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（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
 

からの、 
  

 続きです…。
 

…（＾＾：）…
 
  

感想はこちらのコメント欄へ

（ぜひ！）

http://p.booklog.jp/book/127514
 



（上旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０８月）

（上旬）
 
 



（８月１日）　「 超絶 異様睡魔 」 強制招集、

https://85358.diarynote.jp/201708010605183727/

（？）【 旭川 ０．０５３ μ 】（？）（虚偽申告？疑惑。）

2017年8月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

　

おはよう過ぎでございます！

０５：４５でした！

（＾＾；）

４連休の初日〜♪（＾ｗ＾）♪

なんだっけ？

とりあえずアタマ動いていません…（＾＾；）…

先に情報チェックをやります！

https://www.youtube.com/watch?v=JyRs6-myQRs
1 Hour Epic Music Mix | Most Majestic Fantasy & Adventure Music Mix 

https://85358.diarynote.jp/201708010605183727/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708010605183727/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170801/85358_201708010605183727_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170801/85358_201708010605183727_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170801/85358_201708010605183727_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JyRs6-myQRs


…（〜〜；）…★

更新が、停まってます…ッ★★
　　↓

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年07月31日（月）【当日】

…そして図１のグラフ…「頭打ち」（情報隠し）臭くないですか…？？

…ｗ（〜〜＃）ｗ…★

テレビ見るな捨てろ今すぐ @ceezneverdiffer · 7月22日 
テレビ見るな捨てろ今すぐさんが�をリツイートしました

磁気嵐、太陽風が強い時を狙って爆発劇場をよくやる。 
https://twitter.com/q_MW_p/status/888329848266964992

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp地震情報�認証済みアカウント� @tenkijp_jishin · 24時間24時間前 
31日6時0分頃、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。震源地は千島列島、
M5.4。この地震による津波の心配はありません。
http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20170731060200.html … #jishin
https://t.co/gE8FXT9FH7

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 5 時間5 時間前 
明日、もしくは3日間くらいの間に、アラスカからアリューシャン、そして道東方面の
どこかでM6+ありそうな気がとてもする。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/q_MW_p/status/888329848266964992
http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20170731060200.html
https://t.co/gE8FXT9FH7


一ヶ所ではないかも…

 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月1日9:55
　

（未OTL）

あらためまして、遅めのおはようございます。（＾＾；）

０９：４９です。

０８時０８分くらいに、

例によって「超絶異様睡魔」に強制招集かけられて、

気絶寝落ち。

約１時間のうちに何かまた長くて面倒な夢（今回は内容お持ち帰り不可）を観て…

超大混雑の行列のなか、現世に帰宅しました…（＾＾；）…。

なんか２段階？「お迎え部隊」は「事前の取扱説明付き」という非常事態。

それから、「残される廃棄物の再生リサイクル組」？の、決起集会？的なものもやってました…

…ｗ（＾＾；）ｗ…

まもなく（というか現在すでに）

人獣草木虫魚を問わず、超大量の一括死者が出ます。

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


各員、それぞれの配置で、心構えを決めといてください…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月2日6:44
　

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月01日（火）
【当日】

　↑

嘘。一日遅れ〜★

01:00 0.043 0.041 0.042 6 
02:00 0.041 0.038 0.039 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 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 0.037 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.037 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 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 0.038 0.037 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 0.038 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.038 6 
22:00 
23:00 
24:00 

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8月2日8:06
　

ゆきはな @kirarin22yh · 9時間9時間前 
　

眠い眠い、とにかく眠くてだるいのが続きます。

眠っても、それでも眠い。

今回は太陽風とは違うみたい。

　

8月にイロイロあるのかな？
作戦会議かなぁ？

　

　

 

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


（８月２日）　怪異？現象があったんですけど…

https://85358.diarynote.jp/201708020707409335/

「監視してて、特に余震もないし限界だったから監視やめて寝た

途端、余震スタートしてるしw」

2017年8月2日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=y5tmRpRk3ZA
Yuri on Ice AMV - History Maker

おはようございます！

４連休の２日目です！（＾0＾）！

天気は晴天！２２℃！（＾ｗ＾）ｇ

絶交の…もとい！（＾＾；）！

絶好の！ちゃりんぐ日和…♪

ってことで、「勝手に分割夏休み」第３回（最終回）、メインイベントのｗ

https://85358.diarynote.jp/201708020707409335/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708020707409335/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170802/85358_201708020707409335_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170802/85358_201708020707409335_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170802/85358_201708020707409335_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=y5tmRpRk3ZA


毎年恒例、「無謀距離！だらだら遠乗り」に行ってきまーす！

…という予定を実行しますので…

情報チェックはさくさく往きます…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月01日（火）【当日】

　　↑

…また更新が遅れてます…（－－＃）…★

…あ、あと、昨日の０時頃？「雨音が聴こえたのに、雨が降ってない」という怪異？現象があっ
たんですけど…あれ、なに…？？

…（＾＾；）…

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 1時間1時間前

おはよ(p_-)
監視してて、特に余震もないし限界だったから監視やめて寝た途端、

余震スタートしてるしw

やっぱ監視大事！www

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4時間4時間前

てか今、強い心臓体感あった！

まだありそう…

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.0】十勝地方南東沖 深さ40.5km 2017/08/02 02:45:27
(G)http://bit.ly/2u0SkFG (アニメ)http://bit.ly/2vg6kLD

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://bit.ly/2u0SkFG
http://bit.ly/2vg6kLD


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月3日7:12
　

2017年08月02日（水）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.039 0.038 0.038 6 
07:00 0.039 0.038 0.038 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 6 
09:00 0.039 0.038 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 0.038 0.038 6 
13:00 0.039 0.038 0.038 6 
14:00 0.038 0.038 0.038 6 
15:00 0.038 0.038 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 0.037 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 0.038 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6

https://85358.diarynote.jp/
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（８月２日）　【 大脱出 】。

https://85358.diarynote.jp/201708021357573366/

望み来たる！o(^-^)o！　（追記あり。）

2017年8月2日 旅行 コメント (5)

　

『望み来る』と書いて

『もらい♪』と読むんですってさ♪o(^-^)o

プロの物書きになれて、かつ、

現行（犯）のニホン【性腐】の野望が崩れて、または

【北海独立国】か成立したならば…

【定住希望】候補地！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

（現在13:57当別。
画像あとで貼ります。）

（貼った。）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＆、ちょっと違った。（＾＾；）

わたしが見たのは

「ここを曲がると望来（＝海水浴場）まですぐだよ」という、

左折看板だったらしい。（＾＾；）

『望来』の画像

　　↓

https://www.bing.com/images/search?
q=%e6%9c%9b%e6%9d%a5&qpvt=%e6%9c%9b%e6%9d%a5&qpvt=%e6%9c%9b%e6%9d%a5&qpvt=%e6%9c%9b%e6%9d%a5&FORM=IGRE
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https://www.bing.com/images/search?q=%e6%9c%9b%e6%9d%a5&qpvt=%e6%9c%9b%e6%9d%a5&qpvt=%e6%9c%9b%e6%9d%a5&qpvt=%e6%9c%9b%e6%9d%a5&FORM=IGRE


私が撮った写真の風景（北海道〜ッ！）から、

「…鎌倉…？」ていう丘陵地の谷を、ちょろっと自転車で走り抜けるだけで、

「海水浴に行けちゃう！」…って…

すごくね？！（＠◇＠）！？

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月2日14:13
　

ちなみに当別『フトミ鉱泉』は

【ブラック牧場からの大脱出】

作戦(^。^;)の際に
転職（整体師）転居先の

第一候補だった…因縁の土地。
(^_^;)

こっちで決まってたら、もっと早く原稿が書けてたかなぁ…☆

（歴史にもしもは禁物だ…が、

私ゃ【if設定】が売りの
パラレル小説作家…(^。^;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月2日14:23
　

とにかく当別駅は

気に入りました！(^o^)／

憧れの単線！o(^-^)o

しかもタブレット交換駅！

の、

百草園のような空の広さで、

高幡不動くらいの町の規模？で

町役場はけしてハコモノ行政ではないシンプルだけどフレンドリーな建物で、しかも

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


『自然食カフェ ３階』なんて
手書きの簡単看板♪(*^_^*)♪

街中の『商店街』は物語の宝庫だし、裏の（元どぶ？）川は、

根性で親水護岸化してあります♪

(^-^)g

んで『駅前大通り』に共産党の事務所。角を曲がれば『ボランティアセンター』。

７とローソンとラルズがあったし、テニスラケット背負ったオバサンが自転車で走ってく。

暮らしやすそうな街だ〜♪♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月2日14:24
　

そんで景観が最高！(^O^)！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月2日19:19
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

画竜点睛は欠きましたし、幾つかしょもない凡ミスもやらかしましたし、

現在すでに太ももが筋肉痛とフクラハギが日焼け痛で明日は激痛化決定ですが、

機嫌は上々です♪o(^-^)o

バソはたぶん無理。(^_^;)

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ちゃいま〜す！

(^o^)／
　

　

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月3日7:42
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年11月30日 

集中力を身につけるためには、くだらない会話をできるだけ避けることが大事だ。

くだらない会話を避けることに劣らず重要なのが、悪い仲間を避けるということである。

エーリッヒ・フロム

　

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


（８月２日）

https://85358.diarynote.jp/201708031222186548/

『 豊平川 〜 当別川 サイクル らいん♪ 』　（８月３日UP）

2017年8月2日 スポーツ

　

（※これの続き⇒ http://85358.diarynote.jp/201708021357573366/ 
　望み来たる！o(^-^)o！　（追記あり。）　（＾＾））

足の弱い一般サッポロ市民の皆さんは「えっ？」という距離

でしょうが、

札幌市内から石狩当別までは実は楽勝で『自転車日帰り圏内』

でした♪

（＾ｗ＾）ｇ

豊平川沿いにガーッと下って、札幌大橋わたって、

当別川沿いにガーッと走れば…すぐです♪

石狩河畔のあたりだけ何故か一部未舗装ですが、他はほぼ平坦地で舗装済の良道。

https://85358.diarynote.jp/201708031222186548/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=228
file:///tmp/puboo/127514/454785/1eb9d6a7de9b44faf0cf/31130/epub/OEBPS/image/85358_201708031222186548_1.jpg
file:///tmp/puboo/127514/454785/1eb9d6a7de9b44faf0cf/31130/epub/OEBPS/image/85358_201708031222186548_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170803/85358_201708031222186548_3.jpg
http://85358.diarynote.jp/201708021357573366/


とりわけ当別川の土手！…眺望最高…！（＾◇＾）！

ただしルート内にはトイレも水場も日陰もコンビニも

ありませ〜ん☆

（車道に出ればある）

熱中症に注意！（＾＾；）！

（あと観光客で「札幌フリータイム」の格安チケットで来る！

　とかの人！

　富良野まで特急代かけて往復しなくても、

　ＪＲ札沼線で来れば、格安で、

　いかにも「北海道〜っ！」な、

　フラットに広大な農地景観が…堪能できますよ…ッ♪

（そして今年の麦は順調に刈り取り作業中…♪

　美味しい道産米も…このままいければ…順当に生育中…でした♪♪）
 



（８月３日）

https://85358.diarynote.jp/201708030718312632/

（札幌 ０．０３８ μ。１８℃。）／O157で2人死亡＝札幌の病院
で集団感染。　（作業栗鼠１匹目）

2017年8月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

遅め？のおはようございます。

０７：０７です。（＾＾）ｇ

ゆうべ早め？に寝た分、定刻６時には起きてたんですが…小家事と雑用で時間をとられました。
（＾＾；）

そもそも４連休入り前夜の帰宅時の雨で予定が狂って初日の午後に「自転車回収〜脱線買い出し

まわり」の小旅に出てしまった時点で作業予定は全崩壊しておりまして。（＾＾；）

今日はなるべくさくさく進行したいと思います…。

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

https://85358.diarynote.jp/201708030718312632/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708030718312632/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170803/85358_201708030718312632_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170803/85358_201708030718312632_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170803/85358_201708030718312632_3.jpg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月03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 0.038 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

札幌は午前５時に１８℃。

強すぎる不自然な陽射しで目が痛くなる白い雲の高い曇天。

ベクレ上昇が心配になる南からの不吉な狂乱風。（－－；）

中津川　昴 @subaru2012 · 8 時間8 時間前 
平成29年08月02日21時27分 気象庁発表02日21時24分頃地震がありました。震源地は
十勝地方南部で、震源の深さは約90km、地震の規模はM4.0と推定
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20170802212730395-022124.html …
https://twitter.com/subaru2012/status/892768285535621120

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地震マップ @eq_map · 11時間11時間
【最大震度2】(気象庁発表) 十勝地方南部 深さ約90km M4.0 2日21時24分頃発生 
(G)http://bit.ly/2lLi4hb (気象庁)http://bit.ly/2tZvMRD

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
FRCSRJP @FRCSRJP · 7時間7時間前 
O157で2人死亡＝札幌の病院で集団感染
https://t.co/S1D0LnsgzB

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 · 18時間18時間前 
【餌やりもゴミ捨てもNG】

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20170802212730395-022124.html
https://twitter.com/subaru2012/status/892768285535621120
http://bit.ly/2lLi4hb
http://bit.ly/2tZvMRD
https://t.co/S1D0LnsgzB


津別峠へ向かう道路脇で、残念な落し物を見つけてしまった今朝。

単なるゴミ捨ても悲しい出来事ですが、こちらはそれ以上に悲しい出来事。

どうやら車から森の動物に餌を与えた感じのゴミの痕。

ゴミの不法投棄はモチロン、野生動物への餌やりも絶対NG！
(＞_＜)
https://twitter.com/Mgr_in_Forest/status/892624055014117379

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
日南子 @uchinohinaco · 8月1日 

なんでマスコミは報道しないの？なんで反原発派は騒がないの？

https://twitter.com/uchinohinaco/status/892340364169826305

 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月4日7:10
　

2017年08月03日（木）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.038 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.038 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 0.038 6 

https://twitter.com/Mgr_in_Forest/status/892624055014117379
https://twitter.com/uchinohinaco/status/892340364169826305
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


11:00 0.038 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.038 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 0.039 0.037 0.038 6 
17:00 0.039 0.037 0.038 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 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.038 0.038 6 
24:00 0.038 0.038 0.038 6
　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201708030859219891/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月3日9:00
　

い〜よぅ睡魔〜ッッ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月3日17:44
　

０６１３９

００
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（８月３日）　狂気と正気が逆転している。

https://85358.diarynote.jp/201708032201206179/

（さてと、がんばりますか。　　砂魚鵜　秋涼　）

2017年8月3日 就職・転職 コメント (11)

 
＊ねた（だけ）増えた＊（＾＾；）＊

　　↓

http://p.booklog.jp/book/116419/read

『 SAP＊ORO の物語』（仮題） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=CuFQ88rKIkE
’For Freedom’ | 1 Hour of Epic Battle Music | Orchestral Choral Action 

おばんです。（＾＾；）これやってました★

　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/page/3159672

https://85358.diarynote.jp/201708032201206179/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201708032201206179/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170803/85358_201708032201206179_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170803/85358_201708032201206179_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170803/85358_201708032201206179_3.jpg
file:///tmp/puboo/127514/454785/book/116419/read
https://www.youtube.com/watch?v=CuFQ88rKIkE
file:///tmp/puboo/127514/454785/book/114795/page/3159672


『復讐は、ビシソワズ。（仮） 』

２０１４年１０月分まで終了。（＾＾；）

予定時間大幅オーバー。

（家事やって？）寝まーす…★

※…こんなの拾ったし。（－－；）…★
　　↓

http://85358.diarynote.jp/201410140658178132/
【４号機の燃料プール崩壊】ＮＨＫテロップ。（2014年10月14日 ）

https://www.youtube.com/watch?v=YtMctjs7EmM
【作業用BGM】テンションが跳ね上がるNCSメドレー [BEST of NCS Mix] 
　　↑

タイトル同じ？だけど、別の内容…（＾＾；）…
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=N0b55jO23-M
【作業用BGM】テンションが跳ね上がるNCSメドレー [BEST of NCS Mix] 

https://www.youtube.com/watch?v=x3msxjSwbag
【徹夜BGM】勉強・集中用EDM/さてと、がんばりますか。 

 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201410140658178132/
https://www.youtube.com/watch?v=YtMctjs7EmM
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2017年8月3日22:38
　

…地震と噴火と台風と原発汚染と政治汚職と停電と停電車…

もう飽きた…ｗ（ーー；）ｗ…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月7日7:42
　

cmk2wlさんがリツイート 
James F. @gamayauber01 · 8月2日 
James F.さんがJames F.をリツイートしました

他国に較べて日本に際立って多い、底意地の悪い、他人を傷つけるためならどんな努力も惜しま

ないタイプの人間は、実際には他社会の基準では精神病者にしか過ぎない。

日本は精神病者の集団が正常者を強制入院させて「治療」する精神病院のような国家とみなし

うる。

狂気と正気が逆転している

https://twitter.com/gamayauber01/status/892552416775634944
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月8日7:44
　

cmk2wl @cmk2wl · 8月6日 
返信先: @cmk2wlさん 

”平気でうそをつく人たち”
レビュー：邪悪な人は、人が「いい思い」「得」をしていること、幸せであることが許せず、あ

りとあらゆる巧妙な妨害をする。

邪悪な人は、思考自体がゆがんでいるので、心理療法も効かない。

良心がないから、良心に訴えてもムダ。

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


つまり、つける薬がない。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月8日8:36
　

OTL49さんがリツイート 
Miki Tao @miki_t2017 · 8月6日
 
死んでいった仲間を思って涙を流した生き残りの元日本兵が、慰安婦を便所呼ばわりして笑った

ことを私は忘れない。

人間は「自分とは違う」と思った人間を人間として扱わないことが出来てしまうのだ。

私にとっての本当の敵は、そういうどこにでもいるような人間らしい侮蔑感情に満ちた人間。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月9日11:31
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
キキ @kiki8848 · 8月5日 

Facebook「色々と大変な事も多かったけど、ここで皆と働いた3年間は自分の財産です」
Instagram「♯送別会 ♯最後の出勤日 ♯大好きな先輩 ♯人に恵まれた」

twitter「こんなクソ職場は潰して更地にでもした方が世のためだ」
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月13日7:19
　

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前  

ナルシシストは即座に逆ギレという反応を返します。『責められて当然の非』を受け止めること

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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が出来ないのです。

事実を突きつけてくる相手は、自分を傷つける加害者に他なりません。

　

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8月13日7:24
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8月8日 

「どこに行っても 自分と道連れ」ジョン・カバット・ジン

自分を変えない限り、ハイエナ男に引っかかってドツボにはまるのがオチ。

最悪の事態になることは目に見えている。

311前と同じくだらない思考形態を変えない限り、永劫回帰の人生に。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月13日7:25
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年11月18日 

御用学者、御用組織、御用市民活動家。

これ以外にも「御用商」がいる。

放射性物質を売り買いして利ざやを稼いでいる商人など。

311直後に Twitter内でも沈静化に暗躍していた。
知識量は多く人間性は低い。

　

　

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8月15日7:39
　

cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 

私に対する犯罪が行われた証拠がある中で、それに関与したアカウントに対しては一切斟酌し

ない。

手足を縛られて応戦などできないのだから、ズバッと表に出すことにした。

嫌がらを目的とした謀議と実行は犯罪で、共謀はもちろんのこと事情を知っていただけで警察で

取り調べを受けることになる。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月15日7:43
　

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 

「邪悪な人間は、自責の念ーーつまり、自分の罪、不当性、欠陥にたいする苦痛を伴った認識ー

ーに苦しむことを拒否し、投影や罪の転嫁によって自分の苦痛を他人に負わせる。」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8月15日7:43
　

cmk2wlさんがリツイート 
桂 春蝶 @shunchoukatsura · 8月13日 

ツイッターで心ない文句を言ってくる人間に深く思う事がある。

殆ど誰も「覚悟を持って投稿していない」と言う事だ。

　

僕がリプして返して来た方は皆無。

何しろ軽口だから返す弾が無い。

　

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


仏教の教えに「悪口は自己紹介」と言うものがある。

その文句はあなたの鏡です。

　

書いて流す前に考えて。

　

　

 



（８月４日）　…「今は、もう秋！」…★

https://85358.diarynote.jp/201708040715523358/

【今日から！すすきの祭り】／大規模【 海底火山 】噴出物⇒【
青潮 】の可能性／（札幌 １７℃。 ０．０３９ μ ）（…もう、
秋！）。

2017年8月4日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (1)

　

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 36 分36 分前 
あらあら！

札幌は素敵な秋空ね⁉�
（ドキドキ）

https://pbs.twimg.com/media/DGV7ezeVYAAJVih.jpg

やや出遅れぎみの、おはようございます。

０６：５８です。

https://85358.diarynote.jp/201708040715523358/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201708040715523358/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170804/85358_201708040715523358_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170804/85358_201708040715523358_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170804/85358_201708040715523358_3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DGV7ezeVYAAJVih.jpg


昨日は一昨日の疲れで日中動けなくて何度も昼寝して、だらだらしてしまって、

夜から慌てて動き始めて、そのくせ「目標作業量完遂」のため夜更かしして…という、

悪循環パターンのどつぼにはまり。（－－；）

これなおしたいんですけどね〜★と思いながら今朝は３時間睡眠の後、定刻６時には起き損ねて

６時２５分頃から慌てて始業しました…★

なんだかんだでいつも不完全燃焼？に終わる４連休の４日目。（＾＾；）

予定は家事と敗者。ぃゃ歯医者★

当初の予定だとその後は夏まつり＆ススキノ祭り観覧…のはずでしたが…

初日の作業予定が潰れている分、さっさと帰ってきて原稿ごっこが優先かな〜？？

…ｗ（＾＾；）ｗ…

まぁとりあえず。脳は動いてませんが、

まだ一昨日の楽しさの余韻が残っているのと、

現在「空気がおいしい」ので、機嫌は悪くはないです…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月04日（金）【当日】 
01:00 0.038 0.038 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.039 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.039 0.037 0.038 6 
06:00

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


　　↑

（＾＾）ｇ

予報は晴れですが、高空一面に薄い雲が広がっていますが、

太陽乱反射で直視に耐えないくらい、むちゃくちゃ眩しい。（－－；）★

台風１１号サンの影響らしく、妖しくも冷たい湿度（道東の霧）を含んだ秋風？が吹き荒れてい

ます…。

札幌でこうだと、すでに道東はそうとう荒れてるぞ…？？

あ、気温は午前５時の時点で【１７℃！】まで下がってました…！

…（＾＾；）…無暖房で室温２２℃…肌寒いです…★

（…まぁ…「夏」は７月前半だけで、終わってるね…

…「今は、もう秋！」…★）

…ｗ（－－；）ｗ…。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 2時間2時間前 
正直、パンイチで何もかけずに寝ているとちと寒い(^◇^;)
かと言って何かをかけたりシャツを着たりはしないけどね？ƪ(˘�˘)ʃ
こんなだから風邪ひかないんだよwww

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 
【北海道の1か月　お盆過ぎに暑さ戻る】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2017/08/03/77761.html … 3日、札幌管区
気象台が1か月予報を発表しました。向こう1か月は、気温は日本海側で平年より高く
、太平洋..

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2017/08/03/77761.html


https://www.youtube.com/watch?v=57A18PeuhX0
集中力が高まる作業用・勉強用ＢＧＭ

やる気がないときにも勉強しなきゃいけない時に聞くクラシックＢＧＭ

Classical music to improve in concentration 

しんちゃん @shinchann2008 · 10時間10時間前 
本日の日刊ゲンダイ2017年8月4日付。1億総活躍担当相につく、松山政司参院議員の
素顔。『初入閣 松山新大臣に振りかかった「女体盛り」参加疑惑』＆ブログ「手も足
も出る技術士「平ねぎ」の無為徒食日記」

http://blog.goo.ne.jp/tnnt_1571/e/d4873a637512e71216ee92dfba1403b1 … 
こんな腐った内閣、即事解散を

https://pbs.twimg.com/media/DGTnOLFV0AAwYaU.jpg

しんちゃんさんがリツイート 
肉球新党営業部長なOORer＠横浜余韻 @OORer698 · 15時間15時間前 
16歳の女の子を裸にするパーティー？この記事の内容読んでて胃液がせりあがってき
そうなくらいの吐き気がした。気持ち悪すぎるわ。女の子性的に搾取しておいて、総

活躍？寝言は寝て言えよ。

松山政司一億総活躍相はＪＣ女体盛りパーティの参加者

https://t.co/M4C3M4IztL

　　↑

…恥ずかし過ぎるなアサヒカワ…（－－＃）…★

…民度が低すぎる…ッ！★

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
札幌市観光・MICE推進部�認証済みアカウント� @Sapporo_tourism · 23時間23時
間前 
【今日から！すすきの祭り】

8/3（木）〜5（土）は、すすきのが一大イベント会場に★すすきの屋台、花魁道中、神
輿渡御など見どころ満載。人気の花魁道中は8/3の20時から。華麗な姿をお見逃しなく
♪

http://www.susukino-ta.jp/topics/2017%E5%B9%B4-

https://www.youtube.com/watch?v=57A18PeuhX0
http://blog.goo.ne.jp/tnnt_1571/e/d4873a637512e71216ee92dfba1403b1
https://pbs.twimg.com/media/DGTnOLFV0AAwYaU.jpg
https://t.co/M4C3M4IztL
http://www.susukino-ta.jp/topics/2017%E5%B9%B4-%E3%81%99%E3%81%99%E3%81%8D%E3%81%AE%E7%A5%AD%E3%82%8A/


%E3%81%99%E3%81%99%E3%81%8D%E3%81%AE%E7%A5%AD%E3%82%8A/
…
https://pbs.twimg.com/media/DGRKYY9VwAAy_H8.jpg

　　↑

…う”〜ん…ｗ（〜〜＃）ｗ…★

中津川　昴 @subaru2012 · 23時間23時間前 
北朝鮮ミサイル落下の直前、仏旅客機が上空通過　米報道：朝日新聞デジタル

https://t.co/prwhLpLeYX

中津川　昴 @subaru2012 · 24時間24時間前 
仏旅客機 北朝鮮ＩＣＢＭ落下数分前に付近を通過 | NHKニュース

中津川　昴 @subaru2012 · 9時間9時間前 
【NASAの地球観測衛星Terra & Aquaでも確認したが、この海域で大規模海底火山噴出
物の可能性か、大規模な青潮の可能性がある。何れにしても、日本近海で非常にまず

い問題だろうかと思う。】

https://twitter.com/subaru2012/status/893120092455575554

中津川　昴 @subaru2012 · 14時間14時間前 
今、確認したら、昨日の可視衛星画像にも出ていた。水色の海域が見える。低層の雲

だろうか。

中津川　昴 @subaru2012 · 14時間14時間前 
青森東方はるか沖、北海道南方沖にサンゴ礁でもあるのか？と言わんばかりの水色の

海域がある、これはUFOかな、それとも河川からの真水か、不思議でならない
http://www.jma.go.jp/jp/gms/largec.html?
area=0&element=1&time=201708031840&line=0 …
拡大すると見える。

https://pbs.twimg.com/media/DGS-QZhV0AAtTVf.jpg

https://pbs.twimg.com/media/DGRKYY9VwAAy_H8.jpg
https://t.co/prwhLpLeYX
https://twitter.com/subaru2012/status/893120092455575554
http://www.jma.go.jp/jp/gms/largec.html?area=0&element=1&time=201708031840&line=0
https://pbs.twimg.com/media/DGS-QZhV0AAtTVf.jpg


　　↑

【 三重 津波 】注意！
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月5日7:01
　

2017年08月04日（金）【前日】
01:00 0.038 0.038 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.039 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.039 0.037 0.038 6 
06:00 0.039 0.037 0.038 6 
07:00 0.039 0.037 0.038 6 
08:00 0.038 0.037 0.038 6 
09:00 0.038 0.038 0.038 6 
10:00 0.039 0.038 0.038 6 
11:00 0.038 0.038 0.038 6 
12:00 0.039 0.038 0.038 6 
13:00 0.039 0.038 0.038 6 
14:00 0.038 0.038 0.038 6 
15:00 0.039 0.038 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 0.038 0.038 6 
19:00 0.038 0.038 0.038 6 
20:00 0.038 0.037 0.038 6 
21:00 0.039 0.038 0.038 6 
22:00 0.039 0.038 0.038 6 
23:00 0.039 0.038 0.038 6 

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


24:00 0.039 0.038 0.039 6 

（＾＾）ｇ

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201708041002422854/

睡魔は地震体感の可能性もあるから注意。

2017年8月4日 時事ニュース コメント (1)
　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月4日10:03
　

げんざい激ネム。（－－；）

 

https://85358.diarynote.jp/201708041002422854/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=245
https://85358.diarynote.jp/201708041002422854/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（８月４日）　猫又ケルトが聴ケルトきいて。

https://85358.diarynote.jp/201708041332118630/

『 未 来 伝 承 』　（エスパッションシリーズ番外）　（１）

2017年8月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=kHTPqAxEBuc
【作業用BGM】猫又ケルトが聴ケルトきいて。 

んじゃ。（＾＾；）

コレは先週で「試合終了」したので…
　↓

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

作業用の曲と中味がイマイチ合ってないかも知れませんが、

古原稿「発掘」の続きに戻り鱒よ〜☆彡

（やっぱ曲が作業に合わないわ…こっち？）

https://www.youtube.com/watch?v=7X_KcZkRbUg
09 - 冨田勲 - 風になびく大草原の笛 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（エスパッションシリーズ・番外）

　未来伝承

https://85358.diarynote.jp/201708041332118630/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201708041332118630/
https://www.youtube.com/watch?v=kHTPqAxEBuc
http://estar.jp/_ofcl_evt_outline?e=151279
https://www.youtube.com/watch?v=7X_KcZkRbUg


　　　　　　　　　　by　遠野真谷人

　それは、正体不明の一隻の航宙船が地球系連邦（テラザニア）の辺境星域へと出現（ワープア

ウト）した、その日…

　まだこの高地平原では浅い春の、やわらかい陽射しを浴びるサンルームで、彼女は表へ出るこ

ともかなわず揺り椅子に縛りつけられていた。

　手には祈り像。しかし何を未来視（さきみ）したいというのでもない。

　ただ、書を読むことすら医療師に禁じられた生活にあっては、漠然ともの想い、信仰する自然

の諸神に一族と、そして他の民をもの平安を祈願して暮らす以外、毎日を費（つか）い潰すすべ

が無いのであった。

　ガラス越しに見上げる空は、わずかにかすんで、青い…

　かつて二万の民をたばねて神事を司さどった、あの抜けるような蒼天は再び戻りはしないのだ

。

　周辺諸族の尊崇をも一身に集める斎姫にして族長。

　彼女も、いまは病（やまい）おもく文明の庇護の下におかれる、力弱い一人の女性に過ぎなか

った。

　窓の外で風が鳴る。

　澄んで冷たい、黄金色の草原の風が。

　揺り椅子のなかでわずかに上体をかしげる。

　二人目の子を身籠った。けれどその体は驚くほど肉が落ちて、細い。

　元来が長女を産んだ時にも無理だと言われた。一族特有の頑固な不妊傾向は繰り返されてきた

親族婚のため。その族長をも、むしろ純血種であるが故にこそ、見逃す筈がない。



　その、閉鎖性、排他性に民族としての先細りの将来を見越したからこそ、彼女は長（おさ）と

して部族の解散を宣言したのである。

　もはや掠奪の手から神殿を護るべき、暗黒時代ではなくなった…と。

　予言と、彼女自身の意志の力により。

　最終戦争と呼ばれる前文明の崩壊からようやく一千年の月日が流れ。世界は再び、星々へ向か

ってさえその束ねられた一本の腕を伸ばそうとしていた。

　表向き、彼女の部族、彼女の王国は解散し、広大な草原は民族区として地球連邦のなかに組み

入れられた。

　族長としての職務はすでにない。

　人々も、徐々に流入してくる新しい教育や医療システムに慣れはじめたようである。

　親族婚を避け、異部族との混血を認める風潮も少しずつ一般化してきた。

　彼女自身、夫としたのは民の規範となるためもあって、その昔いまだ族長であり少女であった

彼女のもとに連邦への投降を推めに来た、調停役のその青年だった。

　けれど…

　暗黒時代が去り世界全体の政（まつりごと）が整って、他部族の侵略の手から護る必要はな

くなった、とは云え、神殿そのものが存続を止めたわけではない。

　それは、実は、前文明の記録を多く遺した書庫であったのだが、だからこそこれからの時代の

ためにも役立てなければならなかった。

　かつて人々がどのように暮らし、また滅びたものか…

　現代（いま）の世にあってそれを伝説以外に正しく知る者はいない。

　" 神殿 "と名付けてまで後の世に正しく伝えようとした、先人の意向を葬ることはできない。



　斎姫としての後を継ぐべき、直系の娘が必要だった。

　暗黒時代が去り世界全体の政（まつりごと）が整って、" 神殿を護る民 "（アイン・ヌウマ）
の必要存在理由が無くなったからと言って、神殿そのものが消えたわけではない。

　古（いにしえ）の予言はまだまだ終わらない。

　斎姫としての後を継ぐべき、直系の娘が必要だった。

　だからこそ彼女は周囲中の反対を押し切ってまで古来のしきたりにのっとって長女をこの世に

出し…

　しかしその赤児を目にすると一言つぶやいた。

「…違うわ、この子ではない。」

　それは、異民族である父親の血の方を濃く受け継いだ、茶色い髪、茶色い瞳の、おだやかな大

人しい、優しい娘…。

　斎姫の後裔たるもの、彼女と同じ部族特有の色素能力を、持っていなければならない。

　そして彼女は医者の言いつけを故意に破り、いま、二人目の娘が、胎内にあって六ヶ月の半ば

になる。

「…また、お祈りかい、冴夢（サエム）。」

　彼女の長い長い淡灰色の髪に、男の指がからまる。

　いつの間にか、静かに彼女の夫が入ってきていたようだ。

「あまり根をつめるのは良くない。…薬の時間だよ。」



　言われてみればすでに陽は傾き、みごとな残照とともに西の地平の彼方、草原の果てのかすか

な山並みへと没し去ろうとしていた。

　部屋にはまた夜気を防ぐための電熱が自動で入ったのだろう。

　照明の光量も明るく…

　草原と谷間の民は気温と太陽の輝きで時刻を体感する。

　気づけなかったのも無理はない。

　礼を言って彼女は錠剤を受け取った。

　心臓の負担を軽くするための薬。

　………静かだった。

　と、その時、　

　彼女は無論、知らない筈のことだったが、医師はもってあと一月、と、すでにもう宣告して

いた。

　神事だ古えからの伝統だとか偽って民族区の奥深くへ姿を隠してしまったその前に、彼女の夫

たる彼は気がつくべきだったのだ。

　戻って来た時には定期健診の眼を逃れた母体は４ヶ月に入っており、彼女は絶対に堕ろさない

、と、強い瞳で言い切って見せたが…

　あくまでもその気迫に敗けたふりを通した医師達は統一者（リースマリアル）賞ものの演技力

と言うべきだろう。

　その実、その時点でさえ彼女の体は、もはや中絶手術に耐え得るだけの 体力 抵抗力すら残して
はいなかったのだ。

　先天奇型の心臓は再び母体となる負担にこたえられる筈がない。



　五ヶ月を越えてまだ起きていられる程に元気に見えるのは、ただ単に束の間の奇蹟に過ぎない

のだと…

　気高い眼差しの異国の妻に笑顔で薬を届けに来た、年上の夫は、しかし甘い夢など視てはい

なかった。

　星の輝く所すべて彼らの王国

https://www.youtube.com/watch?v=U_IIjHCwp_Y
めぐり逢う星の夜 (Over a Starry Night We Met)
 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月4日13:46
　

Ｘ　百合イスに縛りつけられていた。

Ｏ　揺り椅子

…「百合椅子に縛り付け」…って…ｗ（＾□＾；）ｗ…

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


どんなえろぷれいですかッ？

　

　

 



（８月４日）　

https://85358.diarynote.jp/201708041414561234/

『 未 来 伝 承 』　（エスパッションシリーズ番外）　（２）

2017年8月4日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=f4Ka6RUkGE4&list=PLwijtPhLBkg0SuGEn-YnDr71GSJEi-
Txk&index=8
08 - 冨田勲 - 天空からの眺望 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　連邦統合政府の奥まった一画では辺境星域〜まさに世界の最外縁〜からひんぴんに送られてく

る報告に、秘かに、だが決して穏やかなどではなく、それこそ煮えるような騒ぎの様相を呈して

いた。

　…彼女のサンルームでいくらかの時間を過ごすうち、彼の手首で身分証が静かに音と光を発し
て持ち主の注意をうながす。

　滅多に使われる事のない行政 総 会議の緊急呼集だった。

　極東民族区の民生総局長である彼は速やかに応えなければならない。

「なんだろう？」

　ちょっと行ってくるよ、と、いつものように笑顔で、彼女の淡灰色の髪に唇づけして去る夫の

姿に…

　彼女は突然、言いようのない恐怖を感じて、竦んだ。

「…待っ………。」

https://85358.diarynote.jp/201708041414561234/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=f4Ka6RUkGE4&list=PLwijtPhLBkg0SuGEn-YnDr71GSJEi-Txk&index=8


　けれどもそれは彼に関わる未来視（さきみ）ではない。

　正体をつかまぬうちに夫はドアの向うに消え、彼女はただひとり不安のなかに残された。

　刻々と、得体の知れない焦燥は胸に増すばかりである。

　やがて彼女は畏怖や苛立ちが外部から訪れたもの…

　何十キロもの草原をへだてた街や、さらには地球を覆う人々のネットワーク全体から発せられ

た動揺がそのまま心に忍び入ってきたのだったと気付く。

　顕著な感情同調の脳力は部族民の特質のひとつに数えられていた。

　制（おさえ）ようのない不安。

　どうしたと言うのだろう。

　…病んだ、退位した、とは云え彼女の心は生まれながら人の上に立つ者のそれであり、見捨て
られた赤児のような身の置き所のなさを、民心のなかに放置しておくわけにはいかなかった。

「………いったい………」

　病室には彼女の神経の負担になり得るものは何一つ置いてはなく、外のニュースを得ることは

不可能だった。

　苦手な屋内回線をまわしてみても今日に限って、同居の両親も看護婦すらも在室していないら

しく、何の反応もない。

　彼達が彼女を一人にするなど普段なら考えられない事だった。

　種々の 探知機器 検知器や電脳が壁に埋めこまれて常時監視の体制をとっていることぐらい、機
械嫌いの彼女でも知っている。

　………それだけ、起こりつつある事態は異常だ、ということだった。

　外の人々同様の熱的な恐怖と、また、ともに冷徹な統制者としての意志力とを抱きながら、完

全に二つに割れてしまった心の叫びのなかで斎姫はのろのろと立ちあがる。



　長いながい、身の丈ほどもある淡灰の雲の色の髪が椅子の腕にからみつくのを振りほどいて。

　…

　彼女は、滅菌された病室（サンルーム）（牢獄）のドアを後にした。



（８月４日）　星々の群れのなかに居て、

https://85358.diarynote.jp/201708041432524918/

『 未 来 伝 承 』　（エスパッションシリーズ番外）　（３）

2017年8月4日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=dEusU-NSG9o&index=12&list=PLwijtPhLBkg0SuGEn-
YnDr71GSJEi-Txk
04 - 冨田勲 - タルタロスからの使者 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　星々の群れのなかに居て、それは確かに肉眼にすらくっきりと映っていた。

　皆、街路に出て、口々に騒ぎ、叫び、怒号し、…悲鳴をあげ。

　怯えていた。

　動揺はパニックを呼んだ。

「な、んですって。そんなばかな」

　突如として辺境星域最外縁に未確認飛行物体（Ｕ．Ｆ．Ｏ）が現われたとの第一報が入ってか

らわずか１６時間。

　地球連邦の稚拙な跳躍技術では事故の危険をおかしてでも丸２年以上、亜光速で飛べばそれこ

そ１３年近くはかかるというその 辺りから 距離を、わずか数躍の転跳で宇宙船は地球そのものの
周回軌道にのってしまった、との、報告が届いた時刻すら宙空の光点の出現からたっぷり３０分

は経過した後だった。

　圧倒的な技術の差。

https://85358.diarynote.jp/201708041432524918/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=dEusU-NSG9o&index=12&list=PLwijtPhLBkg0SuGEn-YnDr71GSJEi-Txk


　たしかに、平和以外の意図があるのなら、とっくに攻撃を終えているであろうし、所詮、逆ら

ってみても無駄な相手と言うべきだろう。

　男女二人からなる地球連邦首人は眼を見交わして窓辺を離れ、召集された行政議会の到着を待

った。

　そして三日………

　各所での暴動めいた集団逃亡（スタピード）はすでに慰撫された。

　けれど相変わらず金緑色の巨大な輝きは宙天をゆるやかに横切り続け…

　人々はみな不安と緊張に疲れていた。

　それは無論、議場にあって結論を直接に下さねばならない立場の者達にとっては一層に重いも

のであった。

　口にのぼるのは疑問符と仮定仮説ばかり。

　若い首人ふたりは議会をよくまとめた。それは亡くなった連邦統一者の血縁としての権威と信

頼とに十分応えるものであり、その存在が無ければ行政委員の主だった中にさえ重圧に耐え切

れず、叫び出す者がいただろう。

　後アーマゲドン期千年のみならず長い人類史上でもおそらくは初めてであろう決断を下すとい

う責任を、誰が背負い得るのだ？

　辺境の植民星の人間という意味ではない、真性の宇宙人との国交を樹立するか、否か…

　歴史や百年計画の全てを書き変えかねない事態を目の前に、広大な議場はむなしく湧き、また

沈黙にとざされて、更に幾日もの時間を無駄に費い潰すほかは何もできないようだった。

　そして、そんな彼らをさらに圧迫しているのは、自己弁護のために許可を得て地球に降下して

きた宇宙人の代表使節団。

　彼らの存在それ自体…。



　演壇にたって リスタルラーナ 自分達の世界とはの説明をなかなか達者な地球汎語でこなした後
にも 彼ら一行は厳重な監視のもとに 議場内の宿泊施設に留まり続けた彼ら一行６人は、微妙な心
理的負担の源となっているのである。

　示威行動など一切しない。ひたすらに礼儀正しく控え目な振る舞いが、かえって緊迫した 心理
的な 重苦しさを引き立ててしまっていた。



（８月４日）　救世主伝説 。

https://85358.diarynote.jp/201708041445162038/

『 未 来 伝 承 』　（エスパッションシリーズ番外）　（４）

2017年8月4日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=qA8qWMHmR_s&list=PLwijtPhLBkg0SuGEn-YnDr71GSJEi-
Txk&index=13
03 - 冨田勲 - 救世主伝説 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　リサーク，ケティア、対地球 全権大使はそんな有り様をけして忍耐強いとは言えない性格を圧
さえてひたすら傍観していた。

　母星の利益代表として星間連盟（リスタルラーナ）政界では早くから切れ者で通していた女性

である。

　燃えるような特徴的な緑の髪を首筋でふっつり切り揃えて、いつでもその群青の瞳で真っ向か

ら相手を見据える。

　齢は、二十六という若さだったが、優秀な人材の早期の教育完了と就業を旨としているリスタ

ルラーナにあっては、もはやベテランと呼ばれる辣腕家なのであった。

　事態は、ほぼ膠着している。

　母界を出る時の徹底的な調査によるコンピューターの勝率は７５パーセント。

　百ではない。

　常に失敗の可能性は有り得るのだ。

　彼らリスタルラーノが把握した地球人の精神特性というものは多様性に富み、喧嘩ぱやくて情

https://85358.diarynote.jp/201708041445162038/
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熱的、進取の気風と…同時に、思想的な仲間や血縁との結束が固く、内へ内へと集まる風潮が
ある。

　まったくの異族である彼らを受け容れるだろうか？

　せめて…　もう少し派手に宣伝行為のできる機会があればよいのだが。

　彼らが提供し得るのは進んだ技術と知識。

　そして、彼rらはこの星の人々が未だ知らないエネルギー鉱の、採掘権が欲しい。

　どうしても必要なのだ。

　……我慢、し切れず、とうとう彼女は与えられた個室のなかで立ち上がった。

　行動は自重するように、と連邦首人から言い渡されてはいる。

　おそらく行政議会の議場と宿泊施設のあるこの建物からは出させて貰えないだろう。

　しかし…

　この、中でなら。

　勝率を上げる、チャンスは自分で作るものだ。

　彼女は部屋の出入を監視する装置を豆粒ほどの機械１個であっさり殺し、緊張した微笑みを浮

かべて、大芝居の舞台を探しにと、秘かに廊下へ滑り出た。

　まだ、会議は続いている筈である。

 
ひみつ日記

　

　（ 沙魚 宇宙 ）　　『 未 来 伝 承 』　（エスパッションシリーズ番外）　（４）



 



（８月４日）

https://85358.diarynote.jp/201708041507252587/

『 未 来 伝 承 』　（エスパッションシリーズ番外）　（５）

2017年8月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=I2bF1MJuAT4&list=PLwijtPhLBkg0SuGEn-YnDr71GSJEi-
Txk&index=11
05 - 冨田勲 - 幻の王プレスター・ジョン 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　停滞し、休憩し、そしてまたいつ果てるとも知れず始められる混乱のさなか、彼、ジョセス・

ラン＝アークタス極東う民生局長は呼び出されて議場を出、ロビー脇のテレビ電話の前にがっく

りと座っていた。

　宇宙人騒ぎで行方不明になっていた病弱な妻は見つかった…とは言う。

　宙空に飛来した不思議な光点に皆が気をとられてしまっているわずかな暇に、どうしてか二十

数キロは離れた都市にまでたどりつき、そこで" 侵略者 "への恐怖から行くあても知らず逃亡をは
じめていた市民の暴走（スタンピード）にまきこまれたのだ。

　右上腕と大腿の骨折。全身挫傷。

　そのほか雑菌だらけの外気に触れることによって併発した種々の症状。

　医師の説明で彼に判ったのはただ、そのままでも「覚悟はしておいて下さい」と言わせた妻の

病名がさらに倍ちかく増えたらしい、ということだけだった。

　なんとか赤児だけでも救けたいと、どもりがちに、彼と同じく彼女の…" 灰色の貴婦人 "の崇拝
者であった医師は言う。

　しかし、無理だろう。

https://85358.diarynote.jp/201708041507252587/
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　はじめに彼女の状態を子供がまだ胎内にとどまっているのが不思議なほど、と形容したのは医

