarynote.jp/201706172345035127/
 
（０６月１８日）

https://85358.diarynote.jp/201706180845064907/
https://85358.diarynote.jp/201706180845392495/
https://85358.diarynote.jp/201706180818511011/
https://85358.diarynote.jp/201706180914489458/
https://85358.diarynote.jp/201706182345281121/
 



（０６月１９日）

https://85358.diarynote.jp/201706190759148214/
https://85358.diarynote.jp/201706190800581395/
https://85358.diarynote.jp/201706190801548467/
https://85358.diarynote.jp/201706190802527005/
https://85358.diarynote.jp/201706192238244083/
 
（０６月２０日）

https://85358.diarynote.jp/201706200802105137/
https://85358.diarynote.jp/201706200803242034/
https://85358.diarynote.jp/201706200804006695/
https://85358.diarynote.jp/201706200805336848/
 
（逆行りす２匹目）　（６月２０日←２１日）

https://85358.diarynote.jp/201706212152233122/
https://85358.diarynote.jp/201706212153197167/
https://85358.diarynote.jp/201706212153456441/
 
 

https://85358.diarynote.jp/201706212152233122/


（下旬）　…ザ・【暗黒童話】…／666の獣の世の終末なのか？／悪のオーラがみなぎ
っていたよ 笑

（０６月２１日）

https://85358.diarynote.jp/201706210827094554/
https://85358.diarynote.jp/201706210828343344/
https://85358.diarynote.jp/201706210904591557/
https://85358.diarynote.jp/201706210923421974/
 
（０６月２２日）

https://85358.diarynote.jp/201706220746027674/
https://85358.diarynote.jp/201706220748319410/
https://85358.diarynote.jp/201706220749259810/
https://85358.diarynote.jp/201706220750109183/
https://85358.diarynote.jp/201706221320131581/
https://85358.diarynote.jp/201706221857565149/
https://85358.diarynote.jp/201706221915015333/
 
（０６月２３日）

https://85358.diarynote.jp/201706230742398328/
https://85358.diarynote.jp/201706230831188474/
https://85358.diarynote.jp/201706230832074995/
https://85358.diarynote.jp/201706230836179916/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ねこやん @tatuya01 · 20時間20時間前 

えっ？　https://pbs.twimg.com/media/DC5Q9apVYAAB9WY.jpg

はい？　https://pbs.twimg.com/media/DC5RFWIVoAAropa.jpg

中津川　昴 @subaru2012 · 8時間8時間前 
2017年05月22日
【速報】NASA重大発表！南極氷層下に巨大超古代文明の遺跡発見！
https://t.co/8GACrKW9G0

https://pbs.twimg.com/media/DC5Q9apVYAAB9WY.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DC5RFWIVoAAropa.jpg
https://t.co/8GACrKW9G0


　　↑

…だから…それは「ネタ」…（－－；）…。
　　↓

http://p.booklog.jp/book/107225/read
http://p.booklog.jp/book/108561/read
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
（０６月２４日）

https://85358.diarynote.jp/201706240800583583/
https://85358.diarynote.jp/201706240801311885/
https://85358.diarynote.jp/201706240802094354/
https://85358.diarynote.jp/201706240806056882/
 
（０６月２５日）

https://85358.diarynote.jp/201706250721073973/
https://85358.diarynote.jp/201706250733052103/
https://85358.diarynote.jp/201706250733345712/
https://85358.diarynote.jp/201706250734073990/
 

file:///tmp/puboo/127512/454208/ee1d5fcf490e9135eaf9/book/107225/read
file:///tmp/puboo/127512/454208/ee1d5fcf490e9135eaf9/book/108561/read


（下旬）　プラナリアが宇宙に行くと…／事実はちゃっちぃ妄想なんか遥かに凌駕する
…／フィクションだったらいいね。

（０６月２６日）

https://85358.diarynote.jp/201706260744517616/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 23時間23時間前 
JUMPILIKEYOUさんがJUMPILIKEYOUをリツイートしました

ねぇ、これ、リニア新幹線の工事の影響じゃないの？

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/878774996415389701

 
　　↑

…あぁッ！（＠＠；）！…また、

「私の未来予知（SF）小説」が、「現実」に…ッ？！
　　↓

http://76519.diarynote.jp/200609282102100000/
http://76519.diarynote.jp/200608150359410000/

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201706260746555827/
群発地震源から１０km⇒【 御嶽山 】／ヤバイかもしれません。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201706260745231998/
https://85358.diarynote.jp/201706260746555827/
https://85358.diarynote.jp/201706260903218768/
 
（０６月２７日）

https://85358.diarynote.jp/201706270757377336/
https://85358.diarynote.jp/201706270800253272/
https://85358.diarynote.jp/201706270801125134/
https://85358.diarynote.jp/201706270801307245/
 
（０６月２８日）

https://85358.diarynote.jp/201706280733046166/
https://85358.diarynote.jp/201706280734349341/

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/878774996415389701
http://76519.diarynote.jp/200609282102100000/
http://76519.diarynote.jp/200608150359410000/
http://85358.diarynote.jp/201706260746555827/


https://85358.diarynote.jp/201706280737051300/
https://85358.diarynote.jp/201706280742328224/
https://85358.diarynote.jp/201706281550033544/
https://85358.diarynote.jp/201706290013235274/
 
（０６月２９日）

https://85358.diarynote.jp/201706290723118927/
https://85358.diarynote.jp/201706290725116339/
https://85358.diarynote.jp/201706290726046399/
https://85358.diarynote.jp/201706290728248949/
https://85358.diarynote.jp/201706291402367775/
 
（０６月３０日）

https://85358.diarynote.jp/201706300745518342/
https://85358.diarynote.jp/201706300804329503/
https://85358.diarynote.jp/201706300805058336/
https://85358.diarynote.jp/201706300805551687/
https://85358.diarynote.jp/201706300948505808/
 



（…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－２０１7－０7
 

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）
 

（2017年07月）
 

 http://p.booklog.jp/book/127513
 
 



奥付

（※旧題：「閉店準備作業のための予備ファイル　２」）

↓

 

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
 

（2019.07.12.〜19.）
 

☆ 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
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http://p.booklog.jp/book/127512
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