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（11月１日）　バイト４連勤の最終日…。

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

【 北海道 ０．０７６ μ 】／【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】。

2016年11月1日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　 　

　

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

おはようございます。

０７：３７。

札幌の外気温４℃。

無風。曇天。

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

３０分よけいに寝なおしました…★

（＾＾；）

その他は体調おおむね良好。

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

たんなる好転反応のリンパ溜まりだったもよう…☆彡

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

https://85358.diarynote.jp/201611010748493343/
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…（＾＾；）…

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

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

、アドバンテージがあります…

（＾＾；）がんばって、息抜きしつつ、生きぬきます！

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

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

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

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


線量はまずまず問題なし。（＾＾；）

呼吸がラクです〜☆

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

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

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

［釧路南西部］暴風

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

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

ください。

この情報は31日11:50まで有効です。

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

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

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

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

ください。

この情報は31日08:30まで有効です。

 



 



（11月１日）　バイト厄日で両脇に私と一言も口きいてくれない人に挟まれて非人間
扱い。

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

黒企業？(-_-#)

2016年11月1日 就職・転職 コメント (3)
　

　

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

しかも私が見た後で勤務シフト書き換えてないか疑惑が発生中。(-"-;)

バイト厄日で両脇に私と一言も口きいてくれない人に挟まれて非人間扱いな上に、

ムダに営業成績は良いです。

┐(’〜`；)┌

ガンハレ私！

あと３時間半〜っ！(^。^;)！

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月1日16:30
　

あ、昼飯１６時〜で、さらに５分遅れて、空腹で脳貧血。

(∋_∈)

https://85358.diarynote.jp/201611011625265841/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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凶暴化してます★σ(^◇^;)。。。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月1日16:41
　

ＪＲ北海道が止まっている

らしい…ヽ（・＿・；）ノ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月2日20:20
　

すいません。昼食休憩は最初から「１５時」でした…

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

すいません。（－－；）

（これ見て思い出した…ｗ）
　　↓

　

amaちゃんだ @tokaiama · 12時間12時間前 
　

一人暮らしの中高年女性を襲う「遅発性統合失調症」

https://www.youtube.com/watch?v=jSo92cEL140 …
　

最初の症状は「部屋の片付け、ゴミ処理ができなくなる」

次に「自分は狙われてる、盗聴されてる」との被害妄想

そして「周囲を強く批判する、思いやりや分別が失われる」

こうなれば治療が必要

 

https://85358.diarynote.jp/
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（11月２日）　今週の地獄バイト４連勤は本当に気疲れと肩コリが酷くて、

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

「僕はジョークがわかる人が好きです」。

2016年11月2日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (6)
　

　 　

　

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

かなり「遅ようございます」になっちゃいました。

１０：３３です。

再び３連休の初日。（＾＾；）

今週の地獄バイト４連勤は本当に気疲れと肩コリが酷くて、

今朝はどうしても起きられず…ｗ（－－；）ｗ★
７時に起きる予定が

８時半になって、

それから手洗濯して朝風呂浸かって朝ドーナツ食べて二度寝して、

起き直してゴミ出して洗濯物を外干ししてたら…この時間に…★

ｗ（＾＾；）ｗ

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

クレてはいなかったけど、添加物が多すぎた★）

ゴロゴロ急降下してトイレに往復している…以外は、心身共に堅調。

https://85358.diarynote.jp/201611021042022058/
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https://85358.diarynote.jp/201611021042022058/
https://85358.diarynote.jp/201611021042022058/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161102/85358_201611021042022058_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161102/85358_201611021042022058_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161102/85358_201611021042022058_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Iuzo8TVf6zM


★（＾＾；）★

札幌の７時の外気温は４℃でした。

現在６℃。曇天。無風。

…すいません…、ちょっとまたトイレに逝ってきます…★

（休みの日でヨカッタ…ッ☆）

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

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

買わない。と、心に誓いました…☆

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

…ｗ（－－；）ｗ…★

なにしろ昔は「安物買いの銭失い」で済んでたところが、

昨今ときたら、ウッカリ「命失い」かねないんですからね…★★

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

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

って時代になるね。「自己責任」が加速するんだろうね

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

01:00 0.034 0.033 0.033 6 
02:00 0.034 0.033 0.033 6 
03:00 0.034 0.033 0.033 6 
04:00 0.035 0.033 0.034 6 
05:00 0.034 0.033 0.033 6 
06:00 0.034 0.033 0.034 6 

https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


07:00 0.034 0.033 0.033 6 
08:00 0.034 0.033 0.034 6 
09:00 0.034 0.033 0.033 6 
10:00

とりあえず本日の空気は清浄？（＾＾；）

（…でも、またぞろ今週も、

「なぜか服の下まで全身【放射線灼け】してる」んですけどね…★）

…（－－；）…。

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

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

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

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

あいの みさき☆幸せいのりっ☆ @platypus_icoyan · 10月25日 
今日のJR各社
・JR九州　→祝：上場
・JR東日本　→祝：アップルペイでモバイルSuica　＞ 障害でズタズタ
・JR北海道　→3路線廃止報道
今日は西高東低の冬型ですな…

https://www.youtube.com/watch?v=6-b38gob9A8

https://www.youtube.com/watch?v=tm-13w8HbcE
https://pbs.twimg.com/media/CwK7oOPUsAE4aRe.jpg
http://mobile.jrhokkaido.co.jp/webunkou/
https://www.youtube.com/watch?v=6-b38gob9A8


鉄子の旅OP 

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

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

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

…だから…？　（＾＾；）

「棲みやすい」ですよ〜人混みが嫌いな霧樹りすには…☆

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

するけど…ｗｗｗｗ）

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

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

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

https://pbs.twimg.com/media/CvnMa6jUAAAj6Cu.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=zEz3Deao5p8


（僕はジョークがわかる人が好きです

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

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

東京で雪が５cm積もりました！
JR「運休します」

北海道で雪が50cm積もりました！
JR「だから？」

＿人人 人人 ＿
＞ だから？ ＜
‾Y^Y^Y^Y‾

o0130ga

…あぁ、まぁ、１ｍまでぐらいは、大丈夫ですよ…たぶんｗ

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZY5J03EDe9k
https://www.youtube.com/watch?v=83uZt2BXrDA
https://www.youtube.com/watch?v=fLrU_L04Ms8


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

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

…ＪＲ北海道は、札幌市営鉄道に、統合したらいいんじゃないかな…☆彡

（「札幌市」行政機構は、何かとけっこう、色々「有能」…♪）

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

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

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月2日13:05
　

てゆうか腐れＪＲ本体から「分離独立」して

「道鉄」でオッケー☆彡

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=i8M9_Uhd81A
https://www.youtube.com/watch?v=nTnasp0f6HQ
https://www.youtube.com/watch?v=xvCgxsST59s
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2016年11月2日14:08
　

あ、「札幌 ビール鉄道 （株）」とかでも可♪
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月2日17:25
　

０

５８５

１００☆

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月2日19:22

　

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

福島の友人

旦那が白血病と診断されて、一ヶ月で亡くなったって。

それで「放射能っておっかないもんなのかい？」

「あんたげはそれで北海道に行ったのかい？」って電話よこした。

「うん」って答えた。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月2日19:25

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

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

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

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

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月2日19:41

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

札幌駅・苗穂駅 約2時間停電 - NHK札幌
(動画) http://www3.nhk.or.jp/lnews/sapporo/7003912371.html … (10/27 19:09) 
27日午後、JR札幌駅と苗穂駅でおよそ2時間にわたって停電が起き、列車の運行に影響は出ません
でしたが、「みどりの窓口」が一時、利用できなく…
 
 
 

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


（11月８日）　後半はムダに営業成績も良く。

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月8日22:27
　

てなことで先ほど無事帰投。

(^。^;)

前半ぼろぼろな厄日で

判断ミスと点検不足

（ぃや雪が早すぎたんだよ？）

で

ムダに被曝量を増やしてしまいました…(-”-;)…うえに、

デカイ凡ミスを

２つもヤラカシテ

さすがに

♪へ(^o^;ヘ)(ノ^o^;)ノ♪てな
状態でしたが、(^_^;)

なんとかギリギリでフォロー。

…(^。^;)…

後半はムダに営業成績も良く。

(‾ー+‾)ニヤリ

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


食材買い込みも

がっつり仕入れて

帰って来ました…☆

(^-^)g

ごはんは食べたので、

漫画読んで寝ま〜す☆

(^o^)／
　

 
 



（11月12日）　間違いなく退職強要の拷問ですが、

https://85358.diarynote.jp/201611120906218414/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月12日9:07
　

はい時間切れ。ｗ＾＾ｗ

地震と天文情報は未チェック★

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月12日16:40
　

業務内容的に明らかに厄日ですし馬鹿馬鹿しい姑息な嫌がらせも続いていまして

「それだけはやめてくれ」と言ったとたんにそれまで月２位だった

【朝飯が９時で「昼飯」１６時３０分】が週３に増えた

(`ヘ´)って、
間違いなく退職強要の拷問ですが、

ムダに営業成績と

天気は良いし、┐(’〜`；)┌

まぁ赦す…┐(’〜`；)┌

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月12日16:41
　

16:41で日暮れて真っ暗！
ヽ（・＿・；）ノ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月12日22:45
　

…とりあえず
１８歳以下運転禁止なんだから

８１歳以上運転禁止でよくないか？…(∋_∈)…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月12日22:49
　

先ほど無事帰投。

残業１０分、

ムダに営業成績良し。(^_^;)

予約して楽しみにしていた本をジュンク堂に受け取りに行って　

その足で業務スーパー回って

買物がっつり。(‾ー+‾)ニヤリ

自転車快走。気温５℃。

ごはん食べて

漫画読んで

寝ま〜す！ (^o^)／
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（11月13日）　♪　早急にりす、バイトを辞めたい〜…ッ★

https://85358.diarynote.jp/201611130909108066/

【 @TOHRU_HIRANOさんのツイートは非公開です。】

2016年11月13日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (5)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=1OE0VIv8eQ0
千本桜6人メドレー
　↑

もうこれ「国歌」でよくね？（＾ｗ＾；）☆彡

このアカウントのツイートは非公開です。

@TOHRU_HIRANOさんから承認された場合のみツイートやプロフィールの表示がで
きます。[フォローする] をクリックすると承認リクエストが送信されます。

https://www.youtube.com/watch?v=4U7KferrPSY
【ピアノ】「千本桜」を弾きなおしてみた (Play again) 

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
アメリカ合衆国原子力規制委員会 （NRC）資料
1、2、3、4。そして 5、6号機すらも
Core : Damaged 炉心損傷。
Cooling : Sea Water ingected海水注入。
Secondary Containment : Lost 二次格納容器損失。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年6月19日 

https://85358.diarynote.jp/201611130909108066/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201611130909108066/
https://85358.diarynote.jp/201611130909108066/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161113/85358_201611130909108066_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161113/85358_201611130909108066_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161113/85358_201611130909108066_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1OE0VIv8eQ0
https://www.youtube.com/watch?v=4U7KferrPSY


4号機燃料プール「ウソ八百とはこのことちゃいますか？ それも、これは、ついていい
ウソとちゃうでしょう？ 市民の健康と命、強いては人生全体に関わることでし
ょう？」 UCS（憂慮する科学者同盟）が NRCの内部でのやりとりを公開。
http://t.co/bYTajOiAu5

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
「食べて応援」をしていた人たちも危険側に舵を切り始めている。

その人たちの焦りは大きい。「やってしまった。」という気持ちになっている。

被曝は積算。これから先が大事。

https://www.youtube.com/watch?v=C9gYOxgpTks
【野原ひろし】千本野原【千本桜】 
　↑

「ざぶとん１００枚！」ｗｗｗｗ

…付き合いで張るしかあるまい…ｗｗｗ
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】 

♪　早急にりす、バイトを辞めたい〜…ッ★

…ｗ（－－；）ｗ…★

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 9月4日 

嫌なものは嫌だとハッキリ言いましょう。

嫌だ、

やめろ、

ごまかすな、

ふざけるな、

http://t.co/bYTajOiAu5
https://www.youtube.com/watch?v=C9gYOxgpTks
https://www.youtube.com/watch?v=AhCTr1cj4Oo


インチキ、

嘘つくな、

同じこと言うな、

ばか野郎（お品がない）、

ファック・ユー（上品じゃない）、

うせろゲス野郎（品位に欠ける）。

意思表示をしない限り、原発村の思い通りになってしまう。

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月13日10:29
　

ばつ 国家 (^_^;)
まる 国歌。(^o^)／

これゼッタイ「斉唱」しにくいしｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月13日15:38
　

席順サイテー。(-”-;)

ムダに営業成績良し。

馬鹿がたくさん釣れる釣れる…
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┐(’〜`；)┌

もう面倒くさいから、釣りとか釣果とか呼んでるよん…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月13日15:39
　

休憩室のいつもの場所で、有職ホームレスの人が爆睡してるし…(-”-;)…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月13日21:56
　　

先ほど無事帰投。(^_^;)

買い物がっつり。(^_^)v

札幌の気温６℃。(＠＠;)

怖いほどの満月。

ヽ（・＿・；）ノ

あまり嬉しくない１日でしたが

大禍は無し。(^_^;)

漫画読んで

ごはん食べて

寝ますぅ…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月13日23:04
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まぁとりあえず漫画が面白ければ機嫌は直るわけなので。

(^_^;)

 
 



（11月⒕日）　営業成績を上げても退職強要は止まらない、と判明したので、努力
放棄。(ノ-o-)ノ　┫　

https://85358.diarynote.jp/201611140908069173/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月14日15:18
　

超絶厄日。もうキレそう。(ToT)
座席配置最悪。

嫌がらせでやってる、

としか思えん★(-_-#)

客はキレキレで会話不成立。

(-_-#)

辛うじて踏みとどまってるけど、

さもなきゃとっくにブチ切れて

ヤラカシテるぞ…？

(ノ-o-)ノ　┫
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月14日15:20
　

異様睡魔。

電波で苛々する。

何もかもがオカシイ。(∋_∈)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月14日15:31
　

体が帯電してる。(・_・;)

来る。

なんか来る。ヽ（・＿・；）ノ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月14日15:37

たぶんスタンピードが起こる。

逆怨みの暴力と。(-”-;)

おそらくめはや手遅れの

【非健康】状態状態の人々が。

遅まき過ぎるのに、今さら自覚してしまったのだ。

それは、被曝だ。と…

。。。(〃_ _)σ‖
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月14日15:39
　

営業成績を上げても退職強要は止まらない、と判明したので、
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努力放棄。(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月14日20:42
　

17時30分頃から急にラクになったけど、どっかで発震が？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月14日22:16
　

先ほど何とか無傷で生還。

(∋_∈)
買い物運、無し。(-.-;)

沖天に恐怖のスーパームーン。

札幌は異様強風。(・_・;)
…南西に竜巻でもあるのか？
？(-”-;)？

怖いのでニュースとか見ません。

(-”-;)

ごはん食べて漫画読んで寝ます…
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（11月15日）　バイトはもう無視。下らな過ぎて相手にする価値もないゴミ。

https://85358.diarynote.jp/201611150912478833/

「見なければ、いいじゃん（笑）」／日本のテレビは完全に死

んだ。

2016年11月15日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)
　

　 　

　

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
見なければ、いいじゃん（笑）

なに文句いってんの？　あなたは、日本のテレビや新聞の言う事を100%信じてる人な
んでしょ？　それでいいじゃん。俺は世界中で報道してるのに、日本では碌に報道し

てない事をツイートしてるだけだから。なので、ブロックさせてもらいますね。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月13日 
世界中が伝えてる

そりゃそうだよ。直下型地震で（マグニチュード7.4・深さ10km）だよ。日本は他人事
だね？タイムリーに「伝えること」をしてないのは、日本と中国ぐらい。なんかあっ

た時にテレビ見てたら死ぬね。日本のテレビは完全に死んだ。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/797764115712253952

https://www.youtube.com/watch?v=4MjuEqaSWmk
Ghostbusters Theme 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
今更だけど。

3.11の時「報道の仕方」にも問題があったから、あれだけの犠牲者が出たと思う。

https://85358.diarynote.jp/201611150912478833/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201611150912478833/
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https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/797764115712253952
https://www.youtube.com/watch?v=4MjuEqaSWmk


当時、宮城に住んでた女性が「地震直後、備蓄用の食べ物を買いにコンビニに行こう

したら、飼い犬が凄く吠えてたけど、犬を家に置いたまま出かけた。その後、大津波

が来た。自分は助かった」と証言してる

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月13日 
深さ10kmで（マグニチュード7.4）だと、耐震になってないと、一瞬で家が倒壊。地震
に慣れてないと「この世の終わりか？」と感じるような揺れ。ご無事を祈りたいけど

、欧米のメディアでは速報を出してる。日本のメディアは、相変わらず通常営業。

https://www.youtube.com/watch?v=jGdrUAcj7wU
ディズニー　シリー・シンフォニー(Disney Silly Symphony):
ノアの箱船(Father Noah’s Ark)

cmk2wlさんがリツイート 
蔦 （JAPAN,NO WAR! ） @tsuta2010 · 6 時間6 時間前 
@cmk2wl しかし、その代わりと言っては何ですが、国立病院の医師や看護師（関東）
が当時、二週間ほどの交代で南相馬へ行かされました。行った本人から直接、聞いた

ことです。放射性物質の危険を知らないわけではなく、致し方なく。

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
医療従事者５３％減　原発事故直後の相馬、南相馬

http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/11/post_14410.html …
半分以上の医療従事者はちゃんと逃げていたんだ。

https://t.co/uWEYOtXz3i

cmk2wlさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 11月12日 
amaちゃんださんがPokémon GO Japanをリツイートしました
「ポケモンＧＯ」の日本公式アカウントが「福島県の沿岸部でラプラスが出現しやす

くなっている。この現象は11/23まで続くようです。
東北の今を感じる旅に是非おでかけください！」「１号機」のカバーが取り外された

、このタイミングで

https://www.youtube.com/watch?v=-bTpp8PQSog

https://www.youtube.com/watch?v=jGdrUAcj7wU
http://www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2016/11/post_14410.html
https://t.co/uWEYOtXz3i
https://www.youtube.com/watch?v=-bTpp8PQSog


Indiana Jones Theme Song [HD] 

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

…本当の幸いとは、何だろう…？

　学歴か？

　金か？　名声か…？

　真実を告げる他人を腐し、

　目と耳を塞いで、

　虚偽のままに「腹が減らないのに喰う幸福」に、耽溺することなのか…？？

https://www.youtube.com/watch?v=geZyBs3wp9M
銀河鉄道物語 銀河鉄道は遥かなり ささきいさお Full 

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
これからの時代。

あなたのやった結果が健康をもたらし、

あなたがやらなかった結果が病気を引き起こす。

危機感を持てたなら、行動を。

まずは掃除を。

いや、まず「逃げよう」よ…！

https://www.youtube.com/watch?v=GN6o3MKSuGk
https://www.youtube.com/watch?v=geZyBs3wp9M


https://www.youtube.com/watch?v=FOY2ASBFFz4
My Revolution 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月15日22:57
　

先ほど何とか無傷で生還。

(^_^;)札幌はプラス２℃。

一時的に大雨だったらしいですが、アイヌモシリの天気の神様から愛されてる私は小雪の後の今

夜も怪しい満月眺めて余裕で帰って来ました…(‾ー+‾)Ｇ

食糧飲料がっつり買い込み。

(^。^;)

とりあえず多少の災厄があっても、初動の半月くらいは自力で鯖威張らないとね…☆

(^。^;)
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月15日23:02
　

バイトはもう無視。(-_-#)
下らな過ぎて相手にする価値もないゴミ。

漫画読んで

ごはん食べて

寝ます☆

https://www.youtube.com/watch?v=FOY2ASBFFz4
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月16日9:16
　

cmk2wl @cmk2wl · 11月13日 

「自主的な苦しみだけが価値を持っている。」グルジェフ
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（11月19日）　フィル痴ＳＶとキャバ嬢ＳＶ（だっけ？）の公開悪口はまたそのうち
。(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201611191517262917/

フィル痴ＳＶを何とかしてくれよ。(-_-#)★

2016年11月19日 就職・転職 コメント (2)
　

プチ厄日っぽいけど今のところまだ大禍は無し。(^へ^;)☆

ムダに営業成績は良さめ？

フィル痴ＳＶとキャバ嬢ＳＶ（だっけ？）の公開悪口はまたそのうち。(-_-#)

和歌山で震度４、

根室で？震度３。

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月19日15:19
　

遅番は風呂土場吟ず…もとい、
(^。^;)
フロド・バギンズＳＶなので、まぁ大厄日にはならない…ことを期待しておこう…☆
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月19日22:30
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

https://85358.diarynote.jp/201611191517262917/
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残業１５分

＋準レギュラーの買い出し回り

１５分で

きっかり３０分遅れ。(^。^;)

心身ともに堅調。(^_^)v

…札幌の外気温、１０℃もありますが…(・ω・;)(;・ω・)…

無気味に過ぎる血の色の正半月ですが…（；‾Д‾）…

…きっとまたどこかで
「何か」が起きてますが…

…(-”-;)…

何はともあれレインリリーさんとすこしだけどお話できたし♪

o(^-^)o

さらにそこへ来合わせちゃったエルさんの反応というか(^_^;)
グレっぷり？が、たいへん面白かったので…

。。。(^◇^;)。。。

ま、ほかの嫌な記憶なんかは、

消去、消去！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
 
 
 



（11月20日）　業務厄日でサボると決めたのにまた結局ムダに営業成績が良くな
っちゃったとか、

https://85358.diarynote.jp/201611200906573759/

コメント

 
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月20日20:37
　

業務厄日。┐(’〜`#)┌

さらにアマゾンを名乗る馬鹿から痛メールが大量に…(-_-#)★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月20日22:28
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

業務厄日でサボると決めたのにまた結局ムダに営業成績が良くなっちゃったとか、

どうなの私…(-”-;)…★

要領が悪いにも程があるッ★

(ノ-o-)ノ　┫

…あと数日もしたら本気で

「我こそは諸葛亮孔明の生まれ変わりな〜り！」とか叫び出しそうなくらい絶望的な

要領の悪さなんですが…
。。。(〃_ _)σ‖

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（注：たぶんかなり間違ってる孔明解釈。(・o・)ノ）

 



（11月21日）　またもや「お昼ごはん１６時」という嫌がらせ。

https://85358.diarynote.jp/201611210724593983/

【追記アリあり。】　サボタージュなう。(`ヘ´)Ｏ

2016年11月21日 就職・転職
　

　

またもや「お昼ごはん１６時」という嫌がらせを喰らったので

(-_-#)
静かなる報復手段として、

本日の【営業努力】、

完全放棄。(ノ-o-)ノ　┫

　(`ヘ´)Ｇ

http://ejje.weblio.jp/content/sabotage

1　サボタージュ 《労働争議中に労働者が機械・製品などに故意の損傷を加えること;
★【比較】 日本語の「サボタージュ」は「怠業，サボること」の意で用いられ，器物
破壊の意はないが，英語の sabotage には「怠業」の意はない; 「怠業」の意味には 《
主に米国で用いられる》 slowdown，《主に英国で用いられる》 go‐slow を用いる》.
2　妨害[破壊]行為.

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%9C%E3%82%8B

サボるとは、仕事などを怠けること。 過失に見せかけ機械を破壊する、仕事を停滞さ
せるなどして経営者に対し損害を与える事で事態の解決を促進しようとする労働争議

の一種であるフランス語:サボタージュ(sabotage)の日本語の略語「サボ」にラ行五段
活用を付して動詞とした造語である。

 

https://85358.diarynote.jp/201611210724593983/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091913296/
http://ejje.weblio.jp/content/sabotage
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%9C%E3%82%8B


 



（11月21日）　時給９１５円。胃が激痛。(-”-;)　穴が開いたら労災で訴えてやる。

https://85358.diarynote.jp/201611210838385405/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月21日15:38
 
マリリン・モンローの遺品が

オークションで５億３千万円。

広島カープの寄付金が５億円。

ファイターズの優勝パレードが１５００万円の赤字。(^_^;)
 
私の時給が９１５円。

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月21日15:48
（次項？参照）

胃が激痛。(-”-;)

とりあえず「今月いっぱい」で積年の努力目標「一つの職場で３年」をようやくクリアできる

ので、

あとのことはそれから考える…

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月21日20:27
　

超絶厄日。

胃に穴が開いたら労災で訴えてやる。
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（11月21日）　また明日から地獄の退職強要が始まる模様…★

https://85358.diarynote.jp/201611212221232780/

【追記アリ。】　死亡フラグ。(-_-#)★

2016年11月21日 就職・転職
　

 
厄日。まがうことなき厄日。

┐(’〜`；)┌

リータ・スキーターSVが舌舐めずりしていやがったから、また明日から去年と全く同じ(-_-#)

地獄の退職強要が始まる模様…★

（言っておくが他の人なら、基地害クレーマーを撃退し損ねて「責任者を出せ」になったからと

いうぐらいで、いちいち退職強要にはならない。(-_-#)★

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月21日15:38

マリリン・モンローの遺品が

オークションで５億３千万円。

広島カープの寄付金が５億円。

ファイターズの優勝パレードが１５００万円の赤字。(^_^;)

私の時給が９１５円。

https://85358.diarynote.jp/201611212221232780/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月21日15:48

（次項？参照）

胃が激痛。(-”-;)

とりあえず「今月いっぱい」で積年の努力目標「一つの職場で３年」をようやくクリ

アできるので、あとのことはそれから考える…

(ノ-o-)ノ　┫

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月21日20:27

超絶厄日。

胃に穴が開いたら労災で訴えてやる。

 
 
 



（11月22日）　ＰＴＳＤ発症して呼吸困難、

https://85358.diarynote.jp/201611220707175251/

…結論から言えば…。（＾＾；）★／（ＰＴＳＤ発症して呼吸
困難、意識レベル低下、心臓バクバク、激胃痛、血圧乱高下…）
。

2016年11月22日 就職・転職 コメント (4)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=8e2fNEfyU8U
今宵、月が見えずとも/黒崎一護 

おはようございます。

０６：４０でした。

早いですね？

いつもの通り

朝５時に１度目の目覚ましで起きてトイレに行って、

コーヒー飲んで情報チェックして

２度寝して、

朝５時半の２度目の目覚ましでコーヒー飲んでツボ押ししながら

３度寝して（＾＾；）

　↑

（※低血圧でなかなか起きられなかった頃の習慣がまだ抜けないｗ）

朝６時に起きてさくさくご飯の仕度をしながら燃やすゴミをまとめて、ストーブの前に布団を干

して…

https://85358.diarynote.jp/201611220707175251/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201611220707175251/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161122/85358_201611220707175251_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161122/85358_201611220707175251_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161122/85358_201611220707175251_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8e2fNEfyU8U


たら、今日はあまり急ぎの小家事がなかった（明日からの休み中にやろう〜☆）

ので、早めに終わって、この時間…。

さて。昨日のハナシの続き★

　↓

http://85358.diarynote.jp/201611212221232780/
【追記アリ。】　死亡フラグ。(-_-#)★

https://www.youtube.com/watch?v=v2p2yIcM5LI
アスタリスク_黒崎一護

よくよく考えても、私は、辞めたいとは、思っていません…★

「…また退職強要が始まる〜ッ（＞＜ｐ）＃★」

…と、思った途端、ＰＴＳＤ発症して、
 
呼吸困難、意識レベル低下、心臓バクバク、激胃痛、血圧乱高下…しますが…★

…！（＞＜＃）！…★

それは今までなら「辞めてやるッ！」という「行動に移す」ことで発散できていた

負のエネルギー。ですが…

今回、なにしろ、踏ん張っていたらアルパカ狼さんとエルさんとレインリリーさん（※）に遇え

たし…ｗ

バイト中はストレスまみれですがなにしろ週２〜３回はアルパカ狼さんが望見できるし、通勤ル

ートは楽しいし、なんだかんだ言って「週休３日」を確保しつつ交通費も社会保険も付く…とい
う好条件？な転職先は、そう簡単に見つからない…。

と、いうことで。（＾＾；）★

http://85358.diarynote.jp/201611212221232780/
https://www.youtube.com/watch?v=v2p2yIcM5LI


辞めたい気持ちが２００％ですが、

辞めたくない事情３００％くらいなので、

【　辞 め ま せ ん 。】

…私を虐める馬鹿どもは、今度もまた徹底抗戦されて敗退する憂き目に遭う。

…ということを、覚悟のうえで、イヤガラセにかかって下さい…ｗｗｗ

（いつでも労基署に訴え出る覚悟はできてるからな…ッ!!）

https://www.youtube.com/watch?v=9ccbNmEAi2Y
ｃｈＡｎｇＥ/朽木ルキア 

（※レインリリーさん…⇒「懐かしの古アニメ『レインボー戦隊ロビン』に出て来る看護婦リリ
ーちゃん似の清楚な美人さん」…の略☆）

（…いや、略称を
「レインボー・リリー」にすると、

「ＬＧＢＴパレードの女王様」みたいになっちゃうでしょ…ｗ）

　ｗ（＾□＾；）ｗ

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9ccbNmEAi2Y


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月22日7:30
 
０５

８８８８

１☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月24日9:56
　

あづれ @adure_ · 13時間13時間前 

月曜は俺だけでなくたくさんの人が鬱のピークを迎えたという印象を受けますが、

父親曰く「磁気嵐がすごい日」だったので気分の変動が激しくなる人がいたらしい。

磁気嵐すげ〜

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月1日8:54
　

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 

集中力を身につけるためには、くだらない会話をできるだけ避けることが大事だ。

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

 
エーリッヒ・フロム
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月1日9:08

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

ある人物を評価するに際して最も簡単で確実な方法は、

その人物がどのような人々と付き合っているかを見ることである。

 
マキャベリ
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（11月22日）　ばいと逝ってきます…ｗｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201611220831098055/

【福島県 すでに到達 ３ｍ】／【津波情報 2016年11月22日】22
日05時59分頃、福島県沖を震源とする地震。震源の深さは
約10km、地震の規模は【 M ７．３ 】と推定。

2016年11月22日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (1)
　

　 　

　

固定されたツイート 
特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【津波情報 2016年11月22日】
津波警報を発表しました。ただちに避難してください。

［震源に関する情報］

22日05時59分頃、福島県沖を震源とする地震。震源の深さは約10km、地震の規模
はM7.3と推定。
https://pbs.twimg.com/media/Cx0JVolVEAAUc2T.jpg

特務機関NERVさんがリツイート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 3 分3 分前 
東北電力によりますと、宮城県女川町にある女川原子力発電所の港湾内に設置されて

いる潮位計で午前７時４８分ごろ、およそ５０センチの潮位の変化が観測されたとい

うことです。女川原発は現在、運転停止中で、今回の地震や潮位の変化による異常は

今のところ起きていないということです。

https://85358.diarynote.jp/201611220831098055/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201611220831098055/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161122/85358_201611220831098055_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161122/85358_201611220831098055_2.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/Cx0JVolVEAAUc2T.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 5分5分前 
【各地の満潮時刻 2016年11月22日 8:36】
石巻：午前10時7分
仙台新港、鮎川：午前10時9分
小名浜：午前10時34分

特務機関NERV @UN_NERV · 23分23分前 
【仙台港で１メートル４０ｃｍ】

気象庁によりますと、宮城県仙台港で、午前8時3分に1メートル40センチの津波を観測
しました。津波は繰り返し押し寄せます。さらに高い津波が到達するおそれがあり

ます。ただちに安全な場所に避難してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 24分24分前 
Earthquake Update: Data revised to Magnitude 7.4, Depth revised to 25km. Tsunami
Warnings are still in effect.

特務機関NERV @UN_NERV · 26分26分前 
【気象庁 宮城県に津波警報追加】
この地震で、気象庁は午前8時9分、宮城県に津波警報を追加しました。津波警報が出
ているのは福島県と宮城県です。予想される津波の高さは3メートルです。直ちに避難
してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 31分31分前 
仙台港で1m40cmの津波を観測、「さらに上昇中」です。

特務機関NERV @UN_NERV · 32分32分前 
【津波警報 すぐにげて！】
福島県　すでに到達　３ｍ

宮城県　すでに到達　３ｍ

（2016年11月22日 8:12）
https://pbs.twimg.com/media/Cx0nBAgUoAArYSg.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 36分36分前 
【震度５弱の地震 マグニチュードと震源の深さ修正】
福島県などで震度5弱の強い揺れを観測した地震について、気象庁は観測データを分析
した結果、地震の規模を示すマグニチュードを7.3から7.4に、震源の深さを10キロか

https://pbs.twimg.com/media/Cx0nBAgUoAArYSg.jpg


ら25キロにそれぞれ修正しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 37分37分前 
3/3 【各地の到達予想時刻 2016年11月22日 08:10】
▼千葉県内房：第１波の到達を確認

▼伊豆諸島：第１波の到達を確認

特務機関NERV @UN_NERV · 36分36分前 
2/3 【各地の到達予想時刻 2016年11月22日 08:10】
▼宮城県：第１波の到達を確認

▼福島県：第１波の到達を確認

▼青森県太平洋沿岸：津波到達中と推測

▼岩手県：第１波の到達を確認

▼茨城県：第１波の到達を確認

▼千葉県九十九里・外房：第１波の到達を確認

特務機関NERV @UN_NERV · 37分37分前 
1/3 【津波情報 2016年11月22日 08:10】
津波警報を切り替えました。ただちに避難してください。

[津波警報]宮城県、福島県
[津波注意報]青森県太平洋沿岸、岩手県、茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房
、伊豆諸島

特務機関NERV @UN_NERV · 8分8分前 
【2016年11月22日 8:00 NHK】
原子力規制庁「福島第二原発３号機 燃料プール 冷却再開」
http://nerv.link/7RNYjy

特務機関NERV @UN_NERV · 9分9分前 
【NHKニュース速報 07:59】
福島第二原発３号機　燃料プール

ポンプ再起動　冷却再開

特務機関NERV @UN_NERV · 17分17分前 

http://nerv.link/7RNYjy


【青森 東通村 沿岸部に避難指示】
青森県の太平洋沿岸に津波注意報が出されたことを受けて、東通村は沿岸部に避難指

示を出しました。東通村は防災行政無線で高台への避難を呼びかけるとともに、避難

所の開設を準備しています。

特務機関NERV @UN_NERV · 24分24分前 
【菅官房長官「ただちに安全な地域に避難を」】（続き）

なお、福島第一、女川の各原子力発電所に異常はないとの報告を受けている。現時

点で、特段の被害の報告は受けていない」と述べました。

（2016年11月22日 7:52 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 25分25分前 
【菅官房長官「ただちに安全な地域に避難を」】（続き）

現時点において、福島第二原発3号機において、使用済み燃料プール冷却装置が停止し
、状況を確認中だが、ただちに放射能漏れや燃料の温度が上がるものではないと報告

を受けている。

特務機関NERV @UN_NERV · 28分28分前 
Tsunami of 80cm observed at Ayukawa, Ishinomaki, Miyagi Prefecture. Tsunami are
expected to rise further, please remain vigilant.

特務機関NERV @UN_NERV · 31分31分前 
宮城県石巻市の鮎川では、80cmの津波を観測していて、「さらに上昇中」です。
https://pbs.twimg.com/media/Cx0g9DTVQAAI2Yv.jpg

特務機関NERVさんがリツイート 
ＮＨＫ生活・防災 @nhk_seikatsu · 36分36分前 
福島県によりますと、午前６時３３分、東京電力福島第二原子力発電所に高さ１メー

トルの津波が到達したと東京電力から連絡が入ったということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 42分42分前 
【津波注意報 千葉内房と伊豆諸島に追加】
この地震で気象庁は午前7時26分に、千葉県内房と伊豆諸島に津波注意報を追加しま
した。津波警報は福島県で変わっていませんが、津波注意報の範囲が南に広がりま

した。

特務機関NERV @UN_NERV · 44分44分前 

https://pbs.twimg.com/media/Cx0g9DTVQAAI2Yv.jpg


【岩手 大槌町 避難勧告を避難指示に切り替え】
津波注意報が出ている岩手県大槌町は、午前6時36分、沿岸部の全域の避難勧告を避難
指示に切り替えました。避難指示が出ているのは3045世帯6823人で、高台への避難を
呼びかけています。

特務機関NERV @UN_NERV · 47分47分前 
【青森・階上町 沿岸部に避難指示】
青森県階上町は午前6時55分、漁港などのある沿岸部に避難指示を出しました。役場の
隣にある「ハートフルプラザ」に、避難所を開設したということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 49分49分前 
宮城県石巻市の鮎川では、津波の高さが「上昇中」です。

https://pbs.twimg.com/media/Cx0d4p0UkAAUmA4.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 54分54分前 
津波注意報が千葉県内房と伊豆諸島に追加されました。

特務機関NERV @UN_NERV · 55分55分前 
2/3 【各地の到達予想時刻 2016年11月22日 07:27】
▼福島県：第１波の到達を確認

▼青森県太平洋沿岸：津波到達中と推測

▼岩手県：第１波の到達を確認

▼宮城県：第１波の到達を確認

▼茨城県：第１波の到達を確認

▼千葉県九十九里・外房：第１波の到達を確認

特務機関NERV @UN_NERV · 55分55分前 
3/3 【各地の到達予想時刻 2016年11月22日 07:27】
▼千葉県内房：津波到達中と推測

▼伊豆諸島：津波到達中と推測

特務機関NERV @UN_NERV · 55分55分前 
1/3 【津波情報 2016年11月22日 07:27】
津波警報を切り替えました。

[津波警報]福島県
[津波注意報]青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、茨城県、千葉県九十九里・外房、千
葉県内房、伊豆諸島

https://pbs.twimg.com/media/Cx0d4p0UkAAUmA4.jpg


特務機関NERV @UN_NERV · 57分57分前 
【福島 南相馬市全域に避難指示】
福島県南相馬市によりますと、津波警報を受けて、市内全域のおよそ6万8000人に避難
指示を出したということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 57分57分前 
【津波情報 2016年11月22日】
津波警報を切り替えました。

［震源に関する情報］

22日05時59分頃、福島県沖を震源とする地震。震源の深さは約10km、地震の規模
はM7.3と推定。

特務機関NERV @UN_NERV · 59分59分前 
【福島・楢葉町 沿岸部に避難指示】
福島県楢葉町は、津波警報の発表を受けて、沿岸部の地域に避難指示を出し、避難を

呼びかけています。避難所は、楢葉南小学校と町のコミュニティーセンターです。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【福島第二原発３号機 使用済み核燃料プールの冷却装置停止】（続き）
3号機の使用済み核燃料のプールには2544体の核燃料が貯蔵されているということです
。

（2016年11月22日 7:21 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【福島第二原発３号機 使用済み核燃料プールの冷却装置停止】
東京電力によりますと、福島第二原子力発電所の3号機の使用済み核燃料プールの冷却
装置が停止している状態だということで、現在、東京電力が詳しい状況の確認を進め

ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【津波観測報 2016年11月22日 7:21】
宮城県石巻市の鮎川と岩手県の大船渡港でも津波を観測しました。

https://pbs.twimg.com/media/Cx0bWEsVEAABnYD.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【茨城 神栖の沖合で津波を観測】

https://pbs.twimg.com/media/Cx0bWEsVEAABnYD.jpg


気象庁によりますと、午前6時半に、茨城県神栖市の沖合に設置された津波計で津波が
観測されました。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【津波観測報】

相馬港で午前7時6分に90cmの津波を観測しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【宮城 山元町沿岸部に避難指示】
宮城県山元町は午前6時半に沿岸部の世帯に避難指示を出しました。行政無線とエリ
アメールを使って沿岸部の住民に避難を呼び掛けています。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【福島・広野町 沿岸地域に避難指示】
福島県広野町は津波警報の発表を受けて、午前6時10分ごろ、東日本大震災で浸水した
沿岸部の地域に対して避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【茨城 高萩市が沿岸地域に避難指示】
震度5弱を観測した茨城県高萩市によりますと、市内に津波注意報が出されていること
を受けて、午前7時前、沿岸に近い地域に住む住民に避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【沖合津波観測報 2016年11月22日 7:05】
茨城県神栖沖 20km地点 水圧計 引き波を観測

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
Tsunami of 60cm has been observed at Onahama Port, Iwaki, Fukushima. Even taller
tsunami are expected, so please be vigilant.

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福島 いわき 小名浜港で６０センチの津波観測】（続き）
今後、津波の高さがさらに高くなる可能性もあり、気象庁が警戒を呼びかけています

。



（2016年11月22日 7:00 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福島 いわき 小名浜港で６０センチの津波観測】
気象庁によりますと、この地震で午前6時49分に、福島県いわき市小名浜港で60センチ
の津波を観測しました。場所によってはさらに大きな津波が到達しているおそれがあ

ります。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【千葉 鴨川 海岸にいる人に避難指示】
津波注意報が出されている千葉県鴨川市は、午前6時20分、海岸沿いの防潮堤より海側
にいる人に対して避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【津波観測 2016年11月22日 6:55】
小名浜港 午前6時49分 60cm

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【青森 三沢市 沿岸に避難指示】
青森県の太平洋沿岸に津波注意報が出されたことを受けて三沢市は、防風林より海側

の地域に避難指示を出しました。三沢市は防災行政無線を使って沿岸に近づかないよ

う呼びかけています。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福島 小名浜沖で津波観測】
気象庁の観測によりますと、午前6時6分、福島県の小名浜沖で津波が引き波で観測さ
れました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
沖合での観測値であり、沿岸では津波はさらに高くなります。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【岩手 陸前高田市で避難勧告】
岩手県陸前高田市は午前6時20分、5年前の東日本大震災の津波で浸水した区域に避難
勧告を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 



福島小名浜沖　ＧＰＳ波浪計　引き波観測

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
Tsunami was observed 20km Offshore Iwaki Coast, Fukushima. Tsunami will affect land
soon.

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
沖合で津波が観測されました。これから沿岸にも津波が押し寄せます。急いで逃げて

ください。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
沖合で津波を観測　福島いわき沖20km地点で津波を観測しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
余震が起きています。倒れてくるものや落ちてくるものから見を守ってください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
到達時刻を過ぎていますが、警報が解除されるまで引き続き避難を続けてください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
Magnitude 7.3 Earthquake occurred Offshore Fukushima Prefecture. Maximum Shindo
Scale 5-, Depth 10km. Tsunami Warning Issued.

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【各地の震度 2016年11月22日】
震度5弱：
［福島県］白河市、須賀川市、国見町、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、浅川町、

いわき市、南相馬市、福島広野町、楢葉町、双葉町、浪江町

［茨城県］高萩市

［栃木県］大田原市

https://t.co/hCNITziGEM

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【震度５弱の地震 福島県沿岸に津波警報】（続き）
この地震で、気象庁は福島県の沿岸に津波警報を発表しました。

（2016年11月22日 6:10 NHK）

https://t.co/hCNITziGEM


特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【震度５弱の地震 福島県沿岸に津波警報】
22日午前5時59分ごろ地震がありました。震源地は福島県沖で震源の深さは10km、地
震の規模を示すマグニチュードは7.3と推定されます。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
2/2 【各地の到達予想時刻 2016年11月22日 06:04】
▼福島県：ただちに津波来襲と予測

▼青森県太平洋沿岸：7時10分
▼岩手県：6時30分
▼宮城県：6時20分
▼茨城県：6時20分
▼千葉県九十九里・外房：6時30分

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
1/2 【津波情報 2016年11月22日 06:04】
津波警報を発表しました。ただちに避難してください。

[津波警報]福島県
[津波注意報]青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、茨城県、千葉県九十九里・外房

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【地震 05:59】
［震度５弱］福島中通り、福島浜通り、茨城北部、栃木北部

［震度４］宮城北部、宮城南部、宮城中部、秋田沿岸南部、山形村山地方、山形置賜

地方、会津、茨城南部、栃木南部、群馬南部、埼玉北部、埼玉南部、千葉北東部、千

葉北西部、新潟中越

［震度３］青森三八上北、岩手…

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【津波 すぐにげて！】
福島県　すぐ来る　高さ３ｍ

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【津波情報 2016年11月22日】
津波警報を発表しました。ただちに避難してください。

［震源に関する情報］

22日05時59分頃、福島県沖を震源とする地震。震源の深さは約10km、地震の規模



はM7.3と推定。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
東京都千代田区でも揺れを感じています。身を守ってください。倒れてくるものに注

意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
緊急地震速報です。

強い揺れが来るまで、わずかな時間しかありません。

安全を確保してからタイムラインをご覧ください。

上から落ちてくるものや、倒れてくるものに注意してください。

揺れがおさまってから火の始末をしてください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
《緊急地震速報（気象庁発表）》

福島沖で地震　強い揺れに警戒

〈強い揺れが予想される地域〉

福島　茨城　宮城　山形　栃木

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【緊急地震速報 2016年11月22日 06:00】5時59分頃、福島県沖を震源とする地震があ
りました。地震の規模はM6.5、最大震度5弱と推定されています。なおこの地震情報は
、緊急地震速報 第6報に基づく推定情報です。実際の情報に対して誤差を含む場合があ
ります。

amaちゃんださんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 1日1日前 
東京湾のホットスポットは福島第1原発沖を超えた　http://bit.ly/1khmbeU 　
https://pbs.twimg.com/media/Btt6zcwCMAAZfYL.jpg

http://bit.ly/1khmbeU
https://pbs.twimg.com/media/Btt6zcwCMAAZfYL.jpg


ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
11月22日6時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が20箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cx0LZ7JUsAEuYhR.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 8時間8時間前 
11月22日0時03分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が71箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cxy3JzvUUAEsZ1w.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 14時間14時間前 
11月21日18時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が28箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG

ホワイトフード @whitefood1 · 20時間20時間前 
11月21日12時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が15箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CxwSFSRUQAA9OMs.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
M. Suzuki @cdcreationinc1 · 17時間17時間前 
@palebrown @tokaiama まだ良いほうかもです！家はまた500ベクレル近いお茶をいつ
飲まされるか緊張感がありますw
10日間位飲んでた茨城県のくき茶からセシウム合計488Bq/kg検出
http://geiger.grupo.jp/blog/406672

amaちゃんだ @tokaiama · 1日1日前 
3月16日朝、東日本一円に降下した硫黄35の黄色い粉は、土壌や野菜などに降り積もり
、東日本住民の食物に入り込んで内部被曝をもたらした可能性が極めて強い

弱いベータ線だけだが胃腸を直撃して体調を悪化させた可能性がある

半減期87日　千分の一になるのに2年以上かかった

amaちゃんだ @tokaiama · 1日1日前 
2011年3月16日朝に目撃された「黄色い粉」は硫黄35の可能性が非常に強い

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cx0LZ7JUsAEuYhR.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cxy3JzvUUAEsZ1w.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CxwSFSRUQAA9OMs.jpg
http://geiger.grupo.jp/blog/406672


花粉も含まれているが16日のような莫大な量は出ない
167Kevのベータ線のみを出すが通常の測定器では計測困難
高級なガイガーカウンターなら検出可能性

半減期87日　稼働原子炉に海水が接触して生成

amaちゃんださんがリツイート 
IINUMA @kita3aoshima · 1日1日前 
@tokaiama 2011.3.15の夜から3.16の朝に降下した黄色い粉に因果関係があるのでしょ
うか。15日に納車されたばかりの白い軽自動車に積もった黄色い粉を、水で洗い流す
と水が緑色に変わり流れ落ちました。嫌な感じがしました。南房総鴨川在住
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月22日9:08
　

cmk2wl @cmk2wl · 13 分13 分前 

東日本に津波到来　福島第２原発の冷却装置が一時停止　「冷却再開」と東京電力　東通、女川

、東海第２原発異常なし

産経新聞 11/22(火) 8:09配信

ばいと逝ってきます…ｗｗｗｗ
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（11月28日）　ムダに営業成績がウナギの滝登り状態でして…ヽ（・□・；）ノ…☆

https://85358.diarynote.jp/201611281536476677/

★(∋_∈)★

2016年11月28日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (3)
　

　

関東〜北陸の「脳べくれ崩壊」っぷりが凄まじい。(・_・;)

ろれつが回らない。

文脈が支離滅裂。

一文で済む要件に辿り着くまでに所要時間１０分？

はたまた目的地不明のまま無限ループな永久ダンジョンに陥る「七人岬」状態なゾンビ…

(・ω・;)(;・ω・)

ヽ（・＿・；）ノ。。。

おかげで捗らないったら、処理件数の成績落ちたら時給下がるんだぜ…？(-"-;)★

ほんとに、べくれゾンビは迷惑…(-_-#)…★

さっさと死に絶えやがれ…

(ノ-o-)ノ　┫
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https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月28日15:52
　

興部町で！

交通事故っ(‾○‾;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月28日22:13
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

ムダに営業成績がウナギの滝登り状態でして…ヽ（・□・；）ノ…☆

少なくとも自己ベスト記録は軽く更新？したし…(^。^;)…☆

…あしたの業績発表を見るのが楽しみです…ｗｗｗ

…σ(^◇^;)。。。
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（11月30日）　…ちなみに眉ハゲがすごいです…（－－；）…★

https://85358.diarynote.jp/201611300808503885/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月30日17:43
　

　

…ちなみに眉ハゲがすごいです…（－－；）…★

生えたかと思うはしからどんどん脱落したり根元から千切れたり…★

眉毛列島の面積、半分になりました…。

（たぶん、すでにダウン（麻痺）している感情回路の代わりに、

「日本列島の現状を正しく反映している」のでわと…★（－－；）★…）
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（２０１６年１２月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１６年１２月）
 
 
 
 
 
 



（12月３日）　再び地獄の４連勤の初日。（－－；）★

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

【 函館 ０．０８４ μ 】／【 低気圧 ９６０ ㏋ 】。

2016年12月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

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

おはようございます。

０７：００ジャストです。

再び地獄の４連勤の初日。（－－；）★

札幌は０℃。

無風。晴天。（＾ｗ＾）ｇ

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

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

かけて強風や高波に注意してください。

…双子座は占いによると今日は
「ロクデモナイヒ」なんですが…（ーー；）★

https://85358.diarynote.jp/201612030721245812/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612030721245812/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161203/85358_201612030721245812_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=8Mw0Y016vyg
http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1480716000/1011-0010-101000-201612030700.gif?t=1480716641


とりあえず、通勤路は楽しめそうです…♪

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

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

古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-6-1
『未完史』第１部　第６章　扉をあけて。

１．地底都市パンドラ。…空中分解 Part.3。

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

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

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

（－－＃）

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

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

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年12月02日 23:05】
石狩地方では、３日明け方まで暴風雪に警戒してください。

［石狩北部］暴風雪

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

［渡島西部］波浪

file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/111631/read
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/111641/read
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


［檜山南部］波浪

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

ホワイトフード @whitefood1 · 10 時間10 時間前 
12月2日21時33分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が28箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Cyq-Q7oUsAE4cB4.jpg

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

暴風雪（風雪）、暴風（強風）、大雪、波浪、なだれ、着雪。

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

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

日夜遅くまで高波に警戒してください。

［石狩北部］暴風雪・波浪

［後志北部］波浪

［後志西部］波浪

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
12月2日15時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が39箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CypruAqUkAA6g8F.jpg

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M3.1】根室半島沖 深さ30.9km 2016/12/02 11:23:29

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

てください。

［石狩北部］暴風雪・波浪

［後志北部］暴風雪・波浪

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


［後志西部］暴風雪・波浪

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

方まで高波に警戒してください。

［渡島西部］波浪

［檜山北部］波浪

［檜山南部］暴風・波浪

［檜山奥尻島］暴風・波浪

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

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

［宗谷北部］波浪

［利尻・礼文］波浪

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
12月2日9時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が96箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CyoZLRlUsAAg7LK.jpg

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

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

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

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CyoZLRlUsAAg7LK.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CyoEOTrVIAA0SFB.jpg
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http://85358.diarynote.jp/?day=20101203
http://85358.diarynote.jp/?day=20091203
http://85358.diarynote.jp/?day=20081203
http://85358.diarynote.jp/?day=20071203

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

…とりあえず「進む方向」は…
ゼッタイ間違ってねぇ…！（＾＾）！
　↓

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

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

地道に匍匐前進で、

「微力を尽くして」精進したいと思いますぅ…☆彡
　↓

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

事実は「バーチャルの普及」にすぎなかったのだ

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

された膨大な若者の群れを生み出したのだ

彼らこそ、安倍晋三自民党という稀代の大嘘つきの支持者だった
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http://85358.diarynote.jp/201112040951461242/
http://76519.diarynote.jp/?day=20061203


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

ていることだと勘違いしはじめた

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

れた家族にも悲痛はない

飢えもなく、水や食料は必要とせず、安全な環境も不要

これが戦争なのだと

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

が出ない殺戮、誰も悲しまない、苦しまない戦争があるかのように思い始めた

何もかもバーチャルな大嘘つき世界だったのだ

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

だ

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月3日7:33
　

０５９

０９５…８☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月3日7:59
　

０５９０９６０☆
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月3日8:53
　

ルーン占い◇X 望月潮 @sioblu · 16時間16時間前 

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

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

かれる日です。
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（12月６日）　「雪中 徒歩 通勤」決定…☆彡

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

【 冬 時 間 】 開始…？

2016年12月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

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

あらためまして、おはようございます。

０６：３９です。（＾＾；）

りある早いですね…☆彡

さてまずお詫びを。（＾＾；）

昨夜、前々項コメントで、

…札幌はこの時間でまだ
プラス６℃！(‾○‾;)！
…もある異常気象…(・_・;)★
無風曇天で無気味なほどに穏やか。…(^。^;)…
なまぬるくて怪談やりたくなるくらいです…σ(^◇^;)。。。

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

…むしろ予報官の正気を疑いたくなるレベルです…

https://85358.diarynote.jp/201612060725361155/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612060725361155/
https://85358.diarynote.jp/201612060725361155/
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ヽ（・＿・；）ノ

…なんて書いちゃいましたが、さすが予報官サマ…！☆

風はまったく無いので吹雪じゃないですが…
気温もプラス１℃もありますが…

猛雪です…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

…てことで「雪中 徒歩 通勤」決定…☆彡

てことで、３０分早く運行しております…☆

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

（－－＃）

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

［檜山南部］暴風雪

［檜山奥尻島］暴風雪

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

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

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

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

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


 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月6日8:29

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

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

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

」

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月7日6:36
2016年12月06日（火）【当日】
01:00 0.034 0.033 0.033 6 
02:00 0.038 0.034 0.036 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.041 0.038 0.040 6 
05:00 0.056 0.041 0.048 6 
06:00 0.063 0.059 0.062 6 
07:00 0.059 0.053 0.055 6 
08:00 0.053 0.049 0.051 6 
09:00 0.049 0.044 0.047 6 
10:00 0.042 0.041 0.041 6 
11:00 0.043 0.043 0.043 6 
12:00

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



（12月10日）　遅れまくるバスを尻目に余裕の徒歩通勤。(^_^)v

https://85358.diarynote.jp/201612101532289015/

ＷＯＲＫＭＡＮ！o(^-^)o♪

2016年12月10日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

今日の札幌はちょっくら大変な

大雪。ヽ（・＿・；）ノ

１時間で１０cm積もる勢いが数時間も続いて除雪が間に合わず市電が停ま
る等々。

(・ω・;)(;・ω・)

「こんなこともあろうかと」

(‾ー+‾)ニヤリ

きのう第六感に従ってわざわざＷＯＲＫＭＡＮまで遠征して、

ハーフブーツ丈の新雪靴を購入してた私は、遅れまくるバスを尻目に余裕の徒歩通勤。(^_^)v

（昨日までの半靴だったら玄関出た時点で諦めるところだった…(^_^;)…）

しかしそれでも新積雪５０cmに隠された穴だの坂だの段差だの…に、足を捕られて転倒３回。

ヽ（・＿・；）ノ

気温は高いのですぐ融ける雪のせいで、下半身ずぶ濡れになりました…┐(’〜`；)┌…★

 
 
 

コメント

https://85358.diarynote.jp/201612101532289015/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612101532289015/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161210/85358_201612101532289015_1.jpg


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月10日15:40
　

そして日焼けだか雪灼けだか、

放射線灼け？だかで…(ToT)…★

顔が、痛いです…(ToT)★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月10日23:22
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

オトナゲもなく往復歩いたウマシカりすはワタクシですが何か？

(‾ー+‾)ニヤリ

少なくともノロノロ徐行で遅れまくってる路線バスよりは速く帰れたよ〜ん♪ (^。^;)

転倒数十回。(^_^;)

右膝と手首をひねり、買ったばかりで一口しか飲んでなかったペットボトルをどっかで落としま

したがまぁ大禍大厄はなし。

(^_^;)

漫画読んで

ごはん食べて

寝ます♪

　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（12月11日）　またしても「お昼休み」１６時の嫌がらせ。

https://85358.diarynote.jp/201612110835419810/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月11日16:24
　

徒歩通勤だけは

愉しかったですが、

バイトは厄日。(-_-#)

またしても「お昼休み」１６時の嫌がらせ。

(-_-#)

とりあえず非暴力平和主義者は棚上げして、

マジで２〜３人ブチ殺したいくらい、ハラヘッタ…(`o´)…★

（ので、忍耐キレて

客をサンドバッグにしたさｗ）

┐(’〜`；)┌

（昼飯１６時に

　したやつが悪いッ★）

　

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


　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月11日16:27
　

マジで今日こそ脳貧血（低血糖症）再発するかと思った…★

次は無い。

マジで気絶して、

救急車呼ばしたるッ！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月11日16:35
　

…食べ中なのでちょっとだけ？
冷静になってきた…(^_^;)…

無差別殺人はいか〜ん★(^_^;)

呪殺すべきは、まず、

「書き取りアンブリッ児」と、

フィル痴とスネイピと、

リータ・スキーター！

(*｀θ´*)

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

2016年12月11日16:37
　

あ〜あと、諸悪の根源、

ベルクカッツェなッ★

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月11日16:57
　

返りの風ならフクイチに向いて吹けばいいッ★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月11日22:28
　

すいません空腹のあまり狂暴化して取り乱しました(^_^;)

呪殺は地道に呪ってますがｗ 
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月11日22:35
　

てことで元気に歩いて(^。^;)

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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先ほど無事帰投。(^_^)v

本人的には

『嫌なバイト帰りにフィールド・アスレチックで楽しく遊んでストレス発散♪

o(^-^)o

てなノリなのでまぁ飽きるまでは歩かせてやって下さい…ｗ

(^。^;)

てかマジＷＯＲＫＭＡＮの雪靴最高！(^o^)／

バスより速くて

健康とダイエットに良し！

(^-^)g

…５５kgまで痩せたら、

大将ラーメン喰うぞ〜っ♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

 
 



（12月12日）　昨日１２月１１日、私物ロッカー荒らされた形跡。(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201612130641028153/

『デスイーターが多すぎる。』 (`ヘ´)

⇒ 【労基署 提出資料】。(-_-#)。　（オマケ一曲追加☆）

2016年12月12日 就職・転職 コメント (1)
　

　

事実のみメモ。

昨日１２月１１日、私物ロッカー荒らされた形跡。(-_-#)

ものが動いてた。

ロッカー内にタバコ臭（副流煙）が充満。

⇒18時30分から２０時までの間に私物ロッカーを勝手に開けられる、「あのタバコ」臭の管理者
と言えば？

（特定１名）。

同じ管理者に職務上の面談時に「休憩１６時はやめて欲しい」と申し入れたとたん、「無理」と

嘲笑われて、以降、１６時休憩が１０倍くらいに増えた。

昨日１２月１１日も１６時。

今日１２月１２日も１６時。

今日は同じ時刻に出勤した人が他に５人も居るのに、なぜ昨日もワリ喰った私が続けて【バツ

当番】なのか？

あきらかに、業務成績とは無関係な理由による、個人的または【職場内宗教組織？】事案による

嫌がらせ。

https://85358.diarynote.jp/201612130641028153/
https://85358.diarynote.jp/201612130641028153/
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https://85358.diarynote.jp/201612130641028153/


⇒ロッカーの件があるので、

労基署より先に警察か？

（※北海道警はセイギじゃないので、アテにはならない…★）

以下次号。(-_-#)

https://www.youtube.com/watch?v=FtvZ696kcyg
聞け万国の労働者（SFMS 961230西成三角公園） 

 
　

ひみつ日記

　

しまった前項消えた？

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月13日6:43
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月12日23:27

おばんです。(*^_^*)
札幌マイナス５℃ですが、

全身汗まみれ(^。^;)
湯気を立てながら

先ほど無事帰投。

(^_^)v

https://www.youtube.com/watch?v=FtvZ696kcyg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


空腹に耐えかねて、

ごはんは半田屋で、

食べて来ちゃったので、

(^。^;)

漫画読んだら寝ます☆

(^o^)／
　

 



（12月13日）　携帯の中味をノゾカレテルこと確実、

https://85358.diarynote.jp/201612130716006272/

タチの悪そうなミゾレ？吹雪／マイナス５℃。

2016年12月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=Mdju-W_ZAnw
TOUGH BOY by TOM★CAT 【90’s Full Version】 

あらためまして、おはようございます。

０６：３６でした。（＾＾）

さすがにイキナリ吹雪中強行軍３往復もして、いくらか疲れてますが。

（＾＾；）

今日は歩こうかどうしようか、窓の外のタチの悪そうなミゾレ？吹雪を眺めながら勘案中で

すが…。
（マイナス５℃）。

（＾＾；）

http://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481578800/1011-0010-101000-201612130640.gif?
t=1481579433
（０６：３０〜０６：４０）

…ま、イヤガラセの数々（私物荒らしに至ってはすでに「犯罪」）（－－＃）★
については、もはや…「頭逸狂怪」と「葬科学怪」と「餌捕罵の商人」と、
（なぜか公安警察まで？）「敵にまわした」時点で自業自得（－－；）なので、
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ほっとくしかないですね…ｗ（－－＃）ｗ★

（携帯の中味をノゾカレテルこと確実なので、情報のってる方々には迷惑かかっているかもで、

　申し訳ないですが…★）
　↑

（「そんなこともあろうかと」あらかじめ、

「多少の事態には自力対応可能」なひと以外の、情報はのこしてない…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=MruGBUTdsY8
HOTEI - STILL ALIVE 

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

…「１２月１０日の情報を【載せずに」すっ飛ばしたかった」のか…？
★（〜”〜＃）★

参照：http://85358.diarynote.jp/201612100734092681/
【 札幌 ０．０７５ μ 】
2016年12月10日 環境は、生命圏で、生存権。 

★地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.9】北海道東方沖 深さ125.9km 2016/12/13 02:54:06

★地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M2.9】北海道東方沖 深さ85.6km 2016/12/13 00:00:33

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M3.1】十勝地方南東沖 深さ68.1km 2016/12/12 19:54:48

★地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.3】釧路地方 深さ127.7km 2016/12/12 18:43:54

https://www.youtube.com/watch?v=MruGBUTdsY8
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://85358.diarynote.jp/201612100734092681/


…お、おまけ映像…ッｗｗｗｗｗ♪
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=pxXhfElVhlo
【ゆうパック】「パカまじめ。」篇 

…かわいい〜ん…ｗｗｗ
 
　

 

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


（12月⒕日）　（あいかわらず無駄に、）【営業成績だけわ】良い…（－－；）…★

https://85358.diarynote.jp/201612140828493137/

【札幌　いたるところで雪の壁】／【M3.5】石狩平野／サッポ
ロ「当日入りダメ絶対」／アルパカ成分、欠乏中です。

2016年12月14日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (7)
　

　 　

　

tenki.jp� 認証済みアカウント � @tenkijp · 20時間20時間前 
【札幌　いたるところで雪の壁】

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/kazuya_mori/2016/12/13/60671.html … 札幌市内は
、週末の大雪の影響で、街中のいたるところに大人も隠れてしまうような高い雪の壁

ができています..

https://www.youtube.com/watch?v=q5jSVGzFdZM
Saiyuki - Sanzo x Goku - Hurry up and save me - AMV 

遅め？ようございます。

０７：５３（七五三）でした…☆

（＾＾；）

再び「３連休」の初日。

今週「４連勤」はとにかくひたすら疲れました★

大雪だわ、路面は立体スケートリンクだわ、職場の管理職によるイヤガラセと、同僚による無視
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イジメは、そのまんま（悪化しつつ？）継続中だわ、座席運はロクデモナイわ、客は【被曝性】

認知症だらけだわ、年末のせいか？無闇に忙しいわ…

数少ない娯楽のタネのエルさんまで居ない…（⇒本人カシコイつもりで底辺のばか⇒Ｂ層deぐ〜
みん⇒だから、また関東まで？ワザワザわざわい「被曝しに」逝ったらしい…★）

★　ｗ（－－＃）ｗ　★

挙句にアルパカ狼さんからまで無視（黙殺？…なんか怒ってる…？？）されるわ…
…（Ｔ■Ｔ；）…

…んで、何故か？…

（あいかわらず無駄に、）

【営業成績だけわ】良い…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=BYTYG884Q1k
【ゆうパック】「パカまじめ。」篇 

…手の抜けない、これで「過労ウツ自殺未遂⇒慢性疲労症候群⇒ヒキコモリ」…の、ドンヅマリ
お決まりコースで、

人生一番大事なはずだった時期を２０年も！

無駄にしたくせに…（〜〜；）…★

…とことんワーカホリック（？）な自分に呆れますが…ｗ（－－；）ｗ…★

…でも、自分を嫌いになるよりは、

プライド持って「敢えて損を取る」生き方のほうが、いいよね…？

（…とか思っている自分を、けして嫌いではない…。…ｗ（＾□＾；）ｗ…）

https://www.youtube.com/watch?v=b1uH4BnswKQ
Digimon Song Brave Heart 

https://www.youtube.com/watch?v=BYTYG884Q1k
https://www.youtube.com/watch?v=b1uH4BnswKQ


誰に嫌われようと、構わない。

私は、曲がれない。曲がらない…。

…

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

んで、札幌は（＾＾；）

マイナス１℃。無風。

高い位置に一面に分厚い冬布団のような灰白色の雲が敷き詰められた曇天。

予報では「終日穏やか」ですが…とりあえず陽射しは皆無です。（－－；）

予定は終日自宅警備員。宅配の受け取りと家事と漫画と「原稿遊び」…。

…さて…？？

https://www.youtube.com/watch?v=w30p9ZdJLh0
[AMV] Saiyuki - Already Over 

（寒くておなか空いたんで、先にご飯たべてきます…☆彡）

 
 
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月14日17:04
　

　

＞客は【被曝性】認知症だらけだわ、年末のせいか？無闇に忙しいわ…

https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4
https://www.youtube.com/watch?v=w30p9ZdJLh0
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


cmk2wlさんがリツイート 
シェフ @sendagiwalker · 12月9日
　

この2年ほど急増した異常な患者に多いのは常識的治療を拒否する・叫ぶ・理屈が通じない
子供じみた言動を続ける等々です。

 
そして電話で訳のわからない事を言い続ける人も多い。

 
殆どが現役の会社員で平均以上の学歴や収入もある人間です　#東京は狂い始めた
　

　



（12月17日）　再び地獄の４連勤の初日…（－－；）…★

https://85358.diarynote.jp/201612170721351693/

【 岩見沢 ０．０６４ μ 】／札幌はマイナス４℃。無風で静穏で
すが、予報は荒天…？

2016年12月17日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=TWS0ogn53Wo
AMTV 機動戰士鋼彈Z OP1 Z・刻を越えて 

あらためまして、おはようございます。

前項追加したので参照ぷりーず♪

０６：５６でしたが、０７：０９になっちゃいました☆

再び地獄の４連勤の初日…（－－；）…★

そして例え仮にバイトが楽しかったとしても。

毎週３連休でも「時間がナイッ！」と、叫びながら暮らしている、

働き者の？霧樹里守（きりぎ・りす）ですよ…★

？　ｗ（〜〜；）ｗ　？

…時間泥棒でも居るのか…？？

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

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1481926200/1011-0010-101000-201612170710.gif?
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t=1481926835
（０７：００〜０７：１０）

札幌はマイナス４℃。無風で静穏ですが、予報は荒天…？

ホワイトフード @whitefood1 · 7時間7時間前 
12月17日0時03分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が24箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Czzm9t3UsAEzCjN.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 13時間13時間前 
12月16日18時03分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が20箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzyUdfyUUAAx_6T.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 19時間19時間前 
12月16日12時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が26箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzxByx2UAAAyMPO.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
12月16日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯
します。詳しくはこちらでご確認いただけます。

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

地震マップ @eq_map · 40分40分前 
【M2.7】下北半島付近 深さ121.1km 2016/12/17 07:14:27

★地震マップ @eq_map · 47分47分前 
【M2.9】根室半島沖 深さ44.9km 2016/12/17 07:08:52

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M4.2】宗谷地方 深さ301.2km 2016/12/17 04:20:41

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/Czzm9t3UsAEzCjN.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzyUdfyUUAAx_6T.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/CzxByx2UAAAyMPO.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/CzwKexVUUAAOOlZ.jpg


地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.7】十勝地方南東沖 深さ56.9km 2016/12/17 03:33:47

★地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ55.2km 2016/12/16 14:55:59

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.7】石狩平野 深さ108.7km 2016/12/16 10:41:08

★地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.8】根室地方 深さ122.5km 2016/12/16 09:34:18

https://www.youtube.com/watch?v=v_zwWyWCVxs
Yui : Chie Hanawa 1 @ Isesaki
 
 

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


（12月18日）　バイトは楽しくないですが。（－－；）

https://85358.diarynote.jp/201612180720026542/

予想最高気温「ぷらす」７℃!!／（個人的には）⇒５２年間のな
かで一番、「心穏やかな年末」ではないかなぁ…

2016年12月18日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=JNSofrbUF44
前前前世　【トランペットで演奏してみた！】 

あらためまして、おはようございます。

０６：５１になっちゃいました。

４連勤の２日目。札幌はマイナス２℃。

無風。静穏。

…んで…（＠＠；）…★

予想最高気温が「ぷらす」７℃とか…？？！

…やめてほしいんですけど、マジで…（〜”〜＃）…★

（例によって雪まつり関係者の、胃痛が心配です…★）

https://www.youtube.com/watch?v=8PZvPpNj2Mk
ラピュタよりハトと少年【トランペットで演奏してみた】 

個人的には幸せ。（＾＾）

https://85358.diarynote.jp/201612180720026542/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161218/85358_201612180720026542_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161218/85358_201612180720026542_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161218/85358_201612180720026542_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JNSofrbUF44
https://www.youtube.com/watch?v=8PZvPpNj2Mk


毎日ぬくぬく暖かいところで安全に眠れて、カミサマありがとう！とか思いながら目がさめる。

バイトは楽しくないですが。（－－；）

それでも、今まで５２年間のなかで一番、「心穏やかな年末」ではないかなぁ…

（個人的には！）

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482011400/1011-0010-101000-201612180650.gif?
t=1482012036
（０６：４０〜０６：５０）

https://www.youtube.com/watch?v=m7471f5A1Hw
千本桜　【トランペットで本気で演奏しなおしてみた】 

ホワイトフード @whitefood1 · 39 分39 分前 
12月18日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯
します。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cz6dqe3UAAADTGG.jpg

★地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.5】根室半島沖 深さ40.0km 2016/12/18 05:34:18

◆地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.1】浦河南方沖 深さ28.1km 2016/12/18 01:41:18

◆地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.1】青森県東方沖 深さ10.5km 2016/12/17 22:03:47

◆地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.7】青森県東方沖 深さ1.4km 2016/12/17 20:48:42

★地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.7】国後島近海 深さ111.8km 2016/12/17 20:07:12

★地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482011400/1011-0010-101000-201612180650.gif?t=1482012036
https://www.youtube.com/watch?v=m7471f5A1Hw
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cz6dqe3UAAADTGG.jpg


【M2.6】北海道東方沖 深さ8.4km 2016/12/17 19:38:16

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.7】十勝地方 深さ101.5km 2016/12/17 17:24:52

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
12月17日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯
します。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cz1UEdQVEAAZnEF.jpg

地震マップ @eq_map · 12月16日 
【M2.7】下北半島付近 深さ121.1km 2016/12/17 07:14:27

★地震マップ @eq_map · 12月16日 
【M2.9】根室半島沖 深さ44.9km 2016/12/17 07:08:52

 
 
 

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/Cz1UEdQVEAAZnEF.jpg


（12月18日）　嫌がらせが続くなら年末年始の４連勤『 病欠 』技を使ってやるぜッ
　(ノ-o-)ノ　┫

https://85358.diarynote.jp/201612180810131181/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月18日15:31
 
座席運サイテー。(-_-#)

隣がシコメ（醜女）。

最悪の性格素行ブス。(-_-#)
無視イジメ発信源の

カタワレ。(-_-#)

霊的にも悪臭ぶんぷんたる

歪んだ妖怪ババァだが、

タバコの副流煙と

本人の腐敗臭（肺癌進行中）で

物理的にも鼻が曲がり気絶寸前に臭い。(ToT)

何故わざわざこんな普段は当たらないような変な席に？

今日はレインリリーさん居たのに危うく全く話も出来ないとこだった…(-_-#)…

（ちょっとだけ話せた♪）

あまり嫌がらせが続くようなら

私以外だれも居ない年末年始の４連勤を『病欠』という、裏技を使ってやるぜッ(ノ-o-)ノ　┫
　

　

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月18日15:33
 
でも美脚で美ケツのビクーニャさんが居るから、

これ以上のイジメの心配はない。(^。^;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月18日22:33
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

札幌は現在プラス４℃！

…もあって、逆に気持ちが悪いです…(-”-;)…

そして明日はまたマイナス４℃…？ヽ（・＿・；）ノ

異様睡魔継続中。

鳥取が再びヤバい感じですね…

…(・ω・;)(;・ω・)…

島根原発の運命や烏賊煮…？？

…漫画読んで
ごはん食べて

寝ま〜す…！
 

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


 
 
 



（12月19日）　フロアのあちこちで常に数人が何らかの「連発イヤガラセ」を受けて
いて、

https://85358.diarynote.jp/201612190736454253/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月19日14:44

（12月10日付け次項参照）

ちなみに、

「またイヤガラセだ…」と
寝暗く呟いて暗くなってるのは私だけではなく。

フロアのあちこちで常に数人が何らかの「連発イヤガラセ」を受けていて、

誰も管理職を信用しておらず、

次々辞めて去る…

ので、現在なぜか無関係なビクーニャさんが、最大の被害者に…？？

(・ω・;)(;・ω・)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月19日21:48
　

先ほど無事帰投。

札幌の気温プラマイ０℃。

(-”-;)
いったん融けて再び凍りかけた

ツルツル路面の凶悪さに耐えかねて

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


平日限定８時４０分のＪＲバスに飛び乗って、

スルスル帰宅。o(^-^)o

あぁ公共交通って素晴らしい…

　♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

ごはん炊いて、

まんが読んで、

ごはん食べて、

はやく寝ます♪

(^o^)／
 
 
 
 



（12月19日）　…よくまぁ毎日まいにち、斬新なイヤガラセを思い付くもんである…

https://85358.diarynote.jp/201612200643476121/

『本日の嫌がらせ。』(-_-#)。　⇒【労基署 準備資料】。

2016年12月19日 就職・転職
　

◆ 出勤したら席がない。
(`ヘ´)

◆ 昼休みが『１時間早い』
のに、

休憩が『１時間遅い』★

(-"-;)

つまり、トイレを１時間余計にガマンさせられた挙げ句、

１３時３０分から

１３時４０分まで１０分休憩。

あいだ２０分のみ空けて、

１４時から『昼休み』。

…！(‾○‾#)！…★

…よくまぁ毎日まいにち、
斬新なイヤガラセを

思い付くもんである…

(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201612200643476121/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


手に負えん★　(ノ-o-)ノ　┫

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月19日14:44

ちなみに、

「またイヤガラセだ…」と
寝暗く呟いて暗くなってるのは私だけではなく。

フロアのあちこちで常に数人が何らかの「連発イヤガラセ」を受けていて、誰も管理

職を信用しておらず、

次々辞めて去る…

ので、現在なぜか無関係なビクーニャさんが、最大の被害者に…？？

(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月19日21:48

先ほど無事帰投。

札幌の気温プラマイ０℃。

(-”-;)
いったん融けて再び凍りかけた

ツルツル路面の凶悪さに耐えかねて



平日限定８時４０分のＪＲバスに飛び乗って、

スルスル帰宅。o(^-^)o

あぁ公共交通って素晴らしい…

　♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

ごはん炊いて、

まんが読んで、

ごはん食べて、

はやく寝ます♪

(^o^)／

 
 
 



（12月20日）　【 時給おちた 】。

https://85358.diarynote.jp/201612202101105193/

【 時給おちた 】 ベルクカッツェ 【死にヤガレ★】 （with 【報
復宣言！】

2016年12月20日 就職・転職 コメント (3)

　

（とりあえず予告のみ★）

★（ーー＃）★

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月20日22:04
　

せたな町の

有機ピザと

有機いもグラタンが

天国のように美味かったし

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

会場スタッフの兄ちゃんズ

が地仙のように清々しかったので、

(*^_^*)

今なら罪３等ぐらい

恩赦減刑してやるｗ

https://85358.diarynote.jp/201612202101105193/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201612202101105193/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


(^。^;)

( ^ _ ^)∠☆PAN！
 
 
（キッチリ『報復外交』は

するけどな！★）(`ヘ´)★  
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月20日23:10
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

最終バスに余裕で座れて

らくらく帰宅。

とりあえずおなかいっぱい♪

ベルクカッツェ呪殺計画は明日以降にして、

まんが読んで寝ます☆

(^。^;)
　

　

 

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


（12月24日）　「行きたくない気」満載＆過積載２００％状態ですのよ…★

https://85358.diarynote.jp/201612240700133685/

【 函館 ０．０９１ μ 】。

2016年12月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=UUOntoSEO0w
Joe Ligon-Old Revivial Back Home 

おはようございます。

０６：４４でした。

再び「地獄の４連勤」の初日。（－－；）

札幌はマイナス６℃。無風。

昨日一日で降りまくった雪の量は予想をはるかに超えましたが。

（一昨日と昨日の朝と今朝の記録写真を、撮っておけばよかった…★）

夜を徹して札幌市自慢の「公共除雪」が走り回ってくれていたので…

徒歩通勤。可能です。…たぶん…ｗ（＾◇＾；）ｗ。

（ダメだったら途中からバスに乗ります☆）

https://www.youtube.com/watch?v=lQxuQn5kUkM
I Believe I’ll Run On - Joe Ligon & The Mighty Clouds of Joy "Live In Charleston" album 

てなことで１曲目は朝っぱらから

https://85358.diarynote.jp/201612240700133685/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612240700133685/
https://85358.diarynote.jp/201612240700133685/
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https://www.youtube.com/watch?v=UUOntoSEO0w
https://www.youtube.com/watch?v=lQxuQn5kUkM


「おうちに帰ろう」の詩ですいません。（＾＾；）

「行きたくない気」満載＆過積載２００％状態ですのよ…★

（んで、全地球的に、キリスト教圏と、非キリスト教のくせにクリスマスだけは大好きな日本に

おいて…
　生誕祭イブですね☆　ということで、ゴスペルｗｗｗ）

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

2016年12月23日（金）【前日】
01:00 0.065 0.063 0.064 6 
02:00 0.060 0.055 0.058 6 
03:00 0.055 0.050 0.052 6 
04:00 0.053 0.050 0.051 6 
05:00 0.051 0.045 0.047 6 
06:00 0.048 0.044 0.046 6 
07:00 0.046 0.044 0.045 6 
08:00 0.048 0.047 0.047 6 
09:00 0.047 0.044 0.045 6 
10:00 0.043 0.040 0.041 6 
11:00 0.040 0.037 0.039 6 
12:00 0.039 0.037 0.038 6 
13:00 0.047 0.040 0.044 6 
14:00 0.049 0.047 0.048 6 
15:00 0.045 0.039 0.042 6 

16:00 0.041 0.039 0.040 6 
17:00 0.041 0.039 0.040 6 
18:00 0.038 0.033 0.035 6 
19:00 0.032 0.029 0.030 6 
20:00 0.029 0.028 0.029 6 
21:00 0.029 0.028 0.028 6 
22:00 0.028 0.026 0.027 6 
23:00 0.026 0.023 0.024 6 
24:00 0.023 0.021 0.022 6 

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


2016年12月24日（土）【当日】
01:00 0.021 0.021 0.021 6 
02:00 0.021 0.021 0.021 6 
03:00 0.021 0.020 0.021 6 
04:00 0.021 0.020 0.021 6 
05:00 0.021 0.020 0.021 6 
06:00

https://www.youtube.com/watch?v=4VaJVDHRpvA
Scatman John - Everybody Jam! 