師自身ではなかったか？

　通話を切り、けれどその場から彼は動けなかった。

　せめて…　そばについて居たい。

　が、ようやくに議事進行の糸口が見えはじめてきた今、極東諸民族数億の利益代表である彼が

その場を離れるわけには行かなかった。

　それにおそらく、８時間かけて空を飛んで帰ったところで、その時にはもう…

　無駄だろう。

((　！　))

　そう、考えることに耐え切れず、彼は 涙を圧さえた。声を洩らした。

　彼は妻を愛していた。本当に愛していたのだ。

「　……　どうしたのですか？　」

　広いロビーの片すみにただ一人うずくまる彼を不審に思い、声をかけたのは、緑の髪のリサ

ーク，ケティア大使だった。

　「　え、……　」

　彼の驚きには構わず、かたわらのプリンターに打ち出されたままの病名簿（カルテ）の写しに

、ついと手を伸ばす。

「お親しい方…　あなたの奥さまが？」



　気遣わしげな表情は彼にピエタを思い起こさせた。

　力なくうなづく。

「　…　そう…　」

　地球の 先端 医療は決して野蛮な域にあるというわけではない。

　が、しかし、やはり不治の病というものも多く残っているのだろう。

　…若い国なのだ。

（国交を樹立したら是非、医療分野での技術交流も推進しなければ。）

　まだ完璧とはお世辞にも言えない地球汎語で慣れない医学用語を読み下そうとしている時、ド

アが開き、二人の 地球 連邦首人が随員とともに議場を抜け出して姿を現わした。

「　アークタス議員…　」

「ジョゼス。極東地区から急ぎの連絡が入ったと聞きました。奥方が危ないのではないので

すか？」

「…戻っても間に合わないでしょう。もう…　」

「なんということ！　彼女の詩（うた）は…、いえ、彼女の存在それ自体が、私達とは別の意味
で連邦統一の象徴でもあるのですよ。それが…」

　全面抗争ともなれば、ようやくに固まりかけていた連邦の土台を根こそぎ揺るがすに違いな

いと、そうまで言わせた力を持つ最後の独立部族アイン・ヌウマ。

　それを、部族の解散を宣言するという離れ業 を演じること によって無血のままにおさめた神秘
の女性（にょしょう）。

　退位後は、また詩人として、優れた言語学者として、各界トップの知識人層との親交を深めた

。

　彼女の常に変わらない確かさは、重責を担う者達にとって心の支えともなっていたのだ。



　年若くして先代・統一者の後を継がねばならなかった、この二人の首人にしてもそれは同じこ

とだった。

「よりによって…　こんな時節に、…」

　唇を噛む彼らの前に、

「かえって好機だったとも言えますわ。」

　リスタルラーナ全権大使は陰になっていた電話ブースから出て緑の髪をさらした。
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歯医者に行ってきまーす★
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（８月４日）　部族" 神殿を護る民 "（アイン・ヌウマ）の隠された予言の書にはこ
う語っていた。

https://85358.diarynote.jp/201708042126425641/

『 未 来 伝 承 』　（エスパッションシリーズ番外）　（６）

2017年8月4日 リステラス星圏史略　（創作）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「私達の技術なら、この病気、治せます。

　会議だの手続きだのと言っている場合じゃありませんわ。

　人の生命がかかっているのですよ。」

「リサーク大使…？！　しかし。」

「早く！　救けられる、大切な人間を見殺しにするおつもりですか。

　私達の宇宙船（ふね）の医師に、上陸の許可を下さい。」

　そして…

　" 人命救助 "の名のもとに緊急動議はあわただしく通過させられ。電送システムというリスタ
ルラーナでも滅多に使われない離れ技でもって医師団は極東の小邸へと派遣された。

　それは、動議を提出したということ自体、ジョゼス・アークタス議員や連邦首人達の私欲（

エゴ）であったのかも知れない。

　同じその瞬間に生命を落とそうとしている不治の病人など地球上にいくらでもおり、にも関わ

らず彼女一人を救うために行政議会全体までをも動かした、というのは。

　けれど灰色の貴婦人、勇敢な部族最後の斎姫（いつきひめ）は、古き良き地球の…そしてまた
同時にそれを捨ててまで宇宙へ未来へと伸びて行こうとする人々の、確かに時代の象徴でもあっ

たのだ。

https://85358.diarynote.jp/201708042126425641/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


　報道陣は彼女の劇的な蘇生と出産とを競って祝福しあい、感謝をこめてリスタルラーナの進ん

だ技術を讃え。

　約二十日後に行なわれた臨時の連邦総投票の結果、地球市民はおよそ六対三、棄権一、の比

率で、宇宙人との国交開設を可決した。

（………そう。この娘ね………）

　それから四ヶ月して、最先端のガラスチューブで護り育てられた超未熟児がようやくに母親の

生の腕にいだかれる日が来た。

　伝説の娘。

　予言の娘。

　部族" 神殿を護る民 "（アイン・ヌウマ）の隠された予言の書にはこう語っていた。

『最後の斎姫、また最後の斎姫を産む。時、宙空に光点輝やき、その娘は新しい時代の" 輪を持
つ者 "（かけはし）とならん。』と。

　子供は古来の言語にのっとって咲子（さくこ）と名づけられ、父親の属する新生連邦式に、あ

る程度記号化された名前で呼ばれることとなった。

　サキ・ラン＝アークタス。

　後に地球＋リスタルラーナ両界のみならず、広い宇宙中に伝説として語り継がれることになる

女性の、誕生の顛末である。

　翌年、地球連邦は年号を宇宙歴０１年と改称。

　ようやくに新世界体制の萌芽は始まったのであった。



　　　　　星腕（リステラス）史こぼれ話・巻一

　　　　　史略学士　ラン，アグラス　記す。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=08RBsUq53A0
2017旅うた　夏休みの遠出にオススメ！
旅うたメドレー 【作業用BGM】

https://www.youtube.com/watch?v=08RBsUq53A0


（８月４日）

https://85358.diarynote.jp/201708042150535241/

（！本日終了！）　（没原稿）＆その他の補遺）。

2017年8月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1501853400/1011-0010-101000-
201708042230.gif?t=1501854037
（２２：２０〜２２：３０）

特務機関NERV @UN_NERV · 12 分12 分前 
【台風5号実況・予報 2017年08月04日 22:43】
台風5号は、屋久島の南約140kmをゆっくりと北西に進んでいます。
https://pbs.twimg.com/media/DGY71CuUMAEkLYe.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 43 分43 分前 
硝酸の雨が降っている。

特務機関NERV @UN_NERV · 57分57分前 
【台風11号実況・予報 2017年08月04日 21:59】
台風11号は、ウェーク島近海を毎時15キロの速さで北北西に進んでいます。
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https://pbs.twimg.com/media/DGYx4jqVwAAEwNh.jpg

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2 時間2 時間前 
メールマガジン

「米軍が日本の台風の進路予測をする理由」

台風5号（画像提供：US NAVY・アメリカ海軍）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/893439296543145984

宇宙天気ニュース @swnews · 11 時間11 時間前 
[記事] 太陽風の磁場強度が強まっています。速度は平均的な状態です。
http://swnews.jp #swnews

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…ってことで、関連の草稿も移動して、分冊しました〜☆彡
　　↓

http://p.booklog.jp/book/116437/read
リステラス星圏史略

　古資料ファイル

　７－１－１

『 未 来 伝 承 』 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　１

　星間連盟では資源確保のための国交開設を要求するに当たって、すでに地球圏の文

明構造の大要に関しては完璧に資料を揃えていた。

　その調査に当たったのは連盟屈指の天才科学者マリア，ソレル博士であり、一時的

に彼女の指揮下に入った保安局特務部隊の編成班であったが…

https://pbs.twimg.com/media/DGYx4jqVwAAEwNh.jpg
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/893439296543145984
http://swnews.jp/
file:///tmp/puboo/127514/454785/book/116437/read


　その報告にもとづいて総会における使節派遣の決定はなされ、地球連邦首人の員数

にならって大使は異例の正副男女二人とされた。

　ケティアが、正使である。副使となったエレンヌ，カイトは、名目はどうあれ単な

る補佐に過ぎず、全ての権限は一方に任されていた。

　２

（………そう。この娘（こ）ね……　）

　わずか六ヶ月半。そんなにも早期に母体から切り離されて、けれど小さな生命は着

実に成長し続けていた。

　ジンコウシキュウ。

　耳慣れない言葉と、風変りな機械。

　けれどそれは我が子をたしかに護ってくれているのだ。

　始源の香りを色濃く残す母親は、しかし不思議に安んじて眠っていた。

　予言の子…　やがて伝説となるだろう、娘。

　" 神殿を護る民 "（アイン・ヌウマ）の隠された予言の書にはこう語っていた。

　最後の斎姫

　また最後の斎姫（いつきひめ）を産む。

　時、宙空に光点輝き、

　その娘は新しい時代の

　" 輪を持つ者 "（かけはし）とならん。

((　………起きなさい！ ))



　強く、母親は我が娘に呼びかけた。

　胎児がそれに応えて、かすかに身じろぎする。

((私はあなたに伝えねばならない事がある。語り継がれた真実（でんしょう）の数々。
未来へ渡る予言。

　私は、あなたに伝えねばならないのだから。))

　そう…奇跡的に伸ばされた、はかない命数が病（やまい）に途絶える前に。

((そのままでいい。お聴き。そして…　覚えなさい。))

　斎姫は少しずつ、未だかたまりきらない柔らかい脳に刻印をほどこして行く。

　かつて、自分が選ばれた後（のち）に先代からされたと同じように、少しずつ、少

しずつ、過去から未来へと続く、膨大な人々の記憶を。

「…冴夢（サエム）……？」

　夫が妻の肩にかけた手の平の重みで、深い集中は不意に破られた。

「何をそんなに喰い入るように…　まだ、長く起きていては体に障るよ。

　休まなければ。」

「まあ、もう？」

　現実に引き戻されて斎姫は秘かに嘆息をつく。

「二ヶ月も縛りつけられていましたのよ、私は。子供が無事かどうかもはっきりとは

判らなかったというのに。」

「もう二ヶ月待てばこの機械から出して腕に抱けるよ。君は、一度死んだんだよ、本

当に。」



「えぇ…　覚えていますわ…」

　ふっと、遥かを見つめる妻に、夫は言いようのない怖れを覚えた。

　世の中が目に見えるものだけではないのではという気になってくる。

　決して神秘主義者ではない、有能な行政家である彼が。

「　それはそうと、」

　夫の心からも妻を切り離して包む、なにか膜のようなものを突き破ろうとして彼は

言葉をつないだ。

「…子供、の名前、は、決めたのかい？」

「ええ。」

　祝福し、はげますように彼女はチューブのなかへと微笑みかけた。

「とりあえず咲子（さくこ）…と。この娘はやがて別の名前で人々に呼ばれることに
なるでしょう。

　でも今は、部族古来の名前で。

　新しい世界を開く子供なのですから。」

「蘭（らん）家の咲子（さくこ）…か。いい名前だ…」

　鳳蘭（ほうらん）



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

別件。（＾＾；）

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
（続き）

和田台長は秋田に赴任する前は盛岡地方気象台の台長を務め、去年８月に岩手県岩泉

町のグループホームが浸水し９人が死亡した台風１０号の反省から、着任後は秋田県

内すべての市町村長と会って携帯電話の番号を交換し、ホットラインを築いていたと

いうことです。

　　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【秋田大雨 気象台長が首長に直接電話 危機感伝える】
先月、記録的な大雨でおよそ２０００棟の住宅が被害を受けたものの死者やけが人が

出なかった秋田県では、地元の気象台のトップが、市長や町長に直接電話をかけて危

機感を伝え、これが迅速な避難の呼びかけにつながっていたことがわかりました。

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
秋田大雨 気象台長が首長に直接電話 危機感伝え迅速避難に
https://t.co/072afZwHns

！ＧＪ！（＾◇＾）！
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６１３

９９９…☆彡　！（＾＾）！

…そして何故か、たまたま選んだ曲がメドレーで、

『銀河鉄道９９９』♪

とか、「花を咲かせよう〜♪」とか、

勝手に歌ってくれているのであった…☆彡
　

　

 



（８月５日）

https://85358.diarynote.jp/201708050718433801/

（ 札幌 １８℃／０．０３９ μ ）

2017年8月5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。０６：５５になりました。

ゆうべガンバッタあおりで最低睡眠時間確保の為、

今朝は３０分遅れで目覚まし鳴らしましたが（＾＾；）

「目覚め前」準備時間のほうを繰り上げて６時から起動。

小家事を片づけて、０６：３３にはＰＣ起こしてました。

さて。降水確率１０％だったのに現在すでに土砂降り。てか嵐。（－－；）

…まぁ、予報士の人だって、こんな天気図は見たことないよなぁ…★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月05日（土）【当日】 

https://85358.diarynote.jp/201708050718433801/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708050718433801/
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https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1501884600/1011-0010-101000-
201708050710.gif?t=1501885236
（０７：００〜０７：１０）

札幌白石の５時の気温１８℃。

本降りの雨⇒７時半から日照。

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 · 20時間20時間前 
【北海道　秋の空?夏はまだ終わらない】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/akodama/2017/08/04/77861.html … 今朝(4日)の札幌
の上空には、秋を思わせるようなウロコ雲が広がっています。このような雲が広がる

ときは..
https://t.co/W83wF9bl9U

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Sergio5 @sergio5834 · 8月3日 
Sergio5さんがハフポスト日本版をリツイートしました
これでまた、性善説な日本が消える。湯の望みとおり、農家が高額な監視カメラを設

置するスキームがあっという間に普及するのだろう。

https://twitter.com/HuffPostJapan/status/893052627172413441

　↑

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1501884600/1011-0010-101000-201708050710.gif?t=1501885236
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/akodama/2017/08/04/77861.html
https://t.co/W83wF9bl9U
https://twitter.com/HuffPostJapan/status/893052627172413441


ホワイ・ダニット？？？？

（盗むなら解る。枯らす（だけ？）って…何故？？？）

参照：

http://85358.diarynote.jp/201708010605183727/
＞（？）【 旭川 ０．０５３ μ 】（？）（虚偽申告？疑惑。）
＞2017年8月1日

http://85358.diarynote.jp/201707310707248182/
＞【！WORNING！】（線量情報、更新ナシ）
＞2017年7月31日 

http://85358.diarynote.jp/201707290715425258/
＞【 稚内 ０．０５２ μ 】／【 札幌 ０．０４６ μ 
＞2017年7月29日
 
 
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月5日7:24
　

ん”〜？（＾＾；）

６時過ぎ？に降りだした嵐、

７時過ぎ？に止みました…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月5日9:06

http://85358.diarynote.jp/201708010605183727/
http://85358.diarynote.jp/201707310707248182/
http://85358.diarynote.jp/201707290715425258/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

晴れた。狂風。

異様睡魔…。（〜〜；）★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月6日7:01
　

2017年08月05日（土）【前日】
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https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（８月５日）　向かいのサイコ・ドクターず。

https://85358.diarynote.jp/201708052202216490/

怪談りす。今日フの味噌汁。／赤い宇宙は危険。(^_^;)

2017年8月5日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　

めも。

『まんじゅう怖い』２杯目。

(^。^;)

向かいのサイコ・ドクターず。

(‾○‾;)

ずっと地震が原発がと騒ぎ続けてきた私が今月に入ってから？

一気にリアルタイム生データに興味を失なった挙げ句、今日の帰り際に至っては、

『結局このまま何も起こらずに過ぎるのね？』とか、

https://85358.diarynote.jp/201708052202216490/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201708052202216490/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170805/85358_201708052202216490_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170805/85358_201708052202216490_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170805/85358_201708052202216490_3.jpg


もろに【2011年3月11日】の昼と同じ状態に…

(・ω・;)(;・ω・)

そしてふと空を見上げれば明日が満月？(‾○‾;)

台風上陸、太陽爆発？

ヽ（・＿・；）ノ

…♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪…

出でよ魔神！正常性バイアス！

L(・o・)」

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ますッ！

(ノ-o-)ノ　┫



　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月5日22:04
　

先ほど無事帰投。

気温２２℃。

室温２４℃。

ほぼ無風。

大通公園０.０４３μ。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月6日8:32
　

中津川　昴 @subaru2012 · 10時間10時間前 

そういえば、今朝見た夢を思い出した。大量のUFOが低空飛行で街の中を悠然と飛行するのを
見た。

これは子供の頃から、何度も繰り返し見ているから、近いうちに起こるのかもしれない。

　

　

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


（８月６日）　「 エルさん と ノギス君（ ≒ 白兎さん ）」。

https://85358.diarynote.jp/201708060654414115/

（ 札幌 ２２℃。大通公園 ０．０４３ μ ）。

2017年8月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　

（承前）（作業だっせん栗鼠…１匹目）

https://www.youtube.com/watch?v=nlLLUlo3iGw
▶�視聴 ドラマCD「三千世界の鴉を殺し」14巻 
（原作：津守時生　イラスト：麻々原絵里依）

おはようございますｗ

前項の今さっき追加してきた画像はコレですｗ

　　↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%8D%83%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E9%B4%89%E3%82%92%E6%AE%BA%E3%81%97
『三千世界の鴉を殺し』

（貧乏なのでＣＤは未チェックです…★）

…ぃゃ、朝っぱらから何やってるんでしょーね？ｗ（＾＾；）ｗ

昨日のバイトの席の真向かいが、またもや！

「エルさんとノギス君（≒白兎さん）」だった、という、

「代理画像」なだけなんですけどね…？ｗｗｗ

（なのでツキアイで前項画像３は「私の代理」ってことで…ｗ）
　　↑

（共通点⇒性格と…、「髪がボサボサ」ｗ）

…さて。通常業務に戻り鱒…☆

（０６：５４）

https://www.youtube.com/watch?v=BhI4W5ZZ1tA
三千世界の烏を殺し(YouTube ver.) 

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月06日（日）【当日】 
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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…まぁ文句はありません…☆（＾＾；）☆

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4時間4時間前 
さっき、札幌の朝焼けを撮ってきたよ！

細長〜い雲や、なみなみの雲があったよ！

写らないけどね？w
https://twitter.com/charlie24K/status/893918394835021824

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
火山情報 @kazan_joho · 7時間7時間前 
【地震速報】（最終報）

予想最大震度：２

震源：釧路沖

マグニチュード：４．０

震源深さ：５０ｋｍ

発生時刻：８／６　０２：３０

※震央は海。　#地震

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp地震情報�認証済みアカウント� @tenkijp_jishin · 17時間17時間前 
5日16時1分頃、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。震源地は宗谷地方
南部、M2.5。この地震による津波の心配はありません。
http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20170805160154.html … #jishin
https://t.co/vvJ47N7u43

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 · 18時間18時間前 
「エナガの一生」出版のお知らせにたくさんの　やRTありがとうございます！！いた
だいた初校ゲラの色があまりに美しくて感激しています。。。！

ふわふわのまるまるがぎっしり詰まってますので、ぜひお手に取って悶絶してくださ

い

#エナガの一生
https://twitter.com/hagiiwa/status/893435488463233024 …
https://twitter.com/hagiiwa/status/893712599530983424

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月7日6:46
2017年08月06日（日）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.039 6 

https://twitter.com/charlie24K/status/893918394835021824
http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20170805160154.html
https://t.co/vvJ47N7u43
https://twitter.com/hagiiwa/status/893435488463233024
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（８月６日）　アルパカ狼さんとお話できたぞ ♪ (^-^)g

https://85358.diarynote.jp/201708060816564974/

（借景ＢＧＭ集）　『 火涙沢の物語 』

2017年8月6日 音楽 コメント (2)
　

…悠宙舞サン自動推奨…ッｗｗｗｗ
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=NQZuNhc6pAk
少佐演説(台詞付) Lieutenant commander’s speech
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月6日15:42
　

恐怖のヨコハマ。(-”-;)

てっきり９０歳超の棺おけから顔だけ出してるようなボロヨボの認知症な老婆だと

思って話していた相手が、実は私と同い年（1964年産）と判明。

（異様な老化≦被曝）

すでにサイコでホラーな

ヨコハマ通販奇行ッ…★

…ヽ(‾○‾;)ノ…！
　

https://85358.diarynote.jp/201708060816564974/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=222
https://85358.diarynote.jp/201708060816564974/
https://www.youtube.com/watch?v=NQZuNhc6pAk
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月6日22:35
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

自覚できる範囲内においては、

心身ともに堅調。(^_^)

ちょろっとだけだけどアルパカ狼さんとお話できたぞ♪(^-^)g

台風がまだ上陸してない？とか無視。(^。^;)

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます☆ (・o・)／
　

　

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


（８月７日）　いきなり意識喪失してそのまま死亡とな？

https://85358.diarynote.jp/201708070719073844/

（ 札幌 ２２℃。大通公園 ０．０４４ μ ）⇒（ビキニ環礁 ０．０
４５ μ ）／【 農協離脱 】⇒【 除草剤 】？…！（＞＜；）！。
　（未しん）

2017年8月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)

　

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。０６：４１です。

札幌の日当たりの温度計は２２℃から上昇中。

蒸し暑くなりそうです。

高い雲が全天を覆ってはいますが、

「晴れ」としか表現しようがない、

目が痛くなる程のぎんぎんの光量。

https://85358.diarynote.jp/201708070719073844/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708070719073844/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170807/85358_201708070719073844_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=a2GujJZfXpg


異様な空です。

微風。

バイト４連勤の３日目。

さくさく進行します。

https://www.youtube.com/watch?v=TJ1dEGTGBlk
【君の名は。】RADWIMPS サウンドトラック Mix【1時間】 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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06:00

　　↑

まぁ文句のつけようはございません。（＾＾；）☆彡

もりちゃん（CV:毒蝮三太夫） @mollichane · 10時間10時間前 
テレビ朝日の

ビキニ特集を見た。線量計測で出てきた数字は

０.０４５μSV/h。

　　↑

…………ぇ？！………（＾◆＾；）…………。

（参照⇒４コ後。）

https://www.youtube.com/watch?v=TJ1dEGTGBlk
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地震情報 @TakumiSoftware · 8時間8時間前 
【震源情報（Hi-net）】
発生：2017/08/07 00:32:40
震源地：北海道南東はるか沖

深さ：78.4km
マグニチュード：3.3
https://www.google.co.jp/maps?q=40.912,145.030&ll=40.912,145.030&z=8 …

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 · 15時間15時間前 
【札幌の暑さ　96年ぶりの珍記録】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/h_okamoto/2017/08/06/78331.html … 今日(6日)の札
幌は青空が広がり、午後3時までの最高気温は29.2℃と夏らしい暑さになりました。
これ..
https://pbs.twimg.com/card_img/894123508501889026/tDZdKlZd?
format=jpg&name=600x314

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 17時間17時間前 
イマソラ（北東）

飛行機雲も微かに写ってます。

https://pbs.twimg.com/media/DGh4Cm6UAAAXrAx.jpg

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 17時間17時間前 
北を向いてみればこうだよ…
https://pbs.twimg.com/media/DGhxTYBV0AAYiZW.jpg

OTL49さんがリツイート 
ガルシア @gar_cia_P · 24時間24時間前 
心から、犯人逮捕を望む。続報を待つ。　　　//　除草剤撒かれた農家さん ニュース記
事のリツイート コメが怖い
- Togetterまとめ https://togetter.com/li/1137190 @togetter_jpさんから

OTL49さんがリツイート 

https://www.google.co.jp/maps?q=40.912,145.030&ll=40.912,145.030&z=8
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/h_okamoto/2017/08/06/78331.html
https://pbs.twimg.com/card_img/894123508501889026/tDZdKlZd?format=jpg&name=600x314
https://pbs.twimg.com/media/DGh4Cm6UAAAXrAx.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DGhxTYBV0AAYiZW.jpg
https://togetter.com/li/1137190


まとめまとめ(公式) @matomame3 · 24時間24時間前 
メロン畑の次はブドウの木が除草剤に倒される 「木も死んだので植え直し、苗から育
て直しで数百万円！」 http://matomame.jp/user/yonepo665/7c399bccec68eff008f6 … #
ブドウ #除草剤 #メロン #拡散
https://t.co/ajKoZ1VhUm

　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月7日8:29
　

【 変な空気 】（有害）到達。

喉がヒリヒリ傷んで、咳が出る。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月7日15:27
　

札幌市清田区で２１歳ラグビー部員が【熱中症のような症状】で

いきなり意識喪失してそのまま死亡とな？

(-”-;)

気温はせいぜい３０℃だが、

アメフト装備…？

前日徹夜で酒飲んでた二日酔いとか、

http://matomame.jp/user/yonepo665/7c399bccec68eff008f6
https://t.co/ajKoZ1VhUm
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


食べクレ被曝も疑わしい…

。。。(〃_ _)σ‖
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月8日6:55
　

2017年08月07日（月）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.039 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00 0.039 0.039 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 6 
09:00 0.039 0.039 0.039 6 
10:00 0.039 0.038 0.039 6 
11:00 0.039 0.039 0.039 6 
12:00 0.039 0.038 0.039 6 
13:00 0.039 0.038 0.039 6 
14:00 0.039 0.039 0.039 6 
15:00 0.039 0.038 0.038 6 
16:00 0.038 0.038 0.038 6 
17:00 0.039 0.038 0.038 6 
18:00 0.039 0.038 0.038 6 
19:00 0.039 0.038 0.038 6 
20:00 0.039 0.038 0.038 6 
21:00 0.039 0.038 0.038 6 
22:00 0.039 0.038 0.038 6 
23:00 0.039 0.038 0.039 6 
24:00 0.039 0.039 0.039 6
　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（８月７日）

https://85358.diarynote.jp/201708070833543505/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月7日22:27
　

先ほど無事帰投。(^_^;)
個人的には無風？

不満はありますが、

むしろ小吉。(^。^;)

ただし札幌には太平洋側から

凄まじいストロンチウム汚染の

海霧が襲いかかって来てます。

(-_-#)

かなり生き物が死ぬレベル。

(-_-#)

2011年の軽井沢クラスの汚染。
(∋_∈)
　

 

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


（８月８日）　アルパカ狼さん居ない確率高し。（－－；）

https://85358.diarynote.jp/201708080706583651/

【 できることは今しかない。戦うなら意識のあるうちに。 】
／やっぱケムトレイルだな？何撒きやがった!?／（ 札幌 ０．０
３９ μ。 日なたの温度計２７℃。 室温２４℃。晴天。）　（
未JUMP）

2017年8月8日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年3月1日 

多くの人間は、

静かな絶望の中に生きている。

”ウォールデン 森の生活”　H・D・ソロー

https://www.youtube.com/watch?v=08RBsUq53A0
2017旅うた　夏休みの遠出にオススメ！旅うたメドレー 【作業用BGM】

おはようございます。

https://85358.diarynote.jp/201708080706583651/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708080706583651/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170808/85358_201708080706583651_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170808/85358_201708080706583651_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=08RBsUq53A0


０８月０８日、

０６時４６分、でした。

札幌は晴天。

降水確率０％。

乱風。

公表線量は低いですが、セシウム混じりの０．２５が、

頭痛がするレベルでカッ飛んでます…（－－＃）…★

４連勤の４日目。アルパカ狼さん居ない確率高し。（－－；）

個人的には、朝っぱらからビミョウに厄日モードというか、

「厄除け稲荷す」状態というか…？？　ｗ（＾□＾；）ｗ

モチベは低いですが、明日からの再び３連休の作業予定を考えながら、

いつものごとく「死んだふり」して、一日やり過ごそうと思います…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月08日（火）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

…え〜っと…（＾◆＾；）…★
　　↓

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年8月29日 
ブラボー核実験の直後、ロンゲラップ島民に出た症状。

Googleトレンド検索　東京都
体が熱い

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


体　熱い

熱い　体

手足が熱い

頭が熱い

https://pbs.twimg.com/media/CNou7nGUAAAKOL3.png

　　↑

先週？の被曝超過いらい、ずーっと「クマムシモード自動発動」で、

「熱があって熱い」んですけど…私…？？

（前項コメント欄参照）

cmk2wlさんがリツイート 
あずき（激務につきアクセス激減中） @nemesis385 · 19時間19時間前 
あずき（激務につきアクセス激減中）さんがcmk2wlをリツイートしました

知人、あっという間に「多臓器不全」でした。初めは皆、ちょっと風邪気味かな

…で、24時間で意識不明、亡くなるまでに72時間あるかないか。
持病無し、40代です。原因は、不明だそうです。
　　↓

https://twitter.com/cmk2wl/status/894374144195743744
cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
返信先: @cmk2wlさん 

ある朝突然起き上がれなくなって、搬送された病院ではこんな部屋（ICU）に。

あっというまに意識不明の植物状態。

できることは今しかない。戦うなら意識のあるうちに。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 5 時間5 時間前
お！

https://pbs.twimg.com/media/CNou7nGUAAAKOL3.png
https://twitter.com/cmk2wl/status/894374144195743744


金星は明るいから内カメラで撮れた（黄）。

ちなみに下の黒いのは雲だよ！（赤）

断層みたいの。

あ！

細長い雲がある（青）。

やっぱケムトレイルだな？

何撒きやがった!?
自A隊か？こめ軍か？
全く…
https://twitter.com/charlie24K/status/894631283426381825

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 6時間6時間前 
間も無く部分月食の最大だよ！

札幌は微かに薄雲かかってるけど問題なし。

ピント壊れてるから写真は撮れねーけどな？www
ちと寒い…
20度

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　日本海側は熱中症とUVに注意】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/sebina/2017/08/07/78481.html … 今日(7日)の北海道
は日本海側を中心に日中は晴れ間が広がりました。午後3時までの最高気温は、全般
に2..
https://t.co/pLFepB5Jsp

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月9日7:32
　

2017年08月08日（火）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.039 6 

https://twitter.com/charlie24K/status/894631283426381825
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/sebina/2017/08/07/78481.html
https://t.co/pLFepB5Jsp
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00 0.039 0.039 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.039 0.038 0.039 6 
09:00 0.039 0.038 0.039 6 
10:00 0.039 0.037 0.038 6 
11:00 0.039 0.038 0.039 6 
12:00 0.039 0.038 0.038 6 
13:00 0.039 0.038 0.039 6 
14:00 0.039 0.038 0.039 6 
15:00 0.039 0.038 0.039 6 
16:00 0.039 0.038 0.039 6 
17:00 0.039 0.038 0.038 6 
18:00 0.039 0.038 0.038 6 
19:00 0.039 0.038 0.038 6 
20:00 0.039 0.038 0.038 6 
21:00 0.039 0.038 0.038 6 
22:00 0.039 0.038 0.039 6 

23:00 0.040 0.038 0.039 6 

24:00 0.039 0.038 0.039 6
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月9日10:09
　

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
ニッカウヰスキー【公式】�認証済みアカウント� @nikka_jp · 8月7日 

そう、八月八日は、#ヒゲの日 じゃ！
漢字の「八」が口ヒゲのように見えるからだそうな。わしもMr.Pも立派な「八の字」じゃろ！今
日は #プリングルズ をおつまみに #ブラックニッカ で乾杯と行こうぞい！

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


https://twitter.com/nikka_jp/status/894697481455288320
　

 



（８月８日）　永劫回帰の人生に。

https://85358.diarynote.jp/201708090723584950/

（日付移動⇒）　台南が湘南開眼。 （意味不明）

2017年8月8日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

大難を小難にして頂いてるだけかもしれないが、なにやら変にプチ厄日。(-"-;)

昨夜と今朝のストロンチウム被曝の後遺症か、クマムシモードとは違う、嫌な感じの発熱中。

(∋_∈)

台風はなんかトンデモな場所にいるらしい？

┐(’〜`；)┌

…とにかく無難にやり過ごしたいですね…

。。。(〃_ _)σ‖

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201708080923418607/ 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月8日14:33
　

皿洗い時給９７０円

の募集が有った♪　o(^-^)o

https://85358.diarynote.jp/201708090723584950/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708090723584950/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


つまりどんだけ低時給で搾取されてるかってぇ、

不毛な職場よね？

コールセンターオペレーターに

『プロフェッショナルの自覚を持て！』とか勝手な無理難題を要求しておいて、

成績上位の私の時給が９１５円しかないよ？

！【皿洗いより安い】！

これ以上、もともと大嫌いな

オフィスワークを続ける

意味ナシ！

(ノ-o-)ノ　┫

有給使い終わったら、

さっさと転職しよう〜っ♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月8日23:06
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

４連勤終了〜！(^。^;)！

プチ厄日コード進行でしたが、

大難は無し。(^。^;)

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


精神的ストレスは少なめでしたが、まぁ普通に疲れました。

┐(’〜`；)┌

懸念と不安材料と

処理課題は山積み。(-”-;)

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月9日8:03
　

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

「どこに行っても 自分と道連れ」ジョン・カバット・ジン

自分を変えない限り、ハイエナ男に引っかかってドツボにはまるのがオチ。

最悪の事態になることは目に見えている。

311前と同じくだらない思考形態を変えない限り、永劫回帰の人生に。
　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（８月９日）　（「夢も視なかった」？くらいの爆睡☆彡）

https://85358.diarynote.jp/201708090734444001/

【 橋本病・バセドウ病・甲状腺 】【 JR 北海道 】 広告／【
札幌 】アメフト練習学生（21）意識不明⇒【 死亡 】／（
１９℃。 ０．０４０ μ ）／ゴロゴロするのは忙しい。

2017年8月9日コメント (1)

　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
太法師（だいだらぼっち） @tanakashozo888 · 7月23日 
JR北海道の電車内で見つけた。 
広告がある → 需要がある → 必要とする人が多いまたは増加しているか…

気を引き締めないと呑み込まれてしまう。

https://pbs.twimg.com/media/DFbZHf6XUAAbkWv.jpg

　　↑

（バイト先、病人と病気退職者だらけですが、なにか…？）

https://85358.diarynote.jp/201708090734444001/
https://85358.diarynote.jp/201708090734444001/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170809/85358_201708090734444001_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170809/85358_201708090734444001_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170809/85358_201708090734444001_3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DFbZHf6XUAAbkWv.jpg


（※食ベクレばかジモティの他に、

「福島〜北関東からの避難移住者」も、「数千〜数万人？」いるんだよ！）

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
47NEWS47  @ news · 8月6日 
速報:札幌市内でアメリカンフットボール部の練習中だった男子大学生（21）が意識不
明となり、病院で死亡確認。

https://www.youtube.com/watch?v=9C6ddYMpZt0
気分上々↑↑ ドライブ夏うたメドレー2時間 
【作業用BGM】

あらためまして、おはようございます。

ＰＣ起こしたのが

０８月０９日、

０７時１９分、でした。（＾＾）

カバラ数秘術的には「同じ総数」並び？で、強運な一日になりそう？

とか、てきとーにタイトルで選んだ音楽の出だしの１曲も好調だったりして、

るん♪　な気分の３連休初日でございます…♪

久しぶりに目覚まし時計をかけず、

まんが１冊を読み終わる前に寝落ちして、

６時間超？がっつり熟睡しました…☆彡

（「夢も視なかった」？くらいの爆睡☆彡）

（晩ご飯食べるのと歯磨きが抜けました★）

https://www.youtube.com/watch?v=9C6ddYMpZt0


札幌は１９℃。曇天。無風。予報は雨。

予定は終日ヒキコモリ。惰眠と漫画と家事。夜に『ビシソワズ』。

さて…？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月09日（水）【当日】 
01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 

04:00 0.040 0.038 0.039 6 

05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1502233200/1011-0010-101000-
201708090800.gif?t=1502233834
（０７：５０〜０８：００）

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 12時間12時間前 
月が綺麗だねＯ

札幌ではうろこ雲がうっすらとかかって幻想的です。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 8月7日 
お！

金星は明るいから内カメラで撮れた（黄）。

ちなみに下の黒いのは雲だよ！（赤）

断層みたいの。

あ！

細長い雲がある（青）。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1502233200/1011-0010-101000-201708090800.gif?t=1502233834


やっぱケムトレイルだな？

何撒きやがった⁉�
自A隊か？こめ軍か？
全く…
https://twitter.com/charlie24K/status/894631283426381825

OTL49さんがリツイート 
大和猫 @yamatokotobacat · 23時間23時間前 
8月8日は【 #世界猫の日 】
世界中の猫たちが今日もどこかでゴロゴロ寝てる。世界ネコの日。

ゴロゴロするのは忙しい。

https://pbs.twimg.com/media/DGrE0ARUIAAADLC.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
オカン @okan_desu_nen_ · 8月6日 
good morning
https://twitter.com/okan_desu_nen_/status/894289211536232448

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
かわいい動物bot @cutest_animal1 · 2016年8月10日 

ギターを弾くのをやめると露骨に表情が変わる犬

https://twitter.com/cutest_animal1/status/763340257571909632

　

　

　    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://twitter.com/charlie24K/status/894631283426381825
https://pbs.twimg.com/media/DGrE0ARUIAAADLC.jpg
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2017年8月10日6:41
　

2017年08月09日（水）【前日】
01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 

04:00 0.040 0.038 0.039 6 

05:00 0.039 0.039 0.039 6 

06:00 0.040 0.039 0.040 6 
07:00 0.040 0.039 0.040 6 
08:00 0.040 0.039 0.039 6 
09:00 0.040 0.039 0.040 6 

10:00 0.041 0.039 0.040 6 
11:00 0.041 0.040 0.041 6 
12:00 0.041 0.040 0.041 6 

13:00 0.042 0.040 0.041 6 
14:00 0.042 0.041 0.041 6 

15:00 0.041 0.040 0.041 6 
16:00 0.040 0.040 0.040 6 
17:00 0.041 0.039 0.040 6 
18:00 0.041 0.040 0.041 6 

19:00 0.042 0.041 0.041 6 
20:00 0.043 0.041 0.042 6 

21:00 0.041 0.040 0.041 6 

22:00 0.044 0.041 0.043 6 
23:00 0.044 0.041 0.042 6 

24:00 0.040 0.038 0.039 6 



（－－＃）★

 



（８月９日）　守護：狛狼。

https://85358.diarynote.jp/201708091241528994/

爆笑　ＰＮ　占いッ（？）　ｗｗｗ

2017年8月9日 リステラス星圏史略　（創作）

　

https://www.youtube.com/watch?v=_udK8D3NEWA
夏本番！昭和平成　流行J POPメドレー 
【作業用BGM】

OTL49 @sukipparanisake · 18時間18時間前 
OTL49
運勢　大大吉

待人　待てば来る

勝負　こゝろ強ければ勝つ

商売　遠方に利益有

願望　諦めれば道が開ける

恋愛　無垢ならば叶う

守護　白兎

https://shindanmaker.com/chart/739857-
6c8eec5c6475d8c1f2256a588378d4be9b6d1a7e …

https://85358.diarynote.jp/201708091241528994/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170809/85358_201708091241528994_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170809/85358_201708091241528994_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170809/85358_201708091241528994_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_udK8D3NEWA
https://shindanmaker.com/chart/739857-6c8eec5c6475d8c1f2256a588378d4be9b6d1a7e


https://shindanmaker.com/739857 

...当方は兵器屋か！？
https://t.co/mcx6uS9kFf

　　↑

…つられた…ｗ
　　↓

きりぎりす

運勢　末吉

待人　あせるな

勝負　運気盛事をなすのによい

学問　犠牲が多いが勝つ

願望　夏に叶う

縁談　心静かに　短気は敵

守護　狛狼

総合運上昇　２８％

妖怪除　２２％

諸災消除　１６％

縁結び　２４％

酒造繁栄　１０％

　　↑

…酒造って…ｗｗｗ

（アルパカ狼さんに貢げ。とか…？？ｗ）

りす・きりぎ

運勢　末凶

失物　猫に聞け

勝負　何事もなく幸多し

学問　師の助けあり

https://shindanmaker.com/739857
https://t.co/mcx6uS9kFf


願望　穢れなければ叶う

恋愛　横から盗まれる

守護　火雷大神

総合運上昇　１２％

酒造安全　２７％

交通安全　２６％

奉納太鼓　２７％

巫女舞　８％

　　↑

…なんなの？職業欄？なの…？？ｗｗｗ

りすき・りぎ

運勢　末小吉

待人　時が掛かるが来る

勝負　手法を変えれば勝つ

学問　助けあり

願望　あせるな

恋愛　純情ならば叶う

守護　化鯨

総合運上昇　２４％

交通安全　２８％

悪魔除け　１２％

武運長久　１７％

火盗除　１９％

霧樹里守

運勢　末吉

方角　東よし



勝負　心静かに身を守れ

商売　物価上下定まらず

願望　さわりなく叶う

縁談　人に任せよ

守護　応竜

総合運上昇　２３％

無病息災　１０％

武運長久　３０％

神楽舞　１６％

身体健康　２１％

　　↑

やっぱＰＮこれ決定 ♪

歌いながら大地を歩く

運勢　末凶

待人　思わぬ日に来る

勝負　信念強ければ勝つ

商売　狐柄の物を持て

願望　待つ心あれば叶う

恋愛　雨が運ぶ

守護　座敷童

　ｗ（＾＾；）ｗ

土岐真扉

運勢　小凶

旅行　西が吉

争事　思いのまゝに勝つ

商売　金魚柄の物を持て

願望　学べば叶う



縁談　心静かに　短気は敵

守護　霊亀

遠野真谷人

運勢　凶

待人　嬉しいたよりあり

勝負　己が身を守れ

学問　余所見しなければ勝つ

願望　大利あり

縁談　待つだけでは駄目

守護　清姫

（…本名…）

運勢　小吉

待人　道に妨げあり

勝負　一度おもい定めたことを貫け

学問　忠犬に学べ

願望　喜び多し

恋愛　愛しぬくこと

守護　魑魅魍魎

　　↑

…！魑魅魍魎！…ｗｗｗｗｗｗｗ（爆笑死）
 



（８月９日）　唐突に新キャラ登場。（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201708091323261829/

ブ サ イ ク ！

2017年8月9日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

　

昼メシ喰ってたら唐突に新キャラ登場。（＾＾；）

（まぁ新キャラ登場はいつだって唐突なんですが。）

通称　ブサイク。

本名？　ムサ・イクシマ。

スェラの星海女王時代の旗艦の機関長。

（※ハーロックのヤッタラン、スタートレックのスコットに当たる人物。）

「凶悪至極な野良ボス」（猫）そっくり。

https://www.bing.com/images/search?
q=%e3%83%9c%e3%82%b9%e7%8c%ab%e3%80%80%e7%94%bb%e5%83%8f&qpvt=%e3%83%9c%e3%82%b9%e7%8c%ab%e3%80%80%e7%94%bb%e5%83%8f&qpvt=%e3%83%9c%e3%82%b9%e7%8c%ab%e3%80%80%e7%94%bb%e5%83%8f&qpvt=%e3%83%9c%e3%82%b9%e7%8c%ab%e3%80%80%e7%94%bb%e5%83%8f&FORM=IGRE
（ボス猫　画像）

と評される潰れた容姿に、山脈のような筋肉。

見ために違わぬ戦闘力も誇るが、それ以上にメカフェチ。

３度の飯よりメカと酒。

喧嘩っぱやくて口も達者で涙もろく、

似合わぬ「かわいいもの（特に小動物）萌え〜♪」で周りをげんなりさせる。

「ブス」と呼ばれているソバカスだらけの強気の小柄な妻（砲手もしくは外科医？）とのあいだ

に生まれたブサカワな子どもたちを溺愛しているイクメン。

スェラに忠義的だが、「俺ァあぁいう美人じゃ勃たねぇｗ」とか公言していて、

「…逆セクハラ…？（ーー＃）？」とスェラを微妙に不機嫌にさせているのに

まったく気づいておらず、

まわりからはちょっとハラハラされている…

そんなオッサン。

　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月10日10:04
　

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
松原卓二 動物mg図鑑発売中 @ma23 · 3日3日前 

撮りためたエナガ写真を使って「一生」を描くのはどうか？とも考えたのですが、写真だと”違う”
んですよ。あくまで借り物にしかならない。でも萩岩先生の鳥愛溢れる絵によって、魂を持った

一羽のエナガが立ち現れるのです。そこに描かれたエナガは他の誰でもなく、”本物”なのです。あ
りがたや。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月10日10:07
　

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
松原卓二 動物mg図鑑発売中 @ma23 · 3日3日前 

「エナガの一生」に出てくるエナガ（とその周辺の動植物）については、これまで私が観察で得

た知識と、エナガを研究された偉大なる先達の書・論文を参考にさせていただいて、できるかぎ

りリアルな生態としました。絵だけど本物、そう思って作りました。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
松原卓二 動物mg図鑑発売中 @ma23 · 3日3日前 

「エナガの一生」は、そのタイトル通り、ある一羽のエナガの生涯を描いた物語です。普通のエ

ナガの人生に起こる標準的な出来事を描いたものですが、これがけっこう大変なんですよ。ほん

と大変。ものすごく大変。とはいえ嬉しいことや楽しいこともあります。かわいいエナガの、そ

んなお話。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
松原卓二 動物mg図鑑発売中 @ma23 · 3日3日前 
松原卓二 動物mg図鑑発売中さんが萩岩睦美 鳥絵展9/7〜9/18をリツイートしました

皆さんこんにちは！

絵本「エナガの一生」が来月発売となります。私が作ったストーリーと文章に、萩岩睦美先生が

絵をつけてくだすった「一代絵巻」。生まれ、育ち、子を育てて命をつなぐ、重さたった7グラム
しかないエナガの懸命な生き様を描きました。どうぞよろしくお願いします。

https://twitter.com/hagiiwa/status/893435488463233024
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（８月10日）　命に関しては神様の管轄で法令遵守が半端ないので。

https://85358.diarynote.jp/201708100017328919/

（時間切れ！）

2017年8月10日 労働／対価　 コメント (1)

　

『ビシソワズ』やってたんですけど、段取りが悪かった（－－；）せいで、

とんでも大迂回と時間の浪費を強いられ…

時間切れで終了。（－－；）

寝ます！

　

　

　

 
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月10日10:08
　

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
大柴 @bigshiba1 · 8月6日 

三十越えると分かるんだけど、

二十代の頃の寝不足でも働けるとか朝まで飲んでも仕事できるってのは単なる寿命の前借りで、

しかも命に関しては神様の管轄で法令遵守が半端ないので

通常レートの1.5倍とか3倍で本来の寿命から引かれていく。
寿命の借金額は年を取るほど小さくなるし34で既にきつい
 
 
 

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


（８月10日）　『 灰色姫 』 の エピソード。

https://85358.diarynote.jp/201708100628041533/

－苛怨樹魂－

2017年8月10日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　

めものみ。

『灰色姫』のエピソード

ようやく鮮明に視えてきた…（＾＾；）…。

くろいわ〜…★

てことでずっと決まらなかった「邪魔」樹⇒『－苛怨樹魂－』に仮訂正。

詳細いずれ。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

これね。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/107093/read
リステラス星圏史略

　古資料ファイル　４－０－Ｘ

－苛怨樹魂－　《灰色姫》 と戦士《黒百合》 

ぅわ★（＾＾；）★まだ全然、何も具体的な史料書いてないんじゃん…ッ★

（日暮れて未知遠し！）

https://85358.diarynote.jp/201708100628041533/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
file:///tmp/puboo/127514/454785/book/107093/read


 



（８月10日）

https://85358.diarynote.jp/201708100704364878/

【 倶知安 ０．０４８ μ 】／（札幌 ２２℃。０．０４４ μ ）。

2017年8月10日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　

https://www.youtube.com/watch?v=e5u2MmSWR0U
【君の名は。】RADWIMPS OP & ED Mix【1時間】 

あらためまして、おはようございます。（前項参照）

脳ミソ空回りぎみの霧樹里守、０６：３６です。

（＾＾；）

きのう一日、ほぼ「何も出来なかった」感じなので…

３連休の中日。今日は有効に時間を活用したいですね…？？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
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2017年08月10日（木）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00

昨日⇒（コメント欄）http://85358.diarynote.jp/201708090734444001

札幌は２２℃。曇天ですが雲越しの朝陽が強烈。眼が痛くなります…。

昨日から台風崩れの湿気がわだかまっていて不快指数タカメですが、

線量は怖れていたほどは上がらなくて済みました…

（でも昨日は微妙に体調不良だった★）

ホワイトフード @whitefood1 · 11時間11時間前 
8月9日19時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が50箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/DGyAOTyUIAE-w8x.jpg

（－－＃）★

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1502316600/1011-0010-101000-
201708100710.gif?t=1502317237
（０７：００〜０７：１０）

 
　

　

 

コメント

http://85358.diarynote.jp/201708090734444001
https://pbs.twimg.com/media/DGyAOTyUIAE-w8x.jpg
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月10日7:43
　

０６１

４３

４３．

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月11日6:05
　

2017年08月10日（木）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00 0.039 0.038 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.039 0.038 0.039 6 
09:00 0.039 0.038 0.038 6 
10:00 0.039 0.038 0.039 6 
11:00 0.039 0.039 0.039 6 
12:00 0.039 0.038 0.039 6 
13:00 0.039 0.038 0.038 6 
14:00 0.039 0.038 0.039 6 
15:00 0.039 0.038 0.039 6 
16:00 0.039 0.038 0.039 6 
17:00 0.039 0.038 0.039 6 
18:00 0.039 0.038 0.039 6 
19:00 0.039 0.038 0.039 6 
20:00 0.039 0.038 0.039 6 
21:00 0.039 0.038 0.038 6 
22:00 0.039 0.037 0.038 6 

https://85358.diarynote.jp/
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23:00 0.039 0.038 0.038 6 
24:00 0.039 0.038 0.038 6
　

 



（８月10日）　由利 志郎。（ゆり・しろう）（中身はエルさん。）

https://85358.diarynote.jp/201708101628067102/

由利　志郎。　（元からいる、新？キャラ。）

2017年8月10日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　

きのうのブサイク氏に先を越された？のが気に喰わなかったのか。（＾＾；）

前から居たけど、名前を把握していなかったキャラ氏が

名刺もって挨拶に来ましてねー☆（＾＾；）

てか、歴代「副官級」の連中がぞろぞろ並んじゃってる気配なんですけど。

☆（＾＾；）★

書き留める暇がないから、順番に、一人づつにしてくれッ☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

由利　志郎。（ゆり・しろう）

https://85358.diarynote.jp/201708101628067102/
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土岐真扉（とき・まさと）の相方。（中身はエルさん。）

《 銀河英雄「電設」》の仕掛け人というか、発起人？

立場的に、土岐とどっちが偉いのかは、諸説の別れるところ。（＾＾；）

経理と営業と、後には法務関係まで担当。

居ないと会社が成り立たないけど、設計関係は専門外。（基礎知識は習得済み）

如是さんの「嫁いびり」（？）が趣味化？している。

まぁとにかく、「中身はエルさん」。ｗ（＾＾；）ｗ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

これに入れました。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/105153/read#none
リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－７　『トキ・マサトの物語』 

あ判った！さっき昼寝の夢で、

「ゆうりん♪」とか呼んでた！ｗｗｗ

妖しいやつッ！ｗｗｗ

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2019年
8月3日22:20
　

…待って！　「ゆりしろ」…って…「あでかん」に出て来る名前…ッ！ｗｗｗｗｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年8月3日22:26
　

…似ても似つかないというか、むしろ悲鳴をあげて嫌がられそうなので、嫌がらせに貼ってお
こう…ｗ

https://www.bing.com/images/search?
q=%E8%89%B6%E6%BC%A2&qpvt=%e8%89%b6%e6%bc%a2&form=IGRE&first=1&cw=1129&ch=648
　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://www.bing.com/images/search?q=%E8%89%B6%E6%BC%A2&qpvt=%e8%89%b6%e6%bc%a2&form=IGRE&first=1&cw=1129&ch=648


（８月10日）　【 偶然の一致 】。

https://85358.diarynote.jp/201708101631447598/

【 偶然の一致 】　（＾＾；）☆　（本日終了〜☆）

2017年8月10日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

…ｗ（＾＾；）ｗ…

いや、たまたま、コレクションしてた画像に、同じポーズが…ｗｗｗ

（作業してきまーす☆）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…そして「偶然」の拾いものが、なかなか凄い…♪
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=JA83Ej2f5BU
150322 YAMAHA ＪＥＦ全店大会　金賞
「大和」(YAMATO)　J専3年・小3(8 years old)　エレクトーン

https://www.youtube.com/watch?v=tMtNDx0e0kY
宝島 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

んで。これ中身（写真だけ）ちょっと増えてる。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/116419/read#none

https://85358.diarynote.jp/201708101631447598/
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SAP＊ORO　の　物語　（仮題） 

これは「終了」。（＾＾；）

　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/read
復讐は、ビシソワズ。　（１） 

これイレモノだけ作った。中身は来週からやります☆

　　↓

http://p.booklog.jp/book/116517/read#none
復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 

https://www.youtube.com/watch?v=dHhfqJbQLhU
Best of Mozart 

file:///tmp/puboo/127514/454785/1eb9d6a7de9b44faf0cf/book/114795/read
file:///tmp/puboo/127514/454785/1eb9d6a7de9b44faf0cf/book/116517/read#none
https://www.youtube.com/watch?v=dHhfqJbQLhU


（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０８月）

（中旬）
 
 
 



（８月11日）

https://85358.diarynote.jp/201708110612416793/

【 ♪ 無問題 ♪ 】⇒（札幌 ２２℃。０．０３８μ ）／【 北海道
ジャガイモ 】⇒昨年の台風被害から回復し、湖池屋さんポテトチ
ップス全種完全復活の見込み／「から揚げ農家も大変やな」。

2017年8月11日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)　
 

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE
Coldplay - Viva La Vida 

おはようございます！　０５　：５５でした♪

昨日１時間早く寝落ち？したら（覚えてない）、

今日１時間早く自然に目が覚めましたよという。（＾＾；）

まぁ前項参照で、ろくでもない現実チェックをさくさく片づけて、

３連休の最終日、（世間的にはお盆休みの初日）を、有効活用！

しますよと…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月11日（金）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.037 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.038 6 

https://85358.diarynote.jp/201708110612416793/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708110612416793/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170811/85358_201708110612416793_1.jpg
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05:00 0.038 0.038 0.038 6 
06:00

札幌は２２℃。２つの台風崩れの湿気で空は真っ白ですが、

線量は低め♪　！（＾◇＾）！

問題は、明日の出勤再開までに洗濯物が乾くのか？ですが…★

…ま、ダメだったら、もう、秋の服を着て行っちゃうさ…☆彡

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
2/2【北海道地方 気象情報 2017年08月10日 15:03】
また、オホーツク海側と太平洋側を中心に、今後１０日程度は日照時間が少なく、平

年より気温の低い状態が続く見込みです。農作物の管理等に十分注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
1/2【北海道地方 気象情報 2017年08月10日 15:03】
北海道地方ではオホーツク海側と太平洋側西部を中心に、８月２日頃から日照時間の

少ない状態が続いています。

Bernardo Domorno @Dominique_Domon · 57分57分前 
昨日、作物統計のジャガイモの都道府県別出荷量を見ていてグラフ化しようと思った

ので作っって見た。北海道抜きと、北海道あり。

北海道のデータを入れると、他産地の棒がよく見えなくなる。

pic.twitter.com/DxziGqKZP8

クニヤス@タンク乗りTEN-C @kuni_tencho · 11時間11時間前 
返信先: @KoGaNei_KaGeNさん 
北海道帰る度にホッキやらイカやらウニやらイモやら食い物全般旨くて困る。ふかし

たジャガイモに塩辛でビールとかサイコー。体重の増加にもサイコー



一由そば @ichiyoshisoba · 8月7日 
北海道ジャガイモ昨年の台風被害から回復し、湖池屋さんポテトチップス全種完全復

活の見込みだそうです。好きなので嬉しいニュースです。

https://www.youtube.com/watch?v=1G4isv_Fylg
Coldplay - Paradise (Official Video) 
　　↑

あれ？（＾＾；）観た覚えのない画像が入ってる…（増えてる？）

OTL49さんがリツイート 
清水 潔 @NOSUKE0607 · 9時間9時間前 
昨年は、まるで安倍総理の活躍で北方領土が返還されるようなイメージが先行したが

、現実は何もなく今やこの始末。

ロシア軍 北方領土で軍事演習開始を発表 | NHKニュース
https://t.co/yE75bm8yvY

　　↑

むしろ、「ニホン性腐」よりは、絶対にマシだと思う…（－－；）…★

OTL49さんがリツイート 
lovely_things999 @lovely_things1 · 9時間9時間前 
返信先: @lovely_things1さん 
lovely_things999さんがlovely_things999をリツイートしました

北がグアムとか言っているが

陽動としか思えぬ

グアムでしかも核攻撃検討なら

それ程深刻ではない

だが米本土で電磁パルス攻撃なら

米国は事実上終わる

後ろで糸を引くはロシアか中国か

或いは双方通じているのか

中ソの関係が異常に希薄だ

https://www.youtube.com/watch?v=1G4isv_Fylg
https://t.co/yE75bm8yvY


https://twitter.com/lovely_things1/status/895548168787476482

https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
Wake Me Up - Avicii (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

OTL49 @sukipparanisake · 18時間18時間前 
OTL49さんがハフポスト日本版をリツイートしました

根本的な原因から目を背け、「アイツらが愚かだから紛争が続くんだ」的論調では、

やがて自国に火が及ぶ。

現実に難民問題で混乱してはいませんか？

「誰が勝手に国境を決めた？」

「誰が武器を供給している？」

そして「誰が搾取している？」

https://twitter.com/HuffPostJapan/status/895476900486885376

…そもそも、「北方四島」は、アイヌやウィルタや、ゲンダーヌ達の楽土だった…。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
PEANUTS�認証済みアカウント� @Snoopy · 11時間11時間前 
Today is #SnoopysBirthday! 
https://pbs.twimg.com/media/DG3vJUMUwAEBIbQ.jpg

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
ブルーデイジー @bluewarabi · 8月3日 
久しぶりに覗いたホームセンターのペットショップ。

生体販売は止めます。お客様から注文いただいたら、ブリーダーさんから直接販売に

して、今後は保護犬活動に力を入れて行きますって趣旨の張り紙があり、２匹の保護

https://twitter.com/lovely_things1/status/895548168787476482
https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
https://twitter.com/HuffPostJapan/status/895476900486885376
https://pbs.twimg.com/media/DG3vJUMUwAEBIbQ.jpg


犬の情報が貼られていました。

田舎のペットショップだけど誇らしいぞ〜！

https://www.youtube.com/watch?v=zvcJMlIFW9A
Demons - Imagine Dragons (violin/cello/bass cover) - Simply Three 

チャチャ♬ @CHACHAJACK7 · 6時間6時間前 
北海道のジャガイモ美味しいんだよな(=ﾟωﾟ)ﾉ
そして札幌で、買い物した(´·Д·)」
何を買ったかって？！

そりゃあれよ！あれ！

ジャガイモさ！www
まー気にすんなwwwwじゃなwww 
https://twitter.com/CHACHAJACK7/status/895710837528117248

咲-Saki-コピペBot @Saki_copy_Bot · 8月6日 

恭子　「北海道のジャガイモ不足で片栗粉も高騰して、から揚げ屋さんも困ってるみ

たいですよ」

洋榎　「そうなんか。から揚げ農家も大変やな」

由子　「相槌が雑なのよー」

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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０６１４４００

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月12日6:57
　

2017年08月11日（金）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.037 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.038 6 
05:00 0.038 0.038 0.038 6 
06:00 0.039 0.038 0.038 6 
07:00 0.039 0.038 0.038 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 6 
09:00 0.039 0.038 0.039 6 
10:00 0.039 0.038 0.039 6 
11:00 0.039 0.038 0.038 6 
12:00 0.039 0.038 0.038 6 
13:00 0.039 0.038 0.039 6 
14:00 0.039 0.038 0.038 6 
15:00 0.039 0.038 0.038 6 
16:00 0.038 0.038 0.038 6 
17:00 0.039 0.038 0.039 6 
18:00 0.039 0.038 0.038 6 
19:00 0.039 0.038 0.039 6 
20:00 0.039 0.038 0.039 6 
21:00 0.039 0.038 0.038 6 
22:00 0.039 0.038 0.038 6 
23:00 0.039 0.038 0.038 6 
24:00 0.039 0.038 0.038 6
　

https://85358.diarynote.jp/
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（８月11日）　『　ブラインド・ポイント ！ 』　（１－１）

https://85358.diarynote.jp/201708111715371834/

『　ブラインド・ポイント ！ 』　（１－１）

2017年8月11日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=gPuEFn2ezxM
E-Rotic - Thank You For The Music (ABBA Tribute) Full Album 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

エスパッション・シリーズ　vol.０

　ブラインド・ポイント

　　　　　　　　　　遠野　真谷人

　１．

　眼前のスクリーンは、もやがかかったように見えにくかった。

　深宇宙。

　光点がひとつ、するすると逃げて行く。

「…ちょっとォ〜！　なに、してんのよ。もっとスピード上げてっっ！」

　連盟保安局の誇る高速宇宙艇のなかであたしは叫んでいた。

「無茶いうなよアリー。こっちだって精一杯やってんだぜ。」

　操縦席のディームが言い反す。

https://85358.diarynote.jp/201708111715371834/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=gPuEFn2ezxM


「だって、逃げちゃうわよ？　逃げちゃうっ！」

　ドン！　…ぐら。

「頼むから闇雲にコンソール、ぶっ叩かないでくれっっ！」

　…やば。

　操縦士連中は必死になって航路をたてなおした。

　それでなくとも艇は先刻から奇妙な動き方をしている。

　相手の航路を計算・予測して常に邂逅点を設定しながら最短コースを選ぶ、という宇宙空間で

のセオリーを無視しきって、文字通りに、追跡する…　むこうの航路をそっくりなぞっている
のだ。

　はやく！

　と、もういちど叫びだしたいのを、かろうじてあたしはこらえた。

　このあたりの星区には所々こういう場所がある。

　盲目宙域（ブラインド・エアリア）。

　その昔のエネルギー暴動の際の大事故のなごりなのだとかで、ばらまかれたサルテーン鉱石の

粒子に重力波だか太陽からの電磁波だかが作用して、レーダーからスコープから、およそすべて

の艇の探査機能をマヒさせてしまうのだ。

　いまの頼りは一基の船外カメラだけ。それも、バリアーにさえぎられて弾ける微小な隕石群の

燃える炎で、しばしばぼうっとした紫色に曇ってしまう。

（う〜〜〜。どうかこれいじょう大きな隕石（いし）がそこらから飛んで来ませんように！）

　進むにつれ濃くなりまさるサルテーン粒子のかすかなきらめきのなか、ほとんど亜音速という

トロトロしいスピードで、あたし達は決死の鬼ごっこをしているのだった。

　操縦士の苦労を思いやって少しばかり（少なくとももうコンソールだけは叩くまいと）おとな



しくなったあたしに、くつくつと喉で笑いながら無重力用の密封パック飲料を手渡してくれる奴

がいる。

　ロルー刑事だ。

「まあ、そんなに焦ってみても仕方がありませんよ、アリー警部。とにかく今は見失わないよう

奴らを追尾する（つける）ことだけを考えて、ここを無事に抜けられさえしたら、それからまた

あなた好みの派手な銃撃戦でも何でもやればいい。

　さもないと、見つけてくれる人もないままに、永遠の漂流者になっちまいますからね。」

　そうなのだ。通信器は最前までの撃ち合いであっさりおしゃかにされたまんまだし、このあた

りは政府の実験宙域に指定されているとかで、他の場所なら１〜２隻は見られるソルテーンの回

収船も入ってはいないし…。

　ここで遭難した日には誰も捜しにも来てくれない。

　それでももちろんあたしは言い反した。

「よくも言えるわね。人ごとだと思って。こっちにはタイムリミットがあるのよっ！

　本当なら…！」

　そう。本当ならとっくの昔に奴ら、捕まえられていた、筈。



（８月11日）　（１－２）

https://85358.diarynote.jp/201708111733014013/

『　ブラインド・ポイント ！ 』　（１－２）

2017年8月11日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　

　もう数週間もあたしは、とある宇宙海賊一味を追いかけ続けていた。

　あたし、地球系開発惑星連邦（テラザニア）の連邦星間警察所属、アリニカ・デュル＝セザ

ール。

　通称、" 走りっぱなし "（ハリーアップ）・アリー。

　いちど狙いつけたら逮捕（つかまえる）までは停まらない。

　その根性を買われてこの鳥月（とりづき）に警部に昇格したばかりの、腕っこき…なのよね、
これでも。

　そのあたしが未だにたかが海賊船一隻、捕まえられずにいるのは、一体誰のせいなのかしら？

！

　まったく…。

「…うるるるるるる〜〜〜っ！」

「 わ、うならないで下さい。」

　ロルー刑事はおびえたようなフリはしつつ、平然と笑っていた。

「　ふん。」

　そりゃね、この艇で追跡をはじめてからもう１０日に近いつきあいで、すっかりお馴染みのじ

ゃれあいパターンに定着しつつあるとは言え、

https://85358.diarynote.jp/201708111733014013/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201708111733014013/


　…あたしがこの連中に対して本気で腹を立てているのも事実なのよ。

　平然と冗談で片づけないで欲しいっっ!!

（……あ、まずい。また胃が痛くなってきた……。）

　ストレスが溜まりっぱなりよ、もう。

　あたしは嘆息をついて、渡された飲料パックに注意を向けた。

　………あ〜〜っもう。

　こんなくだらないとこにまで機械仕掛けをつけてるから、エネルギー不足になるのよ、この

国は。

　パック容器から吸い口（ストロー）を起こすくらい、手でやった方がよっぽど簡単でしょ

うがっっ！

　ひとくち含んで、うなる。

「………また、おんなじ味……。ちっとも甘くないわよ、これ。」

　全国一律、お茶（ティレイカ）といえば美味（あたり）不味（はずれ）もなく均一組成で出来

ている文化って、どうかと思う。

　あたしの故郷ではね、お茶って言えば、熱い温い、濃い薄い、その人の好みによって出し方に

差があって、更に砂糖を何杯入れるかだとか、牛乳との割合はとか、気に入りの香辛料と一緒に

煮立てる地方なんてのもあるし、そもそもお茶っ葉というものの種類からして、ひとつに限らず

無数にあって、それで…

　とにかくお茶の入れかたというのには、ティー・セレモニーって実践哲学（げいじゅつ）の分

野もあるくらいで、そのひとの性格というか人柄が出るもんなんだからっ！

　実用本位の高速宇宙艇だなんて限られた空間でさえなけりゃ、気分によって容器の模様なんか

にも、気を配るしね。



（…………あ〜ん。ストローなんか嫌いだ。お気に入りのニャンコのカップが恋しいよォ…）

　そんなような事を一瞬考えて、あたしがどっぷりホームシックにつかりきった時だった。

　ロルー刑事が云った。

「そうですか？　じゃ、今度からあなたのには糖分を０．２％ほど多くするよう、キッチンコ

ンピューターに指示（インプット）しておきますよ。」

　…え〜〜〜〜い。

　死んでしまえこの唐変木（とうへんぼく）っっ!!

　ぐじゃっ！

　…と不吉な音をたてて、飲料パックが潰れた。

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月11日17:35
　

０６１

４４

３３☆

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


（８月11日）　（１－３〜10）

（…いやもう…めんどくさくなったので…省略★）
 
『　ブラインド・ポイント ！ 』　（１－３〜10）
https://85358.diarynote.jp/201708111754159074/
https://85358.diarynote.jp/201708111817361476/
https://85358.diarynote.jp/201708111913166765/
https://85358.diarynote.jp/201708111941083090/
https://85358.diarynote.jp/201708112013028949/
https://85358.diarynote.jp/201708112111408945/
https://85358.diarynote.jp/201708112131285269/
https://85358.diarynote.jp/201708112151064471/
 

https://85358.diarynote.jp/201708112151064471/


（８月11日）　アリーさんの原型は、多分まちがいなく、

https://85358.diarynote.jp/201708112159341274/

（プロット＠１９８４．）　　（本日終了）

2017年8月11日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　 　

　

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1502460000/1011-0010-101000-
201708112300.gif?t=1502460630
（２２：５０〜２３：００）

んで。（＾＾；）

新しいファイルはコレです。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/116540/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－６－０

『ブラインド・ポイント！』 

いずれ旧ファイルと中身の整理をしなくちゃです。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/112774/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　７－６－０ー没

『ブラインド・ポイント！』 

本日時間切れ。（＾＾；）てか、予定を大幅オーバー★

おやすみなさい…☆

https://85358.diarynote.jp/201708112159341274/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201708112159341274/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170811/85358_201708112159341274_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170811/85358_201708112159341274_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170811/85358_201708112159341274_3.jpg
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1502460000/1011-0010-101000-201708112300.gif?t=1502460630
file:///tmp/puboo/127514/454785/book/116540/read
file:///tmp/puboo/127514/454785/book/112774/read


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　

「１９８４．６．６．…書きながらプロットを作っているというこの怖さ!!」

ブラインド・ポイント　…エスパッション・シリーズ　Vol.０

・宇宙空間で鬼ごっこをしている。

・ブラインド・エアリア。

・ロルー刑事。アリー警部。

・「アリー好み」は、派手な銃撃戦？

・通信器は撃ち合いでおしゃか。

・政府指定の実験宙域。無人。

・タイム・リミットがある？

・海賊一味をおっかけて。

・「走りっぱなし」アリーさんの説明。

・誰のせいなんだろうね？

・「わ、うならないでください。」

・胃が痛い〜〜〜〜っっ

・エネルギーのむだ使い。

・まずいティレイカ。文化の相異。



・異文化

・地球の略史

・エーリアン

・リスタルラーナ文化について。単一民族。

・アリーさんが追っかけてる理由。

・アリーさん少数民族。演劇部。

　「その科白のどこらへんに

　　誠意が含まれているわけ？」

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月11日23:09
　

えーとちなみに、

アリーさんの原型は、多分まちがいなく、

「ルパンのゼニガタ警部」です…ｗｗｗ
　

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


 



（８月12日）

https://85358.diarynote.jp/201708120702184799/

【 岩見沢 ０．０４９ μ 】／（札幌 ０．０４２μ ＋１９℃）。

2017年8月12日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=WH9U3dv4vuo
Vengaboys NONSTOP

おはようございます。０６：５０でした。

再び４連勤の１日目。（－－；）

札幌は問答無用のビシャ雨。（－－；）

気温１８℃。ほぼ無風。

バス通勤決定…（－－；）…。

こんな日に出勤の私も嫌ですが、せっかくのお盆休みの予定が雨で台無しな皆さんにもお悔やみ

申します。

あんど、禁忌あたりは昨日も避難とかレベルの大荒れだったとか…

眠れなかった皆さんや、減収確実な農家の皆さんには、お見舞い申し上げます…。

さて…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月12日（土）【当日】 

https://85358.diarynote.jp/201708120702184799/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708120702184799/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170812/85358_201708120702184799_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170812/85358_201708120702184799_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170812/85358_201708120702184799_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=WH9U3dv4vuo
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.037 0.038 6 
03:00 0.042 0.038 0.040 6 
04:00 0.042 0.041 0.042 6 
05:00 0.041 0.039 0.040 6 
06:00

線量「低め」。（＾＾；）（え？ろんげらっぷより高い？？）

　　↓

もりちゃん（CV:毒蝮三太夫） @mollichane · 8月6日 
テレビ朝日のビキニ特集を見た。線量計測で出てきた数字は０.０４５μSV/h。つまり
年間線量で０.４mSV程度。（略）。言っておくけど０.４mSVと言う数値は日本で（略
）誰もが被曝してる（略）。#tvasahi

…勢いはないけど量はしっかり有る五月雨（さみだれ）的な降り方なので、

さいきん渇水ぎみだった札幌周辺には、むしろ「恵みの雨」です。（＾＾）ｇ

麦の刈り取りは大体終わった頃だし、

順調に追熟に入ってる稲が、しっかり潤いますように…♪

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1502491800/1011-0010-101000-
201708120750.gif?t=1502492429
（０７：４０〜０７：５０）

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
オカン @okan_desu_nen_ · 8月10日
https://twitter.com/okan_desu_nen_/status/895739014413561856

…ニャッポロは…

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1502491800/1011-0010-101000-201708120750.gif?t=1502492429
https://twitter.com/okan_desu_nen_/status/895739014413561856


　大丈夫よ…

…たぶん………。

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月13日6:58
　

2017年08月12日（土）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.037 0.038 6 

03:00 0.042 0.038 0.040 6 
04:00 0.042 0.041 0.042 6 
05:00 0.041 0.039 0.040 6 

06:00 0.039 0.039 0.039 6 

07:00 0.042 0.039 0.040 6 
08:00 0.043 0.041 0.042 6 
09:00 0.044 0.042 0.043 6 
10:00 0.044 0.043 0.043 6 

11:00 0.045 0.044 0.045 6 
12:00 0.045 0.044 0.044 6 

13:00 0.043 0.041 0.042 6 
14:00 0.040 0.039 0.040 6 

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


15:00 0.039 0.039 0.039 6 

16:00 0.040 0.039 0.040 6 
17:00 0.040 0.039 0.039 6 

18:00 0.039 0.038 0.039 6 
19:00 0.039 0.038 0.038 6 
20:00 0.038 0.036 0.037 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 0.036 6 
24:00 0.039 0.037 0.038 6
 



（８月12日）　アルパカ狼さん成分…供給過剰！

https://85358.diarynote.jp/201708121530209000/

超サイヤ人。（違っ

2017年8月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

　

ちょ〜！『まんじゅう怖い』。

！(^。^;)！

予定の座席表は

右にレインリリーさん、

左にエルさん…の、
『ひんやりクール』な配置。

だったはず…なのに、(^_^;)

何故か現実には、

右にアルパカ狼さん！(@◇@;)！

左にビクーニャさん！

…という超絶ホットスポット？に…

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

んで更に、斜め前にエルさん。

…(‾○‾;)…

なにこの『王手飛車盗り』？

https://85358.diarynote.jp/201708121530209000/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201708121530209000/


みたいな布陣…？？

…(・ω・;)(;・ω・)…

…向かいと反対斜めも、知らない人だけど『副官・補佐官級』みたいなオーラ出してるし…

ヽ（・＿・；）ノ

何なの〜(^。^;)？？

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月12日15:35
　

めも

ビクーニャさんの謎。

(^_^;)

エルさんの転生順序。

(^。^;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月12日22:09
　　

先ほど無事帰投。(＾◇＾)／

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


雨がやんでたんで、

帰りは歩きました。o(^-^)o

アルパカ狼さん成分供給過剰で

オーバードーズで知恵熱だして

寝込みそうです☆(^。^;)☆

札幌は１７℃。無風。

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！

(^o^)／
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月12日22:11
　

あれ？

肝心の部分が消えてるさ…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月13日6:51
　

（昨日の本文の後ろ半分が何故かさっくり消えていたので追補）

（たぶんこんなこと書いてた）（記憶スケッチ★）

　　↓

まじめに糊口をしのぎに苦海に出稼ぎに来たはずなのに、

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


おかげで脳内が花畑。（＾＾；）

妄想竹林に再突入してしまって、

仕事になりません〜☆

（んで、携帯からしか使えない「喜び踊る顔絵文字」入ってた…と、思う。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月13日14:35
　

これね。(^_^;)
　　↓

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
 

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


（８月13日）

https://85358.diarynote.jp/201708130728257558/

【 岩見沢 ０．０４９ μ 】／【 札幌 ０．０４５ μ 】（ 気温
１６℃ ）。　（未しん）

2017年8月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　 　

　

（再掲）↓

もりちゃん（CV:毒蝮三太夫） @mollichane · 8月6日 
テレビ朝日のビキニ特集を見た。線量計測で出てきた数字は０.０４５μSV/h。
つまり年間線量で０.４mSV程度。（略）。
言っておくけど０.４mSVと言う数値は日本で（略）誰もが被曝してる程度の量。
（略）#tvasahi

参照⇒http://www.morizumi-pj.com/bikini/bikini.html
＞人体実験の証拠だ。 

https://www.youtube.com/watch?v=OkYiCLvZBuo
Vengaboys: Greatest Hits Part 1 (Full Album) 

あらためまして、おはようございます。

（昨日の最後におまけ？が増えてます。）（＾＾；）

０６：５３になっちゃいました。

札幌は１６℃。室温２０℃。

肌寒いです。（＾＾；）長袖２枚着用〜☆

https://85358.diarynote.jp/201708130728257558/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708130728257558/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170813/85358_201708130728257558_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170813/85358_201708130728257558_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170813/85358_201708130728257558_3.jpg
http://www.morizumi-pj.com/bikini/bikini.html
https://www.youtube.com/watch?v=OkYiCLvZBuo


空一面の高い雲で、どんより曇ってますが、降水確率３０％。ほぼ無風。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月13日（日）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.039 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

まぁモンクは言いません…☆（でも、お野菜が心配…★）

（昨日の線量）⇒http://85358.diarynote.jp/201708120702184799/ 
（コメント欄）＞【 岩見沢 ０．０４９ μ 】／（札幌 ０．０４２μ ＋１９℃）。
　

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 16時間16時間前 
津別 寒っ！((；ﾟДﾟ))
Tシャツで車降りてびっくりしたw
https://pbs.twimg.com/media/DHA1yafU0AIR0Cq.jpg

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 23時間23時間前 
秋が来た。

この後、おいらは津別へ帰る

https://pbs.twimg.com/media/DG_RE0OUwAA02QG.jpg

…北海道の「夏休み」は、６月末〜７月末まで、に設定すべきだよなぁ…？？

 
　

　

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://85358.diarynote.jp/201708120702184799/
https://pbs.twimg.com/media/DHA1yafU0AIR0Cq.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DG_RE0OUwAA02QG.jpg


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月13日8:58
　

史上最低記録を更新？（＾＾；）

　　↓

アクセス解析

　　日付　アクセス数

2017-08-12 (土) 46 
2017-08-11 (金) 76 
2017-08-10 (木) 56 
2017-08-09 (水) 90 
2017-08-08 (火) 70 
2017-08-07 (月) 55 
2017-08-06 (日) 55 
2017-08-05 (土) 56 
2017-08-04 (金) 71 
2017-08-03 (木) 92 
2017-08-02 (水) 63 
2017-08-01 (火) 79 

2017-07-31 (月) 66 
2017-07-30 (日) 58 
2017-07-29 (土) 69 
2017-07-28 (金) 73 
2017-07-27 (木) 68 
2017-07-26 (水) 86 
2017-07-25 (火) 62 
2017-07-24 (月) 49 
2017-07-23 (日) 62 
2017-07-22 (土) 53 
2017-07-21 (金) 48 
2017-07-20 (木) 98 

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


2017-07-19 (水) 83 
2017-07-18 (火) 84 
2017-07-17 (月) 88 
2017-07-16 (日) 63 
2017-07-15 (土) 68 
2017-07-14 (金) 78 
2017-07-13 (木) 68 
2017-07-12 (水) 92 
2017-07-11 (火) 69 
2017-07-10 (月) 61 
2017-07-09 (日) 63 
2017-07-08 (土) 51 
2017-07-07 (金) 77 
2017-07-06 (木) 65 
2017-07-05 (水) 85 
2017-07-04 (火) 90 
2017-07-03 (月) 64 
2017-07-02 (日) 56 
2017-07-01 (土) 78 

2017-06-30 (金) 78 
2017-06-29 (木) 88 
2017-06-28 (水) 123 
2017-06-27 (火) 77 
2017-06-26 (月) 64 
2017-06-25 (日) 76 
2017-06-24 (土) 105 
2017-06-23 (金) 77 
2017-06-22 (木) 89 
2017-06-21 (水) 123 
2017-06-20 (火) 77 
2017-06-19 (月) 91 
2017-06-18 (日) 74 
2017-06-17 (土) 71 
2017-06-16 (金) 88 
2017-06-15 (木) 93 
2017-06-14 (水) 117 



2017-06-13 (火) 100 
2017-06-12 (月) 83 
2017-06-11 (日) 80 
2017-06-10 (土) 85 
2017-06-09 (金) 89 
2017-06-08 (木) 102 
2017-06-07 (水) 109 
2017-06-06 (火) 76 
2017-06-05 (月) 97 
2017-06-04 (日) 82 
2017-06-03 (土) 93 
2017-06-02 (金) 121 
2017-06-01 (木) 138
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月14日7:10
　

2017年08月13日（日）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.039 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 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 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.036 6 
16:00 0.036 0.036 0.036 6 
17:00 0.037 0.036 0.036 6 

https://85358.diarynote.jp/
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18:00 0.037 0.036 0.036 6 
19:00 0.037 0.036 0.036 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.037 6 
23:00 0.037 0.036 0.036 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6
　



（８月13日）　アルパカ狼さんが居ないので、

https://85358.diarynote.jp/201708140702168585/

(^_^;)

2017年8月13日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。
　

アルパカ狼さんが居ないので、

口がへの字。(ーへー;)★

もちべ皆無なところへ、

隣にエルさんで

ビクーニャさんがその向かい。

(^。^;)

業務は暇。

…つまり、脳内お花畑で

遊んでます〜☆σ(^◇^;)。。。

（んで、何故かビクーニャさんが髪を切ったら、

『小学生時代のマーシャ』と、

瓜双子に…(^。^;)

ビクーニャさんの子どもの頃の

リアル写真が見たいわ〜☆

https://85358.diarynote.jp/201708140702168585/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170814/85358_201708140702168585_1.jpg


♪( ^ _ ^)∠☆PAN！

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月13日22:12

　

先ほど無事帰投。(^_^)

５分だけだけど、大通公園で

盆踊りまで

踊ってきちゃいました♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

o(^-^)o

ちょ〜しくれて買物し過ぎた☆

ヽ（・＿・；）ノ

ダイエット返上してナマモノは今日中に食べて、(^。^;)

まんが読んで

早めに寝ます☆ ┐(’〜`；)┌



（８月13日）　♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

https://85358.diarynote.jp/201708130917335727/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月13日22:12
　　

先ほど無事帰投。(^_^)

５分だけだけど、大通公園で

盆踊りまで

踊ってきちゃいました♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

o(^-^)o

ちょ〜しくれて買物し過ぎた☆

ヽ（・＿・；）ノ

ダイエット返上してナマモノは今日中に食べて、(^。^;)

まんが読んで

早めに寝ます☆ ┐(’〜`；)┌
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月14日6:54
　

〜０６１４５３３、

⇒０６１４５６６。

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


史上★（－－；）★最低…以下…？
　

 



（８月⒕日）　幸せな死に方。

https://85358.diarynote.jp/201708140724047919/

（札幌０．０３９μ。１９℃）

2017年8月14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=YtMctjs7EmM
【作業用BGM】テンションが跳ね上がるNCSメドレー [BEST of NCS Mix] 

あらためまして、遅めのおはようございます。（前項参照）

０７：０４になっちゃいました。

定刻６時起床。小家事で手間取りました…★

札幌は日なたの温度計が６時で２５℃。（＾＾；）

見るのを忘れましたが、午前５時の実気温は推定１５℃前後？

白い雲がぎんぎらに照り返している晴天。無風。

ぐんぐん暑くなってます…。ｗ（＾＾；）ｗ…☆

今日もお休みの人は嬉しいでしょう。

（各地で「突然の心臓マヒ死」が相次いでいるようですが…

　むしろ、本人にとっては、幸せな死に方。だよねぇ…？？）

https://85358.diarynote.jp/201708140724047919/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201708140724047919/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170814/85358_201708140724047919_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170814/85358_201708140724047919_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170814/85358_201708140724047919_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YtMctjs7EmM


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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月14日（月）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.038 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

まぁモンクはありません。（＾＾；）

　

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月15日7:11
　

2017年08月14日（月）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.038 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 0.037 0.036 0.037 6 
07:00 0.037 0.037 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 0.037 0.037 6 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


12:00 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.037 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 0.037 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
　

 



（８月⒕日）　アルパカ狼さんが斜め前♪

https://85358.diarynote.jp/201708150701302091/

『 太陽のせいです 』？

2017年8月14日 環境は、生命圏で、生存権。
　

 
アルパカ狼さんが斜め前♪

向かいがビクーニャさん♪

隣がエルさん☆(^_^;)で、
反対隣がコージーコーナーちゃん♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

…という『超〜絶まんじゅう怖過ぎる』

座席配置。(‾○‾;)

にも関わらず全身がぴりぴりイライラして、精神状態不安定。

？(・_・;)？

被曝じゃないので…

太陽？

コロナホール…？？

お客もみんなキレまくってて、

やりづらいこと甚だしい。

https://85358.diarynote.jp/201708150701302091/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170815/85358_201708150701302091_1.jpg


(-"-;)

コメント

8月14日22:51 

先ほど無事帰投。(’◇’)ゞ

３０分のドつぼ残業の後、

今日もちゃっかり

盆踊ってきました♪o(^-^)o

札幌やっぱ最高〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

 



（８月⒕日）

https://85358.diarynote.jp/201708140920421433/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月14日22:51
　

先ほど無事帰投。(’◇’)ゞ

３０分のドつぼ残業の後、

今日もちゃっかり

盆踊ってきました♪o(^-^)o

札幌やっぱ最高〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日12:08
　

OTL49さんがリツイート 
ya_kura_ga @ya_kura_ga · 8月27日 

アメリカだって家族の収入による教育格差というものは当然存在するのだけど、その議論にハ

ーバードの学費を持ち出されると困ってしまう。ハーバードだと、名目上の学費を高くして富裕

層から多めに取る代わりに、５０％以上の学生に給付型奨学金を出し、更に２０％以上は学費を

全く払っていない。

　

　

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

2017年9月4日7:29
　

https://twitter.com/KS28226613/status/902172936399855616

ナウちゃん @KS28226613 
ナウちゃんさんがおときた駿（東京都議会議員 /北区選出）をリツイートしました

「カップ麺」で批判されれば、「袋麺をまとめ買い」しろか…。貧乏人に更なる節約を強要して
、「まだ耐えられる」と攻め抜く陰湿さ。生活保護受給者叩きの陰湿さと驚くほど機を一にして

いる。都ファの連中が強くなれば、間違いなく貧困層の方達はますます追いつめられていくであ

ろう。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月7日9:15
　

OTL49さんがリツイート 
Copy writing @Copy__writing · 8 時間8 時間前 

大学時代アホみたいにバイトしてたけど、これって

親が高い金を払って買ってくれた時間をバイト先の会社に安く売ってた

のと同じだと気がついた by つばめ
https://twitter.com/Copy__writing/status/905465172306911233
　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（８月15日）　アルパカ狼さん居ない確率高し。（－－；）

https://85358.diarynote.jp/201708150717429798/

【 旭川 ０．０６ μ 】／（ 札幌 ０．０３９ μ。＋１９℃ ）／【
喉が潰れた人に 】⇒大根ハチミツ。

　

2017年8月15日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

 　 　

　

OTL49さんがリツイート 
D-YAMA / ちょろやま @choroyama · 8月13日 

喉が潰れた人にオススメなのだが、切った大根に大量のハチミツをかけて放置すると

謎の汁がドバドバ生成されるのでそれペロペロ舐めてると本当に信じられない速度で

喉が復活します。風邪の人にもオススメですよ。

https://pbs.twimg.com/media/DHGbuNtVYAI0axZ.jpg

　　↑

ショウガも混ぜると尚よろしいです♪

https://www.youtube.com/watch?v=w997AAF5xCo
Def Tech スーパーフライ 【作業用BGM】
| Def Tech スーパーフライ【良曲ベスト集】
高音質 | Def Tech スーパーフライ サビメドレー 20曲 

あらためまして、おはようございます。

どうしても！定刻６時に起きられず、３０分寝床でぐずぐずして遅刻発進。

ずれこんだまま０７：０６になっちゃいました。

もちべ皆無な４連勤の最終日。（＾＾；）

アルパカ狼さん居ない確率高し。（－－；）

気温１９℃。無風。曇天。降水確率１０％…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月15日（火）【当日】 
01:00 0.037 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 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

まぁ文句はナイです♪（＾＾；）♪

（…と、思ったら…旭川がぁ〜〜〜ッ★★）！（＞＜ｐ）！

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
oɹnɹnʞ� @ikururo · 11 時間11 時間前 
札幌の西に二十四軒という地名があって、かつてその辺りを開拓した家の数を表して

いると聞いた時、石狩の原野にたった24軒の屯田兵が大木を切り倒しては開墾し続け

https://85358.diarynote.jp/201708150717429798/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708150717429798/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170815/85358_201708150717429798_1.jpg
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170815/85358_201708150717429798_3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DHGbuNtVYAI0axZ.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=w997AAF5xCo
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


、時には熊に怯えつつ開拓した頃の苦労を思ったが、その後暫くして二十四軒の近く

で八軒という地名を知った時は「八軒て！」と思った

　　↑

ぃゃ、「２４軒も！」「建ち並んでる」…てのは、

当時は「このあたり随一の大都会！」という自負の意味。だったと思うぞ？

（＾＾；）

「８軒！」も集まっていれば…「大集落」だっｗ

参照

⇒

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%84%E3%81%8B%E3%81%BE%E3%81%97%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%9F%E3%81%A1
＞居住世帯が「北屋敷」・「中—」・「南—」の3つしかない集落「やかまし村」

OTL49さんがリツイート 
kinokuniyanet @kinokuniyanet · 8月13日

ボケた祖父に、うっかりライ麦パンを食わせたら、シベリア抑留がフラッシュバック

して泣きだしたことがある。あれは予想できなかった。

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月16日9:56
　

2017年08月15日（火）【前日】
01:00 0.037 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 0.039 0.038 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.038 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.036 0.037 6 
11:00 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.037 0.037 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 0.037 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.037 0.037 6
　

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%84%E3%81%8B%E3%81%BE%E3%81%97%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%9F%E3%81%A1
https://85358.diarynote.jp/
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（８月15日）　アルパカ狼さん過剰供給で砂糖水に溺れたキリギリス状態。

https://85358.diarynote.jp/201708150923564821/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月15日23:27
　

先ほど無事帰投。(’◇’)ゞ

４連勤終了！(^o^)／

今週は何故かいきなりアルパカ狼さん過剰供給で砂糖水に溺れたキリギリス状態。(^。^;)☆

二日酔いに鳴りそうです☆

で、今夜も盆踊ってから帰って来ました♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

まんが読んで

ごはん食べて

早めに？寝ま〜す☆

(^o^)／
　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（８月16日）　失うものは何もないから、修羅の道を行くときめている。

https://85358.diarynote.jp/201708160958292267/

【 北海道民 】のみなさん、【 抗議の電話FAXを！】⇒【 高橋は
るみ 知事 】／（札幌 ０．０３８ μ 。＋２３℃。）

2017年8月16日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)　
 

　 　

　

しんちゃん @shinchann2008 · 5時間5時間前 

北海道民のみなさん、抗議の電話FAXを！
https://t.co/2YDBwL0eaO

高橋はるみ知事、

2017年8月18日からのオスプレイ日米共同訓練参加を容認。
https://www.hokkaido-np.co.jp/sp/article/125906 … 

北海道総合政策部

知事室道政相談センター 
(電話)０１１－２０４－５０２２
(FAX)０１１－２４１－８１８１

しんちゃんさんがリツイート 
１３号倉庫 @bokurasouko · 6時間6時間前 
オスプレイ道内訓練　知事、自粛要請せず：どうしん電子版（北海道新聞）

https://t.co/mJIfz91E6x

https://85358.diarynote.jp/201708160958292267/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=eusKFEWFHlY
【BGM・日本の祭り〜アップテンポな和風曲メドレー】 1時間 

（承前項コメント欄）

あらためまして、遅いようございます。（＾＾；）

再び３連休の１日目。（＾＾；）

目覚ましかけずに寝たら、普段は睡眠４時間半が基本なんですが、

かなり疲れていたらしく、がっちり６時間は熟睡してしまいまして…★

通常より２時間遅れで運行開始。さらに前項で３０分くらい空費してます…★

さくさく往きます…☆

札幌は午前９時頃で２３℃。

白い雲がレース模様になってる美しい晴天でしたが、

狂風が吹き始め、全天曇ってきました…☆

（でもお盆休みで遊んでる人たちには、支障はないでしょう。）

降水確率１０％？

からりと乾いて快適ですが、ちょっと埃っぽいかな…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月16日（水）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 

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


03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.037 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 0.037 6 
10:00