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報（解除） 2016年12月24日 04:44】
渡島・檜山地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

渡島地方では、２４日朝まで大雪に、２４日までなだれに注意してください。渡島、

檜山地方では、２４日夕方まで高波に注意してください。

★地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ7.5km 2016/12/24 02:17:58

★地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.0】青森県東方沖 深さ23.2km 2016/12/24 01:46:52

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【北海道地方 気象情報 2016年12月23日 23:17】
北海道地方は、引き続き２４日明け方まで高波に警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 9時間9時間前 
【渡島・檜山地方 気象警報 2016年12月23日 22:45】
渡島、檜山地方では、２４日明け方まで高波に警戒してください。

［渡島西部］波浪

［檜山北部］波浪

［檜山南部］波浪

［檜山奥尻島］波浪

https://www.youtube.com/watch?v=4VaJVDHRpvA


ホワイトフード @whitefood1 · 10時間10時間前 
12月23日21時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が49箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0XFTNAUQAAuTC4.jpg

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M2.7】浦河南方沖 深さ29.0km 2016/12/23 20:04:10

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.5】根室地方 深さ26.5km 2016/12/23 18:39:36

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
12月23日15時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が132箇所以上存在し
ます。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0Vy1HNUoAEHa-C.jpg

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.6】根室半島沖 深さ44.6km 2016/12/23 15:18:33

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2016年12月23日 11:21】
留萌地方では、２３日夕方まで暴風雪に警戒してください。上川地方では、２３日夕

方まで大雪に警戒してください。

［上川北部］大雪

［上川中部］大雪

［上川南部］大雪

［留萌北部］暴風雪

［留萌中部］暴風雪

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
海上濃霧警報。

https://pbs.twimg.com/media/C0U96dRUsAEh8bs.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
12月23日9時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が258箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0UeHz4UsAE4dau.jpg

https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0XFTNAUQAAuTC4.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0Vy1HNUoAEHa-C.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C0U96dRUsAEh8bs.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0UeHz4UsAE4dau.jpg


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

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/C0UNnGmUUAEb8Hf.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 12月22日 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2016年12月23日 07:16】
次の地域に警報が発表されています。

［石狩北部］暴風雪

［後志北部］暴風雪・波浪

［後志西部］暴風雪・波浪

https://www.youtube.com/watch?v=7HK0VG46zF0
Paul McCartney - With A Little Luck 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月25日7:19
　

2016年12月24日（土）【前日】
01:00 0.021 0.021 0.021 6 
02:00 0.021 0.021 0.021 6 
03:00 0.021 0.020 0.021 6 
04:00 0.021 0.020 0.021 6 
05:00 0.021 0.020 0.021 6 
06:00 0.021 0.020 0.021 6 
07:00 0.021 0.021 0.021 6 
08:00 0.021 0.020 0.021 6 
09:00 0.021 0.021 0.021 6 

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/C0UNnGmUUAEb8Hf.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7HK0VG46zF0
https://85358.diarynote.jp/
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10:00 0.021 0.020 0.021 6 
11:00 0.021 0.021 0.021 6 
12:00 0.021 0.021 0.021 6 
13:00 0.021 0.020 0.021 6 
14:00 0.021 0.021 0.021 6 
15:00 0.021 0.021 0.021 6 
16:00 0.021 0.020 0.021 6 
17:00 0.021 0.020 0.021 6 
18:00 0.021 0.021 0.021 6 
19:00 0.021 0.021 0.021 6 
20:00 0.021 0.021 0.021 6 
21:00 0.022 0.020 0.021 6 
22:00 0.022 0.021 0.021 6 
23:00 0.021 0.021 0.021 6 
24:00 0.021 0.021 0.021 6 

！（＾＾）！

 
 
 
 



（12月24日）　何故、私の時給が【下がる】の…？？／【減らされた時給２０円】分
の仕事は、今後一切、しません！　

https://85358.diarynote.jp/201612240824032184/

【 報復 外交 】⇒【 怠業 】 宣 言 !! ★（＝＝＃）★

2016年12月24日 就職・転職 コメント (5)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=7F_9FEx7ymg
Inti Illimani - El Pueblo Unido 

参照：http://85358.diarynote.jp/201612202101105193/
【 時給おちた 】 ベルクカッツェ 【死にヤガレ★】 （with 【報復宣言！】
（2016年12月20日）

私の人生、こんな愚劣なやつらの相手をイチイチしているほど

ヒマじゃないので。（－－＃）★

悪口雑言絶叫＆詳細説明＠理性…は、また今度…？★★

https://www.youtube.com/watch?v=vgE11M0tSMM
Hasta siempre comandante che guevara - Inti Illimani 

※「給料分の仕事はするさ」…
⇒ベルクカッツェ・マクゴナガル室長の【悪意のみ】で

https://85358.diarynote.jp/201612240824032184/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201612240824032184/
https://85358.diarynote.jp/201612240824032184/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161224/85358_201612240824032184_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161224/85358_201612240824032184_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161224/85358_201612240824032184_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7F_9FEx7ymg
http://85358.diarynote.jp/201612202101105193/
https://www.youtube.com/watch?v=vgE11M0tSMM


　故意かつ理不尽に…

【減らされた時給２０円】分の仕事は、今後一切、しません！

　残業もしないし、「協力要請」にも、一切応じないッ!!

https://www.youtube.com/watch?v=0Cof02iMfVk
I Know I’ve Been Changed
- Joe Ligon & The Mighty Clouds of Joy "Live In Charleston" album 

https://www.youtube.com/watch?v=PivWY9wn5ps
Michael Jackson - Man In The Mirror 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
にとり @Rindow_Nitori · 10月17日 

うちの猫の戦闘力をご覧ください。

https://twitter.com/Rindow_Nitori/status/787953681136091137

https://www.youtube.com/watch?v=Xt_YhSxjshY
Scatmans World - Scatman John [1080p Upscale] (Official Video) 

 
 
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=0Cof02iMfVk
https://www.youtube.com/watch?v=PivWY9wn5ps
https://twitter.com/Rindow_Nitori/status/787953681136091137
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月24日8:30
　

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 

どんな行動にも、必ずそれと等しい反対の反応があるものである。

　

アイザック・ニュートン

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月24日13:38
　

予測どおり【_震源_導火線_】が
粛々と北上中。(・_・;)

トカラ大連発。

ヽ（・＿・；）ノ

その真上に【_川内_原発_】

某氏予測は【クリスマス発震】

(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月24日13:42

そして出力５０％？で

絶賛【怠業】中のワタクシ、

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


すでに本日の営業ノルマの

【１．５倍】をクリア…

┐(’〜`；)┌

…これで何故、私の時給が
【下がる】の…？？

(ノ-o-)ノ　┫

いいよ。

部署全体の営業成績も、

下げてあげるからね…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月24日22:51
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

札幌はマイナス３℃ですが全身ゆげ湯気の汗だく。(^。^;)

もちろん往復歩きましたとも！

o(^-^)o

転倒数回。

右足首を少し痛めたかもですがたいしたことなさそう。(^_^;)

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


ごはん炊いて今日は売れ残りのチキン載っけて格安で美味しいレトルト野菜カレーぶっかけてか

っ喰らいますよと。

(‾ー+‾)ニヤリ

んで、漫画読んで早く寝ます☆

(’◇’)ゞ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月13日20:12
　

…あれ…？？

…||||（＠＠；）||||…☆

…すいません。訂正？しますか…？？？

（もしかして、思い込みとカンチガイで、怒り狂っていたかも〜？？？？）

 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（12月26日）　針山地獄バイト４連勤の３日目。

https://85358.diarynote.jp/201612260723497727/

札幌の予想最高気温 【 プラス　６　℃ 】！

2016年12月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=cvj3-MZO9Tw
『アナと雪の女王 MovieNEX』レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜/エルサ（松たか子）＜日
本語歌詞付 Ver.＞ 

（承前）

あらためまして、おはようございます。

０７：００になっちゃいました。

針山地獄バイト４連勤の３日目。

まぁとりあえず、

自由と自立と

自律と自尊は「確立済み」です。

不可避のものとして、

それにともなう以上、

ありとあらゆるリスクもデメリットも、

「自業自得」です…★ｗ（－－；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=kHue-HaXXzg
Demi Lovato - Let It Go (from "Frozen") [Official] 

https://85358.diarynote.jp/201612260723497727/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612260723497727/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161226/85358_201612260723497727_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=cvj3-MZO9Tw
https://www.youtube.com/watch?v=kHue-HaXXzg


時間がありません。さくさく逝きます。

2016年12月26日（月）【当日】
01:00 0.022 0.021 0.022 6 
02:00 0.022 0.021 0.021 6 
03:00 0.022 0.021 0.021 6 
04:00 0.022 0.021 0.021 6 
05:00 0.022 0.021 0.022 6 
06:00

…ここまでは問題ありませんが…★
…（－－；）…
札幌はこの時間で既にプラマイ０℃まで気温が上昇。

予想最高気温…プラス６℃…！！

嫌〜な感じで強い「南風」が入ってます…★

予報は荒天。（－－；）★

…また、線量が上がる…★

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482702600/1011-0010-101000-201612260650.gif?
t=1482703234
（０６：４０〜０６：５０）

★地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.6】根室地方 深さ106.1km 2016/12/26 04:28:58

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.8】浦河南方沖 深さ42.3km 2016/12/26 04:22:18

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.6】網走地方 深さ270.1km 2016/12/26 02:37:43

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1482702600/1011-0010-101000-201612260650.gif?t=1482703234


地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M3.2】弟子屈付近 深さ121.5km 2016/12/26 01:02:43

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.9】十勝地方 深さ114.2km 2016/12/26 00:48:06

★地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M4.6】KURIL ISLANDS 35.0km 2016/12/25 16:41:41JST, 2016/12/25 07:41:41UTC

★地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M4.7】KURIL ISLANDS 78.9km 2016/12/25 12:31:23JST, 2016/12/25 03:31:23UTC

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M3.7】十勝地方南東沖 深さ62.2km 2016/12/25 10:20:11

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月27日7:24
　

2016年12月26日（月）【前日】
01:00 0.022 0.021 0.022 6 
02:00 0.022 0.021 0.021 6 
03:00 0.022 0.021 0.021 6 
04:00 0.022 0.021 0.021 6 
05:00 0.022 0.021 0.022 6 
06:00 0.022 0.021 0.022 6 
07:00 0.022 0.022 0.022 6 
08:00 0.022 0.021 0.022 6 
09:00 0.022 0.021 0.022 6 
10:00 0.022 0.021 0.022 6 
11:00 0.023 0.022 0.023 6 
12:00 0.023 0.022 0.023 6 
13:00 0.024 0.022 0.023 6 

https://85358.diarynote.jp/
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14:00 0.029 0.025 0.027 6 
15:00 0.033 0.030 0.031 6 
16:00 0.033 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.031 0.031 6 
18:00 0.031 0.028 0.029 6 
19:00 0.027 0.025 0.026 6 
20:00 0.026 0.024 0.025 6 
21:00 0.026 0.025 0.026 6 
22:00 0.027 0.026 0.026 6 
23:00 0.032 0.026 0.028 6 
24:00 0.034 0.032 0.033 6
 
 
 
 



（12月26日）　本日も嫌がらせ。(`ヘ´)

https://85358.diarynote.jp/201612270640538351/

本日も嫌がらせ。(`ヘ´)

2016年12月26日 就職・転職 コメント (3)
　

休憩１６時。

マジで脳貧血おこして、

吐き気とめまいがする。

★(∋_∈#)★

出力２５％くらい？で

よろよろ運行中。

座礁寸前。

帰りに車に轢かれたら、

労災申請するから。

https://www.youtube.com/watch?v=Sc11shaHicA
Paradise city (Lyrics)
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月27日6:43
　

https://85358.diarynote.jp/201612270640538351/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201612270640538351/
https://www.youtube.com/watch?v=Sc11shaHicA
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月26日16:34

高知で震度３！？（；‾Д‾） 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月26日20:48

札幌の路面状態がサイアク過ぎてバスが来ない… 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月26日22:14

先ほど無事帰投。(^o^)／

札幌の気温１２月２６日２２時にプラス２℃。

(-”-;)

５０年ぶりだかの大雪の直後に最高気温プラス７℃の乱高下で路面は地球温暖化の北極海状態。

ヽ（・＿・；）ノ

ワタクシ的にはバス１０分遅れだったのですが、

半べそかいてクレームつけてる人にとっては「１時間遅れ」だったそうで…

…(・ω・;)(;・ω・)…

もはやテンション上がり過ぎてにこにこハイになってる

運転手さんの忍耐強い客対応には本当に頭が下がります。

m(_ _)m



ともあれ平日特権のバス帰宅！

(^-^)g

今日は漫画が

２冊も読めますよ〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月27日6:56
　

ＮＯ。

　↓

cmk2wl @cmk2wl · 12月24日 
　

奴隷は繋がれた鎖によって全てをなくしてしまう。

「そこから逃れたい」という欲望さえも。

　

ジャン・ジャック・ルソー

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月30日8:08
　

cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 

われわれは、ある人が自分に災いを及ぼしたゆえに憎むこともある。

 
だが、恐ろしいことに、自分にいかなる実害を加えなくともある人を憎むのである。

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（Xが私を傷つけたからではなく）
「私がXを傷つけたからXが嫌いだ」と
 
心情を吐露する人物をドストエフスキーは描いている。

　

中島義道

 
 
 



（12月27日）　地獄バイト４連勤の最終日♪ ／ 当面、強制退職失業の心配はさほど無
いし、

https://85358.diarynote.jp/201612270714451857/

（札幌はプラマイ０℃。今のところ静穏です）。

2016年12月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=OUwauaE0zEE
Queen - Fat Bottomed Girls (Lyrics) 

あらためまして、おはようございます。０６：３６でした。

地獄バイト４連勤の最終日♪

札幌はプラマイ０℃。今のところ静穏です。

昨晩は結局マンガ１．５冊目で寝落ち。（＾＾；）

暖かいところで熟睡して、

「よく眠れたなァ〜」とノビ〜ってしながら起きだして、

最低限の生活は護れる小家事を片付けて、机に坐れば十分に使い心地の良い格安ＰＣで無料の音

楽が聴き放題…♪　食糧もたっぷり買い込んであるし、当面、強制退職失業の心配はさほど無
いし、仮に急な失職があったとしても、１〜２ヶ月は食いつなげる程度の余裕は確保済み…

充分、「幸せ」です。（＾ｗ＾；）

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年6月24日

https://85358.diarynote.jp/201612270714451857/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201612270714451857/
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生きようとする意志・・・ただそれだけが、未来を決める。

生きようとする手段を、実行に移す決断が出来るかどうかで運命が決まる。

メーテル 銀河鉄道999

https://www.youtube.com/watch?v=XWE7boPU6kI
Queen - Bohemian Rhapsody (Lyrics) 

2016年12月27日（火）【当日】
01:00 0.032 0.029 0.031 6 

02:00 0.050 0.035 0.045 6 
03:00 0.045 0.039 0.042 6 

04:00 0.037 0.028 0.032 6 
05:00 0.027 0.024 0.025 6 
06:00

★（＝＝＃）★

ホワイトフード @whitefood1 · 7時間7時間前 
12月27日0時03分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が151箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0nG0NHVQAITAY1.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 19時間19時間前 
12月26日12時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が16箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0khsHbUkAAfFKd.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=XWE7boPU6kI
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0nG0NHVQAITAY1.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C0khsHbUkAAfFKd.jpg


★地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ63.4km 2016/12/27 04:59:39

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M4.2】上川・空知地方 深さ235.0km 2016/12/26 16:59:04

★地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.8】十勝地方南東沖 深さ66.3km 2016/12/26 12:54:53

◆地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M3.1】根室半島沖 深さ29.9km 2016/12/26 10:53:17

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月28日7:26
　

2016年12月27日（火）【前日】

01:00 0.032 0.029 0.031 6 

02:00 0.050 0.035 0.045 6 
03:00 0.045 0.039 0.042 6 

04:00 0.037 0.028 0.032 6 

05:00 0.027 0.024 0.025 6 
06:00 0.024 0.022 0.023 6 
07:00 0.023 0.023 0.023 6 
08:00 0.024 0.023 0.024 6 
09:00 0.025 0.024 0.025 6 
10:00 0.025 0.023 0.024 6 
11:00 0.024 0.022 0.023 6 

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


12:00 0.023 0.022 0.022 6 
13:00 0.023 0.022 0.022 6 
14:00 0.023 0.022 0.022 6 
15:00 0.023 0.022 0.022 6 
16:00 0.023 0.022 0.022 6 
17:00 0.023 0.022 0.022 6 
18:00 0.023 0.022 0.022 6 
19:00 0.023 0.022 0.023 6 
20:00 0.023 0.022 0.023 6 
21:00 0.023 0.022 0.023 6 
22:00 0.023 0.022 0.023 6 
23:00 0.023 0.022 0.023 6 
24:00 0.023 0.023 0.023 6
 
 
 



（12月31日）　【年末年始突貫】地獄の４連勤…★

https://85358.diarynote.jp/201612310709408765/

【 旭川 ０．０６１ μ 】。

2016年12月31日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=re61B8sKQWk
’Let ’Em In’ - PaulMcCartney.com Track of the Week 

あらためまして、おはようございます。

０６：５０になっちゃいました。

ＰＣの反応が変に重たいです…（－－；）？

札幌はマイナス１℃。無風。静穏。

天気予報もまずまず。穏やかなお正月になりますように…。

んで。私は【年末年始突貫】地獄の４連勤…★

★…ｗ（＾へ＾；）ｗ…★

…まぁ、「エルさんのもこもこ動くウォンバットけつ」
でも観賞して、有意義に？時間をつぶしますわ…☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=7HK0VG46zF0
Paul McCartney - With A Little Luck 

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

01:00 0.029 0.027 0.028 6 
02:00 0.029 0.026 0.028 6 
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


03:00 0.025 0.023 0.024 6 
04:00 0.024 0.023 0.024 6 
05:00 0.026 0.024 0.025 6 
06:00

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1483134600/1011-0010-101000-201612310650.gif?
t=1483135239
（０６：４０〜０６：５０）

ホワイトフード @whitefood1 · 1 時間1 時間前 
12月31日5時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が21箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C088xodUsAAgLF3.jpg

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M4.9】OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 56.6km 2016/12/31
02:13:22 JST[UTC+9]

ホワイトフード @whitefood1 · 7時間7時間前 
12月30日23時43分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が15箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認 http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C07ojiNUsAAFy9R.jpg

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M3.1】津軽半島付近 深さ176.1km 2016/12/30 09:34:02

地震マップ @eq_map · 12月29日 
【M3.4】網走地方 深さ242.7km 2016/12/30 06:47:01

 
編集する

（関連商品）

 

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1483134600/1011-0010-101000-201612310650.gif?t=1483135239
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C088xodUsAAgLF3.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
http://goo.gl/UWEfLG
https://pbs.twimg.com/media/C07ojiNUsAAFy9R.jpg
https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201612310709408765


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月1日7:09
2016年12月31日（土）【前日】
01:00 0.029 0.027 0.028 6 
02:00 0.029 0.026 0.028 6 
03:00 0.025 0.023 0.024 6 
04:00 0.024 0.023 0.024 6 
05:00 0.026 0.024 0.025 6 
06:00 0.025 0.024 0.024 6 
07:00 0.026 0.024 0.024 6 
08:00 0.029 0.027 0.028 6 
09:00 0.027 0.024 0.025 6 
10:00 0.024 0.023 0.023 6 
11:00 0.023 0.022 0.023 6 
12:00 0.023 0.022 0.022 6 
13:00 0.022 0.022 0.022 6 
14:00 0.023 0.022 0.022 6 
15:00 0.022 0.022 0.022 6 
16:00 0.022 0.022 0.022 6 
17:00 0.022 0.022 0.022 6 
18:00 0.022 0.022 0.022 6 
19:00 0.022 0.022 0.022 6 
20:00 0.022 0.021 0.022 6 
21:00 0.022 0.022 0.022 6 
22:00 0.023 0.022 0.022 6 
23:00 0.022 0.022 0.022 6 
24:00 0.023 0.022 0.022 6
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（２０１７年０１月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０１月）
 
 
 



（１月２日）　（新年早々★)

https://85358.diarynote.jp/201701021515041722/

（そこで一句★）

2017年1月2日 就職・転職 コメント (4)
　

（新年早々ナンですが…(`ヘ´)★)

　ふたりほど

　ブチ殺しても

　いいですか？？

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月2日15:17
　

運勢最低な感じ。(-_-#)
 
 

https://85358.diarynote.jp/201701021515041722/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201701021515041722/
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（１月２日）　まんが読んで寝ます〜♪

https://85358.diarynote.jp/201701022100152787/

なんちゃって越年パーティーなうｗ

2017年1月2日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (1)
　

おせちのつもりでしたが、

なぜか大晦日メニューに、

なりました☆(^。^)☆

旨い安い旨い♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

（写真は後程〜☆）

　

 

 

　

　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月2日23:09
 
先ほど無事帰投。(^o^)／

https://85358.diarynote.jp/201701022100152787/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
https://85358.diarynote.jp/201701022100152787/
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/10140/epub/OEBPS/image/85358_201701022100152787_1.jpg
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おなかいっぱい過ぎて歩くのに苦労しましたｗσ(^◇^;)。。。

あれで６７７円は安いわ〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

まんが読んで寝ます〜♪

 
 
 



（１月３日）　【年末年始突貫４連勤】の、最終日。

https://85358.diarynote.jp/201701030717548932/

【 北海道 ０．０５１ μ 】。

2017年1月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　　 　

　

おはようございます。

０６：５３になっちゃいました。

前項写真を追加しました。

札幌はマイナス２℃。無風。静穏。

まずまずこれ以上はないお正月休みでございました…♪

（…と、云いつつワタクシ【年末年始突貫４連勤】の
　最終日ですが…ナニか？？）

https://www.youtube.com/watch?v=IYd2CJae0mA&list=RD00Tf2iqeLU4&index=9
軍歌：月月火水木金金 (Navy Song: ’Through the day, throughout the week’) 

（…まぁ滅多にないことにミニサイズ（凶悪）大魔王エルさんと
ずっと一緒の出勤で机を並べているので、居心地的には文句はないですがｗｗｗ）

2017年01月03日（火）【当日】
01:00 0.024 0.023 0.023 6 
02:00 0.024 0.023 0.024 6 
03:00 0.026 0.023 0.025 6 
04:00 0.026 0.025 0.026 6 
05:00 0.028 0.025 0.026 6 
06:00

https://85358.diarynote.jp/201701030717548932/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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地震マップ @eq_map · 41分41分前 
【M4.5】HOKKAIDO, JAPAN REGION 54.0km 2017/01/03 06:24:20JST, 2017/01/02
21:24:20UTC
　↑

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M4.6】青森県東方沖 深さ56.8km 2017/01/03 06:24:21

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.7】北海道東方沖 深さ1.6km 2017/01/03 03:52:48

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.5】胆振地方 深さ147.6km 2017/01/03 00:33:36

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.5】青森県西方沖 深さ19.6km 2017/01/02 09:36:26

https://www.youtube.com/watch?v=fFJYSHnMM6Q&list=RD00Tf2iqeLU4&index=27
月月火水木金金

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月4日7:19
　

2017年01月03日（火）【前日】

01:00 0.024 0.023 0.023 6 
02:00 0.024 0.023 0.024 6 

https://www.youtube.com/watch?v=fFJYSHnMM6Q&list=RD00Tf2iqeLU4&index=27
https://85358.diarynote.jp/
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03:00 0.026 0.023 0.025 6 
04:00 0.026 0.025 0.026 6 
05:00 0.028 0.025 0.026 6 
06:00 0.028 0.026 0.027 6 
07:00 0.026 0.024 0.025 6 
08:00 0.024 0.024 0.024 6 
09:00 0.025 0.024 0.024 6 
10:00 0.028 0.025 0.026 6 

11:00 0.032 0.029 0.031 6 

12:00 0.029 0.025 0.027 6 
13:00 0.025 0.024 0.025 6 
14:00 0.026 0.024 0.025 6 
15:00 0.029 0.024 0.027 6 
16:00 0.027 0.025 0.026 6 
17:00 0.027 0.024 0.025 6 
18:00 0.027 0.024 0.026 6 
19:00 0.024 0.023 0.023 6 
20:00 0.024 0.023 0.023 6 
21:00 0.023 0.022 0.023 6 
22:00 0.023 0.022 0.023 6 
23:00 0.023 0.022 0.023 6 
24:00 0.023 0.022 0.023 6
 
 



（１月３日）　イジメ主要メンバーぜろ出席。

https://85358.diarynote.jp/201701030827321060/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月3日15:34
　

個人的には吉祥寺。(^_^;)

「両手に花」席。

イジメ主要メンバーぜろ出席。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月3日15:36
　

まだ居ないと思ってたアルパカ狼さん初出勤！o(^-^)o

…と思ったらインフルエンザでげほげほ…(ToT)…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月3日15:38
　

社会的にはかなり凶運勢。

(-”-;)

全国的に脳か気管に異常多発。

(-”-;)

インフルエンザに紛れて、

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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高線量プルーム。(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月4日0:18
　

先ほど無事帰投。(^。^;)

さすがに疲れました。

まんが読んで寝ます〜☆
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（１月７日）　わたくし４連勤の初日です★（－－；）★

https://85358.diarynote.jp/201701070721454122/

札幌マイナス４℃。無風。晴天。【 ０．０２６ μ 】 ♪♪　（＾
ｗ＾）ｇ

2017年1月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=t5Yojzbm4pg
Vangelis ∻ GOLD • Greatest Hits full compilation 

おはようございます。０７：０５です。

どうしても定時の６時で起きられなくて、

３０分寝過ごし（ていうか二度寝し）て、

この時間。（＾＾；）

今日から３連休？の皆様、い〜ですね〜☆

わたくし４連勤の初日です★（－－；）★

札幌はマイナス４℃。無風。

きんきんのしんしん。晴天。

まぁ、愉しく徒歩通勤の予定…☆

時間がないので、さくさく情報チェック逝きます…☆

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1483740000/1011-0010-101000-201701070700.gif?
t=1483740636
（０６：５０〜０７：００）

https://85358.diarynote.jp/201701070721454122/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170107/85358_201701070721454122_2.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=t5Yojzbm4pg
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1483740000/1011-0010-101000-201701070700.gif?t=1483740636


2017年01月07日（土）【当日】
01:00 0.023 0.023 0.023 6 
02:00 0.024 0.023 0.023 6 
03:00 0.023 0.023 0.023 6 
04:00 0.024 0.023 0.023 6 
05:00 0.023 0.023 0.023 6 
06:00

　↑

　♪（＾ｗ＾）ｇ

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M3.0】石狩平野 深さ142.9km 2017/01/07 03:56:35

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 
【M2.9】釧路地方 深さ95.2km 2017/01/07 03:46:05

★地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.6】青森県東方沖 深さ39.2km 2017/01/07 01:37:09

★地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M3.1】浦河南方沖 深さ58.1km 2017/01/06 21:40:33

 
編集する

（関連商品）

 

コメント

https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201701070721454122
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月8日6:57
2017年01月07日（土）【前日】
01:00 0.023 0.023 0.023 6 
02:00 0.024 0.023 0.023 6 
03:00 0.023 0.023 0.023 6 
04:00 0.024 0.023 0.023 6 
05:00 0.023 0.023 0.023 6 
06:00 0.024 0.023 0.023 6 
07:00 0.023 0.023 0.023 6 
08:00 0.024 0.023 0.023 6 
09:00 0.024 0.023 0.023 6 
10:00 0.024 0.023 0.024 6 
11:00 0.024 0.023 0.023 6 
12:00 0.023 0.023 0.023 6 
13:00 0.023 0.023 0.023 6 
14:00 0.023 0.023 0.023 6 
15:00 0.023 0.022 0.023 6 
16:00 0.023 0.022 0.023 6 
17:00 0.023 0.023 0.023 6 
18:00 0.024 0.023 0.023 6 
19:00 0.023 0.023 0.023 6 
20:00 0.024 0.023 0.024 6 
21:00 0.024 0.023 0.023 6 
22:00 0.024 0.023 0.024 6 
23:00 0.024 0.023 0.024 6 

24:00 0.026 0.024 0.025 6 
　　　　↑

「上がっても」こんなもんか ♪
 
 
 



（１月７日）　インフルエンザを移されました。

https://85358.diarynote.jp/201701070843584824/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月7日15:34
　

んでインフルエンザを

移されましたなう。(-_-#)

（発信源アルパカ狼さんなところが痛し痒しで、すでにフロア内は保菌者だらけ★）(-_-#)

いかに発症させずに抑えこむかが日頃の健康管理の見せどころですが…(^_^;)…☆

いっそインフルのせいにして１０日くらい休むのも良いかもな〜？？

(‾ー+‾)ニヤリ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月7日15:38
　

発熱発汗スイッチ入りました♪

頼むよ

要塞防御指揮官

シェーンコップ殿！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
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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1月7日22:22
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

シェーンコップ楽勝♪o(^-^)o

要塞事務官殿が損耗資材の補給を要求しているので、ガッツリ喰らって早く寝ます☆(’◇’)ゞ

札幌はこの時間でプラス１℃の異常気象。

フクイチ噴いてるなうと思われます。

「ラインハルト鬼畜系（ＮＨＫ）様、東電と日本政府は、してはならないことをしました。

 
　しかし、あなたは為すべきことをなさらなかったのです」

★┐(’〜`；)┌★

なんて壮大なジェノサイド！

　

 
 

https://85358.diarynote.jp/


（１月８日）　哀しいことが多過ぎて、

https://85358.diarynote.jp/201701080840081098/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月8日14:35
　

哀しいことが多過ぎて、

眉ハゲに次いで睫毛まで

ハゲてきました…┐(’〜`；)┌
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月8日22:29
　

先ほど無事帰投。

札幌はマイナス４℃。

無風。静穏。低汚染。(^-^)g

まんが読んで

ごはん食べて

はやく寝ます☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月9日8:37
　

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
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「自分は弱いから」という理由をもってくることは、哲学の死だ。

あなたは強いからアレもコレも許されないが、自分は弱いから何でも許される、というずるく汚

い態度につながる。

いったんこの論理を振り回しはじめたら、もう思考は堕落の坂をころがってゆくだけだ。

 
中島義道

 
 
 
 



（１月９日）　針山地獄バイトの４連勤の３日目。

https://85358.diarynote.jp/201701090709404593/

札幌 ０．０ ２４μ 。

2017年1月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=dQyZDuLYpy4
Medley of James Bond - John Barry & London Symphony Orchestra 

おはようございます。

０６：４８です。

札幌はマイナス４℃。

無風。静穏。低線量。

2017年01月09日（月）【当日】
01:00 0.024 0.024 0.024 6 
02:00 0.024 0.024 0.024 6 
03:00 0.024 0.024 0.024 6 
04:00 0.024 0.024 0.024 6 
05:00 0.024 0.023 0.024 6 
06:00

世間の３連休をよそに針山地獄バイトの４連勤の３日目。

モチベは皆無。（－－；）

それはともかく…★
（参照：http://85358.diarynote.jp/201701080653422515/

https://85358.diarynote.jp/201701090709404593/
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（…ナニゴト…!?（＠＠；）?!　2017年1月8日）

2017-01-08 (日) 72　 ☆ 日記更新 
2017-01-07 (土) 69 　 ☆ 日記更新 
2017-01-06 (金) 129 　 ☆ 日記更新 

…大晦日より激減っぷりが激しいって…どういうこと？

…皆さん、生きてますかぁ〜〜〜ッ？？？

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M2.8】根室半島沖 深さ84.3km 2017/01/08 19:09:56

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M3.0】十勝地方 深さ117.4km 2017/01/08 18:00:34

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.8】浦河南方沖 深さ94.2km 2017/01/08 17:04:18

地震マップ @eq_map · 21時間21時間前 
【M2.8】青森県東方沖 深さ51.4km 2017/01/08 11:21:44

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月10日6:58
2017年01月09日（月）【前日】
01:00 0.024 0.024 0.024 6 
02:00 0.024 0.024 0.024 6 
03:00 0.024 0.024 0.024 6 

https://85358.diarynote.jp/
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04:00 0.024 0.024 0.024 6 
05:00 0.024 0.023 0.024 6 
06:00 0.024 0.023 0.024 6 
07:00 0.025 0.024 0.024 6 
08:00 0.024 0.024 0.024 6 
09:00 0.025 0.024 0.025 6 
10:00 0.026 0.024 0.024 6 
11:00 0.029 0.026 0.027 6 

12:00 0.036 0.030 0.033 6 
13:00 0.039 0.038 0.039 6 
14:00 0.037 0.035 0.036 6 
15:00 0.034 0.028 0.031 6 

16:00 0.027 0.024 0.026 6 
17:00 0.024 0.023 0.024 6 
18:00 0.024 0.023 0.023 6 
19:00 0.024 0.023 0.023 6 
20:00 0.024 0.023 0.023 6 
21:00 0.024 0.023 0.023 6 
22:00 0.026 0.025 0.026 6 
23:00 0.025 0.024 0.024 6 
24:00 0.025 0.023 0.024 6 

まうもんたい♪（＾◇＾）♪

 
 
 



（１月10日）　常時１０人ほど【 呪殺 リスト 】延々リピート中ですが、

https://85358.diarynote.jp/201701101425369160/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月10日23:21
　　

先ほど無事生還☆o(^-^)o

札幌はマイナス６℃。(^_^;)

油断したら簡単に死ねますが、

軽井沢や興部での激貧耐久耐乏マイナス１４℃らいふに比べれば笑っちゃうくらい余裕。

σ(^◇^;)。。。

買い物がっつりちゃっかり☆

(‾ー+‾)ニヤリ

楽勝バス帰宅。(^_^)v

しかも２人がけシート独占♪

常時１０人ほど呪殺リスト延々リピート中ですが(^。^;)
 
カヤリノカゼを恐れるまでもなくマジ殺れそうｗ

（てか勝手にベクレ腐れて死ぬ見込みｗ）

まぁアルパカ成分補給絶対量が不足してる┐(’〜`；)┌以外は文句ナシ。

https://85358.diarynote.jp/
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(^。^;)

餓死も凍死も病死も溺死も銃殺も刑死も戦死も心配なくて

気をつけなきゃなのは轢死と転倒死くらいのもんだ…(^_^;)…？

文句はあるけど、感謝のほうが多いです☆(^。^;)

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます〜☆

(^o^)／
 
　

 
 



（１月15日）　「通勤至便」ですｗ

https://85358.diarynote.jp/201701140844165243/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月14日21:50
　

…水道凍った…！(ToT)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月14日22:20
　

管理会社に電話するも業者さんに連絡がつかないと。(・_・;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月14日22:21
　

とりあえずコンビニまでトイレ借りに逝ってくる…(ToT)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月15日1:04
　

某所に泊まります、

おやすみなさい。(^_^;)
　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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https://85358.diarynote.jp/201701150759094248/

【画像追加】　（お湯のなかの懲りない作業りす１匹め。）

…（水道管凍結⇒難民なう！）

2017年1月15日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (8)

　

おはようございます！

前項コメント欄参照。

水道凍結によりトイレ使用不可、

洗髪不可では出勤も不可になるので、

やさぐれて、

（＾＾；）

某湯処におります。

「通勤至便」ですｗ

（と、書けば居所はおそらくばれる…ｗ）

なので本日は音楽はなし。（うしろでまだ人が爆睡している）

情報チェックも半端に時間切れ必至。

現在すでに０７：５３。

https://85358.diarynote.jp/201701150759094248/
https://85358.diarynote.jp/201701150759094248/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170115/85358_201701150759094248_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170115/85358_201701150759094248_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170115/85358_201701150759094248_3.jpg


（昨夜２０時ころに「らくらくバス帰宅♪」とるんるん帰宅した次の瞬間、水道凍結に気づき、

管理会社に電話でかけあいラチがあかず、コンビニでトイレを借りた後、あきらめて防寒装備と

入浴グッズを仕込んでバスで戻ったルートを深夜２３時半発で徒歩で逆走。（－－；）

　途中のコンビニで現金と水分と夜食？を補給し、午前１時入湯。午前３時〜仮眠。

　凍結難民だらけで定員２０名オーバーのため床のマットレスで雑魚寝。ほとんど眠れず。）

（＾＾；）

…ま、５年ぶり？ですか？「ホームレス」になるの…ｗ

（⇒２０１２年５月１日ごろの日記参照）

イスラム教のラマダンと同じで。（＾＾；）

絶たれてみてよくわかる、「水道」の有難さ…☆
　

　 
　 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月15日8:01
　

…あと、「まいＰＣ」も無いと不便ですね〜★（－－；）

トリガーがわからないから、いつものサイトのチェックが出来ません…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月15日8:05
　

だめです。（＾＾；）

トリガーがわからないと、情報収集もできないようです。

https://85358.diarynote.jp/
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もうちょっと寝ます〜★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月15日10:11
　

解凍手配はつきました♪

あとは睡魔と戦うのみ！

(^。^;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月15日10:36
　

死ぬほど眠い。(∋_∈)
ゼッタイ寝る。。。(〃_ _)σ‖
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月15日15:19
　

水道凍結と寝不足睡魔のほかは大禍なし。(^_^;)メシ運良し♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月15日22:09
　

無事生還。(^_^;)
とにかく眠い★
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やはりうちの凍結原因は階下の迷惑行為が原因の模様。(-_-#)

場合によっては損害賠償を請求する★

(-_-#)

あんど、引っ越しを考えるかな…┐(’〜`#)┌★  
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月18日20:05
　

画像１：写真失敗（＾＾；）屋根の形が「物語」〜☆

画像２：生き崖のダチンで買った昼飯の飲むヨーグルト。超絶美味かった♪

画像３：「気温低下による気圧の低下」物証。

　　　⇒「水道逆中凍結を起こします」。（－－；）★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月18日20:07
　↑

「レモンジーナ」のペットボトルは「丸い」んだけど…

室温１５℃の時にキャップをきゅっと閉めたら、

室温１０℃の時には「断面が四角に凹む」くらい、中の気圧が下がってた…★
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（１月15日）　明日もバイトに逝きます…★

https://85358.diarynote.jp/201701152314076247/

（黙示録）。

2017年1月15日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

　 　

　

福井の「原発銀座」で何らかの異常。

六ヶ所村でも異常。

フクイチはもとから異常。

　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月15日23:16
　

さて。（－－；）

ここ（札幌）がダメなら、命崖で南米移住しかない。

それが難しいなら、ここで生き抜くしか、ないので…

とりあえず、ご飯くって寝て、明日もバイトに逝きます…★

https://85358.diarynote.jp/201701152314076247/
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（１月21日）　…バイト４連勤の初日です…!!

https://85358.diarynote.jp/201701210653409207/

札幌の外気温はマイナス８℃！（＾＾；）！

2017年1月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

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

おはようございます！

０１月２１日、

０６時４６分。

札幌の外気温はマイナス８℃！（＾＾；）！

空気澄明。無風。晴天。…バイト４連勤の初日です…!!

2017年01月21日（土）【当日】
01:00 0.023 0.022 0.022 6 
02:00 0.023 0.022 0.022 6 
03:00 0.022 0.022 0.022 6 
04:00 0.023 0.022 0.022 6 
05:00 0.023 0.022 0.022 6 
06:00

サッポロ、ひとり勝ちで、すいません…!!♪♪
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https://www.youtube.com/watch?v=DvsQ8pcMd64
晴れてハレルヤ

特務機関NERV @UN_NERV 
＋ 地震マップ @eq_map 

【北海道地方 気象情報 2017年01月20日 16:01】
北海道地方では、２２日から２３日にかけて低気圧が発達しながら通過するため、荒

れた天気となる見込みです。大雪やふぶき、吹きだまりによる交通障害、強風に注意

してください。

★【M2.7】国後島近海 深さ67.7km 2017/01/20 15:59:19
★【M3.0】根室半島沖 深さ54.5km 2017/01/20 12:40:50
★【M2.7】根室地方 深さ78.1km 2017/01/20 09:36:08
★【M2.5】根室地方 深さ144.7km 2017/01/20 07:11:03

北澤　肯 @alternabikes · 18時間18時間前 
昨日のクライマックスは、この標高1500m付近でブリザードに遭った時かな。気温も
マイナス20度近くなってた。頂上は諦めて撤退。次またチャレンジだ！ 
https://pbs.twimg.com/media/C2llBV0UUAA8kPR.jpg

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月21日6:54
　

０

https://www.youtube.com/watch?v=DvsQ8pcMd64
https://pbs.twimg.com/media/C2llBV0UUAA8kPR.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


５９７

３９７☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月22日6:52
　

2017年01月21日（土）【前日】
01:00 0.023 0.022 0.022 6 
02:00 0.023 0.022 0.022 6 
03:00 0.022 0.022 0.022 6 
04:00 0.023 0.022 0.022 6 
05:00 0.023 0.022 0.022 6 
06:00 0.023 0.022 0.023 6 
07:00 0.023 0.022 0.023 6 
08:00 0.023 0.022 0.023 6 
09:00 0.023 0.022 0.022 6 
10:00 0.022 0.022 0.022 6 
11:00 0.023 0.021 0.022 6 
12:00 0.023 0.021 0.022 6 
13:00 0.022 0.022 0.022 6 
14:00 0.022 0.021 0.022 6 
15:00 0.022 0.022 0.022 6 
16:00 0.022 0.022 0.022 6 
17:00 0.022 0.021 0.022 6 
18:00 0.022 0.021 0.022 6 
19:00 0.022 0.021 0.022 6 
20:00 0.023 0.021 0.022 6 
21:00 0.023 0.022 0.022 6 
22:00 0.022 0.021 0.022 6 
23:00 0.022 0.022 0.022 6 
24:00 0.022 0.022 0.022 6
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（１月22日）　バイト４連勤の２日目。

https://85358.diarynote.jp/201701220538552570/

札幌【 マイナス １１℃ 】！

2017年1月22日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=QAFGGgce59A
【MAD】 自由の翼 full 進撃の巨人 修正版 

あらためまして、おはようございます。

０６：４３になっちゃいました。

バイト４連勤の２日目。

モチベ皆無拓。

営業成績も下がりまくること必至。

（…うにゃはははははは☆）
　↓

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1日1日前 
Video ©Andrew.E
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/82242238198135603

　↑

飼い主ひでぇｗｗｗｗ

【北海道地方 気象情報 2017年01月22日 05:01】
北海道地方では、２２日から２３日にかけて低気圧が発達しながら通過するため、荒

https://85358.diarynote.jp/201701220538552570/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201701220538552570/
https://85358.diarynote.jp/201701220538552570/
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https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/82242238198135603


れた天気となる見込みです。大雪やふぶき、吹きだまりによる交通障害、強風、高波

に十分注意してください。

…さくさく情報チェック逝きま〜す☆

2017年01月22日（日）【当日】
01:00 0.023 0.022 0.022 6 
02:00 0.023 0.022 0.022 6 
03:00 0.023 0.022 0.023 6 
04:00 0.023 0.022 0.022 6 
05:00 0.023 0.022 0.022 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 ＋ 特務機関NERV @UN_NERV 
（特記事項ナシ）

地震マップ @eq_map 

★【M4.8】HOKKAIDO, JAPAN REGION 56.8km 2017/01/22 03:11:07JST, 2017/01/21
18:11:07UTC
　↑

【M4.9】青森県東方沖 深さ24.8km 2017/01/22 03:11:06

◆【M3.0】根室半島沖 深さ43.6km 2017/01/22 02:54:32

★【M4.8】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 39.2km 2017/01/21
20:54:32 JST[UTC+9]
　　↑

【M4.7】青森県東方沖 深さ17.6km 2017/01/21 20:54:30

◆【M2.7】根室半島沖 深さ47.9km 2017/01/21 15:44:05

◆【M3.3】北海道東方沖 深さ9.2km 2017/01/21 10:48:33



JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 20時間20時間前 
道南イカ壊滅的不漁 今季取扱量1493トン、最低更新【函館市】（函館新聞電子版） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170121-00000002-hakoshin-
hok.view-000 … #Yahooニュース
▶�海水温かアレかその両方か。
https://t.co/MoazBu11ZM

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月22日8:21
　

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前
 
ヨーロッパの人たちも多くの「族」に分類されている。

日本人と称される人たちは混交民族だけど、多数派の縄文人は蝦夷族という表現で分類されるこ

ともある。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月22日8:23
　

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前
 
民族学上は単位としての「族」は学術用語としてある。

「族」は同じ旗の下に集まる血縁集団という意味もあるので、同じパンツゥー民族の内部の対立

を扱った意味としても合致する。「ツチ族」との表現はおかしくない。アフリカの人だから「族

」をつけているわけでもない。どの人種にも「族」はある。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170121-00000002-hakoshin-hok.view-000
https://t.co/MoazBu11ZM
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1月23日6:54
　

2017年01月22日（日）【前日】
01:00 0.023 0.022 0.022 6 
02:00 0.023 0.022 0.022 6 
03:00 0.023 0.022 0.023 6 
04:00 0.023 0.022 0.022 6 
05:00 0.023 0.022 0.022 6 
06:00 0.023 0.022 0.023 6 
07:00 0.023 0.022 0.023 6 
08:00 0.023 0.023 0.023 6 
09:00 0.023 0.022 0.023 6 
10:00 0.024 0.023 0.023 6 
11:00 0.024 0.023 0.023 6 
12:00 0.024 0.023 0.023 6 
13:00 0.026 0.024 0.025 6 

14:00 0.034 0.027 0.030 6 
15:00 0.036 0.034 0.035 6 
16:00 0.033 0.027 0.030 6 

17:00 0.026 0.024 0.025 6 

18:00 0.033 0.024 0.028 6 
19:00 0.037 0.034 0.036 6 
20:00 0.035 0.028 0.031 6 

21:00 0.027 0.023 0.025 6 
22:00 0.023 0.022 0.022 6 
23:00 0.022 0.021 0.022 6 
24:00 0.022 0.022 0.022 6
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（１月22日）　時給が下がる。フシギ職場…

https://85358.diarynote.jp/201701221557192873/

「 ちょっとぉ、話がややこいじゃない？！」

2017年1月22日 労働／対価　 コメント (3)
　

はい、タイトルの出典がすぐに判った人は同年代です。

マニーです。オタッキーです。新人類です…(^。^;)…

（死語だらけｗ）

まだラノベという表現すらなくてジュブナイル小説とかハンパな呼ばれかたをしていた当時、

この章タイトルは物凄いインパクトがあったのでした…(^。^;)

閑話休題。(^_^;)

業務上厄日。継続中。(-"-;)

ややこしい注文。

ややこしい変更。

ややこしい問い合わせ。

ややこしいクレーム。

(・ω・;)(;・ω・)

…(∋_∈)…

…で。

まじめに対応すればする程、

「処理件数が少ない」

https://85358.diarynote.jp/201701221557192873/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=5
https://85358.diarynote.jp/201701221557192873/


「効率が悪い」と…

時給が下がる。フシギ職場…

(ノ-o-)ノ　┫

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月23日8:33
　

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 

「好きなことをやってないやつの顔は歪んでいる。」山下洋輔

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月27日10:56
　

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 

人は毎日 8時間かそれ以上、商品として機能する。
つまり比喩的に言うと、個人としては死んでいる。

 
チェ・ゲバラ

　

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2月10日9:54
　

NTY @NTYjp · 7分7分前 
　

“この日は溶融燃料の調査に向けた準備として、掃除用のロボットを格納容器内に投入…累積で１
０００シーベルトの放射線被曝に耐えられる設計のカメラの映像が暗くなってきたことなどから

、約２時間で作業を中止”

使い捨てロボット、寿命は２時間。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170209-00050165-yom-sci …
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（１月22日）　（売り上げ？には貢献しているのに、イヤガラセで、時給が下がる
…★）

https://85358.diarynote.jp/201701222216264478/

（みゅーたんと？砂魚鵜　終了☆彡）　（＾＾；）

2017年1月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

　

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

おばんです。２２：１１を１分過ぎました。

（＾＾；）

２１：４０頃に楽速バス帰宅。

がっつり買物満載。

いや、雪はやんでたし気温マイナス４℃と暖か（？）だったんですけど、

昼間けっこうな吹雪だったので足元ぐずぐずで、線量も上がってて？

歩きにくそうだったんですよね…★
（＾＾；）

んで。みごとに「業務上厄日」でした…が、実力？で、営業成績の最低ラインは確保しました…
★

（んで、売り上げ？には貢献しているのに、イヤガラセで、時給が下がる…★）
★（－－＃）★

…ゲン直しというかストレス解消に、１時間だけ、

エスパで遊んでから寝まーす☆彡

https://85358.diarynote.jp/201701222216264478/
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https://www.youtube.com/watch?v=qfsr0S_QGOU
SEKAI NO OWARI「Hey Ho」

これが増えたり減ったり。

　↓

http://p.booklog.jp/book/112554/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

７－０　『 エスパッション・シリーズ 』 

https://www.youtube.com/watch?v=w9V3x61D994
SEKAI NO OWARI「炎と森のカーニバル」 

これを分冊。（中身はたぶんまだ増える。）

　↓

http://p.booklog.jp/book/112730/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

７－１－５　『ＳＳＳの悲劇』 

https://www.youtube.com/watch?v=hVFY4Yvv3ho
世界の終わり/天使と悪魔 

次回作業はここから！

　↓

http://76519.diarynote.jp/200705040141040000/
『　（創作ノートより）　（5）　』　（＠中学または高校1年時？）　
2007年4月8日 連載（2周目・地球統一〜ESPA） 
エスパッション・シリーズ　第一巻

「サキ・幼ない頃」

https://www.youtube.com/watch?v=aDHxhhB8710
Twinkle Lullaby (Twinkle Little Star) - The Piano Guys 

（他のファイルの項番修正は、また今度やります☆）

https://www.youtube.com/watch?v=H51Xj5aEgkA
世界の終わり／幻の命 

https://www.youtube.com/watch?v=qfsr0S_QGOU
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/112554/read
https://www.youtube.com/watch?v=w9V3x61D994
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/112730/read
https://www.youtube.com/watch?v=hVFY4Yvv3ho
http://76519.diarynote.jp/200705040141040000/
https://www.youtube.com/watch?v=aDHxhhB8710
https://www.youtube.com/watch?v=H51Xj5aEgkA


時間切れ！

おやすみなさ〜い☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=d6QEOFjqHcM
SEKAI NO OWARI 眠り姫 

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

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月23日6:54
　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月22日8:21

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
ヨーロッパの人たちも多くの「族」に分類されている。

日本人と称される人たちは混交民族だけど、多数派の縄文人は蝦夷族という表現で分類されるこ

ともある。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月22日8:23

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
民族学上は単位としての「族」は学術用語としてある。

「族」は同じ旗の下に集まる血縁集団という意味もあるので、同じパンツゥー民族の内部の対立

を扱った意味としても合致する。「ツチ族」との表現はおかしくない。アフリカの人だから「族

https://www.youtube.com/watch?v=d6QEOFjqHcM
https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


」をつけているわけでもない。どの人種にも「族」はある。

 
 
 



（１月23日）　バイト４連勤の３日目。ベルクカッツェ・偽マクゴナガルがいる確率
…８０％くらい…？

https://85358.diarynote.jp/201701230702189074/

【 泊原発　欠測 !! 】／【 Ｍ４．８ ＋ Ｍ ４．０ 】。

2017年1月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=sokKczASq4c
【フル】RADWIMPS／スパークル
（映画『君の名は。』主題歌）cover by 宇野悠人 

おはようございます。

０６：４３です。

０６時で起きましたが、

家事に手間取ってしまいました。

さくさく情報チェック行きます。

札幌はマイナス３℃。無風。曇天。

昨日より１０℃近く高く、線量も上昇傾向。

（－－；）

2017年01月23日（月）【当日】
01:00 0.024 0.022 0.023 6 
02:00 0.024 0.024 0.024 6 

03:00 0.028 0.024 0.026 6 
04:00 0.030 0.028 0.029 6 
05:00 0.029 0.027 0.028 6 
06:00
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「空気が臭い」ので、朝の定例作業の「換気」をはしょりました…★
★（－－＃）★

バイト４連勤の３日目。

嫌な嫌なベルクカッツェ・偽マクゴナガルがいる確率…８０％くらい…？

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【大雪に関する全般気象情報 2017年01月23日 06:11】
２４日にかけて、冬型の気圧配置が強まるため、北日本から西日本の日本海側を中心

に大雪となる見込みです。大雪や路面凍結による交通障害に注意・警戒してください

。

…逝きたくないなァ…★

https://www.youtube.com/watch?v=PSH0eRKq1lE
SCOTLAND THE BRAVE ~ PIPES & DRUMS ~ ( HD ) 

ホワイトフード @whitefood1 
＋ 特務機関NERV @UN_NERV
＋ 地震マップ @eq_map 

【M2.9】苫小牧南方沖 深さ131.5km 2017/01/23 04:03:23

【釧路・根室地方 気象警報 2017年01月22日 23:39】
根室、釧路地方では、２３日昼前まで大雪に警戒してください。

［根室北部］大雪

［根室中部］大雪

［釧路北部］大雪

［釧路中部］大雪

【M2.7】十勝地方 深さ105.0km 2017/01/22 21:57:07

https://www.youtube.com/watch?v=PSH0eRKq1lE


【M4.3】浦河南方沖 深さ57.9km 2017/01/22 21:13:43
　↑

【地震情報 2017年1月22日】
21時13分頃、浦河沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約70km、地震の規
模はM4.0、最大震度2を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はありま
せん。

https://pbs.twimg.com/media/C2xjrmZUUAE-3xu.jpg

1月22日17時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が46箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C2w0673VQAATRip.jpg

【渡島・檜山地方 気象警報 2017年01月22日 14:56】
檜山地方では、２２日夜のはじめ頃から２３日明け方まで暴風雪に警戒してください

。

［檜山南部］暴風雪

［檜山奥尻島］暴風雪

【M2.8】津軽海峡 深さ144.4km 2017/01/22 14:03:38

1月22日11時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が33箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C2viSTXUkAArB-H.jpg

【M4.8】HOKKAIDO, JAPAN REGION 56.8km 2017/01/22 03:11:07JST, 2017/01/21
18:11:07UTC

 
 

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1月23日7:04
　

…ちなみに昨日の夜、

「空が一晩中、妖しいオレンジピンクな紫色」に、

「光り輝いて」いましたよ…？？」
　

（コケたか、泊原発…？）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月23日8:23
　

cmk2wl @cmk2wl · 1月13日 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました

原爆投下時の光「ガンマ線が周りの空気と反応して、紫に似た光を発したりする」静間清教授

これも、

https://twitter.com/cmk2wl/status/573761887759769600 … 
これも、

https://twitter.com/cmk2wl/status/617274987129344001 … 
そうだったんだろうね。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月24日6:47
　

…とりあえず泊原発は「便乗すかしっ屁」で…

…（＾＾＃）…

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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爆発炎上とかは、してないもよう…？

2017年01月23日（月）【前日】
01:00 0.024 0.022 0.023 6 
02:00 0.024 0.024 0.024 6 

03:00 0.028 0.024 0.026 6 
04:00 0.030 0.028 0.029 6 
05:00 0.029 0.027 0.028 6 
06:00 0.027 0.026 0.027 6 
07:00 0.026 0.025 0.025 6 

08:00 0.024 0.023 0.023 6 
09:00 0.022 0.022 0.022 6 
10:00 0.022 0.022 0.022 6 
11:00 0.022 0.022 0.022 6 
12:00 0.022 0.022 0.022 6 
13:00 0.022 0.021 0.022 6 
14:00 0.022 0.021 0.022 6 
15:00 0.022 0.021 0.022 6 
16:00 0.022 0.021 0.021 6 
17:00 0.022 0.021 0.021 6 
18:00 0.022 0.021 0.021 6 
19:00 0.022 0.021 0.021 6 
20:00 0.022 0.021 0.021 6 
21:00 0.022 0.021 0.022 6 
22:00 0.024 0.023 0.023 6 
23:00 0.024 0.023 0.023 6 
24:00 0.023 0.022 0.022 6
 
 
 
 



（１月23日）　フロアの全員から嫌われている【ベルクカッツェ偽マクゴナガル】。

https://85358.diarynote.jp/201701230838516436/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月23日16:18
　

嫌がらせ厄日。(-_-#)

またもや「昼飯」１６時で、

低血糖症（脳貧血）起こして、

気絶寸前。(∋_∈)

フロアの全員から嫌われているベルクカッツェ偽マクゴナガルがいるので

室内の雰囲気がいつもに増して酷い。┐(’〜`#)┌

とりあえずパン食べて

２０分気絶します…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月23日22:15
　

１時間ほど前に無事帰投。(^_^)

月曜限定？

最速バス帰宅で楽々。o(^-^)o

買い物運も良し！(^_^)v

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


札幌は予報もぶっちぎって、

すでにマイナス７℃まで

下がりました。(^_^;)

はてさて明日はどうなることやら…┐(’〜`；)┌

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！ (^。^;)
 
 
 
 



（１月28日）　ちょ〜ぜつ業務厄日。(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201701280843577097/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月28日15:35
　

ちょ〜ぜつ業務厄日。(-_-#)

全国的に、異様に脳ベク劣化をキタシテいるひと多数過ぎ。

(-”-;)

注意欠陥他動

若年性？突発性認知症状態。

(∋_∈)

特に福岡〜長崎？

…また、大事故大惨事が、
起こるぞ…

。。。(〃_ _)σ‖

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月28日22:16
　

先ほど無事帰投。(^o^)／
元気に往復徒歩りました♪

札幌はマイナス２℃。

時々おかしな爆風？が吹くけど

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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基本無風。(・ω・;)(;・ω・)

何かモノスゴク面妖な？

おかしな予感が有りますが、

今のところ、

異変は見当たりません…？
？(・ω・;)(;・ω・)？

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ま〜す☆ (^。^;)
　

 



（１月29日）　業務内容厄日。(∋_∈)／残業１０分。ギリギリ最低限の営業成績は
確保。(‾ー+‾)☆

https://85358.diarynote.jp/201701290835403134/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月29日14:28
　

業務内容厄日。(∋_∈)

座席配置吉日。(^。^;)

…プラマイ…０かなぁ…

┐(’〜`；)┌
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月29日21:13
　

まぁ結果オーライ？　(^。^;)

レインリリーさんのおかげで、

（業務内容以外は）終日穏やかに過ごせました。(^-^)g

残業１０分。ギリギリ最低限の営業成績は確保。(‾ー+‾)☆

がっつり買い物。

バスで帰りま〜す

　

　

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1月29日22:28
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

個人的にはトータルで

「悪くない１日」でした☆

o(^-^)o

しかしながら

おそらく地球規模で？は、

恐ろしい１日だったのでは？

…と思いつつ、(・_・;)

こわいので情報チェックは明日にしま〜す★(^。^;)

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1月30日8:11
　

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

列強諸国の生活水準は、極度の貧困の上に成り立っている。

　

チェ・ゲバラ

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/
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（１月30日）　ただでさえ嫌バイトでモチベ皆無なところへもって、今日の業務内
容は、更にもっと鬱陶しくていちばん厭〜（〜”〜＃）…な、

https://85358.diarynote.jp/201701300647364354/

札幌 ０．０２２ μ ／ マイナス３℃。

2017年1月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

（作業…脱線中…栗鼠１匹目）　

https://www.youtube.com/watch?v=4aVMetrLGZ0
John Williams: Star Wars Suite - Slobodeniouk
- Tropa Korriban - Sinfónica de Galicia 

おはようございます。

０１月３０日の、

０６時３０分でした☆

…あっという間に、１月も終わり。なんですねぇ…★☆

４連勤の３日目。（－－）

ただでさえ嫌バイトでモチベ皆無なところへもって、

今日の業務内容は、更にもっと鬱陶しくていちばｎ厭〜（〜”〜＃）…な、
やつだという予告を受けているので…★

今すぐインフルエンザに罹患して４２℃の高熱を発症したい気分１２０％なんですが…

（頑健な自分がちょっくら恨めしい…★）

情報チェック逝きます…。

https://85358.diarynote.jp/201701300647364354/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170130/85358_201701300647364354_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170130/85358_201701300647364354_2.jpg
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…とか言いつつ…（＾＾；）…☆彡

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
カワイイふくろう☆動画 @FukuroDoga · 2日2日前

扉上にスピックスが四羽とまってさ・・・

https://twitter.com/FukuroDoga/status/825176931888930817

…イキナリなごんだ…ｗｗｗｗ

（朝から不苦労４連羽つとわ…ｗ
　こいつぁ縁起が良いやさ…♪ ）

2017年01月30日（月）【当日】
01:00 0.022 0.021 0.021 6 
02:00 0.022 0.021 0.022 6 
03:00 0.022 0.022 0.022 6 
04:00 0.022 0.022 0.022 6 
05:00 0.022 0.021 0.022 6 
06:00

昨日よりは湿度が高い分？じゃっかん上がってますが…。
文句はまったくないです…☆

札幌は穏当にマイナス３℃。無風。明るい曇天。

６時半で空が明るくなる季節になりました…♪

…０７：００ジャスト…。

現在、茨城と福岡で、「同時多発」線量【急上昇】開始…
http://new.atmc.jp/prefs.cgi?d=day&mode=

https://twitter.com/FukuroDoga/status/825176931888930817
http://new.atmc.jp/prefs.cgi?d=day&mode=


…（＠＠；）…？

なんだコレは？　テロか…？？

（…２４時間の日本国内全体の有感地震…⇒　１回…?!）

…やっぱり何か、「ケツに火がつく事態」に、なってやがんな…！…??

ホワイトフード @whitefood1 ·
＋ 特務機関NERV @UN_NERV
（道内情報ナシ）。

地震マップ @eq_map 

【M2.5】日高山脈 深さ100.6km 2017/01/29 14:12:21

…道内の地震も…１回…。

…（＠＠；）…★
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月31日6:51
　

2017年01月30日（月）【前日】
01:00 0.022 0.021 0.021 6 
02:00 0.022 0.021 0.022 6 
03:00 0.022 0.022 0.022 6 

https://85358.diarynote.jp/
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04:00 0.022 0.022 0.022 6 
05:00 0.022 0.021 0.022 6 
06:00 0.022 0.021 0.022 6 
07:00 0.022 0.021 0.022 6 
08:00 0.022 0.021 0.022 6 
09:00 0.022 0.021 0.021 6 
10:00 0.021 0.021 0.021 6 
11:00 0.021 0.021 0.021 6 
12:00 0.021 0.020 0.021 6 
13:00 0.021 0.021 0.021 6 
14:00 0.021 0.021 0.021 6 
15:00 0.021 0.020 0.021 6 
16:00 0.021 0.021 0.021 6 
17:00 0.021 0.021 0.021 6 
18:00 0.023 0.021 0.022 6 
19:00 0.023 0.021 0.022 6 
20:00 0.024 0.023 0.024 6 
21:00 0.024 0.022 0.023 6 
22:00 0.022 0.021 0.022 6 
23:00 0.022 0.021 0.021 6 
24:00 0.023 0.021 0.022 6 

無問題。（＾＾）

 
 
 



（１月30日）　「出勤したら席がない」 の ド定番。(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201701301551556041/

【 またもや 】 フィル痴の嫌がらせ。★(-_-#)★

2017年1月30日 就職・転職 コメント (2)
　

どうりで昨日やたらとひとの顔見てニヤニヤしながら座席表を張り替えてると思った…
(ノ-o-)ノ　┫

「出勤したら席がない」の

ド定番。(-_-#)

くだらな過ぎる。

私に嫌がらせをすることで

「自分が娯しみたい」という、

品性下劣というか人間以下の

嗜虐趣味のために、

他の管理職が迷惑し、

業務が遅滞し、

他のスタッフが

不安と不快を感じてました…

んで。

ぞろぞろ辞めた前回スタッフの代わりの、

次の大量採用・一斉研修が

始まりましたが…

フィル痴やベルクカッツェ偽物マク誤ナガルの私に対する態度を見てたら…、

https://85358.diarynote.jp/201701301551556041/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201701301551556041/


どうせまた全員辞める…

┐(’〜`；)┌
　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月30日20:55
　

んでベルクカッツェ偽物マクゴナガルが、またぞろ退職強要を画策してるっぽいカオしてた…

(-_-#)

学習能力が無さすぎる！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月30日22:10
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
はあちゅう @ha_chu · 7 時間7 時間前 

電通の先輩が、

「CMは偏差値40の人にも理解できるものじゃなきゃダメ。この会社にいる時点で普通ではないと
自覚しろ。世間にはおそるべき量のおそるべきバカがいる。そしてそれが日本の『普通の人』だ

」

って言ってたの、一番役に立ってる教えの一つだ。

　

https://85358.diarynote.jp/
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（１月30日）　営業成績、悪くはなかったでした。

https://85358.diarynote.jp/201701302216046718/

【フクイチのメルトスルーアウト】を倒電が認める／⇒あっとい

うまに人生が終わってしまう。

2017年1月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=9RZbvjQw7Kk
メルトダウン　タイマーズ 

さきほど何とか星間。ぃゃ生還。（＾＾；）

最速最らくバス帰宅でしたが、

買い物運は悪し。（－－；）

公私ともにロクでもない一日でしたが、それでもごく一部のまともな人たちから気を遣って頂い

たので、個人的には機嫌も営業成績も悪くはなかったでした。

（＾＾；）

でもあまりにもばかばかしいので、ゲン直しに、

一時間だけ、原稿で遊んでから寝ます…★

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前
日本経済新聞

溶融燃料か　福島第１圧力容器下の黒い塊、画像公開 
2017/1/30 

くだらなすぎる。

https://85358.diarynote.jp/201701302216046718/
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完全にバカにされてる。

https://www.youtube.com/watch?v=ZZTDzWIs2HM
#メルトダウン　（#高田渡の「値上げ」の替え歌） 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月30日16:09

なんと！(・_・;)！

フクイチのメルトスルーアウトを倒電が認める！(‾○‾;)！

…てことは事実は既に、

その百倍は、悪くなってる…

(ノ-o-)ノ　┫

https://www.youtube.com/watch?v=z9AlurAWSiM
#東電に入ろう （倒電に廃炉） 

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 8時間8時間前 
原子炉直下、燃料デブリか黒い塊　カメラ調査、福島第1原発2号機 | 2017/1/30 - 共同
通信 47NEWS

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 16時間16時間前 
外国で公開されている福島第一原子力発電所の高精細画像--(非常に鮮明です)
http://www.asyura2.com/11/genpatu8/msg/430.html …
東京消防庁や自衛隊員など初期緊急対応に駆り出された者達は全員被曝死しているは

ずだ

https://www.youtube.com/watch?v=ZZTDzWIs2HM
https://www.youtube.com/watch?v=z9AlurAWSiM
http://www.asyura2.com/11/genpatu8/msg/430.html


https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ
【東日本大震災】決死の放水× 福島原発 【メルトダウン】

cmk2wl @cmk2wl · 1 時間1 時間前 
硝酸態窒素入りの水を飲み続けたら、かならず病気になる。

異常な濃度のものがたくさんある。

慎重に水を選んでいかないと、あっというまに人生が終わってしまう。

cmk2wlさんがリツイート 
森井啓二 @keijimoriiVet · 1月18日 
インドのチェンナイの海でウミガメの大量死。ビーチには30以上の遺体が打ち上げら
れました。

https://pbs.twimg.com/media/C2fOl-7UsAAAoDl.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=K2baSCycSWk
原発音頭　タイマーズ 

http://p.booklog.jp/book/112863/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

６－？　『アンダーヘルへようこそ！』

https://www.youtube.com/watch?v=7maoFIW9dKg
【ガルナ オワタP】逃げろ！現実だ【弱音ハク・亞北ネル】 

…我ながら、いっそ清々しいほどに、潔い現実逃避っぷりだ…ｗｗｗ
　↓

http://p.booklog.jp/book/112862/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル３－Ｘ

《 地 球 星 府 憲 章 》（ 草 案 ）
（＠1998.12.12.）

https://www.youtube.com/watch?v=wecTNLdgYFM
【PV】最遊記 玄奘三蔵「般若心経」読経CD 

https://www.youtube.com/watch?v=odXANj740tQ
https://pbs.twimg.com/media/C2fOl-7UsAAAoDl.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=K2baSCycSWk
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/112863/read
https://www.youtube.com/watch?v=7maoFIW9dKg
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/112862/read
https://www.youtube.com/watch?v=wecTNLdgYFM


http://p.booklog.jp/book/108825/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　６－０　『 地球統一史 』 

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

…気が澄んだ♪

…寝まーす☆

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月31日8:30
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
岩田 敏秀 @toiwata · 23時間23時間前 

読みたい本を読むには人生は短すぎると言いたいが、

 
寿命が来る前に意欲が死ぬ、集中力が死ぬ、視力も危ないかもしれない。

　

 
 

file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/108825/read
https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8
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（１月31日）　気力皆無。バイト逝くのが嫌で嫌で、

https://85358.diarynote.jp/201701310659547371/

【 泊 村 ０．０５３ μ 】／（札幌 マイナス ８℃ ）。

2017年1月31日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=Lrwxu3dsjzo
Alan Stivell - Renaissance of the celtic harp 

遅くはないけど、おそようございます。

０６：４５です。

気力皆無。バイト逝くのが嫌で嫌で、３０分長く寝床でぐずぐずしてました…
…（－－；）…★

昨夜２２時がマイナス２℃で、

深夜００時頃に突風と吹雪で、

今朝０５時がマイナス８℃で、

現在０６時台マイナス６℃まで上昇。

どうも変な小糠雪が（雨のようにまっすぐに）降っています…

無風。

2017年01月31日（火）【当日】

01:00 0.033 0.025 0.028 6 
02:00 0.037 0.031 0.034 6 
03:00 0.032 0.027 0.030 6 
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https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201701310659547371/
https://85358.diarynote.jp/201701310659547371/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170131/85358_201701310659547371_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170131/85358_201701310659547371_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170131/85358_201701310659547371_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Lrwxu3dsjzo


04:00 0.026 0.023 0.024 6 
05:00 0.023 0.022 0.022 6 
06:00

★（－－＃）★

ホワイトフード @whitefood1 
＋ 特務機関NERV @UN_NERV 
＋ 地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 

【M2.6】根室半島沖 深さ30.3km 2017/01/31 01:12:13

1月30日23時03分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が53箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C3bIrUgUoAIHNCV.jpg

【M2.8】浦河南方沖 深さ54.0km 2017/01/30 19:33:24

【M2.9】青森県東方沖 深さ6.9km 2017/01/30 19:02:01
【M3.2】青森県東方沖 深さ12.6km 2017/01/30 16:50:50

【M4.6】KURIL ISLANDS 125.2km 2017/01/30 11:12:18JST, 2017/01/30 02:12:18UTC

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月1日9:44
　

https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C3bIrUgUoAIHNCV.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2017年01月31日（火）【前日】

01:00 0.033 0.025 0.028 6 
02:00 0.037 0.031 0.034 6 
03:00 0.032 0.027 0.030 6 

04:00 0.026 0.023 0.024 6 
05:00 0.023 0.022 0.022 6 
06:00 0.022 0.021 0.021 6 

07:00 0.030 0.022 0.025 6 
08:00 0.034 0.032 0.033 6 
09:00 0.038 0.033 0.036 6 
10:00 0.038 0.035 0.037 6 
11:00 0.033 0.026 0.029 6 

12:00 0.025 0.022 0.023 6 
13:00 0.022 0.021 0.021 6 
14:00 0.021 0.021 0.021 6 
15:00 0.021 0.021 0.021 6 
16:00 0.022 0.021 0.021 6 
17:00 0.021 0.020 0.021 6 
18:00 0.021 0.021 0.021 6 
19:00 0.021 0.021 0.021 6 
20:00 0.021 0.021 0.021 6 
21:00 0.022 0.021 0.021 6 
22:00 0.021 0.021 0.021 6 
23:00 0.022 0.021 0.021 6 
24:00 0.022 0.021 0.021 6 

…まぁ目くじら立てる程ではない…☆
 
 



（１月31日）　【 出勤したら席がない 】 連続攻撃でした。(`ヘ´)

https://85358.diarynote.jp/201701310743479274/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月31日14:18
　

異様睡魔。(∋_∈)
またどこかで地震かな？

今日も【出勤したら席がない】

連続攻撃でした。(`ヘ´)

「３回やるやつは馬鹿だよ！」

…と、夢枕獏も書いている…

(-_-#)

来週もあったら、

労基署にＦＡＸ！ (`ヘ´)
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月31日14:20
　

休憩室は男女別にしてくれ〜ッ

…(ToT)…

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


（きしょいクサイ汚いッ★）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月31日23:14
　

先ほど無事故で生還♪(^o^)／

楽々最終バス帰宅♪o(^-^)o

買い物がっつり♪(^-^)g

美味しいものと楽しい漫画を

山盛り担いで帰って来ました♪

明日からまた３連休〜♪

レトルトで手抜きカレーうどん喰って、

まんが読んで寝ます〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　

 

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


（２０１７年０２月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０２月）
 
 
 
 
 
 
 



（２月４日）　再び嫌な嫌な４連勤の初日。（－－；）バイトに逝くのが厭で胃痛が
する…ｗ　

https://85358.diarynote.jp/201702040713415265/

（札幌 マイナス ２℃／ ０．０２１ μ ）。

2017年2月4日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I
【Wild Heaven】extended hard core mix -TMN- 

おはようございます。

とか言いつつ０６：５５になっちゃいました。

再び嫌な嫌な４連勤の初日。（－－；）

札幌はマイナス２℃…だったかな？
無風。曇天。降雪確率低し。

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1486158600/1011-0010-101000-201702040650.gif?
t=1486159235
（０６：４０〜０６：５０）

個人的には心身ともに堅調。バイトに逝くのが厭で胃痛がする以外は…ｗ

社会的には、怒り心頭で、…やっぱり胃が痛いですね…★
参照⇒（作業りす５匹目）（予定）

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

2017年02月04日（土）【当日】
01:00 0.024 0.023 0.024 6 
02:00 0.023 0.022 0.023 6 

https://85358.diarynote.jp/201702040713415265/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201702040713415265/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170204/85358_201702040713415265_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170204/85358_201702040713415265_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170204/85358_201702040713415265_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1486158600/1011-0010-101000-201702040650.gif?t=1486159235
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


03:00 0.022 0.022 0.022 6 
04:00 0.023 0.022 0.022 6 
05:00 0.022 0.021 0.022 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 
＋ 特務機関NERV @UN_NERV 
（該当情報ナシ）

＋ 地震マップ @eq_map 

【M2.6】津軽海峡 深さ124.9km 2017/02/04 07:09:52

【M2.5】国後島近海 深さ150.6km 2017/02/03 23:41:36
【M2.5】根室半島沖 深さ24.3km 2017/02/03 22:19:17
【M2.6】北海道東方沖 深さ5.4km 2017/02/03 18:13:35

【M2.9】浦河南方沖 深さ41.2km 2017/02/03 13:10:27

 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月4日8:17
　

０５９８

６００☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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2017年2月5日7:23
　

2017年02月04日（土）【前日】
01:00 0.024 0.023 0.024 6 
02:00 0.023 0.022 0.023 6 
03:00 0.022 0.022 0.022 6 
04:00 0.023 0.022 0.022 6 
05:00 0.022 0.021 0.022 6 
06:00 0.021 0.021 0.021 6 
07:00 0.021 0.020 0.021 6 
08:00 0.021 0.021 0.021 6 
09:00 0.021 0.021 0.021 6 
10:00 0.022 0.021 0.021 6 
11:00 0.022 0.021 0.021 6 
12:00 0.021 0.021 0.021 6 
13:00 0.021 0.020 0.021 6 
14:00 0.021 0.020 0.021 6 
15:00 0.021 0.021 0.021 6 
16:00 0.021 0.021 0.021 6 
17:00 0.021 0.021 0.021 6 
18:00 0.021 0.021 0.021 6 
19:00 0.022 0.021 0.021 6 
20:00 0.021 0.021 0.021 6 
21:00 0.021 0.021 0.021 6 
22:00 0.022 0.021 0.021 6 
23:00 0.021 0.021 0.021 6 
24:00 0.021 0.021 0.021 6
 
 
 



（２月４日）　いじめ組のゴミどもパワーアップ。／再び退職強要というか契約更新打
ち切り？の為のアラ探し攻撃。

https://85358.diarynote.jp/201702042228551222/

無事とは言い難く。(∋_∈)。

2017年2月4日 就職・転職 コメント (4)
　

肉体的には至って健全ですが

精神的には満身創痍のずたぼろでよろよろ帰投。(ToT)

どうやらアルパカ狼さんまで？

無視イジメに参加することに

したらしく…？

まぁ中間管理職だからしょうがない。

職場の多数派と上司を敵に回すより、空気を読んだら

変なオバサンの無視イジメくらい、簡単に参加するよなぁ…
(ノ-o-)ノ　┫

本当に最低ですアノ職場。

いじめ組のゴミどもはますますパワーアップして処かまわずに毒を吐き散らしているし。

(-_-#)

…今期の新人さん達も、２ヶ月もたずにどんどん辞めてくだろうなぁ…

（一部ガッカイ淫を除き。）

 
 
 

コメント

https://85358.diarynote.jp/201702042228551222/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月4日22:31
　

んで私は再び退職強要というか契約更新打ち切り？の為のアラ探し攻撃にさらされてるらしい…

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月5日6:56
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
多忙 @egeLA5SLQPV55jo · 2015年7月20日 

「この社会では、「かわいそうな弱者」がじっと耐えている間は、大衆は涙を流して同情してく

れる。

だが、ひとたび弱者が声を上げ、政府や加害企業などに異議を唱え始めると、

一転して 「権利ばかり主張する」とか「感謝が足りない」といった激しい非難をぶつけてくる。
」

 
ー 辛淑玉

非難上等！

今度こそ、（めんどくさがってないで）、労基署に直行するぞ〜ッ!!
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月5日7:05
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ロジ @logicalplz · 2月2日 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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日本、ほんとにまずいな。

未来に希望を持てない人が多すぎる。

 
学びたいことを学んで、したい仕事をして、住みたい町に住んで、一緒にいたい人と一緒にいる

。

多くの人がこういったことをできない状況だ。

 
日々を生きるだけで精一杯。

ただ搾取するための人を育てる農場の様な国だ。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月5日8:30
　

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 

人が言うことをいちいち気にするな。

 
心が死んでしまうから。

 
ボブ・ディラン

 
 
 

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


（２月５日）　バイトに逝きたくない度２００％充填済みで、死ぬほど胃が痛い霧樹り
すですよ…（ＴＴ；）

https://85358.diarynote.jp/201702050731522976/

「去年関東に行ったあとから」…（－－；）…。／（ 札幌 マイ
ナス ２℃ ／０．０２１ μ …「昨日と同じ日常」…）。

2017年2月5日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　

　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 17時間17時間前

昨日会った人のひとりは、去年関東に行ったあとからほどなく、咳、痰、右胸の違和

感が今も続き、左下腹部の違和感、そして手指付近や足指付近などに時々内出血。

昨日、会っている最中にも、左手指付け根に違和感を感じていているうちに、そこが

内出血。

https://www.youtube.com/watch?v=yM4Tb9mkqTo&list=RDObA2QSG76_g&index=2
Hiromitsu Agatsuma Yuudachi 

おはようございます。０６：４９です。

バイトに逝きたくない度２００％充填済みで、死ぬほど胃が痛い霧樹りすですよ…（ＴＴ；）

札幌はマイナス２℃。晴天。

数日前の予報をぶっちぎって昼間はプラス気温の見込み。

https://85358.diarynote.jp/201702050731522976/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201702050731522976/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170205/85358_201702050731522976_1.jpg
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170205/85358_201702050731522976_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=yM4Tb9mkqTo&list=RDObA2QSG76_g&index=2


…ここへ来て、それはないだろう…★
…（－－；）…★
　↓

http://www.snowfes.com/
（サッポロ雪まつり）

…どうも今年は西日本の異常「寒波」被災地からの客足は激減するだろうし…
…地元住みの人間としては、せめて美味しい屋台フーズを「食べて応援」するしかないですね
…★（…という言い訳で、こっそり予算増額…ｗ）

　まぁ、胃が痛いと言いつつ食欲はあるので、世界の全てを敵に回したくらいじゃ死にませんし

ね私はｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=B7u9ugjMO0U&list=RDObA2QSG76_g&index=3
Hiromitsu Agatsuma - Solitude 

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

2017年02月05日（日）【当日】
01:00 0.021 0.021 0.021 6 
02:00 0.021 0.021 0.021 6 
03:00 0.021 0.021 0.021 6 
04:00 0.021 0.021 0.021 6 
05:00 0.021 0.021 0.021 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 
＋ 特務機関NERV @UN_NERV 
＋ 地震マップ @eq_map 

【M2.7】日高地方 深さ126.3km 2017/02/05 07:56:01

【M3.2】北海道東方沖 深さ13.1km 2017/02/05 05:48:01

【M3.0】根室地方 深さ102.4km 2017/02/04 11:36:27

【M2.6】津軽海峡 深さ124.9km 2017/02/04 07:09:52

http://www.snowfes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=B7u9ugjMO0U&list=RDObA2QSG76_g&index=3
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Gaml .y @m_yosry2012 · 1月25日 
...ｗ...
https://twitter.com/m_yosry2012/status/824203061925179392

　↑

（このコちょっと、めいにゃん様に似てる♪）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月6日7:13
　

2017年02月05日（日）【前日】
01:00 0.021 0.021 0.021 6 
02:00 0.021 0.021 0.021 6 
03:00 0.021 0.021 0.021 6 
04:00 0.021 0.021 0.021 6 
05:00 0.021 0.021 0.021 6 
06:00 0.021 0.021 0.021 6 
07:00 0.022 0.021 0.022 6 
08:00 0.022 0.021 0.021 6 
09:00 0.022 0.021 0.022 6 
10:00 0.022 0.021 0.022 6 
11:00 0.022 0.021 0.021 6 
12:00 0.022 0.021 0.021 6 
13:00 0.022 0.021 0.021 6 
14:00 0.022 0.021 0.021 6 

https://twitter.com/m_yosry2012/status/824203061925179392
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


15:00 0.021 0.021 0.021 6 
16:00 0.021 0.021 0.021 6 
17:00 0.021 0.021 0.021 6 
18:00 0.022 0.021 0.021 6 
19:00 0.021 0.021 0.021 6 
20:00 0.022 0.021 0.021 6 
21:00 0.021 0.021 0.021 6 
22:00 0.021 0.021 0.021 6 
23:00 0.022 0.021 0.021 6 
24:00 0.021 0.021 0.021 6
 
 
 



（２月５日）　いい加減にしろ「リータ・ス奇ーターＳＶ」の業務妨害ッ！／営業成績
まずまず。

https://85358.diarynote.jp/201702060651583836/

「リータ・ス奇ーターＳＶ」の犯罪★(`ヘ´)★ （２月５日）

2017年2月5日 就職・転職 コメント (4)

　

非常識すぎるッ！(-_-#)

いい加減にしろ業務妨害ッ！

(`ヘ´)

謝罪も説明もナイので故意だと思われる。(ノ-o-)ノ　┫

長いので本文は後でね。(-_-#)

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月5日15:30

【５３０死縊ベルト】の公表に対する葬科学灰塵どもの逆ギレっぷりから診ると、き

ゃつらはどうやら原発ムラ相手の、

【ストックホルムシンドローム】じゃないか…？

。。。(〃_ _)σ‖

 

https://85358.diarynote.jp/201702060651583836/
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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2月6日6:58
　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月5日22:49

　

先ほど無事帰投。(^o^)／

後半戦は打って変わって、常識的でまともな人間関係を築いて下さる「ばかじゃなし」（非・葬

科学灰塵）な皆さんに囲まれて愉しく心穏やかに真面目に？職務に精励して残業は１０分で済

んで、営業成績もまずまず。

(‾ー+‾)ニヤリ

昨日のストレスの名残で？ヤケ買い的に大量の半額惣菜とお昼ごパンを買い込んで、ガッツリ１

０kgくらい抱えて、楽々バス帰宅。(^_^)v

札幌はこの時間でプラス１℃の異常気象。(∋_∈)

明日から雪まつり。(ToT)

間違いなく倒電公表【５３０】死縊ベルトどころじゃない、

１０００倍くらいの嘲える事態が、絶賛進行中ですね…

(ノ-o-)ノ　┫

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


残りご飯とレトルトと缶詰めで「なんちゃってヒヨコ豆入りキーマカレー雑炊」をでっちあげた

ので、

さめるまで漫画読んで、

食べたら早めに寝ます☆

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月6日6:59
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月6日6:50
　

０

５９８

７７７…☆彡 
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月6日8:38
　

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 

「筋が通っていない事実については、それを歪めたり無視したりする傾向がある。エピソードの

ほうを重視するあまり、真実が遠ざけられ、何度も語っているうちに純粋な創作になることも

ある。

　われわれは社会的動物であるから、過去の記憶も、社会的圧力に即する形で絶え間なく修正さ

れているのだ。 」
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月7日8:36
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cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年1月3日 

化粧品「酸化エチレン、ジオキサン、ニトロサミン、ホルムアルデヒド、アクリルアミド。これ

らは既知の発癌性物質であり、皮膚に大量に付着するものに存在してはならない物質である。」

エプスタイン博士

　

　

 
 
 



（２月６日）　４連勤の３日目。

https://85358.diarynote.jp/201702060708111637/

札幌はマイナス２℃。無風。曇天。０．０２２ μ。

2017年2月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=XTVVXzoKnbE
この坂どうやって登るのかちょっと考えようぜ【2ch】 

あらためまして、おはようございます。

⇒前項（日付修正作業完了）参照。

ＰＣ開けたのは、

０２月０６日の、

０６時４６分☆

昨日の後半戦がとても心穏やかで楽しかったし、

食糧飲料燃料はガッツリ買い込んであるし、

誰からも暴力を振るわれる心配のない、

暖かいぬくぬく布団で熟睡できたので、

幸せな気分で目が覚めて、美味しいカレーの仕込み直し（ジャガイモ＋ヒヨコ豆投入）して、

良い感じでＰＣ前に座りましたよ…☆

ただいまジャスト⇒０７：０７…♪

札幌はマイナス２℃。無風。曇天。

４連勤の３日目。

https://85358.diarynote.jp/201702060708111637/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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さくさく情報チェック行きます。

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

2017年02月06日（月）【当日】
01:00 0.022 0.022 0.022 6 
02:00 0.022 0.021 0.022 6 
03:00 0.022 0.022 0.022 6 
04:00 0.022 0.022 0.022 6 
05:00 0.022 0.021 0.022 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 
＋ 特務機関NERV @UN_NERV 
＋ 地震マップ @eq_map 

◆【M2.9】国後島近海 深さ99.1km 2017/02/06 06:26:37

★【M2.7】青森県東方沖 深さ41.5km 2017/02/06 01:00:54

★【最大震度1】(気象庁発表) 苫小牧沖 深さ約80km 
【M3.5】 6日00時17分頃発生 
　↑

【M4.0】苫小牧南方沖 深さ80.1km 2017/02/06 00:17:45

◆【M2.6】津軽海峡 深さ160.7km 2017/02/05 19:25:02

◇【M2.5】十勝地方 深さ108.9km 2017/02/05 12:50:50
◇【M2.9】十勝地方 深さ175.1km 2017/02/05 12:10:27

☆【M3.4】北海道北西沖 深さ254.3km 2017/02/05 11:02:30

◇【M2.7】日高地方 深さ126.3km 2017/02/05 07:56:01

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


https://www.youtube.com/watch?v=Un05KNjlUaQ
６０のゆりかご　アイヌ音声　日本語字幕 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月7日7:03
2017年02月06日（月）【前日】
01:00 0.022 0.022 0.022 6 
02:00 0.022 0.021 0.022 6 
03:00 0.022 0.022 0.022 6 
04:00 0.022 0.022 0.022 6 
05:00 0.022 0.021 0.022 6 
06:00 0.022 0.021 0.022 6 
07:00 0.022 0.021 0.022 6 
08:00 0.022 0.021 0.021 6 
09:00 0.022 0.021 0.021 6 
10:00 0.021 0.021 0.021 6 
11:00 0.021 0.021 0.021 6 
12:00 0.022 0.021 0.021 6 
13:00 0.022 0.021 0.021 6 
14:00 0.021 0.021 0.021 6 
15:00 0.021 0.021 0.021 6 
16:00 0.021 0.021 0.021 6 
17:00 0.021 0.021 0.021 6 
18:00 0.021 0.021 0.021 6 
19:00 0.022 0.021 0.021 6 
20:00 0.022 0.021 0.021 6 
21:00 0.021 0.021 0.021 6 
22:00 0.021 0.020 0.021 6 
23:00 0.021 0.020 0.021 6 
24:00 0.021 0.021 0.021 6

https://www.youtube.com/watch?v=Un05KNjlUaQ
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


 
 
 



（２月６日）　本日バイト運最低。(∋_∈)

https://85358.diarynote.jp/201702060739152580/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月6日16:29
　

本日バイト運最低。(∋_∈)

変な時間に研修が入った余波で隣にスゲェ性格ブスのソトヅラ（だけ）ヨシコさん。(-”-;)

しかもベクレ死病ゾンビでナマ腐れて物理的に「糞臭い」上に心身から内部被曝物質大量滞留分

の物理的な放射線と、毒電波と言うか狂信餓ッ灰塵な毒念波がビシバシ叩きつけられてきて私ゃ

意識喪失寸前。(ToT)

しかもまたもや「昼飯」１６時だよ？(ノ-o-)ノ　┫

潰れろ。さっさと…

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月6日16:32
　

しかもアルパカ狼さん居なくてベルクカッツェ居るとか悪夢。

(-_-#)
　

　

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2月6日16:40
　

ちなみにコーヒーは相変わらずがぶ飲みしてますが。(^。^;)

豆は「南米産」限定でベトナム産は不可。（胃痛を起こす）。

焙煎は札幌郊外に工場がある、三木コーヒーのフェアトレード蛙さんマーク限定です。(^-^)g

（メイラクとかイトウエンとか

二度と飲めない…
。。。(〃_ _)σ‖
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月6日20:39
　

今日ハハンタウニ不愉快ナ一日デシタ。(∋_∈)
　

　

 
 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（２月６日）　不愉快で不運な一日でした。／「社会が僕に死ね死ねと言う声がずっと
聞こえているんです」。

https://85358.diarynote.jp/201702062311183967/

再び！【 T．HIRANO さん非公開 】／【 出雲 ０．１２１ μ 】
／【 三重 ０．１ μ 】／⇒知識のある連中ほど逃げる。

2017年2月6日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (4)
　

　 　

　

@TOHRU_HIRANOさんは非公開です。

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
2月6日
西日本は乾燥、東日本は濃霧に分かれています。

https://twitter.com/cmk2wl/status/828395758374182912

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

先ほど無事帰投。からだはふつうの疲れ方ですが、不愉快で不運な一日でした。

特にトドメのエルさんの【完全無視】が酷かった…（－－＃）…★

ゲン直しに一時間だけ原稿で遊んでから寝まーす☆

（←前項参照）

（前々項参照）

https://85358.diarynote.jp/201702062311183967/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201702062311183967/
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https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow


　↓

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月6日16:29

本日バイト運最低。(∋_∈)

変な時間に研修が入った余波で隣にスゲェ性格ブスのソトヅラ（だけ）ヨシコさん。(-
”-;)

しかもベクレ死病ゾンビでナマ腐れて物理的に「糞臭い」

　↑

参照：https://twitter.com/nioibyouki

★（－－＃）★

https://www.youtube.com/watch?v=FpQXJIyUmhQ
海行かば 山行かば 踊るかばね
/ SOUL FLOWER UNION　　NO NUKES 2012 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
宋　文洲 @sohbunshu · 3時間3時間前

トランプは偉いな

↓

記者:　「プーチン氏は人殺しだ」
トランプ:　「人殺しはたくさんいる。我々にも多くの人殺しがいる。我々の国がそれ
ほど潔白だと思っているのか」

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前

冷却水に電源喪失となれば知識のある連中ほど逃げる。犬死にになるのだから当然。

https://twitter.com/nioibyouki
https://www.youtube.com/watch?v=FpQXJIyUmhQ


パニックになれば避難経路が塞がれてしまうのだから、住民を差し置いたり牽制する

打算も働く。

だから本当の危険性はリアルタイムで伝えられない。

https://www.youtube.com/watch?v=aReD50lgCnk
極東戦線異状なし！？ - ソウル・フラワー・ユニオン Soul Flower Union 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan · 13時間13時間前

よく「いざとなったら○○する」という言葉を聞くけど、311以降、ずっと「いざ」だ
と思ってるので、今の在り方が、本人の「いざという時の行動の一部」だと思ってる

。

anonymous @anonymous2160 · 2日2日前

福島第一原発は、地震で夜の森線第27号鉄塔一基の倒壊によって電源喪失、炉心溶融
となりました。#安倍総理、2006年のこの時点でしかるべき対策をしておけば #原発
事故 は防げたと思いますがいかがでしょうか
？http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b165256.htm … #
自民党に質問

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月6日23:16
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 23時間23時間前  

https://www.youtube.com/watch?v=aReD50lgCnk
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b165256.htm
https://85358.diarynote.jp/
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精神科医「どうされました」

「社会が僕に死ね死ねと言う声がずっと聞こえているんです」

精神科医「正常ですね〜」

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月6日23:17
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
yoshidakengoman @yoshidakengoman · 23時間23時間前 

これだけの大きなものが壊れるのだから

ただ事ではない

3,000年積み上げたバビロンの塔がとうとう崩れる

ただ事ではない

崩れる時はそう長くは続かない

5〜6年間くらいかなぁ

その時をどうやり過ごすかだ

ボクはそんな夢をみながら寝ます

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月7日8:35
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cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前  

生きるとは呼吸することではない。

行動することだ。

 
ルソー

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年8月12日18:48
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
原発はいますぐ廃止せよ @kokikokiya · 8月8日 

乗客の悪臭で失神。

飛行機が緊急着陸し、原因となった男は死亡（

https://twitter.com/kokikokiya/status/1027143149838200833
　

　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（２月７日）　（再犯！）　【 リータ・ス奇ーターの犯罪。】 (-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201702080857111108/

（再犯！）　【 リータ・ス奇ーターの犯罪。】 (-_-#)

2017年2月7日 就職・転職 コメント (5)
　

またブン投げヤガッタ。(`ヘ´)

絶賛エルさんの陰険イジメも

ますます激化中。(-_-#)

タイミング運

（嫌なもの遭遇率）最悪。

(∋_∈)

はやく死滅しろよ…

。。。(〃_ _)σ‖

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月8日8:59

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月7日23:18

https://85358.diarynote.jp/201702080857111108/
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先ほど無事帰投。(^。^;)

４連勤終了！(^o^)！

今日の最後は最近仲良くなった

新人？さんと一緒になったので

( ^_^)人(^_^ )

まともな人間どうしの常識的な

社会人としての世間話トークを

楽しんで、o(^-^)o

気分良く退社して愉しく雪祭り

…は合挽きにく吹雪だったので

(^。^;)

定番「夜遊び」コースをくるり

と回遊して、o(^-^)o

食糧飲料読量がっつり買い込ん

で楽々終バス帰宅。(‾ー+‾)

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます♪

(’◇’)ゞ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月8日11:32
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cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年10月23日 

自分たちを取り巻く世界について疑問に思い、思案し、分析しなければいけない。親が言った

から、指導者がそう言ったから、ネットでの多数派がそうだから、友人がやってるからという理

由で物事を受け入れてはいけない。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月8日11:38
　

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前
 
東電の記者会見は、都合の悪い質問をするジャーナリストは出入り禁止になるのを知ってますか

？

東電社員 寺澤徹哉がフリーのジャーナリストを出入り禁止だと通告した動画が事故当時あった。
東電お好みの記者しか会見場に入れない。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月11日23:21

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
S u n d a y * @gksrnrtjsepdl · 5時間5時間前 

日本人は単一民族だという認識なの？

 
わたしがみるには、、韓国系日本人、中国系日本人、琉球系日本人、アイヌ系日本人、、多民族

だよ。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年2月11日23:22

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
francisco @sedzir · 4時間4時間前 
 
ホント日本人って「人権」って言葉に不快感を抱く人が増えたよね。自分の暮らしの安全そのも

のの問題なのにな。理由はひとつ。「そんな甘えを助長する物騒な言葉を軽々に口にすると“サ
ヨク”だと思われちゃうぞ！気をつけた方がいいよ」。
 
困ったもんだよ。みんな正義感持って善意で動いてるからな。

　

　

 



（２月11日）　またもや嫌な嫌な逝きたくないバイト４連勤の初日です…（ＴＴ；）
…★

https://85358.diarynote.jp/201702110711341226/

（札幌マイナス４℃。晴天。０．０２１μ）／北海道「鉄道維持

費300億円足りない・・・」ABE「甘えるな！自己責任だ！。

2017年2月11日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

 
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集 

おはようございます。

０２月１１日、

０６時４４分でした。

札幌はマイナス４℃。

無風。たぶん晴れる？

またもや嫌な嫌な逝きたくないバイト４連勤の初日です…（ＴＴ；）…★

さくさく情報チェック往きます！

2017年02月11日（土）【当日】
01:00 0.021 0.021 0.021 6 
02:00 0.021 0.021 0.021 6 
03:00 0.021 0.020 0.021 6 
04:00 0.021 0.021 0.021 6 
05:00 0.021 0.021 0.021 6 

https://85358.diarynote.jp/201702110711341226/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201702110711341226/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170211/85358_201702110711341226_1.jpg
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170211/85358_201702110711341226_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


06:00

空気は良し！（＾ｗ＾）！

＋ 地震マップ @eq_map

【M2.7】十勝地方 深さ103.1km 2017/02/11 01:45:20

【M2.5】根室半島沖 深さ13.4km 2017/02/11 01:16:43
【M2.7】根室半島沖 深さ12.2km 2017/02/10 12:11:54
【M2.7】根室半島沖 深さ43.0km 2017/02/10 07:46:41

ホワイトフード @whitefood1 
＋ 特務機関NERV @UN_NERV 
　（　該当情報なし　）

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
まんじゅう１号 @manju1go · 2月4日 
まんじゅう１号さんが山本夜羽音＠再起動中をリツイートしました

安倍「ロシア様3000億円支援します」
安倍「ミャンマー様8000億円支援します」
安倍「フィリピン様1兆円支援します」
安倍「アメリカ様17兆円投資します」

北海道「鉄道維持費300億円足りない・・・」
安倍「甘えるな！自己責任だ！歩け！」

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。

　　日付　　アクセス数



2017-02-10 (金) 124 ☆ 日記更新 
2017-02-09 (木) 87 ☆ 日記更新 
2017-02-08 (水) 109 ☆ 日記更新 
2017-02-07 (火) 79 ☆ 日記更新 
2017-02-06 (月) 76 ☆ 日記更新 
2017-02-05 (日) 89 ☆ 日記更新 
2017-02-04 (土) 93 ☆ 日記更新 
2017-02-03 (金) 119 ☆ 日記更新 
2017-02-02 (木) 125 ☆ 日記更新 
2017-02-01 (水) 87 ☆ 日記更新 
2017-01-31 (火) 76 ☆ 日記更新 
2017-01-30 (月) 94 ☆ 日記更新 
2017-01-29 (日) 81 ☆ 日記更新 
2017-01-28 (土) 61 ☆ 日記更新 
2017-01-27 (金) 85 ☆ 日記更新 
2017-01-26 (木) 71 ☆ 日記更新 
2017-01-25 (水) 84 ☆ 日記更新 
2017-01-24 (火) 95 ☆ 日記更新 
2017-01-23 (月) 79 ☆ 日記更新 
2017-01-22 (日) 66 ☆ 日記更新 
2017-01-21 (土) 73 ☆ 日記更新 
2017-01-20 (金) 80 ☆ 日記更新 
2017-01-19 (木) 116 ☆ 日記更新 
2017-01-18 (水) 105 ☆ 日記更新 
2017-01-17 (火) 74 ☆ 日記更新 
2017-01-16 (月) 97 ☆ 日記更新 
2017-01-15 (日) 73 ☆ 日記更新 
2017-01-14 (土) 81 ☆ 日記更新 
2017-01-13 (金) 107 ☆ 日記更新 
2017-01-12 (木) 104 ☆ 日記更新 
2017-01-11 (水) 96 ☆ 日記更新 
2017-01-10 (火) 79 ☆ 日記更新 
2017-01-09 (月) 78 ☆ 日記更新 
2017-01-08 (日) 72 ☆ 日記更新 
2017-01-07 (土) 69 ☆ 日記更新 

2017-01-06 (金) 129 ☆ 日記更新 



2017-01-05 (木) 105 ☆ 日記更新 
2017-01-04 (水) 140 ☆ 日記更新 
2017-01-03 (火) 142 ☆ 日記更新 
2017-01-02 (月) 154 ☆ 日記更新 
2017-01-01 (日) 111 ☆ 日記更新 
2016-12-31 (土) 118 ☆ 日記更新 
2016-12-30 (金) 162 ☆ 日記更新 
2016-12-29 (木) 131 ☆ 日記更新 
2016-12-28 (水) 147 ☆ 日記更新 
2016-12-27 (火) 133 ☆ 日記更新 
2016-12-26 (月) 110 ☆ 日記更新 
2016-12-25 (日) 131 ☆ 日記更新 
2016-12-24 (土) 143 ☆ 日記更新 
2016-12-23 (金) 134 ☆ 日記更新 
2016-12-22 (木) 175 ☆ 日記更新 
2016-12-21 (水) 141 ☆ 日記更新 
2016-12-20 (火) 121 ☆ 日記更新 
2016-12-19 (月) 108 ☆ 日記更新 
2016-12-18 (日) 129 ☆ 日記更新 
2016-12-17 (土) 132 ☆ 日記更新 
2016-12-16 (金) 143 ☆ 日記更新 
2016-12-15 (木) 191 ☆ 日記更新

2016-12-14 (水) 214 ☆ 日記更新 

2016-12-13 (火) 186 ☆ 日記更新 
2016-12-12 (月) 176 ☆ 日記更新 
2016-12-11 (日) 154 ☆ 日記更新 
2016-12-10 (土) 164 ☆ 日記更新 
2016-12-09 (金) 179 ☆ 日記更新 
2016-12-08 (木) 187 ☆ 日記更新 
2016-12-07 (水) 189 ☆ 日記更新 
2016-12-06 (火) 152 ☆ 日記更新 
2016-12-05 (月) 142 ☆ 日記更新 
2016-12-04 (日) 165 ☆ 日記更新 
2016-12-03 (土) 168 ☆ 日記更新 
2016-12-02 (金) 167 ☆ 日記更新 



2016-12-01 (木) 240 ☆ 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2月11日8:28
 
 
cmk2wl @cmk2wl · 31分31分前 

マイルス・デイヴィスはブーイングを浴びた。

ハンク・ウイリアムスはブーイングを浴びた。

ストラヴィンスキーもブーイングを浴びた。

 
あなたもたまにブーイングを浴びないと何者でもなくなる。

ボブ・ディラン

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月12日6:56
　

2017年02月11日（土）【前日】
01:00 0.021 0.021 0.021 6 
02:00 0.021 0.021 0.021 6 
03:00 0.021 0.020 0.021 6 
04:00 0.021 0.021 0.021 6 
05:00 0.021 0.021 0.021 6 
06:00 0.021 0.021 0.021 6 
07:00 0.021 0.021 0.021 6 
08:00 0.022 0.021 0.021 6 

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


09:00 0.022 0.021 0.021 6 
10:00 0.021 0.021 0.021 6 
11:00 0.021 0.021 0.021 6 
12:00 0.021 0.021 0.021 6 
13:00 0.021 0.020 0.021 6 
14:00 0.021 0.020 0.021 6 
15:00 0.021 0.020 0.021 6 
16:00 0.021 0.020 0.021 6 
17:00 0.021 0.021 0.021 6 
18:00 0.021 0.021 0.021 6 
19:00 0.021 0.021 0.021 6 
20:00 0.022 0.022 0.022 6 
21:00 0.022 0.021 0.022 6 
22:00 0.022 0.022 0.022 6 
23:00 0.022 0.021 0.022 6 
24:00 0.022 0.022 0.022 6
 
 



（２月11日）　業務的厄日。／ぎりぎり最低ラインの営業成績だけは確保しました☆

https://85358.diarynote.jp/201702110843491344/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月11日15:31
　

業務的厄日。(∋_∈)
めっきり運気低迷。(-”-;)
 
人手が少なすぎてイジメもする余裕がないらしいけどｗ

エルさんの完無視だけが、

絶賛ブリザード級で悪化中。

(-.-;)

…ことわっておくが、私ゃこのブログで好き勝手にストーカーじみたこと書いてる以外、

「職場内で」エルさんを怒らしたり嫌われたりするような言動は、一度だってしてないぞ…？

(-”-;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月11日23:12
　

夕方から御向かいにレインリリーさん出動してきてくれたので♪

精神状態は安定♪（＾＾）♪

自力と努力と根性で？、ぎりぎり最低ラインの営業成績だけは確保しました☆

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


（そして珍しく残業０分で！⇒雪まつりに出撃〜♪

　https://85358.diarynote.jp/201702112149228320/
 
 



（２月12日）　営業成績トップクラスで、無遅刻無欠勤の私が！

https://85358.diarynote.jp/201702121619416249/

…逆ギレ逆襲のフィル痴…★(∋_∈)★

2017年2月12日 就職・転職 コメント (7)
　

スネイビの時も驚いたが、

まさか出戻って来るとは思わなかった。(ToT)

恥知らずフィル痴が復讐に来やがって、本日早速、ソッコーでアラサガシねちねち攻撃。

(`ヘ´)

客が待ってんのに１０分も営業妨害。

自分らが去年あれだけ職場内の空気を最悪にして

集団退職者を続発させて、

会社に多大な損害をかけた迷惑社員であることを…

おそらく（馬鹿だから）全く！

自覚していないに違いない…

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月12日16:23

https://85358.diarynote.jp/201702121619416249/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201702121619416249/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

…たぶん、まもなく産休に入ることが判明した別管理職の欠員分で、呼び戻さざるを得なかった
んだな…
(-”-;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月12日16:27
　

今度こそ度を過ぎたらソッコー労基署に行くからな？

本社もクライアント会社も、

まとめて「管理責任」で追及してやるからな…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月12日16:34
　

営業成績トップクラスで、

無遅刻無欠勤の私が！

なぜ、「報告書の書き込み量が３行多い」というだけで、いちいちネチられねばならんのッ？！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月12日22:19
　

先ほど無事帰投。楽バス帰宅。

買物もコンパクトにしっかり。

(^-^)g

フィル痴のせいで無駄に調子を崩して営業成績は最低ランク。

(-_-#)

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


　

あやつら、ポイントゲッターの個人成績を妨害したら

部署全体の業績が下がるんだという簡単な法則がなぜ解らん？

やっぱ馬鹿だからだな？単に？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月12日22:28
　

なにしろ室長からして、あまりにも一方的かつ理不尽きわまりない強権介入で中堅スタッフの時

給カットを凶行しやがったせいで皆さん無言の残業ボイコット態勢に突入したが為に、ただでさ

え低かった職務遂行の目標達成率がますます痴に墜ちた…というくらいの、大馬鹿だからな…

(ノ-o-)ノ　┫

理不尽に一方的に時給下げられた人間が、何も気にせず以前と同じように働き続けるだろうとか

、

 
まさか思っていたのか…？

もはやアベゾウリ級の

ぱぼだな！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月12日23:22
　

札幌はこの時間でまだプラス！

２℃もある異常気象。(‾○‾;)

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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雪まつり最終日が

融雪洪水の大惨事。(-”-;)

鳥取は積雪９０cm。

…ポールシフトって、
既に起こってないか…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月13日8:28

UMPILIKEYOUさんがリツイート 
忌野清志郎 瀕死の語録問屋 @kiyoshirogoroku · 14時間14時間前 
　

テレビ局の楽屋では

あっちこっちから呪文が聞こえてる

 
線香焚いてる奴もいる

バラエティーの本番でうまく笑うために

男にふられてすぐ入る　メソメソ泣いてはまた入る

宗教　宗教　貧しい心はメイクじゃ隠せねぇ

　

　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（２月13日）　４連勤の３日目。…バイトに逝きたくナイ以外は、個人的には心身と
もに堅調です…☆

https://85358.diarynote.jp/201702130713242241/

…馬？…【 鹿注意！ 】／…札幌【ぷらす１℃】…（－－；）…

（まもなく冬季アジア大会!!）

2017年2月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

おはようございます。

０６：４８になっちゃいました。

４連勤の３日目。

もちろんモチ餅なんか皆無…

https://www.youtube.com/watch?v=DHy1iKBtTq4
Ryuichi Sakamoto Trio_Merry Christmas Mr.Lawrence.mp4

札幌はプラス１℃！…の悲劇…★（；◇：）★

これから冬季アジア大会なのにぃ…★

すでに春の様相で、凄まじい勢いで雪が融けて減って逝きます…★

…イベントと観光の関係者は、哭き伏しているに違いありません…★

2017年02月13日（月）【当日】
01:00 0.021 0.020 0.021 6 
02:00 0.021 0.020 0.021 6 
03:00 0.021 0.021 0.021 6 

https://85358.diarynote.jp/201702130713242241/
https://85358.diarynote.jp/201702130713242241/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201702130713242241/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170213/85358_201702130713242241_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170213/85358_201702130713242241_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170213/85358_201702130713242241_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=DHy1iKBtTq4


04:00 0.021 0.020 0.021 6 
05:00 0.021 0.020 0.021 6 
06:00

…無気味にナマアタタカクテ（－－；）
気持ちの悪い湿度の高さ（？）ですが、

今んところ空気は清浄。（＾＾；）。

…ん？…（〜〜；）…★
　↓

ホワイトフード @whitefood1 · 11時間11時間前 
2月12日19時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が28箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C4dZsjtVUAEN-CA.jpg

⇒参照：http://85358.diarynote.jp/201702120715134502/
（コメント欄）

…バイトに逝きたくナイ以外は、個人的には心身ともに堅調です…☆

…南東北以南の人たちは、絶不調？のもよう…★
…（－－；）…
　↓

これまでのカウンター増加数の推移

　　日付　　アクセス数

2017-02-12 (日) 76 ☆ 日記更新
2017-02-11 (土) 57 ☆ 日記更新 
2017-02-10 (金) 124 ☆ 日記更新 
2017-02-09 (木) 87 ☆ 日記更新 
2017-02-08 (水) 109 ☆ 日記更新 
2017-02-07 (火) 79 ☆ 日記更新 

https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C4dZsjtVUAEN-CA.jpg
http://85358.diarynote.jp/201702120715134502/


2017-02-06 (月) 76 ☆ 日記更新 
2017-02-05 (日) 89 ☆ 日記更新 
2017-02-04 (土) 93 ☆ 日記更新 
2017-02-03 (金) 119 ☆ 日記更新 
2017-02-02 (木) 125 ☆ 日記更新

…５７…って…カウンターが壊れて０だった時以外は、たぶん過去最低記録…？

…（ＴＴ；）…★

地震マップ @eq_map 

★【M2.6】知床半島付近 深さ7.5km 2017/02/13 06:35:34
★【M3.5】北海道東方沖 深さ3.3km 2017/02/13 04:40:23
★【M2.6】根室半島沖 深さ45.2km 2017/02/12 22:24:26

◇【M3.5】大雪山系 深さ194.3km 2017/02/12 21:40:53

※【M3.2】後志地方 深さ197.2km 2017/02/12 20:38:48

★【M2.6】国後島近海 深さ70.9km 2017/02/12 18:19:51

※【M2.9】北海道南西沖 深さ12.5km 2017/02/12 17:39:30

★【M2.8】根室地方 深さ92.3km 2017/02/12 14:10:31

※【M2.9】津軽海峡 深さ97.4km 2017/02/12 07:27:11

https://www.youtube.com/watch?v=Un05KNjlUaQ
６０のゆりかご　アイヌ音声　日本語字幕 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ジョニー石原 @johnny333ti · 17時間17時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=Un05KNjlUaQ


鹿注意の看板に隠れててわろた

https://pbs.twimg.com/media/C4cdcJZVUAYEPEm.jpg

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月13日7:44
　

…とかいってたら、小雪がちらついています…プラス２℃！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月14日6:51
　

2017年02月13日（月）【前日】(Yesterday)
01:00 0.021 0.020 0.021 6 
02:00 0.021 0.020 0.021 6 
03:00 0.021 0.021 0.021 6 
04:00 0.021 0.020 0.021 6 
05:00 0.021 0.020 0.021 6 
06:00 0.022 0.020 0.021 6 
07:00 0.023 0.021 0.022 6 
08:00 0.022 0.022 0.022 6 
09:00 0.022 0.021 0.021 6 
10:00 0.022 0.021 0.022 6 
11:00 0.022 0.021 0.021 6 

12:00 0.032 0.021 0.024 6 

13:00 0.026 0.021 0.022 6 
14:00 0.021 0.020 0.021 6 

https://pbs.twimg.com/media/C4cdcJZVUAYEPEm.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


15:00 0.024 0.021 0.022 6 
16:00 0.022 0.021 0.021 6 
17:00 0.022 0.021 0.021 6 
18:00 0.022 0.021 0.022 6 
19:00 0.022 0.021 0.021 6 
20:00 0.022 0.021 0.022 6 
21:00 0.022 0.021 0.022 6 
22:00 0.022 0.021 0.022 6 
23:00 0.022 0.021 0.022 6 
24:00 0.022 0.021 0.021 6
 
 



（２月13日）　今日も本当に嫌な一日でした…（－－＃）★

https://85358.diarynote.jp/201702132203254359/

脱獄！(`ヘ´)！

2017年2月13日 就職・転職 コメント (7)
　

どうやらまたぞろ本格的【退職強要】が再発…の予定だった…模様。(-_-#)

朝の座席指定がアリエナイ新人指定席。(-_-#)
絶賛ベルクカッツェあら捜し＆嫌がらせ体制。

ところが例によって？

早くも新人がふたりも！

無断？欠勤…┐(’〜`；)┌

そりゃ〜昨日のフィル痴の陰険暗愚かつ姑息な暴君ぶりはコワカッタだろうし！

(-_-#)

半月も見てりゃ、口を開けば他人の悪口しか言わないヤツラが

『無視イジメ】（ハズシ）やらかしてる恐怖職場と気がつく頃だし…

昨日から派遣会社の

『時給１０００円！』

『緊急大募集！』メールが

飛び交ってるしな…

てことで勝手に空席に

『脱獄』。(‾ー+‾)ニヤリ

https://85358.diarynote.jp/201702132203254359/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201702132203254359/


前回前々回と全く同じ。(-"-;)

きゃつらあまりにも学習能力が無さすぎる…

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月13日22:06
　

先程よろよろなんとか生還。（－－；）

今日も本当に嫌な一日でした…（－－＃）★

「気が澄む」まで音楽聴いて、ご飯たべて漫画読んで…

なるべく早めに寝ますぅ…☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月13日22:08
　

いつ何が起きても不思議ではない無気味な満月。

札幌はプラス２℃！の異常気象。

路面状態は最悪ぐずぐずの泥水魔っ苦シェイク状態。

（－－；）
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月13日22:37
　

cmk2wl @cmk2wl · 2月12日 

原子力マフィアのお先棒を担ぐ人間がいるから、世の中ちっともよくならない。

フロントに出てくるその連中が、結局のところ最悪の状態を作り出している。

腐ったカネが欲しい？

子供に高い教育やうまいものを食べさせたい？

そんなものが意味のない世界になってしまっているのに？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月13日22:55
　

amaちゃんだ @tokaiama · 15時間15時間前
 
ゲゲ！　サイコパスの定義　安部トランプそのままじゃん！

 
犯罪心理学者のロバート・D・ヘア

良心が異常に欠如している

他者に冷淡で共感しない

 
慢性的に平然と嘘をつく

行動に対する責任が全く取れない

 
罪悪感が皆無

自尊心が過大で自己中心的

 
口が達者で表面は魅力的

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2月13日22:55
 
　

amaちゃんだ @tokaiama · 16時間16時間前 

私への誹謗中傷専門アカウント　10以上あったものが、一つ凍結されると一斉に消えてしまうと
いうことは、おそらく、たった一人が10以上のアカウントを作って別人のようなフリをして嫌が
らせ誹謗デマを書き込んでいたのでしょう

 
工作員は有償で職業的にやってる

身元がばれると逃げるのが速いこと

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月13日22:56
　

amaちゃんだ @tokaiama · 16時間16時間前 
　

一ヶ月ほど前、ツイッター社米国本社あてに私に貼り付いて悪質な捏造デマで個人攻撃してる１

０くらいのアカウントのＩＰアドレス身元公開を要求した

 
一人のアカウントが凍結されると、もの凄いスピードで10名全員のアカウント、ログが一斉に消
えた

 
私への誹謗中傷が、どれほど組織的なものだったか

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月22日10:57
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cmk2wl@cmk2wl · 2月19日 

 
戦い方にはいろいろある。工夫次第で戦える筈だ。

 
ブルース・リー

　

 
 



（２月18日）　今日から再び地獄バイトの４連勤。（－－；）。ですが…★

https://85358.diarynote.jp/201702180720362624/

…札幌…マイナス！ ６ ℃ !!　ｏ（＾ｗ＾）ｏ ／【 蘭越 ０．０
６２ μ 】…／（！道東！地震多発！）。

2017年2月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1487368800/1011-0010-101000-201702180700.gif?
t=1487369436
（０６：５０〜０７：００）

おはようございます。０６：４４です。

今日から再び地獄バイトの４連勤。（－－；）。ですが…★

…晴れて新雪で…マイナス…６℃！（＾◇＾）！

おめでとう！冬季アジア大会、関係者の皆様…!!

…ってことで、お気に入りの一曲をかけるべき局面でしょうここは…♪
　↓

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

（…まぁ、「親の金」で、ばかたっかいウィンタースポーツなんてぇ
　遊びまくってる連中を応援するギリは実は何もないんですが…（＾＾；）
…高くて出来ないし！（でも好き）…他人の競技まで観ないし！…）

（…でもまぁ、「札幌の観光業」は賑わったほうがありがたいので…
　…まぁ、「開会式に雪がない」なんて、赤っ恥かかずに済んで、良かった良かった…☆）

https://85358.diarynote.jp/201702180720362624/
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（今日まで準備にがんばってきた選手や裏方の皆さんが、十全に実力を発揮できる一日でありま

すように…！）

　…しかしながら…（－－；）…★

（←前項参照）

　一昨日の晩が夜中にプラス７℃の異常気象で、今朝はマイナス６℃…。
…（－－；）…★

　どうなってるの、地球…★

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

2017年02月18日（土）【当日】
01:00 0.026 0.023 0.025 6 
02:00 0.027 0.025 0.026 6 
03:00 0.028 0.027 0.028 6 
04:00 0.027 0.024 0.026 6 
05:00 0.024 0.023 0.023 6 
06:00

　↑

…昨日の降雪ベクレの余波でじゃっかん高め。ですが…
　↓

http://85358.diarynote.jp/201702170740399666
（コメント欄）

…まぁ、他所に比べれば、（⇒次項以降参照）

…メクジラ立てる程ではないですね…☆
…ｗ（＾＾；）ｗ…☆
　↓

ホワイトフード @whitefood1 
特務機関NERV @UN_NERV 

2月18日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://85358.diarynote.jp/201702170740399666


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/C45wOxdUkAUBBOI.jpg

【上川・留萌地方 気象警報（解除） 2017年02月18日 07:10】
上川・留萌地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

留萌地方では、１９日明け方まで風雪や高波、着氷に注意してください。上川、留萌

地方では、１９日までなだれに注意してください。

【北海道地方 気象情報 2017年02月18日 05:01】
日本海側では引き続きあと２、３時間程度、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害や

暴風に、太平洋側西部では１８日昼前まで、暴風に警戒してください。

2月18日2時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が148箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C44pddtUkAEDBZl.jpg

【胆振・日高地方 気象警報 2017年02月17日 15:49】
日高地方では、１７日夜遅くから１８日夕方まで暴風に警戒してください。

［日高東部］暴風

【渡島・檜山地方 気象警報 2017年02月17日 15:26】
檜山地方では、１７日夜遅くから１８日明け方まで暴風雪に警戒してください。

［檜山南部］暴風雪

［檜山奥尻島］暴風雪

【上川・留萌地方 気象警報 2017年02月17日 14:31】
留萌地方では、１７日夜のはじめ頃から１８日朝まで暴風雪に警戒してください。

［留萌北部］暴風雪

［留萌中部］暴風雪

［留萌南部］暴風雪

【石狩・空知・後志地方 気象警報 2017年02月17日 13:49】
石狩、後志地方では、１７日夜のはじめ頃から１８日明け方まで暴風雪に警戒してく

ださい。

［石狩北部］暴風雪

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C45wOxdUkAUBBOI.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C44pddtUkAEDBZl.jpg


［後志北部］暴風雪

［後志西部］暴風雪

2月17日8時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が125箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C40wFGVUcAAdx3y.jpg

2月17日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C40mo6hUcAAHva-.jpg

★【M2.5】釧路地方 深さ139.3km 2017/02/18 06:20:30
★【M4.5】KURIL ISLANDS 99.4km 2017/02/18 03:07:13JST, 2017/02/17
18:07:13UTC★【M2.7】根室半島沖 深さ39.1km 2017/02/18 02:08:38
★【M4.0】根室半島沖 深さ42.5km 2017/02/17 22:46:27

◆【M3.1】十勝地方南東沖 深さ112.1km 2017/02/17 20:23:21
▲【M2.5】十勝地方 深さ93.6km 2017/02/17 18:37:29

◆【M3.6】青森県東方沖 深さ46.4km 2017/02/17 15:59:37
◆【M2.9】青森県東方沖 深さ113.3km 2017/02/17 15:24:37

★【M2.6】国後島近海 深さ112.4km 2017/02/17 12:10:07
★【M2.5】根室半島沖 深さ89.0km 2017/02/17 10:33:22

https://www.youtube.com/watch?v=Un05KNjlUaQ
６０のゆりかご　アイヌ音声　日本語字幕 

 
 

https://pbs.twimg.com/media/C40wFGVUcAAdx3y.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C40mo6hUcAAHva-.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Un05KNjlUaQ


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月18日15:27
　

…間違い…。。。(〃_ _)σ‖

ランエツは【０．０６２】毎黒でし…(-.-;)…☆

(^人^;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月18日22:27
　

　↑

なおしました☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月19日6:52
　

2017年02月18日（土）【前日】
01:00 0.026 0.023 0.025 6 
02:00 0.027 0.025 0.026 6 
03:00 0.028 0.027 0.028 6 
04:00 0.027 0.024 0.026 6 
05:00 0.024 0.023 0.023 6 
06:00 0.023 0.022 0.023 6 
07:00 0.022 0.022 0.022 6 
08:00 0.022 0.021 0.021 6 
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09:00 0.022 0.021 0.022 6 
10:00 0.022 0.021 0.021 6 
11:00 0.022 0.021 0.022 6 
12:00 0.022 0.021 0.021 6 
13:00 0.022 0.021 0.022 6 
14:00 0.022 0.021 0.022 6 
15:00 0.022 0.022 0.022 6 
16:00 0.022 0.022 0.022 6 
17:00 0.022 0.021 0.022 6 
18:00 0.022 0.021 0.022 6 
19:00 0.022 0.021 0.022 6 
20:00 0.022 0.021 0.022 6 
21:00 0.022 0.021 0.022 6 
22:00 0.022 0.021 0.021 6 
23:00 0.022 0.021 0.022 6 
24:00 0.022 0.021 0.022 6
　

 
 



（２月19日）　業務厄日。／ひっさびさのド残業４０分。

https://85358.diarynote.jp/201702190836436102/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月19日15:22
　

東京都 日ノ出町に
駅伝 合宿所？ (‾○‾;)

それアウシュビッツのガス室

（選手 ジェノサイド装置 ）

って言わないか？

（；‾Д‾）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月19日15:25
　

業務厄日。(-”-;)

被爆認知症だらけだが、

汚染地から既に症状出つつも

命崖で全力脱出の動きもあり。

明暗が分かれる。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月19日21:10
　

ひっさびさのド残業４０分。

(-_-#)

閉店３分前に電話してきて要件以外に１５分もムダ話するとか

ベクレ認知症迷惑廃棄物高齢者問題どうにかして…！(＞_＜)！
 
とか思っていたら私と同年代の大阪在住だった…(‾○‾;)…

どんだけ焼却ベクレたんだ関西？（；‾Д‾）！
　

　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（２月19日）　…誰だこんな脳たりんの完全異常識な不適格者を、管理職に採用した
バカは…。

https://85358.diarynote.jp/201702192239403707/

リータ・ス【奇】ーター再び。（－－＃）。

2017年2月19日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

☆　まともな上司。（模範例）

「遅くまで残業お疲れさま。バスの時間だいじょうぶ？気をつけて帰ってね。」

　↑

（※少なくとも私が上司の立場なら、たとえ嫌いな部下が相手でも、少なくともこれくらいの

「儀礼は尽くすのが礼儀」と思うが…？）
 
（あの壊社でそんなまともな対応、受けたことがないけどな★）

★　まともでない上司。（本日の実例。）

「こいつもう４０分なのにまだいたよ。ハハハ」

…（－－；）…。

…誰だこんな脳たりんの完全異常識な不適格者を、管理職に採用したバカは…。

https://85358.diarynote.jp/201702192239403707/
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https://www.youtube.com/watch?v=Jl8iYAo90pE
Enya - Caribbean Blue (video)

まぁどうせ（間もなく）関東が壊滅したら、

あのシゴトも無くなる仕組みなのだが★

　↓

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前

風と乾燥が強い。現在の暴風警報と乾燥注意報。

明日 20日の夜にかけて地表から高空まで風が強くなる予報。
https://twitter.com/cmk2wl/status/833270275697356800

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前

【地震情報 2017年2月19日】
18時19分頃、千葉県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約60km、地
震の規模はM5.4、最大震度4を茨城県、千葉県で観測しています。この地震による津波
の心配はありません。

https://pbs.twimg.com/media/C5BIaNZVYAAXx6E.jpg

宇宙天気ニュース @swnews · 11 時間11 時間前

[記事] 太陽風の速度は600km/秒近くまで高まっています。 http://swnews.jp #swnews

https://www.youtube.com/watch?v=AGxaQtnbPAo
Enya - Gladiator 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl8iYAo90pE
https://twitter.com/cmk2wl/status/833270275697356800
https://pbs.twimg.com/media/C5BIaNZVYAAXx6E.jpg
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=AGxaQtnbPAo


cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年5月21日 

起きろ、立ち上がれ、己の権利のために立ち上がれ。

起きろ、立ち上がれ、戦うことをあきらめるな。 

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2月19日22:42
　

まぁそんな扱いしか受けないので、

皆さん絶賛「残業ボイコット」体制で。

（－－；）

だって、

「セルフチェックなんてしなくていいから。

　我々つきあわされるの嫌だから、残業しないでさっさと帰って？

　ただしセルフチェックしないで帰ってミスが出たら、アンタの責任をトコトン追及するけ

どね？」

（主旨）

…って、云い放つ、怪社なんだからな…！
　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（２月20日）　相も変わらず低脳どもの職場内無視イジメ激化中。(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201702202135254414/

本日の記録。(-_-#)　（今日は特にピーターパニーSV？と

態度大魔王エルさんの２連発イヤガラセ。(-_-#)　（1曲追加☆）

2017年2月20日 就職・転職 コメント (3)
　

　

相も変わらず低脳どもの職場内無視イジメ激化中。(-_-#)

今日は特にピーターパニーSV？と態度大魔王エルさんの２連発イヤガラセ。(-_-#)

業務処理上ちょっと自信がない箇所があったんで、たまたま来たピーターパニーちゃん（間もな

く産休予定）に「これ合ってますか？」と確認のため質問したら、

「自分で調べて！」と、けんもホロホロ鶏肉に無視。

(-_-#)

５分ほど調べても判らなかったので、たまたま通った大魔王様に再度教えを乞う鱈、

「ここ自分で調べて！」と再度無視。

(-_-#)

「…調べても判らないから訊いてるのにぃ…」とグレながら、さらに探すこと５分くらいロスタ
イム。

(-"-;)

その間「お客様がお待ちですぅ…！」と、フロド・場吟ずSVの悲痛な声が２度も響きましたが、
処理が終わらないので私は参戦できず。

(-"-;)

少なくとも２件は受電を逃した。

で、結局、最初に馬鹿兎パニーちゃんに「これで合ってますか？」と訊いたのが正解と判明。

┐(’〜`；)┌
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…私のロスタイム１５分？分、
 
あんたら「会社に損害を与えたんだ」って…(-_-#)…。

解ってないだろう…？

(ノ-o-)ノ　┫

https://www.youtube.com/watch?v=Cmy7Yul1sbE
Enya - My my! Time flies! 
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月20日21:43
　

ちなみに態度大魔王エルさんの現在の肩書きは「リーダー」。

(-”-;)

いわゆる「患部候補生」

ですね…？。。。(〃_ _)σ‖
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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ちなみに
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もうひとりの古株リーダーが、

そもそものいじめグループの

生き残り、Death…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月20日22:50
　

無事帰投。(^o^)／
買い物ガッツリ。金運吉野川。

そして昨日今日は最近仲良くしているマトモで根性座った人達（無視イジメに参加せず、それが

原因で新たないじめグループのターゲットにされても、気にしない・辞めない）(^。^;)と、仲良く
楽しく会話してたので、

私個人のダメージは皆無なのでした…！ｗｗｗ

まんが読んで、

ごはん食べて、

早めに寝ます〜♪(^-^)g
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（２月21日）　ベルクカッツェ魔苦ゴナガル女史が、「廊下ですれ違って挨拶した部
下（私）を完全無視！」

https://85358.diarynote.jp/201702220706559037/

「大難を小難」開眼。(^。^;)

2017年2月21日 就職・転職 コメント (11)

笑ける大ぼけミスをかまして、危うく他人様を道ずれに

 
結果的自爆テロをやらかすところでした…ヽ(‾○‾;)ノ★

間に合ううちに問題解決して、良かった！(^。^;)！

こういうのは「神様からのお気付け」（イエローカード的メッセージ）です…
 
しばらく自省します…σ(^◇^;)。。。
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七人の敵。

敵は敵。

なれど小物過ぎて

相手にならん★

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月21日23:03
 
先ほど無事帰投。(^o^)／
嫌んな４連勤、終了！

https://85358.diarynote.jp/201702220706559037/
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♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

買物運はまぁまぁ。(^_^)
（悪くはない。）

あとのことは些末事ね…
┐(’〜`；)┌

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます♪ (’◇’)ゞ

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

ひみつ日記

　

椅子の背中にノートはさまして、

不明ノートは謀略で奪われて個人情報流出事件で強制解雇＆起訴！？

…とか、被害妄想「暴走半島」だった件。
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０６

０００

３３☆彡
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卑小にして意固地で頑迷な「現在の私」が、「絶対に嫌だッ！」と頑固に主張していますが…（
＾＾；）…★

今よりは深化して賢明になりつつあるハイアーセルフ（遥か転生未来の私）が…

「真の解決策はソレじゃない。って、ちゃんと解っているだろう…？」と、
 
困った顔で苦笑しながら、ツッコミを入れています…★

ｗ（－－；）ｗ

…でも、「嫌。」なんだも〜ん…★★★★ッ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月22日10:17
　

cmk2wl@cmk2wl · 8時間8時間前 

善いとか悪いとか そんな観念を超えた場所がある そこであなたと会おう

スーフィーの詩人 ルーミー
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ブラッド・ピットがこの詩文を刺青しているらしい。
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cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl@cmk2wl · 2014年1月5日  

住専だろうが薬害エイズであろうが、大きな問題が発生すると、必ず求心力となる人間を用意

する。

そして徐徐に言説を変化させ、依存して吸い寄せられ支援した人達を最終的には裏切る

ディス・インフォーマーにトロイの木馬。とてつもない破壊力がある。

今回もいる。誰も信じてはいけない。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月22日10:35
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl@cmk2wl · 2016年4月25日 

政治、芸能関係者はナフスに支配されているのが多い。

ナフスは自我。

現世、世俗的欲望を持つ邪悪な欲求で、常に賞賛を求めている。

スーフィー教ではナフスが「悪魔と親しい」とまで言う。
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cmk2wl@cmk2wl · 22時間22時間前 

否認や抑圧によって生じるのは「依存」ではないかと思う。

深層心理では苦しいから、依存によって解決しようとする。

何か変だと深層で感じていても『あそこは測定しているから』という依存。

表層意識での「解決」。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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cmk2wl@cmk2wl · 2014年9月29日
 
時計じかけのオレンジ　「人は自由意志によって善と悪を選べなければならない。もし善だけ

しか、あるいは悪だけしか為せないのであれば、その人は時計じかけのオレンジでしかない。果

物に見えるが、

 
実際には神か悪魔か全体主義政府にネジをまかれるゼンマイじかけのオモチャでしかないのだ。

」

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月22日11:29
　

★　特記事項　★　を忘れてた…

　

とうとう、ベルクカッツェ魔苦ゴナガル女史が、

「廊下ですれ違って挨拶した部下（私）を完全無視！」

（しかも、隣にいた別部下がガクゼンとした顔をしているのに…）
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という、愚挙に出ましたｗｗｗ

パワハラだな？　そろそろ、本気で、

労基署に、訴え出ていいよな…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月22日12:40
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
エム（Behind the Days）@Behind_the_Days · 2月20日 
　

「当時、スーパーマーケットには開店前から長蛇の列が出来ていた。母親も、長女を連れて午前9
時から並ばざるを得なかった」

 
　→　【耳をふさぐ保護者たち〜「被曝」や「検査」を口にすると白眼視。郡山市の母親は語る

】　民の声新聞（鈴木博喜氏）

https://t.co/4ysNv3J61U
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
忌野清志郎 瀕死の語録問屋@kiyoshirogoroku · 2014年10月9日 

僕らの社会は気がおかしい人々が牛耳っていると思う。狂気な終わりを迎えるために狂気な奴ら

と一緒に生きていると。奴らはやっぱり気がおかしいよ。彼らを排除すべき責任がある。正にそ

れが気が違っているってことなんだろうけど。同意してはくれないよね？

（ジョン・レノン／1968年6月6日）
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JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
忌野清志郎 瀕死の語録問屋@kiyoshirogoroku · 2月12日  

テレビ局の楽屋では

あっちこっちから呪文が聞こえてる

リカちゃん抱いてる奴もいる

バラエティーの本番でうまく笑うために

病気になってはすぐ入る　子供を堕せばまた入る

宗教　宗教　錆れた体を摩ってもらってる

鋳れた分だけ金が必要さ
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（２月22日）　通勤災害 6 「合理的な経路及び方法」とは。

https://85358.diarynote.jp/201702221711215920/

※追記あり⇒【 ベルクカッツェ ・ 魔苦ゴナガル 】 様。

　…（　「個人的なことは、社会的な事である。」…！）。

　（おまけで曲追加ｗ）。

2017年2月22日 就職・転職 コメント (7)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=IstzHJGydzU
El Pueblo Unido 

失礼ながら「聞こえよがし」の大声が、きちんと聴こえておりましたので、

公開の場でご回答をば。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html
通勤災害について

6「合理的な経路及び方法」とは
　就業に関する移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法

をいいます。

　合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったと

してもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。

　また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を

経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります

https://85358.diarynote.jp/201702221711215920/
https://85358.diarynote.jp/201702221711215920/
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。

　しかし、特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、

合理的な経路とはなりません。

　次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自

動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる

交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。

「大雪で交通渋滞が予測される」ため、

「遅刻防止のため」、

「３０分早く家を出て徒歩で通勤する」は、

「合理的な経路」と判断され得ると思いますが如何？

（ちなみに、これ以上はない「最短距離」を経路としております）。

おまけ参照。

http://sr-okano.com/case/article/87
　

会社に無届で自転車通勤をしていて事故があった場合は、労災保険の通勤災害の対象外になるの

でしょうか。

あえて公共交通機関を使用せず何時間もかけて自転車通勤をしているようでは、合理

的ではないと判断される可能性もありますので念のためご留意ください。

徒歩とバスで自宅から勤務先まで：

…（待ち時間と遅延遅刻リスク含め１本早いバスに乗って）…
４５分

自転車と徒歩で自宅から勤務先まで：

４５分

…なにか、問題が…？

http://sr-okano.com/case/article/87


【追加資料】

http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/madoguchi_annai/soudan01.html
厚生労働省　北海道労働局

【相談窓口一覧】

・ 労使間トラブルの相談
個別労働紛争解決制度

(解雇、配置転換、労働条件引下げ、いじめ等の問題) 

北海道労働局総合労働相談コーナー 
〒060-8566
札幌市北区北8条西2丁目1-1 
札幌第1合同庁舎　9F
北海道労働局雇用環境・均等部　指導課内

TEL011-707-2700

＞解雇…いじめ…等の問題

http://www.pow110.com/text/text01_1-4-2.html
パワハラ110番

カテゴリー１　第三者から見ても明らかな行為

•無視したり、明らかに冷淡な態度をとったりする 
•嘲笑したり、「お前なんて役に立たない」「給料泥棒」などと侮辱したりする 
•馬鹿にしたり皮肉を言ったりする 
•身体的な暴力を振るう 
•大声を出し、物にあたったりする 
•他の社員の前でわざと怒鳴りつける 
•相談や意見を常にはねつける 

カテゴリー２　第三者から見て分かりにくいが、加害者の意図が明らかな行為

http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/madoguchi_annai/soudan01.html
http://www.pow110.com/text/text01_1-4-2.html


•わざと孤立させる 
•業務上必要なコミュニケーションを避ける（電話やメールを無視する） 
•意図的に過重労働に追い込み、納期に間に合わなければ厳しく非難する 
•他人のミスの責任を負わせる 
•責任逃れをする 
•プライベートの時間帯に、自宅や携帯電話に不必要な電話をかける 
•不適切な業務分担を行う（明らかに多いor少な過ぎる） 
•根拠のない噂を広める 
•不当に職位や権限を奪って降格させる

…かなり…該当事項だらけ。と、思うのですが…？？

https://www.youtube.com/watch?v=jvipPYFebWc
Roundtable Rival - Lindsey Stirling 

https://www.youtube.com/watch?v=t8516-cDbWY
Banda Bassotti - El Pueblo Unido 

https://www.youtube.com/watch?v=vsINANZ6Riw
Baba Yetu (The Lord’s Prayer in Swahili)-Alex Boyé, BYU Men’s Chorus & Philharmonic;
Christopher Tin 
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ちなみにウチから札幌駅までのバスは、多い時でも１時間に２本。

年末年始は

「バス（完全）運休」でしたが無遅刻・無欠勤で、（「平ＭＫＴ」唯一？の勤務者として）留守

番をシッカリ務めておりましたが…

私をどうしても強制退職させたい、と仰せなら、

来年から、

「年末年始に出る人が誰もいない」。

状態になったとしても、よろしいのでしょうねぇ…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月22日17:33
　

カテゴリー３　第三者から見て分かりにくく、加害者本人も自覚がない行為

•何度も一方的にミスを厳しく非難する 
•業務を常に監視する 
•業務を遂行する上で必要な情報や知識、許可（決裁等）サポートを与えない 
•極端に低い評価をつけたり、業績を過小に評価したりする 
•病欠や有給休暇の許可を与えない 
•残業や深夜労働、休日出勤を強要する 
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…興部から名寄の労基署まで行くのはものっすごい！苦労したけどな〜…☆

あれ諦めずに頑張ったおかげで、「未払い給与」３０万くらい、回収できたんだよね☆
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ｗ（＾◇＾；）ｗ

今度は徒歩圏内にあるのよ〜♪　労基署☆彡

楽勝♪ 楽勝♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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cmk2wl@cmk2wl · 9時間9時間前 

この世のどんな人でも、必ずどこかで誰かの怒りを買っている。

誰かに悪口を言われるのが当たり前。

昔も今もこの先も、未来永劫、それは当たり前の事実なのだから、悪口なんて涼しく聞き流すの

がよい。

ブッダ
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cmk2wl@cmk2wl · 9時間9時間前 

もし、汝が注意深く、意識を明晰にしていれば、

瞬時、瞬時、己の行動に対する答えを知るだろう。

素直な心を持つものは、注意深くあれ。

なぜなら、汝の行動のひとつひとつの結果として、

何かが汝に生まれるからだ。

スーフィーの詩人 ルーミー
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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2月24日10:08

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
小沢一郎（事務所）�認証済みアカウント�@ozawa_jimusho · 18 時間18 時間前
　

既にこの学園を巡っては信じられないような事実が報道されている。ヘイトまがいの文書を保護

者に配布したり、児童虐待が疑われる事例までも複数報告されている。退園者も多いようだが、

なぜこういうことが見過ごされてきたのか。そもそもこれだけいろいろある幼稚園のどこに総理

や夫人は感銘したのか。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月1日13:03
　

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前 

『派遣はエレベーター使用禁止』

 
「電気代節約とか何とか言われた」というが、派遣社員にエレベーターの使用を禁止して節約で

きる電気代とはどの程度のものなのか

 
「辞めて数年後にはその会社潰れた」

 
差別企業に愛社文化は育たない

http://news.livedoor.com/article/detail/12731497/ …
　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/201702221711215920/

https://85358.diarynote.jp/201702250725589652/

（札幌マイナス３℃。０．０２１μ。無風。晴天 ♪）

2017年2月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs
紅蓮の弓矢 歌詞付き 

遅め？ようございます。

０７：００ジャストになっちゃいました。

（＾＾；）

いぇちゃんと定刻６時には起きだしましたが、例によって、

「３連休のうちにやっとけよッ！」てぇ家事の積み残し分を慌てて片付けていたら手間どって…
この時間に…★

札幌はマイナス３℃でした。予報に反して？晴天・無風。徒歩日和 ♪

歩きますよ〜っ♪

※【重要参照】⇒http://85358.diarynote.jp/201702221711215920/
※追記あり⇒【 ベルクカッツェ ・ 魔苦ゴナガル 】 様。　…（　「個人的なことは、社会的な事
である。」…！）。 　（おまけで曲追加ｗ）。
2017年2月22日 就職・転職 コメント (6)

てなことで、「バイトに逝きたくない度５００％！」な気分でも、

遅刻しないよう、さくさく情報チェックのみ…★

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

2017年02月25日（土）【当日】
01:00 0.021 0.021 0.021 6 
02:00 0.021 0.021 0.021 6 
03:00 0.021 0.021 0.021 6 
04:00 0.021 0.021 0.021 6 
05:00 0.021 0.020 0.021 6 
06:00

ホワイトフード@whitefood1 
特務機関NERV@UN_NERV
地震マップ@eq_map 

2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/C5dzYJ4VUAAAyYt.jpg

◆【M3.5】択捉島南東沖 深さ82.5km 2017/02/24 22:36:44
◆【M2.7】国後島近海 深さ94.2km 2017/02/24 20:11:59

2月24日16時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が88箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C5aadfjUoAAeBmX.jpg

【北海道地方 気象情報 2017年02月24日 11:11】
日本海側北部では、あと２、３時間、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風、

高波に警戒してください。

★【M2.9】浦河南方沖 深さ59.4km 2017/02/24 10:47:14

2月24日10時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が118箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C5ZHzsIUoAAUCDf.jpg

【上川・留萌地方 気象警報 2017年02月24日 09:34】
留萌地方では、２４日昼過ぎまで暴風雪や高波に警戒してください。

［留萌南部］暴風雪・波浪

2月24日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …

https://85358.diarynote.jp/201702250725589652/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201702250725589652/
https://85358.diarynote.jp/201702250725589652/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170225/85358_201702250725589652_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170225/85358_201702250725589652_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170225/85358_201702250725589652_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs
http://85358.diarynote.jp/201702221711215920/
https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C5dzYJ4VUAAAyYt.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/C5ZHzsIUoAAUCDf.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social


https://pbs.twimg.com/media/C5YpxQ2UsAAxKRk.jpg

★【M2.7】十勝地方南東沖 深さ85.3km 2017/02/24 07:24:18

【北海道地方 気象情報 2017年02月24日 05:06】
日本海側と太平洋側西部では、引き続き２４日昼過ぎにかけて、猛ふぶきや吹きだま

りによる交通障害、暴風に警戒してください。また、日本海側では２４日昼前まで高

波にも警戒してください。

おまけｗ

https://www.google.co.jp/search?
num=100&hl=ja&newwindow=1&c2coff=1&q=site%3Ahttp%3A%2F%2F85358.diarynote.jp%2F%20%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%A7&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
site:http://85358.diarynote.jp/ ベルクカッツェ

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月26日7:00
　

2017年02月25日（土）【前日】
01:00 0.021 0.021 0.021 6 
02:00 0.021 0.021 0.021 6 
03:00 0.021 0.021 0.021 6 
04:00 0.021 0.021 0.021 6 
05:00 0.021 0.020 0.021 6 
06:00 0.021 0.021 0.021 6 
07:00 0.024 0.022 0.023 6 
08:00 0.023 0.022 0.023 6 
09:00 0.022 0.021 0.022 6 
10:00 0.022 0.021 0.021 6 
11:00 0.022 0.021 0.021 6 
12:00 0.022 0.021 0.021 6 
13:00 0.024 0.021 0.022 6 
14:00 0.024 0.023 0.023 6 

15:00 0.034 0.025 0.029 6 
16:00 0.036 0.031 0.033 6 
17:00 0.031 0.028 0.030 6 

18:00 0.046 0.033 0.041 6 
19:00 0.051 0.044 0.048 6 
20:00 0.046 0.038 0.042 6 

21:00 0.060 0.050 0.056 6 
22:00 0.060 0.049 0.054 6 
23:00 0.058 0.049 0.055 6 

24:00 0.045 0.033 0.039 6
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月26日7:00
　

０

６００

３３９☆
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（２月25日）　今日はイジメもパワハラも無くて普通に真面目に業務が忙しく残業２
０分、営業成績もムダにガッツリ。

https://85358.diarynote.jp/201702250845494689/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月25日22:27
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

今日はイジメもパワハラも無くて普通に真面目に業務が忙しく残業２０分、営業成績もムダにガ

ッツリ稼いでしまい、帰りは余裕のバス帰宅、買物運も吉日と、個人的には悪くない１日でした

。

(^-^)g

札幌はプラス１℃の大雪という大変アリガタクナイ気象条件。

ヽ（・＿・；）ノ

明日の通勤はちょっくらべっくら笑える事態になりそうです…

(・ω・;)(;・ω・)

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます〜☆ (’◇’)ゞ
　

 
 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（２月26日）　４連勤の２日目。

https://85358.diarynote.jp/201702260716009989/

【 岩見沢 ０．０７０ μ !! 】／【 札幌 ０．０６０ μ ！ 】…（
＞＜；）…／【M4.1】石狩平野 深さ143.6km。

2017年2月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=B6g21B84ICw
無敵鋼人ダイターン３op Muteki Kōjin Daitarn 3 

おはようございます。

０６：５２になっちゃいました。

４連勤の２日目。

札幌はマイナス３℃。無風。晴天♪（＾＾）♪

午前６時半には朝焼けと朝日の美しい季節になってきました…♪

…そろそろ春です…♪（＾＾）♪

…とか思いながら、天気予報をチェックしたら…

…明日の最低気温…マイナス…８℃…？！（＠＠；）！？…★

昨夜は雪ベクレも線量バク上がりでしたし…（－－＃）…★

…波瀾万丈ですねぇ…★★

（…ってことで、今朝はこの曲…ｗ）

https://85358.diarynote.jp/201702260716009989/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201702260716009989/
https://85358.diarynote.jp/201702260716009989/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170226/85358_201702260716009989_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170226/85358_201702260716009989_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170226/85358_201702260716009989_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=B6g21B84ICw


　↓

https://www.youtube.com/watch?v=R6k4hOXwHnw
Daitarn 3 BGM Collection (1980) | Full Vinyl Album 

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

2017年02月25日（土）【前日】
01:00 0.021 0.021 0.021 6 
02:00 0.021 0.021 0.021 6 
03:00 0.021 0.021 0.021 6 
04:00 0.021 0.021 0.021 6 
05:00 0.021 0.020 0.021 6 
06:00 0.021 0.021 0.021 6 
07:00 0.024 0.022 0.023 6 
08:00 0.023 0.022 0.023 6 
09:00 0.022 0.021 0.022 6 
10:00 0.022 0.021 0.021 6 
11:00 0.022 0.021 0.021 6 
12:00 0.022 0.021 0.021 6 
13:00 0.024 0.021 0.022 6 
14:00 0.024 0.023 0.023 6 

15:00 0.034 0.025 0.029 6 
16:00 0.036 0.031 0.033 6 
17:00 0.031 0.028 0.030 6 

18:00 0.046 0.033 0.041 6 
19:00 0.051 0.044 0.048 6 
20:00 0.046 0.038 0.042 6 

21:00 0.060 0.050 0.056 6 
22:00 0.060 0.049 0.054 6 
23:00 0.058 0.049 0.055 6 

24:00 0.045 0.033 0.039 6

　　　　↑

https://www.youtube.com/watch?v=R6k4hOXwHnw
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


！（＞＜＃）！

2017年02月26日（日）【当日】
01:00 0.030 0.025 0.027 6 
02:00 0.024 0.021 0.023 6 
03:00 0.022 0.021 0.021 6 
04:00 0.021 0.021 0.021 6 
05:00 0.020 0.020 0.020 6 
06:00