「いささかセシウム混じりの砂埃っぽい」以外は、まぁ、文句なし…。

…０９：５３になっちゃいました…

…まぁ今日は、のんびり生きます…☆

tomonori.a @tomonori0213 · 6時間6時間前

美瑛町の郷土資料館「美宙」で真昼の天体観測。太陽を見られる貴重な天体望遠鏡

にて。

太陽の表面でフレアが揺らめいている様子が見えた。残念ながら黒点は見られず。 
https://pbs.twimg.com/media/DHURKnlU0AApORz.jpg

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 22時間22時間前 
お寺のお庭より④

おしまい

https://twitter.com/charlie24K/status/897304291249016832

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 22時間22時間前 
お寺のお庭より③

https://twitter.com/charlie24K/status/897304020615798784

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 22時間22時間前 
お寺のお庭より②

https://twitter.com/charlie24K/status/897303795499057152

https://pbs.twimg.com/media/DHURKnlU0AApORz.jpg
https://twitter.com/charlie24K/status/897304291249016832
https://twitter.com/charlie24K/status/897304020615798784
https://twitter.com/charlie24K/status/897303795499057152


チャーリー（Lv51） @charlie24K · 22時間22時間前 
お寺のお庭より①

ルリシジミ、ベニシジミ、クジャクチョウ

https://twitter.com/charlie24K/status/897303597603475456

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 

2011年のうちに人間関係のほとんど全ては放射能問題で失われた。

それ以外にもたくさんのものを失った。

もう失うものは何もないから、修羅の道を行くときめている。

6年間1日も休まずに発信している自分がいる。

報復感情は他の誰よりも強い。

I’m EATHER.
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2017年08月16日（水）【前日】
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（８月17日）　火星に逃げることが出来るのは極一部の人類のみ。

https://85358.diarynote.jp/201708170736482918/

（ 札幌 ０．０３８ μ。 ＋２０℃ ）。

2017年8月17日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=yh5JTq0iyCc
BEST AFRICAN MUSIC AMBIENT LOUNGE

遅めのおはようございます。

０７：１８になっちゃいました。

３連休の２日目。

昨日の２時間ねぼう運行から切り返し、

本日は１時間遅れで発進いたしました。（＾＾；）

札幌は２０℃。ほぼ無風。

どんよりした分厚い高い雲越しにすら陽射しが眼底に突き刺さる変な曇天。

降水確率１０〜３０％…？

予定は終日ヒキコモリ。昨日さぼった分と２日分の家事と、原稿。

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] 

さて…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

https://85358.diarynote.jp/201708170736482918/
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2017年08月17日（木）【当日】
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06:00

…ところで実にひっさびさに？１００を超えました…ｗ
　　↓

アクセス解析

あなたの日記にアクセスされた数の日別の推移を表示しています。

これまでのカウンター増加数の推移

　　日付　　アクセス数

2017-08-16 (水) 115 
2017-08-15 (火) 52 
2017-08-14 (月) 62 
2017-08-13 (日) 47
2017-08-12 (土) 46 
2017-08-11 (金) 76 
2017-08-10 (木) 56 
2017-08-09 (水) 90

…昨日の８タイトルのうち、どれにそんなに『集客効果』があったんでしょうねぇ…？ｗｗｗ
　　↓

８（　詐欺用　厨　）　（〜秋涼〜☆）

７ 『毎日 髪が減ります』／「原爆が落ちても大丈夫」 トンデモ法／「外国向け」東電
報告「チェルノブイリの４倍。広島原爆の４０２３倍」／【 栄養剤は 関東製 】／【
心筋に支障 】をきたす。

６　終戦記念日の長崎のスタバがすごくいいこと書いてた／どこのスタバだ？　イス



ラエルを支援しているスタバが！ 

５「 あなたは今、どこにいますか？」／撃ち落としたら【 日本がどうなるか 】を語
れよ。／穢らわしくもキリストの名のもとに／【 政治とは 戦争しない こと。】。 

４【 宇宙線 】が地球に突き刺されば【 多雨 】となる。／火星に逃げることが出来る
のは極一部の人類のみ／残念な作品でした。

３【 山口 ０．１３３ μ 】／【 岐阜 ０．１１６ μ 】／●岐阜県土岐市の核融合施設か
らトリチウム排出／『 原発災害に備えましょう。』

２【 空気質が悪化 】しています／半減期８日のフレッシュ核種I-131が検出されてい
る【 静岡 】。

１【 北海道民 】のみなさん、【 抗議の電話FAXを！】⇒【 高橋はるみ 知事 】／（
札幌 ０．０３８ μ 。＋２３℃。）

えぇ勿論、タイトル決めの参考にしているのは、

「悪趣味な週刊誌の電車内釣り広告」スタイルですわ…ｗｗｗ

ぉっと、気がついたら、８月も後半戦？（＾＾；）

「天中殺」が明けつつあるじゃーないですか…☆☆☆

！（＾＾）！

…そろそろ、『投稿エンジン始動』準備〜っ♪

ついで。

　　↓

http://85358.diarynote.jp/?day=20170817

http://85358.diarynote.jp/?day=20170817
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http://76519.diarynote.jp/?day=20070817
http://76519.diarynote.jp/?day=20060817

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
かおなし @cocorono121 · 14時間14時間前 

現実を見ろと言う人は

理想を見た事あるの？
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201708170830527082/
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降水確率３０％のはずでしたがちょっくら吹き降ってますが…
 
 
 



（８月17日）　アルマンディン兄様 こんなじゃないか？

https://85358.diarynote.jp/201708170827482966/

（作業栗鼠４匹目）

2017年8月17日 時事ニュース
　

　 　

　

【画像１】…大西洋がばきばき揺れてるとか。（－－；）★

【画像２】…台風がこんなに高緯度まで来てるとか…。

OTL49 @sukipparanisake · 10時間10時間前 
通信が激重だったり、急に軽くなったり、変化が激しい。一応ご注意のほど。

#地震

OTL49さんがリツイート 
powaan21相互フォロー @Powaan2Four · 14時間14時間前 
ギリシャで 「90カ所から同時に」 森林火災が発生。
https://t.co/VnYjI6c7Tg
火の用心－山火事ってこんなに多かったっけ？（世界各地で山火事、日本でも） -
NAVER まとめ

世界危機研究所（WCL）さんがリツイート 
太陽フレア情報bot(β版) @sflare_ideeile · 8月15日 
【太陽フレア】発生日時：2017/08/15 16:51:00(JST) 等級：B2.5 太陽フレア情報検索
http://sflare.ideeile.com/ #solarflare #solar_flare #太陽フレア
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固定されたツイート 
世界危機研究所（WCL） @Andy_Jepherson · 8月11日 
警戒レベル【★★★★★】

九州でフラグが立ってから６日が経過しました。

フラグが立っている中、北アルプスで新たな噴煙があがり、気象庁が注意を呼びかけ

ています。

太陽フレア、コロナホールが発生しました。今回の太陽風は地球に直撃する可能性が

あります。

　　↑

昨日「偶然」見つけたこの人、超クール。（＾ｗ＾）ｇ

https://twitter.com/Andy_Jepherson

なんかアルマンディン兄様だったらこんなじゃないか？という感じの、

情報選択眼…♪

世界危機研究所（WCL）さんがリツイート 
BOPPO @Boppo2011 · 10時間10時間前 
◆小惑星2012TC4
日本時間10/12 14:42頃
長径16mの小惑星が地球に大接近
距離は約5万kmで月までの約1/8
速度7.6km/s(時速27000km)で通過
チェリャビンスク隕石とほぼ互角

仮に地球に衝突すれば(しませんが)
直径350mのクレーターが出来ます
https://twitter.com/Boppo2011/status/897807317529370624

世界危機研究所（WCL）さんがリツイート 
AFPBB News�認証済みアカウント� @afpbbcom · 8月15日 
食品安全法が改正されたスイスで来週、昆虫を原料とする食品が初めて店頭に並ぶこ

とに。スーパーマーケット・チェーン「コープ」は、たんぱく質が豊富なゴミムシダ

マシの幼虫を材料に使ったハンバーガーとミートボールの販売を開始すると発表。

https://t.co/iHrp0J1flQ

https://twitter.com/Andy_Jepherson
https://twitter.com/Boppo2011/status/897807317529370624
https://t.co/iHrp0J1flQ


世界危機研究所（WCL）さんがリツイート 
藤原直哉 @naoyafujiwara · 8月15日 
藤原直哉さんがChina Xinhua Newsをリツイートしました
中国新華社通信

伸長が1.9メートルある5千年前の人骨を発掘。当時の平均身長から見て巨大人
https://twitter.com/XHNews/status/881886894543470592

…ネタの宝庫…♪

 

https://twitter.com/XHNews/status/881886894543470592


（８月17日）　通称 "走りっぱなし" アリー。

https://85358.diarynote.jp/201708172044532411/

（登場人物紹介）

2017年8月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

 
◎　登場人物紹介　◎

アリー（アリニカ・デュル・セザール）警部。

地球人。♀。

本編の第一人称（主人公）で、地球系星間連邦（テラザニア）の

連邦警察・広域凶悪犯罪部所属。

通称 "走りっぱなし" アリー。
熱血直情、若手きっての敏腕警部。

小柄で赤っ毛・茶目の、（口さえ開かなければ）

キュートな美女。

ロルー（ロルー，オディア　モルカ？）刑事。

リスタルラーナ人種。

国境を越えて宇宙海賊を追って来たアリー警部の、

お目付役にまわされた、ノンポリことなかれの平刑事。

実は、リスタルラーナ星間国家連盟の保安局特務部隊要員

（はやい話が諜報部員）だった。

 
ディーム班長、以下、班員７名。

リスタルラーナ保安局のレインジャー部隊員。

アリーの指揮下にまわされて、高速宇宙艇を操縦していた。

海賊船を追う途中、その昔あった大事故のなごりでレーダー・

通信器等がいっさい利かなくなるという、
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盲目宙域－ブラインド・エアリア－にて座礁。

その後の戦闘で２名負傷。

サキ

謎の少女その１。１６〜７歳で、すらりとした長身。

不思議な灰色の長い髪をポニー・テールに結び、

残りの前髪で顔の左半分を覆い隠している。

高速宇宙艇の座礁の原因となった、

正体不明の巨大宇宙ベースに乗っていた。

実はこのシリーズの主人公。

レイ

謎の少女その２。サキの相棒。

染めたらしい派手な青色のショートヘアに、

カラーコンタクトだろう金色の瞳（ねこのめ）。

いかにも性格悪面（アウトローづら）した、

とても女とは見えないガリガリ体型の長身。

いたって凶暴。
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イラスト描いてくれたのはタツヒラ君。

（由羽院＝ゆいば・いん）。

なにせ３０年前なんで、現在の住所不明。生死も不明。

（＾＾；）

（嫁ぎ先は確か東京都東部だ…すでに死んでる確率かなり高し。）

https://85358.diarynote.jp/
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（８月17日）　（ ａｃｔ．１ ）

https://85358.diarynote.jp/201708172117518751/

（ ａｃｔ．１ ）

2017年8月17日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　

　

https://www.youtube.com/watch?v=L7m61Em4A5k
TRADITIONAL AFRICAN Music FOLK Music INSTRUMENTAL for Relaxing Studying & Ambience
　　↑

あんまり話の雰囲気とは合ってないかも★

　　↓

 
"エスパッション" ・シリーズ　Vol.０

ブラインド・ポイント！

　　　　　　　　　　－連載第２回－

　　　　　　　　　　by遠野真谷人。

「…たしかに海賊の仲間じゃない、てのだけは本当らしいけど。

　だからってそれよりマシなもんだとも思えなくなってきたわ。」

　あっさりと宇宙海賊（プロ）の偵察部隊７人を爆殺（かた）づけてしまったその手際のよさに

内心で舌を巻きながら、あたしはあくまでも軽く、 ではあるけれども、先刻のお返しとばかり、
サキに銃口をつきつけかえしていた。

「あはは。」
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　灰色髪の少女は銃など気にもとめず平然と笑ってのける。

「 離しな。」

　言ったのはレイだ。

　物騒な金色の瞳で睨みつけながら、コンコンとばかりに人のヘルメットを銃身で叩いた。

　…シューーーッ

　鈍い音がしてエア・コンディショナーから一気に暖かい濃い空気が流れ出す。

　…まったく驚いた娘たちだわね。

　低圧馴化だけでなく、これだけの急激な気圧変化にまで、なにごともなかったように耐えら

れる、なんて。

　実は秘かに一瞬のスキを期待していたあたしとしては口惜しがるというより呆れた感覚で、標

準気圧まで酸素が補給されるのを確かめてヘルメットをはずし、大人しく腰のホルスターにショ

ックガンを戻した。

「…冗談よ………あくまでも。」

　めいっぱい友好的な、極上の笑みを顔には浮かべて。

「とりあえず休戦協定を結びましょうよ。敵は８０人乗り組みの歴戦の海賊船なのよ。この基地

いは、戦力いなりそうな人間はどれくらい居て？　こっちは９人だけなのだけれど、作戦行動に

慣れているから…」

「７人だろ。さっき、あたしが２人たおした。１ヶ月は使いものにならんぜ、あれは。」

　ぐっ。

　…だめだ。相手はガキなのよ。ここで怒っちゃいけない…

　とは思いつつ、腹が立つじゃあないの。



　そりゃ確かに、先に海賊の仲間かと早トチリして攻撃を仕掛けたこちらが全面的に悪いわよ。

　だけどねぇ。

　レーダーから通信機からすべてが使用不能、肉眼に頼るしかないっていうこの危険至極な盲目

宙域（ブラインド・エアリア）で、ことさらに不可視スクリーンまでおろして人の鬼ごっこ（カ

ーチェイス）の進路上にうずくまっていた、そっちは何だって言うのよ。

　そうまで身を隠されたら何か後ろ暗いところがあるんだって思ってしまうのは、警部として当

然のことでしょうが。

　人の科白にわりこむ礼儀知らずなレイは極力黙殺してやることに決めこんで、まだ少しは物

の解っていそうなサキに、焦点を合わせた。

「あと４０人も銃の扱えるのが居てくれれば、指揮はあたし達がとれるわ。

　なんとかなると思うのよ。」

「…残念だけど。」

　再度あたしをさえぎって少女（サキ）はにっこりと皮肉に微笑んだ。

「わたしら２人だけだね。この船の番犬は。」

「そんな…　まさか！」

　いくらリスタルラーナ社会は地球圏よりも治安がいいからって、犯罪件数がゼロってわけでは

ないのよ！

　孤立した宇宙基地であればなおさら、いざって時のための戦闘力くらい確保しておくものでし

ょうが。

　それを…

　この船は、いったい 何 なの？



　さっき見た多すぎる数の無防備な子供達といい。

　…子供たち。

　…海賊は８０人。

「こりゃあ、キツイなァ。」

　人の心配を知りもせず、実にのほほんと特務部隊員のロルーは言った。



（８月17日）　（ａｃｔ．　２〜３）

　

（めんどいので省略！）

 
https://85358.diarynote.jp/201708172202106533/
https://85358.diarynote.jp/201708172228354913/
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月17日22:29
　

…本日時間切れ〜☆

続きは明日〜☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月17日22:38
cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前
 
江戸時代の人はよく歩いていたらしい。

東海道を江戸（日本橋あたり）から最初の宿泊地の戸塚宿や保土ヶ谷宿までで約33kmから 42km
。

信じられない距離を 1日（10時間程度）で移動していた。
現代人はまったく歩いていない。足がおかしくなるのは当然かも。

足は解毒もしている。

　　↑

３０kg背負って１２時間で６０km。歩いたコトがありますが…

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


なにか？

 



（８月18日）　「 天中殺が 明けたぞ 」。

https://85358.diarynote.jp/201708180704435724/

（ 札幌 ０．０３８ μ。 ＋１８℃ ）。

2017年8月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

（承前）（もっぺん聴きましょうかｗ）

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=tT49ff87Rpw
元祖ヤマトのテーマ　15分耐久

てことで、おはようございます。

８月１８日の、

６時３６分でした。

３連休の

３日目。

札幌は午前５時で１８℃。

雲の多い晴れ。妖しい風。

予定は掃除と歯医者と買い出し。夜に原稿の続き。

そろそろ「天中殺が明けたぞ」という実感があるので、エンジン再始動…

http://kodansha-novels.jp/mephisto/manuscript/index.html
＞講談社ノベルス原稿募集

…あれ？　〆切と、賞金は…？？（＾＾；）？？

https://85358.diarynote.jp/201708180704435724/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708180704435724/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170818/85358_201708180704435724_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170818/85358_201708180704435724_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170818/85358_201708180704435724_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=tT49ff87Rpw
http://kodansha-novels.jp/mephisto/manuscript/index.html


http://kodansha-novels.jp/mephisto/award/index.html
＞メフィスト賞

…こういうのも、時々（けっこう）変わるんだな〜（＾＾；）…★

…魔てちょっと…★

「来年の３月末〆切」予定で、これから作業スケジュール組もうと思ってたのに…ッ☆★

（〆切無し。…って…（＾＾；）…★　逆に、辛いよね…？？）

OTL49 @sukipparanisake · 22時間22時間前 
OTL49さんがWIRED.jpをリツイートしました
普段統合されている脳内活動が、各部位のレベル上昇に伴い制御から外れると考え

れば、発達障害に対するヒントになるかも知れません。

https://twitter.com/wired_jp/status/897994067006681092

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

北海道 放射線モニタリングポスト 線量率 【日報】
地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月18日（金）【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 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

…津軽以南の阿鼻叫喚地獄が、嘘のような穏やかさだわ…☆

http://kodansha-novels.jp/mephisto/award/index.html
https://twitter.com/wired_jp/status/897994067006681092
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


チャーリー（Lv51） @charlie24K · 19時間19時間前 
四つ葉を探したけど、二つ葉しか見つからなかった orz
うち一つは変な葉っぱだった。

垂直尾翼付きw
https://twitter.com/charlie24K/status/898070991619866624

（ん〜？ツイッタとか、やたら重い…？？）

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp地震情報�認証済みアカウント� @tenkijp_jishin · 10時間10時間前 
17日23時41分頃、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。震源地は釧路地
方中南部、M2.8。この地震による津波の心配はありません。
http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20170817234142.html … #jishin

ホワイトフード @whitefood1 · 15時間15時間前 
8月17日15時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が15箇所以上存在します
。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/DHaaeywVoAA-dWS.jpg

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 19時間19時間前 
お寺のお庭より ちっちゃいもの大好き倶楽部編⑤
https://twitter.com/charlie24K/status/898070195578716161

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
荳 @mame4131 · 21時間21時間前 
人と暮らす犬猫たちは、出力できないだけで確実に人語を獲得して行っていると思う

。犬猫以外は一緒に住んだことないから分からんけどきっと似たようなものじゃない

かと思います。

https://twitter.com/mame4131/status/898032588559753216

https://twitter.com/charlie24K/status/898070991619866624
http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20170817234142.html
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DHaaeywVoAA-dWS.jpg
https://twitter.com/charlie24K/status/898070195578716161
https://twitter.com/mame4131/status/898032588559753216


 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月19日7:22
　

2017年08月18日（金）【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 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.038 6 
08:00 0.038 0.037 0.038 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.039 0.037 0.038 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 0.037 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 0.038 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 0.038 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 6

　

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


（８月18日）　（めものみ）。

https://85358.diarynote.jp/201708182025285350/

めも ヤブ歯医者と謎のイタリアン人。┐(’〜`；)┌

2017年8月18日 リステラス星圏史略　（創作）
 

https://85358.diarynote.jp/201708182025285350/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


（８月18日）　（ 砂魚牛 遊猟 ）

https://85358.diarynote.jp/201708182150347089/

（ ａｃｔ．４ ）

2017年8月18日 リステラス星圏史略　（創作）
　

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

（前項参照）（ヤケ★）

http://85358.diarynote.jp/201708172228354913/
（Act.３）の続き。
　　↓

 
https://85358.diarynote.jp/201708182150347089/
https://85358.diarynote.jp/201708182207274462/
https://85358.diarynote.jp/201708182224307541/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201708182248497740/

（ ａｃｔ．７ ）　（ 砂魚牛 遊猟 ）

2017年8月18日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
Pirates of the Caribbean - He’s a Pirate (Extended) 

これに追加しましたー☆

　　↓

http://p.booklog.jp/book/116540/page/3166094
"エスパッション" ・シリーズ　Vol.０
ブラインド・ポイント！－連載第２回－

 
 

https://85358.diarynote.jp/201708182150347089/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8
http://85358.diarynote.jp/201708172228354913/
https://85358.diarynote.jp/201708182248497740/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
file:///tmp/puboo/127514/454785/book/116540/page/3166094


 



（８月19日）　ナカノヒトが ニョゼさん だったりしたら面白いのに…ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201708190714267261/

ネタ帳ｗ⇒『 ヤブ歯科医院と 謎のイタリア男』

2017年8月19日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

（８月１９日の朝記）

　

１．歯医者（もしくは提携している歯科技工士の）

　　ヤブっぷりについては、また時間のある時に。

　（－－＃）★

１－Ｘ．⇒んで、もう、

　先生のキャラ立ってるので、（＾＾；）

　『外科医 東盛玲』的に？

　イロイロお話にして、元をとってしまえ〜！と…ｗ

　⇒『ドリトル歯科医院（仮名）の「蟲場」治療記録』とか…？？ｗ

２．その歯医者に予約ちょっと前について時間調整？で

　　スーパーのイベント会場のカバン屋さんのデザインが

　　合理的かつ綺麗だったのでつい観賞していたら、

　日本語ぺらぺら〜の外国人が売り込み攻勢に出てきて…

https://85358.diarynote.jp/201708190714267261/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201708190714267261/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4022140550/


　なんと！自分がデザイナーだというので、思わず握手してしまった♪

　（＾ｗ＾）ｇ

　いかにも職人さんらしい、分厚くて柔らかい手のひらだったわ〜♪

　んで。（＾＾；）

　デザインと色使いからして、まちがいなくイタリアンだろうと思って訊いたら、やっぱりイタ

リア人で。（＾＾；）

　案に相違なく、いきなり「あなたは独身ですか〜？

　このあと食事どうですか〜？？」とか、ナンパしてくるので…ｗ

（推定５０代後半〜６０歳代？）

　さすがイタリア男！　とか、ちょっと笑ってしまった…ｗｗｗｗ

　あのひとナカノヒトがニョゼさんだったりしたら面白いのに…ｗｗｗ

　⇒てことで、これも『ＳＡＰ＊ＯＲＯ』ネタに入れちゃえ〜♪

⇒http://p.booklog.jp/book/116419/read
　『SAP＊ORO の物語』（仮題）
 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

file:///tmp/puboo/127514/454785/book/116419/read
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2017年8月19日7:17
　

もひとつメモ。

特務機関NERV @UN_NERV · 1日1日前 

【岐阜県の山県市南部付近と

大野町

付近に記録的短時間大雨情報】

気象庁によりますと、岐阜県の山県市南部付近と大野町付近では、レーダーによる解析で、午前0
時50分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったと見られます。

ｗ（＾＾；）ｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月19日7:41
　

t-mari  @kappel0208 · 8月17日 

2015年はイタリアの線量が激変した頃
あのすさまじい線量と経年とともに広がりをみせる様子に、

人への影響が皆無であるはずはない、と思っていた。

 
イタリアの死亡率と線量の動きは見事に重なっています。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月19日7:43
　

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 

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


中国語では CA（キャビンアテンダント、スチュワーデス）は「空中飯盛人」らしい。
意味をきちんと表している（「空中小姐」とも）

近頃は何の仕事なんだか、何を意味するのかわからない名前や所属や肩書きが多すぎる。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月19日7:44
　

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

大昔、伊勢丹かどこかで目ん玉が飛び出るほど高いアクアスキュータムの靴を買ってしまったこ

とがある

（あの店員め）

でも、軽さとかフィット感だけでなく接地角もよく、呼吸をしているような靴で、どこまでも歩

かせてくれた

（あの店員め）

 
靴は本当に大事なんだとその一足が教えてくれた。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月21日7:34
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年2月8日  
　

結局、真の知識を得ようと望むものは、誰でも艱難の山を一人で登らなければならず、

頂上への王道がない以上、私は曲がりくねりながら、登らねばならぬことに気付いたのです。

 
 
ヘレン・ケラー

https://goo.gl/VQwdwH
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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https://goo.gl/VQwdwH


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

 
2019年
 
8月4日19:00
 
 
改題『…治療 記録 』⇒『 治 霊 』録…☆
　

　

　

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


（８月19日）　突然の眠気に襲われた猫。

https://85358.diarynote.jp/201708190736029802/

【 泊原発 直撃 】（。進撃の震源。）／（札幌 ０．０３８ μ。 ＋
１８℃ ）。

2017年8月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

あらためまして、おはようございます。

ぅわわ★０７：１７になっちゃいました★

再び４連勤の１日目。

うっかり遊びほうけている場合（前項参照）じゃなかったｗ

まいて往きまーす！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月19日（土）【当日】 
01:00 0.038 0.038 0.038 6 
02:00 0.038 0.038 0.038 6 
03:00 0.038 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 

https://85358.diarynote.jp/201708190736029802/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708190736029802/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170819/85358_201708190736029802_3.jpg
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


06:00

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 7 時間7 時間前 

北海道は日本ではないのでしょうか？(T-T)
https://pbs.twimg.com/media/DHhivvYVwAATlO4.jpg

アイヌモシリですｗ

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11時間11時間前 
JUMPILIKEYOUさんがNHKニュースをリツイートしました

原発完全停止で海水温が下がれば、イカは戻ります。

https://twitter.com/nhk_news/status/898499471813656576

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
心がなごむ猫動画 @nagomu_cat · 8月17日 
突然の眠気に襲われた猫

https://twitter.com/nagomu_cat/status/898125533724123136
猫好き

 
 
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月20日7:08
　

2017年08月19日（土）【前日】
01:00 0.038 0.038 0.038 6 
02:00 0.038 0.038 0.038 6 
03:00 0.038 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.038 6 
08:00 0.038 0.038 0.038 6 
09:00 0.038 0.038 0.038 6 
10:00 0.038 0.038 0.038 6 
11:00 0.039 0.038 0.038 6 
12:00 0.038 0.038 0.038 6 
13:00 0.038 0.037 0.038 6 
14:00 0.038 0.038 0.038 6 
15:00 0.038 0.038 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 0.037 0.038 6 
20:00 0.038 0.037 0.038 6 
21:00 0.038 0.038 0.038 6 
22:00 0.039 0.038 0.038 6 
23:00 0.039 0.038 0.038 6 
24:00 0.039 0.038 0.038 6
 



（８月19日）　（覚えてたらコメント後日〜）

https://85358.diarynote.jp/201708220655054981/

黒。

2017年8月19日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (1)
　

　

 
（８月２２日アップ）

（覚えてたらコメント後日〜）

　

　

　

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月24日10:21
　

OTL49さんがリツイート 
佐原敏剛 @saharabingo · 22時間22時間前 

１０００件の飲食店を巡ったグルメの後輩に「どこが一番良かった？」と聞いた所「一番は決め

れませんが、不思議な事にチェーン店の安い店ほど店員の愛想が良く、高級な店ほど食べさせ

てやってるんだと横柄な態度になるので、

千円から二千円位の店がベストだと分かりました」足で稼いだ貴重な意見である
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https://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
https://85358.diarynote.jp/201708220655054981/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（８月20日）　覚えていたらそのうち。

https://85358.diarynote.jp/201708200710147214/

（ 札幌 ０．０３９ μ。 ＋１８℃ ）／【 泊原発 】直撃（地震）
危機。（－－；）★　（未しん）

2017年8月20日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=Tex4yHy9wAY
運動のための最高の音楽、スポーツ、エレクトロニカ

2016やる気のジムでのエクササイズ 

遅めのおはようございます。

定刻６時に起床しましたが、

小家事で予想外に手間取り、

ＰＣ起こしたのが０６：５６でした。

（テンションたいへん低いので、あえて上記の選曲です…）

札幌は午前５時で１８℃。

終日降水確率０％ですが、

「ほんと？」という感じの、高いけど分厚い灰白色の雲一面の曇天。

って書いてる間に雲間から直射日光が叩きつけてきましたが…

目が痛くなる（＞＜；）ほどの強すぎる陽射しです…★

さて？　世間はどうなってるんだ…？？

https://85358.diarynote.jp/201708200710147214/
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月20日（日）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.039 6 
04:00 0.039 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

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


（８月20日）　とにかくサバイバル。

https://85358.diarynote.jp/201708200808027541/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月20日22:24
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

なにやら色々ぷち厄日でしたが

まぁ大禍はなし。(^_^;)

とにかくサバイバル。

気を抜いたら一瞬で

殺されます。

(-_-#)

まんが読んで、

ごはん食べて、

早めに寝ます。(-”-;)
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（８月20日）　魂を重力方向に引き抜かれるような異様睡魔。(∋_∈)

https://85358.diarynote.jp/201708210647574978/

異様。(-_-#)

2017年8月20日 就職・転職 コメント (6)
　

再び隔離監視イヤガラ席。

(`o´)

昨日あれだけ部署の業績アップに貢献してやったというのに、恩をアダで返すって、

どういう神経？

(*｀θ´*)

異様睡魔。

魂を重力方向に引き抜かれるような異様睡魔。(∋_∈)

昏倒即死レベル。

ヽ（・＿・；）ノ

ナニゴト？

(・ω・;)(;・ω・)

ボストンの意気や良し！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

AFPBB News�認証済みアカウント� @afpbbcom · 20 時間20 時間前 

https://85358.diarynote.jp/201708210647574978/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201708210647574978/


ボストンで4万人の反人種主義デモ、ナショナリストの集会を圧倒 
https://t.co/tcAM08zowl

鵜飼　啓�認証済みアカウント� @s_ukai · 22時間22時間前

ボストン市内の公園でヘイトスピーチの集会が計画され、抗議の対抗デモに4万人が集
まりました。ヘイト側は数十人…。 
https://pbs.twimg.com/media/DHoUqHUXcAE9tkj.jpg

　　↑

…まぁ、「多数決の暴力」で、

「少数派の言論の自由を圧殺した」ってぇことにも、なるんだけどね…☆

ｗ（＾□＾；）ｗ

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月20日22:24

　

先ほど無事帰投。(^_^;)

なにやら色々ぷち厄日でしたが

まぁ大禍はなし。(^_^;)

とにかくサバイバル。

気を抜いたら一瞬で

殺されます。

(-_-#)

まんが読んで、

ごはん食べて、

https://t.co/tcAM08zowl
https://pbs.twimg.com/media/DHoUqHUXcAE9tkj.jpg


早めに寝ます。(-”-;)

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月21日6:52
　

小川一�認証済みアカウント� @pinpinkiri · 28分28分前 

白人至上主義者とみられるグループは「言論の自由の集会」と題した会合を計画。

しかし、反対派に「恥を知れ。人種差別主義者は帰れ」となじられ、予定していた演説を諦めて

警察に護衛されながら退散したそうです。

https://mainichi.jp/articles/20170821/k00/00m/030/098000c …
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月23日9:25
　

raraさんがリツイート 
magicalpowermako @magicalmako · 8月20日 
magicalpowermakoさんがミゾイキクコをリツイートしました

ご存知かと思いますが日本の高血圧の設定は低すぎるらしく

血圧降下剤の副作用は思ったより恐ろしいそうですね

この血圧ではそのようなものは必要ないでしょうけど

ご自愛ください

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月23日10:50

https://85358.diarynote.jp/
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sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Mstn@大衡仙台線LRT @SatoshiMasutani · 20時間20時間前 
Mstn@大衡仙台線LRTさんがsinwanohate・レイジをリツイートしました
　

現在は滑石を含まないベビーパウダーがあるらしいけれど、J&Jとしては滑石を含むベビーパウダ
ーも安全と主張していると。ランセットなど有力誌にも滑石パウダーの有害性を扱う論文が載っ

たらしいけれど、フーコムの人とかこういう事例はどう報じるのだろう。

https://twitter.com/SatoshiMasutani/status/899876304161341441
　　↑

＞【 タルクで 卵巣がん 】
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月23日11:03
　

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 20時間20時間前 

「パウダー使用で卵巣がん」 J&Jに460億円の賠償命令 米　 
http://www.afpbb.com/articles/-/3139973 … 

「タルク（滑石）を成分とする同社の製品の使用が原因で末期の卵巣がんを患ったとして訴えた

女性に約460億円を支払うよう命じた。J&Jは評決を不服として上訴する方針。」
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月24日8:51
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年8月1日 

クッキングシートはフッ素加工された上に、

ビスフェノールAも溶出するのね。

https://twitter.com/SatoshiMasutani/status/899876304161341441
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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甲状腺に最悪。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日18:38
　

OTL49さんがリツイート 
ネトウヨの毒舌な伯父さんbot @NTUY_uncle_bot · 9月3日 
ネトウヨの毒舌な伯父さんbotさんが異邦人をリツイートしました
　

殴ろうが殴るまいが、変になる奴は変になる。変にならない奴は変にならない。

要するに殴ったところで、教育的には、なぁ〜んの意味もないってことですわ。

そりゃそうだよ。どんな言い訳をしようが、ただカッとして、殴りたくて殴ってるだけなんだ

から。
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（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０８月）

（下旬）
 
 
 
 



（８月21日）　今日はアルパカ狼さん「遭遇確率」高いし〜♪

https://85358.diarynote.jp/201708210733044702/

（ 札幌 ０．０３９μ。１７℃ ）／現代人はまったく歩いてい
ない。足がおかしくなるのは当然かも。

2017年8月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　 

  
　

https://www.youtube.com/watch?v=oCrTnfpPKso
ヒップホップの音楽は、ジムや家庭でのワークアウトとモチベーションで訓練します

　　↑

（…なにこのタイトル…ｗ）（自動翻訳？）（＾＾；）

あらためまして、おはようございます。０６：４９になりました。

（前項参照）

札幌は回生。もとい！『 快晴 』 （＾□＾；）。

午前５時の気温が１７℃からスタートしました。

今ンところ線量は低めですが、湿気を含んだ強い南風が一直線に吹きつけてきています…

さて。どうなることやら…？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月21日（月）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
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02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8月17日 
江戸時代の人はよく歩いていたらしい。

東海道を江戸（日本橋あたり）から最初の宿泊地の戸塚宿や保土ヶ谷宿までで約33km
から 42km。信じられない距離を 1日（10時間程度）で移動していた。
現代人はまったく歩いていない。足がおかしくなるのは当然かも。

足は解毒もしている。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年3月29日 
足痛い でGoogleトレンド検索　　 岡山県 埼玉県 京都府 宮城県 愛知県
ロシア科学アカデミー「チェルノブイリ原発周辺住民の急性放射線障害に関する記録

」に急性被爆者の「足の痛み」として。 検索をかけた症状の殆どが該当してます。
https://twitter.com/cmk2wl/status/449945048625324032

　　↑

…痛いんだよなぁ★足…★（－－；）★

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年4月13日 
Googleトレンド検索　日本
足の裏　水ぶくれ

足の裏　水泡

足裏　水泡

足裏　水ぶくれ

足に水泡

季節的な周期はあれど、2011以降の伸びです。素足になる足の裏は被曝しやすいの
かも。

https://twitter.com/cmk2wl/status/587547654747336705

https://twitter.com/cmk2wl/status/449945048625324032
https://twitter.com/cmk2wl/status/587547654747336705


cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
足の民間療法は多い。

足裏マッサージ

足ツボ療法

足湯

健康サンダル等々

直感的なものなのかわからないけど、足への対処が必要なことに気がついている人は

多い。足には毒素がたまりのかも。

運転、正座とあぐら、就寝時、歩いていて足がつりやすくなったら、おそらく非常

事態。

　　↑

「えんえん座りっぱなし」拷問（－－；）の、

　４連勤の３日め。（－－＋）

…でも今日はアルパカ狼さん「遭遇確率」高いし〜♪

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 19時間19時間前 
一週間前に、木酢液をあげて日陰に移動しておいたうちの子達は、昨晩お水をあげた

事で皆元気に復活してくれました(*^ω^*)
半分くらいしおしおになってたけど、死んではいなかったのね？

良きかな（���）
https://pbs.twimg.com/media/DHpK0O5VoAA5Kgv.jpg

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年9月22日 
「足を切断されたら足に痛みを感じる。あんたは子供が死んだらどこで痛みを感じる

んだ？」

ハンニバル・レクター ”羊たちの沈黙”

https://pbs.twimg.com/media/DHpK0O5VoAA5Kgv.jpg


うちの母はたぶん喜びを、感じると思うよ…。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 8月8日 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました
原発事故にかこつけて現実からエスケープしようとしているなら無駄。

どこへ行っても自分とは一緒

なんだから、そのうち以前と同じ世界を作り出してしまうことになる。

https://twitter.com/cmk2wl/status/894787711088730113

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
投資家@セミリタイアを目指す公務員 @FlturOrQP6PMXj6 · 20時間20時間前 

新千歳空港発の出発時間が1時間ほど遅れているんだけど、何と機内に松山千春さんが
いらっしゃり、1フレーズ歌っていただいた！サプライズ*(^o^)/*
https://pbs.twimg.com/media/DHpRiKFVYAAcOIY.jpg

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月22日7:00
　

2017年08月21日（月）【前日】

https://twitter.com/cmk2wl/status/894787711088730113
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月22日7:44
　

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
西洋には

「二本の足は、二人の医者」（一人が循環器、一人が脳外科）

という諺があるとか。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月22日7:45
　

cmk2wl @cmk2wl · 8月20日 
返信先: @cmk2wlさん 

私は自分の足に外科的ともいえる対処をした。

それが奏功して、今はまったく足がつらない。

つりやすくなった足を無視していると大変なことになる。
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（８月21日）　アルパカ狼さんが何やらはしゃいでいて可愛かったｗ

https://85358.diarynote.jp/201708210754225915/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月21日22:58
　

先ほど無事帰投。

個人的にはまぁさほど悪くない日でしたが、虎視眈々と退職強要の

再開を狙ってる連中の悪意が突き刺さってくるので不快は不快です。

(-_-#)

それとは別にアルパカ狼さんが何やらはしゃいでいて可愛かったｗ

しかし若い人たちが全く無自覚に被曝に蝕まれていくのを為す術もなく

何も知らないふりをして見殺しにするしかない悲惨さが常に拷問です。

なまじ他人の死期や死相が視えるちからなんて、今この時代にあっては

むしろ呪いでしょ…？

まぁ、ヤケ（自暴自棄）で？超久〜しぶりに新刊の漫画を定価で買ってきたので？

(^。^;)

まんが読んで、

ごはん食べて、

早めに寝ます！

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


(ノ-o-)ノ　┫
　

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201708220646447640/
 



（８月22日）

https://85358.diarynote.jp/201708220712582583/

【 北海道 真夏日】／【 泊原発 】敷地に活断層／網走地方 ３１
℃ ／（札幌 ２０℃。 ０．０４２ μ ）／千歳空港の【 熊 】性別
わかる人いますか？　（未しん）

2017年8月22日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

  

　

rin_earth @rin_earth · 22時間22時間前 
rin_earthさんがrin_earthをリツイートしました
・・・「来るなと言っても、来る。飛ばすなと言っても、飛ぶ。

北海道で沖縄と同じことが起こっている」。

沖縄では、日常の中に米軍基地があり、オスプレイがある。「こんな思いや恐怖を、

沖縄の人たちはずっと味わってきたのか」・・・

rin_earth @rin_earth · 22時間22時間前 
地元の声かき消す爆音　オスプレイ道内訓練

沖縄の不条理、地位協定の壁痛感：どうしん電子版（北海道新聞）

https://t.co/fUVbqXpQ1C

https://www.youtube.com/watch?v=zzCoUvYES6o
超やる気が出る曲！おすすめハウス＆クラブミュージック集！！ / 洋楽EDM 

（承前）

https://85358.diarynote.jp/201708220712582583/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708220712582583/
https://85358.diarynote.jp/201708220712582583/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170822/85358_201708220712582583_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170822/85358_201708220712582583_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170822/85358_201708220712582583_3.jpg
https://t.co/fUVbqXpQ1C
https://www.youtube.com/watch?v=zzCoUvYES6o


おはようございます。０６：５５になりました。

定刻発進。４連勤の最終日。

雨…（－－；）…★

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1503354600/1011-0010-101000-
201708220730.gif?t=1503355235
（０７：２０〜０７：３０）

（明日にしてほしかった！）

とは切実に思いますが。（＾＾；）

昨日みなさん「空気が乾燥し過ぎで喉が痛い！」とか言っていたので、

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp�認証済みアカウント� @tenkijp · 13時間13時間前 

【北海道　約2週間ぶりに真夏日】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/sumy/2017/08/21/79621.html … 今日(21日)午後3時
までの最高気温が道内で最も高くなったのは、網走地方の津別で31.0℃でした。道..