　　　　↑

！（＾ｏ＾）！

ホワイトフード@whitefood1 ·
地震マップ@eq_map

◆【M3.1】国後島近海 深さ152.5km 2017/02/26 06:58:53
◆【M2.8】知床半島付近 深さ175.8km 2017/02/26 04:52:43

2月26日4時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が165箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C5iNEpcU8AEz8mx.jpg

※【M4.1】石狩平野 深さ143.6km 2017/02/26 02:02:31

◆【M2.5】根室半島沖 深さ48.7km 2017/02/26 00:57:10
◆【M3.8】根室半島沖 深さ18.1km 2017/02/25 23:57:59

2月25日22時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が183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/C5g4y8JVAAELwz9.jpg

◆【M2.6】根室半島沖 深さ94.1km 2017/02/25 21:56:35

◆【M4.5】OFF THE COAST OF HOKKAIDO, JAPAN 10.0km 2017/02/25 18:21:23

https://pbs.twimg.com/media/C5iNEpcU8AEz8mx.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C5g4y8JVAAELwz9.jpg


JST[UTC+9]
　　↑

　【M4.5】北海道東方沖 深さ44.2km 2017/02/25 18:21:26

2月25日16時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が135箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C5fmTogVMAAqYju.jpg

※【M3.0】津軽海峡 深さ88.3km 2017/02/25 15:02:07

◆【M4.6】NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS 399.5km 2017/02/25 13:39:59
JST[UTC+9]

※【M2.9】津軽海峡 深さ147.9km 2017/02/25 12:49:16

2月25日10時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が94箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C5eTvTSU0AAltuC.jpg

2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/C5dzYJ4VUAAAyYt.jpg

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月27日7:00
　

2017年02月26日（日）【前日】

01:00 0.030 0.025 0.027 6 

https://pbs.twimg.com/media/C5fmTogVMAAqYju.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C5eTvTSU0AAltuC.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C5dzYJ4VUAAAyYt.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


02:00 0.024 0.021 0.023 6 
03:00 0.022 0.021 0.021 6 
04:00 0.021 0.021 0.021 6 
05:00 0.020 0.020 0.020 6 
06:00 0.020 0.020 0.020 6 
07:00 0.020 0.019 0.020 6 
08:00 0.020 0.020 0.020 6 
09:00 0.021 0.020 0.020 6 
10:00 0.020 0.020 0.020 6 
11:00 0.021 0.020 0.021 6 
12:00 0.021 0.020 0.020 6 

13:00 0.029 0.021 0.023 6 
14:00 0.031 0.029 0.030 6 
15:00 0.029 0.027 0.028 6 
16:00 0.029 0.028 0.028 6 
17:00 0.029 0.026 0.027 6 
18:00 0.026 0.022 0.024 6 

19:00 0.024 0.023 0.023 6 
20:00 0.023 0.021 0.022 6 
21:00 0.021 0.020 0.021 6 
22:00 0.020 0.020 0.020 6 
23:00 0.020 0.020 0.020 6 
24:00 0.020 0.020 0.020 6
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月27日7:01
　

０

６００

３９３☆
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月27日7:56
　

０

６００

３９９☆
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（２月26日）　現在わたくしはたいへん寛大な気分です…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201702260842161882/ 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月26日21:09
　

東光ストアで半額（最後の２袋♪）だった「北見のたまコロ」（玉ねぎコロッケ♪）が、

超〜美味かった♪o(^-^)o♪

ので、

現在わたくしはたいへん寛大な気分です…ｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月26日22:23
　　

先ほど無事帰投。(’◇’)ゞ

札幌はマイナス４℃。無風。

昼から降り続いた大雪はやみました。(^。^;)

激凹凸だった削れ氷結の段差が雪で埋まったので、道路状況はむしろ良くなりまして、

札幌は人心も穏やかです。(^_^)

しかしながらふわもふの新雪が歩きにくかったので、(^。^;)
ひよってバス帰宅。(^_^;)

買物はコンパクトにがっちり。

(^-^)g

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


まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます。(’◇’)ゞ
　

 
 



（２月26日）　もともと無常識な人が、さらに妊婦さんで、

https://85358.diarynote.jp/201702270652353693/

（２月２６日の告げ口）

2017年2月26日 就職・転職
　

　

覚えてたら後でね。

ピーターパニーちゃんsv、
ロッカーでガン無視。

　↑

まぁもうどぉでもいいや…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

もともと無常識な人が、さらに妊婦さんで、何も考えてない不機嫌大全開。

（つわりつらい？）

さっさと産休に入ってくれ…。

できれば二度と復職せずに、

常識（セブンセンス）が無い分、アートなセンスは十分あるので、

適職に転職して消えてくれ…ｗ
 
 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月26日21:09

https://85358.diarynote.jp/201702270652353693/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


東光ストアで半額（最後の２袋♪）だった「北見のたまコロ」（玉ねぎコロッケ♪

）が、

超〜美味かった♪o(^-^)o♪

ので、

現在わたくしはたいへん寛大な気分です…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月26日22:23
　

先ほど無事帰投。(’◇’)ゞ

札幌はマイナス４℃。無風。

昼から降り続いた大雪はやみました。(^。^;)

激凹凸だった削れ氷結の段差が雪で埋まったので、道路状況はむしろ良くなりまして

、札幌は人心も穏やかです。(^_^)

しかしながらふわもふの新雪が歩きにくかったので、(^。^;)
ひよってバス帰宅。(^_^;)

買物はコンパクトにがっちり。

(^-^)g

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます。(’◇’)ゞ

 



 



（２月27日）　嫌な嫌なバイト４連勤の３日目…。

https://85358.diarynote.jp/201702270716408178/

【★ 泊原発 直下型 地震★】 渡島半島 【M2.5】／…札幌 マイ
ナス ９ ℃…！／線量 ０．０２０ μ …晴天♪

2017年2月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=-Z9PhUI5oUE
The Wings (Native American Music) 

あらためまして、おはようございます。

（前項日付修正作業をしてました。）

０６：５５になっちゃいました。

札幌はマイナス９℃でスタートしました。

無風。晴天♪　（＾ｗ＾）ｇ

午前６時には空がすでに明るい！

…という季節にすでになっているのですが…

２月初旬の気温がプラス７℃で、

２月末の気温がマイナス９℃…って…

地球が逆転でもしてるんでしょうか…？？？

2017年02月27日（月）【当日】

https://85358.diarynote.jp/201702270716408178/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201702270716408178/
https://85358.diarynote.jp/201702270716408178/
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01:00 0.020 0.020 0.020 6 
02:00 0.021 0.020 0.020 6 
03:00 0.022 0.021 0.021 6 
04:00 0.021 0.020 0.021 6 
05:00 0.021 0.020 0.021 6 
06:00

体調良好。機嫌も良好。（＾＾）

嫌な嫌なバイト４連勤の３日目…。

がんばれ私！

ホワイトフード@whitefood1 ·
特務機関NERV@UN_NERV ·
地震マップ@eq_map ·

▲【M4.2】日高山脈 深さ54.6km 2017/02/27 06:38:01
　↑

【最大震度2】(気象庁発表) 日高地方東部 深さ約50km M4.0 27日06時38分頃発生

※【M2.5】渡島半島 深さ127.1km 2017/02/27 03:43:27

★【M2.6】青森県東方沖 深さ9.2km 2017/02/27 01:10:29

▲【M2.7】十勝地方 深さ96.1km 2017/02/26 19:33:26

◆【M2.5】根室半島沖 深さ50.0km 2017/02/26 13:41:04

2月26日10時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が93箇所以上存在します
。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/C5jfmRDVAAA8yoG.jpg

https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C5jfmRDVAAA8yoG.jpg


◆【M3.1】国後島近海 深さ164.0km 2017/02/26 07:55:39
◆【M3.1】国後島近海 深さ152.5km 2017/02/26 06:58:53

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

2017-02-26 (日) 48 
2017-02-25 (土) 55 
2017-02-24 (金) 73 
2017-02-23 (木) 91 
2017-02-22 (水) 90 
2017-02-21 (火) 78 
2017-02-20 (月) 69 
2017-02-19 (日) 62 
2017-02-18 (土) 54 
2017-02-17 (金) 74 
2017-02-16 (木) 94 
2017-02-15 (水) 83 
2017-02-14 (火) 58 
2017-02-13 (月) 76 
2017-02-12 (日) 76 
2017-02-11 (土) 57 
2017-02-10 (金) 124 
2017-02-09 (木) 87 
2017-02-08 (水) 109 
2017-02-07 (火) 79 
2017-02-06 (月) 76 
2017-02-05 (日) 89 
2017-02-04 (土) 93 
2017-02-03 (金) 119 



2017-02-02 (木) 125 
2017-02-01 (水) 87 
2017-01-31 (火) 76 
2017-01-30 (月) 94 
2017-01-29 (日) 81 
2017-01-28 (土) 61 
2017-01-27 (金) 85 
2017-01-26 (木) 71 
2017-01-25 (水) 84 
2017-01-24 (火) 95 
2017-01-23 (月) 79 
2017-01-22 (日) 66
2017-01-21 (土) 73 
2017-01-20 (金) 80 
2017-01-19 (木) 116 
2017-01-18 (水) 105 
2017-01-17 (火) 74 
2017-01-16 (月) 97 
2017-01-15 (日) 73 
2017-01-14 (土) 81 
2017-01-13 (金) 107 
2017-01-12 (木) 104 
2017-01-11 (水) 96 
2017-01-10 (火) 79 
2017-01-09 (月) 78 
2017-01-08 (日) 72 
2017-01-07 (土) 69 

2017-01-06 (金) 129 
2017-01-05 (木) 105 
2017-01-04 (水) 140 
2017-01-03 (火) 142 
2017-01-02 (月) 154 
2017-01-01 (日) 111 
2016-12-31 (土) 118 
2016-12-30 (金) 162 
2016-12-29 (木) 131 



2016-12-28 (水) 147 
2016-12-27 (火) 133 
2016-12-26 (月) 110 
2016-12-25 (日) 131 
2016-12-24 (土) 143 
2016-12-23 (金) 134 
2016-12-22 (木) 175 
2016-12-21 (水) 141 
2016-12-20 (火) 121 
2016-12-19 (月) 108 
2016-12-18 (日) 129 
2016-12-17 (土) 132 
2016-12-16 (金) 143 
2016-12-15 (木) 191

2016-12-14 (水) 214

2016-12-13 (火) 186 
2016-12-12 (月) 176 
2016-12-11 (日) 154 
2016-12-10 (土) 164 
2016-12-09 (金) 179 
2016-12-08 (木) 187 
2016-12-07 (水) 189 
2016-12-06 (火) 152 
2016-12-05 (月) 142
2016-12-04 (日) 165 
2016-12-03 (土) 168 
2016-12-02 (金) 167 

2016-12-01 (木) 240

 
編集する

（関連商品）

 

コメント

https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201702270716408178


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月28日6:35
2017年02月27日（月）【前日】
01:00 0.020 0.020 0.020 6 
02:00 0.021 0.020 0.020 6 
03:00 0.022 0.021 0.021 6 
04:00 0.021 0.020 0.021 6 
05:00 0.021 0.020 0.021 6 
06:00 0.023 0.021 0.022 6 
07:00 0.022 0.022 0.022 6 
08:00 0.021 0.021 0.021 6 
09:00 0.021 0.021 0.021 6 
10:00 0.021 0.021 0.021 6 
11:00 0.021 0.020 0.021 6 
12:00 0.021 0.020 0.021 6 
13:00 0.021 0.020 0.020 6 
14:00 0.020 0.020 0.020 6 
15:00 0.020 0.020 0.020 6 
16:00 0.020 0.020 0.020 6 
17:00 0.020 0.020 0.020 6 
18:00 0.020 0.019 0.020 6 
19:00 0.020 0.019 0.020 6 
20:00 0.020 0.019 0.020 6 
21:00 0.020 0.020 0.020 6 
22:00 0.020 0.020 0.020 6 
23:00 0.020 0.020 0.020 6 
24:00 0.021 0.020 0.020 6
 
 

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


（２月28日）　業務厄日。／嫌で嫌で速く辞めたい地獄バイトでしたが、とにかく４
連勤終了。

https://85358.diarynote.jp/201702280729448000/ 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月28日15:24
　

業務厄日。(-_-#)

典型的ベクレ脳破壊＆人格崩壊患者サマだらけ。(-”-;)

札幌にいると危機感ないけど、関東は言うに及ばず最近は四国や博多の被曝症例が酷すぎるとい

うね…

。。。(〃_ _)σ‖
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年2月28日22:10
　　

…(‾○‾;)…

…完全に油断しておりましたよ…

震度５弱！？ (‾○‾;)

　

　

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2月28日23:09
　　

先ほど無事帰投。(’◇’)ゞ

昨夜の帰りがけだけ【一点豪華主義】？的に最高だかった他はいつも通り、

嫌で嫌で速く辞めたい地獄バイトでしたが、

とにかく４連勤終了。

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

例によっていつもの『夜遊び』コースをぐるりと回って買い物もコンパクトに仕入れて、

 
楽々終バス帰宅。o(^-^)o

…神サマが、今わたしに出来ることは何もないと言っているので、
震度５弱が気にはなりますが、情報チェックせずにさっさと寝ちゃいますぅ…

(ノ-o-)ノ　┫

どうせロクな事態じゃないし！

余震じゃなくて

予震だしねコレ！

ヽ（・＿・；）ノ

てことで…

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


まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月1日11:43
　

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 

＜福岡暴走タクシー＞容疑者を起訴　

毎日新聞 2/28
地検は松岡被告が慌てて踏み間違いに気づかなかったとした。２８日まで実施した鑑定留置でも

心身の異常は確認されず、刑事責任能力を問えると判断した。

責任能力の有無と関係ないでしょ？プリウスが暴走したかどうかなのにすり替えてる。

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（２０１７年０３月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０３月）
 
 
 
 
 
 
 



（３月１日）　（※昨日のバイト中の話…★）

https://85358.diarynote.jp/201703011012301299/

※WORNIG※　キツネとタヌキの【　馬鹿　試合　】…★

（－－＃）★　（※昨日のバイト中の話…★）　

2017年3月1日 就職・転職 コメント (10)
　

　

（【葬科学】灰燼に、【倒立凶怪】淫が？

　パワーストーン？？…を。

【業務中に業務用ＰＣ使って】

（業務とは全く関係ナイ）商品説明して、

（私の隣りで）、

【客が待ってるのに仕事をさぼって】

【売りつけようとしていたよ。】というハナシ…★）

（あとでね。）

…たぶん売りつけていた石の種類はコレだったように思うけど、
私ゃ連中がサボって受電拒否してる分まで大量の着信をさばいていて、

片耳で聞いていただけなので、定かでない。

　↓

http://www.ishi-imi.com/2009/05/post_413.html
テクタイト　潜在的問題を顕在化する石

https://85358.diarynote.jp/201703011012301299/
https://85358.diarynote.jp/201703011012301299/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201703011012301299/
http://www.ishi-imi.com/2009/05/post_413.html


 
「職場で同僚にパワーストーンを押し売りする」のは…たぶん某狂信団体
（実は私自身も以前に別の場所で売りつけられたことがあって、買ったやつをまだ持ってるｗ）

だと思うけど…
 
他のアヤシイ新興宗教団体かもしれないし…どちらの所属狂信団体も特定できるわけではない
けど…

まぁ、盗逸狂怪 vs. 不幸のバケガク？

…の、馬鹿試合。

ぽかったよ…★　ｗ（－－；）ｗ

（まぁ、どぉりで「このワタシ」が…無条件に、敵視。されてたわけだ…★）

https://www.youtube.com/watch?v=PVzljDmoPVs
David Guetta - She Wolf (Falling To Pieces) ft. Sia (Official Video) 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月1日10:14
　

あそこまで暗愚で下劣な連中に、

「敵視され」しかし

「敵すべくもなし」と畏れられて

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


「無視される」という、のは…

むしろ、名誉なことである…☆彡　ｗ（＾□＾；）ｗ…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月1日11:51
　

cmk2wl @cmk2wl · 2月27日  
　

世界は危険でいっぱいだ。

　

なぜなら、それは悪事を働くものがいるからというのではなく、それを見て見ぬ振りをする人た

ちがいるからだ。

　

アルバート・アインシュタイン

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月1日12:09
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
共同通信公式�認証済みアカウント� @kyodo_official · 15時間15時間前 

ヤマトが昼の配達取りやめ検討 － 正午から14時、来年度にも実施
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月1日18:22
　

ははは…ｗ
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じわじわと、「積み上げた社会体制が、底辺から熔けて崩れて」逝くなぁ…ｗｗｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月1日21:39
　

Naoya Sano109  @ Yoroshiku · 2月19日 

火災発生後からネットでは「アスクルなのに明日は来ないのか……」といった書き込みが目立
った。

スマートフォン（スマホ）で隙間時間に買い物できるようになり、商品をすぐに受け取りたいと

いう需要も増えている。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月6日6:48
　

cmk2wl @cmk2wl · 1日1日前 

人間は、自分のうちになんらの優れた点も感じられないと、ときに自分の劣悪さを切り札として

出すことを思いつく。

マクシム・ゴーリキー

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月7日8:38
　

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

　

あなたを褒める者が一人いれば十人の敵がいると思いなさい。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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あなたに敵がいなければ、あなたを褒める者は一人もいない。

筒井康隆

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月8日9:55
　

cmk2wlさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 14時間14時間前  
【拡散】cmk2wl
　

見限ったほうがいい。

人工の放射性物質の危険性なんて、ちょっと説明を聞いただけで悟ることができなければ普通じ

ゃないんだから。

 
バナナのカリウム40との比較で安全側に納得させられたり、テレビや新聞の雰囲気だけで判断し
ているなら感覚的にも変。IQも EQもおかしい。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月9日9:08

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 12時間12時間前 

なぜ、検察が完全に安倍政権擁護機関に落ちぶれているのか？

最大の理由は、今の司法官僚たちが、中曽根政権時代に司法・文教・防衛キャリア組に入り込ん

だ

原理研メンバー

ばかりだからだ

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


80年代自民党の無償選挙運動を担った統一協会の若者は議員推薦でキャリア組として入省し、今
やトップの地位だ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月9日9:17

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
北風ロビン（慌てると転ぶ　ので注意） @oldblue2012 · 2016年5月18日 
　

東大話法

8　自分を傍観者と見なし、発言者を分類してレッテル貼りし、実体化して属性を勝手に設定し、
解説する。

10　スケープゴートを侮蔑することで、読者・聞き手を恫喝し、迎合的な態度を取らせる。

有名人は東大話法を使う。

市民に無力感を与え萎縮させて潰す。
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（３月４日）　再び地獄バイト４連勤の１日目。（－－；）

https://85358.diarynote.jp/201703040729192771/

◆【 M ５ ．３ 】 ◆根室半島沖 ／札幌 マイナス １ ℃／０．０
２９ μ 。

2017年3月4日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

遅め？のおはようございます。０７：０５になっちゃいました。

再び地獄バイト４連勤の１日目。（－－；）

逝きたくない逝きたくない…（ＴＴ；）…と、嘆きつつ。

早や、日の出が０６：３０。という季節になりました♪

ｏ（＾ｗ＾）ｏ

元旦の日の出が０７：３０ですから、あれから２ヶ月。（＾＾）

もう、すぐに春が来ますね…♪♪♪

（永遠に冬でも、線量さえ低けりゃ、嫌ではないけどｗ）

今日は晴天。

とりあえず、通勤ルートだけは愉しめますからね…♪
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https://85358.diarynote.jp/201703040729192771/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170304/85358_201703040729192771_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170304/85358_201703040729192771_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170304/85358_201703040729192771_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c
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01:00 0.023 0.023 0.023 6 
02:00 0.023 0.023 0.023 6 
03:00 0.023 0.022 0.023 6 
04:00 0.023 0.023 0.023 6 
05:00 0.023 0.022 0.023 6 
06:00

…う”〜む”…（〜”〜；）…★

…春が来るのはいいんだけど…★
…線量が、上がるのは、ウレシクナイ…★★

【石狩・空知・後志地方 気象警報 2017年03月04日 07:23】
石狩地方では、４日昼過ぎから５日明け方まで暴風雪に警戒してください。

［石狩北部］暴風雪

【北海道地方 気象情報 2017年03月04日 04:57】
日本海側では、４日朝から５日明け方にかけて、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障

害に警戒してください。

…え”え”え”〜？？？…（〜”〜；）？

（札幌は、今、こんなに晴れてるのに…ッ!!？）

特務機関NERV @UN_NERV ·
ホワイトフード @whitefood1 ·
地震マップ @eq_map · 

◆【M2.8】根室半島沖 深さ47.0km 2017/03/04 07:38:17

※【M2.6】津軽海峡 深さ165.6km 2017/03/04 04:07:41

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


◇【上川・留萌地方 気象警報 2017年03月04日 02:34】
留萌地方では、４日朝から暴風雪に警戒してください。

［留萌北部］暴風雪

［留萌中部］暴風雪

［留萌南部］暴風雪

◆【M2.5】根室半島沖 深さ51.4km 2017/03/04 01:48:33

★【M3.1】青森県東方沖 深さ11.4km 2017/03/04 01:30:50

☆3月3日23時43分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が391箇所以上存在し
ます。

https://pbs.twimg.com/media/C6AEtbTVUAM1SMp.jpg

▲【M2.5】十勝地方 深さ77.7km 2017/03/03 22:25:54

◆【M2.6】根室半島沖 深さ52.8km 2017/03/03 18:49:14

◆【M5.3】根室半島沖 深さ92.9km 2017/03/03 17:27:37
　↑

【地震情報 2017年3月3日】
17時27分頃、根室半島南東沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約90km、
地震の規模はM4.8、最大震度3を北海道で観測しています。この地震による津波の心配
はありません。

https://pbs.twimg.com/media/C5-vnqhU4AERvkb.jpg

◆【釧路・根室地方 気象警報 2017年03月03日 14:46】
根室地方では、３日夜遅くまで暴風雪に警戒してください。

［根室北部］暴風雪

☆3月3日11時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が790箇所以上存在し
ます。

https://pbs.twimg.com/media/C59foZcU0AATLWb.jpg

☆3月3日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯
します。詳しくはこちらでご確認いただけます。

https://pbs.twimg.com/media/C6AEtbTVUAM1SMp.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C5-vnqhU4AERvkb.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C59foZcU0AATLWb.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social


http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C58s5A_U0AEWgF0.jpg

◆【釧路・根室地方 気象警報 2017年03月03日 07:36】
釧路地方では３日昼前から３日昼過ぎまで、根室地方では３日昼過ぎから３日夜遅く

まで、暴風雪に警戒してください。

［根室北部］暴風雪

［釧路北部］暴風雪

NIFuu

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月5日6:53
　

2017年03月04日（土）【前日】
01:00 0.023 0.023 0.023 6 
02:00 0.023 0.023 0.023 6 
03:00 0.023 0.022 0.023 6 
04:00 0.023 0.023 0.023 6 
05:00 0.023 0.022 0.023 6 
06:00 0.023 0.023 0.023 6 
07:00 0.023 0.023 0.023 6 
08:00 0.024 0.022 0.023 6 
09:00 0.023 0.023 0.023 6 
10:00 0.023 0.022 0.023 6 
11:00 0.024 0.023 0.023 6 
12:00 0.024 0.023 0.024 6 
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13:00 0.024 0.023 0.023 6 
14:00 0.024 0.023 0.023 6 
15:00 0.023 0.023 0.023 6 
16:00 0.023 0.022 0.023 6 
17:00 0.023 0.022 0.023 6 
18:00 0.023 0.022 0.023 6 
19:00 0.023 0.022 0.023 6 
20:00 0.023 0.023 0.023 6 
21:00 0.023 0.023 0.023 6 
22:00 0.023 0.023 0.023 6 
23:00 0.024 0.023 0.023 6 
24:00 0.024 0.023 0.023 6
　

 



（３月４日）　朝礼から不快指数５００％。

https://85358.diarynote.jp/201703040848366508/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月4日15:29
　

業務厄日。(-_-#)

朝礼から不快指数５００％。

更に典型的な脳ベクレ客（山梨県高汚染地帯）の典型的な脳被曝病変性の気分変動と逆ギレに

遭難。(-”-;)

…まぁ、フィル痴がいなくて
タスカッタヨ…┐(’〜`；)┌
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月4日15:32
　

朗報もあり。

伊方原発直近地域で

地震津波直撃エリアの人が

一族ロウトウ海外移住の報。

(^O^)
　

がんはれ、がんはれ！(^o^)／
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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2017年3月4日15:38
　

…やっぱ３月３日が締切だった
時給９７０円で大通駅歩６分の

安定長期の受注専門の仕事に、

さくっと応募しておく、

べきだったよなぁ…★

。。。(〃_ _)σ‖

（応募したら実は今のところ。

が危惧される案件だったんで、

見送った…ｗ）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月4日22:26
　

先ほど無事帰投。(^_^;)
後半戦は無風。(^。^;)

昼間からず〜っと全身が荷電というか帯電というか、びりびり苛々しているのですが、

乾燥性の静電気ではない証拠に、何を触っても別段ビリっと来ない。

(・_・;)

太陽？

太陽高速風だか磁気嵐だかで、

「レンチン」状態なの…？？

||||(・ω・;)(;・ω・)||||
　

https://85358.diarynote.jp/
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（３月５日）　（昨晩、今日の分のシフトと座席表をフィル痴がでっちアゲテいやがっ
たので…★

https://85358.diarynote.jp/201703050720004091/

（札幌 マイナス ４℃／０．０２３ μ。）／北海道地方では、引
き続き６日にかけて、ふぶきや吹きだまりによる交通障害、強風

、高波、船体着氷に注意してください。

2017年3月5日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=2I3n8PKsFVY
リヴァイ兵長がノリノリらしいです 

遅め？のおはようございます！

０６：３０には机につくつもりでしたが、小家事に手間取って既に０６：５０です。

札幌はマイナス４℃。晴天。♪（＾＾）♪

バイトに逝くのは嫌で嫌でしようがありませんが、

とにかく通勤ルートは愉しい♪

んですよね…♪　（＾＾；）☆

（昨晩、今日の分のシフトと座席表をフィル痴がでっちアゲテいやがったので…★
（－－；）

　今日はロクな日にならないこと確定なので、

　気合入れるために、この選曲でございました…ｗ）

https://85358.diarynote.jp/201703050720004091/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201703050720004091/
https://85358.diarynote.jp/201703050720004091/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170305/85358_201703050720004091_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170305/85358_201703050720004091_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170305/85358_201703050720004091_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2I3n8PKsFVY


　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=PRk10dx-M38
リヴァイ兵長がノリノリみたいです 
　　↑

（字幕？がすげぇ…ｗｗｗ）

…さくさく情報チェック行きまーす☆

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

2017年03月05日（日）【当日】
01:00 0.023 0.023 0.023 6 
02:00 0.023 0.023 0.023 6 
03:00 0.023 0.023 0.023 6 
04:00 0.023 0.022 0.023 6 
05:00 0.023 0.022 0.023 6 
06:00

…まぁ、雪が融けると空間線量がぐんぐんアガッテ逝くのは、しかたがありません…？？
…（－－；）…★

ホワイトフード @whitefood1 · 
特務機関NERV @UN_NERV 
地震マップ @eq_map ·

◆【M2.5】根室地方 深さ152.5km 2017/03/05 06:51:30

【北海道地方 気象情報 2017年03月05日 04:41】
北海道地方では、引き続き６日にかけて、ふぶきや吹きだまりによる交通障害、強風

、高波、船体着氷に注意してください。

3月4日23時53分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が590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/C6FQlgsVMAMgle9.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=PRk10dx-M38
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.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/C6FQlgsVMAMgle9.jpg


★【M2.5】青森県東方沖 深さ69.0km 2017/03/04 20:41:53

☆【M3.9】北海道北西沖 深さ255.4km 2017/03/04 17:53:47

3月4日17時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が894箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C6D-GpkUwAAR1gS.jpg

【北海道地方 気象情報 2017年03月04日 15:56】
日本海側では、引き続き５日明け方にかけて、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害

に警戒してください。

◆【M2.8】根室半島沖 深さ47.0km 2017/03/04 07:38:17

※【石狩・空知・後志地方 気象警報 2017年03月04日 07:23】
石狩地方では、４日昼過ぎから５日明け方まで暴風雪に警戒してください。

［石狩北部］暴風雪

…いや…（＾＾；）…札幌、とっても好天よ…？？

Tabatha @araran100 · 8時間8時間前 
PCがフリーズしない限りは、札幌滞在中も市川ラドンの報告は可能ですので。（web
カメラ＋dropboxを利用）

　↑

おぉ♪　来札中♪♪

StHkdの中の人（公開メモ） @moto_sthkd · 24時間24時間前 
北海道千歳市 3月4日(土)の #電界強度 38〜40　 #sotamemo 高速太陽風の最中だと荒
れるか固まるか極端みたい。 @araran100 @StHkd

https://pbs.twimg.com/media/C6D-GpkUwAAR1gS.jpg


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月6日7:00
　

2017年03月05日（日）【前日】
01:00 0.023 0.023 0.023 6 
02:00 0.023 0.023 0.023 6 
03:00 0.023 0.023 0.023 6 
04:00 0.023 0.022 0.023 6 
05:00 0.023 0.022 0.023 6 
06:00 0.023 0.023 0.023 6 
07:00 0.023 0.022 0.023 6 
08:00 0.023 0.023 0.023 6 
09:00 0.023 0.022 0.023 6 
10:00 0.023 0.022 0.023 6 
11:00 0.023 0.023 0.023 6 
12:00 0.023 0.023 0.023 6 
13:00 0.023 0.023 0.023 6 
14:00 0.023 0.023 0.023 6 
15:00 0.023 0.023 0.023 6 
16:00 0.023 0.023 0.023 6 
17:00 0.023 0.023 0.023 6 
18:00 0.023 0.023 0.023 6 
19:00 0.023 0.023 0.023 6 
20:00 0.023 0.023 0.023 6 
21:00 0.023 0.023 0.023 6 
22:00 0.023 0.023 0.023 6 
23:00 0.023 0.023 0.023 6 
24:00 0.023 0.022 0.023 6
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（３月６日）　地獄バイト４連勤の３日目。

https://85358.diarynote.jp/201703060718137762/

（札幌 マイナス ２℃／晴天♪／ ０．０２４ μ ）。

2017年3月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　

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

おはようございます。０６：４２です。

（＾＾）

地獄バイト４連勤の３日目ですが、札幌は晴天！

無風でマイナス２℃からスタートの、この季節にこれ以上はない好天です♪

日の出の時刻が早くなったので、０６：３０過ぎに自室の東の窓からご来光（？）を拝んで

柏手打ってから机前に座れるという…至福な生活。

（＾ｗ＾）ｇ

世間サマがどうだか知りませんが、

私は今、

幸福とは言いがたいところですが、

たいへん、安楽に、暮らさせて頂いて、おります…♪

https://85358.diarynote.jp/201703060718137762/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201703060718137762/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170306/85358_201703060718137762_1.jpg
https://85358.diarynote.jp/201703060718137762/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170306/85358_201703060718137762_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c
https://www.youtube.com/watch?v=xzGV9Bl6CGg


https://www.youtube.com/watch?v=xzGV9Bl6CGg
jimmy cliff - i can see clearly now 

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

01:00 0.024 0.023 0.023 6 
02:00 0.023 0.023 0.023 6 
03:00 0.023 0.023 0.023 6 
04:00 0.023 0.023 0.023 6 
05:00 0.023 0.023 0.023 6 
06:00

…融雪と同時に、じわじわと上昇中ですけどね…★
…（－－；）…★

（ホワイトフード @whitefood1＋特務機関NERV @UN_NERV 
　⇒該当情報ナシ）

地震マップ @eq_map

★【M2.5】十勝地方南東沖 深さ101.0km 2017/03/06 00:03:35

★【M3.0】十勝地方南東沖 深さ96.8km 2017/03/05 17:46:20

※【M3.0】石狩平野 深さ142.7km 2017/03/05 14:27:20

★【M2.6】浦河南方沖 深さ37.4km 2017/03/05 11:49:42

▲【M3.8】十勝地方 深さ58.6km 2017/03/05 09:57:33

◆【M2.5】根室地方 深さ152.5km 2017/03/05 06:51:30

 
 

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


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月6日7:20
　

ありゃ？　ネット止まった…
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月6日8:00
　

０

６００

９００…☆彡

（＾ｗ＾）ｇ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月7日6:57
　

2017年03月06日（月）【前日】
01:00 0.024 0.023 0.023 6 
02:00 0.023 0.023 0.023 6 
03:00 0.023 0.023 0.023 6 
04:00 0.023 0.023 0.023 6 
05:00 0.023 0.023 0.023 6 
06:00 0.023 0.023 0.023 6 
07:00 0.023 0.023 0.023 6 
08:00 0.024 0.023 0.023 6 
09:00 0.023 0.023 0.023 6 
10:00 0.023 0.022 0.023 6 
11:00 0.023 0.023 0.023 6 
12:00 0.023 0.022 0.023 6 
13:00 0.023 0.022 0.023 6 
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14:00 0.023 0.023 0.023 6 
15:00 0.024 0.023 0.023 6 
16:00 0.023 0.023 0.023 6 
17:00 0.023 0.023 0.023 6 
18:00 0.023 0.022 0.023 6 
19:00 0.023 0.023 0.023 6 
20:00 0.023 0.022 0.023 6 
21:00 0.023 0.022 0.023 6 
22:00 0.023 0.022 0.023 6 
23:00 0.024 0.023 0.023 6 
24:00 0.025 0.024 0.024 6
 
 



（３月７日）　地獄バイト４連勤の最終日。

https://85358.diarynote.jp/201703070716463107/

明日は明日の風がフク…イチ次第…。

2017年3月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

おはようございます。０６：５１になっちゃいました。

札幌はマイナス？…０．５℃？…というビミョウな状態。
無風。曇天。まぁ平穏…

夜中に少しは降ったようですが、荒天予報はさっくし外してます…☆

特務機関NERV @UN_NERV · 1時間1時間前 
【全国の天気 2017年3月7日】
今日は日本海側ほど雪やミゾレが降りやすく、雷や突風を伴う可能性があります。積

雪増加や吹雪にも注意が必要です。太平洋側は日差しが届くものの、午後はニワカ雨

やアラレが心配。各地、風が冷たく防寒が欠かせません。

地獄バイト４連勤の最終日。モチベは最低…（－－；）…★

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

2017年03月07日（火）【当日】
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03:00 0.025 0.024 0.024 6 
04:00 0.024 0.023 0.024 6 
05:00 0.024 0.023 0.023 6 
06:00

…夜中だか夜明けだか、寝ているあいだに線量アガッテて、顔面ビリビリ被曝感…が、ありまし
たし、

希ガスもキテルっぽかったですが、さて…

どうせ、数値情報には出ないレベルで過剰反応していますしねぇ…★

…いや…||（＠＠；）||…ヤベェ。数値に「出る」単位で、キテル…★（－－；）★
　↓

ホワイトフード @whitefood1 ·

3月7日6時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が739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/C6Q8m6PUsAA0_XU.jpg

3月7日0時13分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が830箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/C6PoWyHUYAAITfo.jpg

▲【M2.5】十勝地方 深さ112.9km 2017/03/06 22:47:15

3月6日18時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が1024箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C6OV1a8U8AILGrW.jpg
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月8日7:06
　

2017年03月07日（火）【前日】
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（３月11日）　目標は、出稼ぎバイトは更に減らして、「週休４日」に…

https://85358.diarynote.jp/201703110730245097/

【 北海道 ０．０５７ μ 】／【網走】３連発

／「北海道の真ん中」に「横の点線」（亀裂）…？

2017年3月11日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】 

遅めのおはようございます？

０７：０７になっちゃいました。

ちゃんと定刻の６時には起きたんですが、

霊に寄って、…もとい、…（＾＾；）…★
例によって、「３連休中にやっとけよ！」て家事の積み残しと格闘していて…この時間。

機嫌が悪いのは、イマイチ不完全燃焼だった３連休の不満のほかに、

今日が【３．１１】だというところにもあるんでしょう…★
…（－－；）…★

気分はぴったり冒頭の一曲どおりの状態ですが…

目標は、とにかく、せめて出稼ぎバイトは更に減らして、「週休４日」にして…

「原稿を書きたい！」…と、いうことですね…★
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https://www.youtube.com/watch?v=-3F7s882eRw
進撃の巨人 自由の翼 

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

2017年03月11日（土）【当日】
01:00 0.027 0.023 0.025 6 

02:00 0.042 0.029 0.036 6 

03:00 0.037 0.030 0.033 6 
04:00 0.036 0.031 0.032 6 
05:00 0.038 0.031 0.034 6 
06:00

…ひっさびさに？上がってます…（－－＃）…★

…「夢を叶える」とかの前に、

まず、「生きのびる」…算段から。だから。なぁ…★

（⇒画像２：「北海道の真ん中」に「横の点線」

（亀裂？）入ってるの…判ります…？）

ホワイトフード @whitefood1

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

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C6l5nogVsAAq_g1.jpg

★【M2.5】浦河南方沖 深さ60.7km 2017/03/11 02:23:33

3月11日2時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が409箇所以上存在します

https://www.youtube.com/watch?v=-3F7s882eRw
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。https://pbs.twimg.com/media/C6kna36U4AARzDV.jpg

▲【M2.6】十勝地方 深さ121.6km 2017/03/10 21:11:45

3月10日13時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が534箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C6iAgxiU0AEKiwU.jpg

◇【最大震度1】(気象庁発表) 網走地方 深さ約10km 
　【M2.4】 10日11時40分頃発生 

◇【最大震度3】(気象庁発表) 網走地方 深さ約10km 
　【M3.4】 10日11時23分頃発生 
　　||
　【M3.5】知床半島付近 深さ8.5km 2017/03/10 11:23:05
　　||
【地震情報 2017年3月10日】
11時23分頃、網走地方を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の
規模はM3.4、最大震度3を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はあり
ません。

https://pbs.twimg.com/media/C6hfNl8VAAE6ip7.jpg

★【M3.0】十勝地方南東沖 深さ58.2km 2017/03/10 11:06:52

◇【M3.6】知床半島付近 深さ7.6km 2017/03/10 09:49:54
　　||
　【最大震度2】(気象庁発表) 網走地方 深さ約10km 
　【M3.3】 10日09時49分頃発生 
　　||
【地震情報 2017年3月10日】
09時49分頃、網走地方を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の
規模はM3.3、最大震度2を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はあり
ません。

https://pbs.twimg.com/media/C6hJ8KPU8AARc3O.jpg

★【M2.6】十勝地方南東沖 深さ59.5km 2017/03/10 08:01:51
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https://pbs.twimg.com/media/C6hfNl8VAAE6ip7.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C6hJ8KPU8AARc3O.jpg


3月10日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C6gwBx7U8AAnOEr.jpg

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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（３月12日）　明らかに悪意ある「 島流し 嫌がら席 」だったけど、

https://85358.diarynote.jp/201703120845287588/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月12日22:07
　　

先ほど無事帰投。(^o^)／

イレギュラー買い出しと

楽々バス帰宅。(^_^)v

ストレスで食糧買いすぎ。

(-”-;)

以外は問題なし。(^。^;)

明らかに悪意ある

「島流し嫌がら席」だったけど

それは別にぜんぜん平気。

　(‾ー+‾)ニヤリ

おかげで？

無駄に営業成績良し。(^_^;)★

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！ (’◇’)ゞ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月12日22:32
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超絶に壮絶な満月。

(‾○‾;)

何が起きても不思議じゃない。

ヽ（・＿・；）ノ

　

 



（３月12日）　【管理職による、公私にわたる無視は、れっきとしたパワハラです。
】

https://85358.diarynote.jp/201703130654162596/

【管理職による、公私にわたる無視は、れっきとしたパワハラ

です。】

2017年3月12日 就職・転職 コメント (1)
　

　

…フィル痴…ゥゼェ…★(-_-#)★　　

ロッカー室や廊下で

スレ違ったマーケッターを

ガン無視。

というのが、この怪社の、

管理者教育の標準装備なのか？

(-_-#)

３人いる「リーダー」とやらのうち１.５人も
ガン無視フロンティアなんだが？

（「．５人」のエルさんの態度ＴＰＯな使い分けに関しては、まぁ社会人として妥当なので、

許容範囲内だが…）(-"-;)…

【管理職による、公私にわたる無視は、れっきとしたパワハラです。】

本日15時15分、
ロッカー室にて、またも無視。

https://85358.diarynote.jp/201703130654162596/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201703130654162596/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4253174620/


(`ヘ´)

（労基署 提出用_資料）。

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月12日15:45

その管理者どもの不適切業務を放置して、

パワハラ受けてるマーケッターに、営業成績だけは（過剰に）要求するって…(-_-#)…

どういう神経？

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月13日8:35
　

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 

人をいじめるような連中は、理由があれば、理由をつけて、理由がなんであれ、いじめるでしょ

？

それを記事にして本質から目をそらし、福島県民の心理を操作しようとする新聞テレビの汚さ。

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


「避難しても嫌な目にあうのなら…」って考えるように仕向けてる。
　

 
 



（３月13日）　クライアント怪社 の 札幌支店が 狙い目〜♪

https://85358.diarynote.jp/201703130844379774/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月13日15:31
　

…お気に入りだったエスタ地下某店のサンドイッチの中のハムが、
 
やっすい被曝（病変）豚肉に変わってしまった…(ToT)…★

もう喰えない。

　

悲しい。（＞＜。）。。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月13日15:55
　

ぅわぁ、揺れてる揺れてる…★
(・ω・;)(;・ω・)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月13日20:41
　

まぁもちろん、あのフロアに火ぃ付けたら、何も悪くないアルパカ狼さんの迷惑になるから…

やるなら連中の

一番の迷惑になるカタチ？

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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クライアント怪社の

札幌支店が狙い目〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月13日20:42
　

ぃやもちろん、火付けの前に、

労基署 に逝きますよ〜

σ(^◇^;)。。。
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（３月13日）　「スタッフから嫌われている中間管理職」が、どんだけ「業務効率を
下げる」か…

https://85358.diarynote.jp/201703132211312149/

【 出勤したら 席がない。】(-_-#)

2017年3月13日 就職・転職
　

　

　

もはや嫌がらせなのか、

単にナチュラルに

ベクレ脳による無能

（業務上の無配慮ミス）なのかさえも、

判別つかないレベル。(-"-;)

私がフィル痴からどんな仕打ちを受け続けているか知ってる

他スタッフ達からも、奴は大層、嫌われている模様。

（「スタッフから嫌われている中間管理職」が、

　どんだけ「業務効率を下げる」か…は、

ご推察頂きたい。）

あきらかに仕事をさぼっている連中は野放しのまま、

真面目にやってる連中にだけ、「もっと働け」の理不尽なムチ打ち。

https://85358.diarynote.jp/201703132211312149/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170313/85358_201703132211312149_1.jpg
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おそらく今月末に、

【また】、大量退職者が出ます。

　

 



（３月13日）　【 定時に行ったら、席が無い。】

https://85358.diarynote.jp/201703132216073643/

★【　放火してもいい？　】★（－－＃）★

2017年3月13日 就職・転職
（承前）

 

【豪華２連発！】（１日２回！）

【 定時に行ったら、席が無い。】

　　　　さ　す　が　に　も　う　、

　　　放　火　し　て　も　い　い　？

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/201703132216073643/
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2017年3月13日20:41

まぁもちろん、あのフロアに火ぃ付けたら、

何も悪くないアルパカ狼さんの迷惑になるから…

やるなら連中の、

一番【迷惑になる】カタチ？

【クライアント怪社の札幌支店】

が、狙い目〜♪

　♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月13日20:42

ぃやもちろん、火付けの前に、

労基署に　意気増すよ〜

σ(^◇^;)。。。

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q


若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ)

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

https://www.youtube.com/watch?v=2I3n8PKsFVY
リヴァイ兵長がノリノリらしいです 

…まぁこれ以上なにか書くのは、あしたの朝日を拝んで、

心の濁りをリセットしてからにしますわ…

ｗ（－－＃）ｗ

まんが読んで

ごはん食べて

早目に寝ます！

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI
https://www.youtube.com/watch?v=2I3n8PKsFVY
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
https://www.youtube.com/watch?v=r5ZQ7KnK_lQ
https://www.youtube.com/watch?v=FSsGY_mLjwI


 



（３月⒕日）　血の池じごくバイト４連勤の最終日。／胃痛が激痛でさすがに食欲もな
くなる現状。

https://85358.diarynote.jp/201703140711341510/

【 アトサヌプリ 火山 】 約１２万年前の大噴火では火山灰が札幌
あたりまで到達したんだよ。／（札幌 マイナス １ ℃ ／ ０ ．０
２４ μ ）。

2017年3月14日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

（※ 前項 ＋ 前々項 参照 ※）

遅め？のお早うございます。

０６：５２になっちゃいました。

胃痛が激痛でさすがに食欲もなくなる現状。

血の池じごくバイト４連勤の最終日。（－－；）

札幌はマイナス１℃。無風。曇天。

まぁ徒歩通勤は問題ナシ。

昨日おろした新しいスニーカーの履き心地は良かったし、

今日はアルパカ狼さん「居る確率」ほぼ１００％？だしな…☆彡

明日のことはまた明日に考えます。

被曝ベクレりすアタマだから、もぉ難しいコトなんか、考えらんな〜い…★

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

https://85358.diarynote.jp/201703140711341510/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201703140711341510/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170314/85358_201703140711341510_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170314/85358_201703140711341510_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170314/85358_201703140711341510_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g


http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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04:00 0.024 0.023 0.023 6 
05:00 0.023 0.023 0.023 6 
06:00

…まぁ依然として、札幌の「生存可能確率」は、高めです…☆（？）

ホワイトフード @whitefood1
＋ 特務機関NERV @UN_NERV
（該当事項ナシ）

地震マップ @eq_map

◆【M3.2】根室半島沖 深さ98.2km 2017/03/13 17:55:30

★【M2.5】十勝地方南東沖 深さ68.6km 2017/03/13 17:07:55

★【M2.6】青森県東方沖 深さ28.8km 2017/03/13 15:06:59

※【M2.5】内浦湾 深さ122.2km 2017/03/13 08:33:11

…なんか「もぞもぞする」と思ったら………
　　↓

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
北海道：アトサヌプリ火山

2017年03月13日 23:05分：Atosanupuri（Photo ©気象庁）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/841303734948777985

きんさん @ja8yum · 3月10日 
.知床半島硫黄山（活火山）地下で地震。小清水町は震度1だったけれど、ここは千島火
山帯の一角。雌阿寒岳、アトサヌプリ山に続き危険地帯。やはり長居できる場所じゃ

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/841303734948777985


ないなあ。(~_~;)

塩井宏幸 @HiroyukiShioi · 3月9日 
3月8日の主な火山活動(3/5)。気象庁50火山の火山観測データより(1/3)。アトサヌプリ
でF2噴気孔群の噴気の高さ200mが記録されています。
アトサヌプリのページ http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/open-data/open-
data.php?id=104 …

写真好きによる一人旅通信局 @okapi_traveinfo · 3月8日 
硫黄山〜屈斜路湖を結ぶ道々52号線にて、絶好の撮影ポイントがあります。
→　http://hitoritabi-kiseki.com/blog-entry-54.html …
北海道 弟子屈町 アトサヌプリ 道々52号線 
https://pbs.twimg.com/media/Bsv-pV5CcAQ-QMk.jpg

火山たん/火山が大好きなフレンズ @volcano_tan · 3月6日 
【火山紹介】北海道の東部にある屈斜路湖は、大きさが日本最大の屈斜路カルデラに

あるカルデラ湖だよ。約12万年前の大噴火では、火山灰が札幌あたりまで到達したん
だよ。現在はカルデラの中の南東部にアトサヌプリという火山が出現して活動してい

るんだよ。

海ｶｷ▶�可部線 可部と南紀へ1日目 @ride626233 · 3月2日 
川湯温泉駅近くの硫黄山(アトサヌプリ)へやって来ました＼(^o^)／
標高512mの活火山です
常に硫黄が噴き出ていて、温泉も湧いてます。

硫黄は熱くて触れないですが、温泉はだいたい40°Cくらいな感じでした！
https://twitter.com/ride626233/status/837165293927485440
風向きによってすぐ視界が遮られます笑

#JR北へ再挑戦

Tabatha @araran100 · 2月22日 
アトサヌプリ 避難計画策定へ - NHK 北海道 NEWS WEB 
https://twitter.com/araran100/status/834413675318382592

く〜ちゃん @kilenjak · 2月19日 
2月18日
久々に硫黄山(アトサヌプリ)に来た
ここは煙もくもくで沸騰しているほど暖かいせいか、地面を見ると積もった雪がポコ

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/open-data/open-data.php?id=104
http://hitoritabi-kiseki.com/blog-entry-54.html
https://pbs.twimg.com/media/Bsv-pV5CcAQ-QMk.jpg
https://twitter.com/ride626233/status/837165293927485440
https://twitter.com/araran100/status/834413675318382592


ポコと丸くなっていて、それがいっぱいあった 
https://twitter.com/kilenjak/status/833338589081526275

地震情報 @TakumiSoftware · 2月17日 
【2017年02月16日
北海道の火山性地震】

アトサヌプリ　1 回
十勝岳　3 回
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/open-data/data_index.html …

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月15日7:49
０６０…
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色々、あらぁね…（＾＾）ｇ

2017年03月14日（火）【前日】
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（３月⒕日）　脳べくれゾンビどもの低レベル廃棄物なイヤガラセ。

https://85358.diarynote.jp/201703140841223390/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月14日15:22
　

目眩かと思ってたら、

日高で震度３。┐(’〜`；)┌
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月14日21:33
　

厄日な４連勤、なんとか終了。

(^_^;)

買い物運も良し♪ (^-^)g

いつもの回遊ルートを

くるっと回ったら、

まっすぐ帰りま〜す☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月14日23:14
　

無事帰投。(^o^)／
機嫌は治りました♪o(^-^)o
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https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


この楽しい楽しい３連休を

確保する為なら、

脳べくれゾンビどもの低レベル廃棄物なイヤガラセくらい、

３月の根雪が如しッ☆

Ｇ(‾ー+‾)ニヤリ

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます♪ (’◇’)ゞ
　

 
 



（３月⒕日）　胃が痛すぎて目が回る。

https://85358.diarynote.jp/201703150729051962/

（本日のフィル痴。）＋（本日は島流し【隔離よ】嫌がら席。

★ (`ヘ´) ★）

2017年3月14日 就職・転職 コメント (2)

1. 　

（本日のフィル痴。）

10時35分、エレベーター間ぇ、無視

　＋

（本日は島流し【隔離よ】嫌がら席。★ (`ヘ´) ★）

（承前）

わさとやってるとしか思えん。

(ノ-o-)ノ　┫

胃が痛すぎて目が回るくらい。

場合によっては早退も考える。

(-"-;)

https://85358.diarynote.jp/201703150729051962/
https://85358.diarynote.jp/201703150729051962/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201703150729051962/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170315/85358_201703150729051962_1.jpg
http://www.weblio.jp/content/%E3%81%8B%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%82%88


http://www.weblio.jp/content/%E3%81%8B%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%82%88
「かくりよ」とは。

https://www.youtube.com/watch?v=hf15HrUZ5Wk
Dr. John & Eric Clapton - Right Place, Wrong Time 1996
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月15日7:32

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月14日15:22

目眩かと思ってたら、

日高で震度３。┐(’〜`；)┌ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月14日21:33

厄日な４連勤、なんとか終了。

(^_^;)

アルパカ狼さんの

「機嫌が悪い」ということが

「目視確認できる」という

幸せ♪

o(^-^)o

https://www.youtube.com/watch?v=hf15HrUZ5Wk
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


…という
妄想爆進モードに入って、

あとのことは全て産業廃棄物。

…(^_^#)…

買い物運も良し♪ (^-^)g

いつもの回遊ルートを

くるっと回ったら、

まっすぐ帰りま〜す☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月14日23:14

無事帰投。(^o^)／
機嫌は治りました♪o(^-^)o

この楽しい楽しい３連休を

確保する為なら、

脳べくれゾンビどもの低レベル廃棄物なイヤガラセくらい、

３月の根雪が如しッ☆

Ｇ(‾ー+‾)ニヤリ

まんが読んで

ごはん食べて



早めに寝ます♪ (’◇’)ゞ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月15日15:28
　

　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
I-NiO(club solanin) @i_nio · 2月23日 

株式会社コロワイドの今月の会報がヤバ過ぎて唖然とする。

https://twitter.com/i_nio/status/834778078257647616
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（３月18日）　今日から４連勤の、針山＆血の池じごくバイトですわ…★

https://85358.diarynote.jp/201703180726037908/

（札幌 プラス １ ℃。　０．０２６ μ ）　平穏。

2017年3月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

 
https://www.youtube.com/watch?v=LO3bos8WVD0
Mamma Mia LYRICS [Full Song HQ] 
　　↑

（前項コメント参照）

おはようございます。０７：００でした。

起き出したのは６時ジャストでしたが、例によって３連休に積み残した家事の…以下略。（
＾＾；）

今日から３連休の皆さん、おめでとうございます。

わたくし３連休が終わって、

今日から４連勤の、針山＆血の池じごくバイトですわ…★

https://www.youtube.com/watch?v=73WWpKyuWL4
BERSERK ~Forces~ (GOD HAND MIX) 

札幌は朝５時の時点でプラス１℃。晴天。

６時には陽射しが強烈に部屋に射しこんできて、

もんのすごい「紫外線の害」を感じます…（＾◆＾；）…★

太陽と地震と原発は、どーなってるんでしょーね…？？

https://85358.diarynote.jp/201703180726037908/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201703180726037908/
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https://www.youtube.com/watch?v=73WWpKyuWL4


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

…じわじわと上昇中です…（－－；）…★

ホワイトフード @whitefood1 
特務機関NERV @UN_NERV ·
地震マップ @eq_map

3月18日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C7J8vTCU8AAmgBl.jpg

◆【M2.8】根室半島沖 深さ45.6km 2017/03/18 04:35:25

3月18日3時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が485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/C7I_Is_VAAA5jPW.jpg

3月17日21時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が587箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C7Hq0LiU4AI-RKK.jpg

★【M3.4】青森県東方沖 深さ84.8km 2017/03/17 17:07:51

※【M2.8】石狩平野 深さ148.4km 2017/03/17 15:33:33

◆【M3.2】北海道東方沖 深さ81.8km 2017/03/17 07:22:56

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C7J8vTCU8AAmgBl.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C7I_Is_VAAA5jPW.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C7Hq0LiU4AI-RKK.jpg
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（３月18日）　座席運が最低。(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201703180845337722/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月18日10:29
　

何だか今日はヤバイ気がする。

(・_・;)

まずい事が起こりそうな気がする。(-”-;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月18日15:18
　

とりあえず個人的には、

座席運が最低。(-_-#)
　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201703181532121665/

座席運が最低。(-_-#)

2017年3月18日 就職・転職 コメント (3)
　

左、潰れた他部署から移動してきた新人？のくせに、

初対面のはずの私が普通に

隣の席にいた人に「おはようございます」と挨拶した瞬間、

「ふん！」と、
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鼻息も荒くふんぞり反って完無視を決め込んで以来一度も口をきかない

（むろん社会人として最低限の儀礼である挨拶も一切無しだ。）、ブタガエル。

右、病気で通院中で病欠がちのくせに、病気で具合が悪いふりを装って

 
業務中にトイレに行くフリしてタバコ吸ってきやがる人間失格。(-_-#)な
 
ベクレ脳ゾンビの恥知らず。

…世にもオゾマシイ汚ならしい副流煙を、煙草アレルギーの私に吸わせるな〜ッ！

(*｀θ´*)Ｏ★

 
　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月18日15:35
　

間違えた。

本来のネタは、

いじめ禁止。

原発避難者。

ＬＧＢＴ。

の、はずでした…

（私、両方該当してますが…、

「いじめからの保護」対象。

だよねぇ…？

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3月18日22:29
　

先ほど何とかよろよろ生還。

(∋_∈)
精神状態かなり悪。(ToT)

鬱病再発レベル通り越して自殺念慮再発。

(;_;)

とにかく早く寝ます…
。。。(〃_ _)σ‖
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月19日8:27
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Koji  @kwave526 · 11時間11時間前 

【必見と話題】「安倍内閣」と「日本会議」と「生長の家」と「森友学園」の関係

 
（ゆうがたサテライトの特集動画）

https://t.co/J0hBs2iRUs

「ガッカイ員じゃありません！」とか言うて抵抗する狂信集団所属者がいるのは…

そういう意味なのね…ｗ　（見分け、つきません！）
　

　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（３月18日）　ってことで、一日でも早く「アノ環境」から脱出すべく、

https://85358.diarynote.jp/201703190709096052/

【M3.2】渡島半島（＝ 泊 原発 ）／【M2.8】石狩平野／（ 札幌
ぷらす ３ ℃ … ０．０２７ μ ）。

2017年3月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

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

（前項コメント欄参照★）

おはようございます。０６：４０です。

今朝５時の最初の目覚ましまでは鬱病再発傾向継続してましたが、

コーヒー飲んで「ベクレ低めの」四つ葉の粉ミルクでカルシウム補給して、

自力整体で頸と腰椎の歪みに修整かけて…

何とか復調。（＾＾；）

昨日の環境のあまりな「氣」と空気の悪さに、肺がやられてヒヨリミ感染風邪まで発症しかけて

いた…
（－－；）…あたりが敗因のようです。

うん。（＾＾；）

本来、無敵の楽天家で、「不撓不屈」を自称する私が、鬱病になるのって…

よほど「空気と氣が悪い」環境に叩き込まれた時だけ。だよね…（－－＃）…★

https://85358.diarynote.jp/201703190709096052/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201703190709096052/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170319/85358_201703190709096052_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170319/85358_201703190709096052_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170319/85358_201703190709096052_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI


ってことで、一日でも早く「アノ環境」から脱出すべく、

ねじねじ螺旋のアセンション街道を、（地道に匍匐前進で）登り続けます…★

（…という「まさに！」なタイミングで、こんなものを発見しました…☆）
　　↓

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Theater of SciFi @theaterofscifi · 3月15日 
https://twitter.com/theaterofscifi/status/841830833153572865

…もっかい聴こう…♪
　　↓

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

…昨日オゾマシイ副流煙を吸わされたダメージでまだ肺が傷んでシクシク疼いてます。（痛い★
）

でも実は数多ある前世のかなりの回で、自分が物凄いヘビースモーカーだった（－－；）

という記憶があるからな〜…★

その頃は、「タバコがダメな人にとって自分がどんだけ迷惑か」なんて、全く！

自覚がありませんでした…＜（－－；）＞…★

カルマはやがて、我が身に還る…（－－；）…★

くわばらくわばら…

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

01:00 0.027 0.026 0.026 6 
02:00 0.027 0.026 0.026 6 
03:00 0.027 0.026 0.026 6 
04:00 0.027 0.026 0.026 6 
05:00 0.027 0.026 0.027 6 
06:00

https://twitter.com/theaterofscifi/status/841830833153572865
https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


冗談？ヌキで、冬中パラダイスだった札幌の空気（０．０２０μ！♪）が…

じわじわと再び汚染地獄に戻りつつあります…
（－－；）。

一瞬でも気を抜けば、免疫力がちょっとでも落ちれば…

あっ！という間に、残存余命が縮みます…★

…負けるかァ…ッッ！！

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

ホワイトフード @whitefood1 
特務機関NERV @UN_NERV ·
地震マップ @eq_map

3月19日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C7PGVJQVwAA2tK-.jpg

3月19日3時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が1153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/C7OLA8EV0AAiX74.jpg

※【M2.8】石狩平野 深さ169.2km 2017/03/19 02:19:44

◆【M2.6】国後島近海 深さ96.1km 2017/03/18 22:04:00

3月18日21時33分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が571箇所以上存在します
。

https://www.youtube.com/watch?v=vZa0Yh6e7dw
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C7PGVJQVwAA2tK-.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C7OLA8EV0AAiX74.jpg


https://pbs.twimg.com/media/C7M2ytsVwAARh6h.jpg

※【M2.5】青森県西方沖 深さ5.4km 2017/03/18 21:21:17

3月18日15時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が540箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C7LkNVpU4AEbL48.jpg

◆【M3.2】択捉島南東沖 深さ143.9km 2017/03/18 13:10:42

3月18日9時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が443箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C7KRqRfV0AACOdc.jpg

※【M3.2】渡島半島 深さ297.4km 2017/03/18 08:51:02

3月18日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C7J8vTCU8AAmgBl.jpg

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月20日7:03
 
 
2017年03月19日（日）【前日】
01:00 0.027 0.026 0.026 6 
02:00 0.027 0.026 0.026 6 
03:00 0.027 0.026 0.026 6 
04:00 0.027 0.026 0.026 6 
05:00 0.027 0.026 0.027 6 
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06:00 0.027 0.026 0.026 6 
07:00 0.027 0.026 0.027 6 
08:00 0.027 0.026 0.026 6 
09:00 0.027 0.026 0.026 6 
10:00 0.027 0.026 0.026 6 
11:00 0.027 0.026 0.027 6 
12:00 0.027 0.026 0.026 6 
13:00 0.027 0.026 0.027 6 
14:00 0.027 0.026 0.027 6 
15:00 0.027 0.027 0.027 6 
16:00 0.027 0.027 0.027 6 
17:00 0.027 0.027 0.027 6 
18:00 0.027 0.027 0.027 6 
19:00 0.027 0.027 0.027 6 
20:00 0.027 0.026 0.027 6 
21:00 0.028 0.027 0.027 6 
22:00 0.027 0.027 0.027 6 
23:00 0.027 0.027 0.027 6 
24:00 0.028 0.027 0.027
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月22日17:24
 
 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 3月19日 

イカがいなくなった

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月22日17:41
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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函館新聞�認証済みアカウント� @hakodateshimbun · 3月17日
 
函館市は１６日、昨季（昨年６月〜今年１月）のスルメイカ漁が記録的不漁となったことを受け

、経済界と連携して要請活動に乗り出す方針を明らかにした。不漁の原因究明とともに、外国漁

船の違法操業の取り締まり強化を官民挙げて国に要請する。

https://t.co/mJY88z6xd8
 
 



（３月19日）　労基署の対応を、請求すべし…。ｗ（－－＃）ｗ

https://85358.diarynote.jp/201703200659063921/

03/19、20:20。フィル痴。

2017年3月19日 就職・転職
　

　

エレベーター前。

　

往復２回の完無視。

 
　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201703190832118854/

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

松岡宗嗣 @ssimtok · 3月16日

いじめ防止対策推進法の基本方針について、文部科学省は新たに性的少数者（ＬＧ

ＢＴ）への対応を盛り込んで改定し、全国の教育委員会などに通知。学校内での情報

共有を怠れば同法に「違反し得る」と明記。学校にマニュアルなどを定めるよう求

めた。 http://www.asahi.com/articles/ASK3J4TK9K3JUTIL01H.html …

The 教師塾 @the_kyoushijuku · 3月17日

【いじめ】「いじめ防止等のための基本的な方針」が改定されました。　#教採
原発避難やＬＧＢＴに配慮　いじめ防止法、基本方針改定：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASK3J4TK9K3JUTIL01H.html …

A Day In The Life @noriakikoki · 3月17日

少なくともこれで教師の側からのLGBT生徒へのからかいや、ホモネタで笑いを取るよ
うなことがなくなればいいね。

https://85358.diarynote.jp/201703200659063921/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://www.youtube.com/watch?v=_ZmxV1SdfDI
http://www.asahi.com/articles/ASK3J4TK9K3JUTIL01H.html
http://www.asahi.com/articles/ASK3J4TK9K3JUTIL01H.html


マグナ.カルタの大憲章 @kenpoushugo · 3月17日

原発避難児ならびにLGBTへの差別
を配慮に文科省が「いじめ防止法」

の基本方針を改善へ

17日付朝日朝刊社会面(38)より
問題を抱える学校ならびに職場など

から行政への情報共有化を徹底させる

方向で見直しを検討とのこと。

…とりあえず、「私が」「職場で」「いじめ」られているのに、

「管理職」は「管理義務」を「怠る」どころか、

「いじめ首謀者である」件につき…

労基署の対応を、請求すべし…。ｗ（－－＃）ｗ

参照：http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203

https://www.youtube.com/watch?v=73WWpKyuWL4
BERSERK ~Forces~ (GOD HAND MIX)

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8 時間8 時間前

公務執行妨害なら、所轄の警察で７日間ぐらいの留置ぐらいが普通。それが5か月も
でしょ。ありえない。お巡りの顔を殴って、ケガさせた場合でも、せいぜい1か月ぐら
いじゃないかな。一般人なら。ありえない。おかしいよね。5か月間もね。でも、これ
は海外でも問題になってるから、むしろよかったかも

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://www.youtube.com/watch?v=73WWpKyuWL4


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Koji  @kwave526 · 11時間11時間前

【必見と話題】「安倍内閣」と「日本会議」と「生長の家」と「森友学園」の関係

（ゆうがたサテライトの特集動画）

https://t.co/J0hBs2iRUs

ふー @go_lgbt · 3月11日 

学校の原発避難者いじめって国政の縮図かなって。

キャシー @torontogay69 · 2012年9月26日

一応、いじめやその他の問題で学校に行けなくなったLGBTの高校生の避難場所として
、トロントにはトライアングルプログラムが存在する。ここは臨時処置だと呼ばれて

いるわ。

http://triangleprogram.ca

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月19日15:23
　

上記問題点は、

https://t.co/J0hBs2iRUs
http://triangleprogram.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=rT0hDTsNais
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「情報の共有を怠れば…違反」て部分が一人歩きして、
「知ったら悪用しそうな人物に対して秘匿する権利」が、侵害されかねない、(-”-;)

ってことだよ…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月19日15:27
　

個人的には杞憂に終わって、

 
レインリリーさんがお隣〜♪♪

♪( ^_^)人(^_^ )♪
　

   
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月19日15:35
　

晴れてるが強風。

太陽由来と思われる

激烈なビリビリ感。(∋_∈)

私よりは感度が鈍そうな？

エルさんまで「異様睡魔」を訴えているので、

いよいよそろそろ、

マジやばい。(-”-;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月19日21:10
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フィル痴とブタガエルが邪魔★

だった件を除けば、今日は望外に良い１日でした♪

o(^-^)o

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月19日22:07
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

買い物ちゃっかりがっつり。

(^_^)v
楽々バス帰宅。(^-^)g

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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（３月20日）　「 タシランの神 」を騙り 愚行に耽る 痴れ化けモノども、

https://85358.diarynote.jp/201703210643364755/

03/20、厄日。（－－＃）★　　（付・蛇足ｗ）

2017年3月20日 就職・転職
　

　

本日は再び

島流し隔離よ嫌がら席。(-_-#)

しかも偶然だか悪意だか、

うっかりミスだか判別つかない

姑の嫁イビリのごとき

陰険狡猾さ。(`ヘ´)

意地でレインリリーさんパワーを補給♪

(‾ー+‾)ニヤリ

（脳内音響は自主的に

（キレないように）

『大祓祝詞』と

『般若心経』

（最遊記バージョン）

ちゃんぽんですわ…w

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=VtNBAhQDQy0
般若心經　最遊記版玄奘ver. 

https://85358.diarynote.jp/201703210643364755/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170321/85358_201703210643364755_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=VtNBAhQDQy0


…う〜ん、ちょっとずつバージョン違いが沢山あって、
私が暗記してるの（某新興宗教団体に３ヶ月ほどハマってた時に憶えたｗ）

と同じのは見つからない…☆
（これが比較的近いかな…）
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=N_bhVYPoQR0
身滌大祓

…

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

これは私が暗記してるのとフシが違う…☆彡　（長いｗ）
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=ut8jZoXu8BQ
【初音ミク】大祓詞－Song of The Oharae－ 

…ま、「タシランの神」を騙り愚行に耽る痴れ化けモノどもは、

聖なるヤオヨロズ委員会の皆様に、

厳しく滅していただくのが、一番の解決策だ…★

★　ｗ（－－＃）ｗ　★

https://www.youtube.com/watch?v=wecTNLdgYFM
【PV】最遊記 玄奘三蔵「般若心経」読経CD
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N_bhVYPoQR0
https://www.youtube.com/watch?v=ut8jZoXu8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=wecTNLdgYFM


（３月20日）　やはりフィル痴の意図的な嫌がらせと判明。(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201703210747063353/

03/20、20:17。シーシュポスの神話。(^_^#)

2017年3月20日 就職・転職 コメント (2)
　

やはりフィル痴の意図的な嫌がらせと判明。(-_-#)

詳細明日。

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月20日22:57

何とか生還。(^_^;)

レインリリーさんにフォローして貰ったので、機嫌は治りました。(^。^;)

ご飯は食べてきたので、

まんが読んで早めに寝ます☆

(’◇’)ゞ

…あはははは…☆★
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=LRJ-RsxVvuA
Sisyphus - the real struggle 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%A5%9E%E8%A9%B1
シーシュポスの神話

ていうか、むしろこっちだったｗ

　　↓

http://www.geocities.jp/pluto_naoko/2006-6.3.html
『鎖を解かれたプロメテウス』

http://be-here-now.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-c11a.html
プロメテウスの刑罰

…なにが言いたかったかって、この際の「火」は

「逃げろ！原発事故った！危険だ！」という…「情報」（命の秘）。

あの時、なりふり構わず「イソジン飲んどけ！」と叫んだ…

（※ひじょうに不正確な情報であるという認識と自覚はあったが敢えて叫んだ）

ことが、今このイヤガラセの元凶となっているのであれば…

https://85358.diarynote.jp/201703210747063353/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170321/85358_201703210747063353_1.jpg
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http://www.geocities.jp/pluto_naoko/2006-6.3.html
http://be-here-now.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-c11a.html


むしろ、名誉の苦行だ。

（オオハラエ検索で脱線してたので、時間切れ〜★）

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

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月21日7:48
　

私の無謀と勇気だか覚悟だかが、

だれかの命を救えるのなら。

何度でも、叫ぶ。

たとえ、この結果が待っていると…

あらかじめ、判っていたとしても、だ。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月22日16:46
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
もりんが @moringa9834 · 3月20日 

放射能は目に見えない、臭わないから、その危険性を伝えるのに苦労する。

時には

口うるさい妻

口うるさい母親

口うるさい友人になるから

めんどくさがられたり、嫌われる。

とても悲しい時間だけれど、食べて応援して他界した実母を想うと…
もう大事な人たちが苦しんでほしくないのです

　

　

 

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
https://85358.diarynote.jp/
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（３月21日）　吐くときには、ボスキャラの頭の上から、ブチまけてやる…(ToT)…

https://85358.diarynote.jp/201703210843233713/

（！タイム・リミット！）

2017年3月21日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=K4d0JyrWYGU
日本国 最高機密 大祓祝詞　翻訳 意味 六月大祓祝詞 （中臣祝詞）

https://twitter.com/whitefood1

http://new.atmc.jp/prefs.cgi?d=day&mode=

（参照）（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201703210747063353/

本日時間切れ。（＾＾；）

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

https://www.youtube.com/watch?v=VobDUdsoVJQ
光明真言　【聞いているだけで運気が上昇するBGM】　全ての災難を取り除く最強の真言　大日
如来

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年3月21日10:41
　

地獄の入口なう。(∋_∈)
激烈胃痛。(ToT)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月21日15:34
　

何とかムリヤリ食べました。

(ToT)

吐くときには、

ボスキャラの頭の上から、

ブチまけてやる…(ToT)…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月21日22:57
　

先ほど何とかよろよろ帰宅。

(∋_∈)
心身ともにずたぼろ。

さっさと寝ますぅ…
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（３月22日）　退職強要再発本格化。(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201703220738578323/

「撃て撃て！周りじゅう敵だらけだ！狙いをつける必要も無いく

らいだぞ！」

2017年3月21日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

退職強要再発本格化。(-_-#)

あれだけ嫌がらせしてこちらの動揺を誘発させておいて、

ソレをネタに「研修」という名の「圧迫面接」予告。(-_-#)

まさかの方向から来たのでガクゼンとしたが、昨日のフィル痴の仕込みの可能性が高い。

(-_-#)

激胃痛。

痛いを通り越して吐き気が酷過ぎて何も食べられないレベル。

(ToT)

「早退して受診して労災申請」推奨。(ToT)

あれだけ人不足で他部署からかき集めてる現状で、

https://85358.diarynote.jp/201703220738578323/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201703220738578323/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170322/85358_201703220738578323_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170322/85358_201703220738578323_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170322/85358_201703220738578323_3.jpg


なぜ無遅刻無欠勤で営業成績トップレベルの私が、

退職強要に遭う？？

(`ヘ´)

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月21日10:41

地獄の入口なう。(∋_∈)
激烈胃痛。(ToT) 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月21日15:34

何とかムリヤリ食べました。

(ToT)

吐くときには、

ボスキャラの頭の上から、

ブチまけてやる…(ToT)…

 
 
 



コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月22日7:45
　

でもお昼を半分くらい食べ残してた。（－－；）

それすら気がつかない（自覚なく私が「食べ物残す」なんてアリエナイ！）

レベルの強烈ストレス。
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（３月21日）　フロド・バギンズSVは敵じゃない。

https://85358.diarynote.jp/201703220747463218/

のっと エネミィ。

2017年3月21日 就職・転職
　

　 　

　

（03/21、20:25）

今日は本当に最低な１日だった。

2015年12月のＰＴＳＤ発症して発熱中。(∋_∈)

やはりフィル痴のうっかりミスを擬装した嫌がらせらしいが、

とにかくフロド・バギンズSVは敵なわけじゃないことが判って良かった…

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月21日22:57

先ほど何とかよろよろ帰宅。

(∋_∈)
心身ともにずたぼろ。

https://85358.diarynote.jp/201703220747463218/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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さっさと寝ますぅ…

 
 



（３月23日）　職場いじめＰＴＳＤ発症の後遺障害。

https://85358.diarynote.jp/201703230651513394/

【M3.7】上川・空知地方 深さ【 253.1km 】。

2017年3月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

　 　

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

おはようございます。０６：２８です。３連休の中日。

昨日ばかみたいにとにかく寝たおしたおかげで、

 
一昨日の職場いじめＰＴＳＤ発症の後遺障害はひと段落しました。

 
身体壮健。精神状態…平坦凍結乾燥。

札幌の気温はプラス２℃。積雪１５cm…（＠＠；）☆

日なたの根雪はほぼ融けた今になっての逆襲。（＾＾；）

午前２時の時点で１mmくらいだったのが、午前５時で１５cm…

…休みでヨカッタ…♪（＾＾；）♪

https://www.youtube.com/watch?v=BrwzC2_XVAI
Titanic（タイタニック）Celine Dion（セリーヌディオン）　　HD　 高音質 

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03月23日（木）【当日】 
01:00 0.031 0.030 0.030 6 
02:00 0.035 0.029 0.032 6 
03:00 0.039 0.036 0.037 6 
04:00 0.039 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.034 0.036 6 
06:00

…嗚呼無情…（－－；）…★

ホワイトフード @whitefood1 
特務機関NERV @UN_NERV
地震マップ @eq_map

3月23日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C7jssqIVwAEYJPi.jpg

3月23日4時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が597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/C7i6imyVQAA9uqd.jpg

★【M3.2】浦河南方沖 深さ46.9km 2017/03/23 05:15:54

3月22日22時13分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が747箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C7hmS84V4AEwe0q.jpg

◆【M3.2】根室半島沖 深さ93.8km 2017/03/22 21:12:39

★【M3.1】十勝地方南東沖 深さ84.7km 2017/03/22 21:00:19

◆【M2.9】根室半島沖 深さ42.6km 2017/03/22 19:09:02

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C7jssqIVwAEYJPi.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C7i6imyVQAA9uqd.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C7hmS84V4AEwe0q.jpg


◆【M2.7】根室地方 深さ113.1km 2017/03/22 16:41:06

3月22日16時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が545箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C7gTwUhXQAElUT_.jpg

◆【M3.0】根室地方 深さ144.8km 2017/03/22 15:57:01
◆【M2.7】根室半島沖 深さ90.6km 2017/03/22 15:22:21
◆【M2.5】根室地方 深さ97.3km 2017/03/22 12:46:19

☆【M2.6】青森県西方沖 深さ12.1km 2017/03/22 10:19:04

3月22日10時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が586箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C7fBJBKVQAEPq-j.jpg