生活環境＋農業的には恵みの雨？

…汚線量は、どうかな…？？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月22日（火）【当日】 
01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.041 0.039 0.040 6 
03:00 0.042 0.040 0.041 6 
04:00 0.040 0.040 0.040 6 
05:00 0.041 0.039 0.040 6 

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1503354600/1011-0010-101000-201708220730.gif?t=1503355235
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/sumy/2017/08/21/79621.html
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


06:00

…まぁ、大禍はないですね？（＾＾；）

おしめり！おしめり！（＾ｗ＾；）！

気温２０℃。蒸す（湿度高い！）が難点ですか…★

バス通勤決定。１０分早く出ないといけません…★

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…★

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3 時間3 時間前 
あ！

札幌の真下でキーンの短い耳鳴り（右）。

ま、大したこたーないw

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 5時間5時間前 
カルビー：ご当地ポテチ第１弾　北海道限定「山わさび味」

- 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20170822/k00/00m/040/102000c …
自分で作ってみようwww
https://mainichi.jp/articles/20170822/k00/00m/040/102000c

！祝！（＾◇＾）！ポテチ＆産地（農家ズ）ご復活！

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
内田 @uchida_kawasaki · 8月20日 
「泊原発敷地に活断層」　小野有五北大名誉教授あらためて指摘：どうしん電子版（

https://mainichi.jp/articles/20170822/k00/00m/040/102000c
https://mainichi.jp/articles/20170822/k00/00m/040/102000c


北海道新聞）

https://twitter.com/uchida_kawasaki/status/899124288543875073

世界危機研究所（WCL）さんがリツイート 
塩井宏幸 @HiroyukiShioi · 8月20日 
8月19日の主な火山活動(1/10)。塩井設定基準で、火山性地震が増加した火山は

十勝岳(10回未満2時間帯)、

伊豆大島(10回以上2時間帯、未満1時間帯)、
阿蘇山(10回未満2時間帯)、
桜島(10回以上2時間帯、未満3時間帯)でした。
http://h-shioi.la.coocan.jp/Earthquake/ShioiNote_2017.htm#JV …

OTL49さんがリツイート 
(株)minorhythm @minorhythm_ets · 8月20日 
野生の熊は初めてみました。警察に通報して必要であれば動画の提供もすると伝えま

した。新千歳空港から工業団地に向かう道での遭遇です。お近くの方はお気をつけく

ださい。警察から熊の性別を聞かれたのですが、どなたかわかる方いらっしゃいま

すか？

#熊 #クマ #bear #千歳 #新千歳空港
https://twitter.com/minorhythm_ets/status/899236839273385984

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月23日7:32
　

2017年08月22日（火）【前日】
01:00 0.039 0.039 0.039 6 

https://twitter.com/uchida_kawasaki/status/899124288543875073
http://h-shioi.la.coocan.jp/Earthquake/ShioiNote_2017.htm#JV
https://twitter.com/minorhythm_ets/status/899236839273385984
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


02:00 0.041 0.039 0.040 6 
03:00 0.042 0.040 0.041 6 
04:00 0.040 0.040 0.040 6 
05:00 0.041 0.039 0.040 6 
06:00 0.044 0.042 0.044 6 
07:00 0.045 0.043 0.045 6 
08:00 0.045 0.043 0.044 6 
09:00 0.042 0.042 0.042 6 

10:00 0.048 0.044 0.046 6 
11:00 0.050 0.048 0.049 6 
12:00 0.053 0.051 0.052 6 

13:00 0.056 0.053 0.055 6 
14:00 0.056 0.046 0.051 6 

15:00 0.044 0.042 0.043 6 
16:00 0.040 0.038 0.039 6 

17:00 0.038 0.037 0.038 6 
18:00 0.038 0.036 0.037 6 
19:00 0.040 0.038 0.040 6 
20:00 0.039 0.037 0.038 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 0.036 0.037 6
　



（８月22日）　文芸部の顧問。(^。^;)

https://85358.diarynote.jp/201708230737546485/

めも。

2017年8月22日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (1)
　

　

Ｏ高の文芸部の顧問。(^。^;)

フクシマこおりやまの親戚。

(-"-;)

札幌００５６μ。

業務厄日。(∋_∈)

客が歴然と脳ベクレの機知害なのに、勝手に逆ギレするゾンビどもから『クレームついた』と

ほくそ笑んで退職強要再開する気のやつら。(-_-#)

まさに転びコウボウくらす…

(ノ-o-)ノ　┫

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月22日23:37

先ほど無事帰投。(’◇’)ゞ

行きがバスだったので運動不足解消のため帰りは歩きました。

(^。^;)

https://85358.diarynote.jp/201708230737546485/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201708230737546485/


４連勤プラスとどめの徒歩帰宅でふつうに疲労困憊。(^_^;)

明日から楽しい３連休♪

o(^-^)o

まんが読んで、

ごはん食べて、

早めに寝ま〜す♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月22日23:38

気温２０℃。

０.０３７μまで下がりました♪

曇天無風。

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月23日8:41
　

raraさんがリツイート 
川尻雛子 @fukuzawayumi · 8月21日 

他のサプリはどうだろう？

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


/ CiNii 論文 - 健康食品「にんにく卵黄」によると思われる薬物性肝障害の1例
　

　

 



（８月22日）　明日から楽しい３連休♪

https://85358.diarynote.jp/201708220801138906/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月22日23:37
　

先ほど無事帰投。(’◇’)ゞ

行きがバスだったので運動不足解消のため帰りは歩きました。

(^。^;)

４連勤プラスとどめの徒歩帰宅でふつうに疲労困憊。(^_^;)

明日から楽しい３連休♪

o(^-^)o

まんが読んで、

ごはん食べて、

早めに寝ま〜す♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月22日23:38
　

気温２０℃。

０.０３７μまで下がりました♪

曇天無風。

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


　

　

 



（８月22日）

https://85358.diarynote.jp/201709050656289710

（ごはん食べました♪）

2017年8月22日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

ぶじ、世話してもらえたもよう…。（＾＾；）

（昨夜が空腹で寝不足で、今日はおなかいっぱいでもう眠い眠い…。）

（忘れていたので９月５日記載）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年8月12日19:03
　

※　入力作業は２０１７年９月５日。

 

https://85358.diarynote.jp/201709050656289710/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709050656289710/
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（８月23日）　ダリの絵のよ〜に…

https://85358.diarynote.jp/201708230733174003/

【 旭 川 ０．３ μ 】（?!）／【 泊原発 ０．０ 63 μ 】／【 札幌
０．０ ５６ μ 】（＋２３℃）／【 北海道は ポスト沖縄】／恵庭
えこりん村で【 オスプレイ 】。　（未OTL）

2017年8月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3) 
　

　 　

　　↑

（旭川の異常数値については参照⇒http://85358.diarynote.jp/201708230845176762/）

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

おはようございます。０７：１７になりました。

３連休の初日♪（＾＾）♪

先週２時間の寝坊で作業スケジュールが崩壊して効率悪化がはなはだしかったので、

今週はちゃんと「１時間遅れ」で目覚ましかけて、定刻１時間遅れで始業しました…☆

健康状態は心身ともに低め堅調？

（季節と気象条件的に、鬱病再発リスクは増加中）ですが、

乱視の悪化が酷いです…（－－；）…★

もぉダリの絵のよ〜に、直線がぐんにゃり…と曲がって視えているので、うっかり何かを直視し
てしまうと、入力画像を脳内補正するストレスで短時間で頭痛がし始めます。（－－；）

https://85358.diarynote.jp/201708230733174003/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708230733174003/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170823/85358_201708230733174003_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170823/85358_201708230733174003_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170823/85358_201708230733174003_3.jpg
http://85358.diarynote.jp/201708230845176762/
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU


…ものがみえな〜い…★

（とかいいつつ漫画を読むには不自由しない（＾＾；）ところが不思議…☆）

raraさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 8月21日 
あなたの体調悪化が他の人にも出ているなら共通の原因を疑うべきです。なんでし

ょう？　PM2.5でしょうか。一過的な食中毒でしょうか。　被曝です。被曝でありとあ
らゆる健康障害が出ているのです。　

raraさんがリツイート 
名前なんて意味ない @dakaranayamu · 8月21日 

空気がきれいな地は虫歯が少ない

ちなみにおっさんのエナメル質は全部なくなった

が、これが回復中でワロタ

とりあえず、情報チェックを気が澄むまでやります！

予定はヒキコモリ。洗濯と昼寝と漫画とビシソワズ！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月23日（水）【当日】 
01:00 0.038 0.037 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 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

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


※昨日の分はこちらコメント欄参照

⇒http://85358.diarynote.jp/201708220712582583

ホワイトフード @whitefood1 · 17時間17時間前 
8月22日15時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が32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/DHz-9r0UwAAiFlz.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
8月22日9時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が16箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/DHysaEBUQAA1c5Y.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 24時間24時間前 
8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/DHyeWpbUwAAK6H0.jpg

安成ヤスナ @yas7riyas7 · 13時間13時間前 
戦車ヘリ戦闘機が毎日ドッカンドッカンやってる上にすれ違う人の2人に1人は自衛隊
関係者の街の恵庭市民から『オスプレイうるさい』って意見が出てくるとは思えない

ですしおすし

Pompin Niocki @PompinNiocki · 24時間24時間前 
日本政府や米軍にとって北海道はポスト沖縄。沖縄県民の反米・反基地感情の蓄積や

全国からの注目度の高さ、ここらで北海道にシフトした方が何かとやりやすいもんな

。

オスプレイが夜間訓練　恵庭周辺　沖縄県外で初：どうしん電子版（北海道新聞） 
https://twitter.com/PompinNiocki/status/899821880395182080

http://85358.diarynote.jp/201708220712582583
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DHz-9r0UwAAiFlz.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DHysaEBUQAA1c5Y.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DHyeWpbUwAAK6H0.jpg
https://twitter.com/PompinNiocki/status/899821880395182080


TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8月20日 
オスプレイ

両サイドだけでバランスを取ろうとしてるから、こうなるんじゃないのなかぁ。左右

のエンジンの回転数が、かなり正確じゃないと、上昇できないでしょ。まるで酔っぱ

らいの千鳥足状態だもん。見た目のデザインなんか気にしないで、中央や後部など、

他の部分にもプロペラ付けたらどうだろう？

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/89926532911675801

すざびーず(main=masayan☆) @superFGTT · 8月20日 
昨日は会社の野球部の練習試合がありまして恵庭の球場でやってたら丁度自衛隊の恵

庭演習場にオスプレイきていましたので撮ってしまいました〜(笑) 
https://twitter.com/superFGTT/status/899127896379277313

飴308@2ｷﾛマン @candylight308 · 8月19日 
オスプレイの音で気づくことできたら、iPhone片手に職場飛び出して、もう今頃何枚
も写真うpしとるわ(
つか、マスコミヘリの方がうるさかった

UH-1の音は恵庭市民には子守唄、正時の効力射は時報がわりで、戦闘機の爆音は好天
のお知らせ

恵庭市民舐めるなwwwwww

kotaPapa930 @kotaPapa930 · 8月19日 
恵庭のえこりん村で羊を見ていたら、上空に二機の飛行機。たぶん、オスプレイ

です。 
https://twitter.com/kotaPapa930/status/898826239753859072

YUUJI0002  @ Ka · 8月18日 
【恵庭】米海兵隊の新型輸送機オスプレイが１８日、道内で行われている陸上自衛隊

と米海兵隊による日米共同訓練に参加するため、恵庭市の北海道大演習場島松地区に

飛来した。https://www.hokkaido-np.co.jp/article/126336/

「恵庭には棲めん。（－－＃）」ということが判明した★

　 ↑
（悪庭！）

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/89926532911675801
https://twitter.com/superFGTT/status/899127896379277313
https://twitter.com/kotaPapa930/status/898826239753859072
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/126336/


ポクシル @rubinuna · 8月18日 
返信先: @takubon10さん 
おはようございます。

恵庭の市民も怒ってますね。

私の住む千葉県は木更津がオスプレイの整備拠点に、一昨年から反対行動があります

。

全国どこの自衛隊基地にも、オスプレイはいらない！

米軍の押し付け、日本政府の市民を蔑ろにしたオスプレイ配置には断固反対を！

#オスプレイいらない
　　↓

takubon10 @takubon10 · 8月18日 
@rubinuna おはようございます。ついに恵庭市でオスプレイの演習が始まりました。
近所の住民は皆さん怖がっています。事故を事故と認識せず、加害責任をを謝ろうと

もしない、いい根性してるじゃねえか！秋の国会が始まり、来年の選挙、焦ったって

知らね〜ぞ！

ちとせlove☆北海道5区 @seisyojapanlove · 8月8日 
返信先: @seisyojapanloveさん 

オスプレイは北海道に来るな！！

自衛隊の街恵庭で、声を上げます。

安倍暴走政治を、野党共闘＋市民の共同の闘いで、止めましょう！！ 
https://twitter.com/seisyojapanlove/status/894820807536291841

WEBみんぽう－苫小牧民報社�認証済みアカウント� @webmimpo · 8月8日 
オスプレイの日米共同訓練参加自粛を

千歳市と恵庭市、道防衛局に要請｜

https://twitter.com/webmimpo/status/894815448327348225

https://twitter.com/seisyojapanlove/status/894820807536291841
https://twitter.com/webmimpo/status/894815448327348225


raraさんがリツイート 
沙織☆(学習中) @saori_freespace · 8月21日 
沙織☆(学習中)さんが∞きんぎょ∞をリツイートしました

え？ホント？？？

https://twitter.com/saori_freespace/status/899595699263741952

raraさんがリツイート 
山好きＦＰ @morgenrot3180 · 8月20日 
機内に松山千春さん乗ってた

出発が遅れてるので、機転を利かせて、歌を歌ってくれはった

素晴らしい!!
https://twitter.com/morgenrot3180/status/899119948923936768

raraさんがリツイート 
おすず @suzuosuzu · 8月20日 
ふかわりょうさん

「いいねなんて、いらない」

2017.8.19 東京新聞
https://twitter.com/suzuosuzu/status/899225380518633473

raraさんがリツイート 
う ー た ん @uutan8888 · 10時間10時間前 
う ー た んさんが黒猫をリツイートしました

流石ホクレン

https://twitter.com/uutan8888/status/899986312446435332

　　↑

https://twitter.com/saori_freespace/status/899595699263741952
https://twitter.com/morgenrot3180/status/899119948923936768
https://twitter.com/suzuosuzu/status/899225380518633473
https://twitter.com/uutan8888/status/899986312446435332


ノウキョウの体質にイロイロ問題があるのは事実だが。（－－；）

（こないだ「脱退者へのイヤガラセで除草剤」まいたしねー★）

原材料が道外でも、「道内で加工すれば道産」表示にはなるのでわ…？？

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
亀田谷　禎範 @Y_KAMEDAYA · 11時間11時間前 
毎日利用している電車に「ふるさと納税」をアピールする広告が　(°0°)!!

津別町　流石ですねっ！(O_O)
https://twitter.com/Y_KAMEDAYA/status/899955316510478336

raraさんがリツイート 
ゆり @Liliumoon · 8月21日 

利尻島のお土産屋さんが教えてくれたこと。

乾燥昆布は、冷凍庫に入れておけば何年でももつよ、って。

冷蔵庫では乾燥しちゃって、冷凍庫ほどはもたないんだって。

raraさんがリツイート 
地球の自然・動物 @tikyuudoubutu · 8月21日 

松ぼっくりから発芽させる盆栽

https://twitter.com/tikyuudoubutu/status/899598755300651008

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11時間11時間前 
今晩は炒飯にしたよ！

https://twitter.com/Y_KAMEDAYA/status/899955316510478336
https://twitter.com/tikyuudoubutu/status/899598755300651008


ご飯がちょっとしか残ってなかったので、おから（相生でタダ）でカサ増し。

卵は義姉さんから貰った。

お酒は兄から貰ったw
味付けは手抜きで、炒飯の素なら…丸美屋（これも貰い物w）
米とひき肉やネギなんかは自分で買ったやつだけど、原価は50円くらいかな？www

　　↑

ヨメに行きてぇ…ｗ
　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月23日8:08
cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 

被曝で一番影響を受けるのは「脳」

体のどこよりも脳（中枢神経）が真っ先に影響を受ける。

自分自身を常に振り返った方がいい。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月23日9:58
０

６１５

２２２☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月24日7:28
2017年08月23日（水）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
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02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.037 6 
07:00 0.037 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 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 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.037 0.037 0.037 6 
15:00 0.037 0.037 0.037 6 
16:00 0.037 0.037 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.037 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 0.036 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 6
 



（８月24日）　「どっちの何が、リアル現実？？」

https://85358.diarynote.jp/201708240648413196/

【 惑星レベルの超接近 】／地上の誰も予測できなかった方が不
思議だ／公表できない理由は／地球の地軸が揺さぶられるレベ

ルだ。

2017年8月24日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=SCVRZbazYls
Asura - Project
 
 
Y_typhoon @xy_typhoon · 8月18日 
Y_typhoonさんが千代をリツイートしました
８月１１日に強烈な #HAARP が中南米と南米を１４時間連続攻撃した結果、同日にブラジルとウ
ルグアイで海が引いた。#地震 #津波 も発生していなく、前例に無い、と報道。でもHAARPと関
連付ける報道は無い。海軍侵攻も防げる戦略

ね

http://www.disclose.tv/news/sea_recedes_mysteriously_from_beaches_in_uruguay_and_brazil/140003
…
https://twitter.com/xy_typhoon/status/898631087164764160

kisato @_mii · 8月17日 
南米の海に異常が＞＞Fotos de excepcional fenómeno en Uruguay: Se retiró el mar en Punta del
Este - 
https://twitter.com/_mii/status/898151990823452672

（以下再掲）⇒http://85358.diarynote.jp/201708231942169149/
（だって、ほんとに、

「どっちの何が、リアル現実？？」って、なるでしょ…？？）
　　↓

momomamju @momomamju · 8月14日 
77万年ぶりに地磁気逆転が起き始めている可能性が。何が起きるのか？
2016年6月〜8月の間に急激なポールシフト（地磁気逆転）が発生する？①

https://85358.diarynote.jp/201708240648413196/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201708240648413196/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4063885690/
https://www.youtube.com/watch?v=SCVRZbazYls
http://www.disclose.tv/news/sea_recedes_mysteriously_from_beaches_in_uruguay_and_brazil/140003
https://twitter.com/xy_typhoon/status/898631087164764160
https://twitter.com/_mii/status/898151990823452672
http://85358.diarynote.jp/201708231942169149/


http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=311554&g=132203 …
https://twitter.com/momomamju/status/897012134340460546

　　↓

中津川　昴 @subaru2012 · 8月22日 
海が引力で引っ張りあげられるのは、月の引力が一番大きいが、それ以上だとすれば

、惑星レベルの超接近以外考えられない。その際の異常な天変地異なのだろう。し

かし、地上の誰も予測できていなかった方が不思議だ、公表できない理由はあるだろ

うが。地球の地軸が9度ほど揺さぶられるレベルだ。
　　↑

中津川　昴 @subaru2012 · 8月22日 
8/18 15:52pmJSTに生じたSDOと太陽の間に割り込んだ小天体がUFOか新惑星かは別
として、何らかの巨大な物体が数分間地球と太陽の間を通過したことの証拠になるが

、月ではないことが分かっている。その三日前の8/15、南米大西洋沿岸で生じた大規模
干潮はこれの潮汐力だろう

　　↑

中津川　昴 @subaru2012 · 8月22日 
この小天体は2017/08/18 15時pm(日本時間)に太陽観測衛星と太陽の軸線上を通過した
ため、太陽が観測できなくなったものを思われる。現在、その小天体の軌道を探して

いるが、可能性としては小惑星帯からのNEOではなく、2010年頃「太陽から誕生した
個体惑星」かと思う

　　↑

中津川　昴 @subaru2012 · 8月22日 
WSO BREAKING - SOMETHING HUGE blocking SUN, and its not the MOON!
https://twitter.com/subaru2012/status/899896616210935808
　　↑

中津川　昴 @subaru2012 · 8月22日 
【8/15にブラジル・ウルグアイ沿岸で発生した大規模干潮現象の原因が、月ー地球間を
通過した超巨大小天体またはUFOの潮汐力だった可能性が出てきた。】→　巨大な物
体が太陽を覆いました。

https://twitter.com/subaru2012/status/899896376909193216

中津川　昴 @subaru2012 · 8月21日 
パプアニューギニア〜サモア諸島の間でニューアイルランド諸島M5、ヴァヌアツ諸
島M5、ニュージーランド北島M5が発生中、カムチャツカ半島東部でM4、インドより
北方のキルギスタンでM5、マリアナ海溝に近いグアムでM5、今朝、小笠原諸島父島
でM4。
https://twitter.com/subaru2012/status/899565797349224452

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=311554&g=132203
https://twitter.com/momomamju/status/897012134340460546
https://twitter.com/subaru2012/status/899896616210935808
https://twitter.com/subaru2012/status/899896376909193216
https://twitter.com/subaru2012/status/899565797349224452


　　↑

…を〜い…（－－；）…★
　　↓

http://76519.diarynote.jp/200611290010080000/
＞（※第3次世界大戦と《第2の月》事変

中津川　昴 @subaru2012 · 8月22日 
中津川　昴さんがCNNをリツイートしました

【今回の皆既日食を見逃しても、問題なし。次回、2024年4月8日でまた見られる
から。←その日まで存命なら見れるだろう。】

https://twitter.com/subaru2012/status/899875655151534080

…ていうか…「2010年頃「太陽から誕生した個体惑星」ってナニ…？？？？？

東洋のランカシャー @soviet_russia_j · 21分21分前 
停電で文明の便利さを痛感した。太陽フレアきたらほんまにやばい

マシュー君bot @_seinhiro_ · 5時間5時間前 
太陽のコロナの増加や磁気のシフト、あるいは、なぜたくさんの奇妙な天体が現れて

いるのかについて、あなたたちの科学者には説明がつかないのは当然だ。これらはす

べて、地球のアセンション工程に従った、完全に自然な現象だ。

惑星bot宇宙組＠8/24冥王星命日 @wakuseibot · 14時間14時間前 
海王星「太陽さんに惑星級の巨大磁場が近付くと、スーパーフレアと言う星一つを滅

ぼしかねない大爆発を起こす可能性があります。しかし最寄の水星さんにそんな甲斐

性はありませんから、今の所太陽さんがスーパーフレアを起こす危険は低いでしょう

。水星さんに感謝ですね」

Sputnik 日本�認証済みアカウント� @sputnik_jp · 8月22日 
太陽の「スーパーフレア」 壊滅的被害をもたらす恐れ
https://sptnkne.ws/fnwZ
https://twitter.com/sputnik_jp/status/899786437322616832

http://76519.diarynote.jp/200611290010080000/
https://twitter.com/subaru2012/status/899875655151534080
https://sptnkne.ws/fnwZ
https://twitter.com/sputnik_jp/status/899786437322616832


100D 멍멍즈@smexo0506 · 8月21日 
#EXO
皆既日食の時、太陽コロナが見られるため、ティーザーには光の能力者であるベッキ

ョンの声だけ聞こえるのだろうか。

#ThePowerofMusic #TotalEclipse
https://twitter.com/smexo0506/status/899671892843388928

フォイフォイ @gole2gole2gole2 · 8月12日 
普通、ビールの瓶て、なるべく太陽の光を当てないように(劣化防止)茶色かったりする
。

それなのに、Coronaは透明。それは、太陽の光を浴びて劣化した中身にライム挿して
飲んでくれ、というアミーゴなメヒコの粋な部分だった。

Maribrengaël @maribrengael · 8月21日 
Maribrengaëlさんがwildmixをリツイートしました

それ太陽フレアの影響があるみたい。あとお盆明けの人のエネルギーの変動とも言わ

れてる。なんかどよーんととろーんとしてる感じ。からの新月＆日食。 
https://twitter.com/maribrengael/status/899565325506691072

Y. YOSHIMURA@磁場コンサル @YOSIX_ · 8月14日 
最新の研究でわずかに人間の頭は磁場を感知できると分かってきたらしい。というこ

とは地球磁場が人類の進化に寄与した可能性も・・・？？でもその研究されてる方は

古地磁気学と生物学のダブル博士らしい・・・いわゆる天才らしいのでさすがに研究

報告についていくだけで精一杯というところな希ガス。

参照⇒http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
★（－－；）★

テスラ @tesra1141 · 8月21日 

TLで太陽黒点記事と卵の黄身が並んでいて2度見した 
https://twitter.com/tesra1141/status/899581611255111680

https://twitter.com/smexo0506/status/899671892843388928
https://twitter.com/maribrengael/status/899565325506691072
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://twitter.com/tesra1141/status/899581611255111680


（再掲ここまで）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

えッ？！　知らなかった！？

　　↓

齋藤一弥＜穏やかなレジスタンス＆里山資本 @rainasu · 4月10日 
【訃報】「世界でいちばん貧しい大統領」の愛称で知られる

ウルグアイの前大統領が逝去されました。（1935－2017） http://blog.goo.ne.jp/koube-
69/e/1108b368012c4242425cd5affd0552ae …
【汐文社公式】世界でいちばん貧しい大統領から日本へのメッセージ

https://youtu.be/FqZkIGeLdRo

タイ・コウ・デン4559  @ hangesyou · 2016年4月6日 
世界一清貧な大統領としてウルグアイ国民の信望一身に受けるホセ・ムヒカが出版社

汐文社の招聘で来日！

「貧乏人とは少ししかモノを持っていない人ではなく

　無限の欲がありいくらあっても満足しない人のこと」

「命より高価なものは存在しない」「日本人は今本当に幸せなのか？」と彼は問う！

明日講演会！

…ほら。まさに、「リステラス史」の一部だよ…？？？

ｗ（＾＾；）ｗ

海外ニュース @twinews3 · 8月15日 
【世】オフィスに猫…いやピューマが！ 従業員が通報 ブラジル （AFP通信）
http://ift.tt/2wZoTRd 【8月15日 AFP】職場のコンピューターのそばでくつろぐ猫、そし
てデスクの下には野生のピューマ！？──ブラジルの最大都市サンパウロ（Sao Paul
…
https://twitter.com/twinews3/status/897350221595906048

http://blog.goo.ne.jp/koube-69/e/1108b368012c4242425cd5affd0552ae
https://youtu.be/FqZkIGeLdRo
http://ift.tt/2wZoTRd
https://twitter.com/twinews3/status/897350221595906048


…やっぱ冬（６〜９月）はサンパウロに移住して、春夏にウルグアイ経由で、夏（１２〜月）は
アルゼンチンの猫チェアに行くと…ｗ

個体惑星

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14121138559
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%83%E5%9E%8B%E6%83%91%E6%98%9F

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月24日7:00
　

…え〜と…（＾＾；）…

…【2010年頃「太陽から誕生した個体惑星」】

ってのは…

太陽って、何か「今でも小さい惑星をぽんぽこ産んでるんだよ。」ってハナシ？

つい先日？も「太陽直近に巨大な星影がっ？」とか情報あったけど、それも？？

去年だったか「水星軌道ちかくに巨大なＵＦＯ？」説もあったけど…あれも？？

…「太陽系の８惑星」が…増えてる…ってことに、学者サンたちが拒絶反応おこしてて、公表さ
れてナイ。とか…？？

（軌道の定まってない？新惑星が、恒星系内をうろうろしてるって…

　それ、超・おおごとなんじゃ…？？？）

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14121138559
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%83%E5%9E%8B%E6%83%91%E6%98%9F
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（まっさお。）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月24日8:38
　

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 

数字なんてどうにでも料理できる。

信じればだまされてしまう。 

スティーブ・ジョブス

https://twitter.com/cmk2wl/status/900177550613266433

　　↑

超！「既視感」のある顔…（＾＾；）…☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月24日10:15
　

OTL49さんがリツイート 
なー☆アゲハ狂想曲第2楽章 @Na_0428 · 8月22日 

これは漠然と感じてきたことだけど、幼虫のとき手に乗せて可愛がった個体は蝶になっても人間

の手を覚えている。野生の蝶は手を差し伸べると逃げるけど、この子たちは逆に乗ってくる。ど

の本にも書いてないし、きっと学会にも発表されていない(笑)。蝶たちは幼虫だったときの記憶
をちゃんと残してる。

https://twitter.com/Na_0428/status/899809176444063744
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（８月24日）　（だからっ！私の「現実世界」を、返してっ？！）

https://85358.diarynote.jp/201708240757088100/

【 稚内 ０．０６５ μ 】／「防災グッズ再確認」／権力に虐げら
れた民衆の歴史／「母語権」／【 使えない不安 】は「最低のお
もてなし」ですよ／（札幌 ０．０３９ μ 。 ２２℃ ）。

2017年8月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

特務機関NERV @UN_NERV · 6 分6 分前 
【北海道地方 気象情報 2017年08月24日 11:18】
日本海側と太平洋側西部では、２５日にかけて大雨による河川の増水や氾濫、低い土

地の浸水や土砂災害に警戒してください。また、北海道地方では竜巻などの激しい

突風、落雷、ひょうにも注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 30分30分前 
【上川・留萌地方 気象警報 2017年08月24日 10:55】
上川、留萌地方では、２４日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。

https://twitter.com/UN_NERV/status/900537074389884929

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=f2SWilieKiI
Asura - Lost Eden (Full Album) 

（未読のかたは⇒前項＋以下参照）（＾＾；）
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あらためまして、おはようございます。

０７：１８になっちゃいました。

昨日はけっきょく「気になっていた情報チェック」で、時間切れ。

で、うっかり「２０１０年に生まれた個体惑星」なるキーワードに辿り着いてしまい、

自分の体調や地球の揺れっぷりと照らし合わせて、超・納得してしまい…

ｗ（－－；）ｗ

…ちょっくらショックがでかすぎて、そのまま逃避行動に走り、

ジャンル違いの小説読んで寝落ち…（＾＾；）…。

『復讐』の復習は、今日の予定にずれこみました…★

札幌はちょうど７時ジャスト頃から小雨が降りだしました。

予報は終日「雨」。気温２２℃。無風。

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1503531000/1011-0010-101000-
201708240830.gif?t=1503531634
（０８：２０〜０８：３０）

先週までは「もう札幌は秋！だから、８月末には衣替えして、半袖はしまっちゃおう！」という

作業予定の算段でしたが、

昨日はひっさびさに「室温３０℃！」となり…扇風機…再始動！

ｗ（＾□＾；）ｗ
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http://85358.diarynote.jp/201708231944496760/
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1503531000/1011-0010-101000-201708240830.gif?t=1503531634


…まぁ、そんな文句も、

「月と見まがうばかりの巨大サイズ惑星が、

　地球の潮汐に干渉するほど至近距離でうろうろしている」

…という事実？の前には、些末事ですけどね…？？

（だからっ！私の「現実世界」を、返してっ？！）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月24日（木）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

んで。（＾＾；）

こうなるともはやこっちのほうが「平凡な日常」と化しつつある？

たかだか地表の１個の原発事故による放射能汚染の件ですが…

ｗ（＾□＾；）ｗ

…降りだした雨も今のところ線量は低めの感じですが、…どうでしょうね…？

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 6 時間6 時間前 
兎に角 体調が悪い。
制限の所為でデータがさっぱり見られんのでそういう予測は出来んのだが、頭痛や心

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


臓体感など…
体調は置いといても、とても嫌な予感しかしない。

東北のアウターも気になる。

脅すつもりはないが、防災グッズなどの再確認はしておくべきかと。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 32分32分前 
モバイクってのが昨日から始まったらしいが、日本じゃ札幌が初なのか？

こっちじゃ雪降るのになぁ…w

Mobike Japan @MobikeJPN · 8月22日 
ついにMobikeが日本上陸！#Mobikemovenにジョインしよう！札幌の皆さんよろしく
お願いします！https://mobike.com/jp/download #Mobike #MobikeJapan #Mobike
#Mobike4Sapporo #モバイク #モバイクジャパン
https://twitter.com/MobikeJPN/status/899902870904078336

日本経済新聞 電子版�認証済みアカウント� @nikkei · 8月22日 
自転車シェア中国「モバイク」、日本で10カ所展開へ 
https://twitter.com/nikkei/status/899973691462656001

和田 哲／ブラサトル @Satoru_Wada · 8月22日 
約100kgの僕が乗っても壊れない、頑丈なシェア自転車「Mobike」。札幌の北円山・
宮の森・桑園・琴似エリアのサツドラやセイコマなどで明日から乗れます！

http://mobike.com/jp/download #Mobike #MobikeJapan #Mobike #モバイク 
https://twitter.com/Satoru_Wada/status/899937366680322048

日本経済新聞 電子版�認証済みアカウント� @nikkei · 8月22日 
必要なときだけ乗って返す「 #シェア自転車 」サービスが札幌市で始まります。手掛
けるのは中国の大手、摩拝単車（モバイク）。シェアリングエコノミーが日本で加速

する契機になるかもしれません。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ22HZZ_S7A820C1EA2000/ …

…ポロクルの立場はどうなる…ッ？？

https://mobike.com/jp/download
https://twitter.com/MobikeJPN/status/899902870904078336
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もっさりさん @TeamMOSA2 · 6分6分前 
日本のMobikeは乗り捨て不可なのか。これだとポロクルと変わらんやろ。

うえこ【札幌在住】ツキネコ応援隊（ボラ） @ueco_and · 24分24分前 
スマホで借りられる自転車シェア「モバイク」、札幌でサービス開始 - ケータイ Watch
http://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1076957.html …
西28のセコマにあったのはやっぱこれか
石屋製菓スポンサーなのかな、範囲も西側だし、ポロクルの範囲外攻めてるな

https://twitter.com/ueco_and/status/900482790063431681

Archrys（アークリー） @ArchrysB · 33分33分前 
ポロクルってどうなったっけ？

ハルタ huluta @hulutapan · 41分41分前 
ハルタ hulutaさんが北海道新聞をリツイートしました
おはようございます。

今週もよろしくお願いします！

OPENは10：00-17：00です。
（ポロクルの立場は・・・）

睦月 @ichigats · 4時間4時間前 
札幌で始まったMobikeって自転車レンタルサービスだけど、エリアが桑園から琴似の
間だけなんだよね。

ポロクルって全く同じような自転車レンタルサービスがだいぶ前から札幌にあってそ

のエリアの西端が桑園ってことでそのエリア設定だと思うけど正直厳しいと思う。

れおふぁ @LeoferSnow · 11時間11時間前 
ところで札幌にはすでにポロクルという貸自転車があったはずだが、どうなった

のか・・・

タック【弾丸的達人】 @Tuck_Willow · 16時間16時間前 
ポロクルとモバイクの違いは？ #ポロクル #モバイク
https://twitter.com/Tuck_Willow/status/900254029153882112

kazuhiro1982 @kappe1982 · 19時間19時間前 
ポロクルは今年になって紀伊国屋前にポートが出来たことで個人的に凄く利用頻度増

えてるし助かってる。

http://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1076957.html
https://twitter.com/ueco_and/status/900482790063431681
https://twitter.com/Tuck_Willow/status/900254029153882112


Shu Sawada (さわだしゅう) @bokusama · 21時間21時間前 
すごい根本的なことわかってないんで教えてほしいんですけど、ポロクルとmobikeの
違いって何なんですか？

Shu Sawada (さわだしゅう) @bokusama · 21時間21時間前 
逆に言うと、サービスの中身が同じならポロクルを応援したい。

kurot @yukkurot · 8月22日 
ポロクルの良くない所はカードを作る・サピカを使える様にするためにポロクルカウ

ンター窓口に行かなきゃいけなくて、使うための手続きが煩雑であることなのに対

して、スマホで完結するのはどこが資本であってもめちゃくちゃ強いよ

S々K @chokokuka · 8月8日 
札幌市ではポロクルというシェア自転車システムが一般化してきました。

https://twitter.com/chokokuka/status/894825643296276480

kurongs @kurongs · 8月7日 
夏の旅行1日目！
#レンタル自転車 #ポロクル で観光。結構あっさり終わる。
快適温度と快適な湿度に幸せぇ〜

#北海道
#札幌
#サッポロビール園 @ Sapporo https://www.instagram.com/p/BXfnZ02hoxi/

https://porocle.jp/npo_porocle/
＞認定ＮＰＯ法人ポロクル

…まぁ、もともと定着してるけど、カバー範囲が超・狭かったから…（＾＾；）

「乗り捨てレンタル自転車」という「選択肢」が普及することは、駅前放置（不法駐輪）自転車

の減少などにもつながるので、歓迎しておこう…

（デザインはどっちもそれぞれの良さがあって好き☆）

https://twitter.com/chokokuka/status/894825643296276480
https://www.instagram.com/p/BXfnZ02hoxi/
https://porocle.jp/npo_porocle/


（願わくば、「夜の帰宅時に借りて、翌朝の出勤時に返却する」

　利用時間帯（格安で）を、創ってくださーい…！！）

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201708160831052393/
＞「…まったく…（－－＃）…★　近頃の若いモンは…ッ!!!!★」
　　↓

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 12時間12時間前 
灘中学への政治圧力で話題になった「学び舎中学歴史教科書」の一部を見せていただ

いた。権力に虐げられた民衆の歴史だ。中学校でこのレベル。こんな教科書で学べた

らいいね。

https://twitter.com/sinwanohate/status/900334087847673857

「もともとアイヌ」（被征服）先住民族や

「もともと奥羽越列藩同盟」（敗戦難民〜困窮移民）の、

「母語権」を侵害するつもりはないのよ〜っ？？

OTL49さんがリツイート 
m-take @takeonomado · 21 時間21 時間前 
海外発行のクレジットカードはJRの自動券売機で使えない。それはまだ良いとして、
なぜそれを「大きく」告知しないのか？今日も海外からの旅行客が悩んでいた。海外

で自分のカードが使えない不安は「最低のおもてなし」ですよ。

OTL49さんがリツイート 
BASIL @basilsauce · 9時間9時間前 

「許されない差別」クビになった店員がレシートに記した言葉とは？

https://twitter.com/basilsauce/status/900390267626409984

http://85358.diarynote.jp/201708160831052393/
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OTL49さんがリツイート 
がび @gaby6100 · 8月21日 
7年生12歳ぐらいの日本語授業では「なぜジャップという言葉を使ってはいけないか」
ということを教える。一度「えーそんなのたかが略語でしょ？」と言った生徒に、ア

ボリジナル生徒（地方からの奨学生）が「アタシのことをアボって呼ぶのと同じだよ

」と返して教室一瞬しんとなった。蔑称は蔑称。

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月24日8:17
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年10月17日 

「おまえが理解できない問題にぶつかったときには、どこでもいいおまえのわかるところだけを

やるんだ。それからもう一度考えてみるんだぞ」

ロバートＡ．ハインライン

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月24日10:42
　

＞蔑称は蔑称。

ちなみに。（－－＃）

ネット上で？流布している？らしいけど？？

私のことを「つっちぃ」と呼んだやつは…【 敵 】認定です。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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それは私の呼称ではありません。

それで呼ぶやつは、「悪意あるＷＥＢサイト上の事実に反する噂」を再生産していつやつら…

だけです。（－－；）★（そして、「エルさんが」私をそう呼ぶ！！！！！）

！（＞＜＃）！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月25日6:57
　

2017年08月24日（木）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.038 6 

08:00 0.040 0.037 0.039 6 
09:00 0.041 0.039 0.040 6 
10:00 0.039 0.038 0.038 6 
11:00 0.041 0.038 0.039 6 

12:00 0.049 0.045 0.048 6 
13:00 0.044 0.040 0.042 6 

14:00 0.041 0.039 0.040 6 
15:00 0.040 0.039 0.039 6 

16:00 0.039 0.038 0.038 6 
17:00 0.038 0.038 0.038 6 
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18:00 0.041 0.038 0.039 6 
19:00 0.044 0.042 0.043 6 
20:00 0.044 0.043 0.044 6 

21:00 0.047 0.044 0.046 6 
22:00 0.043 0.039 0.041 6 

23:00 0.039 0.038 0.038 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
　



（８月24日）　【 惑星レベルの超接近 】。

https://85358.diarynote.jp/201708240849166270/

【　今　】／【 史上最大級の 小惑星 】⇒９月１日／直径５kmで
は済まない大きな天体が⇒月〜地球間の内側に／【 北米に堕ち
る影 】。

2017年8月24日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201708240648413196/
【 惑星レベルの超接近 】／地上の誰も予測できなかった方が不思議だ／公表できない理由は／地
球の地軸が揺さぶられるレベルだ。

言いだしっぺ？ご本人も、そうとうウロタエテおられるようだ…。
　　↓

中津川　昴 @subaru2012 · 今 

ここでこの巨大惑星がロッシュ限界を超えず、かつ潮汐力を及ぼしながら、SDOの前
を通過した場合の大きさを考えてみよう。SDOは地上36,000kmの位置を周回し常に太
陽の方向を向いている。地球のロッシュ限界は19,000kmであるから少なくとも最大長
径17,000km未満の物体

中津川　昴 @subaru2012 · 6分6分前 

太陽観測衛星の視野角内にある太陽を覆い隠すのに十分なサイズの天体が通過してい

った事により、変形したのが小天体の方ではなく、地球の海面が引っ張り上げられ

た事、その潮汐力で地軸が9度も揺さぶられた事が、チリ沖でより南側に日の出の位置
を変えたのだとすれば、やはり巨大天体接近説か

https://85358.diarynote.jp/201708240849166270/
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中津川　昴 @subaru2012 · 13分13分前 

伴星ではなく、かなり大きな天体が、月ー地球間の内側に入った時に見られれる潮汐

力で、その天体が壊れずに通過でき、地球の海面を局地的（直径400kmの円内で）
に100mくらい引っ張り上げたと、仮に数値を入れたら、その個体惑星の大きさが直
径5km程度では済まないような気がする。

中津川　昴 @subaru2012 · 22分22分前 

地球のロッシュ限界は1万9千kmだけど、これの倍の位置を通過した巨大天体がブラ
ジルーウルグアイ沿岸に潮汐力を及ぼし、海を引っ張り上げたため、8/13に限定的で
はあったが大規模な干潮現象を引き起こしたと、思われる。その前後にM6以上の津波
が発生するような海底下地震は起きていない

中津川　昴 @subaru2012 · 38分38分前 

太陽観測衛星がカリフォルニア沖〜南米西方遥か沖上空36,000kmを八の字に周回して
いた際、8/18の15:52pmJSTにおいて太陽と衛星の間に小天体が割り込み、数分間、太
陽が観測できなくなった。

中津川　昴 @subaru2012 · 43分43分前 

地球の場合では、地球の半径3倍以内の範囲（6,378km×3=19,134km）では、地球の重
力の影響が強く、月などの伴星がまとまることはできず壊れてしまう。

中津川　昴 @subaru2012 · 44分44分前 

【ロッシュ限界ーwiki】自身の重力のみで形を保っている塊を考える。この塊が伴星と
して主星の周りを回っている場合、伴星には主星からの潮汐力が働く。潮汐力は2物体
間の距離の3乗に反比例するため、主星に近づけば潮汐力は大きくなり、ある限界点に
おいて伴星は破壊される。



中津川　昴 @subaru2012 · 59分59分前 

9月1日、史上最大級の小惑星が地球近くを通過 | マイナビニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/900522091300048896

中津川　昴 @subaru2012 · 10時間10時間前 
https://twitter.com/subaru2012/status/900393519503757312

…どう考えても、「これが」「役に立たない予知夢シリーズ」に出て来た…

【 ＭＯＯＮ- ２ 】…？

…しかもナゼ名前が「フローレンス」…ｗ（＾◇＾；）ｗ…★

（※ミーニエ・マリセの元々の（仮称）ｗ）

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【台風13号実況・予報 2017年08月24日 09:53】
台風13号は、華南を毎時30キロの速さで西北西に進んでいます。
https://twitter.com/UN_NERV/status/900521309381079040

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
岡三マン @okasanman · 17時間17時間前 
台風で空港のヘリコプターが水没＝マカオ

https://twitter.com/okasanman/status/900289099721883652

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
馮美梅（may） @KenloveRain · 19時間19時間前 
台風10号、マカオの街は水浸しみたいですね。
https://twitter.com/KenloveRain/status/900255971108208640

Samhsfbhy JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Watanabe, Takeshi @takeshiwatanabe · 23時間23時間前 

https://twitter.com/subaru2012/status/900522091300048896
https://twitter.com/subaru2012/status/900393519503757312
https://twitter.com/UN_NERV/status/900521309381079040
https://twitter.com/okasanman/status/900289099721883652
https://twitter.com/KenloveRain/status/900255971108208640


台風「ハト」が香港の南を西に向けて通過中なわけですが、ここでマカオの様子を見

てみましょう

https://twitter.com/takeshiwatanabe/status/900197304895983616

　　↑

…ずいぶんタカ派なハトです…。（＠■＠；）。

中津川　昴 @subaru2012 · 1時間1時間前 
【皆既日食中、北米に堕ちる影】

南部メイン州立高校が支援するメイン州とカリフォルニア州高校生チーム「地球から

空へ」が、ワイオミング州ララミー上空に気球を飛ばして20機のカメラで撮影した。
(c)Southern Maine Community College
https://twitter.com/subaru2012/status/900515036073869312

OTL49 @sukipparanisake · 9時間9時間前 
ＭＲＪ：エンジン停止　米で試験飛行中｜ニフティニュース

https://news.nifty.com/article/domestic/society/12159-0824m040027/ …

...潮汐力が南西から北西に切り換わる頃、かな？

宇宙天気ニュース @swnews · 20 時間20 時間前 
[記事] 高速太陽風は終わりに近付いています。21日の皆既日食の写真をどうぞ。
http://swnews.jp #swnews

世界危機研究所（WCL） @Andy_Jepherson · 24 時間24 時間前 
米駆逐艦 直前に操舵不能に? - Y!ニュース #Yahooニュースアプリ
https://twitter.com/Andy_Jepherson/status/900154022237052929

宇宙天気ニュース @swnews · 8月22日 
[記事] 太陽風の速度が再び高まっています。 http://swnews.jp #swnews

OTL49さんがリツイート 

https://twitter.com/takeshiwatanabe/status/900197304895983616
https://twitter.com/subaru2012/status/900515036073869312
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12159-0824m040027/
http://swnews.jp/
https://twitter.com/Andy_Jepherson/status/900154022237052929
http://swnews.jp/


しんちゃん @shinchann2008 · 8月22日 
福島第一原発、17年8月22日からおかしい。いつも夜中0時から放射性物質が出始め、
朝8時や9時頃止まる。意図的計画的放出の疑い。8/22は夜中0時から始まり朝8時頃一
旦止まる。再び18時から8/23現在6時まで放出。コントロールできていない放出か？ダ
ストモニタ6:10現在。

プロモツイート 
内閣府政府広報オンライン�認証済みアカウント� @gov_online · 8月1日 

老後の生活費のことを考えたことはありますか？貯蓄だと減る一方ですが、公的年金

は一定のお金を生涯にわたって受け取れる老後の安定した収入源です。

社会保障がよくわかる動画公開中！

これからの社会保障制度を考えてみませんか？

詳しくは、社会保障がよくわかる動画（年金篇）をご覧ください。

https://twitter.com/gov_online/status/892188512396521473
� プロモーション

「あなたは、あと何年、生きられますか？」（⇒次々項参照）

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
犬猫公園 [ わんにゃんパーク ] @wannyan_park · 5月1日 

ビルの窓掃除が気になるネコ

https://twitter.com/wannyan_park/status/858926204379779072

　

　

 

https://twitter.com/gov_online/status/892188512396521473
https://twitter.com/wannyan_park/status/858926204379779072


（８月24日）　強迫的な自己肯定（と、表裏一体の他者否定）。

https://85358.diarynote.jp/201708242032143303/

「ただいま地震を止めております」／「そこ萌えるな。」ｗ

2017年8月24日 就職・転職 コメント (11)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=2hdNi0QW5es
[1984] Unreleased BGM Collection Series 5 - Combat Mecha Xabungle (Full Vinyl Rip) 

おばんです。これやってました。（＾＾；）

　　↓

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161966

『復讐は、ビシソワズ。』（二年目） 

（２０１４年１２月末まで完了。）

復習のおまけｗ

　　↓

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月6日23:25

電車の中で何があった！？ @train_travls · 15時間15時間前 
銀座線の車内アナウンス

「ただいま地震が発生しましたため、地震を止めております」 

落ち着けw

https://85358.diarynote.jp/201708242032143303/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201708242032143303/
https://85358.diarynote.jp/201708242032143303/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170824/85358_201708242032143303_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170824/85358_201708242032143303_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170824/85358_201708242032143303_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2hdNi0QW5es
file:///tmp/puboo/127514/454785/book/116517/page/3161966


　↑

（笑）

以下、作業厨ＢＧＭ。

https://www.youtube.com/watch?v=H_Aj0NuJiL0
[1983] Dancing Xabungle (ダンシング・ザブングル) - Full Vinyl Rip 

https://www.youtube.com/watch?v=fWfVQKLIKWA
Xabungle ED: Kawaita Daichi 

https://www.youtube.com/watch?v=TFtxRRi3ewI
Combat Mecha Xabungle Opening Full 

https://www.youtube.com/watch?v=qvajfh3QFoQ
聖戦士ダンバイン OP 
　　↑

…「悠宙舞さん自動推奨」で聴いてるんですが…

ノリノリです…ｗ
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=lH1nkEBtyTc
【MV】誰がために-2012ver.-　－　成田賢 

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

そんなに前から中津川さん読んでた？という自覚がなかった。（＾＾；）

　　↓

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年12月16日12:39

中津川　昴 @subaru2012 · 15時間15時間前 
現在のオーロラ発生状況。太平洋側で徐々に強い磁気嵐によるオーロラが発生しつつ

https://www.youtube.com/watch?v=H_Aj0NuJiL0
https://www.youtube.com/watch?v=fWfVQKLIKWA
https://www.youtube.com/watch?v=TFtxRRi3ewI
https://www.youtube.com/watch?v=qvajfh3QFoQ
https://www.youtube.com/watch?v=lH1nkEBtyTc
https://www.youtube.com/watch?v=t55VHg6R_sA


ある様だ。

猫塚＠塩小姓 @nekomekko · 17分17分前 
太陽フレアの影響で電気が使えなくなって食料の備蓄云々って話に職場でなってい

て「では戦国時代と同じ暮らしができるのだな、米はわしは土鍋と火で炊けるし蝋燭

もあるし、あとは馬がいれば…」と独り言言ってたらそこ萌えるなと言われた。

https://www.youtube.com/watch?v=iglWBlYEViQ
宇宙戦艦ヤマト2199OP FULL 
　　↑

観てない。観たい。（＾＾；）（時間とカネくれ！）

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=7bWpaHmIyME
宇宙戦艦ヤマト2199 真っ赤なスカーフ 

https://www.youtube.com/watch?v=8BkYKwHLXiU&index=4&list=RDvCEvCXuglqo
Ricky Martin - La Copa de la Vida 

https://www.youtube.com/watch?v=4Aa9GwWaRv0&list=RDvCEvCXuglqo&index=14
Michael Jackson - Smooth Criminal - Live in Munich 1997 

まぁ他にもたくさん聴いてました…♪

札幌は雨。

本日終了！

　

　

 
 
ひみつ日記

（　詐欺幼虫　）　

　

　

 

https://www.youtube.com/watch?v=iglWBlYEViQ
https://www.youtube.com/watch?v=7bWpaHmIyME
https://www.youtube.com/watch?v=8BkYKwHLXiU&index=4&list=RDvCEvCXuglqo
https://www.youtube.com/watch?v=4Aa9GwWaRv0&list=RDvCEvCXuglqo&index=14