◆【M2.5】根室地方 深さ71.5km 2017/03/22 09:29:08

◇【M3.7】上川・空知地方 深さ253.1km 2017/03/22 08:44:46

3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/C7ejGwvV4AAR8U7.jpg

【釧路・根室地方 気象警報 2017年03月22日 06:46】
釧路地方では、２２日昼前まで大雪に警戒してください。

［釧路南西部］大雪

　　↑

「深発地震」の記録回数が、

「地震マップ」と

「震源処理（自動）マップ」で違う…のは、何故…？？

参照（画像２＋３）⇒http://85358.diarynote.jp/201703221526406034/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20170322/85358_201703221526406034_3.jpg
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【 太陽コロナ風 第一波が地球を直撃 】／今まさに磁気嵐が起こっており、地震、火山噴火、異常
気象、諸々 【 何が起こるか分かりません 】が、兎に角ご注意ください。

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
「初の１００万トン割れ」/　北海道での２０１６年漁獲量　前年１４％減の８６万５
０００トンに！　ホタテやサケなどが不漁！★　主力魚種のイカ・サケホタテ……そ
して「昆布」までも！　「フクイチ放射能海洋プルーム」の影響か

https://news.nissyoku.co.jp/news/detail/?id=DOI20170216105907433&cc=01&ic=050 …

https://www.youtube.com/watch?v=LfB0l7YpyKc
アルマゲドン 主題歌 

https://www.youtube.com/watch?v=uesdoK4Mji4
Toni Braxton - I Don’t Want To
 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月23日8:15
　

気温プラス２℃ですが、ちょっくら吹雪…☆

積雪２０cmほどに増加しました。

登校中の小学生が、元気です☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月23日8:36
　

https://news.nissyoku.co.jp/news/detail/?id=DOI20170216105907433&cc=01&ic=050
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unarenn65 @unarenn65 · 27分27分前
 
今時雪が20センチも積もりやがった
6日から太陽黒点ゼロが続いてるし
アメ様は完全に温暖化を否定し始めたし

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月23日8:38
　↑

たまたま検索ワードにひっかかった、札幌在住？のうようよ。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月24日7:31
2017年03月23日（木）【前日】
01:00 0.031 0.030 0.030 6 
02:00 0.035 0.029 0.032 6 
03:00 0.039 0.036 0.037 6 
04:00 0.039 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.034 0.036 6 
06:00 0.036 0.032 0.034 6 
07:00 0.032 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.029 0.030 6 
09:00 0.031 0.029 0.029 6 
10:00 0.029 0.028 0.029 6 
11:00 0.028 0.027 0.028 6 
12:00 0.028 0.027 0.028 6 
13:00 0.028 0.027 0.028 6 
14:00 0.029 0.028 0.028 6 
15:00 0.029 0.028 0.028 6 
16:00 0.030 0.029 0.029 6 
17:00 0.031 0.029 0.030 6 
18:00 0.031 0.028 0.029 6 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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19:00 0.032 0.029 0.031 6 
20:00 0.034 0.031 0.032 6 
21:00 0.037 0.032 0.035 6 
22:00 0.038 0.034 0.036 6 
23:00 0.033 0.031 0.032 6 
24:00 0.035 0.029 0.031 6
　

 



（３月25日）　再び地獄バイト４連勤の幕開けです…（－－；）…

https://85358.diarynote.jp/201703250732458578/

【M4.0】HOKKAIDO⇒【根室沖】３連発／【 札幌 】気温プラス
２℃／昨日最高 ０．０３８ μ ／無風・曇天。

2017年3月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

 
おはようございます。０７：１６になっちゃいました。

きのう予定外に暴走？して、原稿アップあっぷで遊んでいて夜更かしになって家事も全くやら

なかったので…（＾＾；）…

例によって今朝は寝坊して、ばたばた家事やってたら…この時間に…★

再び地獄バイト４連勤の幕開けです…（－－；）…

逝きたくない逝きたくない…（ＴＴ；）…

https://www.youtube.com/watch?v=sKGoHPGM7v8
Hoist The Colours -The Full Scene (HIGH QUALITY) 

ってことでさくさく情報チェックだけ往きます…。

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

2017年03月25日（土）【当日】
01:00 0.026 0.025 0.026 6 
02:00 0.026 0.025 0.026 6 
03:00 0.027 0.026 0.027 6 
04:00 0.028 0.027 0.027 6 
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05:00 0.029 0.026 0.027 6 
06:00

3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/C7t_3_YV4AAy7mN.jpg

◆【M4.0】HOKKAIDO, JAPAN REGION 338.6km 2017/03/25 07:02:56JST,
2017/03/24 22:02:56UTC

3月25日4時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が432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/C7tUlO-VwAA1xWr.jpg

3月24日22時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が487箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C7sAVG6VQAAvlTY.jpg

◆【M2.8】国後島近海 深さ86.0km 2017/03/25 00:43:12

◆【M2.7】根室半島沖 深さ54.9km 2017/03/25 00:15:12

3月24日16時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が515箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C7qty32VUAYo4nD.jpg

3月24日10時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が451箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C7pbNI3VUAAbzn1.jpg

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C7t_3_YV4AAy7mN.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C7tUlO-VwAA1xWr.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C7sAVG6VQAAvlTY.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C7qty32VUAYo4nD.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C7pbNI3VUAAbzn1.jpg


3月24日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C7o2SRfVUAMSMS7.jpg

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月25日8:40
 
ネット重い。また地震？

 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月26日7:08
　

2017年03月25日（土）【前日】
01:00 0.026 0.025 0.026 6 
02:00 0.026 0.025 0.026 6 
03:00 0.027 0.026 0.027 6 
04:00 0.028 0.027 0.027 6 
05:00 0.029 0.026 0.027 6 
06:00 0.028 0.027 0.027 6 
07:00 0.027 0.026 0.026 6 
08:00 0.026 0.026 0.026 6 
09:00 0.026 0.026 0.026 6 
10:00 0.028 0.027 0.027 6 
11:00 0.027 0.025 0.026 6 
12:00 0.026 0.025 0.026 6 
13:00 0.026 0.025 0.026 6 

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C7o2SRfVUAMSMS7.jpg
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14:00 0.026 0.025 0.026 6 
15:00 0.026 0.026 0.026 6 
16:00 0.027 0.026 0.026 6 
17:00 0.027 0.026 0.026 6 
18:00 0.027 0.026 0.026 6 
19:00 0.027 0.026 0.026 6 
20:00 0.026 0.026 0.026 6 
21:00 0.027 0.027 0.027 6 
22:00 0.027 0.026 0.026 6 
23:00 0.027 0.026 0.027 6 
24:00 0.027 0.026 0.027 6
　

 



（３月25日）　やつらの目的は 「 嫌がらせをすること 」。

https://85358.diarynote.jp/201703250846239866/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月25日22:59
　

何とか無事故で生還。

査定関係者は全員呪殺で。

(-_-#)

寝ます！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月25日23:51
　

やつらの目的は

「私に嫌がらせをすること」

それ自体なんだから。

短気を起こしたら、

こちらの負けだ。

┐(’〜`#)┌ ★
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月26日7:05
　

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 1日1日前 
　

スゴイな。携帯を水没させたって（笑）記録はないシリーズ。

　

　

 

https://85358.diarynote.jp/


（３月25日）　【 評 価 不 当 ！ 】

https://85358.diarynote.jp/201703260652182882/

【　時給がさらに下がった。(∋_∈)　】　（付記あり。）

　（＋１曲追加♪）

2017年3月25日 就職・転職 コメント (2)
　

　

また時給下がった！

昨夏あれだけ頑張って陰湿かつ狂気じみたイジメと退職強要をハネ返して勝ち取った時給だった

のに、

１２月末の査定でイキナリ重箱のスミをアイスピックで突き破る叩き割るがごときベルクカッツ

ェの嫌がらせで１５円も下げられて、今回さらに５円も下がった。

(`ヘ´)

だったら返せ！

私が稼いでやった営業成績ッ！

(｀ε´)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

まぁでも、【評価不当！】に対する愚痴と不満はきっちりぜんぶフロド・バギンズSVに聴いてい
ただけて、ごくまっとうかつ前向きな対応をして頂けたんで…

https://85358.diarynote.jp/201703260652182882/
https://85358.diarynote.jp/201703260652182882/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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精神的には、たいへんありがたかったです…。（＾＾；）

どなたか存じませんが、あのかたをあの部署に配置して下さって、本当にありがとうございます

…

私にとって最上級の尊称（？）である「フロド・バギンズ」

（※なにしろ「ヤン・ウェンリー」や「マザー・テレサ」と「同格」です…☆彡）

のアダナを進呈した「評価」は、まちがってなかったですね…☆彡

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　↑

今まであんなに「まともな」言動の管理職は、あそこにはいなかったです…。

なんとなくお顔が似ている（＾＾）ので、貼っておきますｗ

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=my0TqV7qQc0
斉藤和義 - 歌うたいのバラッド -Live ver.- 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月25日22:59

何とか無事故で生還。

査定関係者は全員呪殺で。

(-_-#)

寝ます！ 

https://www.youtube.com/watch?v=my0TqV7qQc0


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月25日23:51

やつらの目的は

「私に嫌がらせをすること」

それ自体なんだから。

短気を起こしたら、

こちらの負けだ。

┐(’〜`#)┌ ★

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月26日8:42

cmk2wlさんがリツイート  
cmk2wl @cmk2wl · 2014年8月23日 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました

金融機関とローンの話し合いをするときは、泣き言を言ってはいけない。そんなのは事態をハン

ドリングできてないという不利な判断を下されるだけ。毅然と、先々を予見しているというぐら

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


いの態度で話をするのがいい。

https://twitter.com/cmk2wl/status/502798750536826880
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月30日11:31
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート  
新聞ＴＶなんか見るな！自分の頭で考えろ！ @lllpuplll · 2014年12月18日 

自民創価党はイカれている。

 
公務員さまと大企業従業員さまの「給料」だけ強制的にあげて、日本人全体の「賃金」が上昇し

たとうそぶいている。

 
この２０年以上、ＧＤＰは下落し続け、いまや中小企業の従業員は【刑務所と売春】が最後のセ

ーフティネットという先進国なら考えられない状態に陥っている。
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（３月26日）　あの性格曲がりのきちがい【ベルクカッツェ魔クゴナガル】が、あ
の嫌っそう〜な顔で私のアラサガシをしていやがった醜い表情。

https://85358.diarynote.jp/201703260720007430/

札幌マイナス１℃〜上昇中。無風、晴天。０．０２８ μ。

2017年3月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ） 

（承前）

あらためまして、おはようございます。０７：００ジャスト。

札幌はギンギンの直射日光の晴天。（＾＾；）

気温はキンキンのマイナス１℃でスタート☆彡

とりあえず徒歩通勤は楽しめます♪

あの性格曲がりのきちがい【ベルクカッツェ魔クゴナガル】が、あの嫌っそう〜な顔で私のアラ

サガシをしていやがった醜い表情を思い浮かべながら歩くと、

８倍増しぐらいの娯楽です♪

てことで、さくさく情報チェックだけ往きます。

https://www.youtube.com/watch?v=wEoyzisgokw
歩いて帰ろう YouTube

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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01:00 0.027 0.026 0.027 6 
02:00 0.027 0.027 0.027 6 
03:00 0.028 0.027 0.027 6 
04:00 0.027 0.027 0.027 6 
05:00 0.028 0.027 0.027 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1
特務機関NERV @UN_NERV 
地震マップ @eq_map

3月26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/C7zJdUhVsAA1M-k.jpg

◆【M4.6】KURIL ISLANDS 40.0km 2017/03/26 05:28:24JST, 2017/03/25
20:28:24UTC

3月26日5時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が458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/C7ygdXDVwAA-rni.jpg

▲【M2.5】大雪山系 深さ6.4km 2017/03/26 03:31:08

3月25日22時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が469箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C7xMJqlUwAAhszE.jpg

◆【M2.6】根室地方 深さ120.4km 2017/03/25 18:52:36

3月25日16時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が440箇所以上存在します
。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C7zJdUhVsAA1M-k.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C7ygdXDVwAA-rni.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C7xMJqlUwAAhszE.jpg


https://pbs.twimg.com/media/C7v5q7nUwAA-Mob.jpg

3月25日10時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が423箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C7unJE3V4AAhBBc.jpg

☆【M2.8】青森県西方沖 深さ18.3km 2017/03/25 08:14:22

3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/C7t_3_YV4AAy7mN.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=DkOAnJ1SXjI
PIANO-Beyond The Time-TMN

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月27日7:07
　

2017年03月26日（日）【前日】
01:00 0.027 0.026 0.027 6 
02:00 0.027 0.027 0.027 6 
03:00 0.028 0.027 0.027 6 
04:00 0.027 0.027 0.027 6 
05:00 0.028 0.027 0.027 6 
06:00 0.027 0.027 0.027 6 
07:00 0.028 0.027 0.027 6 
08:00 0.027 0.026 0.027 6 
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09:00 0.028 0.027 0.027 6 
10:00 0.027 0.027 0.027 6 
11:00 0.027 0.026 0.027 6 
12:00 0.027 0.026 0.027 6 
13:00 0.027 0.026 0.027 6 
14:00 0.027 0.026 0.027 6 
15:00 0.027 0.027 0.027 6 
16:00 0.027 0.026 0.027 6 
17:00 0.027 0.026 0.027 6 
18:00 0.027 0.026 0.027 6 
19:00 0.027 0.027 0.027 6 
20:00 0.027 0.027 0.027 6 
21:00 0.028 0.026 0.027 6 
22:00 0.027 0.027 0.027 6 
23:00 0.028 0.027 0.027 6 
24:00 0.028 0.027 0.028 6
　

 



（３月26日）　先週のＰＴＳＤ発症に続いて昨日の時給削減通告でメンタル激落ち（
気力ゼロ）。

https://85358.diarynote.jp/201703260844306024/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月26日14:36
　

個人的には先週のＰＴＳＤ発症に続いて昨日の時給削減通告でメンタル激落ち（気力ゼロ）。

免疫力に波及してヒヨリミ感染カゼ発症寸前。(∋_∈)

喉が痛い…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月26日14:39
　

アルパカ狼さんは敵陣営に埋没して、姿も見えない有り様。

(∋_∈)

向かいの席のレインリリーさんが、まさしく「地獄に仏」。

とにかくもう

仕事なんかしないッ！

(ノ-o-)ノ　┫
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月26日22:21
　

無事帰投。(^_^;)
レインリリーさんがいてくれたおかげで和やかな気分で過ごせました♪

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月26日22:22
　

寝ます(^_^;)
 
　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（３月27日）　絶賛サボタージュ中。／営業成績を５分の１まで落としてやりました
♪

https://85358.diarynote.jp/201703270847144609/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月27日16:03
　

とにかくありとあらゆる意味で厄日。(-”-;)

磁気嵐で体がビリビリする。

(ToT)

バイトは絶賛サボタージュ中。

もう絶対、営業してやらないｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月27日22:29
　　

無事帰投。(’◇’)ゞ

本日は実に我ながら、

芸術的なまでに見事な？

【報復サボタージュ】

攻撃でございました♪

(‾ー+‾)ニヤリ

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/
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一見つっこみ難い勤務態度で、

見事に営業成績を５分の１まで落としてやりました♪

(^-^)g

溜飲が、

ちょっとだけ下がったわ〜♪♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます♪ (’◇’)ゞ

( ^_^)／□☆□＼(^_^ )
　

 
 



（３月27日）　ベル苦カッツェ魔クゴナガルがいてキングスリーSVが早番の日。

https://85358.diarynote.jp/201703280641457004/

【出勤したら、席がない。】…何度めだ…？

(ノ-o-)ノ　┫ 【労基署 提出 資料！】

2017年3月27日 就職・転職
　

　 　

　

明らかに、たまたま、とか、うっかり、とかの限度を超えている。

私と、私と仲が良い（無視イジメに参加してない）人に限って、顕著に頻回に起こる。

特に「フィル痴が遅番だった」翌日か、

ベル苦カッツェ魔クゴナガルがいてキングスリーSVが早番の日に、頻発しているように思う。

(-_-#)

【労基署 提出 資料！】

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月27日16:03

とにかくありとあらゆる意味で厄日。(-”-;)
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磁気嵐で体がビリビリする。

(ToT)

バイトは絶賛サボタージュ中。

もう絶対、営業してやらないｗ

 
 
 



（３月27日）　「いじめ被害」ストレス発散。

https://85358.diarynote.jp/201703280645338348/

キャベツにメンチて赦すｗ

2017年3月27日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (1)
　 
（承前）

東光ストアの

越冬キャベツメンチうま♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

（かぼちゃのチーズはさみコロッケ？も美味しかったけど…（＾＾；）…

　あれは「お惣菜」（ご飯のおかず）じゃない…

「野菜スイーツ」だ！

（白飯に乗っけちゃったら…、い、違和感がありました…ｗｗｗ）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/201703280645338348/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
https://85358.diarynote.jp/201703280645338348/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170328/85358_201703280645338348_1.jpg
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2017年3月28日6:53
　

注：「キャベツごろごろ」だけど、

「へるしー」じゃ、ありません！ｗ

オイリーで農耕…いや濃厚♪（＾＾；）

「ぎとぎと」なところが「いじめ被害」ストレス発散に最適♪

…ってことで…

カロリー消費のため、元気に歩いて帰宅☆彡

　

　

 
 



（３月27日）　一見つっこみ難い勤務態度で、

https://85358.diarynote.jp/201703280650245446/

【 絶対 マニュアル 順守 】（棒）＝【報復サボタージュ】攻撃♪

2017年3月27日 就職・転職
　

　 　

　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月27日22:29

　

無事帰投。(’◇’)ゞ

本日は実に我ながら、

芸術的なまでに見事な？

【報復サボタージュ】

攻撃でございました♪

(‾ー+‾)ニヤリ

一見つっこみ難い勤務態度で、

見事に営業成績を５分の１まで落としてやりました♪

(^-^)g

https://85358.diarynote.jp/201703280650245446/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170328/85358_201703280650245446_1.jpg
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溜飲が、

ちょっとだけ下がったわ〜♪♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます♪ (’◇’)ゞ

( ^_^)／□☆□＼(^_^ )

https://www.youtube.com/watch?v=EYtYflbd3G0&index=25&list=RDmnOpiwfu9a0
「ライフイズビューティフル 」　 ケツメイシLive歌詞付き
　

　

 

https://www.youtube.com/watch?v=EYtYflbd3G0&index=25&list=RDmnOpiwfu9a0


（３月28日）　絶賛マイナス営業！ｗ　「釣れる魚」も、すべて（確信犯）リリース
〜♪♪

https://85358.diarynote.jp/201703280715011344/

【 Ｍ ５． ６ 】（泊＋大魔＋六ヶ所） 直撃。

／本日も【絶賛サボタージュ（怠業）体勢】全開で臨みたいと思

います♪

2017年3月28日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】 

https://www.youtube.com/watch?v=9o7DVxMEixM&list=RDmnOpiwfu9a0&index=27
ケツメイシ　涙　歌詞付き

（承前３項☆彡）

あらためまして、おはようございます。

０６：５４になっちゃいました。

地獄バイト４日目。（＝連勤最終日！）

本日も【絶賛サボタージュ（怠業）体勢】全開で臨みたいと思います♪

もう「クビにならない最低限」しか仕事しないｗ

「部署全体に貢献」してた分の「個人営業成績」は、

https://85358.diarynote.jp/201703280715011344/
https://85358.diarynote.jp/201703280715011344/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201703280715011344/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170328/85358_201703280715011344_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170328/85358_201703280715011344_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170328/85358_201703280715011344_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
https://www.youtube.com/watch?v=9o7DVxMEixM&list=RDmnOpiwfu9a0&index=27


「私を虐めているＳＶどもの評価」にのみ直結（搾取）されて、

「私の時給は、逆に下がる」…ｗ（－－＃）ｗ…。

えぇ。「貢献してやってた分」まで「連中がマイナス評価」になるまで、

絶賛マイナス営業！ｗ

「釣れる魚」も、すべて（確信犯）リリース〜♪♪

！（＾◇＾）！　（毒）

（ってことで、「逆もちべ」全開で…ｗ

　情報チェックだけ、さくさく往きます☆）

https://www.youtube.com/watch?v=z_TSLlTRZQ4&list=RDmnOpiwfu9a0&index=27
ケツメイシ / カリフォルニー Short Ver.

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

01:00 0.029 0.028 0.028 6 
02:00 0.029 0.028 0.028 6 
03:00 0.029 0.028 0.028 6 
04:00 0.029 0.028 0.028 6 
05:00 0.029 0.028 0.028 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 ·

※【M5.6】EASTERN SEA OF JAPAN 10.0km 2017/03/28 07:31:21JST, 2017/03/27
22:31:21UTC
　　↑

【M4.9】北海道南西沖 深さ18.8km 2017/03/28 07:31:22
　　↑

地震マップさんがリツイート 
ゆれたかも…bot @YuretaKamo · 34分34分前 

https://www.youtube.com/watch?v=z_TSLlTRZQ4&list=RDmnOpiwfu9a0&index=27
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


[28日07時31分頃] 北海道 あたりで揺れたかも… #地震
(アニメ) http://j.mp/2naunU3 (画像)

3月28日5時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が329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/C786f39VsAAL8gb.jpg

◆【M2.5】根室半島沖 深さ62.9km 2017/03/28 01:53:00

★【M2.5】青森県東方沖 深さ55.9km 2017/03/27 23:49:48

3月27日23時23分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が396箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C77mWYLVMAAdbLN.jpg

※【M2.5】石狩平野 深さ129.4km 2017/03/27 19:38:27

3月27日17時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が347箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C76TwLLVwAAiMiw.jpg

【M3.1】苫小牧南方沖 深さ110.3km 2017/03/27 11:59:42

【M3.2】胆振地方 深さ144.6km 2017/03/27 11:02:20

3月27日11時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が445箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C75BJEeUwAA6k20.jpg

【M3.1】択捉島南東沖 深さ149.0km 2017/03/27 08:34:53

3月27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 …

http://j.mp/2naunU3
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C786f39VsAAL8gb.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C77mWYLVMAAdbLN.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C76TwLLVwAAiMiw.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C75BJEeUwAA6k20.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social


https://pbs.twimg.com/media/C74TDnOVUAAoXf7.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=I1I7jxcpZxQ&list=RDmnOpiwfu9a0&index=29
ケツメイシ - 心の声

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月29日7:06
　

2017年03月28日（火）【前日】

01:00 0.029 0.028 0.028 6 
02:00 0.029 0.028 0.028 6 
03:00 0.029 0.028 0.028 6 
04:00 0.029 0.028 0.028 6 
05:00 0.029 0.028 0.028 6 
06:00 0.029 0.028 0.028 6 
07:00 0.029 0.028 0.029 6 
08:00 0.029 0.028 0.029 6 

09:00 0.028 0.028 0.028 6 
10:00 0.028 0.028 0.028 6 
11:00 0.028 0.028 0.028 6 
12:00 0.028 0.027 0.028 6 
13:00 0.028 0.028 0.028 6 

14:00 0.030 0.029 0.029 6 

https://pbs.twimg.com/media/C74TDnOVUAAoXf7.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=I1I7jxcpZxQ&list=RDmnOpiwfu9a0&index=29
https://85358.diarynote.jp/
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15:00 0.036 0.029 0.032 6 

16:00 0.038 0.035 0.036 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 

18:00 0.036 0.035 0.036 6 

19:00 0.033 0.030 0.032 6 
20:00 0.030 0.028 0.029 6 

21:00 0.029 0.028 0.029 6 
22:00 0.029 0.028 0.028 6 
23:00 0.029 0.028 0.029 6 
24:00 0.029 0.028 0.028 6
　

 



（３月28日）　「落ちこぼれ監視いやがら席、マシントラブル仕込み」。

https://85358.diarynote.jp/201703280847159228/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月28日14:31
　

本日は

「落ちこぼれ監視いやがら席、

マシントラブル仕込み」

┐(’〜`#)┌

楽しく「営業放棄」の、

「等価交換」

「報復外交」中〜♪

(‾ー+‾)ニヤリ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月28日23:30
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

地獄の４連勤明け。

いつもの「夜遊び」ルートをつるりと回遊して、

買い物運は小吉。(^_^)v

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


本日も、我ながら見事な

「怠業」工作っぷりでございました♪

(‾ー+‾)ニヤリ

一見非の打ち所もない勤務態度を装いつつ、わざと営業成績をキッカリ５分の１（※）に

抑え込んじゃったよ〜ん…♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

（※「私の個人成績」最低限はしっかり押さえて、退職強要できないよう予防線を張りつつ、

今までのようにうっかり好成績を叩き出し過ぎちゃって、部署全体を牽引しちゃったあげくに

残虐管理職どもの査定（だけ）貢献しちゃうよぉな、

愚は犯しませんでした…♪

(^-^)g

最初からこのテで逝けば良かった〜ｗ★

σ(^◇^;)。。。
　

　

 
 



（３月28日）　支柱部分に爆弾を仕掛けて／いつでも起爆できる状態を。　♪　

https://85358.diarynote.jp/201703290658487662/

本日も　「怠業」　工作♪

2017年3月28日 就職・転職 コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=_CfnMqSHXUM
進撃の巨人 紅蓮の弓矢full 
　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月28日14:31

本日は

「落ちこぼれ監視いやがら席、

マシントラブル仕込み」

┐(’〜`#)┌

楽しく「営業放棄」の、

「等価交換」

「報復外交」中〜♪

(‾ー+‾)ニヤリ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月28日23:30

https://85358.diarynote.jp/201703290658487662/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201703290658487662/
https://www.youtube.com/watch?v=_CfnMqSHXUM


先ほど無事帰投。(^o^)／

地獄の４連勤明け。

いつもの「夜遊び」ルートをつるりと回遊して、

買い物運は小吉。(^_^)v

本日も、我ながら見事な

「怠業」工作っぷりでございました♪

(‾ー+‾)ニヤリ

一見非の打ち所もない勤務態度を装いつつ、わざと営業成績をキッカリ５分の１（※

）に

抑え込んじゃったよ〜ん…♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

（※「私の個人成績」最低限はしっかり押さえて、退職強要できないよう予防線を張

りつつ、

今までのようにうっかり好成績を叩き出し過ぎちゃって、部署全体を牽引しちゃった

あげくに

残虐管理職どもの査定（だけ）貢献しちゃうよぉな、

愚は犯しませんでした…♪

(^-^)g



最初からこのテで逝けば良かった〜ｗ★

σ(^◇^;)。。。

https://www.youtube.com/watch?v=p0rMGV-wFBk
[MAD]紅蓮の座標で振り返るアニと巨人進撃の足並「歌詞付き」
　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年3月29日7:00
　

０６０

２６

２６…☆彡
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月6日11:13
　

cmk2wlさんがリツイート 
p @OdNezu · 4月1日
 
「ソーシャルエンジニアリングの真髄とは、破壊したい相手の信頼を得た上で本人の同意と協力

のもとに相手の内部に堂々と正面から入り込み、相手の存在の支柱となっている部分に爆弾を仕

掛けていつでも計画的に起爆できる状態をつくることにある」

 

https://www.youtube.com/watch?v=p0rMGV-wFBk
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（ルシアン・スリーズ）

 
 
 



（２０１７年０４月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０４月）
 
 
 
 
 
 
 



（４月１日）　…ま、「通勤時間は楽しい」のが、救いですよね…☆

https://85358.diarynote.jp/201704010731166401/

札幌プラス１℃。 ０．０３０ μ／【 旭川 】 ０．０６６ μ 。

2017年4月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　

 
（４月１日の作業栗鼠１匹目）。　

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。再び楽しい３連勤の初日です♪

！（＾＾）！

…嘘です。４月１日です…ｗ（＾へ＾；）ｗ…★

https://www.youtube.com/watch?v=bTKXLf6UMR8
KOKIA - Road to Glory〜 for Dragon Nest White Version〜

新学期。（＾＾；）というか、「新年度」ですので、抱負なんか一発…。

１．ここ数年、すっかり緩みきってる「支出」を減らす！

　　自己管理して、「原稿籠城（自主カンヅメ）」費用を貯める！

２． ↑ を達成しつつ、地獄バイト「勤務時間」を減らす！（メドをつける！）

https://85358.diarynote.jp/201704010731166401/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201704010731166401/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170401/85358_201704010731166401_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170401/85358_201704010731166401_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
https://www.youtube.com/watch?v=bTKXLf6UMR8


３．原稿を書く！（ための「時間と体力と精神の余裕」を確保する！）

４．「新規原稿の書き出し」に、今年中に手をつける！

…以上。あと色々、枝葉末節の（短期）努力目標は、暫時「不言実行」で…☆

（あ、あと、最優先項目…⇒【 耐被曝： 健康 管理！】…。

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ）

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

01:00 0.029 0.029 0.029 6 
02:00 0.029 0.029 0.029 6 
03:00 0.029 0.029 0.029 6 
04:00 0.030 0.029 0.029 6 
05:00 0.030 0.029 0.030 6 
06:00

札幌午前５時のプラマイ０℃から、ぐんぐん上昇中。

午前６時ですでにプラス１℃…

ほぼ「雲ひとつない」ど晴天。ほぼ無風？

…ま、「通勤時間は楽しい」のが、救いですよね…☆

北海道旭川市 

northland44  @ n142e · 18分18分前 
#Radidas_Alert 2017/04/01 07:00(JST) 【注意報(新規)】 日常線量注意 24時間平均線
量(0.065μSv/h)が平常値0.033の1.15倍をこえています。

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


ホワイトフード @whitefood1
特務機関NERV @UN_NERV
地震マップ @eq_map

4月1日6時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が349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/C8RsXIKUwAAL-2O.jpg

4月1日0時13分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が398箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/C8QYIXiV0AARm5G.jpg

3月31日18時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が531箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C8PFk5cUAAEOvoj.jpg

▲【M3.7】日高山脈 深さ53.7km 2017/03/31 13:05:26

★【M3.0】苫小牧南方沖 深さ117.3km 2017/03/31 12:56:01

◆【M4.4】KURIL ISLANDS 73.6km 2017/03/31 12:21:31JST, 2017/03/31
03:21:31UTC

3月31日12時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が544箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C8Ny_UqU0AAAEuz.jpg

▲【M2.6】日高山脈 深さ69.0km 2017/03/31 10:21:22

3月31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/C8M5afPUQAE7EDH.jpg

【M3.6】上川・空知地方 深さ258.1km 2017/03/31 07:11:19

https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C8RsXIKUwAAL-2O.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C8QYIXiV0AARm5G.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C8PFk5cUAAEOvoj.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C8Ny_UqU0AAAEuz.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C8M5afPUQAE7EDH.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=sokKczASq4c
【フル】RADWIMPS／スパークル（映画『君の名は。』主題歌）
cover by 宇野悠人 

　私は、死なない。

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月2日7:05
　

2017年04月01日（土）【前日】
01:00 0.029 0.029 0.029 6 
02:00 0.029 0.029 0.029 6 
03:00 0.029 0.029 0.029 6 
04:00 0.030 0.029 0.029 6 
05:00 0.030 0.029 0.030 6 
06:00 0.030 0.029 0.030 6 
07:00 0.030 0.029 0.030 6 
08:00 0.030 0.029 0.029 6 
09:00 0.030 0.029 0.030 6 
10:00 0.029 0.028 0.029 6 
11:00 0.029 0.028 0.029 6 
12:00 0.029 0.029 0.029 6 
13:00 0.029 0.028 0.029 6 
14:00 0.029 0.029 0.029 6 
15:00 0.029 0.028 0.029 6 

https://www.youtube.com/watch?v=sokKczASq4c
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


16:00 0.029 0.028 0.029 6 
17:00 0.029 0.029 0.029 6 
18:00 0.029 0.029 0.029 6 
19:00 0.030 0.029 0.029 6 
20:00 0.029 0.029 0.029 6 
21:00 0.030 0.029 0.029 6 
22:00 0.029 0.029 0.029 6 
23:00 0.029 0.029 0.029 6 
24:00 0.029 0.029 0.029 6
 
 



（４月１日）　本日も絶賛「 怠業 」工作中♪

https://85358.diarynote.jp/201704010843327456/
 
https://www.youtube.com/watch?v=XW8dlRdg3s8
【カバー】Human System（INTRO ONLY） TM NETWORK -JUPITER80 

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月1日14:29
　

たぶん磁気嵐のせいだと思うが異様睡魔で気絶寸前。

そのくせ原因不明で吐き気がして、気絶も寝落ちもできず。(∋_∈)

この間まで大丈夫だったパンがいきなり舌がビリビリ激痛麻痺レベルでベクレている。(ToT)

何がって多分、塩パンの海塩が…か…？？

(ToT)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月1日14:30
　

チーズじゃない。

塩か水。(-”-;)
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=XW8dlRdg3s8
https://www.youtube.com/watch?v=r5ZQ7KnK_lQ
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4月1日14:33
　

左手の甲の皮が突然剥けて血が噴き出す。ヽ（・＿・；）ノ

傷がなかなか治らない。(ToT)

軽井沢で汚染軍手はめっぱなしだった上に、札幌では通勤日焼けしている左手。(-”-;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月1日14:36
　

「関東焙煎のコーヒー」は、

もう完全に飲めない。(ToT)

冷却空気の汚染が、

そっくり豆の中に捕集されてる…（＞＜。）。。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月1日14:37
　

かぼちゃパンは問題なく食える。(^。^;)

やはり小麦粉でもなく、

海塩ベクレ…(ToT)…
　

　

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月1日14:40
　

個人的にはアルパカ狼さん居るので小吉♪o(^-^)o

本日も絶賛「怠業」工作中♪

(‾ー+‾)ニヤリ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月1日22:02
　

先ほど帰投。(∋_∈)
フィル痴のイヤガラセのせいで機嫌は当然よろしくなく、体調も色々と被曝過多でよろぼろ。

(-”-;)
　

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！(ToT)！
　

　

 

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


（４月１日）　「落ちこぼれ監視用イヤガラ席」／ヒマにあかせてアラ捜しをして、【
自分の嗜虐趣味を満足させたい】理由。

https://85358.diarynote.jp/201704020646112665/

【★フィル痴の無視と、嫌がらせ★】

2017年4月1日 就職・転職 コメント (4)
　

（4月1日）【★フィル痴の嫌がらせ★】
本文あした★

https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】

んで。昨日の話ですが。

（現在４月２日０６：４６。ＰＣがおかしい！）

前半は他のＳＶの眼もあったので何もしなかったのですが。

後半戦いりぐち、私が中メシ休憩から戻って、定刻ジャストに業務再開しようとしたところ。

「前の席に移って！」

と、突然の命令口調。

理由の説明など一切ナシ。

ふつう、何らかの理由で業務中のスタッフに座席移動を指示する場合、

「◎◎さん、悪いけど、ちょっと席を移動してくれない？　ここＸＸに使うことになったから

さ〜」

くらいの「気づかい」した言葉かけは…

https://85358.diarynote.jp/201704020646112665/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201704020646112665/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170402/85358_201704020646112665_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA


ほしいよねぇ…？？

理由説明一切なく、命令口調。えぇ。フィル痴はいつもですけどね…

そして結局のところ、「落ちこぼれ監視用イヤガラ席」に意味もなく業務時間中に移動させて。

ヒマにあかせてアラ捜しをして、【自分の嗜虐趣味を満足させたい】…という以外の合理的理
由は、一切ナシ。でした…

（しかし本気で怒って【怠業】工作にイソシンデいる確信犯アサシンな私に、

　そうそう簡単にアラが見つかるわけはなく…がっかりしていました…ｗｗｗ）

で。前半せっかくわりと仲の良い人と隣で、気分良く仕事できていたのに…

後半、喋るひとが誰もいない隔離席にオシコメられて、非常に不快な半日を過ごしました…★

（－－＃）

それと、その、「イヤガラセ」モード大全開のフィル痴。

１０分休憩時間にロッカー室で私とばったり。

もちろん「社会人の常識」の、挨拶なんか無し。

そして私がちょうど邪魔な位置にいたので、「ちょっとどいてくれる？」と話しかけることすら

、嫌だったらしく…

「チッ！」とか舌打ちして、去って行きました…。

をい、怪社サンよ！

あんたんとこは、ＳＶに、マーケッターにロッカー室で遇ったら、



完無視した挙げ句に舌打ちして去って行っていい。

と、いう教育を…

しているのかね…？？

【　パワハラ申告。労基署提出用　準備資料　】。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月1日22:02

先ほど帰投。(∋_∈)
フィル痴のイヤガラセのせいで機嫌は当然よろしくなく、体調も色々と被曝過多でよ

ろぼろ。

(-”-;)

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！(ToT)！

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月2日8:37
　

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 

勝ち負けを忘れろ。

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


誇りと痛みを忘れろ。

　

相手に自分の肉を粉砕させ、相手の骨を砕け。

相手に自分の骨を砕かせ、相手の命を奪え。

　

逃げようと思うな。命を失うことを恐れるな。

ブルース・リー  
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月2日15:41
　

本日も隔離監視イヤガラ席。

(-_-#)

隣のピーターパニーちゃんsvが、私を完無視。（いつもだ！）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月2日15:47
　

まぁ昨日と違って「アルパカ狼さん鑑賞席」なので赦すｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月12日17:35
　

cmk2wl @cmk2wl · 58 分58 分前 

人間が本当に悪くなると、

人を傷つけて喜ぶこと以外に興味を持たなくなる。

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


ゲーテ

 
 
 



（４月２日）　暗黒・無視イジメ・いやがらせパワハラ三昧バイト。

https://85358.diarynote.jp/201704020721049253/

旭川 ０．０６２ μ ／札幌 ０．０３０ μ 、０ ℃ ／泊はスパイク
？

2017年4月2日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

（前項参照）

あらためまして、おはようございます。

０７：００。ジャストになっちゃいました…。

札幌はド晴天！（＾＾）！無風。

午前５時にプラマイ０℃。

午前６時にはプラス１℃。

ぐんぐん上昇中…。

さて通勤ルートだけは楽しいです。

しかしとにかく苦痛と時間の無駄でしかない

あの暗黒・無視イジメ・いやがらせパワハラ三昧バイト。

（－－＃）

とにかく。

https://85358.diarynote.jp/201704020721049253/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201704020721049253/
https://85358.diarynote.jp/201704020721049253/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170402/85358_201704020721049253_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170402/85358_201704020721049253_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170402/85358_201704020721049253_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g


一刻も早く辞めたい…

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年04月02日（日）【当日】
01:00 0.030 0.029 0.029 6 
02:00 0.030 0.029 0.029 6 
03:00 0.030 0.029 0.029 6 
04:00 0.030 0.028 0.029 6 
05:00 0.030 0.029 0.029 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e（旭川市）

northland44  @ n142e · 6 分6 分前 
#Radidas_Alert 2017/04/02 07:00(JST) 【注意報(新規)】 日常線量注意 24時間平均線
量(0.062μSv/h)が平常値0.033の1.15倍をこえています。

お散歩日和 @osanpogo5 · 10時間10時間前 
お散歩日和さんがお散歩日和をリツイートしました

岐阜で空間線量が上昇中の件だけど、上昇中は岐阜だけではない

始まりと終わりの数値を見ると上がり続けているとも言えなくって、過去のをとって

いないと何とも言えない

ただ、全国で、上がり始めた日は同じころなので何かあるのだと思う

岐阜の核融合実験炉の前からだと思う

で、泊はスパイク？ 
https://twitter.com/osanpogo5/status/842390303650660354

ホワイトフード @whitefood1
特務機関NERV @UN_NERV
地震マップ @eq_map 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/osanpogo5/status/842390303650660354


4月2日6時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が312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/C8W6iU4VwAER4bP.jpg

★【M3.4】十勝地方南東沖 深さ54.6km 2017/04/02 05:56:15

※【M2.6】内浦湾 深さ145.3km 2017/04/02 03:48:53

4月2日0時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が287箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/C8VlyTEVYAATUKj.jpg

4月1日18時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が335箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C8URfajU0AEu_vw.jpg

◆【M2.6】根室半島沖 深さ33.5km 2017/04/01 17:59:49

◆【M5.2】KURIL ISLANDS 55.1km 2017/04/01 17:13:36JST, 2017/04/01
08:13:36UTC

◆【M3.2】択捉島近海 深さ204.6km 2017/04/01 12:14:58

4月1日12時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が321箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C8S-4KpVwAA3nlA.jpg

4月1日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C8SDAVYUwAE7jAQ.jpg

　

 
　

https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C8W6iU4VwAER4bP.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C8VlyTEVYAATUKj.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C8URfajU0AEu_vw.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C8S-4KpVwAA3nlA.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C8SDAVYUwAE7jAQ.jpg


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月3日7:19
　

2017年04月02日（日）【前日】
01:00 0.030 0.029 0.029 6 
02:00 0.030 0.029 0.029 6 
03:00 0.030 0.029 0.029 6 
04:00 0.030 0.028 0.029 6 
05:00 0.030 0.029 0.029 6 
06:00 0.030 0.029 0.030 6 
07:00 0.030 0.030 0.030 6 
08:00 0.030 0.029 0.030 6 
09:00 0.030 0.029 0.030 6 
10:00 0.030 0.029 0.029 6 
11:00 0.029 0.028 0.029 6 
12:00 0.029 0.029 0.029 6 
13:00 0.030 0.029 0.029 6 
14:00 0.030 0.029 0.029 6 
15:00 0.029 0.029 0.029 6 
16:00 0.029 0.029 0.029 6 
17:00 0.030 0.029 0.029 6 
18:00 0.030 0.029 0.029 6 
19:00 0.030 0.029 0.029 6 
20:00 0.030 0.029 0.029 6 
21:00 0.029 0.029 0.029 6 
22:00 0.030 0.029 0.029 6 
23:00 0.030 0.029 0.029 6 
24:00 0.030 0.029 0.029 6
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（４月３日）　セブンセンスのない 異やんな ピーター・パニーちゃんSV（上司）。

https://85358.diarynote.jp/201704030711317320/

⇒　隣は何をする人ぞｗ

2017年4月3日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (2)
　

　 　

　

　

隣は何をする人ぞw （4月2日）

前半：ＤＧの副隊長。

後半：シャフトの内海課長補佐。

覚えてたら明日ねｗ

https://www.youtube.com/watch?v=kXmOF-R5POE
小林幸子 とSachiko 脳漿炸裂バーサン 

帝政。もとい訂正。（＾＾；）

ＤＧじゃなくてＧ－Ｄでしたｗ

画像貼ろうと思ったけど、どっちもＷＥＢ↑に良いのがなかった…☆

いや、昨日の。

https://85358.diarynote.jp/201704030711317320/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=1
https://85358.diarynote.jp/201704030711317320/
https://85358.diarynote.jp/201704030711317320/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170403/85358_201704030711317320_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170403/85358_201704030711317320_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170403/85358_201704030711317320_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kXmOF-R5POE


アートセンスはあるけどセブンセンスのない、

異やんなピーター・パニーちゃんSV（上司）とは、

反対隣の席が ♪

前半戦が『Ｇ－ＤＥＦＥＮＤ』の副隊長と「同姓」で。

http://tosuisha.co.jp/corner/tachiyomi/morimoto/gd51/index.htm （※）

後半戦が『パトレイバー』のシャフトの副課長と「同姓」で…。
http://sokuyomi.jp/product/kidoukeisa_001/CO/1/ （画像１参照）

顔を見る暇はないんですが、受電業務の名乗りを横耳で聴くたんびに、

脳内画像が自動変換されてしまいまして…ｗｗｗ

腹筋ひきつるし、笑いをこらえるのに必死ｗ

おまけに眼前を「うちのオリキャラ」（の転生体だ。ということに脳内妄想でなってしまって

いる）

「アルパカ狼さん」がウロチョロしているもんで…

（「人類最強」？…いたなぁ、「同姓」（？）の人…と…☆彡）

たいへん精神状態がお花畑になってしまい…ｗｗｗｗｗ

うっかり自分が職場でイジメに遭っていて絶賛「怠業」抗議行動中だ。ということすら忘れて、

 
いつもの調子で「営業成績」を揚げてしまいましたとさ…★

（今日は「ちゃんとサボタージュ」するぞーーーーーっ!!）

https://www.youtube.com/watch?v=kkPOn0i7-A8
【小林幸子】桜ノ雨 歌ってみた【時をかける幸子】 

http://tosuisha.co.jp/corner/tachiyomi/morimoto/gd51/index.htm
http://sokuyomi.jp/product/kidoukeisa_001/CO/1/
https://www.youtube.com/watch?v=kkPOn0i7-A8


（※問題の人物は、真ん中のコマの真ん中に小さく映っている「兄ですよ」と言ってる人物です

…ｗ）
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月3日8:43
　

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 

摩擦にいちいち悩んでいるなら、

あなたはどうやって自分を磨くのですか？

ジャラール・ウッディーン・ルーミー

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月3日8:48
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
忌野清志郎 瀕死の語録問屋 @kiyoshirogoroku · 23時間23時間前 

　

Ｑ：切ないと思う時は、どんな時ですか？

Ａ：恋に落ちたとき

Ｑ：お風呂に入って考えることは？

Ａ：世界平和と恐怖政治。

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


Ｑ：トイレに入って考えることは？

Ａ：人類の未来と意識革命。

（50 QUESTIONS／RESPECT! THE OFFICIAL BOOK）
 
 



（４月４日）　たまたまバイト中に、

https://85358.diarynote.jp/201704040707358677/

（本編）⇒　（4月3日） ゼッタイ笑える妄想ｗｗｗｗ

2017年4月4日 銀河英雄伝説ごっこ☆
　

　

　 　

　

　

明日ね。

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…これの続きで〜ｗ
　↓

http://85358.diarynote.jp/201704030711317320

えぇｗ（＾＾；）ｗ

一昨日たまたまバイト中に、隣とはす向かいに

「２次元キャラと同姓同名（？）」が揃っちゃいまして…（画像参照）

…んで昨日の朝、たまたま画像を並べてみたら…

…みごとな共通点＝「目つきが悪い」…！ｗｗｗｗ

んで。

https://85358.diarynote.jp/201704040707358677/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=1
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170404/85358_201704040707358677_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170404/85358_201704040707358677_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170404/85358_201704040707358677_3.jpg
http://85358.diarynote.jp/201704030711317320


ウッカリ想像してみましょう。

この３人で、これを…
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=ftv7hb25jIs
Bolshoi Swan Lake - Pas de Trois Big Swans 

参照⇒https://www.youtube.com/watch?v=MfKdC6SYcnM
Swan Lake ballet parody - Les Ballets du Trockadero 

…腹筋崩壊…☆彡

（ちなみにソレ考えながら脳内で笑い死んでいる間の、

　リアルタイム眼前画像は、こんなでございました…☆彡）
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=aCpJLJx5_gg
カピバラとアルパカ ごはんを前に独特の緊張感が (Capybara vs Alpaca over food) 

https://www.youtube.com/watch?v=EbkAIDzkmkg
カピバラ柚子湯を満喫 2013 (Capybara in hot citron bath) 

…だって似てるんだもん。「アルパカ狼さんの副官さん」が、カピバラさんに…ｗｗｗ

　

 

https://www.youtube.com/watch?v=ftv7hb25jIs
https://www.youtube.com/watch?v=MfKdC6SYcnM
https://www.youtube.com/watch?v=aCpJLJx5_gg
https://www.youtube.com/watch?v=EbkAIDzkmkg


（４月４日）　予告⇒評価査定基準をワザワザ直前の3月21日に変更している件。⇒【
労基署】。

https://85358.diarynote.jp/201704041526066063/

（4月4日）予告⇒評価査定基準をワザワザ直前の3月21日に変更
している件。⇒【労基署】。

2017年3月18日 就職・転職
　

　

明日ね。

 
 
 
 

https://85358.diarynote.jp/201704041526066063/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


（４月４日）　今日も隔離監視イヤガラ席。

https://85358.diarynote.jp/201704051728176127/

（予告）⇒『隣のリータ・ス奇ーター★』…作用あれば反作用
あり…(-_-#)…★

2017年4月4日 就職・転職 コメント (5)
　

　 　

　

暗転。(-_-#)

今日も隔離監視イヤガラ席。

ベクレカッツェ・魔クゴナガルから毒念波が飛んで来る。

(-"-;)

キャパld、廊下で完無視。

夜はフィル痴が当直かよ？

…厄日…(ノ-o-)ノ　┫

（4月4日）予告⇒評価査定基準をワザワザ直前の3月21日に変更している件。⇒【労基署】。
2017年3月18日 就職・転職 

https://85358.diarynote.jp/201704051728176127/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201704051728176127/
https://85358.diarynote.jp/201704051728176127/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170405/85358_201704051728176127_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170405/85358_201704051728176127_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170405/85358_201704051728176127_3.jpg


明日ね。

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月4日15:36

やはり何らかの、あるいは同時多発で幾つかの、異常が高じているらしく、札幌でも

顕著かつ急激に被曝症状が出ている人が多数。(-”-;)

独特の白けてピンク色に発汗した顔面または、明らかに赤血球不足の「紙のように

白い」顔。

(-”-;)

…大崩壊が、始まっている…

。。。(〃_ _)σ‖ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月4日15:39

花粉症と紛らわしいが、

正確には、免疫力低下による、

「ヒヨリミ感染症」。

(-”-;)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月4日23:05



先ほど無事帰投。(^_^;)

どこからどう突っ込んだらいいか、わからないほど変だらけ。

(・ω・;)(;・ω・)

とりあえず、

まんが読んで

ごはん食べて

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4月5日17:34
　

画像はオマケというか参照？で（＾＾；）

書こうと思ってたこと大あり過ぎて、逆に「時間のムダ」なので、

飛ばして先に進みます…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月6日8:05
　

cmk2wl @cmk2wl · 2日2日前 

精神を、意見やあれこれの他人に対する見方、印象、あるいは書物、観念といったもので充満さ

せておいてよいものだろうか？

 

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


なぜ精神を空にしておかないのだろうか？

 
精神があっけらかんとしていてはじめてハッキリとものが見えるようになるのである。

 
ジッドゥ・クリシュナムルティ

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月6日11:14
　

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 

落とし穴を掘る人は、いずれ自分がその穴に落ちることになる。

落とし穴を掘る人は、いずれ自分がその穴に埋められることになる。

ボブ・マーリー

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月6日11:29
JUMPILIKEYOUさんがリツイート  
エリック ・C @x__ok · 4月1日 
　

日本の社会とは助け合いの社会だと思われているが、本当は助け合いの考えなどなく、

 
自分が村八分にならない為に、他人に迷惑をかける人と言われない様に注意をし、

目立たない様にと絶えず心配し、長いものに巻かれながら必死に生きる社会。

 
そして、みんなと違っている意見の人をみんなで攻撃する社会。

　

　

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4月6日11:41
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート  
どるぴん @carapowa1 · 4月4日 
　

311後、横浜の70前後の男性が白癬菌が脳に感染し、入院して大変だったと聞いた。。。
 
健康であれば脳にいってもそこで暴れたりしないんだろうな。。。

https://t.co/Z9O1UqLB02
　

 
 

https://85358.diarynote.jp/


（４月５日）　我 は 我 。

https://85358.diarynote.jp/201704051646041564/

毀誉褒貶、なにするものぞ　我は我。

2017年4月5日 詩とか詞とか句とか歌とか、写真とか☆ コメント (1)
　

　

　

　きよほうへん　なにするものぞ　われはわれ。

　むぎの穂は　ふまれてそだつ　春嵐。

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201704051728176127/
 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月6日8:12
　

cmk2wl @cmk2wl · 3日3日前 

誰からも見られてないつもりで踊るんだ。

傷つくことなんてないつもりで愛するんだ。

https://85358.diarynote.jp/201704051646041564/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=12
https://85358.diarynote.jp/201704051646041564/
http://85358.diarynote.jp/201704051728176127/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


誰も聞いていないつもりで歌い、そして楽園（天国）にいるつもりで生きるんだ。

ウィリアム・パーキー

 
 
 



（４月８日）　再び針のむしろ地獄バイト４連勤の１日目。（－－；）

https://85358.diarynote.jp/201704080728271639/

（札幌 ぷらす ７℃。 ０．０３４ μ。狂風。）

2017年4月8日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

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

予定時間をだいぶオーバーしてしまいました。

０６：５４。

おはようございます。

再び針のむしろ地獄バイト４連勤の１日目。（－－；）

札幌はちょっくらトンデモな暴風。（＠＠；）

気温７℃。（おととい１７℃。…）

ちょっくら通勤で（も）苦労させられそうです…（－－；）…★

さくさく情報チェックだけ往きます…。

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

2017年04月08日（土）【当日】
01:00 0.031 0.030 0.031 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.031 0.030 0.031 6 

https://85358.diarynote.jp/201704080728271639/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201704080728271639/
https://85358.diarynote.jp/201704080728271639/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170408/85358_201704080728271639_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170408/85358_201704080728271639_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170408/85358_201704080728271639_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs&list=RDQMSZmPtOaoBms
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


04:00 0.031 0.030 0.031 6 
05:00 0.031 0.030 0.031 6 
06:00

…しばらくこの辺で落ち着いててくれると、
そんなに大変じゃないんで、生存確率が上がってアリガタイんですが…。

ぉや？ツイッタが停まってる…？？（＠０７：０１）

northland44  @ n142e · 11 分11 分前 
#Radidas 2017/04/08 07:00(JST),0.05±0.01μSv/h,in37min,
北海道旭川市,
14670,5974,22,0.033,0.058,0.062 cabefb5c

northland44  @ n142e · 14分14分前 
#Radidas_Alert 2017/04/08 07:00(JST) 【注意報(新規)】 日常線量注意 24時間平均線
量(0.062μSv/h)が平常値0.033の1.15倍をこえています。

あ、動いた動いた☆

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

4月8日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C82GII0UMAAzuqq.jpg

4月8日1時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が436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/C80xps8UQAAGOl5.jpg

★【M2.6】北海道南西沖 深さ15.5km 2017/04/07 23:53:22

https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C82GII0UMAAzuqq.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C80xps8UQAAGOl5.jpg


4月7日19時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が411箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C8zdW-RUwAAOgB4.jpg

◆【M4.7】EAST OF THE KURIL ISLANDS 48.0km 2017/04/07 17:23:08 JST[UTC+9]

◆【M2.6】釧路地方 深さ135.0km 2017/04/07 17:07:40

4月7日13時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が428箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C8yKvb-VwAA_M3o.jpg

＊【M2.9】下北半島付近 深さ105.9km 2017/04/07 12:34:21

◆【M2.7】釧路地方 深さ89.8km 2017/04/07 10:24:57

4月7日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C8w8i4mUIAADqpY.jpg

お♪　超〜すげぇ久しぶりに♪　１００超え多♪♪

　　↓

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

2017-04-07 (金) 102 
☆ 日記更新 
2017-04-06 (木) 77 
☆ 日記更新 
2017-04-05 (水) 73 

https://pbs.twimg.com/media/C8zdW-RUwAAOgB4.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C8yKvb-VwAA_M3o.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C8w8i4mUIAADqpY.jpg


☆ 日記更新 
2017-04-04 (火) 57 
☆ 日記更新 
2017-04-03 (月) 64 
☆ 日記更新 
2017-04-02 (日) 59 
☆ 日記更新 
2017-04-01 (土) 55 
☆ 日記更新 
2017-03-31 (金) 79 
☆ 日記更新 
2017-03-30 (木) 79 
☆ 日記更新 
2017-03-29 (水) 65 
☆ 日記更新 
2017-03-28 (火) 65 
☆ 日記更新 
2017-03-27 (月) 55 
☆ 日記更新 
2017-03-26 (日) 48 
☆ 日記更新 
2017-03-25 (土) 62 
☆ 日記更新 
2017-03-24 (金) 88 
☆ 日記更新 
2017-03-23 (木) 84 
☆ 日記更新 
2017-03-22 (水) 84 
☆ 日記更新 
2017-03-21 (火) 75 
☆ 日記更新 
2017-03-20 (月) 71 
☆ 日記更新 
2017-03-19 (日) 72 
☆ 日記更新 
2017-03-18 (土) 72 
☆ 日記更新 



2017-03-17 (金) 79 
☆ 日記更新 
2017-03-16 (木) 77 
☆ 日記更新 
2017-03-15 (水) 88 
☆ 日記更新 
2017-03-14 (火) 73 
☆ 日記更新 
2017-03-13 (月) 77 
☆ 日記更新 
2017-03-12 (日) 71 
☆ 日記更新 
2017-03-11 (土) 70 
☆ 日記更新 
2017-03-10 (金) 87 
☆ 日記更新 
2017-03-09 (木) 113 
☆ 日記更新 
2017-03-08 (水) 78 
☆ 日記更新 
2017-03-07 (火) 73 
☆ 日記更新 
2017-03-06 (月) 73 
☆ 日記更新 
2017-03-05 (日) 60 
☆ 日記更新 
2017-03-04 (土) 56 
☆ 日記更新 
2017-03-03 (金) 95 
☆ 日記更新 
2017-03-02 (木) 81 
☆ 日記更新 
2017-03-01 (水) 80 
☆ 日記更新 
2017-02-28 (火) 62 
☆ 日記更新 
2017-02-27 (月) 71 



☆ 日記更新 
2017-02-26 (日) 48 
☆ 日記更新 
2017-02-25 (土) 55 
☆ 日記更新 
2017-02-24 (金) 73 
☆ 日記更新 
2017-02-23 (木) 91 
☆ 日記更新 
2017-02-22 (水) 90 
☆ 日記更新 
2017-02-21 (火) 78 
☆ 日記更新 
2017-02-20 (月) 69 
☆ 日記更新 
2017-02-19 (日) 62 
☆ 日記更新 
2017-02-18 (土) 54 
☆ 日記更新 
2017-02-17 (金) 74 
☆ 日記更新 
2017-02-16 (木) 94 
☆ 日記更新 
2017-02-15 (水) 83 
☆ 日記更新 
2017-02-14 (火) 58 
☆ 日記更新 
2017-02-13 (月) 76 
☆ 日記更新 
2017-02-12 (日) 76 
☆ 日記更新 
2017-02-11 (土) 57 
☆ 日記更新 
2017-02-10 (金) 124 
☆ 日記更新 
2017-02-09 (木) 87 
☆ 日記更新 



2017-02-08 (水) 109 
☆ 日記更新 
2017-02-07 (火) 79 
☆ 日記更新 
2017-02-06 (月) 76 
☆ 日記更新 
2017-02-05 (日) 89 
☆ 日記更新 
2017-02-04 (土) 93 
☆ 日記更新 
2017-02-03 (金) 119 
☆ 日記更新 
2017-02-02 (木) 125 
☆ 日記更新 
2017-02-01 (水) 87 
☆ 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4月9日6:56
　

cmk2wlさんがリツイート  
cmk2wl @cmk2wl · 2016年11月16日

一人でいる時に、さみしいと思うなら、貴方は悪い仲間に入っているということだ。

サルトル

　

　

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4月9日7:52
　

2017年04月08日（土）【前日】
01:00 0.031 0.030 0.031 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.031 0.030 0.031 6 
04:00 0.031 0.030 0.031 6 
05:00 0.031 0.030 0.031 6 
06:00 0.031 0.030 0.031 6 
07:00 0.031 0.030 0.031 6 
08:00 0.031 0.030 0.030 6 
09:00 0.031 0.030 0.031 6 
10:00 0.031 0.030 0.031 6 
11:00 0.031 0.030 0.031 6 
12:00 0.031 0.030 0.031 6 
13:00 0.031 0.030 0.030 6 
14:00 0.031 0.030 0.030 6 
15:00 0.032 0.030 0.031 6 
16:00 0.031 0.030 0.031 6 
17:00 0.031 0.031 0.031 6 
18:00 0.031 0.030 0.031 6 
19:00 0.031 0.030 0.031 6 
20:00 0.031 0.030 0.031 6 
21:00 0.031 0.030 0.030 6 
22:00 0.031 0.030 0.031 6 
23:00 0.031 0.030 0.031 6 
24:00 0.031 0.030 0.031 6
　

 



（４月９日）　（いま職場で無視イジメに遭っているのも、　…逆恨み…ｗ（－－＃
）ｗ…★）

https://85358.diarynote.jp/201704090719458156/

（ぐちり返しの作業栗鼠１匹目）

2017年4月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=PYdrhTL3VBk
Stacey Kent - One Note Samba (Lisbon, Oct. 2013) 

ホワイトフード @whitefood1 · 3 時間3 時間前

ガイガーカウンターAPPに実際の空間線量を示すヒートマップを付けました。今朝の
空間線量は添付の画像です。

https://appsto.re/jp/bxubbb.i
https://pbs.twimg.com/media/C86sEcXVwAED-SL.jpg

遅めのお早うございますになっちゃいました。

０６：５６でした。

札幌はぷらす７℃…だったかな？
曇りと晴れのあいだの天気。ほぼ無風。予報は晴天。

個人的には快食快眠快運。（＾＾；）

昨日はなぜか唐突に長年の念願というかほとんど「悲願」だった（＾＾；）

「札幌で、誰かとご飯」が実現されたのですが…

https://85358.diarynote.jp/201704090719458156/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201704090719458156/
https://85358.diarynote.jp/201704090719458156/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170409/85358_201704090719458156_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170409/85358_201704090719458156_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170409/85358_201704090719458156_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PYdrhTL3VBk
https://appsto.re/jp/bxubbb.i
https://pbs.twimg.com/media/C86sEcXVwAED-SL.jpg


そしてやはり何故か？というか「やはり」というか、

一方的に「ぐち」を聞かされるハメになっちゃいまして…（－－；）…★

cmk2wlさんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 11時間11時間前 
cmk2wl

「ストロンチウム90が
　引き起こす問題というのは、

　あまり知られていないのが、

　カルシウムと

　同じように骨だけじゃなく、

　脳にも入り込んで

　神経にダメージを与えるため

　特に脳の発達に

　支障をきたすようになる。」

スターングラス博士

…そうそう。私が「人間観察好きだが、人づきあいが嫌い」になっちゃったのは、
どういうわけか、どの人もどの人も、私の顔を見れば「愚痴しか言わない」からでした…★

（いま職場で無視イジメに遭っているのも、顔を合せれば同じ愚痴と

　とにかく他人の悪口と妬み嫉みしか言わない、という世にも不毛な人物に、

「たまには愚痴と悪口いがいの話も聞きたいですね」と、

拒絶して放り出してしまったための…逆恨み…ｗ（－－＃）ｗ…★）

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年10月26日 



返信先: @cmk2wlさん

「人は自分の生き方にたいへん固執しているので、それを変えようとする人物、

表面的に変えるのではなく核心において変えようとする人物は敬遠される。怖がら

れる。」

オショー

…なんで他人の職場の愚痴、しかも「他の職場」の愚痴を、
しかも美味しく楽しかるべき昼食どきに、

聞かされなくてはいけないんでしょうか…

（－－；）

私ソレ関係ないし！

解決する気すらなくて、ただ「愚痴ってるだけ」って…後ろ向きすぎるし！

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前

水のようになれ。断言するな。対象に合わせろ。そうすれば何か方法が見えてくるは

ずだ。

ブルース・リー

　　↑

　いや、ムリ。

　てか、イヤ。

…やはり、私は、他人に「しがみつかれて後ろ（低いレベル）に引きずり落とされる
」

くらいなら。

ひとり、孤絶して断崖絶壁に立つほうが、性に合っていますね…★ｗｗｗ

cmk2wlさんがリツイート 



cmk2wl @cmk2wl · 2016年11月16日 

一人でいる時に、さみしいと思うなら、貴方は悪い仲間に入っているということだ。

サルトル

求む！

前向きでまっとうな、社会問題を騙れる「対等レベルの」

りある友人知人層〜ッ！！

（…まず私が「プロの物語作家にならなきゃだめ！」って話ね…☆）
　ｗ（＾□＾；）ｗ

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
返信先: @cmk2wlさん

この雨も関係している。

https://pbs.twimg.com/media/C85va4YU0AY0s0v.jpg

傾国…もとい【！警告！】

たとえ誰であろうと！

「解決策を求めての相談」ではない、「たんなる愚痴と悪口」は…

私は、【 受け付けません！】

（そんな無駄作業する余裕は、私にこそ、無い！）

https://pbs.twimg.com/media/C85va4YU0AY0s0v.jpg


cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 

批判するな。

自分自身を批判する前に。

批判するな。

批判される覚悟がないのなら。

ボブ・マーリー

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
返信先: @cmk2wlさん 

「放射能が降り注ぐことで微生物が住む土壌生態系が沸騰、活性化し、

凶暴なウイルス次々と生まれる一方で良性のバクテリアが死滅した。」

アレクセイ・V・ヤブロコフ博士 "チェルノブイリ”

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

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

https://twitter.com/44n142e

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


northland44  @ n142e · 19 分19 分前 
#Radidas 2017/04/09 07:30(JST),0.07±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.033,0.063,0.062 64acb082

northland44  @ n142e · 22分22分前 
#Radidas_Alert 2017/04/09 07:30(JST) 【注意報(新規)】 日常線量注意 24時間平均線
量(0.062μSv/h)が平常値0.033の1.15倍をこえています。

https://twitter.com/whitefood1

4月9日8時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が587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/C87QBo2V0AAYVx4.jpg

4月9日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C87PuVxVoAAXCls.jpg

4月9日2時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が457箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/C859g1zUwAAOlvH.jpg

4月8日19時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が487箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C84pMlwUAAAtcoV.jpg

4月8日13時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が400箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C83WpQEUAAAXN--.jpg

4月8日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

https://twitter.com/whitefood1
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C87QBo2V0AAYVx4.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C87PuVxVoAAXCls.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C859g1zUwAAOlvH.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C84pMlwUAAAtcoV.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C83WpQEUAAAXN--.jpg


http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C82GII0UMAAzuqq.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前

「科学でなく心に従え。」

イレブンス・アワー 第14話 「Minamata／水俣」

　ほんとうの科学と哲学は、

　常に心と合致する。

 
 
　土岐真扉

 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月9日8:41
　

…ということで

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C82GII0UMAAzuqq.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


「じぶん愚痴」で終わりましたので、

本日、地震情報は未チェック！★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月10日6:54
　

2017年04月09日（日）【前日】
01:00 0.031 0.030 0.031 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.031 0.030 0.031 6 
04:00 0.031 0.030 0.031 6 
05:00 0.031 0.031 0.031 6 
06:00 0.031 0.030 0.031 6 
07:00 0.031 0.030 0.031 6 
08:00 0.031 0.031 0.031 6 
09:00 0.031 0.030 0.031 6 
10:00 0.031 0.030 0.031 6 
11:00 0.031 0.030 0.031 6 
12:00 0.031 0.031 0.031 6 
13:00 0.031 0.031 0.031 6 
14:00 0.032 0.031 0.031 6 
15:00 0.031 0.031 0.031 6 
16:00 0.031 0.031 0.031 6 
17:00 0.031 0.031 0.031 6 
18:00 0.031 0.030 0.031 6 
19:00 0.031 0.030 0.031 6 
20:00 0.031 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.031 6 
22:00 0.032 0.031 0.031 6 
23:00 0.032 0.031 0.031 6 
24:00 0.031 0.030 0.031 6
　

　

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11月8日9:07
　

OTL49さんがリツイート 
Alpsハイジ @alpsmama · 11月1日 

愚痴る必要もなく解決していくと自然に建設的な人達ばかり仲間になって、不毛な時間が少なく

なる。

自分だけでなく相手の楽しい時間まで奪う意味を皆が知ってる。

思考停止で何も対処せず不満を言うだけの人達は恐らく誰かの愚痴も聞く必要もあるから

メンバー数の掛け算で時間が減るはず。益々解決しない

　

 
 

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


（４月９日）　今日も隔離監視イヤガラ席。／ガン無視キャバ上司がわざわざ隣に座っ
て／終日ガン無視し続ける。

https://85358.diarynote.jp/201704092233076792/

パワハラの記録。(-_-#)

2017年4月9日 就職・転職 コメント (6)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=D3OZyxBH8Kw
Olivia Ong - One Note Samba 

（4月9日） パワハラの記録。(-_-#)
2017年4月8日 就職・転職 コメント (2)

元キャバ嬢（多分）リーダー、

またもやロッカーでガン無視。

(-_-#)

んで

今日も隔離監視イヤガラ席。

(`ヘ´)

ガン無視キャバ上司がわざわざ隣に座って終日ガン無視し続ける、という、

嫌がらせ最上級活用。（＝＝＃）

断固絶賛サボタージュ（怠業）

https://85358.diarynote.jp/201704092233076792/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201704092233076792/
https://85358.diarynote.jp/201704092233076792/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170409/85358_201704092233076792_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170409/85358_201704092233076792_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170409/85358_201704092233076792_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=D3OZyxBH8Kw


工作再開！(`ヘ´)！

…と思ってたら風呂土場吟ずsvとアルパカ狼さんが出勤して来ちゃったので、怒りが
腰砕けに…

…(-"-;)…

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月9日15:51

道は続くよ、

先へ 先へと！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月9日20:12

20時10分、帰りのロッカー室でも見事に完無視。

　　恥　知　ら　ず　。

目上にコビ売りは

見苦しいばかりなんだがねぇ。

(ノ-o-)ノ　┫ 



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

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月9日22:43
　

んで結局。（－－＃）

アルパカ狼さんが何故か一瞬だけ交代して隣に（遠いけど）座ってたりして、

一瞬だけ怒りを忘れてうっかりまじめに仕事しちゃったんですが★

（－－＃）

そのアルパカ狼さんまで私を完無視して、キャバ情死とばかりこれみよがしに仲良ししている

ので、

ヘソが再び１８０度回転しまして。（－－＃）★

みごとｗ（＾ｗ＾）ｗ★

初期目標通り、「営業成績最低ライン！」

（※　私は怒られないが、部署全体としてはいつもは私が「嵩上げ」してる分だけ一気にダダ下

がりで、　

　管理者どもが昏い闇屠（くあいあんと）怪社から怒られる。というレベルに…ｗｗｗ）

えぇｗ

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


その気になれば「釣れる魚」を、少なくとも４匹は！

　「ワザと！」逃がしてやりましたよ…ｗｗｗ

（「営業成績トップ」だった私の時給をイヤガラセの為だけに無理くり下げておいて！

「営業成績だけ」維持してもらえて、自分たちのボーナス査定だけは安泰だなんて…

　アホなこと、考えてたわけぇ？！！！！

　死ね！

　ぜんいん死にやがれ！

　べくれカッツェ魔クゴナガル！

　おまえは死ぬまで赦さない！　死ね!!