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月24日21:59
　　

川内原発直撃震度４？

火山性地震でしょうから、

まだまだ続くよな？

完膚なきまで。

跡形も無くなるまで…

な？

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月25日8:47
　

rin_earthさんがリツイート 
黒木榮一 @agristation · 11時間11時間前 
黒木榮一さんがりりぃをリツイートしました

昨年の上司に「評価Aをつけたんだけど、上から残業時間が少ないからBにしなさいと言われた。
ごめんね」と衝撃の告白をされました。生産性は、上がらないなと思いました。

https://twitter.com/agristation/status/900695770973655040
　

　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/agristation/status/900695770973655040
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8月26日8:51
　

OTL49さんがリツイート 
つゆぴ@お疲れ様でした @tsuyup · 8月24日 
返信先: @tsuyupさん 

時給900円前後をドル換算すると、8ドル前後。

発展途上国の上の方あたりに今いる感じ。

RT増えてくると、「飲食店なんだからそれくらいマニュアルで決められてる、当然だ」ってご意
見もいただけるのだけど、

時給8ドルチップなしで、労働力の安売りなんじゃないかなと思う今日この頃。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月26日9:06
　

OTL49さんがリツイート 
きっこ @kikko_no_blog · 8月24日 

安倍晋三は口をひらけば「アベノミクスで雇用が増えた」と自画自賛ばかりしているが、1990年
には約880万人だった非正規雇用者が今の安倍政権になったら約2000万人と2倍以上になった。ち
なみに非正規雇用が増えて喜ぶのは人材派遣大手「パソナ」の会長の竹中平蔵くらいだろう。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月27日8:27
　

rin_earth @rin_earth · 10 分10 分前 
rin_earthさんが始祖　東京は廃都となるかをリツイートしました
　

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


「評価しない」というヘンテコな言葉も定着してしまいました・・・

「評価に値しない」ならまだ理解できますが・・・と、違和感を覚えるのは私だけでしょうか？

https://twitter.com/rin_earth/status/901583964523028481
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日10:38
　

OTL49さんがリツイート 
菅野完 @noiehoie · 24時間24時間前 
　

とりわけ共産党がすごいのは、70年代にやってた、統一教会の研究。「統一教会、ヤバイであ
れは」と真っ先に言い出したのは共産党で、いまも統一教会の事調べると当時共産党の人らが作

った資料が役に立つ。しかし、あの頃の共産党はとても国粋主義的だったので、すぐに「しょせ

ん韓国人」とか言い出す

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日10:39
　

OTL49さんがリツイート 
ラトビア @Latvija_the_two · 9月5日 
　

dareka53さん作品
日本は”最も成功した社会主義国”と呼ばれた事があります
#ポーランドボール 
#polandball
https://twitter.com/sukipparanisake
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日10:51
　

https://twitter.com/rin_earth/status/901583964523028481
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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OTL49さんがリツイート 
レオン @Leon_hentl · 9月4日 
　

あっ…

これはあかんわDW詰んでるわ…
https://twitter.com/Leon_hentl/status/904597948394225664
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日10:52
　

OTL49さんがリツイート 
伊藤　剛 @GoITO · 9月3日 
　

松本人志のコメントを読んでつくづく思ったのは、一芸をもって苛烈な競争を勝ち抜いてきたひ

との人生観や価値観は要注意だということ。生存者バイアスもそうだが、強迫的な自己肯定（と

、表裏一体の他者否定）が入りやすい。普遍性や一般性にはむしろ乏しいと思う。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日10:53
　

OTL49さんがリツイート 
辻仁成�認証済みアカウント� @TsujiHitonari · 9月4日  
　

息子よ。悪口をいわれたから誰かの悪口をいう。悪口を言わないと自分を維持できなくなってし

まうからだ。それは哀れなことだよ。

悪口は悪口に帰る。

悪口は悪口を集めてしまう。

君はそこに加わっちゃだめだ。心の広い気持ちのいい仲間たちと遊びなさい。

https://twitter.com/Leon_hentl/status/904597948394225664
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


おやすみ、日本。今日もよく生きました。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日11:17
　

OTL49さんがリツイート 
さちお@はてなブログ @sachio929 · 9月1日

退職理由の1位が人間関係って、もしかして日本人性格悪いんじゃない？
https://twitter.com/sachio929/status/903416678314156034
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（８月25日）　いろいろ自分に関する反省点や要⇒改善点が目につき始める「天中殺
あけ」。

https://85358.diarynote.jp/201708250702169236/

【 旭川 ０．０６９ μ 】／【 札幌 ０．０４９ μ 】（＋２２℃）
。

2017年8月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=kbjhO3iX1GY
East Asia modern Folks Music Compilation 

おはようございます。

０６：４８になりました。

早くも３連休の最終日。（＾＾；）

定刻６時始業。ほぼ正常に運行中。

心身ともにおおむね健康。眼が過労。（＾＾；）

いろいろ自分に関する反省点や要⇒改善点が目につき始める「天中殺あけ」ですが、

実際に動き出せるまでにはあと半月くらいかかりそうです？

そして、まだ「天中殺あけの一撃」が来ていないので…（ここ数年どんどん遅れて、忘れた頃に
くる）…まぁ、出たとこ勝負の来たもの対応で、無計画に生きていくしかナイですね…？

ｗ（＾＾；）ｗ　

（対応のしようもない「個体惑星」。とか、カッ飛んでるし…！）

https://85358.diarynote.jp/201708250702169236/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708250702169236/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170825/85358_201708250702169236_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kbjhO3iX1GY
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08月25日（金）【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 0.047 0.039 0.044 6 
05:00 0.045 0.043 0.044 6 
06:00

昨日のデータはこちらのコメント欄にあります。

⇒http://85358.diarynote.jp/201708240757088100

気温は午前５時で２２℃。強烈な横殴りの朝陽（＾＾；）でぐんぐん上昇中。

上空は一定して北風。地上は断続的な乱れ風。

湿度はむちゃくちゃ高いですが…この状況なら洗濯物は、乾きそう？
ですね…？？

ホワイトフード @whitefood1 · 13時間13時間前 
8月24日18時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が40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/DH_AEMyUMAIsBkz.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 19時間19時間前 
8月24日12時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が16箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/DH9tfPkVYAAYGgY.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
8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://85358.diarynote.jp/201708240757088100
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DH_AEMyUMAIsBkz.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DH9tfPkVYAAYGgY.jpg


http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/DH8xiCTUwAATY0A.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 15時間15時間前 
平成22→23年度　ほぼ全ての「特定疾患(難病)」が激増！！

「奇形、癌、確実に起こる」（北海道がんセンター院長

https://twitter.com/neko_aii/status/900652189382725632

OTL49さんがリツイート 
異邦人 @Medicis1917 · 8月22日 
日ロ首脳会談では具体的な領土交渉が何一つ出来なかったばかりか、３０００億円の

バラマキ支援や共同経済活動の約束など、交渉のイニシアチブを握ったロシアに美味

しい所を全部持っていかれ、挙句の果てには最新式のミサイル複合体を配備されて北

方領土の軍備を強化される始末。これが安倍外交の実力。

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月25日7:32
　

突然の通り？雨。

けっこう激しい。

慌てて窓を閉めてきました。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DH8xiCTUwAATY0A.jpg
https://twitter.com/neko_aii/status/900652189382725632
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…洗濯物、外干ししなくて良かった！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月25日9:59
　

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年08月25日 07:34】
北海道地方では、２５日朝は大雨による低い土地の浸水に、２５日昼前まで土砂災害や河川の

増水、竜巻などの激しい突風、落雷、ひょうに注意してください。

…現在、晴れてまーす…！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月25日10:34
　

雨は小一時間ほどでやんで、みごとに晴れました♪

典型的な「寒冷前線通過」で…

気温と湿度と線量が下がりました♪

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月26日6:49
　

2017年08月25日（金）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
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03:00 0.038 0.037 0.037 6 

04:00 0.047 0.039 0.044 6 
05:00 0.045 0.043 0.044 6 
06:00 0.043 0.040 0.042 6 

07:00 0.039 0.038 0.039 6 

08:00 0.044 0.038 0.041 6 
09:00 0.042 0.039 0.041 6 
10:00 0.040 0.038 0.038 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 0.038 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 0.036 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 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 6
 



（８月25日）　「おおの水没」 エピソードにかぶる…（－－；）…★

https://85358.diarynote.jp/201708252039382614/

（沙魚　宇宙）

2017年8月25日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

荒木健太郎�認証済みアカウント� @arakencloud

関東の皆様へ．今日25日は危険な暑さになります．予想最高気温は東京・横浜・千
葉36℃，熊谷・土浦など35℃．ご高齢の方や小さなお子様にいつも以上に気をかけて
あげて下さい．健康な若い方でも対策しないと熱中症になります．マジで危険な暑さ

です．万全の暑さ対策をして安全にお過ごし下さい．

14:18 - 2017年8月24日

おばんです。なにやら機嫌が最低です。ヤブ歯医者に歯茎がりがり切られて大量出血（＞＜ｐ）

しました★…来週までのガマンだァ〜ッ★★
　　↑

先月末の「仮歯完成」段階でボイコットしておくべきだったと反省しきり…★

それだけでもないようで、なにか夕方から巨大に不機嫌で、

「もう今日は作業もサボる！」！（＞＜＃）！てくらい悪化してるんですけど、

それを自分に許しちゃうほうが明日の機嫌がさらに下がりそうなので…★

とりあえず、手だけつけてきます…★

https://85358.diarynote.jp/201708252039382614/
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（－－；）★

（何日目だ？　どんだけ降り続いてる？？）

　　↓

中津川　昴 @subaru2012 · 8時間8時間前 
北陸・中部地方に巨大積乱雲の塊が南下中

https://weather.yahoo.co.jp/weather/zoomradar/ …
https://twitter.com/subaru2012/status/900916614484197376

　　↑

ちなみにもちろんこのエリアは、「おおの水没」（政府による反政府市民の皆殺しテロ。）とい

う

エピソードにかぶる…（－－；）…★

中津川　昴 @subaru2012 · 9時間9時間前 

14号、15号のたまご
https://twitter.com/subaru2012/status/900915796955734017

中津川　昴 @subaru2012 
中津川　昴さんがさのっちをリツイートしました

なかなかいい味出してくる！

https://twitter.com/subaru2012/status/900921426110173185

https://weather.yahoo.co.jp/weather/zoomradar/
https://twitter.com/subaru2012/status/900916614484197376
https://twitter.com/subaru2012/status/900915796955734017
https://twitter.com/subaru2012/status/900921426110173185


（８月25日）　（１９８４年１２月１日？）

https://85358.diarynote.jp/201708252059136132/

（１）　　（１９８４年１２月１日？）

2017年8月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　

　　" エスパッション "シリーズ　vol.０

　　ブラインド・ポイント　－後編－

　…う〜〜〜、うええ。

　気分わるーーーーーー…

　ぼんやりと正気づくとロルーが至近距離でのぞきこんでいた。

　ちょっとォ。

　背景（バック）は見慣れない広い部屋。

　あたし………

　どうしたんだっけ？

「やれやれ。ちょうど居合わせてて良かったよ。怪我人（かんじゃ）の安売り日かね？今日は」

「すみません、ドク。お手数をおかけしまして」

　それじゃ。と声をかけて誰かが去っていく。

　………ああ。

https://85358.diarynote.jp/201708252059136132/
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　たしか、撃たれて宇宙服が。

　そのあと船殻を包むバリアの輝きがやたらまぶしくて、それから、

　…そうだ。

　サキたちは、無事かしら！？

「…う、…」

　まだ言葉は口のなかで声にはならず。

「アリー？　大丈夫ですか？」

「ぐぅ〜。………」

　腕時計（クロノメーター）に目をやると４分以上は空気（エア）無しだって事になるもんねえ

。

　吐き気がする、くらいで済んだのは、はっきり言って幸運（ラッキー）だったけど。

（自覚ないだけで案外、脳味噌ばかになってたりして。）

　体のコンディションを確かめる。

　ん、ＯＫ。

　骨折なし。挫傷なし。とりあえず、生きてる。

「アリー」

　心配そうな…

　とても、なんていうのか、気遣わしくてならないとでもいう風な、ロルーの蒼い顔の黒い眼と

、ふたたび瞼をあけるとモロにかちあってしまった。



「………じょぶ。」

　手をぱたぱたと不って唇のはしを無理につりあげて見せる。

　あ〜ダメだこりゃ。やっぱ頭、やられちゃった………みたいな。

　このロルーの表情（かお）がマジで優しげに思える、だなんて。

「…地球人ときたら本当に…」

　ためいきをついて黒い眼で微笑って。

　じとり頬にはりついていた前髪をそうっと、長い指がはらいのけてくれた。

「普通なら仮死状態で、集中医療管理（M.C.C.）による蘇生措置が必要なところですよ？　それ
を強心剤（カンフル）一本で立ち直ってしまうんだから、あなたは。」

　すいませんねぇ野蛮人で。

「応急処置がよろしかったんですわ。リスタルラーノで口移し（マウス・ツー・マウス）の人工

呼吸法を御記憶のかたがいらっしゃるとは思いませんでしたけれど。」

　おだやかに声をはさんできたのは、例の、先刻サキと話していた映話機（ヴィジホン）の金髪

美女だった。

　…ところで？　マウス・ツー・マウス………？

　…げっ！？

「…わ。そんな顔しないで下さいよ。しかたないでしょー、あの場合。」

　う〜〜〜ぐるるるるる…っ

「まぁ役得ではありましたが。」

　！　このっ！



　すこぉし、優しいかな、なんて、見なおしててやればっ

　こいつ、もういつものぬらりひょんなんじゃあないのッ！！

　…

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月25日21:02
　

欄外に、

　トクホンの

　白さ冷たし

　今日師走。

なんて書いてあるので、１２月１日。のようですね…？

（＾＾；）

（ちなみにトクホンは、この原稿「すべて手書き」なので…

　右腕の腱鞘炎対策で、常時複数枚、貼りまくってました…☆）
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（８月25日）　たしかに…アルパカ狼さんだわ？⇒エリーさん。…？？

https://85358.diarynote.jp/201708252122583719/

（２）

2017年8月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　

　ここはこの基地のおそらく第一区画（エリア）、中央集会室。

　船の規模からすればずいぶん小さめのサイズなんじゃないかしら。

　ちょうど小学校（エレメンタリー）のプレイルームといった部屋に、隣の食堂室らしいのをぶ

ち抜きにして、今は人間でごたごたしている。

　その大部分が、子供。

　赤ン坊から１３〜４歳くらいがせいぜいの、賑やかこの上ない集団。

　ごくわずかな保母（ナース）と、研究屋ふうの白衣の大人たち。

　海賊の危険のまっただなかだというのに、そこは清潔で、おだやかで、安全で…

　護られている、という信頼感が、どこかにあった。

「…それじゃ、」

　と、へらへら笑いながら立ち上がってロルーがむこうを向く。

「彼女を頼みます。私はそろそろ戦列に戻りますので。」

「あら。」

　あたしが、なんですって、この" 走りっぱなし"アリーさんを後方送りにしとこうって言うのっ
！

https://85358.diarynote.jp/201708252122583719/
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　…と喚きたてるだけの元気をとり戻すひまもなく。

　金髪美人がのたまった。

「まぁそんな事おっしゃらずに御一緒にいらっしゃればよろしいのに」

「は？」

　上品（ハイ・クオリティ）にも無邪気なお誘いに、さしものロルーでさえ途惑った声、だした

わよ。

「いまお茶の仕度をしていますのよ。地球風の手沸かしのものですから、リスタルラーナのかた

にはお口に合わないかも知れませんけれど、」

　………きゃん♪ 地球風のお茶っ！？　♪♪♪♪

　…などと、思わず喜んでる場合じゃあ、ないっ！

「…ぢょっと、はなたっ！」

　とび起きて喰ってかかる。と、やっぱまだ、声が涸れてる。わよねぇ。

「アリー！？　気分が悪いんじゃ、」

「はん。なめないでよね。地球人の回復力。」

　実際あたまはメチャ痛いわけ。じろりと不機嫌にロルーにはイチベツをくれて。

　ひと息にまくしたてた。

「…あなた、」

「　エリザヴェッタと申しますわ。」

「ミズ・エリザヴェッタ。言わせて貰いますけど、現在の状況が把握できてらっしゃるのかしら

。



　ここは他に救けをたのめない盲目宙域のド真ン中で、この基地は噴射管（ノズル）をやられて

現在航行不能のはずです。

　ベースジャックをもくろんでいる海賊の数はだいぶ減らしたとはいえまだ約４０名。

　対する我々は戦闘要員わずか９名。

　うち２人はあなた方のお仲間の、まだ少女（こども）ですわね。

　それが、一番の激戦場で白兵戦やってるんですよっっ！！」

　ぜぇぜぇはぁはぁ。

　救けに行かなくても心配じゃないんですかっ！

　叫びたかった。

　もはや連邦警察（テラズポリス）警部としての義務以上にあたしはこの正体不明（わけのわか

らない）船に興味をひかれているもの。

　サキ…。

　無事かしら。

　つい今だって撃たれかけていた、灰色の髪の不思議な少女（こ）。

　………にっこりと、金髪美人は笑った。

「大丈夫。レイが行きましたでしょう？

　あの二人がそろえば、たいていの修羅場は、切りぬけて帰って来ますわ。」

　………うっとォ。…全幅の信頼。

　一瞬、年下のはずのその美女の、あまりにも母親然とした笑顔…誇らかで、愛情に満ちて…に
気圧されそうな気もしたけれど。



「…冗っ談じゃないわ！　そこらの喧嘩とは危険の度合いが違うのよっ！」

　サイドテーブル、ひとつぶん殴って、まだすこしふらつく足で寝椅子から立ち上がった。

「…アリー。…あ”〜〜〜」

「そんな顔してもあたしも行きますからねロルー。

　ディーム達の位置は判って？」

「非常部隊（レインジャー）の皆さんなら、今、それぞれの部署をはなれて船尾方向へ移動中

です。」

　答えてくれたのは壁際の操作卓（コンソール）で美人に代わって映話のモニターをしている、

愛らしい茶色の瞳の少女だった。

「サキから言われたので、あたしがそう指示を出しました。」

「そう、ありがとう。ロルー、行くわよ！」

「やれやれ…」

「早目に戻っていらして下さいね。お茶うけに洋なしのタルトを焼きましたのよ。」

　…ずるっ…。

　ヘルメットひっつかんで駆けだすうしろで、金髪美人はおっとりと、湯気のたつお茶を淹れて

いた。

　…

 



 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月25日21:24
　

…あ”〜…ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆

言われて（？）みれば、たしかに…？

アルパカ狼さんだわ？⇒エリーさん。…？？

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆☆
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（８月25日）

https://85358.diarynote.jp/201708252149158979/

（３）

2017年8月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

　

　

　

　…あ〜んもう。

　鼻のおく、香りが残っちゃって、はなれない。

　あれは絶対クインマリー。

　あたしのいちばん好きな。

　…どっと、ホームシックよ。いきなり。

　こんな事件はやく片づけて、さっさと帰りたいわよあたしはっ！！

　…腹だちまぎれに、跳び込んできた海賊のぼんのくぼ、がしっと一発ヒジ打ちを喰らわせて。

「敵前逃亡とは情けのない。」

　邪魔にならないよう廊下のすみに蹴倒しておく。

　ヴィジホンの少女に教えられて、ただいま現在の乱闘場所へと、一歩足を踏み出すと。
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　………なるほど………

　すでにあの２人の腕前には敬意を表するっかないわけよ。

　プロですよと、ロルーが言うのも肯ける。

　海賊、もう２４〜５人と残っていやしないんだもの。

＃　あれ、アリーさん達、来たの？　＃

　意外そうな声はもちろんサキだった。

　舞台は銀色の船殻と紫炎ゆらめくエネルギー・フィールドとの狭間（はざま）の真空空間…

　てのは先刻と同じなのだけれど。

　ただ、大分、船尾方向へと流されてきている。

　流されて…

　と。違うな。

　それを意図して流しているんだわ。サキとレイの２人が。

　ディーム班長以下レインジャーの連中があちこちから援護に入ってくる。

　包囲し込めて行く先には、あれ何かしら。力場（フィールド）が基地の壁にむけて急激にくび

れこんでいる場所があって、

　その少し手前に多少色合いの異なる薄膜が…

　いえ、目の細かい光の網といった方が正確でしょうね。

　びっしりと、張り巡らされていた。



　その網に、何故か事故（クラッシュ）のときの船の破片とか流された子供たちの縫いぐるみだ

とかがひっかかってるの。

　ふわふわと漂って行ってまた、気絶した海賊がなんなくからめとられ。

　…あはん。

　なんか雰囲気、魚獲りね。

　あそこへ追い込もうって言うの…。

　銃をあげ、あたしも戦列に加わった。

＃　ゆっくりしててくれりゃいいのに。エリー居たでしょう。 ＃

　………あのねえ。

　でき得れば、銃撃戦の最中に平然と私語したりなんか、しないで欲しいんだけどっ

＃　子供（ガキ）ふたり危ない目にあってるってェのに、お茶ゆっくり喫（の）んでいられるほ

ど無責任じゃないわよあたしはっ　＃

　そんな性格なら今ごろ警官なぞやっとらん。

＃　危ない目。…う〜、彼女にそんなこと云って出てきたのォ？　＃

「あら完璧に信頼してたわよ。」

＃　嘘うそ。そりゃ、部外者が介入してるってんで見栄はったんだ。エリザヴェッタの心配性と

きたら既に病気の域。 ＃

「おやま、心配病？　うちの妹と一緒ね。」

＃　妹さん、居るの。いま地球？　＃

「あのこは火星でお料理の学校に…」



　………いいけどね。世間話（これ）って命がけで撃ったよけた、してる時に、するものだった
っけ…？？？

＃　あたァ！ ＃

　サキが、頭かかえたい、という声で唐突に叫んだ。

＃　う〜〜〜っ　計算外。 ＃

　何事よ。奴らの人数が急に視界から減ったじゃない……

　と。

　それはない。

　それはひどいわっ！

＃　サキ。あの隙間…？　＃

＃　噴射管（ノズル）の軸が歪んだって、そういえばエリーが言ってたんだった…　＃

＃　ど。じ。 ＃

　レイの冷ややかな感想は簡潔だった。

　つまり、その歪みに沿ってリスタルラーナ製の柔構造船にはかなりの幅、亀裂がはいり。

　それを見つけて海賊ども…基地内部に逆戻りして逃げこんでってるのよっ！

＃　五月蠅いなーーーっ！　その計画にホイホイ乗ってたのは誰だ？！　＃

＃　まさかあんたが見落としてるとは知らなかった。 ＃

「　…喧嘩してる間に、後を追ったらいかが…？」



　そうして。

　エアロックをかいくぐり。

　撃っちゃ走り、撃っちゃ走り。

　して。

　船の廊下で盛大な鬼ごっこが…

　語義通りの" 泥警" なんだけど…

　始まって、しまった…。

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月25日21:52
　　

ティーポット…＝急須の紅茶版！　（紀）

　　↑

なる、姉のカキコミがあるんですけど…（＾＾；）…

意味不明。
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（８月25日）　「事実は小説より奇ッ怪なり。」…ッ★

https://85358.diarynote.jp/201708252306377374/

（４）　　（本日終了）

2017年8月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　

★今週ここでザセツ〜★（予定の半分。）

これです。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/116540/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

７－６－０　『ブラインド・ポイント！』 

…だって！「事実は小説より奇ッ怪なり。」で…ッ★

「２０１０年に太陽から生まれた個体惑星」

「地球と月軌道のあいだをウロウロ徘徊中」てェ問題のほうが！

よっぽど！　「リステラス星圏史略」ネタ。じゃないですか〜ッ？？

！（＞＜ｐ）！

★参照★

http://85358.diarynote.jp/201708231942169149/
http://85358.diarynote.jp/201708240648413196/
http://85358.diarynote.jp/201708240849166270/
http://85358.diarynote.jp/201708240849166270/
http://85358.diarynote.jp/201708250817377594/

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1503669000/1011-0010-101000-
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https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091388949/
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http://85358.diarynote.jp/201708240648413196/
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https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1503669000/1011-0010-101000-201708252250.gif?t=1503669631


201708252250.gif?t=1503669631
（２２：４０〜２２：５０）

あ、貼ったのはこれです。

　　↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/7SEEDS
＞「7SEEDS」とは政府のあるプロジェクトの名前である。
＞学者らが「近い将来、巨大天体が降り地球は様々な災害に見舞われ、

＞恐竜が滅亡した時と同じような状態になるであろう」と予測した。

どくた〜☆…ｗ（＾＾；）ｗ…。もろ〜。…★

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　

＃　この調子じゃ追いつけねェな。…中央区画に近づき過ぎだ。

　逆回りするぜ、サキ。　＃

＃　さんくす、レイ。…しっかし、それにしても。 ＃

　くくくっ。と、サキは面白くて仕様がないって調子で笑った。

＃　運のない奴らだ。居室区画に迷いこまされるなんて、ね。

　え〜と、ディーム班長（さん）？　＃

＃おうよ＃

＃　次の角でレソス隊員（さん）つれて左曲がって。

　ロルーさんサイト隊員（さん）正面の階段。それから…　＃

　………驚いた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/7SEEDS


「ヘイっ！　そこで左折して貰おうかい兄さんがた！」

　楽しげにさえ響いた声は前方かなりの距離を先行していた海賊たちの、更に向う側だ。

　一体どうやれば逆回りして直線距離１００ｍの１０秒フラットが出せるわけ？！

　見るもあきれるほど気障に斜（はす）に構えたレイ、視認もろくに出来ないぐらい素速く、片

手だけで数射して…

　故郷の草原でとびきりの牧羊犬（コリー）が羊の群れを追う、その動きさながら。

　見事に海賊たちの針路を封じて、バラバラに脇道へとそらさせてしまった。

＃　アリーさんそこ２本目の昇り！　＃

「了解」

　言われてやたらと細い坂道に跳び込む……

　…え〜〜い、もう！

　なんで、なんだって、宇宙船のなかに不規則にうねりくねってる上り坂の小径、なんてものが

あるのよっ？

　唐突に段差はあるし前方の見えないＳ字カーブはあるし所によっては体、横にしないと通れな

いほど無茶苦茶道幅が狭くなってしまうし。

　おまけに…

　どうして、坂をのぼって階段おりて、素直に角を曲がったら、

　垂直方向にぶら下がって駆けて来る、海賊とはち合わせ、しなくっちゃならないのよっっっ！

＃　シュールだ　＃

　ロルーの呆れ声が通信機にはいって来る。



「　どーいう！　」

　あたし、海賊撃ち倒しながら叫ぶ。

「　感覚で人工重力配置してンのよこの船っ！！

　設計者の性格が疑わ……っ　」

＃　どうもすみませんねェ。次の角、右に曲がって、梯子を降りて。＃

　ちっともすまなくなんか思ってないサキの声だった。

＃　リノル隊員（さん）、次、左。

　だってここの子供たちって年に１〜２度と外に出られないって子が多いんだもの。

　こうでもしとかないと、地上に降りた時にまるで方向感覚ってものが存在してない人間が出来

上がっちまう。 ＃

＃　そりゃ建前だろーが。実は根本的に迷路遊びってェ奴があんた（サキ）は大好きだったと。

＃

＃　あはは。真実をつくなよレイ。あ、ロルーさん、そろそろ次のカーブが見えない？　＃

　………透明チェスだ。

　本当の名人は、もはや勝負する時に現実のチェス盤を必要としないっていう、あれ。

　あきれちゃうわね。

　いくら地の利のある住人、それとも設計者？だからって、これだけ複雑怪奇骨折的に錯綜して

いる通廊群を、それも各人の移動速度までも計算に入れて、自分も戦っていながら即時（リアル

タイム）に、指示を出し続けていられる脳味噌。

　…コンピューター並だわ…

＃　多分にズル、してるんだけどね。 ＃



　脈絡のない彼女（サキ）のセリフが誰にともなく入信（はい）った。

＃　うわっ！　＃

＃　ぎゃっ！　＃

　たて続けにふたつ、悲鳴があがる。

＃　リノル隊員（さん）スレッド隊員（さん）負傷っ。

　サイト隊員（さん）、応急処置たのむ。そこ右に入った所。

　ディーム班長、その辺に映話あるでしょう。ケイに誰か寄こすように連絡して。

　場所は通路０３３７－４９。

　レイ！　＃

＃　こっち半分、掃討した。あとは。 ＃

＃ＯＫ！＃

　パシっ。

　鋭い音がして、振り仰ぐと、頭上で天上からぶら下がっている…としかあたしの側（サイド）
からは思えない…サキが、海賊ひとり、気絶させたところだった。

「アリーさん、そこからこっちに合流して。」

　暑っ苦しそうにメットを脱ぎ捨てながら手を振って見上げて言う。

　床を蹴って、一回転して、天上に跳び降りたあたしを、もういい加減あきれ飽きた、という

顔で、やって来たロルー達が眺めていた…。

 



 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月25日23:14
　

（前項画像参照）

２２：２０〜「超・大噴出」中！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月25日23:32
　

今度は北米大陸にも、

巨大ハリケーンだそうですよ…

(・ω・;)(;・ω・)
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（８月２５日１８：３０）。

https://85358.diarynote.jp/201709050652386316/

（８月２５日１８：３０）。

2017年8月25日 環境は、生命圏で、生存権。
　

 

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年8月12日18:57
 
（入力作業は２０１７年９月４日（夜））。

https://85358.diarynote.jp/201709050652386316/
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（８月26日）　「時差ボケ予知能力者」。

https://85358.diarynote.jp/201708260657192542/

【 札幌 ０．０４７ μ 】（＋２２℃）／【 人より老けないコツ 】
。

2017年8月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

rin_earthさんがリツイート 
漢方のミドリ薬品 @PandaKanpo · 8月24日 

早く寝る。

火を通した野菜をたっぷり食べる。

カラダの内も外も冷やさない。

ストレッチする。

深呼吸する。

歩く。

笑う。

これが人より老けないコツです。

https://twitter.com/PandaKanpo/status/900659982168760320

https://85358.diarynote.jp/201708260657192542/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170826/85358_201708260657192542_3.jpg
https://twitter.com/PandaKanpo/status/900659982168760320


　　↑

ついでに言うと。「人より」とかとか？

「比べない」生き方…を、貫く。こと？

（参照⇒４つ後。）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=j7E-FsdamYs
’Fragments’ - Best Chillstep/Chilled Dubstep Mix 

おはようございます。

０６：４５になりました。

再びイヤんな４連勤の初日。

札幌は２２℃。

湿気が高くてひんやり感じます。

ほぼ無風。

予報は…晴れ…？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月26日（土）【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

ＰＣの見過ぎと照り返す異常紫外線で眼が痛い。（－－；）

という以外はおおむね健康。

（ただし精神状態に不安要素高し。）

（参照⇒前項トリガー群）

https://www.youtube.com/watch?v=j7E-FsdamYs
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


https://twitter.com/charlie24K

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 2 時間2 時間前 
風もないのに みし音がした。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 8月24日 
頭痛がする…

すでに「時差ボケ予知能力者」な私にとっては、「それは既に起った！」

（過去形）な時点に（だいぶ前から）入ってます…。

（で？　ナニが起こるの…？？）

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
8月25日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/DIB7H0FVwAAPSso.jpg

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月27日7:06
　

2017年08月26日（土）【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 

https://twitter.com/charlie24K
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DIB7H0FVwAAPSso.jpg
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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 0.038 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.038 0.038 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 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 0.039 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 0.037 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 0.037 0.038 6
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月12日12:05
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan · 16時間16時間前 

勝ち組とか負け組とか都落ちとか、それって結局、他人の目から見た自分の価値でしかないか

らなぁ。

そもそも、その他人て誰よ？って話だし。

羨ましがられたい願望の中に、玉の輿結婚とか大手企業勤務とか白い人達の国への移住とか、

勝手に組み込まれてもなー。

https://85358.diarynote.jp/
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（８月26日）　精神状態荒れ気味。(-”-;)

https://85358.diarynote.jp/201708260748286872/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月26日22:08
　

まぁなんとか無事故で生還。

(^_^;)

きのうヤブ歯医者がざっくり切り刻みやがって大量出血した歯茎が

案の定リンパ沿いに腫れて痛いとか（＞＜。）

文句は多々ありますが、とりあえず生きてます。

精神状態荒れ気味。(-”-;)

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！

(ノ-o-)ノ　┫
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（８月27日）　自称「カナリア体質」には、ＡＢ型が多そう？

https://85358.diarynote.jp/201708270722303565/

【 積丹 ０．０６６ μ 】／【 旭川 ０．６１ μ 】／（札幌 ０．０
３８ μ 。２３℃）。

2017年8月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=KuB5aNoKrSc
Golden Disco Greatest Hits 80s and 90s - Best Disco Songs Of All Time - Greatest Disco Music 

おはようございます。０７：０１になっちゃいました。

定刻６時発進ですが、小家事に時間をとられました。（＾＾；）

札幌はこの上もない、晴天！（＾＾）！

日なたの温度計が午前６時で３３℃。西の日陰の室内が２３℃。（＾＾；）

ほぼ無風。降水確率１０％。

…今日は暑くなりそうです…（＾＾；）…☆

（先週まで、「もう秋！」って関東の１０月頃の気候だったのに…ッ☆）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月27日（日）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 

https://85358.diarynote.jp/201708270722303565/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708270722303565/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170827/85358_201708270722303565_1.jpg
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02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.038 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.039 0.037 0.038 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
8月26日7時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が813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/DIHCucPU0AA-sBP.jpg

…そこはかとなく焦げ臭い金属イオン？とか、光化学スモッグの味が混入してまして
空気はおいしくありませんが…（〜〜；）…。

まぁもうあまり、文句は言いますまい…（いうだけムダ！）

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました

AB型は本当にやばい。
他の血液型より被曝に対してかなりハイリスク。

他より先に逃げないと。

https://twitter.com/cmk2wl/status/901386022738460674

…確かに。自称「カナリア体質」には、ＡＢ型が多そう？な気がする…★

…ｗ（＾■＾；）ｗ…

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 23時間23時間前 

https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DIHCucPU0AA-sBP.jpg
https://twitter.com/cmk2wl/status/901386022738460674


▼トウモロコシやトマトは、イモムシに葉を食べられると、イモムシの天敵である寄

生バチを呼び寄せる特殊な香りを出▼一本のトウモロコシが「助けて」とＳＯＳの香

りを出せば、周囲のトウモロコシも守りを固める。香りで虫や仲間と話している　　

https://twitter.com/sinwanohate/status/901242105518972928

中津川　昴 @subaru2012 · 21時間21時間前 
中津川　昴さんがFlyTeam ニュースをリツイートしました

北からはロシア、西からは北朝鮮、南からは中国

https://twitter.com/FlyTeamNews/status/899905739786862592 …
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00368268.html …
https://twitter.com/subaru2012/status/901279689871769600

中津川　昴 @subaru2012 · 22時間22時間前 
この公海上のルートで大阪も東京も米軍基地も狙えるという暗示になる。J隊はスクラ
ンブルしたけど、米軍は沈黙している（レーダーで眺めているだけだが、「日本の要

請があれば、動くよ」という意味で。）大陸の爆撃機が来ても平和な日本では、あま

りニュースにならないな

中津川　昴 @subaru2012 · 22時間22時間前 
【今朝08:06amJSTに発射されたのは短距離ミサイルでEEZの外側だった模様、米韓軍
事演習への挑発なんだろうな（米側からの見方）】

北朝鮮が日本海へ飛しょう体 ２５０キロ余り飛行 韓国通信社 | NHKニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/901263123801194497

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年6月28日 

私の人生を変えられるのは私だけよ。誰も私のためにそんなことやってくれないわ。

キャロル・バーネット

https://twitter.com/sinwanohate/status/901242105518972928
https://twitter.com/FlyTeamNews/status/899905739786862592
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00368268.html
https://twitter.com/subaru2012/status/901279689871769600
https://twitter.com/subaru2012/status/901263123801194497


史上最低記録を更新★（－－；）★

　　↓

アクセス解析

あなたの日記にアクセスされた数の日別の推移を表示しています。最大で 3 か月のロ
グを残しています。

これまでのカウンター増加数の推移

　　日付　　アクセス数

2017-08-26 (土) 46 ☆ 日記更新 
2017-08-25 (金) 89  ☆ 日記更新 
2017-08-24 (木) 78  ☆ 日記更新 
2017-08-23 (水) 67  ☆ 日記更新 
2017-08-22 (火) 73  ☆ 日記更新 
2017-08-21 (月) 78  ☆ 日記更新 
2017-08-20 (日) 57  ☆ 日記更新 
2017-08-19 (土) 52  ☆ 日記更新 
2017-08-18 (金) 74  ☆ 日記更新 
2017-08-17 (木) 80  ☆ 日記更新 
2017-08-16 (水) 115 ☆ 日記更新 
2017-08-15 (火) 52  ☆ 日記更新 
2017-08-14 (月) 62  ☆ 日記更新 
2017-08-13 (日) 47  ☆ 日記更新 
2017-08-12 (土) 46  ☆ 日記更新 
2017-08-11 (金) 76  ☆ 日記更新 
2017-08-10 (木) 56  ☆ 日記更新 
2017-08-09 (水) 90  ☆ 日記更新 
2017-08-08 (火) 70  ☆ 日記更新 
2017-08-07 (月) 55  ☆ 日記更新 
2017-08-06 (日) 55  ☆ 日記更新 
2017-08-05 (土) 56  ☆ 日記更新 
2017-08-04 (金) 71  ☆ 日記更新 
2017-08-03 (木) 92  ☆ 日記更新 
2017-08-02 (水) 63  ☆ 日記更新 
2017-08-01 (火) 79  ☆ 日記更新 
2017-07-31 (月) 66  ☆ 日記更新 



2017-07-30 (日) 58  ☆ 日記更新 
2017-07-29 (土) 69  ☆ 日記更新 
2017-07-28 (金) 73  ☆ 日記更新 
2017-07-27 (木) 68  ☆ 日記更新 
2017-07-26 (水) 86  ☆ 日記更新 
2017-07-25 (火) 62  ☆ 日記更新 
2017-07-24 (月) 49  ☆ 日記更新 
2017-07-23 (日) 62  ☆ 日記更新 
2017-07-22 (土) 53  ☆ 日記更新 
2017-07-21 (金) 48  ☆ 日記更新 
2017-07-20 (木) 98  ☆ 日記更新 
2017-07-19 (水) 83  ☆ 日記更新 
2017-07-18 (火) 84  ☆ 日記更新 
2017-07-17 (月) 88  ☆ 日記更新 
2017-07-16 (日) 63  ☆ 日記更新 
2017-07-15 (土) 68  ☆ 日記更新 
2017-07-14 (金) 78  ☆ 日記更新 
2017-07-13 (木) 68  ☆ 日記更新 
2017-07-12 (水) 92  ☆ 日記更新 
2017-07-11 (火) 69  ☆ 日記更新 
2017-07-10 (月) 61  ☆ 日記更新 
2017-07-09 (日) 63  ☆ 日記更新 
2017-07-08 (土) 51  ☆ 日記更新 
2017-07-07 (金) 77  ☆ 日記更新 
2017-07-06 (木) 65  ☆ 日記更新 
2017-07-05 (水) 85  ☆ 日記更新 
2017-07-04 (火) 90  ☆ 日記更新 
2017-07-03 (月) 64  ☆ 日記更新 
2017-07-02 (日) 56  ☆ 日記更新 
2017-07-01 (土) 78  ☆ 日記更新 
2017-06-30 (金) 78  ☆ 日記更新 
2017-06-29 (木) 88  ☆ 日記更新 
2017-06-28 (水) 123 ☆ 日記更新 
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

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 13時間13時間前 

なにげに空を見たら虹が出ていたよ

https://twitter.com/charlie24K/status/901364580303085568

 
　

 

コメント

https://twitter.com/charlie24K/status/901364580303085568


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月28日6:56
　

2017年08月27日（日）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.038 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.039 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.038 0.038 6 
07:00 0.039 0.038 0.038 6 
08:00 0.038 0.038 0.038 6 
09:00 0.038 0.038 0.038 6 
10:00 0.038 0.038 0.038 6 
11:00 0.039 0.038 0.038 6 
12:00 0.039 0.038 0.038 6 
13:00 0.039 0.038 0.038 6 
14:00 0.039 0.038 0.038 6 
15:00 0.039 0.038 0.038 6 
16:00 0.039 0.038 0.038 6 
17:00 0.038 0.038 0.038 6 
18:00 0.039 0.038 0.038 6 
19:00 0.038 0.038 0.038 6 
20:00 0.039 0.037 0.038 6 
21:00 0.039 0.037 0.038 6 
22:00 0.038 0.038 0.038 6 
23:00 0.038 0.038 0.038 6 
24:00 0.039 0.038 0.038 6
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（８月27日）　エルさんが私のこと完無視で、

https://85358.diarynote.jp/201708271555292087/

隔離ハズシ無視イヤガラ席。(-_-#)

2017年8月27日 就職・転職 コメント (8)
　

　

座席『運』（昨日いたＳＶの誰かの故意な悪意）最低。

返せ、私の営業成績ッ★

（隣のエルさんと向かいのブタガエルが、完全に私の頭のうえ素通り無視で

『私たちだけ仲良し感』絶賛演出中。★

(ノ-o-)ノ　┫

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月27日22:16
　

先ほど一応無事故で帰投。

(-”-;)

今日は大変に不愉快かつ不毛な１日でした。

業務の通話以外、終日だれとも話をしなかった。(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201708271555292087/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201708271555292087/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


なにしろエルさんしか隣にいない隔離席なのに、そのエルさんが私のこと完無視で、

かつ、私以外の人とはのべつまくなしに喋り続けているという…(`ヘ´)

人間として最低すぎるにも程がある。o(＞_＜)o

私と仲の良い人たちが白い目で見てるからって、わざわざ席をフロアのあっちとこっちに完全セ

パレート…
(ノ-o-)ノ　┫

新人さん達がまたあっという間に大量退職するのは間違いないアカラサマすぎるイジメ！

＼(`O´θ／キック！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月28日7:33
　

cmk2wlさんがリツイート 
大袈裟太郎 @oogesatarou · 8月26日 

言説を論理的に批判できないと思った瞬間に、

人格攻撃、デマに走る人がいますが、

それってなんか社会の役に立ってるんですかね？

あと、ブロックされてるのにずっと見続ける、悪口を言い続ける人は、

自分にストーカー気質あることに気づいてもらいたいですね。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月28日8:28

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


　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
JapanDocs @jdocs · 19時間19時間前 

【テレビ】8/27（日）日テレ 24時55分

Nドキュ「ぼくは生きると決めたよ 原発避難いじめからの脱出」

原発事故後、福島から横浜に避難した小学生がいじめられ、賠償金があるだろと言われ150万円
も払った。

何度も自殺を考えた少年が「生きる」と決めた理由を語る。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月28日8:32
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
モン＝モジモジ @mojimoji_x · 11時間11時間前 
　

80代で両足骨折で長期間動けないと、筋力低下等の廃用症候群はかなり深刻で、冗談抜きに命に
関わるよ。いくら政治的立場が違うにしても被害者を叩いてる連中の人間性の欠如はひどすぎ。

こんなのが人間のフリして街を歩いてるとか不気味すぎる。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月28日8:32
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ロジ @logicalplz · 8月24日 
　

「８０代女性が両足骨折疑いで重傷、６０代男性が左足裂傷のけがを負った」

座り込みをしている抗議者をひいて逃げたのか。これはテロ事件だろ。

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


ゲート前で男女２人ひき逃げ　名護市辺野古 - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月28日9:21
　

OTL49さんがリツイート 
ワイド師匠 @feedback515 · 19時間19時間前 
　

社会や政治に対して不平不満を述べたり批判的な言辞を弄すると「日本が嫌いなら出て行け」と

反射的に返してくる人々が少なくないようだが、そういった人たちは「社会をより良いものにし

ようとする意志が一切ない」のだと考えてよろしいでしょうかね。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月30日8:14
　

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました
　

このメルマガ読者の方は、全国展開している塾の先生です。

メルマガ読者「私の周囲の人たちで、いわゆる常識の通じなくなってきている方たちが増えてい

るようにも感じています。些細なことでキレたり、もしくは痴呆のような症状の方々。対応する

ほうも大変です＞＜今後、こうした方たちが爆発的に増えてくるのではないかと。これって、も

のすごく怖いことです」

https://twitter.com/cmk2wl/status/902456027815133184
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年8月3日11:45
　

OTL49さんがリツイート 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/cmk2wl/status/902456027815133184
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重オタクリア充とも提督  @tomo3000sf · 7月29日 
返信先: @onnna_honnne12さん 
　

輪を作って一人の人間をじわりじわりといたぶって生命力が弱っていくのを観察する。

これほど中毒性の高い娯楽もそうそうないのではないか？

なんて思うことがあります。

けど、「中毒」なので全然生産的じゃない。

そんな無駄に身をやつさない為にも嫌う時は一人で、という意見には禿同してしまう

https://twitter.com/tomo3000sf/status/1023623890747060224
　

 
 

https://twitter.com/tomo3000sf/status/1023623890747060224


（８月27日）　昨日のエルさんは本当に最低でした。／今日はしかし「アルパカ狼さ
ん居る率１００％」です！（＾ｗ＾）！

https://85358.diarynote.jp/201708280709426632/

【 岩見沢 ０．０５６ μ 】／（　札幌　０．０３９μ。 ＋
１７℃）。　（半OTL）

2017年8月28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。０６：４６です。おおむね定時運行ですが、起きぬけの小体操がだんだん

長時間化してきて小家事の時間に割り込む（＾＾；）という、いつもの悪癖が出て困り始めてい

るところです。（＾＾；）

（例年しばらく腹筋？体操ブームが続いて、「家事の時間がなくなるッ！」と中断して、また思

い出したように始めて…で、ちっとも腹が引き締まらない。というね…★）

さてと。

昨日のエルさんは本当に最低でした。今日もまだ不愉快と怒りをひきづっていて、

「出勤したくない熱」充満中ですが…★（－－＃）★

…今日はしかし「アルパカ狼さん居る率１００％」です！（＾ｗ＾）！

…まぁ、「観られる」かどうかは、座席「運」しだい。ですけど。ね〜…★★★
★（－－＃）★

https://www.youtube.com/watch?v=Tex4yHy9wAY
運動のための最高の音楽、スポーツ、エレクトロニカ2016
やる気のジムでのエクササイズ

https://85358.diarynote.jp/201708280709426632/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708280709426632/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170828/85358_201708280709426632_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170828/85358_201708280709426632_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170828/85358_201708280709426632_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Tex4yHy9wAY


　　↑

（これけっこうお気に入り♪）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月28日（月）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

…でも「なんだか変なニオイ」が充満してるんですよ★化学的？なニオイ…★

空気はあんまり「美味しくない」状態です。ますます御機嫌がナナメ。

気温１７℃。無風。曇天。

日照時間が目に見えて短くなってきました。

…早くも【鬱病再発危険】注意期間に突入？

…注意、注意〜…★★（－－；）★★

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp地震情報�認証済みアカウント� @tenkijp_jishin · 16時間16時間前 
27日15時20分頃、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。震源地は日高地
方東部、M3.8。この地震による津波の心配はありません。
http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20170827152009.html … #jishin

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 20時間20時間前 
あ！

久し振りに北海道レーダー見たら、黒帯出てる…
http://center.stelab.nagoya-u.ac.jp/cgi-bin/superdarn/hokkaido.cgi?