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月9日23:59
　

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

他人に注意する者は、それが正しい要求であると信じていればいるほど、覚悟しなければなら

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


ない。

自分はいまたいそう傲慢な行為に出ているのだから、無傷で相手を動かすことができるというお

めでたい

期待などしてはならないこと、を。

中島義道

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月12日17:46
　

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 

柔軟であれ。人は生きている時は柔軟である。

死ねば人は固くなる。

肉体であれ、心であれ、魂であれ、柔軟が生であり、硬直は死である。

ブルース・リー

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月12日22:20
　

060
37
37
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月12日22:21
　

060
3773 ☆彡

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


　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月14日12:03
　

amaちゃんだ @tokaiama · 6時間6時間前
 
避難移住を阻止するため、政府・福島県はマスコミに避難いじめを故意に大きく報道させている

　

 
http://www.asyura2.com/16/genpatu47/msg/772.html …

「いじめ」（虐待＝軽犯罪）は、あるさ★

でも、「強制被曝」（殺害）よりは…マシだね！！
　

　

 

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


（４月９日）　怒りで胃袋が煮えくりかえっていて痛くて眠れそうにない。

https://85358.diarynote.jp/201704092355525065/

かい、ばい、補遺ッ！　（１）

2017年4月9日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=z2nPIV6D-TM
One Note Samba - Micheller Myrtill 

（承前）

怒りで胃袋が煮えくりかえっていて痛くて眠れそうにないので

、

朝やれなかった地震のチェックだけしちゃいます〜★

https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
 
 
◆【M2.5】根室半島沖 深さ41.9km 2017/04/09 08:14:33

4月9日8時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が
587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/C87QBo2V0AAYVx4.jpg

4月9日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯します。詳し
くはこちらでご確認いただけます。 http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C87PuVxVoAAXCls.jpg

4月9日2時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が457箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/C859g1zUwAAOlvH.jpg

https://85358.diarynote.jp/201704092355525065/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201704092355525065/
https://85358.diarynote.jp/201704092355525065/
https://www.youtube.com/watch?v=z2nPIV6D-TM
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C87QBo2V0AAYVx4.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C87PuVxVoAAXCls.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C859g1zUwAAOlvH.jpg


★【M3.7】浦河南方沖 深さ63.1km 2017/04/09 00:09:12

▲【M2.5】大雪山系 深さ191.8km 2017/04/08 22:45:25

＊【M2.9】津軽半島付近 深さ174.6km 2017/04/08 22:02:29

★【M2.9】青森県東方沖 深さ56.0km 2017/04/08 20:19:48

4月8日19時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が487箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/C84pMlwUAAAtcoV.jpg

◆【M2.5】根室半島沖 深さ72.0km 2017/04/08 18:19:10

★【M2.6】十勝地方南東沖 深さ100.0km 2017/04/08 17:57:07

◆【M3.4】国後島近海 深さ82.9km 2017/04/08 17:18:31

★【M2.8】十勝地方南東沖 深さ59.3km 2017/04/08 16:52:24
★【M2.5】十勝地方南東沖 深さ92.5km 2017/04/08 16:01:37

◆【M2.8】根室半島沖 深さ40.0km 2017/04/08 13:57:02

4月8日13時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が400箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/C83WpQEUAAAXN--.jpg

★【M2.5】十勝地方南東沖 深さ64.0km 2017/04/08 12:08:23

4月8日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯します。詳し
くはこちらでご確認いただけます。 http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C82GII0UMAAzuqq.jpg

 
 

コメント

https://pbs.twimg.com/media/C84pMlwUAAAtcoV.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C83WpQEUAAAXN--.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C82GII0UMAAzuqq.jpg


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月10日0:11
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
澤田愛子 @aiko33151709 · 4時間4時間前 

私が非常に怖いと思うのは、「共謀罪法」という恐ろしい法律が国会で審議されているのに、

この国のほとんどの人が今も関心を示さず、目先のことで頭がいっぱい。

共謀罪怖いを言う人を胡散臭そうな目で見ていることだ。

自分には関係ないと思っているのだろうが、こんな状況こそ安倍政権の望むところだ。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月10日0:11
　

寝ます☆
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https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（４月10日）　地獄バイト４連勤の３日目。（－－；）★

https://85358.diarynote.jp/201704100655468813/

札幌 ０．０３２ μ。（公称）／（大通公園 ０．０４０ μ ）。気
温＋８℃。晴天。

2017年4月10日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=btmSuNcxiIU
★ Sis Puella Magica! (Vocals, Orchestra) original ver. | Madoka Magica 

おはようございます。

早くも４月１０日の、

辛くも０６時４０分に、ＰＣ起こしました。

幸先は良さそうな数字ですね。（＾＾）

地獄バイト４連勤の３日目。（－－；）★

今日は多分、べくれカッツェ魔クゴナガルがいやがる日（－－；）なので、

生きたくない気持ちで胃痛がＭＡＸですが…★

札幌は６時の気温が８℃。

「ぷらす」を付けるのを忘れる日々になってきました。

ついに今朝は、ストーブを点けずに、「太陽暖房」だけで室温１６℃…♪

美麗に輝く白雲が多めの晴天。ガンガンでぎんぎんな陽光。

半年ぶりに！（＾＾）！

https://85358.diarynote.jp/201704100655468813/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201704100655468813/
https://85358.diarynote.jp/201704100655468813/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170410/85358_201704100655468813_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170410/85358_201704100655468813_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170410/85358_201704100655468813_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=btmSuNcxiIU


「直射日光に布団を干せる」日々に突入…♪
　　↑

（※安アパートなので、窓が東側にしかない★）

終日降水確率…０％！

さくさく情報チェック往きます…★

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201704092355525065/

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

2017年04月10日（月）【当日】札幌
01:00 0.031 0.030 0.031 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.031 0.031 0.031 6 
04:00 0.031 0.031 0.031 6 
05:00 0.031 0.030 0.031 6 
06:00

northland44  @ n142e · 27 分27 分前 
#Radidas 2017/04/10 06:30(JST),0.09±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.033,0.067,0.062 30202739

northland44  @ n142e · 30分30分前 
#Radidas_Alert 2017/04/10 06:30(JST) 【注意報(新規)】 日常線量注意 24時間平均線
量(0.062μSv/h)が平常値0.033の1.15倍をこえています。

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

4月10日8時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が450箇所以上存在します

http://85358.diarynote.jp/201704092355525065/
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map


。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/C9Ab5XUUQAAP75I.jpg

4月10日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C9AZUA2UIAAdoo0.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 5 時間5 時間前 
4月10日2時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が383箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C8_JZJlUAAAPnk-.jpg

◆【M3.1】国後島近海 深さ118.5km 2017/04/10 00:25:42

◆【M2.8】北海道東方沖 深さ3.9km 2017/04/10 00:14:19

4月9日20時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が378箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C891ImhUwAAG1ZO.jpg

◆【M3.4】根室半島沖 深さ43.1km 2017/04/09 16:58:08
　　↑

　【最大震度1】(気象庁発表) 根室半島南東沖 深さ約50km 
　【M3.2】 9日16時58分頃発生 

4月9日14時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が661箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C88iiO9UMAACJ5w.jpg

◆【M2.5】根室半島沖 深さ41.9km 2017/04/09 08:14:33

4月9日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C9Ab5XUUQAAP75I.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C9AZUA2UIAAdoo0.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C8_JZJlUAAAPnk-.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C891ImhUwAAG1ZO.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C88iiO9UMAACJ5w.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social


http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C87PuVxVoAAXCls.jpg

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月11日7:18
　

2017年04月10日（月）【前日】
01:00 0.031 0.030 0.031 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.031 0.031 0.031 6 
04:00 0.031 0.031 0.031 6 
05:00 0.031 0.030 0.031 6 
06:00 0.031 0.030 0.031 6 
07:00 0.031 0.030 0.031 6 
08:00 0.031 0.030 0.031 6 
09:00 0.031 0.030 0.031 6 
10:00 0.031 0.030 0.030 6 
11:00 0.031 0.030 0.031 6 
12:00 0.031 0.030 0.031 6 
13:00 0.031 0.031 0.031 6 
14:00 0.031 0.031 0.031 6 
15:00 0.031 0.031 0.031 6 
16:00 0.032 0.030 0.031 6 
17:00 0.031 0.030 0.031 6 
18:00 0.031 0.030 0.031 6 
19:00 0.031 0.031 0.031 6 
20:00 0.031 0.030 0.031 6 
21:00 0.031 0.031 0.031 6 
22:00 0.032 0.031 0.031 6 

https://pbs.twimg.com/media/C87PuVxVoAAXCls.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


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

 
 



（４月10日）　ＰＴＳＤ発症。(∋_∈)

https://85358.diarynote.jp/201704100848117374/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月10日10:27
　

パワハラ続きのストレスで

ＰＴＳＤ発症。(∋_∈)
胃が痛すぎて

吐き気とめまいがする。

還りたい…(ToT)…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月10日10:36
　

敗けない。

 
吐くときは、

ベクレカッツェ魔クゴナガルの頭の上に！(`ヘ´)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月10日14:32
　

14:15、ベクレカッツェ魔クゴナガル室長、廊下で完無視。
(`ヘ´)
　

　

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月10日14:33
　

その他の展開はオソモロシイ事態になってるのでウカツに書けないｗ(^。^;)ｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月10日22:55
　

何一つまじめに深刻に考えられないのは被曝による脳障害かも知れず、

だとしたらもはや自分では自覚も出来ないレベルで、ラリホ〜でハイホ〜なまま死ねるなら、

ある意味さいわい。(-.-;)
　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（４月11日）　地獄の二丁目バイトの最終日。

https://85358.diarynote.jp/201704110738244363/

（札幌 ＋４℃。　０．０３２ μ）／【 旭川 ０．０６５ μ 】 。

2017年4月11日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=gKGREf7wDdc
[HD] The Shire Theme Extended 

（承前）

おはようございます。

０７：０７になっちゃいました。（＾＾）

札幌は午前５時で４℃（プラスで！）。

風が強く、「寒く」感じます。予報は午後から雨。

昨日の件についてあれこれゆっくり書き留めて思索を深めておきたいところなんですが、

今朝はもちろん地獄の二丁目バイトの最終日なので時間がありません。

（メモだけ。）

・歯が折れた！

・石筍…もとい席順というか座席配置が、「隔離監視」なんだけど同時に、
　「いじめからガード？」されてた。（＾＾；）

・霊的に「歯が折れる」夢は「吉夢」。

・だけどこんなに「危機感」やリアル生活感覚がゼロで、大丈夫なのか私の脳？？

https://85358.diarynote.jp/201704110738244363/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201704110738244363/
https://85358.diarynote.jp/201704110738244363/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170411/85358_201704110738244363_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170411/85358_201704110738244363_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170411/85358_201704110738244363_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=gKGREf7wDdc


以上。もし覚えていたら明日以降！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年04月11日（火）【当日】
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.030 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00

northland44  @ n142e · 2 時間2 時間前 
#Radidas_Alert 2017/04/11 05:00(JST) 【注意報(新規)】 日常線量注意 24時間平均線
量(0.065μSv/h)が平常値0.033の1.15倍をこえています。

northland44  @ n142e · 3時間3時間前 
#Radidas 2017/04/11 04:30(JST),0.07±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.033,0.065,0.064 b37d29c6

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

4月11日8時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が481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/C9FnxHqUAAIz46Q.jpg

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

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C9FnxHqUAAIz46Q.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social


https://pbs.twimg.com/media/C9Fi52lUAAAQgbU.jpg

4月11日2時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が353箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C9EVSBYVoAAi-Fg.jpg

4月10日20時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が414箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C9DA8F6UwAA6iOl.jpg

★【M2.6】浦河南方沖 深さ31.8km 2017/04/10 16:40:01

◆【M2.8】根室半島沖 深さ79.1km 2017/04/10 16:14:58

4月10日14時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が454箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C9BuaS5UMAAB9p0.jpg

☆【M3.3】北海道北西沖 深さ235.2km 2017/04/10 11:24:40

◆【M3.1】根室半島沖 深さ42.4km 2017/04/10 09:54:24
◆【M2.8】根室半島沖 深さ58.8km 2017/04/10 09:17:09

4月10日8時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が450箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C9Ab5XUUQAAP75I.jpg

4月10日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C9AZUA2UIAAdoo0.jpg
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月12日7:41
　

2017年04月11日（火）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.030 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.031 0.031 0.031 6 
07:00 0.031 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.030 0.031 6 
09:00 0.031 0.030 0.031 6 
10:00 0.031 0.030 0.031 6 
11:00 0.031 0.030 0.031 6 
12:00 0.031 0.031 0.031 6 
13:00 0.031 0.031 0.031 6 
14:00 0.031 0.031 0.031 6 
15:00 0.031 0.031 0.031 6 
16:00 0.031 0.030 0.030 6 
17:00 0.031 0.031 0.031 6 
18:00 0.031 0.031 0.031 6 
19:00 0.031 0.030 0.031 6 
20:00 0.031 0.030 0.031 6 
21:00 0.033 0.031 0.032 6 
22:00 0.034 0.032 0.034 6 
23:00 0.035 0.034 0.035 6 
24:00 0.035 0.033 0.034 6
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（４月15日）　虐待者 リータ ス奇ーター 。

https://85358.diarynote.jp/201704150853458760/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月15日15:35
　

…また有職ホームレスの人が、休憩室で「椅子３つ占領」して寝てる…(-”-;)…★

大卒だろう成人男子に時給３桁台のバイトしか仕事がなくて、アパートも借りられずに？

休憩室で仮眠生活って…

どういう貧困国だよ…
(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月15日21:45
　

先ほど何とか無事故で帰投。

(∋_∈)
　

今日もたいへん不愉快な一日でした。(-_-#)
不快過ぎて吐き気とめまいがします。(∋_∈)
　

あんまり不快なんで逆に業務に集中してたら

ウッカリ営業成績がウナギノボリに。★(-”-;)★
　

これで私がアリエナイ減給され済みで、稼いだ成績は全て

虐待者リータス奇ーターのボーナス査定に使われる？(-_-#)てんだから、理不尽にも程がある…。

早く死ねリータ！

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


一日も早く死んでしまえッ！

(*｀θ´*)Ｏ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月16日8:50
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl 

つねに真実を話さなくちゃならない。

　

なぜなら真実を話せば、あとは相手の問題になる。

　

ショーン・コネリー

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（４月16日）　逝きたくない　逝きたくない…★（－－；）★

https://85358.diarynote.jp/201704160709232197/

【 泊原発 沖 Ｍ３．２ 】。

2017年4月16日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

おはようございます。０６：４６です。

札幌はこの時間ですでにプラス１１℃！

…もあります…（＠＠；）…★

服装と体調の管理が難しいです…★

（曇り？強風。狂ったような直射日光…）

４連勤の２日目。

　逝きたくない

　逝きたくない…★（－－；）★

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

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

まぁ空気と水は、そんなに悪くないです…（＾＾；）…☆

（しかしこの倶知安（泊原発）の急上昇？はナニ…？？）⇒（画像１）

northland44  @ n142e · 19 時間19 時間前 
#Radidas 2017/04/15 12:00(JST),0.07±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.033,0.057,0.059 61b6a4dc

northland44  @ n142e · 19 時間19 時間前 
#Radidas_Alert 2017/04/15 12:00(JST) 【注意報(新規)】 日常線量注意 24時間平均線
量(0.059μSv/h)が平常値0.033の1.15倍をこえています。

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

※【M3.2】積丹半島北西沖 深さ7.2km 2017/04/16 05:37:44

★【M4.3】HOKKAIDO, JAPAN REGION 39.5km 2017/04/16 04:24:01JST, 2017/04/15
19:24:01UTC
　　↑

　【M4.7】青森県東方沖 深さ8.7km 2017/04/16 04:24:00

◆【M2.5】国後島近海 深さ63.6km 2017/04/16 03:47:30

4月16日3時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が294箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C9eS87QUwAI5y_9.jpg

★【M2.7】青森県東方沖 深さ16.4km 2017/04/16 03:01:33

4月15日21時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が334箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://pbs.twimg.com/media/C9eS87QUwAI5y_9.jpg


https://pbs.twimg.com/media/C9c-nH-V0AIm8xX.jpg

◆【M2.5】国後島近海 深さ103.2km 2017/04/15 16:51:55

4月15日15時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が565箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C9bp5NuUQAE49xV.jpg

4月15日9時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が347箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C9aXUIRUwAA9l8A.jpg

4月15日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C9aJQbWVYAAAL0D.jpg

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月17日6:53
　

2017年04月16日（日）【前日】
01:00 0.031 0.031 0.031 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.031 0.030 0.031 6 
04:00 0.031 0.030 0.031 6 
05:00 0.031 0.031 0.031 6 
06:00 0.031 0.031 0.031 6 
07:00 0.032 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.031 0.031 6 
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09:00 0.031 0.030 0.031 6 
10:00 0.032 0.030 0.031 6 
11:00 0.031 0.030 0.031 6 
12:00 0.032 0.031 0.031 6 
13:00 0.032 0.031 0.031 6 
14:00 0.031 0.031 0.031 6 
15:00 0.031 0.030 0.031 6 
16:00 0.031 0.030 0.031 6 
17:00 0.031 0.030 0.031 6 
18:00 0.031 0.030 0.031 6 
19:00 0.032 0.030 0.031 6 
20:00 0.031 0.031 0.031 6 
21:00 0.031 0.031 0.031 6 
22:00 0.031 0.030 0.031 6 
23:00 0.031 0.031 0.031 6 
24:00 0.031 0.031 0.031 6
 
 



（４月16日）　苛めの抑止力になりうる人が一人も居ない…ッ！

https://85358.diarynote.jp/201704161527289937/

【最低最悪】(∋_∈)

2017年4月16日 就職・転職 コメント (6)
　

本日も絶賛

【隔離監視イヤガラ席】。

連日何日め？

（明らかに故意でイヤガラセ）

（てか【懲罰房】扱い…

…(-_-#)…

　一体、なんのトガでっ？！）

★(`o´)★

しかも今日の当直が

フィル痴とリータ！(‾○‾;)！

それ見ただけで過去の過酷過ぎる虐待の数々がフラッシュバックしてＰＴＳＤ発症。

しかもピーターぱに非常識svが隣席。

しかも苛めの抑止力になりうる人が一人も居ない…ッ！

https://85358.diarynote.jp/201704161527289937/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201704161527289937/


…ヽ(ToT)ノ…

腹いてぇ。(-"-;)

もうこの際、妊婦でもハラノコごと呪い殺したいくらい、

腹立った…！(-_-#)！…★

全員死ね！

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月16日15:31
　

今日はナニ仕掛けられても、

誰も止めてくれないッ！

（；‾Д‾）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/
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2017年4月16日15:35
　

うん゛もう妊婦でも、

遠慮なく呪い殺す。

(-_-#)

私を虐めて

「免疫力を下げさせる」奴は、

全員、命の敵だ！

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月16日15:49
　

【無記名アンケート】で、

【職場環境の評価】を、

【上司に手渡し】（対面）で、

提出させる、

キチガイ怪社！ (`o´)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月16日21:49
　

まぁ何とか生還。(∋_∈)
神経憑かれ果てました…★
(ToT)
　

https://85358.diarynote.jp/
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ホントに最悪な扱いだったので、きっちり報復攻撃として、

部署の営業成績は

最低ランクに（故意に！ｗ）

墮としてやりました…ｗ

★ｗ(‾ー+‾)ｗニヤリ★
　

買い食い運は良し♪(⌒‐⌒)♪

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！ (’◇’)ゞ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月16日23:41
　

　

あたしの脳は（やっぱり）

被曝してるのかな？

(・_・)エッ......?

　

何も考えられない。(・_・;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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2017年4月17日5:17
　

まだ昇ってさえいない太陽の

輻射熱？で、

カラダ突き通りそうなくらい、

異様に熱い！（＞＜；）！

　

　

 



（４月17日）　地獄の４連勤の３日目。（－－；）

https://85358.diarynote.jp/201704170722262695/

（札幌＋５℃〜急上昇中。０．０３１μ）／１８日は発達した低

気圧が通過するため荒れた天気となるでしょう。

2017年4月17日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=K480BTMTpvo
You are my sunshine [lyrics] 
　　↑

（前項コメント末尾参照）

おはようございます。０６：４８です。

札幌は朝５時で５℃。現在…１０℃は超えてます…？？

ド晴天。ほぼ？無風。

何やら異様感が満載な夜明けでした。

個人的には地獄の４連勤の３日目。（－－；）

（みったくもないベクレカッツェ・魔クゴナガルもたぶん異る…（－－；）★
　…ので、非常に邪魔かつ不愉快予想…★）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
01:00 0.031 0.030 0.031 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.031 0.030 0.031 6 
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04:00 0.031 0.031 0.031 6 
05:00 0.031 0.031 0.031 6 
06:00

northland44  @ n142e · 22 分22 分前 
#Radidas 2017/04/17 06:30(JST),0.07±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.033,0.062,0.062 99c548ef

northland44  @ n142e · 23 分23 分前 
#Radidas_Alert 2017/04/17 06:30(JST) 【注意報(新規)】 日常線量注意 24時間平均線
量(0.062μSv/h)が平常値0.033の1.15倍をこえています。

…ネットの反応速度が異様に遅くて（－－；）★

作業が捗りません…★★

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【全国の天気 2017年4月17日】
今日は西日本や東日本の広いエリアで傘の出番となります。特に西日本や東海では、

強まる雨風や雷、低地での冠水に注意が必要です。交通機関に影響する恐れもある

ので、時間に余裕を持った行動を。一方、北海道では晴れて穏やかな週スタートとな

ります。

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

4月17日3時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が292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/C9je087UIAAAYVt.jpg

https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C9je087UIAAAYVt.jpg


＊【M2.6】津軽海峡 深さ124.6km 2017/04/17 04:39:11 

◆【M2.5】根室半島沖 深さ24.5km 2017/04/17 00:40:12

★【M3.5】青森県東方沖 深さ35.0km 2017/04/17 00:04:53

4月16日21時23分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が301箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C9iKnRpU0AAJbtH.jpg

★【M2.6】苫小牧南方沖 深さ96.8km 2017/04/16 18:11:24 

4月16日15時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が290箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C9g4CzNUIAAGT5t.jpg

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

頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。この情報は16日14:10まで有
効です。

https://pbs.twimg.com/media/C9gXoyVVoAABc7a.jpg

4月16日9時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が284箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C9flenNUQAAAUc3.jpg

4月16日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C9fS2dRUwAACXbs.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年04月16日 16:26】

https://pbs.twimg.com/media/C9iKnRpU0AAJbtH.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C9g4CzNUIAAGT5t.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C9gXoyVVoAABc7a.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/C9fS2dRUwAACXbs.jpg


北海道地方では、１８日は発達した低気圧が通過するため荒れた天気となるでしょう

。強風や高波に十分注意するとともに、大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川

の増水に注意してください。

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月17日8:50
　

中津川　昴 @subaru2012 · 21時間21時間前 
ホッカイドウニュース：

 
「巨大地震の可能性は根室」 専門家が指摘 60年で”60センチ”地盤沈下 ”ひずみ”限界へ　北海道
https://t.co/OQl8EEndmp
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月18日7:05
　

2017年04月17日（月）【前日】
01:00 0.031 0.030 0.031 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.031 0.030 0.031 6 
04:00 0.031 0.031 0.031 6 
05:00 0.031 0.031 0.031 6 
06:00 0.031 0.030 0.031 6 
07:00 0.031 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.030 0.031 6 
09:00 0.031 0.030 0.031 6 
10:00 0.031 0.030 0.030 6 
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11:00 0.031 0.030 0.030 6 
12:00 0.031 0.030 0.031 6 
13:00 0.031 0.030 0.031 6 
14:00 0.031 0.030 0.031 6 
15:00 0.031 0.030 0.030 6 
16:00 0.031 0.030 0.031 6 
17:00 0.031 0.030 0.030 6 
18:00 0.031 0.030 0.031 6 
19:00 0.031 0.031 0.031 6 
20:00 0.031 0.030 0.031 6 
21:00 0.031 0.030 0.031 6 
22:00 0.031 0.031 0.031 6 
23:00 0.031 0.030 0.031 6 
24:00 0.031 0.030 0.031 6
　

 



（４月17日）　「こんなに要らないよね。早番は 余るから、誰さんには辞めて貰おう
かｗ」

https://85358.diarynote.jp/201704180654576968/

（4月17日）　旧人イジメと新人研修。

2017年4月17日 就職・転職 コメント (1)

　

本日も座敷牢イヤガラ席。

(-_-#)

基本的に毎日同じ席というのは有り得ないシフト制の職場なので、

あからさまに個人攻撃だけが目的の

下劣な嫌がらせ。(-_-#)

どうも変だと思ったら、

新人研修開始。┐(’〜`#)┌

しかも昨日はアカラサマに、

居合わせたスタッフ全員に聞こえる大音量で、

「こんなに要らないよね。早番は 余るから、誰さんには辞めて貰おうかｗ」と、

私以外のイジメ対象者？らしい個人名をあげつらって笑い話にしている鬼畜管理者

ドモ。

(-_-#)

…聞いてる聞こえてる…。

そして今日はベクレカッツェ魔クゴナガルが、

「成績評価用資料が提出されてない！」とか怒ってたけど…

┐(-.-#)┌

https://85358.diarynote.jp/201704180654576968/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201704180654576968/


みんな、「あんたのマイナスにする為だけ評価」方に不服だから…

「まじめに提出するだけムダ」って理解した、だけじゃん…？

(ノ-o-)ノ　┫

そして案の定、

スタッフ全員に聞こえよがしで

「じゃ、勝手に【評価】するわよｗ　自己責任よねｗ」

とか、言い放ちやがった…

(ノ-o-)ノ　┫

聞こえてる！

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月17日15:40



時間ぎれ。

私の心理学（洗脳術）的

対抗【怠業】手法、

については、

また今度ｗ

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201704170900399929/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月17日22:38
　

先ほど無事帰投。

昨日よりはマシな一日でした。

(^_^;)

キングスリーsvが普通に会話してくれた御礼？に、
予定より１コ多く魚を釣り上げて業務成績に貢献してあげましたｗ

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（４月18日）　私物 ロッカー 開けられた。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201704190840352448/
　

（めも）すさまじくオトナゲ無さすぎる無視虐め。（4月18日）

魔クゴナガル完無視。

菓子無視。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201704180850104222/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月18日15:20
　

あ、切れてる…(-.-;)…

（本日ボケミス多発中★）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月18日15:27
　

個人的にはなにやら色々不穏な？動き。(・_・;)？

弔とでるか繁とでるか（違

場合によっては歯医者がよいのかたわら、

ハロワと労基署がよいと、

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


もしかして法テラスもか？

(-”-;)

「２正面作戦」は、

避けたいなぁ…(ToT)…

（原稿が牡蠣鯛！）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月18日20:32
　

私物ロッカー開けられた。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月18日22:55
　

先ほど何とか無事故で生還。

(-.-;)

買い物運はそこそこでしたが、

機嫌はあまり

よろしくありません。(-_-#)

魔クゴナガルと

エルさんについては、

思い出すだけで安眠妨害なので

またあした〜★

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月19日8:36
　

０６

０４３

００☆彡
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（４月18日）　思い出すだけで安眠妨害。

https://85358.diarynote.jp/201704190840352448/

（めも）すさまじくオトナゲ無さすぎる無視虐め。（4月18日）

2017年4月18日 就職・転職

　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月18日15:27

個人的にはなにやら色々不穏な？動き。(・_・;)？

弔とでるか繁とでるか（違

場合によっては歯医者がよいのかたわら、

ハロワと労基署がよいと、

もしかして法テラスもか？

(-”-;)

「２正面作戦」は、

避けたいなぁ…(ToT)…

（原稿が牡蠣鯛！）

（めも）すさまじくオトナゲ無さすぎる無視虐め。（4月18日）

https://85358.diarynote.jp/201704190840352448/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


魔クゴナガル完無視。

菓子無視。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月18日20:32

私物ロッカー開けられた。 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月18日22:55

先ほど何とか無事故で生還。

(-.-;)

買い物運はそこそこでしたが、

機嫌はあまり

よろしくありません。(-_-#)

魔クゴナガルと

エルさんについては、

思い出すだけで安眠妨害なので

またあした〜★

(ノ-o-)ノ　┫

 
 
 



（４月22日）　地獄バイト４連勤の初日★

https://85358.diarynote.jp/201704220718033181/

【Ｍ４．４】【M４．２】【M４．２】【M４．１】…北海道
／（札幌 ０．０３５ μ。＋３℃。雨。）（－－；）。

2017年4月22日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=sGAieDXxGKY
銀河漂流バイファムOP Full 

遅め…でもないかな、おはようございます。
０６：５５です。

札幌は雨。（－－；）

気温…＋…３℃…!?（＠＠；）★

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1492811400/1011-0010-101000-201704220650.gif?
t=1492812036
（０６：４０〜０６：５０）

通勤どうしよう…の、地獄バイト４連勤の初日★
（－－；）

さくさく情報チェックのみ往きます…

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

https://85358.diarynote.jp/201704220718033181/
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https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1492811400/1011-0010-101000-201704220650.gif?t=1492812036
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


01:00 0.035 0.035 0.035 6 
02:00 0.035 0.034 0.034 6 
03:00 0.034 0.032 0.033 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00

…まぁ
「気温が下がれば

　線量も下がる。」の法則じゃあるんですが…（＾＾；）。

すでに子育て真っ盛り（－－；）の、カラスさんやヒバリさん達が心配なんです…★

northland44  @ n142e · 3分3分前 
#Radidas 2017/04/22 07:00(JST),0.08±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.033,0.057,0.062 14830f00

northland44  @ n142e · 5分5分前 
#Radidas_Alert 2017/04/22 07:00(JST) 【注意報(新規)】 日常線量注意 24時間平均線
量(0.062μSv/h)が平常値0.033の1.15倍をこえています。

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

◆【M4.1】北海道東方沖 深さ20.7km 2017/04/22 05:00:21

★【最大震度1】(気象庁発表) 青森県東方沖 深さ約30km 
　【M4.2】 22日04時42分頃発生

4月22日4時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が228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/C99cg4iUwAAO1WM.jpg

https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C99cg4iUwAAO1WM.jpg


◆【M2.6】北海道東方沖 深さ53.8km 2017/04/22 03:54:07 

◆【M4.2】択捉島南東沖 深さ96.8km 2017/04/21 23:18:47

4月21日22時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が230箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C98IP_qUAAA6ag9.jpg

▲【M4.4】日高山脈 深さ56.0km 2017/04/21 17:47:41
　　↑

　【最大震度1】(気象庁発表) 日高地方東部 深さ約60km 
　【M3.9】 21日17時47分頃発生 

4月21日16時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が243箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C961vauV0AAP9zP.jpg

4月21日10時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が219箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C95jMDWUMAApnWM.jpg

★【M2.9】浦河南方沖 深さ56.1km 2017/04/21 08:50:00 

4月21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/C95CzKvUIAEytYK.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=Un05KNjlUaQ
６０のゆりかご　アイヌ音声　日本語字幕

 
　

　

 
 

https://pbs.twimg.com/media/C98IP_qUAAA6ag9.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C961vauV0AAP9zP.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C95jMDWUMAApnWM.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C95CzKvUIAEytYK.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Un05KNjlUaQ


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月23日6:56
　

2017年04月22日（土）【前日】

01:00 0.035 0.035 0.035 6 
02:00 0.035 0.034 0.034 6 
03:00 0.034 0.032 0.033 6 

04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.031 0.030 0.031 6 
07:00 0.033 0.030 0.031 6 

08:00 0.036 0.033 0.034 6 

09:00 0.033 0.032 0.032 6 
10:00 0.033 0.032 0.033 6 
11:00 0.033 0.032 0.032 6 
12:00 0.032 0.030 0.031 6 
13:00 0.031 0.030 0.031 6 
14:00 0.033 0.030 0.031 6 

15:00 0.035 0.032 0.034 6 
16:00 0.039 0.036 0.038 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.036 0.033 0.035 6 

19:00 0.032 0.031 0.032 6 
20:00 0.032 0.030 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 
22:00 0.032 0.031 0.031 6 
23:00 0.032 0.031 0.031 6 
24:00 0.032 0.031 0.031 6
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https://85358.diarynote.jp/


　

 



（４月22日）　フィル痴ロッカーでガン無視なう。

https://85358.diarynote.jp/201704220857128291/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月22日10:45
　

フィル痴ロッカーでガン無視なう。

監視カメラ確認してみ？

小学生か？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月22日15:03
　

ハイまた完無視〜★
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（４月22日）　【釣れた魚もカウントしない】。　(‾ー+‾)ニヤリ

https://85358.diarynote.jp/201704221518524438/

【労基署 提出資料】⇒【上司による無視虐め】（本日２回目！）
　

（１曲追加ｗ）

2017年4月22日 就職・転職 コメント (5)
　

 
時刻については前項コメント欄参照。(`ヘ´)
　　↓

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月22日10:45

フィル痴ロッカーでガン無視なう。

監視カメラ確認してみ？

小学生か？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月22日15:03

ハイまた完無視〜★ 

https://85358.diarynote.jp/201704221518524438/
https://85358.diarynote.jp/201704221518524438/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170422/85358_201704221518524438_1.jpg


今日はもう絶賛サボタ体制。

(｀ε´)

秘技：

【釣れた魚もカウントしない】

(‾ー+‾)ニヤリ

だって営業成績をマジメに稼ぐと、

何故か「私は減給」されて、

「虐待上司どもの加点」

（成績ヨコドリ）に

なるんだぜ…？！(‾○‾#)！

釣果は報告しません！

(-_-#)

闇に葬ってやるッ！

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

　

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZmxV1SdfDI


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月22日15:22
　

言っておくが、私を「嫌がら席」に押し込めて、毒ガス副流煙を吸わせている限り、

報復【怠業】（成績破壊）

活動も【継続】するからな…？

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月22日15:31
　

ちなみに現在まだ私を

【無視】イジメしてるのは、

　

キャパldと、
フィル痴svと、

ベクレカッツェ・魔クゴナガル　＠　【ジェネラル魔ネージャー】様

　

だけ。

┐(-_-#)┌
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年4月22日22:22
　

２匹わざと見逃し。

 
(‾ー+‾)ニヤリ

釣れちゃった５匹のうち、

 
３匹は無申告で脱税。（？）

 
(‾ー+‾)ニヤリ

 
実打率０．４４４…％でしたが

報告半分以下の０．２０％。

 
(‾ー+‾)ニヤリ

 
それでもちょっくら、

稼ぎ過ぎたけど。(^_^#)

まぁ私の感情とプライドと、

精神衛生とディグニティ？は

 
保護しましたw

明日もサボタージュっ！

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年4月22日22:26
　

てなことで無事帰投。(^_^;)

小雨の中をストレスと運動不足解消のため歩き宅。

買い物運は良くて

餃子が半額でした♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

まんが読んで

ごはん食べて

さっさと寝ますッ！

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月23日8:49
　

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前

【破局したのか〜】

【北朝鮮情勢】制裁で北朝鮮が中国に「破局的結果」警告

　名指しは避ける - 産経ニュース
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（４月23日）　地獄バイト４連勤の２日目（－－＃）★

https://85358.diarynote.jp/201704230703587065/

【 非常に強い 寒冷渦 発生中 】／【 岩見沢 ０．０５ μ 】

／（札幌 ０．０３９ μ。…＋４℃…。）

2017年4月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

中津川　昴 @subaru2012 · 14時間14時間前 
【中露国境付近に非常に強い寒冷渦が発生中。東南東の樺太方面に移動中、オホーツ

ク海で発達すると、カムチャツカ半島〜北海道で大荒れになる見込み、南海上に南下

した前線が北上すると南側の湿った雲と合体するかも】

https://twitter.com/subaru2012/status/855712684196503556

https://www.youtube.com/watch?v=rWt5WB7wtJ0
Berserk GUTS Theme 

おはようございます。

０６：５０ジャスト。（＾＾；）

札幌の気温は＋４℃…寒いです…★（－－；）★
雨もよいで曇ってますが、予報降水確率は０％？

地獄バイト４連勤の２日目（－－＃）★

精神的に非常に厭〜な気分である他は、

虫歯と視力以外の体調はほぼ良好。

https://85358.diarynote.jp/201704230703587065/
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https://www.youtube.com/watch?v=rWt5WB7wtJ0


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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo)
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.031 0.030 0.031 6 
04:00 0.031 0.030 0.031 6 
05:00 0.031 0.030 0.030 6 
06:00

空気はむしろ「美味しい！」です♪

　！（＾０＾）！

寝起きに窓あけて深呼吸しちゃいます…♪

で、さて…（－－；）…ニポンと地球は、ど〜なってるのかな…？？

https://www.youtube.com/watch?v=tH94YuQtg-8
Berserk - Theme of Guts (Cut & Looped) 

更新中断中…？
　　↓

northland44  @ n142e · 13 時間13 時間前 
#Radidas_Alert 2017/04/22 17:30(JST) 【注意報(新規)】
日常線量注意 24時間平均線量(0.06μSv/h)が平常値0.033の1.15倍をこえています。

northland44  @ n142e · 14時間14時間前 
#Radidas 2017/04/22 17:00(JST),0.06±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.033,0.065,0.06 9a9f0e00

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

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=tH94YuQtg-8
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map


4月23日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C-DV-3ZUIAAU56s.jpg

4月23日4時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が209箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C-Cqrl0V0AA055S.jpg

△【M2.8】オホーツク海南部 深さ8.2km 2017/04/22 23:52:28

4月22日22時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が269箇所以上存在します
。

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

4月22日16時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が247箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C-ABpCxUMAEaNy9.jpg

4月22日10時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が212箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C9-vBFCV0AAKSLH.jpg

4月22日の朝08時の空間線量です。
https://pbs.twimg.com/media/C9-MY7kV0AAitpM.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
モンスーンの使用者

「朝起きた時に眠くないので、深く眠れているのがわかります！

油断すると、昼間も眠りそうなときがあります＾＾

空気の違いが、こんなに体に影響するのが実感できました」

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C-DV-3ZUIAAU56s.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C-Cqrl0V0AA055S.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C-BWYlkVwAAjlGW.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C-ABpCxUMAEaNy9.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C9-vBFCV0AAKSLH.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C9-MY7kV0AAitpM.jpg


　　↑

札幌では、無くても熟睡できます…☆彡
　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月24日6:45
　

０６

０４

　８

０８…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月24日7:11
　

2017年04月23日（日）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.031 0.030 0.031 6 
04:00 0.031 0.030 0.031 6 
05:00 0.031 0.030 0.030 6 
06:00 0.031 0.030 0.031 6 
07:00 0.031 0.030 0.031 6 
08:00 0.031 0.030 0.031 6 
09:00 0.031 0.030 0.030 6 
10:00 0.031 0.030 0.030 6 
11:00 0.031 0.030 0.030 6 
12:00 0.031 0.030 0.030 6 
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13:00 0.030 0.030 0.030 6 
14:00 0.031 0.030 0.030 6 
15:00 0.031 0.030 0.030 6 
16:00 0.030 0.030 0.030 6 
17:00 0.031 0.030 0.030 6 
18:00 0.030 0.030 0.030 6 
19:00 0.031 0.030 0.030 6 
20:00 0.031 0.030 0.030 6 
21:00 0.031 0.030 0.030 6 
22:00 0.030 0.030 0.030 6 
23:00 0.031 0.030 0.030 6 
24:00 0.031 0.030 0.030 6
　

 



（４月23日）　ピーターパニーに虫ケラ扱いされて終わった。

https://85358.diarynote.jp/201704230854598331/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月23日21:54
　

何とか無事帰投。(∋_∈)

今日も結局ピーターパニーに虫ケラ扱いされて終わった不愉快な結末でした。(-_-#)

まんが読んで

ごはん食べて

さっさと寝ますッ！

(ノ-o-)ノ　┫
 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（４月23日）　早くやめたい。一日でも早く。

https://85358.diarynote.jp/201704240648072509/

めも　所得隠しの件（違っ（4月23日）

2017年4月23日 就職・転職 コメント (2)
　

　

７分の４だったけど、

４分の１しか申告しなかったｗ

ピーターパニー不快。

詳細明日。

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月23日21:54

何とか無事帰投。(∋_∈)

今日も結局ピーターパニーに虫ケラ扱いされて終わった不愉快な結末でした。(-_-#)

まんが読んで

ごはん食べて

さっさと寝ますッ！

(ノ-o-)ノ　┫

 

https://85358.diarynote.jp/201704240648072509/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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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4月24日6:49
　

あ”〜もぉいちいち書くのもメンドクサイ…

全員死ね！さっさと死ね！…と、毎回【呪殺】したおしながら帰宅するのも、
もぉ秋田…★

早くやめたい。一日でも早く。

そのためには、

自分が。

前に、進み続けるしか…

ない。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月25日7:19

　

なるほど？「その必要はない」私。「だから、憎まれる」のか…？？
　　↓

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前

https://85358.diarynote.jp/
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誰にも愛されていないと、

みんなに愛されているふりしなきゃなんないのよ！

 
サリー

 
 
 



（４月24日）　地獄バイト４連勤３日目。

https://85358.diarynote.jp/201704240713357389/

【 Ｍ ５．１ 】 SAKHALIN, RUSSIA。

2017年4月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

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

（承前）（－－；）

あらためまして、おはようございます。

４月２４日の、

６時４２分でした。

他者憎悪と自己嫌悪と、厭世観で精神状態いっぱいいっぱいな、

血のいけにえ地獄バイト４連勤３日目の気分はゴーリキー（どん底）な朝。

太陽は無慈悲にぎんぎらぎん…（－－；）…。

降水確率０％。でも眩しくて痛くて、眼も開けられないくらいの

悼いソラ。（－－；）

…とりあえず生存（命！と健康寿命）をかけた情報チェック往きます…

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
01:00 0.031 0.030 0.030 6 
02:00 0.031 0.030 0.030 6 
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03:00 0.031 0.030 0.030 6 
04:00 0.031 0.030 0.031 6 
05:00 0.031 0.030 0.031 6 
06:00

※【更新停止中】※

　　↓

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 4月22日 
#Radidas_Alert 2017/04/22 17:30(JST) 【注意報(新規)】 日常線量注意 24時間平均線
量(0.06μSv/h)が平常値0.033の1.15倍をこえています。

northland44  @ n142e · 4月22日 
#Radidas 2017/04/22 17:00(JST),0.06±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.033,0.065,0.06 9a9f0e00

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

4月24日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …

4月24日5時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が187箇所以上存在します
。詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C-H2lI7UAAAmI0O.jpg

▼【M2.8】津軽海峡 深さ131.7km 2017/04/24 04:10:03 

★【M4.6】浦河南方沖 深さ46.7km 2017/04/24 03:43:15

https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C-H2lI7UAAAmI0O.jpg


　　↑

【地震情報 2017年4月24日】
03時43分頃、十勝沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規
模はM4.3、最大震度2を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はありま
せん。

https://pbs.twimg.com/media/C-HlpeCUIAAD9Pm.jpg

◆【M3.1】北海道東方沖 深さ3.6km 2017/04/24 03:28:10

4月23日22時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が201箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C-GiPYJVYAAr4nF.jpg

4月23日16時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が190箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C-FPyOkUIAA93PB.jpg

【M5.1】SAKHALIN, RUSSIA 10.0km 2017/04/23 15:37:08JST, 2017/04/23
06:37:08UTC
　　↑

【地震情報 2017年4月23日】
15時37分頃、サハリン南部付近を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km
、地震の規模はM5.2、最大震度2を北海道で観測しています。この地震による津波の心
配はありません。

https://pbs.twimg.com/media/C-E_nL1UMAA8S1q.jpg

◆【M2.7】根室地方 深さ84.1km 2017/04/23 14:28:01

※【M2.5】石狩平野 深さ117.3km 2017/04/23 12:12:05

4月23日10時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が186箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C-D9MclV0AAzfxZ.jpg

4月23日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?

https://pbs.twimg.com/media/C-HlpeCUIAAD9Pm.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C-GiPYJVYAAr4nF.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C-FPyOkUIAA93PB.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C-E_nL1UMAA8S1q.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C-D9MclV0AAzfxZ.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social


utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C-DV-3ZUIAAU56s.jpg

＞15時37分頃、サハリン南部付近を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の
規模はM5.2、

…どぉりで死ぬほど眠かった…★（－－；）★

https://www.youtube.com/watch?v=_X9QxFaHJwA
SAKHALIN ROCK 
　

　

https://pbs.twimg.com/media/C-DV-3ZUIAAU56s.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_X9QxFaHJwA


（４月24日）　終日インケンな【無視虐待】を喰らい続け倒して疲労困憊。

https://85358.diarynote.jp/201704240750008671/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月24日22:07
　

今日も両脇から終日インケンな【無視虐待】を喰らい続け倒して疲労困憊。

 
精神状態がかなり限界に近づき鬱病再発危険領域です。

 
とにかく何か食べさせて寝ます！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月24日22:12
　

あ、

実数８分の３で、

報告６分の１でした。(^_^;)

むなしくなってきた…★

とりあえず虐待上司どもが私にやらかしてるのと同じくらい、

　

【暗い闇屠】怪社にねちねちと虐待されやがれ！(ノ-o-)ノ　┫

…ぐらいしか、タノシミが無い虐待職場ってどうよ…(∋_∈)…
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（４月24日）　とにかく一秒でも速く帰りたい…(ToT)…

https://85358.diarynote.jp/201704250645486882/

襟衿れま砂漠谷？

2017年4月24日 就職・転職 コメント (2)
　

　

昨日一瞬ちょっとだけ待遇改善？された

ので一瞬ちょっとだけ期待してみたら、

結局別口の嫌がらせ２件くらって、プラマイ消滅。

(∋_∈)

本日再びもはや指定席と化した

【オシラス】的、

【隔離監視】島流し

【嫌がら席】。(-_-#)

えり

えり

れま

さはくたに？

なにゆえ私がこんなメに？

サボター呪は邪魔する八ヶ岳がいて不発な嫌がらせ返しに終わった…(-"-#)★

なんかもっとこう前向きで、

イッパツで嫌がらせが止まるような、有効ワザはないもんか…

(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201704250645486882/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201704250645486882/


とにかく一秒でも速く帰りたい…(ToT)…

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月24日22:07

今日も両脇から終日インケンな【無視虐待】を喰らい続け倒して疲労困憊。精神状態

がかなり限界に近づき鬱病再発危険領域です。

とにかく何か食べさせて寝ます！ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月24日22:12

あ、

実数８分の３で、

報告６分の１でした。(^_^;)

むなしくなってきた…★

とりあえず虐待上司どもが私にやらかしてるのと同じくらい、

【暗い闇屠】怪社にねちねちと虐待されやがれ！(ノ-o-)ノ　┫

…ぐらいしか、タノシミが無い虐待職場ってどうよ…(∋_∈)…

　

 
　

 



コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月25日7:23
　

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 

自尊心・無条件の愛情・知恵・ユーモア・他人への思いやり・創造性・喜び・知的な思考力。

 
こうしたものに代表される心の健康はすべての人々に生まれつき備わった能力で、人生を前向き

にするための道具である。

 
心の健康を呼び覚ますことによって豊かな人生を送ることができる。

 
リチャード・カールソン

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月25日7:27
　

＞精神状態がかなり限界に近づき

＞鬱病再発危険領域です。

　　↓

 
cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年5月11日 
Googleトレンド検索　うつ病
 
和歌山県

沖縄県

宮崎県

石川県

徳島県

比較対象として、同地域で ”年金” の検索結果。デジタルデバイドの問題じゃない。

https://85358.diarynote.jp/
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比較対象として、同地域で ”年金” の検索結果。デジタルデバイドの問題じゃない。
https://pbs.twimg.com/media/CExM6lhUsAAP1U3.png
　

　

 



（４月25日）　「フィル痴とリータ・ス奇ーター」の【最凶】ぱわはらコンビ。

https://85358.diarynote.jp/201704260812084804/

永遠のゼロ。　（違う

2017年4月25日 就職・転職 コメント (5)

　

　

零の鬼籍（違っ　（4月25日）めも

先ほど無事帰投。23:30。

地獄の４連勤あけ、

いつもの回遊ルートをくるっとまわって買い物はコンパクトにしっかり。o(^-^)o

明日あさってはヒッキー予定。

誰も私をいじめない♪o(^-^)o

まぁ今日の話は明日もし覚えてたらちね☆

あ、

釣果

実数１１分の５で、

申告は７分の１☆

(‾ー+‾)ニヤリ

あとは脱税？しました〜ｗ

 

https://85358.diarynote.jp/201704260812084804/
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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4月26日8:24
　

蛇足ながら、タイトルの説明ですがｗ

昨日の朝の座席表が、もう即「今日で辞めてねｗ」ってイキオイの最悪配置で、

しかも当直が「フィル痴とリータ・ス奇ーター」の【最凶】ぱわはらコンビだったので…（
－－；）

今日はもう「営業成績：０％」の報復自爆テロ!!

…に、してやろうと思って、虎視眈々と耐えていたのですが…

なぜか？（たまたま偶然なのか、何らかの要因で反省して？意図的に改善したのか？不分明なん

ですが…）

後半から配置転換があって、状況がかなり改善したので…

まぁ当初予定の「ノルマ最低ライン＝１５％」だけは、提出しましたよ。と…

（実数４５％達成を報告しちゃうと、

他のダメダメな（いじめ組どもの）マイナス成績まで、

「いじめられてる私が」カバーしてやる結果になって、

結果、「虐待」と「理不尽な減給」までしているパワハラ上司どもの手柄と昇給源になる。（＝

＝＃）

ので…（ーー＃）★

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


ソレ、馬鹿々々しすぎるじゃないですか？！

んで。

せっかくナチュラルに平均打率５割の有能さを誇っている私が。

まじめに稼いだ自分の戦績を、わざわざ「５分の１」に、

下方修正して申告する。という、自虐テロにはしるしか、

報復手段を、思いつけない現状なのでした…★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月26日8:25
　

まっとうに「労基署に行く」のが有効なんだろうけどね？

歯医者を優先することにしちゃったので、

よけいな雑用を増やしちゃうと、

肝心かなめの生きてる目標「原稿を書く！」の…

「時間がなくなる！」から、やなんだよ…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月26日8:33
　

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 1日1日前 
泰葉　元夫・小朝を告発「三木助さんの自殺は小朝のいじめ」と書き込み

 

https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/
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（デイリースポーツ） - Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170424-00000095-dal-ent … #Yahooニュース
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月26日9:46
　

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

大事なのは、何事にも貪欲であり、やり遂げる決意をもつこと。

 
否定されることを恐れて、他人の意見に流されてしまった人もたくさん知っている。

 
私は決してそうしなかったけれど。

　

 
マドンナ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月26日9:56
　

cmk2wl @cmk2wl · 24時間24時間前 

　

　言葉を発するだけの怠惰を貪るな。

　

加納 修一郎
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（４月26日）　理不尽にして人権侵害レベルの怒声やパワハラ。

https://85358.diarynote.jp/201704261806357108/

（…歴史は繰り返す…？）　ｗ（－－；）ｗ

2017年4月26日 就職・転職 コメント (4)
　

　 　

　

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

…ははははは…★

http://85358.diarynote.jp/?day=20120426

＞今日は「人界に戻れる」木曜日で、

　地獄は「お休みの日」です♪

＞「そこに私がいること」を「喜んでくれる」人たちのなかで、

＞　だれからも罵られたり、

＞　理不尽にして人権侵害レベルの怒声やパワハラを浴びせられることなく……

＞　たいです……（号泣★）

＞あの人たちは、「気の毒なひとたち」 なんだ、な… 

＞　結局やっぱり、

https://85358.diarynote.jp/201704261806357108/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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「人件費をケチりすぎ」

　さらに

「働く人間のココロを傷つけ過ぎ」

　すべて２００人のスタッフのヤル気を失わせ、

　モチベーションを下げまくらせ、

　逃げ出され続けた結果。

　なんだと思う……。

https://www.youtube.com/watch?v=L_ODGObbrJc
旅人／ケツメイシ

これは実現できてるんだよ。うん。（＾＾；）

＞法定賃金程度のささやかな収入

＞寝起きの顔を、他人男性に視られたりせず

＞個室の洗面所で洗顔と歯磨きをし、

＞ちゃんと、湯船にお湯をはったお風呂で、

＞ゆっくり、身支度

あと、２０１３年の秋にに「体力玄海いじめバイト」を辞めて転職する時の選択目標は

・トイレがきれい

・ロッカーに鍵がかかる

・女性職場

・労基法（最低賃金）順守

…の、３点で…

まぁ、そこも、クリアはしている…（＾＾；）…☆

https://www.youtube.com/watch?v=R3Oapqavr6k
ケツメイシ『出会いのかけら』 

https://www.youtube.com/watch?v=L_ODGObbrJc
https://www.youtube.com/watch?v=R3Oapqavr6k


あとはやっぱり、達成目標は「これだけ」だ。うん。（＾＾；）

＞「そこに私がいること」を「喜んでくれる」人たちのなかで、

＞　だれからも罵られたり、理不尽にして人権侵害レベルの怒声やパワハラを浴びせられること

なく……

https://www.youtube.com/watch?v=YWlNv3uCqoM
桜の樹の下　KOKIA 「最遊記外伝」OP Full | Saiyuki Gaiden OVA Opening Full 

今度は、「転職して逃げる」ではなく、

「踏みとどまって闘って、状況を改善する」のが、課題？

なんだと、思う…☆

ｗ（－－；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=-Hn5fcdz1-I
たった１つの想い -KOKIA Tatta Hitotsuno Omoi 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月28日10:36
　

https://www.youtube.com/watch?v=YWlNv3uCqoM
https://www.youtube.com/watch?v=-Hn5fcdz1-I
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


御神楽　舞 @mikaguramai · 4月23日 

人手不足の時、いい人材を低賃金で雇えると本気で思ってる経営者の居る会社は潰れたほうが

健全。

 
存在が社会悪。

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月28日10:37
　

正しい思想 @quimeaux_vous_a · 4月22日 

就職できないのを求人不足のせいにするのは許されないのに

採用できないのを人手不足にするのは許されてるの本当にすごい

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月28日10:38
　

グレッグ @glegory · 55分55分前 
返信先: @glegoryさん 

北海道は統計開始以来、初めて有効求人倍率が１を超えたようです。

ますます人手不足感が高まってくれば労働市場は売り手有利になりますね。

 
経済は倫理感だけで動いているわけじゃなくて、需給と価格のバランスで動いているのが最近、

実感します。

経済を浪花節で語る政治家は、大体トンデモ野郎です。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月28日10:40
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フランク木下 @kelorine · 4時間4時間前 

ディズニーリゾートに人手不足の波　船操縦士も配膳係も：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASK4W5JT4K4WULFA025.html …

安い時給でクオリティだけ求めるのはなー…。
儲けてるんだから、時給とか待遇よくしないと。

　

　



（４月29日）　今日、バイト中、ちゃんと喋れるのかなぁ…？？？

https://85358.diarynote.jp/201704290658452375/

「肉を斬らせて骨も断つ。」…え（；◆；）っ…★　　（歯ナシ
の話　３）

2017年4月29日 ダイエット

　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月28日22:42

歯医者からは無事帰投してます。

(^_^;)

痛いです…麻酔きれたらずきずき赤ずきん…(； _ ；)/

３時間爆睡したけど、まだ痛い。

(ToT)

結局、私が原稿書く！なんて、張り切ってると、いつも必ずこういう妨害が入るのよ

…
(ノ_＜。)

でも２本もまとめて処置してもらえたし、ジャストで通り雨に遭わずに済んだし、虹

まで観ちゃったし、美味しいパンも仕入れてきたし、帰り道で環境屋さんまで見つ

けた〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

洗濯して入浴して、まんが読んでごはん食べて早めに寝ます。

(^。^;)

https://85358.diarynote.jp/201704290658452375/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=233


（翌朝記）

なにしろ「２０１１年」の夏の軽井沢で、朝、歯を磨こうとしたらぱっきり折れた（ばらばらに

割れた）…そして「あ、めいにゃん様とおそろいになった☆」と思って、そのままなんだかんだ
で歯医者に行く余裕が全くないままに諦めて６年近くも放置していた…歯と、先々先週に帰宅途
中の買い食いで半額チキンに喰らいついた瞬間に同じようにぱっきり折れた歯と…

前歯を２本もまとめてガツガツ根元を削って、古いほうは巻き込んでた肉までざっくり斬り刻

んで…の、「仮補修」作業でしたので…

連休前で忙しかったせいなのか、担当してくれた人は眠そうで眠そうで半泣きの声で同僚に助力

を求めながらの「時間内やっつけ仕事」（ちょっとかなり雑？）に、なってましたし…

今朝になっても、まだ痛く、補修前より噛みにくくて食べにくい。という、困った状況に…ｗ（
－－；）ｗ…

今日、バイト中、ちゃんと喋れるのかなぁ…？？？

（滑舌きかせようとすると右上犬歯の根元からグラグラして痛い…★）

まて次号★

 
 



（４月29日）　変則勤務のバイト２連勤の１日目。

https://85358.diarynote.jp/201704290719336151/

（札幌 ０．０３３ μ 。　＋８℃　）

2017年4月29日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

（前項参照）

あらためまして、おはようございます。

０７：００ジャストシステムです♪

ＰＣ起こしたのが０６：４６でしたし、「数字目撃運」は良し♪

歯茎は腫れてますが「治ろうとする痛み」（←「悪化する時の痛み」と違うよね？）なのでズキ

ズキしてても気分は快調。

「とにかく時間を確保して、５月中にスカイハイさん投稿用の「原作」５本（ぐらい）まとめ

よう！」というのが、目下最大の関心事かつモチ画餅です…（＾＾；）…☆

さて。変則勤務のバイト２連勤の１日目。

とにかくまず（生存に必要な）情報だけチェック〜☆

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年04月29日（土）【当日】 
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01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00

まぁ「食べ物と水」にだけ気をつけていれば、生存に支障はないでしょう…。

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 
返信先: @cmk2wlさん 
水道水や、パッケージと雰囲気だけで選んだボトル水を飲んでいたら大量の硝酸を体

内に取り込むことになる。

汚染された湿度（水蒸気）から、呼吸でも吸い込んでいる。

https://www.youtube.com/watch?v=0ByiXt0TUr0
Oki Dub Ainu Band - East of Kunashiri 

https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map

northland44  @ n142e · 6 分6 分前 
#Radidas 2017/04/29 07:00(JST),0.05±0.01μSv/h,in35min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.067,0.063 7edf6337

https://twitter.com/whitefood1

4月29日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C-iPhR6VwAAMzSA.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=0ByiXt0TUr0
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※【M2.5】内浦湾 深さ145.3km 2017/04/29 01:32:33

4月28日23時53分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が139箇所以上存在します
。

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

◆【M2.8】根室半島沖 深さ48.6km 2017/04/28 23:48:13
◆【M3.3】根室半島沖 深さ90.4km 2017/04/28 23:31:07

◆【M3.1】北海道東方沖 深さ92.6km 2017/04/28 21:50:13

4月28日17時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が158箇所以上存在します
。

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

4月28日11時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が130箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C-d66hUUIAAyHue.jpg

4月28日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C-dF7HdVwAArqm9.jpg

ん”〜？　ネット固まった〜？？　（⇒０７：４３）。
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2017年4月30日7:04
　

2017年04月29日（土）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.032 0.031 0.031 6 
07:00 0.032 0.031 0.031 6 
08:00 0.032 0.031 0.031 6 
09:00 0.032 0.031 0.032 6 
10:00 0.032 0.031 0.031 6 
11:00 0.032 0.031 0.031 6 
12:00 0.032 0.031 0.031 6 
13:00 0.032 0.031 0.031 6 
14:00 0.032 0.031 0.031 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.032 0.030 0.031 6 
17:00 0.032 0.031 0.031 6 
18:00 0.032 0.031 0.031 6 
19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 
22:00 0.032 0.031 0.032 6 
23:00 0.032 0.031 0.032 6 
24:00 0.032 0.032 0.032 6
 
 



（４月29日）　本日最悪の隔離監視嫌がら席。

https://85358.diarynote.jp/201704291433458275/

【自虐テロ】予告。(-"-;)

2017年4月29日 就職・転職 コメント (4)
　

本日最悪の隔離監視嫌がら席。

(-_-#)

しかも直近ナナメ後ろからフィル痴の毒念波がとんでくるという最低さ。

(-"-;)

現在の時点で実打率５割を誇るのですが。σ(^◇^;)。

フィル痴への嫌がらせ返しの為だけに、【営業成績０％】の嘘報告で自爆テロり隊…

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

 
　

 

コメント
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2017年4月29日14:40
　

【中長期目標】

５月 スカイハイ準備
⇒６月１日送信（天中殺前に）

６〜７〜８月、（天中殺中）
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https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


ダイエットと山登り

９月 （健康診断）
（歯の治療終わるか？）

〜来年月⇒３月締め切りの

【講談社Ｘデー】投稿用。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月29日20:21
　

馬鹿馬鹿しくなり過ぎたので

ヤメタ。

┐(’〜`#)┌

同じレベルに堕してどうする？

愚民どもの制裁は応報因果率と転生管理委員会に任せる。

(ノ-o-)ノ　┫

私はこの無駄なマイナス圧力を矯めて、商業作家への転職の為のブースターに利用する。

(‾ー+‾#)Ｇ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月29日20:22
　

ちなみに打率６割でした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/
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4月29日22:26
　

無事故で帰投。

歯がまだ痛くて買い食い出来なかった(-”-;)ため空腹で機嫌は最悪。

留守宅にまたもや不法侵入者があったらしい物理的証拠を発見しましたが。(`ヘ´)

どうせ狂暴罪が凶行されたら、私なんか最初にフクイチ送りだから、まぁ今更か…

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

 



（４月29日）　嫌な嫌な実にクダラナイ嫌がらせ虐待地獄バイト。

https://85358.diarynote.jp/201704300720117626/

【 泊原発 Ｍ３．０ 】／【 旭川 ０．０８ ？ 】／（札幌 ０．０
３２ μ。気温＋７℃〜上昇中）。

2017年4月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

おはようございます。

０６：４６でした。

札幌は午前５時で＋７℃。晴れ。

断続的な強風。午後は通り雨の予報…

まぁ通勤時間帯は大丈夫そうですね…？
（＾＾）

嫌な嫌な実にクダラナイ嫌がらせ虐待地獄バイト

（前項参照）はＧＷ対応の変則出勤で、

今日逝ったら

明日はお休み☆

とりあえず生存を懸けて情報チェック〜…☆

https://www.youtube.com/watch?v=sokKczASq4c
【フル】RADWIMPS／スパークル
（映画『君の名は。』主題歌）cover by 宇野悠人 

https://85358.diarynote.jp/201704300720117626/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201704300720117626/
https://85358.diarynote.jp/201704300720117626/
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.032 6 
06:00

まぁだいじょうぶでしょう。（＾＾）

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1493504400/1011-0010-101000-201704300720.gif?
t=1493505035
（０７：１０〜０７：２０）

…あれ…（＠＠；）…にわかに曇ってきました…★

http://edit.diarynote.jp/home/diary/new/

northland44  @ n142e · 6分6分前 
#Radidas 2017/04/30 07:00(JST),
0.07±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.073,0.064 2ec39904

northland44  @ n142e · 37分37分前 
#Radidas 2017/04/30 06:30(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.077,0.063 67cd5560

★え（＠＠；）っ？★

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

4月30日6時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が106箇所以上存在します

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1493504400/1011-0010-101000-201704300720.gif?t=1493505035
http://edit.diarynote.jp/home/diary/new/
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV


。

https://pbs.twimg.com/media/C-nALLaU0AAWNWY.jpg

★【M3.9】浦河南方沖 深さ69.9km 2017/04/30 04:34:50

4月30日0時03分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が121箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C-lr-yfUMAEzLka.jpg

※【M3.0】積丹半島北西沖 深さ17.5km 2017/04/29 21:16:33

◆【M2.5】根室半島沖 深さ44.2km 2017/04/29 18:50:01

4月29日18時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が610箇所以上存在します
。

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

◆【M2.5】釧路地方 深さ140.4km 2017/04/29 17:01:27

△【最大震度1】(気象庁発表) 宗谷地方北部 深さ約10km 
　【M2.2】 29日16時20分頃発生 

4月29日12時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が142箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C-jG0-xUwAAYgrf.jpg

4月29日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C-iPhR6VwAAMzSA.jpg

https://pbs.twimg.com/media/C-nALLaU0AAWNWY.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C-lr-yfUMAEzLka.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C-kZZwjVwAEVGGJ.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C-jG0-xUwAAYgrf.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C-iPhR6VwAAMzSA.jpg


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

2017-04-29 (土) 68 
☆ 日記更新 
2017-04-28 (金) 73 
☆ 日記更新 
2017-04-27 (木) 111 
☆ 日記更新 
2017-04-26 (水) 147 
☆ 日記更新 
2017-04-25 (火) 81 
☆ 日記更新 
2017-04-24 (月) 87 
☆ 日記更新 
2017-04-23 (日) 65 
☆ 日記更新 
2017-04-22 (土) 136 
☆ 日記更新 
2017-04-21 (金) 98 
☆ 日記更新 
2017-04-20 (木) 110 
☆ 日記更新 
2017-04-19 (水) 104 
☆ 日記更新 
2017-04-18 (火) 90 
☆ 日記更新 
2017-04-17 (月) 127 
☆ 日記更新 
2017-04-16 (日) 53 
☆ 日記更新 
2017-04-15 (土) 56 
☆ 日記更新 
2017-04-14 (金) 78 
☆ 日記更新 



2017-04-13 (木) 112 
☆ 日記更新 
2017-04-12 (水) 78 
☆ 日記更新 
2017-04-11 (火) 81 
☆ 日記更新 
2017-04-10 (月) 111 
☆ 日記更新 
2017-04-09 (日) 109 
☆ 日記更新 
2017-04-08 (土) 63 
☆ 日記更新 
2017-04-07 (金) 102 
☆ 日記更新 
2017-04-06 (木) 77 
☆ 日記更新 
2017-04-05 (水) 73 
☆ 日記更新 
2017-04-04 (火) 57 
☆ 日記更新 
2017-04-03 (月) 64 
☆ 日記更新 
2017-04-02 (日) 59 
☆ 日記更新 
2017-04-01 (土) 55 
☆ 日記更新 
2017-03-31 (金) 79 
☆ 日記更新 
2017-03-30 (木) 79 
☆ 日記更新 
2017-03-29 (水) 65 
☆ 日記更新 
2017-03-28 (火) 65 
☆ 日記更新 
2017-03-27 (月) 55 
☆ 日記更新 
2017-03-26 (日) 48 



☆ 日記更新 
2017-03-25 (土) 62 
☆ 日記更新 
2017-03-24 (金) 88 
☆ 日記更新 
2017-03-23 (木) 84 
☆ 日記更新 
2017-03-22 (水) 84 
☆ 日記更新 
2017-03-21 (火) 75 
☆ 日記更新 
2017-03-20 (月) 71 
☆ 日記更新 
2017-03-19 (日) 72 
☆ 日記更新 
2017-03-18 (土) 72 
☆ 日記更新 
2017-03-17 (金) 79 
☆ 日記更新 
2017-03-16 (木) 77 
☆ 日記更新 
2017-03-15 (水) 88 
☆ 日記更新 
2017-03-14 (火) 73 
☆ 日記更新 
2017-03-13 (月) 77 
☆ 日記更新 
2017-03-12 (日) 71 
☆ 日記更新 
2017-03-11 (土) 70 
☆ 日記更新 
2017-03-10 (金) 87 
☆ 日記更新 
2017-03-09 (木) 113 
☆ 日記更新 
2017-03-08 (水) 78 
☆ 日記更新 



2017-03-07 (火) 73 
☆ 日記更新 
2017-03-06 (月) 73 
☆ 日記更新 
2017-03-05 (日) 60 
☆ 日記更新 
2017-03-04 (土) 56 
☆ 日記更新 
2017-03-03 (金) 95 
☆ 日記更新 
2017-03-02 (木) 81 
☆ 日記更新 
2017-03-01 (水) 80 
☆ 日記更新 
2017-02-28 (火) 62 
☆ 日記更新 
2017-02-27 (月) 71 
☆ 日記更新 
2017-02-26 (日) 48 
☆ 日記更新 
2017-02-25 (土) 55 
☆ 日記更新 
2017-02-24 (金) 73 
☆ 日記更新 
2017-02-23 (木) 91 
☆ 日記更新 
2017-02-22 (水) 90 
☆ 日記更新 
2017-02-21 (火) 78 
☆ 日記更新 
2017-02-20 (月) 69 
☆ 日記更新 
2017-02-19 (日) 62 
☆ 日記更新 
2017-02-18 (土) 54 
☆ 日記更新 
2017-02-17 (金) 74 



☆ 日記更新 
2017-02-16 (木) 94 
☆ 日記更新 
2017-02-15 (水) 83 
☆ 日記更新 
2017-02-14 (火) 58 
☆ 日記更新 
2017-02-13 (月) 76 
☆ 日記更新 
2017-02-12 (日) 76 
☆ 日記更新 
2017-02-11 (土) 57 
☆ 日記更新 
2017-02-10 (金) 124 
☆ 日記更新 
2017-02-09 (木) 87 
☆ 日記更新 
2017-02-08 (水) 109 
☆ 日記更新 
2017-02-07 (火) 79 
☆ 日記更新 
2017-02-06 (月) 76 
☆ 日記更新 
2017-02-05 (日) 89 
☆ 日記更新 
2017-02-04 (土) 93 
☆ 日記更新 
2017-02-03 (金) 119 
☆ 日記更新 
2017-02-02 (木) 125 
☆ 日記更新 
2017-02-01 (水) 87 
☆ 日記更新

 
編集する

（関連商品）

 

https://85358.diarynote.jp/home/diary/edit/?time_id=201704300720117626


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月1日7:26
2017年04月30日（日）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.032 6 
06:00 0.032 0.031 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.031 6 
08:00 0.032 0.031 0.031 6 
09:00 0.032 0.031 0.031 6 
10:00 0.032 0.031 0.032 6 
11:00 0.032 0.031 0.031 6 
12:00 0.032 0.031 0.031 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 
14:00 0.032 0.031 0.031 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 

16:00 0.040 0.032 0.036 6 
17:00 0.045 0.042 0.043 6 
18:00 0.040 0.035 0.037 6 
19:00 0.034 0.032 0.033 6 

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

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


（４月30日）　さっさと逃げたルーピン sv が、いちばん賢い。(-”-;)

https://85358.diarynote.jp/201705010716335688/

労基署提出資料

2017年4月30日 就職・転職

（4月30日） 労基署提出資料。

2017年4月29日 就職・転職 コメント (3)

クダラナイ嫌がらせに対抗するにクダラナスギルこそこそした手段では全く無益（そ

もそも奴らは自分の成績にさえ響かなきゃ（バレなきゃ）いいんで、

「会社や部署全体の利害」なんか勘定に入れてねぇ。）と理解したので、正攻法で部

署責任者にパワハラと評価不満を訴え出たが、どうせキングスリーはポリジュース製

の偽物なので、

事態は悪化すること確実。

┐(’〜`)┌

待て次号！

（嫌がらせと「監視」の為に、

「わざと隔離している」のは、

認めやがった…

そして「辞め（させ）るまで」

https://85358.diarynote.jp/201705010716335688/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


継続するんだと！）

 コメント
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月30日15:33

さっさと逃げたルーピンsvが、
いちばん賢い。(-”-;) 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月30日23:28

先ほど帰投。

鬱病再発危険水域。(-_-#)
馬鹿馬鹿しさと徒労感で胃痛。

アルパカ狼さんとエルさんが、

アカラサマに敵方。

┐(-_-#)┌

とにかくカップ麺でいいから

何か喰わせて、

１００円のマンガ読ませて、

寝かしつけます★

（すでに別人格発動。(-”-;)）



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月30日23:44

揺れた揺れた！長かった！

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

https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU


（２０１７年０５月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０５月）
 
 
 
 
 
 
 



（５月２日）　矢先に　「退職強要」しやがった…　リータ！ス奇ーター…！！

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

歯ナシの話。（…４？）

2017年5月2日 ダイエット コメント (1)
　

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

おばんです。２０：４３．

今あまり客観的で冷静で公平な文章が書けるとは思わん。

忘れないうちに事実のみ列挙。

◎先週。

・施術のあと３日くらいずっとずきずき痛かった。

・２０００年（だっけ？）の交通事故でぐらぐらになった後、

　２０１１年の夏に軽井沢でばっきり空中分解というか割れたまま、

　６年も放置していた右上の犬歯の歯根が

　更に徐々に融けながらずれて移動していたのが、

　眠って起きたら元の位置にすこんと戻っていて、

　痛みも治まった。

・痛くないので喜んで忘れて普通に食べていたら、

　先週同時に施術してもらった左の仮歯が、

　ただパンを食べていただけなのに、

　今朝いきなり外れた。

・先週の施術時の歯科助手さんの作業、

　擬音で例えるなら、

　ぐぎっ！

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


　ごんごん！

　がりっがりっ！

　がっつんばきん！

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

◎今週。

・これはまだ「削って詰める」だけで済むだろうと思っていた歯を、

　イキナリ根元からガッツリ伐採されてしまった。

・精神的ショックで涙目。

・しかし麻酔は上手かった！

　ＨＰに書くだけあって、全く痛くなかった！

・「これ切らなきゃダメだったんですか？」と施術後に訊いたら、

　「切るしかない状態だった」と。

　私は前からしか見てなかったけど、

　歯医者さんは裏側からも診ての、

　プロの、総合判断。

・今週の副院長なのか歯科助手長さんなのか？なかたの

　施術の擬音。

　ぐぃ〜ん…
　ごりん、ごりん、ごりごり…
　ごっごっごっ

　ごごん…

・本格麻酔がっつりで顔面麻痺レベルの施術だったのですが、

　麻酔きれた現在、

　…あまり、痛く、ありません…？



（あんど今週はちゃんと「念のため」といって、痛み止めも出してくれた。）

・金額的にも、高くはなかった。

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

　！（＞＜ｐ）★

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

　現在あまり精神状態がよろしくありません。

というかかなり悪い。（－－；）

でもたぶん、化学物質過敏症の私が、麻酔だのトルエン？（シンナー？）だの、

吸わされたせいだと思う…★

分析あんど感想とコメントは、冷静な時に〜☆

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

　

 
 

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


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月2日22:40
　

原稿やってたら気が澄んだ。（＾＾；）

歯の件について悪いのは、

・私をハネタ飲酒運転者！

・被曝させて歯と骨にストロンチウムを喰らわせやがった東電！

 
・だましてタダ働きさせて、歯医者に行くどころかまともに歯磨きもできない

　劣悪環境でコキ使いやがった葬科学怪獣「アサイ〜号」！

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

　リータ！ス奇ーター…！！

…こいつだ。こいつさえいなければ、２年は早く、歯医者に行ってたはずだった…

　うん。（－－＃）

　怨む相手を、まちがえては、いけないな…★

　歯医者さんは、まったくちっとも、悪くないのでした…☆

　ｗ（－－；）ｗ

 
 
 

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


（５月３日）　地獄バイトＧＷ対応変則３連勤の初日。

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

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

2017年5月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

 
　

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

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

おはようございます。

０６：３７でした。

札幌はうっすら雲の広がるド晴天。

太陽ギンギラ。（＾＾；）ほぼ無風。

午前６時の外気温＋８℃。

予想最高気温…きのうの段階で…＋２４…℃…？！

はてさて、どうなりますことやら。ｗ（－－；）ｗ

https://85358.diarynote.jp/201705030732259888/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705030732259888/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170503/85358_201705030732259888_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170503/85358_201705030732259888_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170503/85358_201705030732259888_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI


個人的には地獄バイトＧＷ対応変則３連勤の初日。

逝きたくない！度の高さについては、

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

…なんでしたら、この辺から「復讐」どうぞ…？
　　↓

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

＞（2014年2月12日 就職・転職 コメント (3)　）

今月（５月）中は「天中殺入り前」の貴重な「脳ミソまだ動く！」期間なので、

とにかくスカイハイ投稿用にエネルギーを「一点集中・各個撃破」しますが。

（＾＾；）

今月中に、いじめ指定席が解消されないようなら…

不退転のカクゴで？６月アタマには労基署に

「パワハラでござい！」って、直訴状まとめて提出しに逝くわ〜…ｗｗｗ

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

業者なのに、社会的責任を果たそうという気がまったくない。

 
…いづこも腐り涯てているようで…★（－－＃）★

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

http://85358.diarynote.jp/201705010716335688/
http://85358.diarynote.jp/?page=11&theme_id=203
https://www.youtube.com/watch?v=7GIvOl-1-YQ


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

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

https://twitter.com/44n142e

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

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

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

https://twitter.com/eq_map

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

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

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


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

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

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

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

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月3日7:33
　

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

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

いこと。

　そして、他人からもなるべく期待されないようにすること。

 
　そうすると、人間関係で「悩む」ことは激減する。」

 
中島義道

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月3日8:13

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


…
０６

０５…６６６…！（＠■＠；）！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月4日7:01
　

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

 

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


（５月３日）　マニュアルに「私の」やりかた紹介されて部署全体がノルマ達成／どう
間違ってもこの私が退職わ強要されるイワレなどない。

https://85358.diarynote.jp/201705031440378901/

本日も退職強要。(-_-#)

2017年5月3日 就職・転職 コメント (1)
　

　

隔離監視嫌がら席。(-_-#)

午後から【無人島流し】刑追加のもよう。

(-_-#)

先月の成績表や

マニュアルに「私の」やりかた紹介されて部署全体がノルマ達成の実績など、

労基法的にまともに考えたら、

どう間違ってもこの私が退職わ強要されるイワレなどない。

すべて観ていてくれる隣の部署の人たちだけが優しい。

┐(’〜`；)┌

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月3日22:17

https://85358.diarynote.jp/201705031440378901/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201705031440378901/
https://85358.diarynote.jp/
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先ほど無事帰投。

買物運はいいんだか悪いんだか。(・ω・;)(;・ω・)？

リミッター解除で人たらし能力？全開の結果、前人未到かどうかは知らないけど、

先月の非公開自己ベスト１０分の７すら凌ぐ、９分の７の最高記録を叩き出しました…(^。^;)★

　

作戦変更。(‾ー+‾)ニヤリ
　

やたらめったら営業成績上げて「これでなぜ退職強要なんですかッ？！」と労基署に訴え出た挙

げ句、

奴等が一番困るタイミングを狙って、さっくり後足で砂かけて退職してやる…ｗ

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

そしてイキナリどん底まで激減する営業成績で、

クライアント壊社にイビり殺されるがよいわッｗ

(≧ω≦)b

ぅむ。実に前向き？で

私向きな復讐法だ…。

(‾ー+‾)ｖ
　

　

 
 



（５月４日）　（んで、私は地獄バイト３連勤の２日目なわけですが…★）

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

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

2017年5月4日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

 
ちょっと予定より遅れましたが、おはようございます。

０６：４８でした。

まぁ現状、どこへも遠出はできないカナリア体質と社会情勢なわけなんですが、

気分だけでもＧＷ…

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

ゆっるい乗り鉄な私にとって、本州レール網のほぼすべてが「乗れない線量」に

なってしまっている現状、（－－；）哭くしかないわけなんですが…

札幌の仮住まい（一時避難先？）たる「グリーンゲイブル巣の屋根裏部屋」。

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

ので、

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

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

…暑い。です…★

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


そんで画像１は昨日の通勤風景。（＾＾）

都心で一番早い桜が、はや満開。

ほかは３分〜５部咲という感じ。

気温が高すぎるので、見ごろはこの数日、というところでしょうか…

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

（＾＾）

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

とりあえず、駆け足で情報チェック！

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

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

北海道も今が旬だね

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

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

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

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


おし！（＾＾）！

…は？！（＠＠；）！？　…えッ？？
　　↓

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

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

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

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

…||||（＠＠；）||||…？？（他は情報ナシ？）

　

　

 
 
 

コメント

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月5日7:04
　

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

 



（５月４日）　営業成績の評価基準が説明を受けていたのと違う計算式になってる。

https://85358.diarynote.jp/201705050647365949/

【フィル痴ぶたたび完無視。】＆【営業サボター呪】。

　（札幌　大通り公園　０．０４４μ ）。

2017年5月4日 就職・転職 コメント (2)
　

　 　

　

　

　

「指導する」約束は無視されたもよう。

@05時40分
 
 
@20時28分
　

今ごろ気がついたが、営業成績の評価基準が説明を受けていたのと違う計算式になってる。

全くこちらの落ち度ではない件まで、勝手にペナルティとして減給？対象に加算されてる。

(-_-#)

いじめ組の人たちまで、今年に入ってから一斉に

「営業サボター呪」をしてたのは、そういうことだったらしい…

(ノ-o-)ノ　┫

https://85358.diarynote.jp/201705050647365949/
https://85358.diarynote.jp/201705050647365949/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170505/85358_201705050647365949_1.jpg
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170505/85358_201705050647365949_3.jpg


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月4日22:46

先ほど無事帰投。

今日の感想はまたあした。

（覚えて鱈！）

　　↑

「隔離監視イヤガラ席」からは一時的に？脱出？

…して、楽しく過ごせましたが…

「連休中だけ」とか「明日からまた逆戻り」とかの可能性のほうが高い…★

…油断はできませんね…★（－－；）★

　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月5日6:55
　

…「就職・転職」ファイルの書き込み数が、
６００！…の大台に乗っちゃいました…★

ｗ（＾■＾；）ｗ

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


どんだけ転職運が無いんだワタシ…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月5日7:45
　

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 

人間はみな荒野の旅人です。このありかたを孤独といいます。

孤独というのは淋しいことではない。

判断に不安がつきまとうこと。その不安に耐えることです。

池澤夏樹（名作「マシアス・ギリの失脚」で谷崎潤一郎賞受賞）

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（５月５日）　ＧＷ変則３連勤の最終日。

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

【プルーム来た！】札幌！／（札幌 ０．０３３ μ。＋１８℃。）

2017年5月5日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

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

（前項参照）

あらためまして、おはようございます。０６：５６になっちゃいました。

（ＰＣ起こしたのは０６：３６でした。）

ＧＷ変則３連勤の最終日。札幌はギンギラ太陽の晴れ。

窓全開の室温１８℃。微風。

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

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

…津軽海峡を渡って、「避難移住」しに来てるんでしょうか…？？

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

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

https://85358.diarynote.jp/201705050715182552/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705050715182552/
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https://www.youtube.com/watch?v=vYX1ZLFxs8A
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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

（更新停まってる）

　　↓

https://twitter.com/44n142e

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

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

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

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

https://twitter.com/eq_map

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

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

https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map


　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月5日8:22
　

０８：１０頃から、あきらかに異臭を含んだ南風が到達。

大慌てで窓を閉めましたが、本日予想最高気温２４…（－－；）…★

おそらくかなりの人が「被曝性の体調不良」を起こしますが…

「熱中症」で、片づけられてしまうんだろぅなぁ…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月5日9:04
　

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

注意すべきことは

全ての人が屋外活動を中止する必要がある。

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

す必要がある。

　

　

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月6日7:20
　

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

 



（５月５日）　無駄に疲れ果てる地獄バイト、

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月5日23:21
　

先ほど何とか無事故で生還。

(^_^;)
あい変わらず無駄に疲れ果てる地獄バイトですが、

もはや意地でもテコでも

「作家以外には転職しない。」

て、決めているので…(^。^;)…

今日やらかした自損ポカ（？）をネタに(-_-#)、

来週からまた絶賛退職強要強化月間が始まることヒッスですが…
(T_T)

部署全員とクライアント壊社まで殺戮し返す覚悟で、(^_^;)

命崖でしがみついてでも

居座り続け鱒よ…

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月6日0:11
　

まぁとりあえず。(^_^;)

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


マンガを読んだら機嫌は治る。

(^。^;)

マンガは本当に面白いなぁ…♪

やりたいなぁ、原作の仕事…☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月6日7:40
　

０６

０６

０９９☆

　

　

 

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


（５月５日）　労基署は来月！

https://85358.diarynote.jp/201705060726473225/

やはりカキワリ（見かけだけ）　　（一曲追加ｗ）

2017年5月5日 就職・転職
　

　

（5月5日） やはりカキワリ（見かけだけ）
2017年5月3日 就職・転職 コメント (1)

アリバイとか免罪符とか？

実態は何も改善されてない。

来週にはまた何らかの嫌がらせが始まる見込み。

(∋_∈)

とにかく今月は

歯医者とスカイハイ！

労基署は来月！

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月5日20:26

あれを社会人の、しかも管理職から部下への、挨拶とは認めないが

一応「声は出した」という大進歩（？(-”-;)？）なので、

今後を見守る。(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201705060726473225/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月5日23:21

先ほど何とか無事故で生還。

(^_^;)
あい変わらず無駄に疲れ果てる地獄バイトですが、

もはや意地でもテコでも

「作家以外には転職しない。」

て、決めているので…(^。^;)…

今日やらかした自損ポカ（？）をネタに(-_-#)、

来週からまた絶賛退職強要強化月間が始まることヒッスですが…
(T_T)

部署全員とクライアント壊社まで殺戮し返す覚悟で、(^_^;)

命崖でしがみついてでも

居座り続け鱒よ…

(ノ-o-)ノ　┫ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月6日0:11

まぁとりあえず。(^_^;)

マンガを読んだら機嫌は治る。

(^。^;)



マンガは本当に面白いなぁ…♪

やりたいなぁ、原作の仕事…☆

https://www.youtube.com/watch?v=8XrH8TpTURM
Wes - Kekana.mp4 
　　↑

♪　働くパワー　♪

♪　ぜんぶカラダのメッセージ　♪

…にしか、聞こえませんよね…？？
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8XrH8TpTURM


（５月６日）　脳と精神はいささか失調してます。（－－；）★

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

（札幌 ０．０３３ μ ／大通り公園 ０．４０ μ ／気温＋１２℃。
）

2017年5月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

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

遅めのおはようございます。

５月６日の７時７分でした。（幸先良いですか？）

札幌は１２℃。予報降水確率６０％。強風。

超微細な汚染粉塵がカッ飛んでますが、危ガスやセシウムではないので、

風向きは最悪というわけではないかな…（＾＾；）…。

ＧＷ変則２連休の初日。予定はひきこもり。家事とスカイハイ投稿準備。

体調はまずまずですが、脳と精神はいささか失調してます。（－－；）★

さて…？

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

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

https://85358.diarynote.jp/201705060743579524/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705060743579524/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170506/85358_201705060743579524_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170506/85358_201705060743579524_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170506/85358_201705060743579524_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3gl5OEZ8j_o
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

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

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

https://twitter.com/eq_map

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

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

https://twitter.com/eq_map

アクセス解析

あなたの日記にアクセスされた数の日別の推移を表示しています。

最大で 3 か月のログを残しています。

これまでのカウンター増加数の推移

　日付　　アクセス数

2017-05-05 (金) 157 ☆ 日記更新 
2017-05-04 (木) 140  ☆ 日記更新 
2017-05-03 (水) 132  ☆ 日記更新 

https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/eq_map


2017-05-02 (火) 117  ☆ 日記更新 
2017-05-01 (月) 85  ☆ 日記更新 
2017-04-30 (日) 82  ☆ 日記更新 
2017-04-29 (土) 68  ☆ 日記更新 
2017-04-28 (金) 73  ☆ 日記更新 
2017-04-27 (木) 111 ☆ 日記更新 
2017-04-26 (水) 147  ☆ 日記更新 
2017-04-25 (火) 81  ☆ 日記更新 
2017-04-24 (月) 87  ☆ 日記更新 
2017-04-23 (日) 65  ☆ 日記更新 
2017-04-22 (土) 136  ☆ 日記更新 
2017-04-21 (金) 98  ☆ 日記更新 
2017-04-20 (木) 110  ☆ 日記更新 
2017-04-19 (水) 104  ☆ 日記更新 
2017-04-18 (火) 90  ☆ 日記更新 
2017-04-17 (月) 127  ☆ 日記更新 
2017-04-16 (日) 53  ☆ 日記更新 
2017-04-15 (土) 56  ☆ 日記更新 
2017-04-14 (金) 78  ☆ 日記更新 
2017-04-13 (木) 112  ☆ 日記更新 
2017-04-12 (水) 78  ☆ 日記更新 
2017-04-11 (火) 81  ☆ 日記更新 
2017-04-10 (月) 111  ☆ 日記更新 
2017-04-09 (日) 109  ☆ 日記更新 
2017-04-08 (土) 63  ☆ 日記更新 
2017-04-07 (金) 102 ☆ 日記更新 
2017-04-06 (木) 77  ☆ 日記更新 
2017-04-05 (水) 73  ☆ 日記更新 
2017-04-04 (火) 57  ☆ 日記更新 
2017-04-03 (月) 64  ☆ 日記更新 
2017-04-02 (日) 59  ☆ 日記更新 
2017-04-01 (土) 55  ☆ 日記更新 
2017-03-31 (金) 79  ☆ 日記更新 
2017-03-30 (木) 79  ☆ 日記更新 
2017-03-29 (水) 65  ☆ 日記更新 
2017-03-28 (火) 65  ☆ 日記更新 
2017-03-27 (月) 55  ☆ 日記更新 



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

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月6日8:52
　

０６

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


０６

１１１☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月7日7:43
　

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

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

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

 

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


 



（５月８日）　「ＧＷ対応」の続きで変則２連勤の初日。

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

（厄日で涙目な作業終了、栗鼠１匹目）

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

　 　

　

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

おはようございます。０６：５０になっちゃいました。

まだ「ＧＷ対応」の続きで変則２連勤の初日。

もちろんモチベは皆無…。

昨日の話はこちら参照。

　　↓

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

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

未満となっており、見通しが悪くなっています。この状態は、７日夜まで続く見込み

です。

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

ございました…☆彡

https://85358.diarynote.jp/201705080719071328/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201705080719071328/
https://85358.diarynote.jp/201705080719071328/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170508/85358_201705080719071328_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170508/85358_201705080719071328_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170508/85358_201705080719071328_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=vYX1ZLFxs8A
http://85358.diarynote.jp/201705072059468045/


今朝の札幌は外気温は＋の１２℃。（＾＾；）

予報は雨。終日「涼しい」もよう…★

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

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

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

　あっ（＾＾；）そぉいえば、「５３歳まであと１ヶ月」になりましたねぇ…☆

人生目標の「目指せ！６０歳までにプロデビュー！」の道は…

険しく、果てしない（ほぼ不可能事？）ですが…★

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 2 時間2 時間前 
#Radidas 2017/05/08 05:30(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.068,0.06 ad5c24e5

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

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


https://twitter.com/eq_map

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

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

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

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月8日7:20
　

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

なりましたが…（－－；）…

なに？「放射脳」攻撃サイバーテロ月間？とかやってんの？？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月9日7:00
　

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

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


05:00 0.032 0.032 0.032 6 

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

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

 



（５月８日）　「別室で面談」あり。

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

「別室で面談」あり。

2017年5月8日 就職・転職 コメント (1)
　

　　

まぁ「セオリー通り」。(-.-)

とりあえず「契約破棄」（強制退職）方向ではなかったので、

しばらく静観。

(-"-;)

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

(ノ-o-)ノ　┫
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月8日22:12
　

先ほど無事生還連絡船。

(^_^;)
まぁ本当に無駄に疲れるばかりの罵意図で。(-_-#)

よくまぁイケシャアシャアあずなぶると「私は無視も苛めもしてません」なんて

断言しやがるよなぁ…(-”-;)…
恥知らず。

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


(-_-#)

クダラナスギル。(∋_∈)

マンガ読んで

ごはん食べて

さっさと寝ますっ(ノ-o-)ノ　┫
　

 
 



（５月９日）　罵意図は変則２連勤の後半戦。

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

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

2017年5月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

　

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

おはようございます。

０６：５１になっちゃいました。

罵意図は変則２連勤の後半戦。

逝くの嫌だ〜（ＴＴ；）★　（前項参照）

気温は見るのを忘れました。

ぎんぎらぎんにさりげなく〜☆

すさまじい破壊力の市街戦…もとい、（＾＾；）

紫外線と磁気嵐？っぽい太陽光線…。

（まぁ昨日の雨でぐずついてた洗濯物は、今日で乾くでしょうよ☆）

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

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

https://85358.diarynote.jp/201705090713186876/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705090713186876/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170509/85358_201705090713186876_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170509/85358_201705090713186876_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170509/85358_201705090713186876_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=KYFZcOZYA5g
https://www.youtube.com/watch?v=9BZrnT9Yvfo
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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

　　↑

いちど落ちた粉塵がまた舞い上がりつつありますね…★（－－；）★

https://twitter.com/44n142e

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

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

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

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

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

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

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

https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1


5月8日13時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が46箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C_R0F8-U0AA5_cB.jpg

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

5月8日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C_Ql1E6VoAI3Ff-.jpg

5月8日7時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が41箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/C_QhhL4UwAEDxuU.jpg

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

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

 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月10日8:10

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


　

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

 



（５月９日）　「組織的な苛めではない」とかイケシャアシャアと真っ赤な大嘘をつい
たベルクカッツェ魔クゴナガル、「ジェネラル魔ネー邪ー」。

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

ジェネラル・ルー呪の害せん。(-_-#)

2017年5月9日 就職・転職
　

　

（5月9日）　ジェネラル・ルー呪の害せん。(-_-#)

2017年5月8日 就職・転職 コメント (2)

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

をついたベルクカッツェ魔クゴナガル、「ジェネラル魔ネー邪ー」。

(-_-#)

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

ガラセ」を、堂々と再発さすやがって、

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

通告を、勝ち誇ってへらへらと突きつけて寄越しやがって、

(-_-#)

もはや処置なし。

(ノ-o-)ノ　┫

スネイピもアンブリッ児も、

フィル痴もリータも、

みんな勝ち誇って

「これは山猫さんの指示！」

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


って、公言して、高笑いして、

虐めまくってたんだよ…

（衆人環視の、フロアの真ん中で、だ。）

もちろん急な退職者が相次いだ。）

無駄な「社内通報機関」なんか

逝くわけないだろ？

行くなら、労基署！

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月9日15:42

そして私は「不適格」「劣悪」と、不当評価で「減給処分」にしておいて…

(-_-#)

私の「営業成績」と「営業ノウハウ」だけは、横奪りして、

自分らの棒茄子加算査定に、

利用しようって……？



地獄に墜ちろ！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月9日22:57

先ほど何とかよろへろ生還。

(∋_∈)

心身ともにぐだぐだDeath。
(-”-;)

マンガ読んで

ごはん食べて

さっさと寝ます！

┐(’〜`；)┌

　

　



（５月12日）　（明日からの４連勤は、もっと最悪ですけどねッ★）

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

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

2017年5月12日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

　

おはようございます。

ＰＣつけたのが０６：３３でした。

おや？画像が進化している…
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集

（そしてＩＭＥの返還が…変換が！
　いつもよりさらにバカになってる…！？）

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

遺症状が残っていて特に腎臓まわりがダルイです…（－－；）…★

今週の３連休はサイテーですね★（－－；）★

（明日からの４連勤は、もっと最悪ですけどねッ★）

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

https://85358.diarynote.jp/201705120657181286/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705120657181286/
https://85358.diarynote.jp/201705120657181286/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170512/85358_201705120657181286_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170512/85358_201705120657181286_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170512/85358_201705120657181286_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc


切に。（－－；）

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

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

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

　　↑

ヲイ待て★（＝＝；）★

…更新が停まってる…★
　　↑

（前にコレあったのは、フクイチで異常が起きてた時〜ッ★）

…こっちも半日？停まってる…。
　　↓

https://twitter.com/44n142e

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

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

これも半日？停まってますね…？
　　↓

https://twitter.com/whitefood1

5月11日14時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が20箇所以上存在します
。

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


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

5月11日8時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が59箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/C_gFKjdXsAEGoZH.jpg

https://twitter.com/eq_map

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

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

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

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

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

https://t.co/bJlVXJi832

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月12日10:18
　

https://pbs.twimg.com/media/C_hXw8eVoAAoRUw.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C_gFKjdXsAEGoZH.jpg
https://twitter.com/eq_map
https://t.co/bJlVXJi832
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


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

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日7:02
　

2017年05月12日（金）【前日】

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

03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.032 0.031 0.031 6 
07:00 0.031 0.031 0.031 6 
08:00 0.032 0.031 0.031 6 
09:00 0.032 0.031 0.031 6 
10:00 0.032 0.031 0.031 6 
11:00 0.031 0.031 0.031 6 
12:00 0.031 0.031 0.031 6 
13:00 0.032 0.031 0.031 6 
14:00 0.032 0.031 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.032 0.031 0.031 6 
17:00 0.031 0.031 0.031 6 
18:00 0.031 0.031 0.031 6 
19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.032 6 

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


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

 



（５月13日）　再び地獄の罵イ倒４連勤の初日…（－－；）

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

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

2017年5月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

　 　

　

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

あらためまして、おはようございます。

いや、前項、べつに要らんかもですが、「参照本」を追加しましたです…ｗ

０６：５５になっちゃいました。

ＰＣ起こしたのは０６：３８でした？

再び地獄の罵イ倒４連勤の初日…（－－；）

神経性胃炎その他、

免疫系？でも幾つかの不調を抱えておりますが、

おおむね問題ナシ。（ほんとか？）

先日ブクオフで１０８円で「偶然」入手した、

ＴＥＲＲＹのＦＲＥＥＷＡＹてＣＤの「interlude」て曲を、

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

https://85358.diarynote.jp/201705130714099039/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705130714099039/
https://85358.diarynote.jp/201705130714099039/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170513/85358_201705130714099039_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170513/85358_201705130714099039_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170513/85358_201705130714099039_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6F-KJHHUZfI


代理。↓

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

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月13日（土）【当日】 
01:00 0.031 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00

　　↑

空気は清浄で美味しいのですが、強い北風が吹き荒れていて、気温は＋８℃。

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

https://twitter.com/44n142e

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

northland44  @ n142e · 3時間3時間前 
#Radidas 2017/05/13 04:30(JST),
0.05±0.01μSv/h,in36min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.058,0.06 2a471be5

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

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


日曜日には関東に流れる予報です。

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

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

https://t.co/xmXg9B3E0l

　　↑

「カラス侵入禁止」って、紙に書いて貼ればいいんじゃないかな…ｗ

救急如律令♪

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

https://twitter.com/eq_map

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

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

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

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

 
　

　

 

コメント

https://pbs.twimg.com/media/C_lSkEPVoAAxI8g.jpg
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日8:00
　

ＷＥＢ停まってる？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日8:56
　

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

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

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日23:38
　

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2017年05月13日 21:25】
 
後志地方では、１４日明け方から１４日夜遅くまで暴風に警戒してください。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月14日6:48
　

2017年05月13日（土）【前日】
01:00 0.031 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 

https://85358.diarynote.jp/
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04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.032 0.031 0.031 6 
07:00 0.031 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.031 0.031 6 
09:00 0.032 0.031 0.031 6 
10:00 0.031 0.030 0.031 6 
11:00 0.031 0.031 0.031 6 
12:00 0.031 0.031 0.031 6 
13:00 0.032 0.031 0.031 6 
14:00 0.031 0.030 0.031 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.031 0.030 0.031 6 
17:00 0.031 0.031 0.031 6 
18:00 0.031 0.031 0.031 6 
19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.031 6 
22:00 0.032 0.030 0.031 6 
23:00 0.032 0.031 0.031 6 
24:00 0.032 0.031 0.031 6
　

 



（５月13日）　「 避難先の職場 de ガッカイいじめ 」に、今日も耐えてきますか…★
　

https://85358.diarynote.jp/201705130850101668/

「毎日みたいにクラスの誰かが鼻血を出すから怖い」／浪江の山

林火災の影響は、後日はっきりするでしょう。

2017年5月13日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

　

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO
@TOHRU_HIRANOさんのツイートは非公開です。

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
私は今も厳戒態勢です。

浪江の山林火災の影響は、後日はっきりするでしょう。

https://www.youtube.com/watch?v=uuD4TkzbdTU
TERRY / ありがとう featuring ERIKA 

木枯しもん吉。 @kogamonkichi · 29分29分
返信先: @sasakitoshinaoさん 
問題なのは、火災で残った灰。

すぐに線量を調べ、高いなら飛散しないように、雨で流れないように対処しないと。

それが福島の為になるとおもいますが！

たね蒔きジャーナル(リベラル) @dznx6527nx · 53分53分前 
返信先: @nantomori_netaさん 
実際に線量が上昇したのだから、隠匿するのは宜しくないですな。風評被害を恐れて

消防隊員の健康を無視しないでください。 
https://pbs.twimg.com/media/C_qAsllUIAAn7Vj.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 4 時間4 時間前 
浪江町の山林火災の試料（エアーサンプラー）は、どれも山火事の現場より標高が低

https://85358.diarynote.jp/201705130850101668/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201705130850101668/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170513/85358_201705130850101668_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=uuD4TkzbdTU
https://pbs.twimg.com/media/C_qAsllUIAAn7Vj.jpg


い位置で採取しているので、まるで意味がない。

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/216235.pdf … …
これにどれだけの税金をかけているのか。

誤魔化せるレベルでもない。

https://twitter.com/cmk2wl/status/863096099875078144

cmk2wlさんがリツイート 
なおこ☆나오코 @naoko200 · 5月10日 
小１の娘が帰って来るなり「毎日みたいにクラスの誰かが鼻血を出すから怖い」と。

ぶつかった訳でもないのに突然鼻血を出すのだそう。決まった子が繰返し鼻血を出す

だけではなく、いろんな子が突然鼻血を出すのだとか。全校生徒700人の学校で、被曝
回避のためにお弁当を持たせているのは我が家だけ。

https://www.youtube.com/watch?v=skoq_eBRsxk
ありのまま Feat. 般若/TERRY 

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
返信先: @cmk2wlさん 
脊椎は絶え間なく痛み、まるで、電気のこぎりで拷問にかけられているようにさえ感

じます。肩は、バーベキューの熱い炭につかまれているように感じます。

ハンフォード風下住民 ジューン・ケーシー

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
被ばくした結果、私は、重度の甲状腺機能低下、流産、死産、乳腺腫瘤摘出、皮膚

ガン、慢性変性脊椎、ガン性になりうる甲状腺結節、永久脱毛という影響を受けてい

ます。食道にも問題があります。食べ物が飲み込みづらく、腫瘍摘出のため内視鏡手

術を2度受けました。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年12月21日 
アーニー・ガンダーセン「わたしたちが見つけているものは、人間の肺組織に留まる

とても小さな顕微鏡サイズの微粒子なのです。日本政府は実質的にその被曝を語って

いません。20キロ圏や30キロ圏内で健康への影響は重大ですし、何十年もつづくでし
ょう。」

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/216235.pdf
https://twitter.com/cmk2wl/status/863096099875078144
https://www.youtube.com/watch?v=skoq_eBRsxk


https://www.youtube.com/watch?v=KYZyZ2XBCBo
One Way, One Mic, One Life Feat 般若 

しんちゃんさんがリツイート 
お散歩日和 @osanpogo5 · 11時間11時間前 
返信先: @shinchann2008さん
お散歩日和さんがお散歩日和をリツイートしました

こんにちは。

データは調整されているんでしょうか？

先日欠測があったのですが、翌日は欠測が消えていました。

https://twitter.com/osanpogo5/status/861757811687960576

しんちゃんさんがリツイート 
お散歩日和 @osanpogo5 · 5月9日 
MP
フォロワーさんからお知らせをいただいた、欠測が消えていると。

確かに、きのう複数県で一斉欠測があったけど、今は消えている

なぜでしょう?!
https://twitter.com/osanpogo5/status/861757811687960576

https://www.youtube.com/watch?v=qTkaiIF2zkU
TERRY / 一から MV 
　　↑

あぁ…「死相」出てるわ…。

https://www.youtube.com/watch?v=HmgO_gWbA-k
TERRY THE AKI-06 PV 正念場 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
skyhighー福島原発の石棺化が第一 @skyhigh0521 · 2015年6月7日 

自分らが徴兵されるって今頃気づいたのか。>@mimasakakanketo @chibitachibita こ
れで投票年齢を引き下げたら自民に逆風・・ @koyounoyooko 集団的自衛権の行使容
認に20〜30代で反対が急増。

https://www.youtube.com/watch?v=KYZyZ2XBCBo
https://twitter.com/osanpogo5/status/861757811687960576
https://twitter.com/osanpogo5/status/861757811687960576
https://www.youtube.com/watch?v=qTkaiIF2zkU
https://www.youtube.com/watch?v=HmgO_gWbA-k
https://pbs.twimg.com/media/CDnXNzgWEAAR919.jpg


https://pbs.twimg.com/media/CDnXNzgWEAAR919.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=UsxiHclfJ9M
ＴＥＲＲＹ - Be Alright with ERIKA

plethysmogram @plethysmogram11 · 7時間7時間前 
フクシマだけでなく、東京の人も低線量被曝環境下で飼育されているモルモットとし

て疾病データを取られていると思う。早く西日本、ベストは海外へ移住した方がいい

。西日本でさえ、一つの経済世界が誕生しつつある。コンビニは全国にあるが、それ

とは無関係な「東日本との取引がないような独立経済圏」

https://www.youtube.com/watch?v=j_EyYtSBAwc
[PV] 卍LINE - IKIRO 

…さて…「避難先の職場deガッカイいじめ」に、

今日も耐えてきますか…★
…（－－＃）…★

https://www.youtube.com/watch?v=0vrM7MSqtsg
ERIKA - I Believe featuring TERRY

https://www.youtube.com/watch?v=vzWshMtIwKg
卍LINE 「MAP in da treasure box」 MV
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UsxiHclfJ9M
https://www.youtube.com/watch?v=j_EyYtSBAwc
https://www.youtube.com/watch?v=0vrM7MSqtsg
https://www.youtube.com/watch?v=vzWshMtIwKg


（５月13日）　上席全員、死ねばいい。

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日10:37
　

　　

バイト逝くの嫌だ。

ほんたうにいやだ。

上席全員、

死ねばいい。

　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（５月13日）　「つもりはなかった」で済まされうるなら全てのセクハラ裁判は無
効だ。

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

本日もパワーハラスメント。(-_-#)

2017年5月13日 就職・転職 コメント (5)
 
　

風呂土ば吟ず氏も敵認定。

本日も隔離監視嫌がら席。

 

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

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

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

、

「あなたが辞めるまで続ける」宣言。

ばかなの？

他の誰がやられてたとしても、

不快に感じること間違いなしの「公開処刑」だし、

それをされてる私は、

営業成績トップクラスの人材なんだよ？

１０００回に１回くらい？

ミスをするから。というのは、

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


社会的に考えて、

嫌がらせ退職強要の、理由にはなりえないと思うが？

(-_-#)

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

を聞いても、驚きもしないと言うね…？

（だって、現場見てるもの！）

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

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日15:32
　

※再度フロア内で公式抗議。

隔離しようとしたので抵抗。

室次長同席で「話し合い」。

https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


私の訴えを「被害妄想」扱い。

全く状況改善されず放置。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日20:24
　

全く反省の色ナシ。

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

継続の見込み。

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日20:28
　

全員死ねばいい。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月13日22:22
　

あまりにも腹が立って不快で胃痛で気が澱んで深刻な状態なので、

とりあえず地震情報のチェックをやっときます★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年5月14日7:19
　

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 

自信がないと思った時、いつも自分にきっぱりとこう聞くの。

『私がやらなければ誰がやるの？今やらなければいつやるの？』

エマ・ワトソン

　

 
 



（５月⒕日）　【超連続！イヤガラセ罵イ倒】４連勤の２日目。

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

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

2017年5月14日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

　

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

おはようございます。０６：４０です。

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

肌寒いです。

予報は雨…？

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

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

咳が出ます…。
（－－；）

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

https://85358.diarynote.jp/201705140658151747/
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東北、関東、東海、甲信越、北陸、近畿、北海道の一部は風下状態に。

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

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2017年05月13日 21:25】
後志地方では、１４日明け方から１４日夜遅くまで暴風に警戒してください。

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

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

浪江の山林火災の飛灰（ひばい）も空気中にあります。

雨にあたらないよう注意。

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

個人的には【超連続！イヤガラセ罵イ倒】４連勤の２日目。

胃痛と吐き気。

全員殺したい。（－－＃）。

昨夜の腹イセ作業（＾＾；）で、

前２項と、

昨日やりそこねた１２日分の地震情報追加してあります。

見たいかたどうぞ。

　　↓

北海道　http://85358.diarynote.jp/201705130714099039/
東日本　http://85358.diarynote.jp/201705130743236186/
西日本　http://85358.diarynote.jp/201705130848312639/
全地球　http://85358.diarynote.jp/201705130849178774/

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月14日（日）【当日】 
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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

https://twitter.com/44n142e

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

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

https://twitter.com/eq_map

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

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

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

 
 
 

コメント

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月15日7:05
　

2017年05月14日（日）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.032 0.031 0.031 6 
07:00 0.031 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.031 0.031 6 
09:00 0.033 0.031 0.032 6 
10:00 0.033 0.032 0.033 6 
11:00 0.032 0.032 0.032 6 

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

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



（５月⒕日）　さすがにフィル痴の度の過ぎたパワハラについては、私に対する「接見
禁止令」が出たらしく

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

（※追記あり。※）　本日も隔離監視嫌がら席。(-_-#)

2017年5月14日 就職・転職 コメント (4)
　

　 　

　

　

ばかにつける薬はない。

（でもフィル痴は一応それなりに絞られたもよう。）

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

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月14日22:44
　

先ほど無事帰投。

https://85358.diarynote.jp/201705142236397492/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201705142236397492/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170514/85358_201705142236397492_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170514/85358_201705142236397492_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170514/85358_201705142236397492_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=HA1vhF87D7g
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


本日も屈辱の隔離監視イヤガラ席でしたが、

実質ダレも私を「監視している暇もないし、ツケコム隙もない」

状態だったので、まぁ表面上は無事故。

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

頭の上からイキナリ、あることないことアリエナイよーな難癖つけて、

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

」だった…
 
　そのイヤガラセのために１０分くらいムダにしたｗ）

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

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

ル別人）が

座っていたので…ｗｗｗ

耳だけぴくぴくと、笑いの種を拾っていたのでした…♪

（特に「副隊長」とは、ちょっくら仲良くなったさ♪）

（どっちかというとデュオ似で次元大介みたいな服きた可愛い若年女子だｗ）

さて。地震の情報を補完してきます…☆）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月14日22:45
　

あ、ハンジは「私の」代理画像ですｗ

　

　

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月15日6:57
　

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

ゾッとした。

これだ、

これが日本の癌だ。

　

文化の違う他国へも言う。

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

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月15日6:58
　

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

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

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

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

断固拒否しましょう。

　

　

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


（５月15日）　地獄のパワハラ罵イ倒４連勤の３日目。

https://85358.diarynote.jp/201705150710194116/

【 泊原発 沖 】 Ｍ３．５ ／（札幌＋８℃。０．０３４μ。）

2017年5月15日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=sokKczASq4c
【フル】RADWIMPS／スパークル
（映画『君の名は。』主題歌）cover by 宇野悠人

おはようございます。定刻６時起床。

ＰＣ起こしたのが０６：３６でした。

現在０６：３９。札幌＋８℃。凶風。

寒すぎてストーブ点火…。（－－；）★

昨日の分、地震情報を追加してあります。

　　↓

北海道　http://85358.diarynote.jp/201705140658151747/
東日本　http://85358.diarynote.jp/201705140722554108/
西日本　http://85358.diarynote.jp/201705140742379614

個人的には、地獄のパワハラ罵イ倒４連勤の３日目。

モチベ皆無というより「復讐するは我にあり」状態。

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201705142236397492/

ただし、怨嗟で理性を忘れて暴発だの乱闘？だの、

無策に陥るほど暗愚ではない、「馬鹿じゃなし」

（(Ｃ)⇒ハインライン）なので…

https://85358.diarynote.jp/201705150710194116/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705150710194116/
https://85358.diarynote.jp/201705150710194116/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170515/85358_201705150710194116_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170515/85358_201705150710194116_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170515/85358_201705150710194116_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=sokKczASq4c
http://85358.diarynote.jp/201705140658151747/
http://85358.diarynote.jp/201705140722554108/
http://85358.diarynote.jp/201705140742379614
http://85358.diarynote.jp/201705142236397492/


…（＾＾＃）…。

「自分が何をどうしたいのか」

「その為には、どの時点で誰を対象に、どう動いたらいいのか」

…ちっとは、すでにメルトダウンしている堪忍袋の緒頭を冷やしながら、

自分内作戦会議をしてから、アクションを起こすべきだろうなぁ。とは、

思っております…(現在）。

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

まぁ、すこんと暴発して失職するハメになるかもしらんが…

この世界情勢で、

こんな小さな、「コップの中の諍い」に、気を取られていられるのって…

むしろ、「平常性バイアス」の、「現実逃避」に過ぎない。よねぇ…？？

ｗ（－－；）ｗ　↓

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201705150007585562/
【 ふくいち ライブカメラ 】映像、紫色で⇒【 関東で 】 不気味な色の夕焼け。
（2017年5月14日）

https://www.youtube.com/watch?v=iEOzaepBAEY
爆風スランプ - スパる

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月15日（月）【当日】 
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 

https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
http://85358.diarynote.jp/201705150007585562/
https://www.youtube.com/watch?v=iEOzaepBAEY
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 4 分4 分前 
#Radidas 2017/05/15 07:00(JST),
0.05±0.01μSv/h,in36min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.067,0.066 07bb8ea4

northland44  @ n142e · 1時間1時間前 
#Radidas 2017/05/15 06:00(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.072,0.066 92f4b905

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494801000/1011-0010-101000-201705150730.gif?
t=1494801632
（０７：２０〜０７：３０）

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

ホワイトフード @whitefood1 · 1時間1時間前 
5月15日6時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が33箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C_0UmMdUIAAUvwz.jpg

◆【M2.7】国後島近海 深さ93.1km 2017/05/15 05:39:21

◆【M2.6】根室半島沖 深さ22.7km 2017/05/15 05:28:06 

https://twitter.com/44n142e
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494801000/1011-0010-101000-201705150730.gif?t=1494801632
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C_0UmMdUIAAUvwz.jpg


★【M3.5】青森県東方沖 深さ62.5km 2017/05/14 22:59:29

◆【M2.7】北海道東方沖 深さ51.4km 2017/05/14 21:32:49

※【石狩・空知・後志地方 気象警報（解除） 2017年05月14日 21:19】
石狩・空知・後志地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

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

※【M3.5】積丹半島北西沖 深さ0.6km 2017/05/14 12:06:10

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月15日8:49
　

astronami @kaidokunami · 5月12日
　

怒り

#牡羊座：雷
#牡牛座：火山の爆発
　

#双子座：竜巻
　

#蟹座：津波
#獅子座：山火事
#乙女座：地震
#天秤座：あられを伴う嵐
#蠍座：大渦巻き
#射手座：太陽フレア
#山羊座：雪崩/土石流

https://pbs.twimg.com/media/C_yWOkRUMAAvmXD.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


#水瓶座：雷を伴う嵐
#魚座：間欠泉
hannahdrew22
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月16日7:11
　

2017年05月15日（月）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.032 0.031 0.031 6 
07:00 0.032 0.031 0.031 6 
08:00 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.031 0.031 0.031 6 
10:00 0.032 0.031 0.031 6 
11:00 0.031 0.031 0.031 6 
12:00 0.032 0.031 0.031 6 
13:00 0.031 0.031 0.031 6 
14:00 0.032 0.031 0.031 6 
15:00 0.032 0.030 0.031 6 
16:00 0.032 0.031 0.031 6 
17:00 0.032 0.031 0.031 6 
18:00 0.032 0.031 0.031 6 
19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 

22:00 0.035 0.032 0.033 6 
23:00 0.034 0.033 0.033 6 
24:00 0.033 0.032 0.032 6
　

 

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


（５月15日）　私いがいにも退職強要されてる人がいる。

https://85358.diarynote.jp/201705150841234560/

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ） 

負けるか！⇒戻る。http://85358.diarynote.jp/201705150710194116/

https://www.youtube.com/watch?v=bMRwg3_2OY8
爆風スランプ Runner 1989年 

おまけｗ

https://www.youtube.com/watch?v=vbpTu6-aggU
俺は立花藤兵ェだ！ 

https://www.youtube.com/watch?v=LWRJt6l1V0w
映画「風が強く吹いている」 泥だらけのHERO 

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月15日10:25
　

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
http://85358.diarynote.jp/201705150710194116/
https://www.youtube.com/watch?v=bMRwg3_2OY8
https://www.youtube.com/watch?v=vbpTu6-aggU
https://www.youtube.com/watch?v=LWRJt6l1V0w
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


罵イ倒

逝くの嫌だ〜★

(ToT)

胃が痛くて

吐き気がして

目が回る〜〜（＞＜。）。。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月15日10:37
　

６月に労基署に行く。

（いま私いがいにも退職強要されてる人がいるから）

　

　

 

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


（５月15日）　べつの人への嫌がらせを開始。

https://85358.diarynote.jp/201705152218393133/

フィル痴の新しい虐め。(-_-#)

2017年5月15日 就職・転職
　

　

いつものパターンだが、私を虐められないフラストレーションで、早速べつの人への嫌がらせを

開始。

虐めのターゲットと定めた相手にだけ、あからさまに陰険なキツい口調で、

あること無いこと難癖つけ始めるので、すぐ判る。

┐(’〜`#)┌

打たれ強い人だし、目の前で私との経緯を見てるから、簡単には辞めないと思うけど…

非凡に安定した、優秀な仕事ぶりの人材なので 、これで辞めてさまったら、職場の大損害だなぁ
…

(ノ-o-)ノ　┫

私は今日も変わらず屈辱の

隔離監視嫌がら席。(-_-#)

めも。

『復讐はビシソワズ』

⇒スカイハイ。

https://85358.diarynote.jp/201705152218393133/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


早速今夜から！

　

　

 
 



（５月16日）　古巣の霧樹里巣（違）／地獄バイト４連勤の４日目。（＾＾＃）

https://85358.diarynote.jp/201705160718324089/

【 Ａ‐リス 】は、死んでも、生まれ変わっても…治らないｗ

　（岩見沢 ０．０５２ μ ）。　（＋１曲）

2017年5月16日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=0vrM7MSqtsg
ERIKA - I Believe featuring TERRY 

（承前）

古巣の霧樹里巣（違）で、仕切り直しました…ｗ
　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/read

『復讐はビシソワズ　（仮） 』

一石（不死）鳥！（笑）

https://www.youtube.com/watch?v=9ZnlB9fG39E
Never, Never, Ever Give Up! -- No Excuses 

あらためまして、おはようございます。

０７：０６になっちゃいました。

地獄バイト４連勤の４日目。（＾＾＃）

https://85358.diarynote.jp/201705160718324089/
https://85358.diarynote.jp/201705160718324089/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705160718324089/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170516/85358_201705160718324089_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170516/85358_201705160718324089_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170516/85358_201705160718324089_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0vrM7MSqtsg
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/114795/read
https://www.youtube.com/watch?v=9ZnlB9fG39E


今日も「隔離＆監視」（嫌がらせ）されに逝ってきます…⇒労基署は来月！

札幌の気温は＋１０℃。ほぼ無風？

とんでもギンギラな死害線の充満している曇天。

窓から入る曇り空の光だけで、当たっている側の頬の皮膚が痛いです…★
（－－；）

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494886800/1011-0010-101000-201705160720.gif?
t=1494887434
（０７：１０〜０７：２０）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月16日（火）【当日】 
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.033 0.031 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 22時間22時間前 
#Radidas 2017/05/15 09:30(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.063,0.065 001d0282

northland44  @ n142e · 24時間24時間前 
#Radidas 2017/05/15 07:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in51min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.062,0.065 235ec11c

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1494886800/1011-0010-101000-201705160720.gif?t=1494887434
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e


　　↑

更新停止中？

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【陸上自衛隊機 北海道 厚沢部町のダム付近に墜落か】
北海道南部の檜山広域行政組合消防本部に北海道庁から入った連絡によりますと、レ

ーダーから機影が消えたという情報がある陸上自衛隊の連絡偵察機と見られる飛行

機が、北海道南部の厚沢部町のダム付近に墜落した可能性があるということです。

https://t.co/12Z5H15xIC

　　↑

…ちゃんと【自衛】して下さい…。

（ダムに穴？あけてどーすんの？！）

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

5月16日8時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が15箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C_55sQVUIAEFdo5.jpg

▲【M2.7】日高山脈 深さ101.6km 2017/05/16 08:02:46

5月16日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C_5yig9UQAATM3h.jpg

◆【M3.5】釧路地方 深さ136.4km 2017/05/16 07:15:26

5月16日1時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が18箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/C_4bwecVYAEtpiO.jpg

https://t.co/12Z5H15xIC
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/eq_map
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C_55sQVUIAEFdo5.jpg
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C_5yig9UQAATM3h.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C_4bwecVYAEtpiO.jpg


◆【M2.6】弟子屈付近 深さ160.7km 2017/05/15 21:36:50

◆【M3.0】根室半島沖 深さ50.3km 2017/05/15 21:26:27

5月15日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。

https://pbs.twimg.com/media/C_0o9kEUwAA1k2k.jpg

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月17日7:12
　

2017年05月16日（火）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.033 0.031 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00 0.032 0.031 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.032 6 
08:00 0.032 0.031 0.031 6 
09:00 0.031 0.031 0.031 6 
10:00 0.031 0.031 0.031 6 
11:00 0.033 0.031 0.032 6 

12:00 0.038 0.033 0.036 6 
13:00 0.040 0.039 0.040 6 
14:00 0.037 0.033 0.035 6 

https://pbs.twimg.com/media/C_0o9kEUwAA1k2k.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


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

 



（５月16日）　労基署直行の準備は継続するけどね…

https://85358.diarynote.jp/201705170658557613/

昔撮ったキネマ館。（違

2017年5月16日 就職・転職 コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

（5月16日） めも。昔撮ったキネマ館。（違

ワンポイント奪回。

これでひとまず６月の契約打切（強制解雇）のメは無くなったので

多少心理的時間的な余裕は出来たが、

そもそもの『評価不当』

（無理やり重箱の隅をアイスピックで叩き壊す勢いの不当減給）の

件は堂々無視されてやがるので、労基署直行の準備は継続するけどね…

┐(’〜`#)┌

ところで私のことを某『提督』と思っているのでわ？

という雰囲気のかたから目礼を受ける。

(^。^;)

https://85358.diarynote.jp/201705170658557613/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201705170658557613/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170517/85358_201705170658557613_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q


まぁ銀河英雄伝説ファンは多いし？

mixiでエポックメーキングな？　悪目立ちわしてたし、

そもそも今のバイト先は創業時に派遣で参加してた会社で、

mixi見てたら気がつく人は気付くし…ｗ

人生、何がどうつながるか、わからないものだなぁ…(^。^;)

（ヤン・ウェンリー風に読んで下さいｗ）

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月16日23:13

先ほど無事帰投。

まぁとりあえず、

マンガ読んで

早めに寝ます☆ (^_^;)

これを貼りたかったんだけどＤＮさんの検索には引っかからなかった★

　　↓

https://www.shogakukan.co.jp/books/09191136
きねづかん 1
　

　

 

https://www.shogakukan.co.jp/books/09191136


 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月17日7:50
　

cmk2wl @cmk2wl · 5 時間5 時間前 

　

いわゆる “第六感” をあてにしたいなら、
　

その前にまず五感を充分に研ぎ澄ますことだ。

　

ブルース・リー

 

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


（５月17日）　きのうの一応「勝利宣言♪」で、ちょっと心の余裕というか空白エア
ポケット状態なので、

https://85358.diarynote.jp/201705170724033033/

【 北海道 ０．５５ μ 】／（札幌０．４０μ。＋１５℃）。

2017年5月17日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

　 　

 
もういっかい貼りましょうか♪

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

あらためまして、おはようございます。

０７：０７になりました♪

ようやく３連休の初日♪

札幌は晴天。ほぼ無風。窓全開の室内で＋１５℃。

空気清涼。線量低し。…天国…！（＾＾）！

きのうの一応「勝利宣言♪」で、ちょっと心の余裕というか空白エアポケット状態なので、

さくさく机事に家事にと、がんばれたら良いなという状況です。

想像以上に爆熟睡してたらしくて、予想より１時間早く起きられたしね…♪

https://www.youtube.com/watch?v=X1vV2GmZP2M
EXPRESS-もぐらの唄【MV】

https://85358.diarynote.jp/201705170724033033/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705170724033033/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170517/85358_201705170724033033_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170517/85358_201705170724033033_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170517/85358_201705170724033033_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
https://www.youtube.com/watch?v=X1vV2GmZP2M


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

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

　　↓　（更新停止中）

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 5月15日 
#Radidas 2017/05/15 10:00(JST),
0.05±0.01μSv/h,in42min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.063,0.064 7b2d2721

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

◆【M3.1】北海道東方沖 深さ20.8km 2017/05/17 00:13:44

☆【M3.6】北海道北西沖 深さ273.0km 2017/05/16 21:37:59

◆【M3.0】根室半島沖 深さ45.5km 2017/05/16 20:24:59

★【M2.6】青森県東方沖 深さ5.5km 2017/05/16 17:49:24

5月16日14時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が17箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C_7MPUVUIAAW6hL.jpg

◆【M3.1】国後島近海 深さ88.9km 2017/05/16 10:12:41

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1
https://pbs.twimg.com/media/C_7MPUVUIAAW6hL.jpg


5月16日8時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が15箇所以上存在します。
https://pbs.twimg.com/media/C_55sQVUIAEFdo5.jpg

5月16日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。

https://pbs.twimg.com/media/C_5yig9UQAATM3h.jpg

▲【M2.7】日高山脈 深さ101.6km 2017/05/16 08:02:46

◆【M3.5】釧路地方 深さ136.4km 2017/05/16 07:15:26

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月17日8:09
　

画像３、「ハマオカ原発直下の緑の点線」に注意…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月17日19:28
　

…フツウに「ナカノヒト」の「休日」であるらしい…ｗ
　　↓

northland44  @ n142e · 8時間8時間前 
2017/05/17 11:25(JST) 
おはよう！これから計測をはじめます。(バージョン0.10.1.0)

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://pbs.twimg.com/media/C_55sQVUIAEFdo5.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C_5yig9UQAATM3h.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2017年5月17日19:31
　

※今度はホワイトフードさんがアウトオブわーるどオーダー…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月18日6:48
　

2017年05月17日（水）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.032 6 
06:00 0.032 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.032 6 
08:00 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.031 6 
10:00 0.032 0.031 0.032 6 
11:00 0.032 0.031 0.032 6 
12:00 0.032 0.031 0.031 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 
14:00 0.032 0.031 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.032 0.031 0.031 6 
17:00 0.032 0.031 0.031 6 
18:00 0.032 0.031 0.032 6 
19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.032 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 
22:00 0.032 0.032 0.032 6 
23:00 0.032 0.031 0.032 6 
24:00 0.033 0.032 0.032 6
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（５月17日）　追加【砂魚鵜】を先にやってました☆

https://85358.diarynote.jp/201705171744319745/

【小惑星の地球衝突】 対策 【 国際会議 】 始まる。（NHK）
／【 天才 物理少年】 が 本気で警告。　（借景資料集）

2017年5月17日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

https://www.youtube.com/watch?v=mZ_AidAbi1M
天然色の化石　さだまさし

こっちの化石燃料の追い焚き？追加【砂魚鵜】を先にやってました☆

　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/read
（退職強要の記録）

〜労基署提出用資料〜

＞聞いてた話より研修時給を勝手に３０分ぶん減らされ、

＞聞こえよがしにリストラとか部署廃止とか転職の話をしている…

　（＠２０１３年　11月27日）

ｗ（－－＃）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=tGbclQY65kI
さだまさし　私は犬になりたい

https://twitter.com/subaru2012

中津川　昴 @subaru2012 · 11時間11時間前 
返信先: @subaru2012さん

Maxが語る「神のいる世界」「神の力が絶大な世界」「神がいない世界」も可能性の数
だけあるのが多世界解釈だから、それは自由だが、一神教の場合は、宇宙に偏在する

神が「存在しない」という並行世界を考えるのは無理だろう。一方、非偏在を唱える

場合は神に一番近い世界から影響力は薄れていく

https://85358.diarynote.jp/201705171744319745/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201705171744319745/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170517/85358_201705171744319745_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mZ_AidAbi1M
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/114795/read
https://www.youtube.com/watch?v=tGbclQY65kI
https://twitter.com/subaru2012


中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 
返信先: @subaru2012さん

そのCERNの実験以降、マンデラ効果と呼ばれる異世界の記憶を保持する特定の人々が
世界中に数百存在していて、その理由として世界Aと世界Bの間と行ったり来たりする
時の記憶で「宇宙とは世界線間をはみ出すようにフラクチュエート（周期的に上下：

波のように振る舞う）していると語った」

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 
返信先: @subaru2012さん

記事中の「CERN」が時空連続体に穴を開けて一番近い（我々の世界と2%未満の違い
しかない）「隣の」並行世界を破壊している最中という話については電子や陽子を連

続的に加速しているだけでも破壊につながると考えているようだ。

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 
返信先: @subaru2012さん

僕も30代の時に、ネクサス2000シドニー大会に出たことがあるけど、その時は取材
で行ったので、僕自身が何か講演したわけではないけど、Maxの言う並行世界を何度も
経験してきたので、彼の言う考えが分からないでもない。鏡像世界と並行世界は違う

。無限と無限+1、無限+2の話も分かる。

中津川　昴 @subaru2012 · 13時間13時間前 
返信先: @subaru2012さん

世界が注目、13歳天才物理少年が本気で警告「CERNがパラレルワールドを破壊中、
宇宙滅亡する」

https://t.co/IjaYrqsgu7

中津川　昴 @subaru2012 · 5月16日 
返信先: @subaru2012さん

小惑星の地球衝突 対策や課題話し合う国際会議始まる | NHKニュース

https://t.co/IjaYrqsgu7
https://t.co/zdWhQS41I7


https://t.co/zdWhQS41I7

中津川　昴 @subaru2012 · 5月15日 
返信先: @subaru2012さん

クラーケン伝説は本当だった！人類が発見したイカで最大じゃなイカ！　寿命数百年

とかか？これなら海賊の船ごと破壊できそうだな！

中津川　昴 @subaru2012 · 5月15日 
返信先: @subaru2012さん

https://twitter.com/subaru2012/status/864168058914349056
デカすぎ

中津川　昴 @subaru2012 · 5月15日 
返信先: @subaru2012さん

ダイオウイカの3倍以上あるな〜全長22mって恐竜並みじゃないか！海底で何が起きた
いるのかな？

https://twitter.com/subaru2012/status/864167733939716096

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 13時間13時間前
 
アメリカの高校生が授業中に突然死 カフェインの取り過ぎが原因か #ldnews
http://news.livedoor.com/article/detail/13070804/ …

▶�カフェインは毒だとわかっているのにやめられない。

う”っ…ｗ（＾◆＾；）ｗ…★

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

https://twitter.com/subaru2012/status/864168058914349056
https://twitter.com/subaru2012/status/864167733939716096
http://news.livedoor.com/article/detail/13070804/
https://www.youtube.com/watch?v=TNMuLBwXyVI


恋愛症候群〜その発病及び傾向と対策に関する一考察〜

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月17日17:51
　

予定より押した★（＾＾；）

ちっと家事やってきます☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月17日18:28
　

時給９５０円♪の高条件派遣の大量募集来た。

(^。^;)

最近ほとんどアルパカ狼さんを見かけないのは、

そっちへ異動しちゃうのかなァ〜…？

(ToT)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月18日9:06
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https://85358.diarynote.jp/
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中津川　昴 @subaru2012 · 7時間7時間前 

世界の行く先を見つめ続けるビル・ゲイツの7つの「予言」
｜BUSINESS INSIDER
https://www.businessinsider.jp/post-33430
 【七つの計画ということか、そこにビジネスが生まれるんだろう】

https://twitter.com/subaru2012/status/864882877078437890
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月18日9:16
　

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 2 時間2 時間前  

「５０代は転勤願出せ」女性社員らへのパワハラ認定判決（朝日新聞デジタル） - Yahoo!ニュー
ス

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170517-00000071-asahi-soci … @YahooNewsTopics
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月18日9:26

OTL49さんがリツイート  
木下黄太 @KinositaKouta · 5月16日 

【現実の嫌がらせ】

ツイッターでうかつに予定を伝えると、開催地に電話で嫌がらせが入ったり、変な人間がうろつ

くケースが増えている。佐久市での小出氏の講演会でも、嫌がらせが入り、佐久市教育委員会は

後援を取り消している。

こうしたことが増えている日本は本当におぞましい。

要注意。
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（５月18日）　目指そう…⇒　【　労基署経由　⇒　円満退職　】…☆彡

https://85358.diarynote.jp/201705180955118299/

ＴＯ　ＧＯ？　or　ＮＯＴ　ＴＯ　ＧＯ…？／急募！【 時給 ９
５０ 円 】（６月１日〜研修開始）／【 冷戦 】の幕開けである…
。　

2017年5月18日 就職・転職 コメント (2)

　

OTL49さんがリツイート 
sasa×××く@zogu8011 · 5月12日 

来てみた。

https://pbs.twimg.com/media/C_o1SE_UIAAKkA1.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=fydL6_eujco
ヒトとひと／ARARE 

課題⇒「職場 de 人間関係」…。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
ナキミヤ @L_outer · 5月16日 

冷戦の幕開けである

https://pbs.twimg.com/media/C_7oP__UIAAyyfJ.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=kXqek2NX1PU

https://85358.diarynote.jp/201705180955118299/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201705180955118299/
https://pbs.twimg.com/media/C_o1SE_UIAAKkA1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fydL6_eujco
https://pbs.twimg.com/media/C_7oP__UIAAyyfJ.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kXqek2NX1PU


RAY / 言葉の力 （STEP UP RIDDIM） 【MV】 

Ｗｈｏ　Ａｍ　Ｉ？

Ｗｈａｔ　Ａｍ　Ｉ？

⇒　目指そう…⇒　【　労基署経由　⇒　円満退職　】…☆彡

参照⇒http://p.booklog.jp/book/114795/read

（退職強要の記録）

〜労基署提出用資料〜

＞聞いてた話より研修時給を勝手に３０分ぶん減らされ、

＞聞こえよがしにリストラとか部署廃止とか転職の話をしている…

　（＠２０１３年　11月27日）

ｗ（－－＃）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=VAM29pcSeOM
目指す方向 / RAY
　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月18日10:01

file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/114795/read
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それにつけても。ｗ（－－＃）ｗ

あれだけやられて、私が「辞めない」ことのほうが、

よっぽど「不思議」（普通じゃない）と思うのだが。

ｗ（－－；）ｗ

それで「退職強要なんかじゃありません！」て言って…

…恥ずかしくないのか…？？

（そして口を滑らせて、

「品質評価が良くなれば、【転職」だって、しやすくなるでしょう？

　そのための【指導】です！」

（ば〜い、副室長…＠先週土曜日だっけ…？）

ちなみに「品質」って、ナニ？

わたし…「品物」扱い。なのね…？？

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月18日10:03
　

　

さすがに、

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


「転職しやすくなるでしょう！」と叫んだ次の瞬間、

「あ、」って、自分で口を押えてました…

馬鹿ではない。

こちらを、「馬鹿にしてる」だけ…

（－－＃）

　

 
 



（５月19日）　現在まったく！状況、変わっておりません…（－－＃）…。

https://85358.diarynote.jp/201705192235365804/

「有給研修」だけ受けて実務に入る前に辞める。…を繰り返す「
研修金稼ぎ」…⇒【 やるやる詐欺 】…？

2017年5月19日 就職・転職 コメント (1)
　

 

　

　

https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】

おばんです。２２：２６になりました。

情報チェックはしてません。

歯医者でクレオソート処方されたせいなのか、

上天気の紫外線ばりばりのなか、

自転車でサイクリングまでしちゃったせいなのか、体調良好。

やたらと「好転」発熱中…ｗ（＾＾；）ｗ…。

これやってました。

　　↓

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

2013年12月8日18:18

嫌なやつがアラサガシ目当ててマイナスオーラをぶつけて来やがって、脳力ぼろぼろ

https://85358.diarynote.jp/201705192235365804/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201705192235365804/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170519/85358_201705192235365804_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170519/85358_201705192235365804_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170519/85358_201705192235365804_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/114795/read#none


。

どうせまた、あることないこと難癖つけられて、いきなりクビになるんだ…？

まぁ、「人が足りない」のは、あのおんなが不快にさせて、追い出すせいだよね…

営業成績上げたのに、そこは一つも誉めずに、悪いのばっかり責め立てらたよ…
お客様はそこは怒ってなかったつうの！

2013年11月28日 

…どんどん辞めるから結局企業側の採用コストが無駄に増え、業務の質はダダ下がり
で顧客が離れ売り上げ落ちる。

さらに、「有給研修」だけ受けて回って実務に入る前に無断で辞めるを繰り返す

「研修金稼ぎ」なんて詐欺？まで発生している…ｗ

他人を捨てたら、

自分も棄てられるんだよ？

…はい。現在まったく！状況、変わっておりません…（－－＃）…。

（ついでに「研修だけ受け逃げ詐欺」の人たちは、

　「業務資料」持ち出し⇒横流し（販売）も、やってる模様…。

⇒明日に続くっ！

https://www.youtube.com/watch?v=qvPw53jv7Cs
魔法少女まどか☆マギカ　暁美ほむらMAD 「絶望の夜を超えて」 

cmk2wlさんがリツイート 

https://www.youtube.com/watch?v=qvPw53jv7Cs


大沼安史 @BOOgandhi · 9 時間9 時間前 
◎ TBS/JNN福島第一原発情報カメラ（LIVE） が再開　「２２時間前から」と表示
　⇒　https://www.youtube.com/watch?v=URQ9UW3rINY#t=37 …

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月19日22:47
　

なんかスゲェ風…★
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（５月20日）　地獄バイト４連勤の１日目。／（…逝きたくないッ（＞＜；）胃が痛
い〜〜〜ッッ（＞＜ｐ）★）

https://85358.diarynote.jp/201705200706455181/

「札幌はライラック祭りの真っ最中だね！」／（札幌 ０．０３３
μ ／＋２０℃）。

2017年5月20日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

　

https://www.youtube.com/watch?v=qvPw53jv7Cs
魔法少女まどか☆マギカ　暁美ほむらMAD 「絶望の夜を超えて」

遅め？ようございます。

０６：５３になっちゃいました。

再び地獄バイト４連勤の１日目。（－－；）

今日から一応「お白洲さらしもの刑」からは釈放…との言質は得てますが、

どうせ、また、「新しい嫌がらせ」と、新手の「隔離監視」手法が、

待ち受けているにまちがいない…（⇒前項参照）
（－－＃）

モチベ皆無ですが、とにかく生き抜きます…★

https://www.youtube.com/watch?v=dE-QXsqf-9E
【MAD】 マミさんのテーマ - Credens justitiam - 【原曲×合唱】 

（…逝きたくないッ（＞＜；）胃が痛い〜〜〜ッッ（＞＜ｐ）★）

https://85358.diarynote.jp/201705200706455181/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705200706455181/
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https://www.youtube.com/watch?v=dE-QXsqf-9E


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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月20日（土）【当日】 
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.032 6 
06:00

中津川　昴 @subaru2012 · 7時間7時間前 
【黄砂とPM2.5が黄海と半島を超えて日本海に広がってきた、今日は九州・中国地方・
北陸及び東北と北海道の日本海側にやってくる！】

https://twitter.com/subaru2012/status/865615348162326533

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 27 分27 分前 
#Radidas 2017/05/20 06:30(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.067,0.062 f649c6a9

northland44  @ n142e · 1時間1時間前 
#Radidas 2017/05/20 05:30(JST),
0.05±0.01μSv/h,in34min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.063,0.061 71a6bdf7

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

△【宗谷地方 気象警報（解除） 2017年05月19日 22:08】

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/subaru2012/status/865615348162326533
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map


宗谷地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

宗谷地方では、２０日明け方まで強風や高波、濃霧による視程障害に注意してくだ

さい。

★【M2.7】北海道南西沖 深さ12.7km 2017/05/19 09:56:06 

▼【M2.6】渡島半島 深さ155.1km 2017/05/19 08:22:59

△【宗谷地方 気象警報 2017年05月19日 07:21】
宗谷地方では、１９日昼過ぎから１９日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。

https://pbs.twimg.com/media/DAJGcJTUIAAMHq3.jpg

◆【M2.5】根室地方 深さ87.9km 2017/05/19 07:08:01

★【M3.1】浦河南方沖 深さ46.4km 2017/05/19 05:47:45

https://twitter.com/charlie24K

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 13時間13時間前 
最後は八重桜

そして、奥にレンギョウ。

手前はユキヤナギ…だっけ？
仮に健康診断の結果が良くても、脳ミソは確実にスカスカになってきている。

アル中ハイマーさwww orz
https://pbs.twimg.com/media/DALlq6BV0AAlgU0.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DALlq_6UMAAYl1O.jpg

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 13時間13時間前 
あとは、サクラ？

花びらの先が割れてない…梅？
いやいや、花柄が長いからサクラだよなぁ…
蕾がピンクで花が白いからチシマザクラかな？

きっとそう…かもw
https://pbs.twimg.com/media/DALlciIVYAA5L1W.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DALlcl0UQAEJ8TG.jpg

https://pbs.twimg.com/media/DAJGcJTUIAAMHq3.jpg
https://twitter.com/charlie24K
https://pbs.twimg.com/media/DALlq6BV0AAlgU0.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DALlq_6UMAAYl1O.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DALlciIVYAA5L1W.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DALlcl0UQAEJ8TG.jpg


チャーリー（Lv51） @charlie24K · 13時間13時間前 
さて、帰りに二十四軒公園に寄ってきた。

札幌はライラック祭りの真っ最中だね！

公園のリラの花も満開

 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月20日15:27
　

昼休み外出した人によれば外は「暑い！」そうな。(^。^;)★

座席はひとまず「仮釈放」。

（執行猶予？盗聴監視付き。）

業務はひたすら「暇」。(^_^;)

何故か「このタイミング」で、

空自基地内からの電話を受ける…ｗｗｗ

百里じゃなくて残念でしたｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月21日7:02
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2017年05月20日（土）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.032 6 
06:00 0.033 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.032 0.032 6 
08:00 0.032 0.032 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.032 6 
10:00 0.032 0.031 0.032 6 
11:00 0.033 0.032 0.032 6 
12:00 0.032 0.031 0.032 6 
13:00 0.032 0.032 0.032 6 
14:00 0.032 0.032 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.032 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.032 0.032 6 
18:00 0.032 0.032 0.032 6 
19:00 0.032 0.031 0.032 6 
20:00 0.032 0.032 0.032 6 
21:00 0.032 0.032 0.032 6 
22:00 0.033 0.031 0.032 6 
23:00 0.033 0.032 0.032 6 
24:00 0.033 0.032 0.032 6
　

 



（５月20日）　（２０１３年１２月３１日まで終了）。

https://85358.diarynote.jp/201705202345451049/

　♪ 祝 ！（＾◇＾）！ 有 給 Ｇ ｅ ｔ 〜 ♪♪

2017年5月20日 就職・転職
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=X1vV2GmZP2M
EXPRESS-もぐらの唄【MV

https://www.youtube.com/watch?v=kXqek2NX1PU
RAY / 言葉の力 （STEP UP RIDDIM） 【MV】 

これやってた。（＾＾；）

　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/read

（２０１３年１２月３１日まで終了）。

言語脳、もう寝てる★（＾＾；）

有給取得♪ と本日の感想については、明日の朝〜☆
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（５月21日）　「今年度の有給休暇」（日数１４日！）。

https://85358.diarynote.jp/201705210656521872/

【 旭川 ０．１μSv/h 】…!?　／（札幌 ０．３３ μ。＋２０℃。
晴天。）　（ごきげんな♪　栗鼠）…。

2017年5月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

 
https://www.youtube.com/watch?v=Uis0osR0Wi4
「黄金魂」MV 

（承前）

おはようございます。０６：４８です。

定刻０６時起床で、小家事をやってました。

札幌はぎんぎら空の晴天。ほぼ無風。

湿度低し。快適⇒暑くなりそう。…

昨日はひさびさの「平土間」席で、o（＾０＾）o

とっつきにくそう（堅そう！真面目そう！気難しそうｗｗｗ）…
な、ところが実に「私好み」なｗまだ殆ど喋ったことがない人と、

反対側が、

実際喋ってみたらあまり私とは話が合わない（－－；）タイプだった、

でも普通に常識的な日常会話をたしなむ相手としては十分な…
レインリリーさんに挟まれて、

https://85358.diarynote.jp/201705210656521872/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705210656521872/
https://85358.diarynote.jp/201705210656521872/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170521/85358_201705210656521872_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170521/85358_201705210656521872_2.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=Uis0osR0Wi4


気分おだやか♪　（＾ｗ＾）ｇ

んで。

さらに帰り際に「今年度の有給休暇」（日数１４日！）の通知を無事！

（とは、とても言えない嫌がらせ退職強要の果てに…）

入手した♪（＾ｗ＾）♪

ので、超〜ご機嫌さま〜♪♪

…で帰宅した、わたくしでした…♪

https://www.youtube.com/watch?v=4rn1adrUu-E
『炎天夏』MV（FULL ver.）

…てなことで、一瞬で頭の冷える？

情報チェックに逝きます…★

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 6 時間6 時間前 

リアルでもSNSでも、たまーに「死ね！」っていう人いるよね？
そんな酷くて無責任な言葉はないよ…
そういうときはね？

こう言いなさい！

「君は生まれ変わった方がいい」

…（＾＾；）…。

りすは死んでも治りません！

https://www.youtube.com/watch?v=4rn1adrUu-E


ｗ（＾＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=nrJqzmMWUCU
『カラス』MV 

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月21日（日）【当日】 
01:00 0.033 0.032 0.032 6 
02:00 0.033 0.032 0.033 6 
03:00 0.033 0.032 0.033 6 
04:00 0.033 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.033 0.033 6 
06:00

…まぁじわじわと上がってはいますが…
（大通り公園はすでに０．０４０でした★）

２０１３年の阿鼻叫喚な記録 ｗ（－－；）ｗ に比べれば、
たいしたことないし☆彡

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 22時間22時間前

そえば昨日、竜巻型の地震雲っぽいやつが札幌で出てたのね？

でも、その前に飛行機が二機飛んでるのは確認してるの。

風の強さであーいうのは出来るよね？

（写真なくてゴメンw）

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 2分2分前 #Radidas 2017/05/21 07:00(JST),
0.07±0.01μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.07,0.066 902b0569

northland44  @ n142e · 2時間2時間前 #Radidas 2017/05/21 05:00(JST),

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


0.1±0.02μSv/h,in30min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.073,0.066 6aedec2b

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495318800/1011-0010-101000-201705210720.gif?
t=1495319445

https://twitter.com/eq_map

◆【M2.6】根室半島沖 深さ56.1km 2017/05/21 02:04:10

◆【M2.6】弟子屈付近 深さ135.4km 2017/05/20 22:28:44

☆【M2.6】青森県西方沖 深さ212.7km 2017/05/20 19:19:56

◆【M2.5】国後島近海 深さ97.2km 2017/05/20 18:26:59

★【M4.1】青森県東方沖 深さ46.2km 2017/05/20 12:57:51

◆【M4.9】KURIL ISLANDS 5.7km 2017/05/20 10:21:38JST, 2017/05/20 01:21:38UTC

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
鮒☆Departure Fish @FUNA214 · 16時間16時間前 
姫鱒！チミケップ湖（ヒメマス；産卵期モノクロ；Himemasu）あらゆる生命たちへ感
謝と祈りをささげます。(ブラック他) https://clubt.jp/product/481087.html …　#ヒメマ
ス　#姫鱒　#津別　#網走
https://pbs.twimg.com/media/DAQBNWcUMAEDaKG.jpg

 
　

　

 

コメント

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495318800/1011-0010-101000-201705210720.gif?t=1495319445
https://twitter.com/eq_map
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月22日6:54
　

2017年05月21日（日）【前日】
01:00 0.033 0.032 0.032 6 
02:00 0.033 0.032 0.033 6 
03:00 0.033 0.032 0.033 6 
04:00 0.033 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.033 0.033 6 
06:00 0.034 0.033 0.033 6 
07:00 0.034 0.033 0.033 6 
08:00 0.033 0.033 0.033 6 
09:00 0.033 0.032 0.033 6 
10:00 0.033 0.032 0.033 6 
11:00 0.033 0.032 0.033 6 
12:00 0.033 0.032 0.033 6 
13:00 0.033 0.032 0.032 6 
14:00 0.033 0.032 0.032 6 

15:00 0.037 0.034 0.036 6 
16:00 0.036 0.033 0.034 6 

17:00 0.033 0.032 0.033 6 
18:00 0.033 0.033 0.033 6 
19:00 0.033 0.032 0.033 6 
20:00 0.032 0.032 0.032 6 
21:00 0.033 0.032 0.032 6 
22:00 0.033 0.032 0.032 6 
23:00 0.033 0.032 0.033 6 
24:00 0.033 0.033 0.033 6
　

 

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


（５月23日）　昨日のバイトは穏健な平土間席で、

https://85358.diarynote.jp/201705230715131440/

【 Ｍ ５．４ 】 道東沖 ／【 札幌 大通公園　０．０４４ μ 】／今
朝の気温…＋１３℃。強風。

2017年5月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=73WWpKyuWL4
BERSERK ~Forces~ (GOD HAND MIX) 

おはようございます。

０６：４３です。

札幌は＋１３℃。強風。

空がぎんぎらしている高い雲の…曇天。

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495491000/1011-0010-101000-201705230710.gif?
t=1495491632
（０７：００~０７：１０）

空気は臭くて、呼吸すると気管が傷む…★

kiwico @kiwicoconico · 10時間10時間前 
さっきのあやしい地震。震源遠いのに、いきなり揺れMAX。
いま空赤い。雨降ってきた。

線量、エアは下限値点滅。 
https://twitter.com/kiwicoconico/status/866621879775186944

https://85358.diarynote.jp/201705230715131440/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705230715131440/
https://85358.diarynote.jp/201705230715131440/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170523/85358_201705230715131440_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170523/85358_201705230715131440_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=73WWpKyuWL4
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495491000/1011-0010-101000-201705230710.gif?t=1495491632
https://twitter.com/kiwicoconico/status/866621879775186944


…色々やばそうなんですが…（－－；）

個人的には「低め堅調」。

昨日のバイトは穏健な平土間席で、わりと仲の良い同年輩の、とても常識的なふるまいの人が隣

に座ってくれたので、心楽しく過ごせました…（＾＾）…

が、（－－；）

営業成績的には個人史上最低？を記録。

なんでって…

関東も関西も北九州も…

お客さん、みんな脳ミソ【べくれ沸騰】してて、

こちらの説明も説得も、「聞く耳」残ってない…★ｗ（〜〜；）ｗ★

…あ、あと、「札幌のバイト先の」ワンフロアの中で、

昨日は、「病欠者３名」も涌きました…★

（まぁ単に「さぼり」か「転職面接」かも？な、特定個人達。ですけどね…ｗ）

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年1月23日 
オケアノフ教授　子どもでは、精神遅滞、

大人では精神失調の発病が増加した。

消化器系疾患の増加も注目すべき。

（しかしながら「海外逃亡」の準備を始めた！という

　高崎市民の話とかも…聞けて！

…皆さん、（ぜんぶではないが、）実にイマサラながらに、



「自分の置かれている状況を自覚した！」ってかたが…
…増えてる？　（…と、思いたいですね…★）

まぁ今更すでに余命残数ない！って連中は、自覚しないまま死ねた方が、

まだシアワセ？かもしれないんですが…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=P6LwW159QjQ
HIBIKILLA「最悪ノ事態」 Saiaku-No-Jitai 

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月23日（火）【当日】 
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.034 0.032 0.033 6 
03:00 0.033 0.032 0.033 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 58 分58 分前 #Radidas 2017/05/23 06:00(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.065,0.064 7072524c

northland44  @ n142e · 14時間14時間前 #Radidas 2017/05/22 17:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in42min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.06,0.063 172aa829

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

◆【M3.2】根室半島沖 深さ34.0km 2017/05/23 07:55:41

★【M2.9】浦河南方沖 深さ74.9km 2017/05/23 07:11:59

https://www.youtube.com/watch?v=P6LwW159QjQ
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map


★【M2.7】青森県東方沖 深さ66.1km 2017/05/23 00:01:08

◆【M2.8】北海道東方沖 深さ58.3km 2017/05/22 23:24:32
◆【M2.5】北海道東方沖 深さ6.6km 2017/05/22 22:30:56

◆【M5.4】KURIL ISLANDS 48.9km 2017/05/22 20:00:57JST, 2017/05/22
11:00:57UTC
　　↑

【地震情報 2017年5月22日】
20時00分頃、北海道東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地
震の規模はM5.6、最大震度3を北海道で観測しています。この地震による津波の心配は
ありません。

https://pbs.twimg.com/media/DAbSON8W0AAtfq4.jpg
　　↑

　【最大震度3】(気象庁発表) 北海道東方沖 深さ約50km 
　【M5.6】 22日20時01分頃発生 

★【M3.1】十勝地方南東沖 深さ103.4km 2017/05/22 15:58:10

※【M2.5】石狩平野 深さ133.6km 2017/05/22 08:54:03

　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月24日8:53
　

2017年05月23日（火）【前日】
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.034 0.032 0.033 6 
03:00 0.033 0.032 0.033 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 

https://pbs.twimg.com/media/DAbSON8W0AAtfq4.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


06:00 0.032 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.032 6 
08:00 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.031 6 
10:00 0.032 0.031 0.032 6 
11:00 0.032 0.031 0.032 6 
12:00 0.032 0.031 0.032 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 
14:00 0.032 0.031 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.032 0.032 6 
18:00 0.032 0.032 0.032 6 
19:00 0.032 0.032 0.032 6 
20:00 0.033 0.032 0.032 6 
21:00 0.033 0.032 0.032 6 
22:00 0.032 0.032 0.032 6 
23:00 0.032 0.032 0.032 6 
24:00 0.032 0.032 0.032 6
 
 



（５月23日）　敵にツケイル隙を与えた！

https://85358.diarynote.jp/201705232048138056/

南葛自殺点！（違っ　　

（一曲追加…したかったんだけど、極がなかった…★）

2017年5月23日 就職・転職 コメント (1)
　

ちょっくら墓穴を掘った。

(-"-;)

敵にツケイル隙を与えた！

ヽ（・＿・；）ノ

（待て次号。）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（…ケツメイシの「懲りない男」って曲が「気分にぴったりｗ」だろうと思って貼りたかったん
ですが…（＾＾；）…

悠宙舞さんには無いようなので、有料とかで聴ける人は、お試しくださーい…ｗ）ｗｗ）
 
　

　

　

 

コメント

https://85358.diarynote.jp/201705232048138056/
https://85358.diarynote.jp/201705232048138056/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月23日23:14
　

まぁ無事帰投。(^_^;)

落ち込みと反省は

明日まで棚上げ♪ (^。^;)

とりあえず４連勤は終了！

マンガ読んでごはん食べて早めに寝ます！

＼(^-^)／

（心臓が変なんだけどね…★）
 
 

https://85358.diarynote.jp/


（５月24日）　どうせまた来週から退職強要が再発する結果に終わった。

https://85358.diarynote.jp/201705240859445353/

【 福島原発の風 】⇒【 カムチャッカ 】方面に流れています。　

（２時間寝すごしました作業栗鼠１匹目…一旦終了。）

2017年5月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

遅いようございます。（＾＾；）

０８：４４になっちゃいました。

バイトは４月〜先週までの超過酷だった緊張の糸がキレて、

結局緩みすぎて後半ぼろぼろ。（－－；）

どうせまた来週から退職強要が再発する結果に終わった。というね…。
（－－；）

まぁそれは、休みがあけてから考えますわ…★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月24日（水）【当日】 
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.032 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.033 0.031 0.032 6 

https://85358.diarynote.jp/201705240859445353/
https://85358.diarynote.jp/201705240859445353/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
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05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00

とにかく自覚していた以上によほど疲れが（心身ともに）溜まっていたらしく…
時計も聞こえない勢いで２時間も寝過ごしましたが（＾＾；）

まぁ物凄く濃い色のお小水が出て、脱力感と徒労感と絶望感はあるものの、

おおむね体調良好。

骨も元気だし、造血作用も強壮。（むしろ高血圧…）

心臓の不調は、寝たら治りました。（＾＾；）

良かった良かった…☆

（先週まで緊張し過ぎて、ちゃんと眠れていなかった？らしい…）

https://www.youtube.com/watch?v=sokKczASq4c
【フル】RADWIMPS／スパークル（映画『君の名は。』主題歌）
cover by 宇野悠人

…んで。（〜〜＃）★

…なんだ、この【画像１】は…ッ？！

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 
東電福島原発からの風は、現在はカムチャッカ半島方面に流れていますが、西日本の

太平洋岸は過去放出分の風下になっている雰囲気です。

https://twitter.com/cmk2wl/status/866848970382778368

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495586400/1011-0010-101000-201705240940.gif?
t=1495587030
（０９：３０〜０９：４０）

https://www.youtube.com/watch?v=sokKczASq4c
https://twitter.com/cmk2wl/status/866848970382778368
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495586400/1011-0010-101000-201705240940.gif?t=1495587030


https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 10時間10時間前 #Radidas 2017/05/23 23:00(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.072,0.064 260490ea

northland44  @ n142e · 16時間16時間前 #Radidas 2017/05/23 16:30(JST),
0.03±0.01μSv/h,in55min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.052,0.063 b61e109b

https://twitter.com/whitefood1

5月23日22時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が15箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/DAhB-WbXUAUMD49.jpg

https://twitter.com/eq_map

◆【M3.5】北海道東方沖 深さ65.5km 2017/05/24 04:12:27
◆【M4.3】北海道北東沖 深さ328.4km 2017/05/24 01:10:30
◆【M3.3】北海道東方沖 深さ174.2km 2017/05/23 22:12:50
◇【M3.9】網走地方 深さ235.0km 2017/05/23 14:46:17

★【M2.7】十勝地方南東沖 深さ54.1km 2017/05/23 12:02:05
◆【M3.2】根室半島沖 深さ34.0km 2017/05/23 07:55:41
★【M2.9】浦河南方沖 深さ74.9km 2017/05/23 07:11:59

https://www.youtube.com/watch?v=Un05KNjlUaQ
６０のゆりかご　アイヌ音声　日本語字幕 

sa360さんがリツイート 
シーザー @siizaaGpS · 11時間11時間前
https://pbs.twimg.com/media/DAg2KSsUMAASQ1W.jpg
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月25日7:46
　

2017年05月24日（水）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.032 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.033 0.031 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00 0.033 0.032 0.032 6 
07:00 0.033 0.032 0.033 6 
08:00 0.033 0.032 0.032 6 
09:00 0.032 0.032 0.032 6 
10:00 0.033 0.032 0.032 6 
11:00 0.032 0.031 0.032 6 
12:00 0.033 0.032 0.032 6 
13:00 0.032 0.032 0.032 6 
14:00 0.033 0.032 0.032 6 
15:00 0.032 0.031 0.032 6 
16:00 0.032 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.032 0.032 6 
18:00 0.032 0.032 0.032 6 
19:00 0.032 0.031 0.032 6 
20:00 0.033 0.031 0.032 6 
21:00 0.032 0.032 0.032 6 
22:00 0.033 0.032 0.032 6 
23:00 0.032 0.032 0.032 6 
24:00 0.032 0.032 0.032 
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（５月24日）　復讐は、ビシソワズ。　（仮）

https://85358.diarynote.jp/201705241841139672/

（サ行　遠隔活用。）　（違っ

2017年5月24日 就職・転職 コメント (8)
　

https://www.youtube.com/watch?v=lNRjt4rCymM
Hans Zimmer - Hoist The Colours - Pirates of the Caribbean:
At World’s End 