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20170827152009.html
http://center.stelab.nagoya-u.ac.jp/cgi-bin/superdarn/hokkaido.cgi?year=2017&month=08&day=26&jump=Next&beam=05


year=2017&month=08&day=26&jump=Next&beam=05 …

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
Chinook＠北日本 @YN_Chinook · 17時間17時間前 
なお、津別峠の緊急復旧工事は来春までのもよう。屈斜路湖まで抜けられるようにな

るのは来春の冬季通行止め解除までお預けのようのです。

https://twitter.com/YN_Chinook/status/901676273444855809

　　↑

…雨そんなに凄かったのか、道東…。

…うひょぅ♪…
　　↓

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
Chinook＠北日本 @YN_Chinook · 17時間17時間前 
相変わらず津別峠は厳しい峠だったが、つらさを吹き飛ばすには十分な絶景が待って

いた。

https://twitter.com/YN_Chinook/status/901669515108401153

（検索副産物）

　　↓

https://twitter.com/karitoshi2011

宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 

福島県から北海道札幌市に

一家で自主避難。 現在は、 「避難の権利」を求める全国避難者の会　事務局員 として
、福島県からだけでなく、広域の避難者、居住者の被曝防護に関して、訴えてい

ます。 主に原発事故、避難、保養、放射性物質、被曝健康被害（の心配）などについ
て呟きます。

https://twitter.com/YN_Chinook/status/901676273444855809
https://twitter.com/YN_Chinook/status/901669515108401153
https://twitter.com/karitoshi2011


＞「避難の権利」を求める全国避難者の会

…そういえば、そんなのがあったんだったな…（忘れてた。まだ入ってナイ。）
（＾＾；）

「仲間」とつながりをとれば…精神状態、安定するかなぁ…？？

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月28日7:48
　

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 

人生とは、

今日一日のことである。

デール・カーネギー

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月28日8:58
　

rin_earth @rin_earth · 8月26日 
返信先: @rin_earthさん 

　

３１１直後の「全電源喪失」を聞いて、それから1週間はまともに寝られませんでした。周囲にそ
れが何を意味するのか、解る人も当時は殆どいませんでしたし・・・あれから6年も経ったのです

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


ねえ・・・

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月28日8:58
　

０６１

５５５５…☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月29日7:01
　

2017年08月28日（月）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00 0.039 0.038 0.038 6 
07:00 0.039 0.038 0.038 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 6 
09:00 0.038 0.038 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 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 0.038 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 0.037 0.037 6 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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20:00 0.038 0.037 0.038 6 
21:00 0.038 0.037 0.038 6 
22:00 0.038 0.038 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 6
　

 



（８月28日）　『マナーやタブーは属する文化園によって違う』。

https://85358.diarynote.jp/201708280933385673/

【 『 君 が 代 』 を作曲 した外国人 】／【 創価学会 と 在日団体
】と【 特殊利権部落 と 経団連 】から集計したのか？　（半OTL
）

2017年8月28日 チベット有問題 ！ コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=oCrTnfpPKso
ヒップホップの音楽は、ジムや家庭でのワークアウトとモチベーションで訓練します

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
yunishio @yunishio · 10時間10時間前 
yunishioさんが能川元一をリツイートしました

『君が代』を作曲したのも外国人ですし。

https://twitter.com/kenpou1000/status/901769076313284608 …
https://twitter.com/yunishio/status/901799190002405377

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
能川元一 @nogawam · 11時間11時間前 
能川元一さんが美しい日本の憲法をつくる国民の会をリツイートしました

“お雇い外国人”の手助けを得てつくられた大日本帝国憲法の悪口はそこまでだ！
https://twitter.com/nogawam/status/901782256024305664

https://85358.diarynote.jp/201708280933385673/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=2
https://85358.diarynote.jp/201708280933385673/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170828/85358_201708280933385673_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=oCrTnfpPKso
https://twitter.com/kenpou1000/status/901769076313284608
https://twitter.com/yunishio/status/901799190002405377
https://twitter.com/nogawam/status/901782256024305664


sinwanohate・レイジさんがリツイート 
鮫島浩 @SamejimaH · 23時間23時間前 
昭和を薄め、明治を崇める。明治維新150年を盛り上げ、教育勅語を持ち出し、明治の
日の実現を目指す。安倍政権が元号で歴史を区切り国威発揚を目論む今、新聞があえ

て国家権力の土俵に乗っかって元号キャンペーンをする意図がよくわからない。

https://twitter.com/SamejimaH/status/901610688627347456

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
松尾 貴史 @Kitsch_Matsuo · 23時間23時間前 
歴史を修正したい都知事が、自らの思想に沿って事を矮小化しようとして騒ぎになり

、逆に多くの人々に再認識されるという薮蛇を演じてしまっている感が。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
冨永 格 @tanutinn · 8月25日 

「官憲もデマを打ち消すどころか真に受け、火に油を注いだ。

『当局として誠に面目なき次第』と警視庁幹部だった正力松太郎が後に述べている…
風化を許してはいけない歴史がある」…朝鮮人犠牲者への追悼文を送らない小池知事
に再考を求める天声人語

https://twitter.com/tanutinn/status/901187111042166784

rin_earthさんがリツイート 
想田和弘�認証済みアカウント� @KazuhiroSoda · 8月25日 
政治性を排除することが、極めて政治的であることの好例。「震災の犠牲者すべてを

追悼する」という一見中立的・公平にみえる言説が、朝鮮人に対する暴力を隠蔽する

。実は全く中立でも公平でもない。最近、こういうことがあちこちで起きている。

https://twitter.com/KazuhiroSoda/status/901095817343365120

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 23時間23時間前 
▼帰ってきたウルトラマンの「怪獣使いと少年」。自分の星へ帰ることだけを願う宇

https://twitter.com/SamejimaH/status/901610688627347456
https://twitter.com/tanutinn/status/901187111042166784
https://twitter.com/KazuhiroSoda/status/901095817343365120


宙人と、それを手助けする少年にデマに扇動された一般市民が襲いかかる。

▼脚本は上原正三さん。一つの事件を題材にしている。関東大震災の朝鮮人虐殺で

ある。　

https://twitter.com/sinwanohate/status/901615138549010432

rin_earth @rin_earth · 1日1日前 
rin_earthさんがChihiroをリツイートしました

日本から中国製の服が無くなったら、服屋さんで同じような光景を目撃できるのでし

ょうねえ・・・

https://twitter.com/rin_earth/status/901593650185912321

rin_earth @rin_earth · 8月26日 
rin_earthさんが始祖　東京は廃都となるかをリツイートしました

「あなたが中国の立場で、日本が攻め込むに値する国かどうか、考えてみては如何？

」と逆質問しては如何でしょうか？居酒屋で「中国の脅威が・・・」という人に「中

国が日本に攻め込むメリットって何ですか？」と聞いたら、頭抱えて悩み始めました

から。「相手の立場で考え」ないからでしょうか？

https://twitter.com/rin_earth/status/901587043104337920

　　↑

　　↓

OTL49さんがリツイート 
数学 Ｍ @rappresagliamth · 24時間24時間前 

どんな調査か知らんが74％も満足と本当に答えてるのなら 
背筋が凍るわ

(´·Д·`)　創価学会と在日団体と特殊利権部落と経団連から集計したのか？
↓

https://twitter.com/sinwanohate/status/901615138549010432
https://twitter.com/rin_earth/status/901593650185912321
https://twitter.com/rin_earth/status/901587043104337920


内閣府が悪質捏造調査！現在の生活に「満足」な愚民ども過去最高の74％！
https://twitter.com/rappresagliamth/status/901604634787057664

この論評。…ビミョウ。（〜〜＃）…。

OTL49さんがリツイート 
やのっち(｡·ɜ·)d @_yanocchi0519 · 10時間10時間前 

続》イエズス会は、キリスト教を悪魔教にすり替えることに成功し、バチカンはすで

にイエズス会に乗っ取られてしまった。これは宗教戦争に見せかけたグローバリズム(
世界政府主義)の闘いであることに気が付けば、

日本の政治の歪みと貧困化の本当の原因が分かるだろう。

OTL49さんがリツイート 
きむらとも @kimuratomo · 12時間12時間前 
きむらともさんが想田和弘をリツイートしました

私も先から、南京大虐殺や従軍慰安婦を否定するいわゆる「歴史修正主義者」は「歴

史の間違いを正しく直す者」とは真逆であるから、「歴史改竄主義者」と呼ぶのが一

番だと思い使っていたが、最近、彼らは主張や理念を持つ「主義者」と称する価値す

ら無いと思うに至り、

「歴史妄想者」と呼ぶことにした。

https://twitter.com/kimuratomo/status/901775051443208192

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
想田和弘�認証済みアカウント� @KazuhiroSoda · 21時間21時間前 
想田和弘さんが鳩山由紀夫をリツイートしました

https://twitter.com/rappresagliamth/status/901604634787057664
https://twitter.com/kimuratomo/status/901775051443208192


鳩山元首相のツイートに対するコメント欄を見ると、歴史改ざん主義者たちがいかに

猛威をふるい、小池百合子らの行動がいかに彼らにエネルギーを与えているかがよく

わかる。それはトランプが白人至上主義者を活気づけているのと全く同じ構図。もは

や尋常な事態ではない。

https://twitter.com/KazuhiroSoda/status/901630072150532096

OTL49さんがリツイート 
さるとら @sarutora · 8月26日 
昼間テレビつけたら「インド人はカレーを本当に毎日食べるのか？」みたいな疑問を

検証するという番組で、「 中国人はなぜマナーの悪い人が多いのか？」というのをや
りだした。「本当にそうなのか」とかですらなく、そうであるのが大前提で、理由を

検証する、というていなのよ。さすがにあぜんとした

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月28日15:25
　

『マナーやタブーは属する文化園によって違う』という大前提の検証から…

なんて、発想すら、

無いんだろうなぁ…

┐(’〜`；)┌
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月28日22:27

https://twitter.com/KazuhiroSoda/status/901630072150532096
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先ほど無事帰投。(^_^;)
今日は吉凶半々の引き分け。

くらいの運勢でした。(^_^;)

まぁ大禍はなし。(^。^;)

まんが読んで

カップ麺食べて

早めに寝ます。 (^_^;)
　

 
 



（８月29日）　【鬱病再発】注意危険！徐行期間に突入〜…★

https://85358.diarynote.jp/201708290708127436/

【 岩見沢 ０．０７４ μ 】／【 札幌 ０．０５２ μ 】／札幌の
雲が、南南東で地震があると告げている。（小さいので心配す

るな）。　（むり）

2017年8月29日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1503961200/1011-0010-101000-
201708290800.gif?t=1503961840
（０７：５０〜０８：００）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=3BnNDfXnFbM
最高の電子音楽ジョギングやエクササイズスポーツ音楽 【ランニング 音楽】
- ランニング 曲 - ジョギング 音楽 - 筋トレ bgm - 筋トレ bgm - トレーニング bgm - EDM 

おはようございます。

０６：５３になっちゃいました。

４連勤の最終日。

定刻６時発進ですが、料理に手間取りました。（＾＾；）

札幌は午前５時で１９℃。これ以上あまり上がりそうにない曇雨天。

予報は降水確率５０〜６０％？

帰りは晴れてるらしいのですが、様子見で。

https://85358.diarynote.jp/201708290708127436/
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バス通の場合は１０分早く出なくちゃいけないので、さくさく逝きます…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月29日（火）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 

03:00 0.052 0.039 0.046 6 
04:00 0.051 0.050 0.051 6 
05:00 0.051 0.046 0.049 6 
06:00

★（－－＃）★

日の出の時間がぐんと遅くなりました。（－－；）

【鬱病再発】注意危険！徐行期間に突入〜…★

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 15 時間15 時間前 

いまそら@札幌
https://twitter.com/charlie24K/status/902068414096711680

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 15時間15時間前 
札幌の雲が、南南東で地震があると告げている。

しかしそれは小さいので、心配するなとも言っている。

しんちゃん @shinchann2008 · 18分18分前 
またJアラート鳴らなかった。「17年8月29日午前５時５８分ごろ発射。ミサイルは３

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/charlie24K/status/902068414096711680


つに分離、6時12分ごろ、

北海道の襟裳岬東方の東、１１８０km太平洋上落下」

『北朝鮮ミサイル襟裳岬東方の太平洋上落下か』NHK8月29日6時38分
https://twitter.com/shinchann2008/status/902291581763325952

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1 時間1 時間前 
北朝鮮ミサイル

「３つに分離、北海道・襟裳岬　東方沖1,180km　太平洋上に落下」

OTL49さんがリツイート 
お尻タッチおじさん @akichango · 2日2日前 

これが実態

https://twitter.com/akichango/status/901708495141068802

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Erscheinung41 @Erscheinung35 · 16時間16時間前 
Erscheinung41さんがおときた駿（東京都議会議員 /北区選出）をリツイートしました

カップ麺ごときを「贅沢品」と罵り「米とパスタでしのがない限り貧乏とは認めない

」とのたまうｷﾞｰﾝ様の所属する政党にお任せしたらどんな国民生活が用意されること

になんだろうな

https://twitter.com/Erscheinung35/status/902070688902553600

　　↑

数年前mixiで、「キャベツとベーコンのみの貧乏鍋」に、←貧乏人はベーコンなんぞ買えん！と書
きこんだらスレッドが逆炎上（瞬間凍結）した霧樹りすですが…

なにか？ｗ（＾□＾；）ｗ

https://twitter.com/shinchann2008/status/902291581763325952
https://twitter.com/akichango/status/901708495141068802
https://twitter.com/Erscheinung35/status/902070688902553600


（しかも何？

　１kg３００円もする米？
　１kg４００円もする！…パスタ…？？

…亡Ｔさんなら、「小麦粉！⇒１kg１００円！」と主張するところ…。

…ｗ（＾＾；）ｗ…。

参照⇒http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_4540940562/
『 台所のリストラ術 』

cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 

お前は逃げる。

でも、自分自身からは逃げられない。

ボブ・マーリー

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月29日7:42
　

また降り始めた。（－－；）

バス通勤、決定。（－－；）

　

http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_4540940562/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月29日8:12
　

かなり酷い空気です…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月30日7:04
　

2017年08月29日（火）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 

03:00 0.052 0.039 0.046 6 
04:00 0.051 0.050 0.051 6 
05:00 0.051 0.046 0.049 6 

06:00 0.044 0.041 0.042 6 
07:00 0.040 0.039 0.040 6 

08:00 0.039 0.038 0.039 6 
09:00 0.039 0.038 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 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 0.038 6 
15:00 0.038 0.038 0.038 6 
16:00 0.038 0.037 0.038 6 
17:00 0.038 0.037 0.038 6 

18:00 0.043 0.037 0.041 6 
19:00 0.041 0.039 0.040 6 

https://85358.diarynote.jp/
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20:00 0.039 0.038 0.038 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 0.037 0.037 0.037 6



（８月29日）

https://85358.diarynote.jp/201708300648401242/

検索めも⇒【クラゲ　緊急停止 発電所】⇒消されたａｕニュース
。(-_-#)

2017年8月29日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

愛食していたパンが一種類、

また食べられなくなった。

(T_T)

小麦粉と水は問題ないが、干し葡萄と砂糖？が、ベクレていてくそマズイ。(ToT)

舌がビリピリするよぅ〜★

（＞＜。）。。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月29日14:52

訂正 ａｕニュースは消えてない。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月29日23:20

先ほど無事帰投。(^_^;)

一勝一敗３引き分け？

てな感じのイチニチでした。

https://85358.diarynote.jp/201708300648401242/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20


(^_^;)

まぁ大厄は無し。(^。^;)

まんが読んで

ヤサイ食べて

早めに？寝ます！

( ^_^)／□☆□＼(^_^ )
 



（８月２９日１０：２１）

https://85358.diarynote.jp/201709050654309344

（８月２９日１０：２１）

2017年8月29日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年8月12日18:59
　

※　入力作業は２０１７年９月４日（夜）。
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（８月30日）　とりあえず美味しいから。

https://85358.diarynote.jp/201708300722112536/

【 泊原発 ０．０７４ μ 】／【 札幌 １４℃ !! 】（ ０．０３９ μ
）。　（未OTL）

2017年8月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

『偶然』の拾い物♪（＾＾）♪

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=uIlwr82N1FA
【無料】「トントントーン！」わずか３秒で全身調整を促す手技 
＜8/31(木)迄＞ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

おはようございます。０６：５２です。

前項の日付修正しました。（＾＾；）

検索はこれからやります☆

そんで、「聴きたい曲」を探していたら、標記の動画を「偶然」拾いまして…☆

（＾＾；）

忘れていましたが、そういえば、これでも負傷…もとい、不肖きりぎりす、以前は独学＆非公式
ながら、「マジックハンド」と呼ばれる整体師だったんで…
（＾＾；）

この簡単な動画、視ただけで判っちゃいました♪

https://85358.diarynote.jp/201708300722112536/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708300722112536/
https://85358.diarynote.jp/201708300722112536/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170830/85358_201708300722112536_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170830/85358_201708300722112536_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170830/85358_201708300722112536_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=uIlwr82N1FA


そっか。坐骨神経痛（で脚が痛い）の、自力整体でコレ応用すれば、治るわ…♪

ｏ（＾◇＾）ｏ

神様、ありがとうっ♪

歯医者も今週で終わる（予定）し、秋からは、また、

たくさん歩けるぞ〜っ♪♪　！（＾ｗ＾）！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月30日（水）【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 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

てなことで、あらためまして、おはようございます。

０６：５９になりました。（＾＾）

３連休の初日♪

https://www.youtube.com/watch?v=aY1Ge4HL3Ds
作業用BGM　さわやかなケルト音楽集（北欧音楽）勉強用BGM 

ちょうど気分な音楽もみみかりました♪

札幌の午前５時の気温は１４℃。！（＠＠；）！

…先週の昼間、３０℃まで上がって、汗、かいてたんですが…。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=aY1Ge4HL3Ds


…（－－；）…。

…いきなり「寒い」です。ひざ掛け着用です…★

高い雲が広がっていますが、予報は晴れ？

降水確率１０％。ほぼ無風。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3時間3時間前 
https://twitter.com/charlie24K/status/902608649654112256

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3時間3時間前 
https://twitter.com/charlie24K/status/902606073512640512

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3時間3時間前 
目が覚めてしまったので、ベランダに出てみた。

正面にはオリオン座

左に一際輝いてるのは金星かな？

寒いw

…日の出が遅くなったよね…。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 16時間16時間前 

今日の札幌は水墨画

https://twitter.com/charlie24K/status/902417935565594624

ホワイトフード @whitefood1 · 18時間18時間前 
8月29日13時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が29箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/902390903687438336

ホワイトフード @whitefood1 · 24時間24時間前 
8月29日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し

https://twitter.com/charlie24K/status/902608649654112256
https://twitter.com/charlie24K/status/902606073512640512
https://twitter.com/charlie24K/status/902417935565594624
https://twitter.com/whitefood1/status/902390903687438336


ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/902304855615668224

世界危機研究所（WCL） @Andy_Jepherson · 8月28日 
【速報】北朝鮮ミサイル発射、北海道東沖合に落下か #SmartNews
https://twitter.com/Andy_Jepherson/status/902305266443591681

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 

医療費にカネをかけるより、予防にかけた方がいい。

ずっとずっと安上がりで、しかも健康でいられるんだから。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
大宮さいたま市の漢方いわい薬局 @kampo_counselor · 8月22日 

肝臓は目や自律神経とつながっている。腎臓は耳や脳みそとつながっている。

だから、目が疲れやすい人は肝臓が疲れているかもしれない。

耳鳴りがある人は腎臓の機能が落ちているかもしれない。

といのうのが漢方独特な考えです。何千年という経験から分かってきた理論なので案

外当たる事多いです。

https://twitter.com/kampo_counselor/status/899836271979249664

…最近、肝臓の負担を考えて、「減コーヒー」にチャレンジ中…。（＾＾；）…

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
ねこ＠ペット垢 @hamhamneko · 8月26日 
これは知っておいたほうが良さそう

https://twitter.com/whitefood1/status/902304855615668224
https://twitter.com/Andy_Jepherson/status/902305266443591681
https://twitter.com/kampo_counselor/status/899836271979249664


〖耳鳴りの原因〗

ジージー(虫の音) 老化
キーン ストレス
ウォンウォン(モーター) 自律神経
ヒューヒュー OA機器症候群
ミーンミーン 中耳炎
ザーザー 突発性難聴
グァングァン(洗濯機) 脳卒中
ゴー(ジェット音) 脳梗塞

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年11月23日 
「感覚器官と神経系の病気の中でもっとも一般的であったのは、

　網膜の血管障害

であった。網膜の血管 障害を含む一般的な血管障害の疾患数は、何かの合併症ではな
いが、病態が進む際の一体化した一部で あり、その他の兆候が現れる前に識別するこ
とができる。」ウクライナ政府報告書

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3 時間3 時間前

エンゼルフィッシュという名の美しいルービックキューブ。

世界に一つしかない。

なぜならおいらが作ったからだwww

https://twitter.com/charlie24K/status/902613200222306304

　　↑

すげぇ♪（＠ｏ＠）♪

https://twitter.com/charlie24K/status/902613200222306304


 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月30日7:36
　

あたりもしなかったミサイルなんぞより、

空間線量の上昇率のほうがよっぽど生存に関わる大問題だと思うがね★

（－－＃）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月30日10:39
　

彩雲国物語コピペbot @saiunkoku_c · 8月23日 
　

子美：放射線汚染が怖い人は板チョコ食べるといいわよぉ。

カカオとポリフェノールが体内の破壊された染色体を別にどうこうしないけど

とりあえず美味しいから。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日7:06
　

2017年08月30日（水）【前日】(Yesterday)
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 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/
https://85358.diarynote.jp/


03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.037 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 0.037 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 0.037 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 0.038 0.037 0.038 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
　



（８月30日）　まさに「幻視」してたんだよなー…（－－；）★（リアルタイムで！
）

https://85358.diarynote.jp/201708301515123174/

　【 牛 崩 し ？】　（追記あり。）

2017年8月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

　 　

　　

　

『１０日間、何も植えるな。

　ウシクズシが来るぞ〜！』という

夢を視ました。

何なんだ？(・ω・;)(;・ω・)

もしかして道東が？

キレイサッパリ、

洗い流されちゃうかも？

牛崩し…

立ってる牛がそのまま崩れるくらいの雨。…とか？

場所は道東？

そのシーンの前には、海岸線に近い浜木立ちの中で、近在の人に不審がられながら、

「ああ！空気が美味しい！

　私こんなに美味しい空気を吸ったの久しぶりです！」

とか叫んで散策してて…

そろそろ戻ろう。と、雪国仕様の地下道？のある小さな都市のはずれの繁華街の下を歩いていて

…

そっからまた大きめの河原の土手に出たら？

標記の「〜！」を叫びながら、伝達して走っている自転車の男の人がいました…

（で、そのちょっと上流に、なんかの研究所？みたいな平屋があって、そこに名物のセンセイだ

か教授だかの変人がいて…

　そこから、主に近隣の「漁師 兼業 農家」さんへの緊急の伝令らしかったです…。

（お天気に関する警報、なのは確か。だと思う…。）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

検索してみましたが、こんなのしか釣れなかった。（＾＾；）

＞たっぷりの上質肉を出汁に絡めて味わう“牛崩し鍋”
https://ponpare.jp/gourmet/kanagawa/yokohama/0218741/
＞銀色のお鍋の真ん中にお出汁がグツグツ。それを囲むように盛られた和牛を食べたいタイミン

グでお出汁に絡めて。お肉の色が変わったら、すき焼きのようにたまごに付けて召し上がれ♪

「牛崩し鍋」の画像

https://www.bing.com/images/search?
q=%e7%89%9b%e5%b4%a9%e3%81%97%e9%8d%8b&qpvt=%e7%89%9b%e5%b4%a9%e3%81%97%e9%8d%8b&qpvt=%e7%89%9b%e5%b4%a9%e3%81%97%e9%8d%8b&qpvt=%e7%89%9b%e5%b4%a9%e3%81%97%e9%8d%8b&FORM=IGRE

…うまそうだな…♪

（昨日、めったに食べない「オーストラリア牛」（格安で入手♪）なんか、食べたせいか…？

…ｗ（＾＾；）ｗ…？

関係あるか？⇒【 牛久沼 】（地形は似ている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%9B%E4%B9%85%E6%B2%BC

…【牛久沼が崩れるような大地震】が、来たりして…。

 
 
 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日9:29
　

…この光景、まさに「幻視」してたんだよなー…（－－；）★（リアルタイムで！）
　　↓

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 21時間21時間前 
日航123便はなぜ墜落したのか（森永卓郎） 
http://maga9.jp/morinaga170830/ 

「注目すべきことは、墜落直前の１２３便を２機の自衛隊のファントム機が追尾していたという

複数の目撃証言だ。」

青山透子著『日本航空１２３便墜落の新事実　目撃証言から真相に迫る』読んでみよう。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日9:35
　

…この光景、まさに「幻視」してたんだよなー…（－－；）★
（リアルタイムで！）

　　↓

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 21時間21時間前 
日航123便はなぜ墜落したのか（森永卓郎） 
http://maga9.jp/morinaga170830/ 

「注目すべきことは、墜落直前の１２３便を２機の自衛隊のファントム機が追尾していたという

複数の目撃証言だ。」

青山透子著『日本航空１２３便墜落の新事実　目撃証言から真相に迫る』読んでみよう。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月1日9:33
　

中津川　昴 @subaru2012 · 8月28日 

【誰か「牛の首」という会談を知っている人いる？】

【2017年】今年話題になった都市伝説を紹介します
【地震、海外、怖い話、アニメなど】 - NAVER まとめ
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（８月30日）　☆土岐真扉の物語

https://85358.diarynote.jp/201708301739465991/

（借景ＢＧＭ集）　トキ・マサト の物語。　（仮題）

2017年8月30日 音楽
　

（分離独立from ⇒http://85358.diarynote.jp/201611301756144888/ ）
（借景ＢＧＭ集）　『朝日ヶ森』〜他。

☆土岐真扉の物語

https://www.youtube.com/watch?v=e6-H9xKSPpw&list=PLA801FF4DB8F42470&index=9
Johnny Goes Marching Home (Instrumental Version) 

https://www.youtube.com/watch?v=m1Xk9z7Ihoo
たなばた ／ 酒井格　The Seventh of July / Itaru Sakai 

https://www.youtube.com/watch?v=_6kbwWoCNTY
WORLD ORDER　－　Special medleys 

https://www.youtube.com/watch?v=bf0fMCFvnD0
World Order (Find The Light / Mind Shift) Special X-Mass 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Vxmxpbn0pwA
ポルノグラフィティ　『アポロ』

("OPEN MUSIC CABINET"LIVE IN SAITAMA SUPER ARENA 2007") 

https://www.youtube.com/watch?v=i38eZEOpkUY
上野哲生の動く年賀状2015 It is Tessey Ueno’s New Year’s card. 

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

https://85358.diarynote.jp/201708301739465991/
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https://www.youtube.com/watch?v=_6kbwWoCNTY
https://www.youtube.com/watch?v=bf0fMCFvnD0
https://www.youtube.com/watch?v=anXXLZ6Iv7o
https://www.youtube.com/watch?v=Vxmxpbn0pwA
https://www.youtube.com/watch?v=i38eZEOpkUY
https://www.youtube.com/watch?v=BuxFXHircaI


Symphony of Science - Secret of the Stars 

https://www.youtube.com/watch?v=DZGINaRUEkU
Symphony of Science - the Quantum World! 

https://www.youtube.com/watch?v=TKsuamxZG40
Nearer My God To Thee 

https://www.youtube.com/watch?v=TG8A4iY7a2s
FoZZtone "Reach to Mars" (Official Music Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=GTrXMuyHDf4
「TIGER＆BUNNY」Happy Birthday to Me, to Us

https://www.youtube.com/watch?v=16t3uL-
IgLY&list=PLEc8PDl__bCOh6ij6JMcaCVhnFdPf12be&index=6
[TIGER & BUNNY] ガラスの巨人 Glass Giant (English Sub)
 

https://www.youtube.com/watch?v=DZGINaRUEkU
https://www.youtube.com/watch?v=TKsuamxZG40
https://www.youtube.com/watch?v=TG8A4iY7a2s
https://www.youtube.com/watch?v=GTrXMuyHDf4
https://www.youtube.com/watch?v=16t3uL-IgLY&list=PLEc8PDl__bCOh6ij6JMcaCVhnFdPf12be&index=6


（８月30日）　共生の意味を得るための最良の糧を提供したい。

https://85358.diarynote.jp/201708301843304866/

【　追加あり。　】⇒（発掘作業、一旦終了。　また来週！）

2017年8月30日 就職・転職 コメント (12)
　

　 　

　

そうそう。思い出した。（＾＾；）

これね。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/20297/read

春まだき　（１） [ 編集 ]

ひらがなを覚えると同時に詩（ことば）を書きはじめていました。小学校高学年〜卒

業までの、たどたどしい言葉の群を、パブー開設記念に拾ってみました。（本の表紙

にある筆名は、中学生時代に使っていたものです。）

250円　51ページ
1ダウンロード　コメント（1）
閲覧数：10,188
販売数：1

（…忘れてたわけだｗ　⇒最終作業日が、【 2011-02-28 13:15:20 】…。）

…てことで６年以上？「たなざらし」になってましたが…

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

https://85358.diarynote.jp/201708301843304866/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201708301843304866/
https://85358.diarynote.jp/201708301843304866/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170830/85358_201708301843304866_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170830/85358_201708301843304866_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170830/85358_201708301843304866_3.jpg
file:///tmp/puboo/127514/454785/book/20297/read


結局１冊しか（しかも義理。）売れなかったので、…

もう順次「無料開放」にしまーす…☆

（…読んでもらったほうが、
　　↓　 で、「私がムキになってる理由」が、ご理解いただきやすい…ｗ）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=uOQIh5qMezQ
Best of Hiroyuki Sawano Vol.2 | 澤野弘之の神曲＆BGM集 

てことで、これやってました。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161969

【復讐は、ビシソワズ。】（二年目） 

２０１５年１月まで終了。

寄り道が多くて予定時間超大幅オーバー…★
（－－；）

根性で予定を完遂するか、もう寝ちゃおうかで悩み中。（＾＾；）

とりあえず、ＰＣは終了しまーす☆

https://www.youtube.com/watch?v=fB-OSjHGB8Q
Best of Hiroyuki Sawano Vol.1 | 澤野弘之の神曲&BGM集 

おまけの発掘【副葬品】。

　　↓

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=uOQIh5qMezQ
file:///tmp/puboo/127514/454785/book/116517/page/3161969
https://www.youtube.com/watch?v=fB-OSjHGB8Q


2015年1月19日9:02

meg lalala @Kissmeyummy · 1月14日 
熊本大学の物理学者入口名誉教授がFacebookではっきり

「福島原発は放射能活火山と化した。

　近い将来、放射能汚染は三重県含む中部地域まで拡大されるだろう」

と投稿なさったことを知ってる国民は百人に何人いるかな？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

発掘副産物♪

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=XY2oigtee8g
孩子的天空 首波名人版MV 

…いよいよやばいところに入って来ました…★
ｗ（－－＃）ｗ

http://85358.diarynote.jp/201501162153566865/
崖っぷちギリギリ巣。┐(’〜`；)┌

2015年1月16日 就職・転職 コメント (6)

https://www.youtube.com/watch?v=zhCheCryopA&list=PLA801FF4DB8F42470&index=8
The Battle Cry of Freedom 

https://www.youtube.com/watch?v=a1mDdGyC0fo
921 十周年 「讓愛轉動整個宇宙」 50組藝人大合唱

https://www.youtube.com/watch?v=F8lWiWaSTtg
1989 群星 歷史的傷口
　

https://www.youtube.com/watch?v=XY2oigtee8g
http://85358.diarynote.jp/201501162153566865/
https://www.youtube.com/watch?v=zhCheCryopA&list=PLA801FF4DB8F42470&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=a1mDdGyC0fo
https://www.youtube.com/watch?v=F8lWiWaSTtg


　

 
 
ひみつ日記

　

（　詐欺　幼虫　）　（＾＾；）

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日9:27
　

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 20時間20時間前 

すばらしい教科書を読んだ（鈴木耕）

http://maga9.jp/kotobano170830/ 

学び舎『ともに学ぶ 人間の歴史』。QT：この教科書を作った先生たちは…子どもたちに、日本と
は何か、世界とは何か、共生の意味を得るための最良の糧を提供したい。ほんとうに心の底から

そう思ったのだと…
https://twitter.com/sinwanohate/status/902744392095629314
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日10:16
　

OTL49さんがリツイート 
sakamobi @sakamobi · 8月28日 

2時間かかっていた仕事を20分で終わるシステムを組む
→残業時間が減って評価下がる……　同様のケースの報告も
https://sakamobi.com/news/zangyougen-hyoukagen …

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/sinwanohate/status/902744392095629314
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://sakamobi.com/news/zangyougen-hyoukagen


前職でもまったく成果上げてないのに“朝自主的に早く来てる”ってだけで妙に評価高い奴がいた。
上司が馬鹿なんだよね(#·∀·)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日10:54
　

OTL49さんがリツイート 
cdb @C4Dbeginner · 8月28日 

「やる気がないなら帰れ」というパワハラに「帰っていいんだよ」というのは正社員向けのメソ

ッドで、

我々非正規の場合は「いや、やる気は全然ないけど定時まで居ますよ。時給制だし」「金次第で

は帰らんでもない」「そもそもテメーはやる気のある奴隷を見たことがあるのか」という回答が

正解になります

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日11:14
　

OTL49さんがリツイート 
えふ太 @fta7e · 8月24日 

「その商品が高い、と感じたら、製作者はあなたを購入者として想定していない」というのは、

もっと知られていいことだと思う。値付けとは、同じ価値観を共有できる人と出会うための暗号

みたいなものなのだ。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日11:32
　

OTL49さんがリツイート 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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アイザック @Isaacsaso · 8月28日 

「やる気がないなら帰れ」と指示する人が望んでいるのは

「やる気のある人に残ってもらうこと」ではなく

「逆らう気のない人に残ってもらうこと」ですね

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日11:33
　

OTL49さんがリツイート 
異邦人 @Medicis1917 · 8月28日 

端的に言って、政財官が主導する規制緩和の議論は生身の人間を無視している時点でアウト。楽

観的な希望的観測に基づく机上の空論で、バカげた数字のやり取りに終止している。ハッキリ言

ってソ連停滞期の計画経済と同じぐらい荒唐無稽で浅はか。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日12:04
　

OTL49さんがリツイート 
丸の内コンサルティング @ikaton__bot · 8月27日  
　

体育会系やら部活の顧問やらがよくやる「帰れ！」って言ってキレたあとに帰ろうとすると「帰

るな！」とか言ってさらにキレるやつ、ダブルバインドってやつで、やられた子供の精神はズタ

ズタになるので、そういう輩からはさっさと指導できる権利や教員免許を剥奪したほうがいい

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月1日8:14
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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OTL49 @sukipparanisake · 6時間6時間前 

コールセンターで働く人に罵声を浴びせる「モンスター客」。彼らの態度を変えた秘策とは。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/903308683337097216
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月2日8:47
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
cdb @C4Dbeginner · 1日1日前 
cdbさんが中川翔子をリツイートしました
　

昨日あたりから中川翔子さんら学生時代にいじめを経験した大人たちから、9月1日がどういう意
味を持つ日かということを理解した上での

「とにかくどこでもいいからいったん逃げろ、避難せよ」

というメッセージがJアラート以上の切実さで流れて来ている
https://twitter.com/C4Dbeginner/status/903402186259828736
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月3日9:04
　

OTL49さんがリツイート 
onsenlike @onsenlike · 5月23日 
　

創価学会のトンデモナイ、マニュアルが流出！？その全文がこちら！！

- 大学生が気になったまとめ(旧 雑談ウィズ) 
http://xn--dckce1b2cc6938q.jp/matome/1065040585黒ウィズクイズ.jp/matome/1065040 …
ｈ）

 
会員はお互いを目の合図で確認の上で仲間を集め,戦う時には常に3人以上一組で攻撃し

https://twitter.com/sukipparanisake/status/903308683337097216
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/C4Dbeginner/status/903402186259828736
https://85358.diarynote.jp/
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精神疾患に追い込む。

https://twitter.com/onsenlike/status/866928679590416385
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日9:29
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
45 @yonjyu_go · 9月4日 

褒める派と叱る派を見てますが、自分が相手を指導する側になって思うのは、

褒める事ができる人間は脳をフル回転していますよ。

怒りは感情だけど、褒めるのは思考なんですよ。すごく頭使います。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日10:21
　

OTL49さんがリツイート 
哲夫：反ファシズム @bbtetsuo · 9月4日 
哲夫：反ファシズムさんが数学 Ｍをリツイートしました

怖そうな奴はバッシングしないのが安倍真理教信者。

とにかく「力」にはこびる。弱いものいじめは死ぬほど好き。

　

　

 

https://twitter.com/onsenlike/status/866928679590416385
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（８月30日）

https://85358.diarynote.jp/201708310025206937/

（←前項に追加があります。）

2017年8月31日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (1)
　

　 　

　

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 33分33分前 
ハリケーン「ハービー」

ハリケーンが熱帯低気圧に変わった後も大雨が続き、観測史上最大の雨量で米テキサ

ス州などで洪水、街が水没。住宅地では住民の救助が間に合わない状態も。強盗・略

奪を防止するため、無期限の深夜外出禁止令を発令中。http://abcnews.go.com
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/902904744238211072

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
大型台風15号のサンヴー
30日22時現在の中心気圧（970hPa）　また珍しい進路で、あと数時間で進路を変え北
上し、速度を加速しながら北海道に向かっていて、この台風の影響で太平洋側は「突

然の大雨に警戒」という天気予報

気象庁：http://www.jma.go.jp/jp/typh/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/902894100243857410

「牛殺し」やっぱりコレかなぁ…？（〜〜；）？
（ http://85358.diarynote.jp/201708301515123174/）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1504105200/1011-0010-101000-
201708310000.gif?t=1504105832
（２３：５０〜０：００）

https://85358.diarynote.jp/201708310025206937/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/902904744238211072
http://www.jma.go.jp/jp/typh/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/902894100243857410
http://85358.diarynote.jp/201708301515123174/
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1504105200/1011-0010-101000-201708310000.gif?t=1504105832


…あのまま軽井沢に居たら、今ごろ死んでる…。（－－；）
　　↓

ホワイトフード @whitefood1 · 4 時間4 時間前 
8月30日20時03分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が246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://twitter.com/whitefood1/status/902849135669272578

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
日本時間：08月30日 17時03分
グアム近海で（マグニチュード5.2：深さ10km・プレート境界）やや大きな地震。
これは結構、大きな揺れ方だと思います

。https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000ad3j#executive …

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 10 時間10 時間前 
札幌の空がなみなみだよ！

https://twitter.com/charlie24K/status/902752267429924864

ホワイトフード @whitefood1 · 10時間10時間前 
8月30日14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://twitter.com/whitefood1/status/902758339477737472

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
8月30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://twitter.com/whitefood1/status/902667236678053888

https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://twitter.com/whitefood1/status/902849135669272578
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000ad3j#executive
https://twitter.com/charlie24K/status/902752267429924864
https://twitter.com/whitefood1/status/902758339477737472
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://twitter.com/whitefood1/status/902667236678053888


チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11時間11時間前 
札幌でもJアラートって鳴ったの？
スマホを見る限り、そんな形跡は微塵もないんだけど…

　　↑

私は鳴らなかった。

職場の人たちも鳴った人と鳴らない人で話題になってた。

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日0:30
　

てことで予定ザセツ。（＾＾；）

寝ます！

　

　

 

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


（８月30日）　（そしてカレーになりました☆）

https://85358.diarynote.jp/201709050659327583/

ジャガイモを収穫♪　（＾◇＾）ｇ

2017年8月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　

　

ナンチャッテ１００円プランター菜園（？？）

で、

しかも昨秋に越冬食糧用に買い込んで、春まで残ってしまって

芽が出ていたやつを放り込んだだけなのに…
ｗ（＾□＾；）ｗ…。

まさかこんなに収穫できるとは思いませんでしたｗ

（そしてカレーになりました☆）

（９月５日記載）
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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9月5日7:04
　

そしてジャガイモが植わっていたプランターには

ホーマックで１９８円で入手してきた「秋植えイチゴ」さんが

入居しました…♪
 
 
 

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


（８月30日）

https://85358.diarynote.jp/201709050702144154/

うまかった♪

2017年8月30日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (1)
　

　

（中津川さんがブログで美味しいと書いていたのですが、

　好評すぎて売り切れてしまい買えず。（＾＾；）

　あきらめていた頃に某所で入手。

　美味かった♪）

（９月５日記載）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月5日7:25
　

０

６１

６１００…☆彡
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（８月31日）　【意訳】するな自動翻訳（機械）のくせにっ！ｗ（＾■＾；）ｗ

https://85358.diarynote.jp/201708310731457457/

【 旭川 ０．２９ μ 】／【 泊原発 ０．０５４ μ 】／泊原発にミ
サイル／道民の生命を守るため甚大なリスクを一刻も早く撤去す

べき／（ 札幌 ０．０３８ μ 。＋１６℃ ）。　（未中津）

2017年8月31日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (4)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=L_9tCCOvl38
ケツメイシ　カーニバル 

（←前項＠深夜情報を参照）。

おそめのおはようございます。

６：５７になっちゃいました。

ＰＣ起こしたのは０６：４５。

昨夜が（前項）だらだら残業？（＾＾；）で、予定未遂のあげくに就眠時間が１時間ずれこみ、

そのあおりでどうしても起きられず、（＾＾；）３０分遅延発進です。

従って本日の予定は外出プラン廃案決定。家事と机事と原稿。

さくさくいきます…☆

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年08月31日（木）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 

https://85358.diarynote.jp/201708310731457457/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201708310731457457/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170831/85358_201708310731457457_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170831/85358_201708310731457457_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170831/85358_201708310731457457_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=L_9tCCOvl38
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.039 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.038 0.038 6 
06:00

　　↑

まうもんたい♪（＾＾）♪

札幌は午前５時１６℃。

０７：０３現在は晴天。

ほぼ無風。降水確率０。

文句言い様がないです☆（＾＾）☆

…あれ…？？（＠＠；）？？
　　↓

ホワイトフード @whitefood1 · 5 時間5 時間前 
8月31日2時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が352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://twitter.com/whitefood1/status/902941774678593536

amaちゃんださんがリツイート 
コージ（おきさん） @kohjiokidate · 16時間16時間前 

物凄い夕焼け！ #函館
https://twitter.com/kohjiokidate/status/902823441358667777

@N0NUKES @ST0NES · 19時間19時間前 
返信先: @ST0NESさん 

https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://twitter.com/whitefood1/status/902941774678593536
https://twitter.com/kohjiokidate/status/902823441358667777


次！日本！

アメルカ合州国の心配ばかりしてられん！

さっきから、また！旭川で

　0.29μSv/h!!

ぜんぜんさがらない！

こちらも雨は無い。

#泊原発 な。
きのうさんざん過去のデータを再送したように

もう何ヶ月もイカレてる！

http://twilog.org/ST0NES/date-170829#d170829 … pic.twitter.com/i2bxr0iqrE
https://twitter.com/ST0NES/status/902734780780838912

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

きさらぎ @fi4h_moon · 5時間5時間前 
返信先: @mio_sngさん 
北海道民としてはあっちゃこっちゃに自衛隊があるのでこっちにくるとどこに当たる

か分からんし泊原発もあるし、って怖いですねぇ 全然戦争ではないですけど、戦争乗
り越えたお年寄りはこの恐怖の現実味わってると思うととんでもないです

タマトロ大尉 @reficul_ray · 10時間10時間前 
返信先: @aki88028788さん、@Blue_Swat_Fさん、@YahooNewsTopicsさん 
アメリカも持ってるだけに

持つな！はちょっと

(*´·ω·)(·ω·｀*)ﾈｰ
とも思うし〜ww
どうなるかな〜(*^_^*)
原発と言えば☆

実は上空通過した昨日のミサイルより前のミサイルの方が泊原発近くて恐怖でした(‾

http://twilog.org/ST0NES/date-170829#d170829
https://twitter.com/ST0NES/status/902734780780838912
https://www.youtube.com/watch?v=883HeXl3_kg


▽‾;)
https://twitter.com/reficul_ray/status/902859692178735104

Mr.F.G　世界ウェハー党　肉球新党 @MayamaWoodged · 21時間21時間前 
泊原発の耐震強度に関する北海道電力の公式見解。

福島と同レベルの地震（５５０ガル程度）が発生しても、福島第一原子力発電所の事

故のような燃料損傷には至らないと考えております。 
北海道電力株式会社

ひででん @hidenobu718 · 8月29日 

この軌道で、泊原発をどうみますか？

しかも、これから対岸側には大間原発だそうで！？

というか、日本全国の原発を標的に出来ますね！？ 
https://twitter.com/hidenobu718/status/902332591616823296

鮭虎！ @o4Bvcvs4f9xkGet · 8月29日 
#クロス
泊原発の近くに飛んで来た時もマスコミ黙ってたんやん

フクシマから国の偽装を暴く @Anti_Jigokudama · 8月29日 
フクシマから国の偽装を暴くさんがjunkoをリツイートしました

泊原発も大間原発も狙える。 
https://twitter.com/Anti_Jigokudama/status/902592221903437824

高杉 只眞@フォロー(返しも含む。)歓迎 @t2kizunano1 · 8月29日 
返信先: @ISOKO_MOCHIZUKIさん 

北海道に弾道ミサイル落下したら地区にもよるが50〜300万人の人的被害が出る。泊原

https://twitter.com/reficul_ray/status/902859692178735104
https://twitter.com/hidenobu718/status/902332591616823296
https://twitter.com/Anti_Jigokudama/status/902592221903437824


発に激突したら北海道全域に人的被害が出ていたかもしれなかった。 #弾道ミサイル

電気ミント (NoNuke NoWar) @denki_minto · 8月29日 
北海道民の生命と財産を守るために、泊原発という甚大なリスクを一刻も早く撤去す

るべきです。もう６年以上動いてないんです。必要ないでしょう。 RT
@hokkaidonponet: 北海道知事 緊急会議で「断じて容認できず」
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170829/k10011117141000.html …
https://twitter.com/denki_minto/status/902464464846336000

@N0NUKES @ST0NES · 8月29日 
返信先: @HBChokkaidoさん 
HBC北海道放送さん、北のミサイルよりも

今日は朝から #泊原発 の放射能モレが大変！

#東電の原発事故 からの風も北上する日が多く、7年目。
https://twitter.com/ST0NES/status/902394635158380544

電気ミント (NoNuke NoWar) @denki_minto · 8月29日 

泊原発さっさと撤去するしかないじゃないですか。 

RT @nhk_news: 北海道知事 緊急会議で「断じて容認できず」 #nhk_news
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170829/k10011117141000.html …
https://twitter.com/denki_minto/status/902343221094735872

NASSAN @Nas_Toshi · 8月28日 
泊原発に北朝鮮ミサイルが着弾する蓋然性は高くなったと思うんだけど、再稼働に鼻

息荒くしてる北電にご意見を賜りたい。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170829/k10011117141000.html
https://twitter.com/denki_minto/status/902464464846336000
https://twitter.com/ST0NES/status/902394635158380544
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170829/k10011117141000.html
https://twitter.com/denki_minto/status/902343221094735872


松枝春 @ascendbba · 8月29日 

ミサイルの動きを完全に把握していたなら、大騒ぎせず、"日本上空を通過し太平洋側
に抜ける、泊原発の緊急停止も必要ない。" と国民に向けメッセージ送るのが、政府の
役目だろう。逆に煽ってるじゃないか。

#安倍晋三 #報ステ #北朝鮮 #ミサイル
https://twitter.com/ascendbba/status/902518962855882754

@N0NUKES @ST0NES · 8月29日 
返信先: @ST0NESさん 

みてみろ！今朝からの北海道なんて

恒例のように何ヶ月もつづく

#泊原発 の放射能モレで核汚染ドロドロだ！
昼前には落ち着いてきた様子だが

今度はF1の13μSv/h超が（実は3倍）
いま北上してるぞ！

とにかくマスクしろ！

しかし今年の秋の農産物の収穫は

あきらめろ！汚染が酷い。 
http://pic.twitter.com/WbzuCj7isR

ぶち @hithitsatoshi · 8月29日 
もしミサイルが泊原発に落ちたら北海道全域が放射能で汚染される。

日本の農水産業の最後の砦である北海道が壊滅したら、日本全体の食が壊滅する。

原発再稼働してる場合じゃない。

OTL49さんがリツイート 
大地を守る会　藤田和芳 @DWMK_fujita · 8月28日 
政府の農協改革で全農が株式会社化されると、全農は米国の穀物メジャーに買収され

https://twitter.com/ascendbba/status/902518962855882754
http://pic.twitter.com/WbzuCj7isR


る恐れがある。実際、穀物メジャーは米国にある全農グレインが喉から手が出るほど

ほしい。かつて米豪FTAの後、豪国全農が株式会社になり、米国のカーギルに買収され
たことがあった。日本の全農にも同じことが起こる。

https://www.youtube.com/watch?v=gYz8b2ySz1w
05 Catch The Wave - Def Tech [歌詞あり] 

アクセス解析

あなたの日記にアクセスされた数の日別の推移を表示しています。最大で 3 か月のロ
グを残しています。

これまでのカウンター増加数の推移

日付　アクセス数

2017-08-30 (水) 102 ☆ 日記更新 
2017-08-29 (火) 65  ☆ 日記更新 
2017-08-28 (月) 70  ☆ 日記更新 
2017-08-27 (日) 56  ☆ 日記更新 
2017-08-26 (土) 46  ☆ 日記更新 
2017-08-25 (金) 89  ☆ 日記更新 
2017-08-24 (木) 78  ☆ 日記更新 
2017-08-23 (水) 67  ☆ 日記更新 
2017-08-22 (火) 73  ☆ 日記更新 
2017-08-21 (月) 78  ☆ 日記更新 
2017-08-20 (日) 57  ☆ 日記更新 
2017-08-19 (土) 52  ☆ 日記更新 
2017-08-18 (金) 74  ☆ 日記更新 
2017-08-17 (木) 80  ☆ 日記更新 
2017-08-16 (水) 115 ☆ 日記更新 
2017-08-15 (火) 52  ☆ 日記更新 
2017-08-14 (月) 62  ☆ 日記更新 
2017-08-13 (日) 47  ☆ 日記更新 
2017-08-12 (土) 46  ☆ 日記更新 

https://www.youtube.com/watch?v=gYz8b2ySz1w


2017-08-11 (金) 76  ☆ 日記更新 
2017-08-10 (木) 56  ☆ 日記更新 
2017-08-09 (水) 90  ☆ 日記更新 
2017-08-08 (火) 70  ☆ 日記更新 
2017-08-07 (月) 55  ☆ 日記更新 
2017-08-06 (日) 55  ☆ 日記更新 
2017-08-05 (土) 56  ☆ 日記更新 
2017-08-04 (金) 71  ☆ 日記更新 
2017-08-03 (木) 92  ☆ 日記更新 
2017-08-02 (水) 63  ☆ 日記更新 
2017-08-01 (火) 79  ☆ 日記更新 
2017-07-31 (月) 66  ☆ 日記更新 
2017-07-30 (日) 58  ☆ 日記更新 
2017-07-29 (土) 69  ☆ 日記更新 
2017-07-28 (金) 73  ☆ 日記更新 
2017-07-27 (木) 68  ☆ 日記更新 
2017-07-26 (水) 86  ☆ 日記更新 
2017-07-25 (火) 62  ☆ 日記更新 
2017-07-24 (月) 49  ☆ 日記更新 
2017-07-23 (日) 62  ☆ 日記更新 
2017-07-22 (土) 53  ☆ 日記更新 
2017-07-21 (金) 48  ☆ 日記更新 
2017-07-20 (木) 98  ☆ 日記更新 
2017-07-19 (水) 83  ☆ 日記更新 
2017-07-18 (火) 84  ☆ 日記更新 
2017-07-17 (月) 88  ☆ 日記更新 
2017-07-16 (日) 63  ☆ 日記更新 
2017-07-15 (土) 68  ☆ 日記更新 
2017-07-14 (金) 78  ☆ 日記更新 
2017-07-13 (木) 68  ☆ 日記更新 
2017-07-12 (水) 92  ☆ 日記更新 
2017-07-11 (火) 69  ☆ 日記更新 
2017-07-10 (月) 61  ☆ 日記更新 
2017-07-09 (日) 63  ☆ 日記更新 
2017-07-08 (土) 51  ☆ 日記更新 
2017-07-07 (金) 77  ☆ 日記更新 
2017-07-06 (木) 65  ☆ 日記更新 



2017-07-05 (水) 85  ☆ 日記更新 
2017-07-04 (火) 90  ☆ 日記更新 
2017-07-03 (月) 64  ☆ 日記更新 
2017-07-02 (日) 56  ☆ 日記更新 
2017-07-01 (土) 78  ☆ 日記更新 
2017-06-30 (金) 78  ☆ 日記更新 
2017-06-29 (木) 88  ☆ 日記更新 
2017-06-28 (水) 123 ☆ 日記更新 
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

 
 



 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日7:43
　

たしかにいま現在、空気のニオイはおかしいんですけど…

（むしろ今日は、希ガス！）

（一昨日の雨は「何かタールのように重いものが爆発炎上した煤煙くささ」でした…）
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日8:45
　

なんの脈絡もなくフト気がついたんだけど。

日本語の東北方言？（北海道でも流通？）の、

「してけろ」（して下さい）って…

【 si te quiero 】（シ・テ・キェロ）…？（＾＾；）？
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日9:05
　

…↑…を、「bigで自動翻訳」してもらったら…

If I love you…に、なっちゃったんですが…（＾＾；）…。

【意訳】するな自動翻訳（機械）のくせにっ！ｗ（＾■＾；）ｗ

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


「私はあなたにしてほしい、〜することを。」だろ！直訳はッ！ｗｗｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月1日6:39
　

2017年08月31日（木）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.039 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.038 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 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 0.037 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 0.038 6 
14:00 0.038 0.038 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 0.037 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 0.038 0.037 0.038 6
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（８月31日）　（「サキのお気に入り」という時点でレイの「お気に入らない」のは
間違いないｗ）

https://85358.diarynote.jp/201708312013524319/

（５）

2017年8月31日 リステラス星圏史略　（創作）
　

（ここから続く。⇒ http://85358.diarynote.jp/201708252306377374/ ）

https://www.youtube.com/watch?v=iqu132vTl5Y
Ace of Base - The Sign (Official Music Video) 

　さてそこから追いかけて追いつめて。

　執着地点の大きな天球室（プラネタリウム）へてんでに飛びこんだ頃にはあたし達

、四人だけになっていた。

　海賊どもの数もぐんと減って、もう十人とはいない。

　ただし最後まで生き残った連中というのは、おそらく首領と側近で、当然それだけ

ウデもたち…

「ああも、ちょろちょろうっとォしい！」

　喚くなり、楯にしていた座席の列からレイが飛び出してしまったのは止める暇もな

いことだった。

　パパパーーーーーーッ!!

　あっというまに火線が集中するのを信じられない程の跳躍力で横っとびにころげこ

みながら、かわしきる。

　数度のジャンプで壁の非常口に飛びこんだ彼女のあとには、黒々と、炎をあげてく

https://85358.diarynote.jp/201708312013524319/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
http://85358.diarynote.jp/201708252306377374/
https://www.youtube.com/watch?v=iqu132vTl5Y


すぶっている椅子の残骸の列がのこった。

「…う〜〜〜。造ったばかりだっていうのにっ」

　サキがうなる。

「ほらよ！　全員、銃を捨てな！」

　本当にどこをどう通り抜けるのか。

　天球室の向う側へ不意に現われた青い髪の姿は、仁王立ちになった隙だらけのポー

ズで足元に向けて銃を構え…

　その下には。

　海賊どもの首領と覚しい男が、腹這ってこちらめがけて撃っていたそのままの無防

備な姿勢で、恐怖にひきつっているのだった。

「…レイ！　殺すなよ！」

　油断なく銃は構えながらも素速く立ち上がってサキが叫ぶ。

「殺すんじゃないぞ！」

「 いやだね。」

　大股に近づいて行く相棒（サキ）を見降ろしてレイは冷ややかに眉を上げた。

「例え知らずにであろうとあたしらのエスパッション号に体当たりをかました上、ド

ンパチ沙汰まで引き起こしてくれたんだ。ミノとグラオンは重傷だ。

　こいつらのせいで怪我を負った子供（チビ）どものなかには、あんたお気に入りの

リアラもいたと思ったけどね！」

「レイ！」

「首領にくらい、責任をとって貰おうじゃないか」



　そう…

　散開している敵方のうち一番の高処にその男は位置していたのだった。時折り何か

しらの指示を叫びながら。

　だからこそ、レイは男を撃ち殺したあとで残った海賊たちをやすやすと根こそぎに

してしまえる筈なのだ。だからこそ、彼女たちは男を首領だと思いこんだのだろう

けど。

　首領が息をしている間は自分が撃たれることはないだろうと、下から見上げる手下

どもに全身を無防備にさらしてレイは立っている。止めようと立っているサキも同

じだ。ふたりとも、海賊たちの微妙な感情の動きには気づかない。

　ああ、もう！

　いくら急場のこととは云え、一緒に戦うなら、対手の情報くらい与えておくんだ

った…

　なんて、後悔しているヒマもない。

　あたしはロルーに囁いて、椅子の列のなかを移動しはじめた。

https://www.youtube.com/watch?v=wh-07BzfgYY
Ace of Base - Beautiful Life (Official Music Video) 

欄外に

　リ・ステーラルリアナ

って書いてある。

https://www.youtube.com/watch?v=wh-07BzfgYY


「あんたお気に入りのリアラ」ちゃんの本名とおぼしいが、

どんなキャラだったか印象が薄い。（＾＾；）

（「サキのお気に入り」という時点でレイの「お気に入らない」のは間違いないｗ）

　



（８月31日）　やっぱ、「現世ビクーニャさんが⇒レイ。」かな…？？

https://85358.diarynote.jp/201708312029014492/

（６）

2017年8月31日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=Lm12gDg0D8c
Ace of Base - Never Gonna Say I’m Sorry (Official Music Video) 

　身内でだけは海賊もたいそう情が厚いというのがこの場合は救いになった。

　首領と間違われて殺されようとしている仲間を、皆が見捨てる決心をつけるまでの

、貴重な数秒…

　間違えられた男は下を見、あきらめの表情で微笑って肩をすくめた。

「………《 幽 霊 男 》（ゴーン・ラ）！」

　これが最後とばかりに海賊たちのなかに覚悟を決めたような高い声で呼ぶ者がいた

のだ。

　あたしは男の視線を追ってそいつを見つけだした。

　黒髪の大柄な女。

　そう。こいつだわ。

　あたしは初め、サキが彼女なのかと思いこんでいた。

　幻の、この一味の、真の首領の…

https://85358.diarynote.jp/201708312029014492/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201708312029014492/
https://www.youtube.com/watch?v=Lm12gDg0D8c


　じり、と椅子の影を縫って這い寄る。

　じり、と海賊たちの銃がふたりの少女を狙って持ち上がる。

「…言っとくけどリスタルラーナも地球も法治国家なんだぞ」

　サキはまだ本気で相手を睨みつけていた。

　……う〜ったくっ　気がついてよ、ばかっ！

　あんたたちの取ってる人質は無効になったんだってばっっ

「このシスターナ・レイズさんのいる所は、どこであろうと治外法権さ」

　おっそろしく、気取って、薄い唇がまくれあがっていた。

　ぐいと、引き金を絞る指に力が入る。

「　殺すなって、言ってるだろう!!」

　いろんな事がいっぺんに起こった。

　まず、レイ。

　撃つと見せかけるや呆れるほどの脚力で男を眼下の床めがけて蹴り落とし。

　一旦は見捨てたはずの仲間を救けようとして突嗟に体勢を崩した海賊たち全てにむ

けて、最大出力にした光線銃（レイガン）を向け。

　サキはそのレイを止めようと…驚くまいことか…

　助走もとらずに一挙に３ｍかける１Ｇの高さを飛びあがり…、壇に足をかけるなり
、レイに体当たりをかまし。

　ロルーはこれも最大出力にした衝撃銃（ショックガン）で、総立ちになった海賊た



ちを文字通り片あしから薙ぎ払っていった。

　そしてあたし。

　するり、と女海賊の背後にはりついて。

　思いっきり怒鳴る。

「　さあ！　今度は素直にホールドアップ、してよね！！」

　…一般に、地球系の宇宙海賊が首領にささげる忠誠というのは、絶対的なもので
ある…。

　ひとしきり武器を投げ捨てる音が続いたあと、天球室のなかは、

　しーんと静かになった…

https://www.youtube.com/watch?v=4SGmxbVkUcU
Ace of Base - Lucky Love (Official Music Video)
 
　

　

 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=4SGmxbVkUcU


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月31日22:47
　

「このシスターナ・レイズさんのいる所は、どこであろうと治外法権さ」

　おっそろしく、気取って、薄い唇がまくれあがっていた。

…あ”〜…ｗ（＾＾；）ｗ…。

やっぱ、「現世ビクーニャさんが⇒レイ。」かな…？？

（一見まったくさっぱりいっこうに全ッ然！共通点ナイ。んだけど…？？）
　

　

　

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


（８月31日）　" ゴクリの指輪 "（スメアゴルズ・リング）の製造法。

https://85358.diarynote.jp/201708312051396840/

（７）

2017年8月31日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=AuUHZj6fFnU
Ace of Base - Unspeakable (Official Music Video) 

「だからね、あなた達が人質にとったのは、しょせん副将格というか、外交担当って

程度の奴でしかなかったのよ。」

　首領たち一行をお縄にして船倉に放り込み、それから来た道をとって返してあちこ

ちで気絶し（のび）たままでいる手下どもを回収しながら、あたし。

「警察関係とか、一部では割とよく知られた話なんだけれど、海賊船《 幽霊 》（ディ
リンゴーン）号には表に出て来る" 幽霊男 "（ゴーン・ラ）の他に、謎の首領がいるっ
ていう…」

「………ディリンゴーン……！？」

　サキが首をかしげ、レイが叫んだ。

「…スランナート…" ゴクリの指輪 "（スメアゴルズ・リング）…っ！！」

　ぎ、くっ

「…あなた達…」

　顔を見合わせている二人を、あたしは、太鼓に驚かされた猫の気分で睨んだ。

https://85358.diarynote.jp/201708312051396840/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=AuUHZj6fFnU


　近く公判の始められる《スランナート事件》というのは知っていると思う。

　そう。あの、半年ばかり前にやっと決着のついた、近来まれに見る大がかりな麻薬

犯罪だ。

　四つの太陽と十一の惑星系をまきこんで、被害者総数は延べ七億人にものぼった等

といわれる悲惨なやつで、その元凶となったものが暗号名（コードネーム）" ゴクリの
指輪 "と呼ばれる、名の通り金の装身具の型をした、強烈な催幻装置なのだけれど。

　事件の一応の落着後、上司から極秘裡に《スランナート》公判のための一番重要な

証拠物件が実は未だ押さえられていないんだ…と聞かされた時にはホント、ショック
をうけたわよ。

　一番重要な証拠、つまりは" ゴクリの指輪 "（スメアゴルズ・リング）の製造法やな
んかが、大捕物の寸前に仲間割れを起こした《 幽霊 》（ディリンゴーン）一味に、う
まうまと持ち逃げされていたのだ。

　はやいとこ海賊（しょうにん）どもを引きずって帰らないことには、折角とらえた

麻薬犯どもを無罪放免なんてことにさえてしまいかねない。

　あまつさえ、" ゴクリの指輪 "の製造法がどこか別の組織の手にでも渡ろうものなら
、第二、第三のスランナート禍が…

「なるほどね。それで判ったよ。地球警察（おたく）が慣例けとばしてまでリスタ

ルラーナ（こんなとこ）まで出張って来てたわけ。」

　サキが言う。

　ずずず、と、背中からレイが壁にへたりこんで、

「………証人（あいつら）、殺さないでよかった……」

「　あなた達ねっ」

　あたしは眉をひきつらせながら、もう一度云った。



「なんで、" ゴクリの指輪 "とディリンゴーンの関連性、なんてものを知っているのか
聞かせて貰いましょうか。

　この件に関しちゃあれだけ徹底的に報道管制を敷いてたんだし、そもそも警察内や

情報部でさえ、ごく一部の人間にしか知らされてはいないのよっ」

　そうでもしなけりゃ世論と事件の被害者がパニック起こしてしまう。

　ダークサイドに情報が洩れた日には、どこの組織もこぞって海賊船を匿いたがるだ

ろうしね。

「　そうよ、だいたい、あなた達やこの基地（ふね）は、一体…？！」

「ストップ。」

　正体不明の（美）少女ふたりは、しまったなぁという藪蛇顔で不敵にニヤニヤと笑

いながら、代表して、という感じでサキが右手を上げて人のセリフをさえぎった。

https://www.youtube.com/watch?v=1rER_TyD4qs
Ace of Base - Travel to Romantis (Official Music Video)
 

https://www.youtube.com/watch?v=1rER_TyD4qs


（８月31日）

https://85358.diarynote.jp/201708312104205843/

（８）

2017年8月31日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=FZJwoEVCMY8
Ace of Base - Always Have, Always Will (Official Music Video) 

「事情が判ったところで、エスパッション号に正面衝突（たいあたり）した件の責任

は不問に付してあげるからさ。

　そちらも、こっちの正体の追求するの、止めにしない？」

「〜〜〜なんですってっ!?　人をこれだけ混乱させておいて、よくもまぁ…っ」

「そりゃ単なるおたくの好奇心だろうが」

「こらレイ、あのですね、アリーさん。わたしらとしちゃ海賊一味だけを送り返して

、残りの皆さんには生涯ここで暮らして頂くって方法もあるんだけどね。

　わたしらの協力なしにどうやってこの盲目宙域（ブラインド・エアリア）から抜け

出すつもり？」

「公務執行妨害だわ！」

「もっかい力づく（ドンパツ沙汰）で基地乗っ取り（ベースジャック）やってみる？

　別にいいけど、ここってリスタルラーナ領域なんだよね。

　地球警察の逮捕権って特例として海賊に対してだけ認められてるものだと思うよ。

」

https://85358.diarynote.jp/201708312104205843/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=FZJwoEVCMY8


「…ロルー！　ちょっと！　なんとか言いなさいよ特務部（リスタルラーノ）！」

「はあ。」

「なにが" はあ "よ！」

「…特殊任務部隊っていうのは別に悪人を逮捕してまわる組織ではないんですよねぇ
。

　高度に政治的な配慮で動かされている集団だからして。」

　口笛吹いて逃げるなっての。え〜〜〜〜い!!

「だから何よ!?」

「いま思い出したんですが、《スランナート》の主犯逮捕劇ではどこから現われたと

も知れない謎の美少女ふたりが、大きな役割を占めていたという話…」

「　え？ 」

「おーお。あたしらもついに有名人になったか」

　………あたしは末端組織撲滅の方のチームにいた。あたしはそんな報告、読んでい
ない………

「どーして地球連邦警察も知らないような情報をロルー（あなた）が持っている

のよっっ！？」

「特務部なもので。」

　のんしゃらんとして答える。え〜〜〜いッ！！

　にっこり微笑ってサキが言った。

「それとも話してあげるから賠償請求額、支払う？

　基地（ふね）の修理費と子供たちの治療費。



　…たぶん連邦警察の金庫からは出して貰えないだろうなぁ…」

　…お金の話なんかしないでよっ　ただでさえ妹の結婚準備で大変だっていうのに…

「　わかったわよっ！　何も聞かなかったことにして大人しくしていればいいんでし

ょうっ！？」

　あたしがそう喚く頃に、ちょうど海賊の手下回収作業は終っていた。

https://www.youtube.com/watch?v=Vg0zSGVNjfo
Ace of Base - All for You (Official Music Video)
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vg0zSGVNjfo


（８月31日）　「ぼくと組みませんか？　できれば一生。」

https://85358.diarynote.jp/201708312139067476/

（９）

2017年8月31日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=sdc_6YvJfFo
Ace of Base - Life Is a Flower (Official Music Video) 

　そのあと。

　サキ達が徹夜で噴射管（ノズル）と機関系統の修理をし、基地…《エスパッション
》号とやら…が盲目宙域（ブラインド・エアリア）の辺縁部まで移動するのに約三日
。

　その間、漂流して去った海賊船を追いかけて肝心の証拠物件と、残されていた負傷

者たちを回収したり、まだ使える救命艇を拾ってきて六十人近い海賊の大世帯を最寄

りの保安局支部まで運ぶべく改装したり。

　なんだかんだで、慌ただしく過ぎて…

「ところでロルー，オディアさん？」

「おっと、つれないなあ。オードって呼んで下さいよ」

「あのねっ。」

　やっと一段落ついたティー・ブレイクで、あたしは軽くロルーをにらみつけた。

　他の連中はみんな怪我して船室（うしろ）で寝てるでしょ、借りつけた小型船をふ

たりだけで七十二時間動かさなければというので、操縦系統に若干手を加えて。

https://85358.diarynote.jp/201708312139067476/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=sdc_6YvJfFo


　これであとは食糧と空気（エア）を分けて貰えばいつでも出発できる、というひと

時だった。

「真面目な質問よ。正直に答えて欲しいんですけどね」

「恋人ならいませんが？」

「…ロルー！　あたしは地球連邦警察として…！」

「はいはい。シリアスに承りましょう。」

　…疲れる。……

「あのですねえ。」

　あたしは紅い前髪をかきあげながら言った。

　要するに、境界無視した一介の刑事のために何故、管轄ちがいの特務部が…それも
正体を隠してまで…お目付役にまわされて来たのか、そこが知りたかったのだ。

「…正体、ばれるつもりはなかったんですがねー。…あの連中さえ…」

「ため息ついてみせたって駄目よ。」

　いくら国家機密が、黒星だ、とぼやいてみせたってもう遅い。

　本当をいえば外交儀礼上、警部ごときの無理に尋き出していい事じゃなさそうだと

いうのは、判ってはいるんだけど…ね。

（リスタルラーナの特務部員というのは慣例として、ことごとく外交官特権を持って

いる…らしい。）

「しようがない。」

　しばらくあたしと睨めっこをしていたロルー、意外にはやく、ニヤリと照れたよう

に笑って肩をすくめた。



「あなたには話しておきましょうか。この計画、地球連邦では未だ政府総裁とその側

近あたりにしか通じてないんですがね。

　御存知の通りここ数年、連盟（リスタルラーナ）でも連邦（テラズ）でも異様に急

激に犯罪件数およびその未検挙率が上がっています。

　犯人が、見つけられないのではなくて居なくなる。

　ここから、お互いの犯罪者が高飛びをかけあっているのではという仮説が出てくる

わけですが…

　逃亡者が単発的に現われるものであれば、まだ問題はないんです。

　しかし残念ながら、追いつめられた者がただ闇雲に国境を越える、という現象にし

ては、その数が多過ぎる。」

　…それに例えば、どう考えても地球の技術だけでは製造不可能な、" ゴクリの指輪
"（スメアゴルズ・リング）のスランナート事件や、自信満々でリスタルラーナ領宙に
逃げこんで行った《 幽霊 》（ディリンゴーン）の態度。

　おそらく相方で連絡をとって犯罪者達を煽っている者がいる。

　従来の結社同士の協定か、悪くすれば両世界にまたがる規模の新しい組織群が出現

しつつあるのか…。

「…そこまでならあたしも考えてたわ。で？

　まさか地球圏での情報が集まりにくいのでそれ以後の捜査が進まない、とか、こっ

ちの責任にする気じゃないでしょうね」

　嫌味たっぷりに云ってやった。

　連盟保安局と地球星間警察とのぎごちなさの原因は一重（ひとえ）にリスタルラー

ナ側の非協力性にあるのだ。

　逃げ込むと判っている船を迎撃してくれず、我々の追跡はしりぞけ、逮まえても送

還してくれない。



　…どれだけ口惜しい思いをしてきたか。

「しかし仮に保安局と地球警察が情報交換などの制度をかためたとしても、その行動

力には自（おの）ずから限界があるでしょう。

　現に国境を無視した犯罪が行なわれているのに、それを追う側が妙な縄張り意識に

邪魔されているなんて不合理だ、とは思いませんでしたか？

　自由に往き来できる機構があるべきだと。」

「　思ったわよっ！　それ、帰ったら上司に提出するつもりだったんだから！」

「結構。つまり特務部（われわれ）の計画は功を奏したわけだ。」

　え？

「合同捜査の効果のほどを宣伝するためにもね、あなたには是非、成功して貰わなけ

ればならなかった。

　…それが今回の、ぼくの任務だったんですよ。

　地球警察内部から動きがおこる、時を同じくして連邦（リスタルラーナ）保安局長

から正式な申し入れがある筈です。

　両世界共通の権限を持つ、有能な捜査官の集団、てやつが出来ますよ」

「………ひっ、人を操り人形にして…っ！！！」

「…地球人というのは感情が豊かでエネルギッシュで」

　あたしは怒っているというのに突然ロルーときたら、くすくす笑いはじめた。

「実に魅力的だ。

　陰にこもって警察（テラズ）の妨害工作をやりながら、突破口を開いてくれる人間

をずっと待っていたんです。



　あなたは優秀で結局ほとんどぼくの出番が無かったくらいだし、経歴からいっても

まず確実に汎宇宙特捜部隊（リゼラセート）入りとなるでしょう。

　で、そのシステムの話なんですが、これは現行の特務部の体制をひっぱってきて二

人一組の最小行動単位をつくることになると思います。

　で、ぼくにはいま特定のパートナーっていないんですよ。

　…で、つまり…。」

　………ちょ、ちょっとタンマ。

　何が言いたいのよっ！？

「ぼくと組みませんか？　できれば一生。」

https://www.youtube.com/watch?v=tyANFcnrM8I
No Mercy - Where Do You Go 

綾つり人形

 

https://www.youtube.com/watch?v=tyANFcnrM8I


（８月31日）　（超〜「裏」設定ッ☆）　

https://85358.diarynote.jp/201708312218437728/

（10）　　（本日予定作業　あんど　『ブラポイ』　一旦完了！
）

2017年8月31日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

ってことで。（＾＾；）

とりあえずコレ「一旦終了」。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/116540/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

７－６－０　『ブラインド・ポイント！』 

…その他ちょ〜大量にある「下書き」とか「没原稿」とか、
「行方不明の同人掲載バージョン」とかとかの発掘は…

また今度！

中津川　昴 @subaru2012 · 2時間2時間前 

A three mile-wide asteroid that could end life on Earth will pass by tomorrow
https://twitter.com/subaru2012/status/903219273295736834

https://www.youtube.com/watch?v=w15oWDh02K4
Gigi D’Agostino - L’Amour Toujours ( Official Video ) 

https://85358.diarynote.jp/201708312218437728/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170831/85358_201708312218437728_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170831/85358_201708312218437728_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170831/85358_201708312218437728_3.jpg
file:///tmp/puboo/127514/454785/book/116540/read
https://twitter.com/subaru2012/status/903219273295736834
https://www.youtube.com/watch?v=w15oWDh02K4


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=a6xDiPubxVU
Technotronic - Get Up (Before The Night Is Over) 

　………冗っ談じゃないわよお…ッ☆

　紅くなったあり蒼くなったりたっぷり一分間の沈黙のあと。

「…へ〜ェえ。そおいう事だったのかー…。」

　背後からいきなり声が降ってきて、あたし達は二人とも飛び上がった。

「………サキ！　…っいつの間に…っ」

「…ぼくも気がつかなかった…」

「どーもお邪魔さま。無粋な真似をしまして。」

　ニヤニヤと、すぐ後ろの一段高くなった通路の手すりから頬杖をついて見下ろして

いる。

「ロルーさん返事はあせんない方がいいよ。彼女、その見事な赤っ毛から推（お）

して、

はにかみ屋の多いスカディ一族（スカディスティアン）だから。」

「そりゃどーも…」　憮然っ。

「だけどそういう話なら、また遠からず会えるみたいだね」

https://www.youtube.com/watch?v=a6xDiPubxVU


「え？」

「汎宇宙特捜部隊（リゼラセート）で？」

　ロルーの眼は面白げに光をはじいた。

「うんそう。わたしは正規の訓練は受けたことがないから少し遅れるだろうと思う

けど。

　…いい加減、わたしらの正体は察しがついてるんじゃない？」

「う〜ん…　この基地（ふね）のオーナーが誰かって事くらいは。」

「あっは。それ以上はまだ判って貰っちゃ困る」

「了解。」

「ちょっと！　二人だけで解り合わないでよ！」

「おや妬いてくれるんですか？」

「誰が?!」

「痴話ゲンカは他人（ひと）が消えてからにして欲しい」

　〜〜〜〜〜〜〜っっ！！

「単にこれを頼みに来たんだ。今回の件の請求書。コルディのおじさまに渡してよ。

　ついでに、報告も彼に直接やってくれるとありがたいんだけどな」

　指にはさんだ紙片がロルーにさし出される。

「コルディって誰？」

「保安局の長官……………の、愛称（ファーストネーム）です…」



　ってことは…………警視総監…………！？

　あたしはまじまじと、少女（サキ）の一見無邪気げな顔を見上げてしまった。

　ピーーーッ

　細い予告音とともに映話が開く。

＃　食糧と酸素（エア）の積み込み、終わりました。 ＃

＃　前方８ラクターで盲目宙域の外縁です。 ＃

＃　いつでも発進できましてよ。 ＃

　エリザヴェッタと茶色の瞳の女の子が仲良く並んでいる。

　その後ろで行儀わるくころげて本をひろげているのはレイだろう。

「　それじゃまた、そのうち。」

　あっさりと手を振ってサキは灰色の髪をひるがえす。

＃　退避完了。エアロック確認。発進スタンバイどうぞ。 ＃

「…発進スタンバイ…　スタンバイ完了」

　電子操作で母艦と小型船とを結ぶ酸素（エア）やエネルギーのチューブ、通称" へそ
の緒 "が外れていく。

　前方の壁が横に滑って、銀色のもやを透かして見える、星々のきらめく宇宙。

「…さよなら、お世話になったわね」

　片目をつぶって微笑んで。

「　………　ＧＯ！ 」



　操縦桿を引き倒す。

　そしてまあ、一件落着。なんでしょうね。

　　　　　　　　　　－　完　－

https://www.youtube.com/watch?v=9EcjWd-O4jI
Technotronic - Pump Up The Jam 

…スカディ！（＠◇＠；）！

…こんなところにキャルの子孫が居たとは…ッ！

参照⇒ http://76519.diarynote.jp/200611290025340000/

（自分で書いてて今まで気がついて居なかった？（＾＾；）

　超〜「裏」設定ッ☆）

　

　

 

https://www.youtube.com/watch?v=9EcjWd-O4jI
http://76519.diarynote.jp/200611290025340000/


（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（借景資料集）



（上旬）　【 別の生き物 】図鑑。

（０８月０１日）

https://85358.diarynote.jp/201708010645311293/
https://85358.diarynote.jp/201708010647255685/
https://85358.diarynote.jp/201708031149295141/
https://85358.diarynote.jp/201708010651153371/
https://85358.diarynote.jp/201708010810377181/
https://85358.diarynote.jp/201708011021062302/
https://85358.diarynote.jp/201708011202368851/
 
（０８月０２日）

https://85358.diarynote.jp/201708020714536224/
https://85358.diarynote.jp/201708020718383497/
https://85358.diarynote.jp/201708020811459957/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月2日9:49
 
OTL49さんがリツイート 
シロク兄さん 違法建築 @AichiB7A2 · 2012年10月16日 
炎曜日 
沝曜日 
林曜日 
鍂曜日

圭曜日

昌曜日

月曜日『みんな二つになってる……』 

〜後日〜　

朋曜日『俺も二つだぜ』

焱曜日

淼曜日

森曜日

鑫曜日

垚曜日

晶曜日

https://85358.diarynote.jp/


朋曜日『!?』 

〜後日〜　

�曜日『先取りして四つだ』
坔曜日

鈥曜日

杲曜日

�曜日『……』
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201708020723318382/
https://85358.diarynote.jp/201708020954284258/
 
（０８月０３日）

https://85358.diarynote.jp/201708030750194393/
https://85358.diarynote.jp/201708030856253591/
https://85358.diarynote.jp/201708030857117409/
https://85358.diarynote.jp/201708030858261015/
https://85358.diarynote.jp/201708030859219891/
 
（０８月０４日）

https://85358.diarynote.jp/201708040747451089/
https://85358.diarynote.jp/201708040752199622/
https://85358.diarynote.jp/201708041002422854/
https://85358.diarynote.jp/201708041003568821/
https://85358.diarynote.jp/201708041004476596/
 
（０８月０５日）

https://85358.diarynote.jp/201708050738529649/
https://85358.diarynote.jp/201708050739484055/
https://85358.diarynote.jp/201708050740533348/
https://85358.diarynote.jp/201708050911496412/
 



（上旬）　「現実の裂け目」的なもの。／サイコでホラーなヨコハマ。

（０８月０６日）

https://85358.diarynote.jp/201708060748486850/
https://85358.diarynote.jp/201708060750115364/
https://85358.diarynote.jp/201708060751321001/
https://85358.diarynote.jp/201708060752008865/
 
（０８月０７日）

https://85358.diarynote.jp/201708070803025402/
https://85358.diarynote.jp/201708070804238392/
https://85358.diarynote.jp/201708070805432027/
https://85358.diarynote.jp/201708070807408346/
https://85358.diarynote.jp/201708070833543505/
 
（０８月０８日）

https://85358.diarynote.jp/201708080748109259/
https://85358.diarynote.jp/201708080751362727/
https://85358.diarynote.jp/201708080752017360/
https://85358.diarynote.jp/201708080753588637/
https://85358.diarynote.jp/201708080923418607/
 
（０８月０９日）

https://85358.diarynote.jp/201708090821063013/
https://85358.diarynote.jp/201708090832514788/
https://85358.diarynote.jp/201708090832514788/
https://85358.diarynote.jp/201708090833118822/
https://85358.diarynote.jp/201708090834265115/
https://85358.diarynote.jp/201708090834526344/
 
（０８月１０日）

https://85358.diarynote.jp/201708100706562997/
https://85358.diarynote.jp/201708100708152891/
https://85358.diarynote.jp/201708100745207495/
https://85358.diarynote.jp/201708100747197238/
https://85358.diarynote.jp/201708100751137383/
https://85358.diarynote.jp/201708102204151828/



 



（中旬）　神に描かれた我々人類の第6回目の絶滅／手榴弾をぶら下げたドローンで弾
薬庫が次々に吹き飛ばされた例。

（０８月１１日）

https://85358.diarynote.jp/201708110639065950/
https://85358.diarynote.jp/201708110640043614/
https://85358.diarynote.jp/201708110739283122/
https://85358.diarynote.jp/201708110811543201/
https://85358.diarynote.jp/201708110816041112/
https://85358.diarynote.jp/201708112327268687/
 
（０８月１２日）

https://85358.diarynote.jp/201708120709045171/
https://85358.diarynote.jp/201708120710121168/
https://85358.diarynote.jp/201708120751351495/
https://85358.diarynote.jp/201708120755028215/
https://85358.diarynote.jp/201708120757474832/
 
（０８月１３日）

https://85358.diarynote.jp/201708130731547476/
https://85358.diarynote.jp/201708130734158754/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

まず日本（の海底資源が豊富なあたり）を攻撃して、

その濡れ衣を北朝鮮に無理矢理かぶせて、

北朝鮮を攻撃・占領し、

日本と北朝鮮と両方入手して、

仕上げに韓国を潰す。

…て作戦で桶？
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月13日9:01

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


　

もちろんその間、「黙っていてもらう」見返りに、

北日本はロシアへ、

中日本はＥＵ他へ、【分割統治】で根回し済んでるｗ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201708130902362768/
https://85358.diarynote.jp/201708130904465401/
https://85358.diarynote.jp/201708130917335727/
 
 
（０８月１４日）

https://85358.diarynote.jp/201708140754008791/
https://85358.diarynote.jp/201708140755515718/
https://85358.diarynote.jp/201708140801545832/
https://85358.diarynote.jp/201708140802175352/
https://85358.diarynote.jp/201708140802403991/
https://85358.diarynote.jp/201708140920421433/
 
（０８月１５日）

https://85358.diarynote.jp/201708150752114436/
https://85358.diarynote.jp/201708150753381495/
https://85358.diarynote.jp/201708150918288802/
https://85358.diarynote.jp/201708150922059650/
https://85358.diarynote.jp/201708150923564821/
 



（中旬）　「肉体が死んだ後にも魂は存在することを科学が認める」。／人類皆もとを
辿ればアフリカ系地球人ではないのかな。

（０８月１６日）

 https://85358.diarynote.jp/201708161026275549/
https://85358.diarynote.jp/201708161028315242/
https://85358.diarynote.jp/201708161235109566/
https://85358.diarynote.jp/201708161235419426/
https://85358.diarynote.jp/201708161702025871/
https://85358.diarynote.jp/201708161924329394/
 
（０８月１７日）

https://85358.diarynote.jp/201708170824363804/
https://85358.diarynote.jp/201708170825327865/
https://85358.diarynote.jp/201708170827482966/
https://85358.diarynote.jp/201708170828391667/
https://85358.diarynote.jp/201708170830527082/
https://85358.diarynote.jp/201708172257426017/
 
（０８月１８日）

https://85358.diarynote.jp/201708180750133312/
https://85358.diarynote.jp/201708180752246649/
https://85358.diarynote.jp/201708180841024300/
https://85358.diarynote.jp/201708180842079001/
https://85358.diarynote.jp/201708180844326014/
https://85358.diarynote.jp/201708182108116699/
 
https://85358.diarynote.jp/201708182338581024/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【 本日の白眉 】
　　↓

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
 
【Ｊアラート訓練 メールが文字化けのトラブル】

島根県で行われたＪアラート＝全国瞬時警報システムを使用した緊急情報の送受信訓練で、県の

防災メールでテスト電文が配信されましたが、画面が文字化けして読めないというトラブルがあ



りました。

https://t.co/MC9y6zvAOc

※まだ見てない人はこちらもどーぞっ？！

（お好みで。）

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201708182108116699/
　【 噴いてる！ 】（１９：５０〜）／【 栃木 ０．１１３ μ 】／【 富山 ０．１０６ μ 】。

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1503064200/1011-0010-101000-
201708182250.gif?t=1503064836
（２２：４０〜２２：５０）

富山〜静岡〜宮古島まで！【！竜巻！】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月18日23:40
タイトルは、

 
「錯乱島」のほうが、よかったかしら…（棒）

寝ますッ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

https://t.co/MC9y6zvAOc
http://85358.diarynote.jp/201708182108116699/
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1503064200/1011-0010-101000-201708182250.gif?t=1503064836
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（中旬）

（０８月１９日）

https://85358.diarynote.jp/201708190800329749/
https://85358.diarynote.jp/201708190802462496/
https://85358.diarynote.jp/201708190923111243/
https://85358.diarynote.jp/201708190923556880/
https://85358.diarynote.jp/201708190925046555/
 
（０８月２０日）

https://85358.diarynote.jp/201708200806216681/
https://85358.diarynote.jp/201708200806443117/
https://85358.diarynote.jp/201708200807093574/
https://85358.diarynote.jp/201708200807322734/
https://85358.diarynote.jp/201708200808027541/
 



（下旬）　この世の終わり感。

（０８月２１日）

https://85358.diarynote.jp/201708210745567770/
https://85358.diarynote.jp/201708210747109387/
https://85358.diarynote.jp/201708210747424370/
https://85358.diarynote.jp/201708210702134521/
https://85358.diarynote.jp/201708210754038633/
https://85358.diarynote.jp/201708210754225915/
 
 
（０８月２２日）

https://85358.diarynote.jp/201708220755267536/
https://85358.diarynote.jp/201708220756363805/
https://85358.diarynote.jp/201708220757569338/
https://85358.diarynote.jp/201708220758502188/
https://85358.diarynote.jp/201708220801138906/
 
 
（０８月２３日）

https://85358.diarynote.jp/201708230843196197/
https://85358.diarynote.jp/201708230845176762/
https://85358.diarynote.jp/201708230847588330/
https://85358.diarynote.jp/201708230848204082/
https://85358.diarynote.jp/201708230849256925/
 
https://85358.diarynote.jp/201708231926262921/
https://85358.diarynote.jp/201708231937129914/
https://85358.diarynote.jp/201708231941034131/
https://85358.diarynote.jp/201708231942169149/
https://85358.diarynote.jp/201708231944092641/
https://85358.diarynote.jp/201708231944496760/
 https://85358.diarynote.jp/201708240648413196/
 
 
（０８月２４日）

https://85358.diarynote.jp/201708240847408406/



https://85358.diarynote.jp/201708240848356612/
https://85358.diarynote.jp/201708240849166270/
https://85358.diarynote.jp/201708240849414191/
https://85358.diarynote.jp/201708240850146856/
https://85358.diarynote.jp/201708242032143303/
 
（０８月２５日）

https://85358.diarynote.jp/201708250810252226/
https://85358.diarynote.jp/201708250816509733/
https://85358.diarynote.jp/201708250817377594/
https://85358.diarynote.jp/201708250827056130/
https://85358.diarynote.jp/201708250827388249/
 



（下旬）　件数番付は　リス、／「迷路とチーズと本当に賢いネズミの話。」

（０８月２６日）

https://85358.diarynote.jp/201708260733066928/
https://85358.diarynote.jp/201708260744238292/
https://85358.diarynote.jp/201708260745333492/
https://85358.diarynote.jp/201708260747403368/
https://85358.diarynote.jp/201708260748286872/
 
（０８月２７日）

https://85358.diarynote.jp/201708270756369122/
https://85358.diarynote.jp/201708270802128464/
https://85358.diarynote.jp/201708270803017705/
https://85358.diarynote.jp/201708270803263455/
https://85358.diarynote.jp/201708270803565938/
 
（０８月２８日）

https://85358.diarynote.jp/201708280759008014/
https://85358.diarynote.jp/201708280800081560/
https://85358.diarynote.jp/201708280801038658/
https://85358.diarynote.jp/201708280801326474/
https://85358.diarynote.jp/201708280802063516/
https://85358.diarynote.jp/201708280933385673/
 
（０８月２９日）

https://85358.diarynote.jp/201708290811537249/
https://85358.diarynote.jp/201708290858428456/
https://85358.diarynote.jp/201708290859567348/
https://85358.diarynote.jp/201708290901105418/
https://85358.diarynote.jp/201708290903411039/
 
（０８月３０日）

https://85358.diarynote.jp/201708300831365910/
https://85358.diarynote.jp/201708300807331275/
https://85358.diarynote.jp/201708300840464007/
https://85358.diarynote.jp/201708300842079152/
https://85358.diarynote.jp/201708300844159493/



https://85358.diarynote.jp/201708301046017337/
 
（借景ＢＧＭ集）
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（０８月３１日）
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https://85358.diarynote.jp/201708310954223218/
 



（…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－２０１７－０９

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2017年09月）

http://p.booklog.jp/book/127517
 



奥付

（ ※ 旧題：「閉店準備作業のための予備ファイル　４」 ）
↓

 

リステラス星圏史略

sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１７－０８

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2017年08月）

http://p.booklog.jp/book/127514
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