はいコレ逝ってました☆

　　↓

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

本日作業目標の「１月１５日まで」粘ってたら、

予定を１時間半！もオーバードーズ…（－－；）…★

軽食かっくらって仮眠して、原稿に生きまーす…☆

https://www.youtube.com/watch?v=LeI03Xn-clc
Hoist the colors - The Full song 

…副産物…ｗｗｗ
　　↓

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年1月7日21:33

「2013年12月31日、

　フクイチ地下で核爆発」

ロシア報だそうで、超即でリツイトされてる模様。

https://85358.diarynote.jp/201705241841139672/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201705241841139672/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170524/85358_201705241841139672_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lNRjt4rCymM
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/114795/read
https://www.youtube.com/watch?v=LeI03Xn-clc


（；‾Д‾）

http://85358.diarynote.jp/201401080657001383/
絶望スパイク。

2014年1月8日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (3)

福島で絶望的数値のスパイク。

http://diarynote.jp/data/blogs/l/20140108/85358_201401080657001383_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20140108/85358_201401080657001383_2.jpg

昨日これをリアルタイムで見た記憶がないのは神様が同情して見ないで済むようにしてくれてた

のか、

はたまた、情報公開を阻む勢力に立ち向かって正しい数値の公表に踏み切った勇気ある一担当者

がいてくれたのか、どっちだ？

(-.-;)

ずっと脅威的な高線量の続いている山口県で知事重病により辞任。

…真実が明るみに出る頃には、全てが手遅れだ…

１月８日、06時56分。
 
　

　

ひみつ日記

　

　

前回保存していない文章

自動保存された書きかけの文章です。

http://85358.diarynote.jp/201401111129381700/
コメント 2014年1月11日21:33    
 
「書き取りアンブリッジ」たちにハブられてネチられた。(;_;)
さらに「魔法図書館」の利用禁止を喰らいました。　(∋_∈)

http://85358.diarynote.jp/201401080657001383/
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20140108/85358_201401080657001383_1.jpg
http://diarynote.jp/data/blogs/l/20140108/85358_201401080657001383_2.jpg
http://85358.diarynote.jp/201401111129381700/


…どうせこういう座りっばなしの仕事は向いてないしぃ。(T_T)
６人も新規採用しちゃったから、「要らないやつ」は追い出したいんだろおなぁ…(-_-#)  
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201401112200054475/
2014年1月11日
 
いきなり「すごい脱毛」と吐き気や目眩が始まった中高年女性の皆さん。   (・_・;)  
…お気の毒ですが、もはや手遅れです。   間に合ううちに、身辺整理して。  
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2014年1月11日23:44  
「２０１１年３７月」…たしかに。あれで時間止まった…  
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝   ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月24日19:10
　

０６

０８

０３

０☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月24日19:48
　

あれ？（＠＠；）

肝心の、１月１５日が、消えてる…★
　

http://85358.diarynote.jp/201401112200054475/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月24日20:33
　

修復＆追加補正してきました☆

（本日予定オーバーのまま、終了!?）
　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（５月25日）　…まぁそもそも「人間以下」な「非正規」ですけどぉ…？

https://85358.diarynote.jp/201705251633047535/

【 非正規 】の気持ち…★（－－；）。

2017年5月25日 就職・転職 コメント (2)
　

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

sa360さんがリツイート 
さち @sachitaka_dears · 1時間1時間前 

【犬たちの気持ち】

https://pbs.twimg.com/media/BSU638ECUAAW8bW.jpg

★★『犬と私の１０の約束』★★

#犬 #pet #動物 #拡散

　　↑

…まぁそもそも「人間以下」な「非正規」ですけどぉ…？
ｗ（－－；）ｗ

せめて「イヌ並」ぐらいには、扱って頂きたいものだ…★

（時給３ケタ＝年収１５０万以下＝の非人を相手に図々しく「プロ意識！」とか…、

　年収４００万円超の「正社員サマ」が要求すんな…ッ！！）

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前

自分に対する否定的な心を捨てるのよ。

自分自身ではなく、自分を怖気づかせる原因を作った人たちを否定するの。

レディー・ガガ

https://85358.diarynote.jp/201705251633047535/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201705251633047535/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170525/85358_201705251633047535_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=SV5XU4vIu5E
https://pbs.twimg.com/media/BSU638ECUAAW8bW.jpg


ってことで？

２０１４年１月３１日分までサルベージ。

　　↓

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

球形して来まーす☆

…ん？　（＾□＾；）　？
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月2日21:46
　

OTL49さんがリツイート 
電機・情報ユニオン大阪支部 @denkijohokansai · 2日2日前 
電機・情報ユニオン大阪支部さんがNOパワハラ！あかるい職場応援団をリツイートしました

パナソニックアドバンストテクノロジーでは、社長らがパワハラを行ったことが裁判所で認定さ

れました。

国は、行政訴訟で、パナソニックアドバンストテクノロジーと一緒になって、パワハラ被害者の

人格攻撃を繰り返しました。

https://twitter.com/no_pwr_harassmn/status/869754305179471873
　

　

file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/114795/read
https://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月29日8:53
　

OTL49さんがリツイート 
想田和弘 @KazuhiroSoda · 6月27日 

前から申し上げているように、非正規労働者は正規と同一賃金どころか２倍か３倍の賃金を得ら

れるべきだと思います。だって雇用者側からすれば、雇いたい時だけ雇えるという大きなメリッ

トがあるのだから。ホテルの部屋はアパートを長期契約で借りるより割高でしょ？あれと同じ原

理です。
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（５月27日）　バス通勤です。さくさく進行します…。

https://85358.diarynote.jp/201705270729596679/

【 旭川 ０．１ μ？ 】／（札幌 ０．０３３μ。＋１４℃。雨。）

2017年5月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

おはようございます。

０６：５４になっちゃいました。

昨夜予定より１時間遅れで就寝した影響で、

（計算通り）定刻より３０分遅れで平常運行中ですが…

起きぬけの脳内音楽が標記のやつで、しかも目覚ましより早く起きたって…

体調はいい。ってことなんでしょうか…（＾＾；）…。

札幌は本降りの雨。＋１４℃。ほぼ無風。

https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495836600/1011-0010-101000-201705270710.gif?
t=1495837235
（０７：００〜０７：１０）

バス通勤です。さくさく進行します…。

https://www.youtube.com/watch?v=DrRJehIrvsE
若旦那　何か一つ(Producer’s Acoustic Version).wmv 

https://85358.diarynote.jp/201705270729596679/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705270729596679/
https://85358.diarynote.jp/201705270729596679/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170527/85358_201705270729596679_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170527/85358_201705270729596679_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170527/85358_201705270729596679_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
https://hailstorm.c.yimg.jp/weather/lightning/1495836600/1011-0010-101000-201705270710.gif?t=1495837235
https://www.youtube.com/watch?v=DrRJehIrvsE
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05月27日（土）【当日】
01:00 0.033 0.032 0.033 6 
02:00 0.033 0.032 0.033 6 
03:00 0.033 0.033 0.033 6 
04:00 0.033 0.032 0.033 6 
05:00 0.033 0.032 0.033 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 19時間19時間前 #Radidas 2017/05/26 12:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in43min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.058,0.065 90629ca9

northland44  @ n142e · 22時間22時間前 #Radidas 2017/05/26 09:00(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.07,0.065 4539d19c

該当事項ナシ⇒https://twitter.com/whitefood1 ／https://twitter.com/UN_NERV

https://twitter.com/eq_map

★【M2.7】十勝地方南東沖 深さ47.7km 2017/05/27 06:56:35

◆【M2.7】根室半島沖 深さ24.9km 2017/05/27 04:06:37

▲【M2.8】日高地方 深さ29.3km 2017/05/27 02:36:46

◆【M2.8】根室半島沖 深さ55.8km 2017/05/26 13:10:35 

◆【M2.7】釧路地方 深さ131.1km 2017/05/26 11:29:23

◆【M3.0】北海道東方沖 深さ44.6km 2017/05/26 07:41:45

https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月28日8:10
 
　

2017年05月27日（土）【前日】
01:00 0.033 0.032 0.033 6 
02:00 0.033 0.032 0.033 6 
03:00 0.033 0.033 0.033 6 
04:00 0.033 0.032 0.033 6 
05:00 0.033 0.032 0.033 6 

06:00 0.034 0.033 0.034 6 
07:00 0.036 0.035 0.035 6 
08:00 0.035 0.034 0.035 6 
09:00 0.035 0.034 0.035 6 
10:00 0.035 0.034 0.035 6 
11:00 0.034 0.033 0.033 6 
12:00 0.033 0.032 0.033 6 
13:00 0.035 0.033 0.034 6 
14:00 0.037 0.034 0.036 6 

15:00 0.041 0.038 0.039 6 
16:00 0.040 0.038 0.039 6 
17:00 0.039 0.035 0.037 6 
18:00 0.034 0.032 0.033 6 

19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.031 0.030 0.031 6 
21:00 0.031 0.031 0.031 6 

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


22:00 0.031 0.030 0.031 6 
23:00 0.031 0.031 0.031 6 
24:00 0.031 0.031 0.031 6
 
 



（５月28日）　たぶん来月からまた退職強要が始まる。

https://85358.diarynote.jp/201705280900257830/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月28日15:37
　

業務内容厄日。(∋_∈)
てか客がみんな切れてるチーズで、説得誘導どころじゃない。

(-”-;)

もうどーでもいい。

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月28日20:40
　

降水確率１０％を無視して

本降りの雨。(∋_∈)

顎骨の疼痛が再発。

たぶん来月からまた退職強要が始まる。

…ぐれてやる…ッ┐(’〜`#)┌
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（５月29日）　（地獄バイトは…まぁ、「クビにならない」（されない）程度に、

https://85358.diarynote.jp/201705290703245860/

（ 短〜中期 目標）

2017年5月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

　 　

　

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

（地獄バイトは…まぁ、「クビにならない」（されない）程度に、
　極限まで「手抜き」で…だらだら居座る。ｗ（－－；）ｗ★）

６〜７月は、まぁ、あの宣伝量だと応募量も凄いことになるだろうから

「どうせ引っかからない」を前提に（＾＾；）

気軽にスカイハイに「数撃ちゃ当たる…かも？」のイキオイで、

投稿しまくって「執筆習慣」と度胸を付ける。

８月は、どうせ暑くてＰＣ前になんか居られないから？

ダイエットを兼ねて、山と森で歩きまくる♪

９月から…

https://85358.diarynote.jp/201705290703245860/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201705290703245860/
https://85358.diarynote.jp/201705290703245860/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170529/85358_201705290703245860_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170529/85358_201705290703245860_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170529/85358_201705290703245860_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c


１ヶ月４０枚（３〜４連休？１回で１０枚？）のペースをめどに…

「投稿原稿」を書く！

（んで…「ファイル」が現在「１４０殺」ほどあるので…ｗ（＾＾；）ｗ

　本多勝一の「２０分の１」理論？で言うと…

　４００枚７本書いて投稿したら、１個くらいは通る。

　…はず…？？？？

（超〜【長期】目標！…ｗｗｗ）

　目指せ！「６０歳までにプロデビュー」…ッ！！！）

https://www.youtube.com/watch?v=f7ixJR9qRx0
David Garrett - We are the Champions - Queen - Frankfurt 05.10.2014 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日7:21
　

とりあえず…

https://www.youtube.com/watch?v=f7ixJR9qRx0
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


５３歳から５９歳までの間に…

「１年１冊＝７冊」書こう♪

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日8:10
　

sa360さんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 5時間5時間前 

「放射能の脳への影響」　

http://amba.to/1PzNLqT
　

怖ろしい事態が始まっている。私自身も日時の感覚がおかしくなっているので、クラウドのス

ケジュールを使って記憶を補っている。スケジュールとアラームがないと、仕事がヤバイ。

https://t.co/OnSafdh3pk
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日8:10
　

藪歯医者の残念歯科助手が切った傷跡から入ったヒヨリミ細菌感染？

歯根経由〜鼻腔骨上端部まで到達中侵攻中なう…

（脳についたらあっぱっぱ〜…ｗｗｗ）
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（５月29日）　隣がスネイピという劇厄日。

https://85358.diarynote.jp/201705291031424421/

（追記アリ。）⇒　朝から厄日。（－－＃）★

2017年5月29日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (5)
　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日10:45
　

持ち出し禁止書類

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日15:26
　

…では？というものを帯出している新人さんを目撃したが、
 
派遣の人々はルールが違うのかもしれないし、

 
確認とか密告とか、する義理でもないしなぁ…
(-”-;)

…で、見逃してると何故か私が犯人にされてたりするのだが…

(-”-;)
　

　

https://85358.diarynote.jp/201705291031424421/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201705291031424421/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日15:28
　

隣がスネイピという劇厄日。

(ToT)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日15:32
　

昼休みでいつも座っている席を目前でとられるとか、(T_T)

盗撮目的？で、他人女性に無断で異常接近して座るキショイ男子がはす向かい。とか…

(-”-;)

なんか不幸だぞ、今日…

（；‾Д‾）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月29日22:16
　

先ほどよろよろ帰投。

ぐれてやる〜…ッ★（T¬T）/

（＞＜。）。。
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（５月30日）　地獄バイト４連勤の最終日！（＾◇＾）！

https://85358.diarynote.jp/201705300720376580/

（札幌 ０．０３２ μ。 ＋１４℃〜上昇中。）／（Cafoonは凶暴
でした！）

2017年5月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=srW1bybDaSM
Back to Titanic Soundtrack - 1. Titanic Suite 

（承前）（＾＾；）

あらためまして、おはようございます。

０７：１０になっちゃいました。

札幌の朝５時の気温は１４℃でした。

ぎんぎら晴れ。無風。

現在ぐんぐん暑くなり中…（－－；）。

地獄バイト４連勤の最終日！（＾◇＾）！

今週はいやんだったわ〜…（先週までのストレスの反動で胃に穴あきかけてて気が抜けてて、
本州人はみんなキレてて暴走するので営業成績（捕獲率）も悪し…★）

さくさく逝きます…

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

https://85358.diarynote.jp/201705300720376580/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201705300720376580/
https://85358.diarynote.jp/201705300720376580/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170530/85358_201705300720376580_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170530/85358_201705300720376580_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170530/85358_201705300720376580_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=srW1bybDaSM
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年05月30日（火）【当日】 
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.032 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 4時間4時間前 #Radidas 2017/05/30 03:00(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.062,0.063 673e2452

northland44  @ n142e · 23時間23時間前 
#Radidas 2017/05/29 08:00(JST),
0.04±0.01μSv/h,in46min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.058,0.06,0.062 e434edaa

https://twitter.com/eq_map

◆【M2.5】根室半島沖 深さ51.1km 2017/05/30 08:16:35

★【M3.6】青森県東方沖 深さ65.4km 2017/05/30 02:40:10
　　↑

　【最大震度1】(気象庁発表) 苫小牧沖 深さ約70km 
　【M3.2】 30日02時40分頃発生 

◆【M2.9】北海道東方沖 深さ101.8km 2017/05/29 21:50:48

※【M3.5】石狩平野 深さ115.6km 2017/05/29 20:15:13
※【M3.3】石狩平野 深さ173.7km 2017/05/29 18:02:47

◆【M2.5】根室半島沖 深さ44.8km 2017/05/29 16:30:42

＃【M4.7】OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 35.0km 2017/05/29

https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/eq_map


09:28:29 JST[UTC+9]

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 7時間7時間前 
なんでこんな時間に活発かって？

さっきまで数時間寝てたんだよ。

この抗えなかった睡魔はお酒の所為か、体感だったのか…
体感だとすると、札幌のやつか？

他にデータが見当たらない（見られない）から困りもの(^-^;)

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11時間11時間前 
今日の札幌の…
Cafoonは凶暴でした！
やめれ .°(ಗдಗ。)°.

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 5月28日 
さっき ちょっと胃が痛い？と思ったら今は心臓？が痛い…
なんだ？もしや体感か⁉�
そういえば書き忘れてたが、2〜3日前に耳鳴りもしてたな。
方向は…
真下！

まさか札幌で地震⁉�

今は嫌やなぁ…
ま、札幌の前兆はあんま出てないけど^ ^

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日7:13
　

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


2017年05月30日（火）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.032 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.032 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.032 0.031 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.031 6 
08:00 0.032 0.031 0.031 6 
09:00 0.031 0.031 0.031 6 
10:00 0.031 0.030 0.031 6 
11:00 0.031 0.031 0.031 6 
12:00 0.032 0.030 0.031 6 
13:00 0.031 0.031 0.031 6 
14:00 0.031 0.031 0.031 6 
15:00 0.032 0.031 0.031 6 
16:00 0.031 0.031 0.031 6 
17:00 0.031 0.031 0.031 6 
18:00 0.031 0.031 0.031 6 
19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.032 6 
22:00 0.033 0.032 0.032 6 
23:00 0.032 0.032 0.032 6 
24:00 0.032 0.032 0.032 6
　

 



（２０１７年０６月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０６月）
 
 



（６月３日）　再び睡魔とイヤガラセ地獄なバイト４連勤の初日。（－－；）

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

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

2017年6月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

　 　

　

　

おはようございます。０６：５５になっちゃいました。

ＧＯＧＯ！（＾＾；）？

体調はまぁまぁ。ぽかぽか体温上昇中のクマムシモードで、

いわゆる「副交感神経優位」な状態なので、注意力散漫…（－－；）…★

再び睡魔とイヤガラセ地獄なバイト４連勤の初日。（－－；）

とにかく意識喪失「コビトさんモード」で４日間を乗り切って、

再び楽しい「投稿生活！」３連休に辿り着くまで頑張ります…。

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

札幌の外気温、＋１０℃…（＠＠；）…？

（そのわりに無暖房なのに今朝の室温２３℃も！あったのは、

　根性ナシで耐寒能力の低い（－－；）

　典型的な「道産子ゲンダイッコ」の迷惑階下が、

「設定２８℃！」とかで暖房を入れているせいかと思われます…★）

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


曇り〜一時雨？予報。現在ほぼ無風。

近所で「運動会実施！」の合図の花火が鳴ってます…。

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

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

https://twitter.com/44n142e

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

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

northland44  @ n142e · 3時間3時間前 #Radidas_Alert 2017/06/03 04:30(JST) 
【注意報(新規)】 瞬間線量注意 30分平均線量(0.11μSv/h)が平常値0.058の1.7倍をこえ
ています。

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

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

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

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


　　↑

…雨？…（〜〜；）…。

中津川　昴 @subaru2012 · 16時間16時間前

【これ前兆じゃなイカ！】

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

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

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

けど、この時期ってこんなに低気圧多いんだっけ？

　　↑

これコピペしてる最中に、「偶然」これかかった…☆
　　↓

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

 

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


（６月３日）　バイトは超ヒマ。

https://85358.diarynote.jp/201706030844447480/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月3日14:26
　

休憩室の一角が、もはや『山谷の簡易宿泊所』と化していて、むさいワープア男が蒸れ群れで大

変見苦しい。

(-”-;)
 
（日本の経済力は、

どこまで下がるんだ…？）

バイトは超ヒマ。

たまにかかってくる電話は、

荒天と高線量つづきの地獄住人の声がやつれてて痛ましい。

(∋_∈)

夕べ結局３時間しか寝てないので激睡魔。。。。(〃_ _)σ‖

食べたら私も山谷住人のごとく机で寝ます…

(ノ-o-)ノ　┫
　

 
 

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


（６月４日）　バイトがやたらヒマ、

https://85358.diarynote.jp/201706040731592564/

コメント

    
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月4日14:31
 
　

千葉が笑える事態に…
…(・ω・;)(;・ω・)…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月4日14:35
　

バイトがやたらヒマなのはそのせい（揺れる度に回線墜ちる）らしいけど、

それだけでは説明できないレベルの異様（過激）睡魔。(-”-;)

地獄に引き摺りこまれるよーな勢いで、眠い★(∋_∈)★
　

　

 
 

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


（６月６日）　バイト４連勤の最終日。

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

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

2017年6月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

　

（朝の作業栗鼠１匹目）

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

おはようございます。０６：５８です。

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

いろいろ脳ミソ停止中の天中殺中りすdeath よ〜ッ★

天中殺⇒http://開運グッズ.net/post-55/

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

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

置かれている状況などが正しく認識できない状態を指す。

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

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


前前前世 (movie ver.) RADWIMPS MV 

札幌は午前５時に＋１０℃。

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

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

バイト４連勤の最終日。さくさく情報チェックいきます…

（これ気に入った♪）

　　↓

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

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

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

https://twitter.com/44n142e

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

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

northland44  @ n142e · 6時間6時間前 #Radidas 2017/06/06 01:00(JST),

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


0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.065,0.063 5fffa976

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

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

北海道は出てるね。

　　↑

…わ〜あ…★
　　↓

https://twitter.com/eq_map

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

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

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

　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月7日8:04
　

https://pbs.twimg.com/media/DBg26jAU0AAsHoN.jpg
https://twitter.com/eq_map
https://85358.diarynote.jp/
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2017年06月06日（火）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.031 6 
02:00 0.031 0.031 0.031 6 
03:00 0.031 0.031 0.031 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00 0.031 0.031 0.031 6 
07:00 0.032 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.031 0.031 6 
09:00 0.031 0.030 0.031 6 
10:00 0.031 0.030 0.031 6 
11:00 0.031 0.030 0.031 6 
12:00 0.031 0.030 0.031 6 
13:00 0.031 0.030 0.031 6 
14:00 0.031 0.030 0.031 6 
15:00 0.031 0.030 0.030 6 
16:00 0.031 0.030 0.031 6 
17:00 0.031 0.030 0.031 6 
18:00 0.031 0.030 0.031 6 
19:00 0.031 0.031 0.031 6 
20:00 0.031 0.031 0.031 6 
21:00 0.031 0.030 0.031 6 
22:00 0.032 0.031 0.031 6 
23:00 0.032 0.031 0.031 6 
24:00 0.032 0.031 0.031 6
　

 



（６月６日）　波乱ぶくみで、来週持ち越し。

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

また消した★(-"-;) めも。御う麺６６６…（6月6日）

2017年6月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　

　

本当にぼんやりしていて凡ミスが多い。(-"-;)

ぶち平和な

プチ厄日。(^_^;)

ムー眠と

ムーみんパパに挟まれて

釣れない川に釣糸を垂れる

りすナフキン状態。(^。^;)

ムー眠は『１３日の金曜日』を知らない世代で(^。^;)

「オー麺ってどんな麺？」というスマッシュヒットをかっ飛ばしてくれたので、

とりあえず睡魔との闘いに勝てる呪文ゲットです…【御う麺】！ｗｗｗ

…本州の様子が何か凄い変だ…と、

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


内心非常な不安を感じつつ…、

まだ一見は平常進行な札幌。

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月6日7:43
　

０６

０９

３０３☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月6日23:32
　

先ほど何とか無事帰投。(^_^;)

疲れました★(^。^;)★

総括？しづらい４連勤でした★

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

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


満月トリガーを気にする前に、

カップ麺かっ喰らって、

まんか読んで寝ます☆

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月7日16:18
　

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 20時間20時間前 

666は悪魔の日だろ #楽器の日
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月7日17:04
　

OTL49 @sukipparanisake · 6月5日
　

20170606に月齢が11.3ですか。
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https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（６月７日）　十歳以上歳の離れた人を、部下とはいえ「オマエ」呼ばわりで罵り放題
の時点で人間的にオカシイわな。

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

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

2017年6月7日 就職・転職 コメント (4)
　

　 　

　

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

おばんです。２１：４３になっちゃいました。

これやってました☆

　　↓

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

（２０１４年２月。まで終了。）

…私がアノばか会社を完全に見限った、

「蹴って異てき」（…と、ばかIMが自動変換しやがりました…）

日付（２０１４年２月１９日!!）…を、ようやく発掘…。

…ｗ（＾へ＾＃）ｗ…。

https://85358.diarynote.jp/201706072151497762/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201706072151497762/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170607/85358_201706072151497762_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170607/85358_201706072151497762_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170607/85358_201706072151497762_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xwg2Hpf4ta8&list=PLQSe03l3Dk-kIb8Nz1GxZ2ApIiN2srw71&index=15
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/114795/read


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

（雪すごくて、出歩く気になれなかったんだよ…ｗ（－－；）ｗ…）

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

＞バカだの死ねだの言われまくり(-"-;)

＞アンブリッ児の非常識対応っぷりには呆れすぎて笑いも出ない。

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

発掘⇒副産物っｗｗｗ

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

…ｗ（＾◇＾；）ｗ…

洗濯してお風呂入って寝まーす！

（あしたは【５３歳】の…誕生日ッ☆）

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

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


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

【 脱 原発 テント！ 】！（＠◇＠）！

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

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月12日23:36
　

OTL49さんがリツイート 

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

政府が自慢している雇用者が増えた、の内訳

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

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月12日23:38

OTL49さんがリツイート 

https://www.youtube.com/watch?v=wkwTPPDNawA&index=19&list=PLQSe03l3Dk-kIb8Nz1GxZ2ApIiN2srw71
https://www.youtube.com/watch?v=IDAlZ7PDMDU&index=18&list=PLQSe03l3Dk-kIb8Nz1GxZ2ApIiN2srw71
https://85358.diarynote.jp/
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清水 潔 @NOSUKE0607 · 8時間8時間前 

安倍総理が絶対言わない数字。

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

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月18日22:34
　

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

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

社の利益が増えたという話からわかるのは、

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

ということだと思う。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月23日8:21
　

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

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

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

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

のと一緒じゃ不幸だわ。
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（６月10日）　再び嫌んな４連勤の初日。

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

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

2017年6月10日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

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

しつこくてすいません。（＾＾；）

（でも、モチベ上がりますよねッ？（＾ｗ＾）ｇ）

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

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

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

今後の警報や注意報、気象情報に留意してください。

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

（気象・自然/防災気象情報/全般気象情報）

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

https://85358.diarynote.jp/201706100717211290/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706100717211290/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170610/85358_201706100717211290_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170610/85358_201706100717211290_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170610/85358_201706100717211290_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wWkW_tMwOfc
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/emergency/detail/00000005660364.html


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

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

風の蛇行現象だろうけど。この時期に南下するか？

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

ってことでおはようございます。０７：０１になっちゃいました。

再び嫌んな４連勤の初日。札幌は…嵐ッ★

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

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

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

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

…ｗ（－－；）ｗ…。

よさこい祭り土曜日に雨７０％の札幌って…（ＴＴ；）…★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月10日（土）【当日】 
01:00 0.034 0.032 0.033 6 
02:00 0.036 0.035 0.035 6 
03:00 0.041 0.033 0.036 6 
04:00 0.042 0.037 0.040 6 
05:00 0.036 0.033 0.035 6 
06:00

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

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


…ｗ（－－；）ｗ…

https://twitter.com/44n142e

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

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

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

northland44  @ n142e · 18時間18時間前 
2017/06/09 12:52(JST) おはよう！これから計測をはじめます。(バージョン0.10.1.0)

はい。おはようございます。（＾＾）

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

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

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

頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

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

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

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

https://twitter.com/44n142e
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1497048600/1011-0010-101000-201706100750.gif?t=1497049243
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/whitefood1
https://pbs.twimg.com/media/DB6ifRFUAAAR8jf.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DB6aJt0VYAAyaZ0.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DB6I1RqUQAAIvOI.jpg


https://pbs.twimg.com/media/DB6EDriUAAAmGFj.jpg

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

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

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

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

などの激しい突風、ひょうに注意してください。

【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】この情報は10日05:30まで有効です。

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

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

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

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

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

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

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

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

…けっこう、揺れてたね…？？（＠＠；）||||

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


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月10日8:01
　

…なんか知らんが、１０分くらい前？から、

猛烈な頭痛と、目の痛み…（＝＝；）…★

なんなの？？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月10日14:30
　

…０.０５１μ…。(ToT)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月11日7:21
　

2017年06月10日（土）【前日】
01:00 0.034 0.032 0.033 6 

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

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

16:00 0.033 0.031 0.032 6 
17:00 0.032 0.031 0.031 6 
18:00 0.032 0.031 0.031 6 
19:00 0.032 0.031 0.031 6 
20:00 0.032 0.031 0.032 6 
21:00 0.032 0.031 0.031 6 
22:00 0.032 0.031 0.031 6 
23:00 0.032 0.031 0.031 6 
24:00 0.032 0.031 0.032 6
　

 



（６月10日）

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

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月10日21:14
　

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

https://85358.diarynote.jp/
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（６月11日）　嫌んバイト４連勤の２日目。もちべ皆無。

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

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

2017年6月11日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　 　

 
https://www.youtube.com/watch?v=a2GujJZfXpg
スパークル [original ver.] -Your name. Music Video edition- 
予告編 from new album「人間開花」初回盤DVD 

おはようございます。

定刻０６；００には起きたのですが、小家事に手間取って、

ＰＣつけたのが０７：００ジャストでした。

札幌は予報降水確率３０％を無視して再びの雨。（－－；）

湿気湿気湿気…

まさに「関東の梅雨時」…！！

（…すなおに「北海道も梅雨入り宣言」を、出して欲しい…★）

嫌んバイト４連勤の２日目。もちべ皆無。

さくさく情報チェックやりまーすっ！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

https://85358.diarynote.jp/201706110742368910/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170611/85358_201706110742368910_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170611/85358_201706110742368910_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170611/85358_201706110742368910_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=a2GujJZfXpg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


2017年06月11日（日）【当日 
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.031 0.031 0.031 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.032 0.031 0.031 6 
05:00 0.032 0.031 0.031 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 5時間5時間前 #Radidas 2017/06/11
02:00(JST),0.04±0.01μSv/h,in44min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.062,0.062
e3f39892

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

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

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

6月10日23時53分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が18箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/DB98b2DV0AA2YT3.jpg

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

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

◇【胆振・日高地方 竜巻注意情報】この情報は10日20:40まで有効です。

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

https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://twitter.com/whitefood1
https://pbs.twimg.com/media/DB98b2DV0AA2YT3.jpg


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

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

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

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

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

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

【地震情報 2017年6月10日】
16時31分頃、釧路沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約60km、地震の規
模はM4.6、最大震度2を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はありま
せん。

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

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

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

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

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

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

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

https://pbs.twimg.com/media/DB8p5ynUMAAq7X6.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DB8YAA3VYAAISCG.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DB7XR_IVwAAiBRM.jpg


▼【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】この情報は10日09:10まで有効です。

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

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

▼【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】この情報は10日08:30まで有効です。

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

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

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

 
 

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


（６月12日）　昨日も何だか「イヤガラ席」指定だった？

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

【 津別峠 】 凍ってます。／（札幌 ０．０３１ μ。 ＋９℃ ）。

2017年6月12日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

おはようございます。０６：４９でした。

札幌は午前５時で＋９℃まで下がりました…寒いです。（－－；）★

体調は風邪ぎみ。右大腿骨頭の不調はやや改善方向ながら継続中。

精神状態、低調。（－－；）てか、悪い…★

昨日も何だか「イヤガラ席」指定だった？（被害妄想か？？）

嫌な嫌なバイト４連勤の３日目…。

さてはて。ｗ（－－；）ｗ…

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

まぁ、低速安全運航でよぅそろ…★

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

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

https://85358.diarynote.jp/201706120722268587/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706120722268587/
https://85358.diarynote.jp/201706120722268587/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170612/85358_201706120722268587_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170612/85358_201706120722268587_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170612/85358_201706120722268587_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=VkN0LNZDJ44
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


05:00 0.031 0.031 0.031 6 
06:00

まぁ吸気に問題はありません。（＾＾；）

でも寒くて風邪ぎみなので、喉が痛いです…★（－－；）★

https://twitter.com/44n142e

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

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

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

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

凍ってます。

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

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp�認証済みアカウント� @tenkijp · 17時間17時間前 
【北海道　6月上旬は史上1位の雨に】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/h_okamoto/2017/06/11/73311.html … 北海道は6月
に入ってからまとまった量の雨の降る日が多く、北海道全体の6月上旬の雨の量は平年
比で368..
https://t.co/mwnN8PrWnr

https://twitter.com/44n142e
https://pbs.twimg.com/media/DCEamC4U0AEJxDm.jpg
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/h_okamoto/2017/06/11/73311.html
https://t.co/mwnN8PrWnr


https://twitter.com/eq_map

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

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

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

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

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月13日7:34
　

2017年06月12日（月）【前日】
01:00 0.031 0.031 0.031 6 
02:00 0.031 0.030 0.031 6 
03:00 0.031 0.031 0.031 6 
04:00 0.031 0.030 0.031 6 
05:00 0.031 0.031 0.031 6 
06:00 0.031 0.031 0.031 6 
07:00 0.031 0.031 0.031 6 
08:00 0.031 0.030 0.031 6 
09:00 0.031 0.030 0.031 6 
10:00 0.031 0.030 0.031 6 
11:00 0.031 0.030 0.031 6 
12:00 0.031 0.031 0.031 6 
13:00 0.031 0.031 0.031 6 
14:00 0.032 0.031 0.031 6 

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


15:00 0.031 0.031 0.031 6 
16:00 0.032 0.031 0.031 6 
17:00 0.031 0.031 0.031 6 
18:00 0.032 0.031 0.032 6 
19:00 0.032 0.031 0.032 6 
20:00 0.032 0.031 0.032 6 
21:00 0.032 0.031 0.031 6 
22:00 0.032 0.031 0.032 6 
23:00 0.032 0.031 0.032 6 
24:00 0.032 0.031 0.032 6
 
 



（６月13日）　本日も絶賛「イヤガラ席」指定。

https://85358.diarynote.jp/201706130745298435/

【 旭川 ０．１ μ !! 】／（札幌 ０．０３２ μ。 ＋１５℃。）　（
時間切れ★作業途中放棄。（＾＾；）。

2017年6月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　

　

https://www.youtube.com/watch?v=czZKdoc1-20
YURI ON ICE EPISODE OPENINGS 1 AND 11 

あらためまして、おはようございます。

（前項コメント欄参照）

０７：２７になっちゃいました★ｗ（＾◆＾；）ｗ★

「４５分遅れ」のままルーティン通常運行中です★

札幌は直射日光の当たる温度計が３４℃、日陰の室内が１５℃。（＾＾；）

さっきまでド晴天でしたが、地上に溜まった水蒸気がガンガン上昇中で、大雪山方面？から、む

くむくとトンデモさいずな積乱雲が生育中です…★

…（＠◆＠；）…。

はてさて。どんな一日になるのやら…？？？

個人的には４連勤の最終日。

でも今日の座席表も昨日ふぃる痴が創っていやがって、貼り出す時に変な気配が（ざまみろｗ

的な？）

https://85358.diarynote.jp/201706130745298435/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706130745298435/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170613/85358_201706130745298435_1.jpg
https://85358.diarynote.jp/201706130745298435/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170613/85358_201706130745298435_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=czZKdoc1-20


飛んできてたので、本日も絶賛「イヤガラ席」指定であろうと思われます…★（－－＃）★

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

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月13日（火）【当日】 
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 14時間14時間前 #Radidas 2017/06/12 17:30(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.068,0.063 4b599e2e

　　↑

その後、【 更新停止 】中…。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 17時間17時間前 
札幌に変な雲が出てるけど、知らねー！w

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
れぷとん＠心霊スポット最前線(半bot) @lepton0726 · 16時間16時間前 
#北海道心霊スポット【No.1182:チミケップ湖】北海道網走郡津別町沼沢にある湖。「
水難事故が多く、泳いでいると何者かに足を引っ張られる」「深夜、湖面に浮かぶ人

影が目撃される」などの噂がある。

https://www.youtube.com/watch?v=NkYYYew8CUI
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/44n142e


https://pbs.twimg.com/media/C0CthUmVQAANBtN.jpg

　　↑

フツウに「水温が低い」んだと思うｗ

 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月13日7:46
　

あ、積乱雲？は、育ちきる前に南に流れてった…☆（ひと安心？）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月14日7:26
　

2017年06月13日（火）【前日】
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.032 6 
04:00 0.032 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.032 0.032 6 
06:00 0.032 0.031 0.032 6 
07:00 0.032 0.031 0.032 6 
08:00 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.032 0.031 0.031 6 
10:00 0.033 0.032 0.033 6 
11:00 0.033 0.032 0.033 6 

https://pbs.twimg.com/media/C0CthUmVQAANBtN.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


12:00 0.033 0.031 0.032 6 
13:00 0.032 0.031 0.032 6 

14:00 0.036 0.032 0.034 6 
15:00 0.036 0.035 0.036 6 
16:00 0.037 0.036 0.036 6 
17:00 0.037 0.036 0.036 6 
18:00 0.037 0.036 0.036 6 
19:00 0.037 0.036 0.036 6 
20:00 0.037 0.036 0.036 6 
21:00 0.037 0.036 0.036 6 
22:00 0.037 0.036 0.036 6 
23:00 0.037 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.036 6
　

 



（６月17日）　本日厄日！

https://85358.diarynote.jp/201706172211184589/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月17日22:13
　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月17日20:18

本日厄日！ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月17日20:23

あぁメンドクサイ。(-_-#)

どうせまた契約打ち切りとか、時給切り下げとか、厄介ゴトとタタカワナクチャならない…★

(ノ-o-)ノ　┫
 
 

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


（６月18日）　どうせ天中殺アケに酷い事態が起こるに決まってるんだから…

https://85358.diarynote.jp/201706180756248692/

（札幌＋２２℃。 ０．０３８ μ ）／本日も絶賛「天中殺中」。
（－－；）。

2017年6月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

　

（作業したい栗鼠１匹目）

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

遅いめようございます。（＾＾；）

ＰＣ起こしたのが０７：３７でした。

本日も絶賛「天中殺中」。（－－；）。

高次脳機能がほとんど動いていないなか、

「非常用電源」のみで通常運行を開始…。

札幌の外気温…現在…２２℃？
ぐんぐん上昇中。ド晴天。

線量ぶくみの不吉にノー！天気な南風…（＞＜；）…★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月18日（日）【当日】 

https://85358.diarynote.jp/201706180756248692/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706180756248692/
https://85358.diarynote.jp/201706180756248692/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170618/85358_201706180756248692_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170618/85358_201706180756248692_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170618/85358_201706180756248692_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wWkW_tMwOfc
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

…まぁ、天中殺中でなくたって、私の心身の調子が良いワケない条件下なんですが…★（
－－；）★

　　↓

sa360さんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 6月16日 
prisonopera 2015年12月

#内部被ばく
白血病症状は白血球減少だけではない

眼底出血伴う視力障害あれば検査受けて！

私も311原発震災を東京で被曝以降、
眼球と喉痛、副鼻腔炎、耳鳴り中耳炎、

糖尿病、咳タン伴う呼吸器疾患

ぶらぶら病症状、集中力記憶力低下など

…とにかく。

敗ける気はナイので…

「できるところから」微力を尽くして…

どうせ天中殺アケに酷い事態が起こるに決まってるんだから…

来たら、出たとこ勝負。で…★（－－；）★…。



https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 15時間15時間前 #Radidas 2017/06/17 16:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in44min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.057,0.059 f45ada86

northland44  @ n142e · 24時間24時間前 #Radidas 2017/06/17 08:00(JST),
0.09±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.065,0.062 7b3e4c33

…なにやらトンデモ狂風（高汚染！）が吹き荒れ始めました…★
（０８：２４）

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3時間3時間前 
今日は津別峠、雲海出てまーす！

https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/60camera/
https://pbs.twimg.com/media/DCi_OZoVwAEVwpO.jpg

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4時間4時間前 
メモ：札幌から北東方向

https://twitter.com/charlie24K/status/876150701264519168

https://twitter.com/eq_map

▼【M2.9】渡島半島 深さ175.8km 2017/06/18 01:32:04

※【M2.6】石狩平野 深さ136.1km 2017/06/17 19:29:19

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月18日23:08

https://twitter.com/44n142e
https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/60camera/
https://pbs.twimg.com/media/DCi_OZoVwAEVwpO.jpg
https://twitter.com/charlie24K/status/876150701264519168
https://twitter.com/eq_map
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

迷惑ばか階下が、また住宅密集地のアパートの

１階（ビルトイン）ガレージで、火を焚いてる…（－－＃）★

まわりに可燃物だらけ。

木造築ウン十年のボロ屋。

燃えたら私んちも消し炭なんですが…？？

　　↑

帰ったもよう。（－－；）

管理会社には苦情メール済み。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月18日23:32
　

２３：３０。警告より３０分遅れで、自主解散？したもよう…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月19日7:08
　

2017年06月18日（日）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.039 0.037 0.038 6 

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


07:00 0.038 0.038 0.038 6 
08:00 0.038 0.037 0.038 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.038 0.037 0.038 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.038 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.038 6 
19:00 0.038 0.037 0.038 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.038 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.037 0.037 0.037 6
　

 



（６月19日）　またムダに営業成績が良かったでした…（苦笑）

https://85358.diarynote.jp/201706190721094642/

「 いよいよ 北海道も 来るか!? 」／（札幌 ０．０３９ μ 。気温
不明）。

2017年6月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

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

おはようございます。

ＰＣ起こしたのが０６：５６でしたが、久しぶりに？定刻６時に起きました。

が、小家事に手間取ってこの時間に…（＾＾；）

昨日はほんッとに久しぶりに！

 
久しぶりに精神状態が安定しまして…

午後からわりと仲のいい人と隣の席で、

いろいろ普通に世間話とかもできたし♪（＾＾）♪

てことで、イコールまたムダに営業成績が良かったでした…（苦笑）

今朝の札幌は気温も線量も高め。

降水確率０％予報ですが空一面に広がる不吉な白さの高い雲…
そして太陽光線がギンギラギン…★

トンデモな勢いの狂風…。

https://85358.diarynote.jp/201706190721094642/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706190721094642/
https://85358.diarynote.jp/201706190721094642/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170619/85358_201706190721094642_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170619/85358_201706190721094642_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170619/85358_201706190721094642_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk


さて…？？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年06月19日（月）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 2時間2時間前 #Radidas 2017/06/19 05:00(JST),
0.08±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.065,0.061 85232529

northland44  @ n142e · 10時間10時間前 #Radidas 2017/06/18 21:00(JST),
0.03±0.01μSv/h,in55min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.059,0.05,0.062 3b757216

https://twitter.com/eq_map

★【M2.6】青森県東方沖 深さ29.4km 2017/06/19 06:23:26 

☆【M3.8】青森県西方沖 深さ160.9km 2017/06/18 20:05:22

▲【M2.9】日高山脈 深さ61.2km 2017/06/18 13:37:16

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3 時間3 時間前 
ゴルフ（全米オープン）見てる(^-^;)
ところで今朝の電子数は 道東じゃなくて道北だ！

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


あと南と真ん中…
https://pbs.twimg.com/media/DCoBDOCU0AAUIp0.jpg

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 18時間18時間前 
いよいよ北海道も来るか!?
http://seg-web.nict.go.jp/GPS/QR_GEONET/
https://twitter.com/charlie24K/status/876290340432379905

特務機関NERV @UN_NERV · 6月18日 
【北方領土の元島民らの航空機による墓参 あすに延期】
北方領土の元島民らが18日、初めて航空機を利用して墓参に訪れる予定でしたが、現
地の天候のため、一行が搭乗するチャーター機の運航が難しいことから、日程は19日
に延期になりました。

https://t.co/HvSb81kkLN

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月19日7:29
　

ん”〜（〜”〜；）

ネット重い…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日7:13
　

2017年06月19日（月）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 

https://pbs.twimg.com/media/DCoBDOCU0AAUIp0.jpg
http://seg-web.nict.go.jp/GPS/QR_GEONET/
https://twitter.com/charlie24K/status/876290340432379905
https://t.co/HvSb81kkLN
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.038 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.038 0.037 0.038 6 
14:00 0.038 0.036 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.038 6 
16:00 0.038 0.037 0.038 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.038 6 
21:00 0.038 0.037 0.038 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.038 0.038 0.038 6
 
 



（６月20日）　新人さんたちを『ガッカイに強制勧誘』しようとしてるグループいる
から気をつけて〜★(-”-;)★

https://85358.diarynote.jp/201706200031109317/

アルパカ狼さんえ。（＾＾；）　（…え？）

2017年6月20日 就職・転職 コメント (7)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=YCKhCMP3pAI
狼與香辛料 OP (HD) 

０：２２になりました。もう寝ます。（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/?day=20170619
　　↑

こちら、夜間「補完」計画「任務完了」してますので、読みたいかたはどうぞ〜。

さて。（＾＾；）

すでに昨日になりましたが、けっこう「ヤバつい事態」だったのかな？

なにしろ天中殺中でアタマは全く動いていなくて。ｗ（－－；）ｗ

そして無駄に強気だけあるので、

「契約打ち切り！」宣告されたら、その足で労基署かけこんで

「解雇不当！」闘争だ〜ｗｗｗ

とかの、悪ノリぐらいしか考えていなかったんですが。

（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201706200031109317/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201706200031109317/
https://85358.diarynote.jp/201706200031109317/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170620/85358_201706200031109317_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170620/85358_201706200031109317_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170620/85358_201706200031109317_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YCKhCMP3pAI
http://85358.diarynote.jp/?day=20170619


まぁこれ完全に私の「妄想」であるところの某ソウルチームメイト様には、

またもや、よけいな心労と苦労をおかけしていたのではあるまいかと…

後から一応、気がつきはしたのですが…（＾＾；）…。

わたくし的にはねー☆

「きげんが良かったので、営業成績も良かった」だけなのよ〜☆ｗｗｗｗｗ

と、いうことで。

私がまともに仕事ができていないときは、

「まわりがイジメっコだらけ」★（－－＃）★

で…

快調にかっとばしてる時は、「まわりがマトモな人たち♪」という…

ただ、たんに、それだけの、

法則性。（＾＾；）なのでした…☆

https://www.youtube.com/watch?v=jbsaZMG9w30
Spice And Wolf Original Soundtrack 1 Full 

いつもいつもごめん。

ありがとう。

https://www.youtube.com/watch?v=jbsaZMG9w30


かまってもらえて、嬉しかったよ♪

（＾＾；）”””””

おやすみ☆

　

　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日0:34
　

ていうか、実のところ、私自身は、「辞める気満々」なので。（＾＾；）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日1:07
　

あ、ちなみに、新人さんたちを『バイトの先輩権限』を振りかざして、親睦会のフリをして、

『ガッカイに強制勧誘』しようとしてるグループいるから気をつけて〜★(-”-;)★
　

　

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日8:32
　

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

純一高潔な人や謹厳実直な人はとかく近寄りがたく敬遠されがちなこともあるが、

しかし、如何に峻厳、高潔で近寄りがたいと言っても真に徳さえあれば

必ず人は理解しその徳をしたい教えを請う道人や支持するよき隣人たちが集まって来るもので

ある。　

http://www.jyofukuji.com/10zengo/2005/11.htm …
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日8:33
　

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 

「徳不孤　必有隣」（論語）徳は孤ならず必ず隣あり：

徳のある者は孤立することがなく、理解し助力する人が必ず現れる。

　

　

　　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日8:34
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
じゅんじゅん @JJ_bone · 6月18日  

　

俺「つらい」

苦手な人「みんなも辛いんだよ」

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


俺「皆が辛いとかどうでもいいんだよ俺が辛いって話をしてんだよ！お前『お腹が減った』っ

て言った時に『ゴキブリだって水一滴で1週間頑張ってるんだよ』って言われたら納得するのか
よあーうるせぇうるせぇあー俺つらい俺かわいそー！！！！」

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日14:25
　

死に至った犬。

2014年4月9日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !!
 
http://85358.diarynote.jp/201404090013305044/
不正選挙監視団@rigged_election·3時間 

「内部被曝に注意せよ」

1.頭痛がする
2.身体が常にだるい
3.吐き気を感じる
4.鼻血が出やすくなる

5.身体に発疹が出来る

6.顔がむくむ。

これらの症状が複数現われたら、内部被曝を疑う必要があります。

http://bit.ly/raAjZo 

　↑

これがなぜここ（転職欄）に入るかと言えば、関係者　蚤ぞ汁…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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2017年6月21日14:26
　

不正選挙監視団@rigged_election·6時間 

脳内から流出……生化学的変化が起こるのです。
手短に言うと、それが人間を大脳辺縁系の一部分、爬虫類脳により支配される状態に引き戻し

ます。

非常に原始本能的 な状態にまで降格されるのです。根底の本能に引き下げられるのです。
http://bit.ly/1eq9xpX
　

 



（６月20日）　４連【勤】の最終日。

https://85358.diarynote.jp/201706200727145862/

【 盗まれた！】 アルパカ狼さん…ッ ッ？？　（違）。／（札幌
＋２２℃。０．３８μ）。

2017年6月20日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=jbsaZMG9w30
Spice And Wolf Original Soundtrack 1 Full 

あらためまして、遅めのお早うございます☆

ＰＣ起こしたのは０６：５５でした。

定刻１０分遅れの０６：１０に起床。（＾＾；）

さっそくに（前項参照）昨夜イオンの見切り品コーナーで仕入れてきた

道産カブと白菜を煮てたら、ちょっと遅くなっちゃいました…。

４連休の最終日。

もちべ轢くし。（…あれ？）（⇒前々項参照）。

さくさく往きます！

（…あ。未読のかたは、「前々前項」もご参照…。）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

https://85358.diarynote.jp/201706200727145862/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706200727145862/
https://85358.diarynote.jp/201706200727145862/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170620/85358_201706200727145862_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170620/85358_201706200727145862_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170620/85358_201706200727145862_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jbsaZMG9w30
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


2017年06月20日（火）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

…まぁ、また雪が積もるまでは、これ以下には下がらないだろうな…★
（－－；）。

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 5 分5 分前 #Radidas 2017/06/20 02:30(JST),
0.09±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.062,0.059 74f25002

northland44  @ n142e · 10時間10時間前 #Radidas 2017/06/19 21:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in45min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.057,0.058 72b17774

Flood After @after_flood · 18時間18時間前 
今の札幌、22℃。（今日は一部の人除き職場休み）
先週前半は太陽黒点数ゼロが４日続いたが、その後28個のまま維持、太陽活動まあ
まあ？…問題は梅雨明け時期。例年より早いと干魃が心配。 
https://pbs.twimg.com/media/DCqdNgJUAAA27Vg.jpg

…泳げそう…。
　　↓

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3時間3時間前 
おぱよ！

今朝も津別峠は雲海ですよー

 
　

https://twitter.com/44n142e
https://pbs.twimg.com/media/DCqdNgJUAAA27Vg.jpg


　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日9:03
　

あ、とりが貼ってねぇｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日7:27
　

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

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

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日22:16
　

（逆行りす１匹目）　（６月２０日←２１日）

2017年6月20日 環境は、生命圏で、生存権。 

https://twitter.com/eq_map

▼【M2.7】青森県西方沖 深さ9.2km 2017/06/20 08:58:02

★【M2.8】襟裳岬南東沖 深さ64.9km 2017/06/20 08:28:52

▼【M2.6】下北半島付近 深さ94.1km 2017/06/19 20:53:14

※【M3.3】北海道南西沖 深さ15.5km 2017/06/19 17:23:20

★【M2.6】青森県東方沖 深さ29.4km 2017/06/19 06:23:26
　

　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（６月20日）　業務が暇。

https://85358.diarynote.jp/201706200805336848/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日14:30
　

底無し沼にうしろから引きずり込まれるがごとき異様睡魔。

(∋_∈)

業務が暇。というだけでは説明がつかないレベル。(-”-;)

どこかでまためや津波の引き波の死者がでるとかの予知か？

(-”-;)

もしかして急に野菜ダイエットなんか始めちゃって、血糖値が下がり過ぎたせい？

ヽ（・＿・；）ノ

（低血糖症なのでマジやばい）

…とかも考えて、今とりあえず食べて、あと２０分？休憩室の机で寝ておくなう。(^。^;)…。

(・ω・;)(;・ω・)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月20日23:29
　

先ほど無事帰投。(^_^;)
体調は異様睡魔いがいは普通。

(^_^;)

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


むしろ地震が停止中？

てのが大変怖いんですが…

(・ω・;)(;・ω・)

今日はもう無理！(^。^;)！

４連勤あけ。o(^-^)o

半額弁当かっ喰らって、

まんか読んで寝ます！(’◇’)ゞ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月21日0:03
　

来たし★(°д°;;)★

震度５強？（；‾Д‾）

伊方直撃…？ヽ（・＿・；）ノ
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（６月24日）　バイト先から徒歩３分ですが、なにか？

https://85358.diarynote.jp/201706240735225838/

【 稚内 ０．０６ μ 】（急上昇！）／（札幌0.038μ。気温１６℃
。曇天）／７〜９月の北海道の気温は平年より高いでしょう。

2017年6月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=NJ6UAWUVgV4
ヒストリーメーカ

ユリ.オン.アイス.カバー　スペイン語/英語 

（承前）

おはようございます。２０分ほど寝過ごしました。０７：０３です。

昨日は午後から気持ちよく晴れて！（＾０＾）！

線量も湿度も低くて、風も弱めで！

最良の家事びより！…だったので ♪
大喜びで、「衣替え」したのに…！

…今朝は再び、薄ど〜んよりと曇った、「関東の梅雨どき」バージョンで…
…（－－；）…

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1498258800/1011-0010-101000-
201706240800.gif?t=1498259457
（０７：５０〜０８：００）

…外気温…１６℃…？？（＠＠；）？？

…半袖、着れないじゃー、ないですか…★★

https://85358.diarynote.jp/201706240735225838/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201706240735225838/
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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06月24日（土）【当日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

そのくせ再び線量は上昇傾向？ですかね…？？

…って…ッ！（＠◆＠；）！

ちょっと待て！こりゃ何だッ!?

稚内…急上昇！ッ？？　（⇒画像１）

…まぁいっか…。（＾＾；）…⇒（画像２）

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 21時間21時間前 #Radidas 2017/06/23 10:30(JST),
0.07±0.01μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.05,0.059 1cb48b24

northland44  @ n142e · 22 時間22 時間前 #Radidas 2017/06/23 09:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in42min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.048,0.058 f1f932ac

ノスランド44さんは再び定例の「休業」に入ってしまった模様…。
（で。最新情報は判らず…）

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 

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


tenki.jp�認証済みアカウント� @tenkijp · 14時間14時間前 
【北海道　夏は暑く、残暑も!】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2017/06/23/74241.html … 23日、札幌管区
気象台は7月〜9月の北海道の3か月予報を発表しました。気温は平年より高いでしょう
。

https://t.co/qyjk36hnzA

………ふ〜ん………（〜〜；）…

（それはそれでイヤ…★）

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

◆【M4.0】根室半島沖 深さ45.1km 2017/06/24 03:10:02
　　↑

　【M3.8】根室半島南東沖 深さ50km 2017/06/24 03:10:02発生 最大予測震度2

◇【十勝地方 気象警報 2017年06月23日 16:27】
十勝地方では、２３日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

▼【M3.4】津軽半島付近 深さ170.7km 2017/06/23 10:34:22

◆【M5.0】KURIL ISLANDS 32.6km 2017/06/23 07:36:23JST, 2017/06/22
22:36:23UTC

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
やむちゃ(更地) @yumcha0813 · 19時間19時間前 
返信先: @GrayG1941さん 

イメージ通りにしときます^^
https://pbs.twimg.com/media/DC-gaH-V0AI23r3.jpg

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2017/06/23/74241.html
https://t.co/qyjk36hnzA
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
https://pbs.twimg.com/media/DC-gaH-V0AI23r3.jpg


　　↑

バイト先から徒歩３分ですが、なにか？

（＾ｗ＾）ｇ

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
До свидания☆白猫ロマンサー @GrayG1941 · 20時間20時間前 

イメージと違う！（観光客、心の叫び

https://pbs.twimg.com/media/DC-RjYKVYAEr1d4.jpg

ぅわははははははｗ（思った思ったｗ）

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4 時間4 時間前 
OH!
昨日は高速太陽風？の所為か、フリーズしてた津別峠のライブカメラ！

今日はばっちしですwww
近くの人はまだ間に合うよー‼�^ ^
https://pbs.twimg.com/media/DDBuSfRU0AIav_x.jpg

…津別になにゆえライブカメラがあるのか…
（保安用にしてはフリーズ多すぎて役に立ってない…？？）

…と思ったら…（＾＾；）…

…単純に、観光客誘致用（？）だったのか…☆

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
みっこ@MICCO @sweetstroll3_5 · 11時間11時間前 

おい今年の津別の夏祭り八神純子だぞ！みずいろの雨だぞ！

https://pbs.twimg.com/media/DC-RjYKVYAEr1d4.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DDBuSfRU0AIav_x.jpg


　　↑

…チャーリーさんとは、むちゃくちゃハナシが合いそうだ…ｗ　（同世代？）
　　↓

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 6時間6時間前 
おいらは結婚する気が全くないから、ただの参考資料として言っておこう。

彼女がネトゲを深夜（ましてや朝まで）やるような奴だと知ったならすぐに別れる。

特にそこにしか逃げ場がない、他に楽しみがない！なんて言ってる人には近づかない

。

人と触れ合いたかったら山に登れ？

気持ちいいぞ〜！w

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
出版芸術社 @spng_jp · 10時間10時間前 
【緊急告知】

なっ、なんと新井素子さんに「あとがき」を書いて頂けることになりました‼�星へ行
く船全巻購入特典「新井素子さんお手紙」が「別冊:あとがき」に変更です。しかも旦
那さまからもメッセージを頂けることに。

さあ、今すぐご応募を！

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

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

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月25日6:54
　

https://pbs.twimg.com/media/DDAX_WWUQAAwmPS.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6ybZqhPXBQ0
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2017年06月24日（土）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.038 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 6 

12:00 0.040 0.038 0.039 6 
13:00 0.042 0.039 0.041 6 
14:00 0.040 0.038 0.039 6 

15:00 0.038 0.037 0.038 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 

24:00 0.043 0.037 0.040 6
 
 



（６月24日）　本日も絶賛「隔離＆無視イジメ嫌がら席」指定でした…★（－－＃）
★

https://85358.diarynote.jp/201706241531314436/

めも。

2017年6月24日 就職・転職 コメント (12)
　

　 　

　

　

『離席の挨拶』と無視イジメと逆難癖フィル痴の話。（過去）

札幌市街で魔疲れ…もとい、
(^。^;)
『松枯れ』病が進行中。(T_T)

以下次号。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1498309200/1011-0010-101000-
201706242200.gif?t=1498309838
（２１：５０〜２２：００）

https://www.youtube.com/watch?v=DvyF0XBKK3s
リズムが癖になる疾走感のあるケルト風曲集

 
　

　

　

https://85358.diarynote.jp/201706241531314436/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1498309200/1011-0010-101000-201706242200.gif?t=1498309838
https://www.youtube.com/watch?v=DvyF0XBKK3s


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日15:41
　

札幌市街で『魔憑かれ病』が

侵攻しちゃったりすると、

苦手なホラー小説分野に…ｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日17:55
　

フィル痴無視、15時05分。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日22:10
　

無事帰投。（＾＾；）

本日も絶賛「隔離＆無視イジメ嫌がら席」指定でした…★（－－＃）★

誰だ？今日の配席表、作った奴は…？？

うんまぁ、他人の批判を夜に書くのはたいへん危険なので、

フィル痴については明日の朝にしますわ〜（覚えてたら★）

ダッシュで情報チェック補完してきまーす☆

　

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


　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日22:18
　

福岡の人の「多臓器不全」発症事例を確認。

…被曝だ…ッ！（＞＜；）！

…と、思うが、
本人は脳ミソを先にやられてるらしく、

「死に至る病」だという自覚が…まるでない…★

（－－；）

「桜の国」読めよ？　そっくりだぞ？症状…。

（そして肺から肝臓を吐いて死ぬのさ…）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日22:18
　

０６１

０

９９９…

ここで！？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日22:20
　

携帯が崩壊寸前。（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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さすがに寿命か…？？（５年目？）

まぁａｕが買い替え強制のために「コワレタふり」させてるのかも？

て気もするが…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日23:31
　

…ナニヤラ激しい雨？が、降りだしてしまいました…★
（－－；）★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日23:43
　

…屋根がどーーーーーーっと鳴る土砂降りに…★（＠＠；）★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月24日23:49
　

寝まーす！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月25日7:24
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年12月25日 
返信先: @cmk2wlさん 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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目はこころの鏡。ソウルレスな人間の目は、暗い。まるでブラックホールのようだ。そうであれ

ば闇である事がわかる。 

モンタギュー・キーン

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月25日22:36
　

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 

権威は知性を破壊する。

　

ブルース・リー

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年9月19日 
返信先: @cmk2wlさん 

なぜサディストの頭がいいか？良心がないから。

「こんなことをしてはいけない」「これを作り出してしまっては大変なことに」「自分はゆるさ

れない」

 
そういった観念がないから思うさま利己的になれる。

核や医療や拝金主義とマッチした時には…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月29日8:30
　

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 7時間7時間前 

https://85358.diarynote.jp/
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西武森慎二コーチが死去　42歳、

多臓器不全

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170628-01847287-nksports-base …
▶�同コーチは２５日のソフトバンク戦前に体調不良を訴え、同病院に入院。そのまま帰らぬ人
となった。

#病気怪我死亡芸能人著名人2017
 
 



（６月25日）　精神が折れるので、

https://85358.diarynote.jp/201706251535599573/

色々厄日。(∋_∈)

2017年6月25日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (4)
　

　 　

　

　

何故かこういう日に限ってＤＮさんのガラケぇ入力画面の日付が２日連続で正しい。(^。^;)

業務上色々厄日だけど古い読者のかたなら御記憶でしょうか？

震度５強の木曾町。私の『避難移住』希望候補地だったことを…？

…ヽ（・＿・；）ノ…

札幌は最高０.０５９μ。

(-_-#)
私のアタマが

動いているわけないし★

ミニサイズ大魔王なエルさんの『私にだけ冷酷無情』な声

（周囲がどん引く魔対応）を、

これ以上聞いたら精神が折れるので、

やらかしたかも知れない失敗は未確認・未フォローで、

放置に決定。(-"-;)

https://85358.diarynote.jp/201706251535599573/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170625/85358_201706251535599573_3.jpg


竜巻警報地域のお客さ魔ズは寝不足だか脳ベクレだかわかんない。(-"-;)

とにかく無茶苦茶。(∋_∈)

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月26日0:20
　

…数日前？の

「腹が凹むような異様睡魔」…って…

ちょうど、「この位置」かなぁ…？？？

ｗ（＾◆＾；）ｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月24日8:28
　

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 

君は君であるために産まれてきたのに、

なぜ君はみんなに合わせようと一生懸命なんだ？

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


映画：ロイヤル・セブンティーン

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月24日8:31
　

cmk2wlさんがリツイート  
cmk2wl @cmk2wl · 7月19日 

人間は、ストレスを受けたときに退行するだけでなく、

集団環境のなかにおいても退行を見せるものである。（退行：意識が幼児的な思考状態に戻る

現象）

M・スコット・ペック
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月24日8:32
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年5月5日 

「支配されるな！簡単に乗せられるな！だまされるな！

　己の望むことを！己の望むように！己で考え！己で選び！己で決めろ！

　己を信じ、己を頼め！己の意思で、判断で、誇りを持って己の為に生きよ！」

 
ＢＡＳＡＲＡ

　

 

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


（６月26日）　祝！フィル痴が異動ッ？

https://85358.diarynote.jp/201706260903218768/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月26日15:39
　

長野の有感地震が

３時間以上停止中で怖い。

(-”-;)

個人的には…

祝！フィル痴が異動ッ？

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

（でも無ウ見んが敵認定。）

┐(’〜`#)┌
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（６月27日）　フィル痴、最期の日…！

https://85358.diarynote.jp/201706281916357542/

…フィル痴、最期の日…。！（＾◇＾）！　（めも＠６月２８日
）

2017年6月27日 就職・転職
　

　

フィル痴さいご。ｗｗｗｗｗ

契約更新。時給９１５円。

まだ文章まとまらん。

　

　

 

https://85358.diarynote.jp/201706281916357542/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


（６月29日）　嫌なのに我慢し続けて成功しなかったら、猛烈な後悔だよ。

https://85358.diarynote.jp/201706291639082771/

（砂魚　宇宙）　好きでする努力は結果がどうであれ満足出来る

。

2017年6月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)

　

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
漢弾地 @dankoromochi · 6月1日 
【エッセイ漫画】言葉は時を越えて（全２枚）

https://twitter.com/dankoromochi/status/870411994993537024

　　↑

…通底するものがあるかも…。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
すけろくちゃん2012  @ wat · 6月26日 

苦労したからラストは幸せなんて考え方に縛られて大事な今をおざなりにしないでね

。我慢したから成功できるもそう。そう信じ込ませて我慢を強要する人々がいるの。

人生は今という瞬間の連続。好きでする努力は結果がどうであれ満足出来る。だけど

嫌なのに我慢し続けて成功しなかったら、猛烈な後悔だよ

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

アクセス解析

これまでのカウンター増加数の推移

　　日付　　アクセス数

2017-06-28 (水) 123  ☆ 日記更新 

https://85358.diarynote.jp/201706291639082771/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201706291639082771/
https://twitter.com/dankoromochi/status/870411994993537024
https://pbs.twimg.com/media/DDSOWQaUwAArtnX.jpg


2017-06-27 (火) 77  ☆ 日記更新 
2017-06-26 (月) 64  ☆ 日記更新 
2017-06-25 (日) 76  ☆ 日記更新 
2017-06-24 (土) 105  ☆ 日記更新 
2017-06-23 (金) 77  ☆ 日記更新 
2017-06-22 (木) 89  ☆ 日記更新 
2017-06-21 (水) 123  ☆ 日記更新 
2017-06-20 (火) 77  ☆ 日記更新 
2017-06-19 (月) 91  ☆ 日記更新 
2017-06-18 (日) 74  ☆ 日記更新 
2017-06-17 (土) 71  ☆ 日記更新 
2017-06-16 (金) 88  ☆ 日記更新 
2017-06-15 (木) 93  ☆ 日記更新 
2017-06-14 (水) 117  ☆ 日記更新 
2017-06-13 (火) 100  ☆ 日記更新 
2017-06-12 (月) 83  ☆ 日記更新 
2017-06-11 (日) 80  ☆ 日記更新 
2017-06-10 (土) 85  ☆ 日記更新 
2017-06-09 (金) 89  ☆ 日記更新 
2017-06-08 (木) 102  ☆ 日記更新 
2017-06-07 (水) 109  ☆ 日記更新 
2017-06-06 (火) 76  ☆ 日記更新 
2017-06-05 (月) 97  ☆ 日記更新 
2017-06-04 (日) 82  ☆ 日記更新 
2017-06-03 (土) 93  ☆ 日記更新 
2017-06-02 (金) 121 ☆ 日記更新 
2017-06-01 (木) 138  ☆ 日記更新 
2017-05-31 (水) 88  ☆ 日記更新 
2017-05-30 (火) 116 ☆ 日記更新 
2017-05-29 (月) 102  ☆ 日記更新 
2017-05-28 (日) 81  ☆ 日記更新 
2017-05-27 (土) 89  ☆ 日記更新 
2017-05-26 (金) 101  ☆ 日記更新 
2017-05-25 (木) 117  ☆ 日記更新 
2017-05-24 (水) 130  ☆ 日記更新 
2017-05-23 (火) 89  ☆ 日記更新 
2017-05-22 (月) 91  ☆ 日記更新 



2017-05-21 (日) 50  ☆ 日記更新 
2017-05-20 (土) 94  ☆ 日記更新 
2017-05-19 (金) 121  ☆ 日記更新 
2017-05-18 (木) 81  ☆ 日記更新 
2017-05-17 (水) 118  ☆ 日記更新 
2017-05-16 (火) 107  ☆ 日記更新 
2017-05-15 (月) 108  ☆ 日記更新 
2017-05-14 (日) 78  ☆ 日記更新 
2017-05-13 (土) 88  ☆ 日記更新 
2017-05-12 (金) 95  ☆ 日記更新 
2017-05-11 (木) 93  ☆ 日記更新 
2017-05-10 (水) 115 ☆ 日記更新 
2017-05-09 (火) 152  ☆ 日記更新 
2017-05-08 (月) 99  ☆ 日記更新 
2017-05-07 (日) 126  ☆ 日記更新 
2017-05-06 (土) 153  ☆ 日記更新 
2017-05-05 (金) 157  ☆ 日記更新 
2017-05-04 (木) 140  ☆ 日記更新 
2017-05-03 (水) 132  ☆ 日記更新 
2017-05-02 (火) 117  ☆ 日記更新 
2017-05-01 (月) 85  ☆ 日記更新 
2017-04-30 (日) 82  ☆ 日記更新 
2017-04-29 (土) 68  ☆ 日記更新 
2017-04-28 (金) 73  ☆ 日記更新 
2017-04-27 (木) 111 ☆ 日記更新 
2017-04-26 (水) 147  ☆ 日記更新 
2017-04-25 (火) 81  ☆ 日記更新 
2017-04-24 (月) 87  ☆ 日記更新 
2017-04-23 (日) 65  ☆ 日記更新 
2017-04-22 (土) 136  ☆ 日記更新 
2017-04-21 (金) 98  ☆ 日記更新 
2017-04-20 (木) 110  ☆ 日記更新 
2017-04-19 (水) 104  ☆ 日記更新 
2017-04-18 (火) 90  ☆ 日記更新 
2017-04-17 (月) 127  ☆ 日記更新 
2017-04-16 (日) 53  ☆ 日記更新 
2017-04-15 (土) 56  ☆ 日記更新 



2017-04-14 (金) 78  ☆ 日記更新 
2017-04-13 (木) 112  ☆ 日記更新 
2017-04-12 (水) 78  ☆ 日記更新 
2017-04-11 (火) 81  ☆ 日記更新 
2017-04-10 (月) 111 ☆ 日記更新 
2017-04-09 (日) 109  ☆ 日記更新 
2017-04-08 (土) 63  ☆ 日記更新 
2017-04-07 (金) 102  ☆ 日記更新 
2017-04-06 (木) 77  ☆ 日記更新 
2017-04-05 (水) 73  ☆ 日記更新 
2017-04-04 (火) 57  ☆ 日記更新 
2017-04-03 (月) 64  ☆ 日記更新 
2017-04-02 (日) 59  ☆ 日記更新 
2017-04-01 (土) 55  ☆ 日記更新

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月29日16:39
　

０６

１

１４

１４☆
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（２０１７年０７月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０７月）
 
 
 
 
 
 



（７月１日）　今回は、たったの！３連勤なのだ…♪

https://85358.diarynote.jp/201707010724475504/

【 網走 ＋３１℃ ！】／東京や大阪より北海道が暑い!?／（札幌
０．０３８ μ。 気温上昇中。）　（未宇宙）

2017年7月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

 
https://www.youtube.com/watch?v=gehYzS42fkY
器楽陽気な伝統的なスコットランドのバグパイプケルト 

おはようございます。０６：４９です。

ほぼ順調に定時運行。（＾＾）／

そして今日から再び４連勤の…と書くところですが、さにあらずｗ
今回は、たったの！３連勤なのだ…♪　（そしてその後は４連休〜♪）

てことで、さくさく往きます☆

札幌は高く白い雲が一面に広がる…太陽ぎんぎらりんの…晴れ曇天？？？

気温はぐんぐん上昇中です。今日も暑く（札幌にしては）なりそうです…

風は南風。空気は、あんまりよろしくありません…（－－；）…★

（てか、【悪い】わ…★　喉が痛い〜…★）

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

https://85358.diarynote.jp/201707010724475504/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201707010724475504/
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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07月01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 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.038 0.038 0.038 6 
06:00

　？↓？

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 14 時間14 時間前 
2017/06/30 17:00(JST) おなかがすいてうごけません...zzz

northland44  @ n142e · 14時間14時間前 
#Radidas 2017/06/30 16:30(JST),
0.02±0.000μSv/h,in84min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.055,0.038,0.055 44ecad8e

　　↑

…旭川が、「そんなに下がるわけない」ので…（－－；）…
計測数値の公表に、「何らかの圧力が」かかった…？

などの問題が、想像されます…★（－－；）…★

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
まちプラス @machiplus · 15時間15時間前 
【まちプラス気象情報】 東京や大阪より北海道が暑い!? http://ift.tt/2uqnwcW 今日(30日)
の北海道は夏の日差しが降り注ぎ、気温が上がりました。午後3時までに道内で最も気
温が高くなったのは、網走地方の津別で31.9℃まで上がり、東京や大阪より暑くなり…
https://t.co/aaraOOvCYi

　　↑

…網走が札幌よりも熱い、ってど〜なのよ…？？（＠＠；）？？

https://twitter.com/44n142e
http://ift.tt/2uqnwcW
https://t.co/aaraOOvCYi


（てことで「避暑移住」計画の野望が頓挫…★）

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
心 防災意識高めキープ！！ @hearts0217 · 22時間22時間前 

ベッタリ雲の中に亀裂形状。気になります。#宏レン#地震
https://twitter.com/hearts0217/status/880583937013055489

　　↑

「逆ケムトレイル」？？

 
ひみつ日記

　

　

アクセス解析　カウンター増加数の推移

　　日付　　アクセス数

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 

https://twitter.com/hearts0217/status/880583937013055489


2017-06-14 (水) 117 ☆ 日記更新 
2017-06-13 (火) 100  ☆ 日記更新 
2017-06-12 (月) 83  ☆ 日記更新 
2017-06-11 (日) 80  ☆ 日記更新 
2017-06-10 (土) 85  ☆ 日記更新 
2017-06-09 (金) 89  ☆ 日記更新 
2017-06-08 (木) 102  ☆ 日記更新 
2017-06-07 (水) 109  ☆ 日記更新 
2017-06-06 (火) 76  ☆ 日記更新 
2017-06-05 (月) 97  ☆ 日記更新 
2017-06-04 (日) 82  ☆ 日記更新 
2017-06-03 (土) 93  ☆ 日記更新 
2017-06-02 (金) 121  ☆ 日記更新 
2017-06-01 (木) 138  ☆ 日記更新 
2017-05-31 (水) 88  ☆ 日記更新 
2017-05-30 (火) 116  ☆ 日記更新 
2017-05-29 (月) 102  ☆ 日記更新 
2017-05-28 (日) 81  ☆ 日記更新 
2017-05-27 (土) 89  ☆ 日記更新 
2017-05-26 (金) 101  ☆ 日記更新 
2017-05-25 (木) 117  ☆ 日記更新 
2017-05-24 (水) 130  ☆ 日記更新 
2017-05-23 (火) 89  ☆ 日記更新 
2017-05-22 (月) 91  ☆ 日記更新 
2017-05-21 (日) 50  ☆ 日記更新 
2017-05-20 (土) 94  ☆ 日記更新 
2017-05-19 (金) 121  ☆ 日記更新 
2017-05-18 (木) 81  ☆ 日記更新 
2017-05-17 (水) 118 ☆ 日記更新 
2017-05-16 (火) 107  ☆ 日記更新 
2017-05-15 (月) 108  ☆ 日記更新 
2017-05-14 (日) 78  ☆ 日記更新 
2017-05-13 (土) 88  ☆ 日記更新 
2017-05-12 (金) 95  ☆ 日記更新 
2017-05-11 (木) 93  ☆ 日記更新 
2017-05-10 (水) 115  ☆ 日記更新 
2017-05-09 (火) 152  ☆ 日記更新 



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

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月2日6:59
　

2017年07月01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 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.038 0.038 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.039 0.038 0.038 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 6 
09:00 0.039 0.038 0.038 6 
10:00 0.039 0.037 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 0.039 0.038 0.038 6 
15:00 0.039 0.038 0.039 6 
16:00 0.039 0.038 0.038 6 

17:00 0.047 0.038 0.042 6 

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


18:00 0.047 0.042 0.045 6 
19:00 0.042 0.039 0.040 6 

20:00 0.039 0.038 0.038 6 
21:00 0.039 0.038 0.038 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.039 0.037 0.038 6 
24:00 0.038 0.038 0.038 6
　

 



（７月１日）

https://85358.diarynote.jp/201707010755427922/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月1日15:29
 
厄日。(∋_∈)とりあえず、
厄日…(T_T)…。（＞＜。）。
 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月1日22:27
 
先ほど何とかよろよろ帰投。

(^_^;)
今日はもう無理。(-.-;)

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます。┐(’〜`；)┌
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（７月２日）　キャパsvによるフィル痴直伝イヤガラセ？の疑い。

https://85358.diarynote.jp/201707020906263925/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月2日15:55
　

業務が暇ラヤ山脈というだけでは説明がつかない、奈落に引きこまれるような異様睡魔。

(∋_∈)

【頭頂部あけて脳の出し入れ】してる感は、【天中殺】恒例の体感だけど。(-”-;)

…それだけではなく色々異様。

あんどキャパsvによるフィル痴直伝イヤガラセ？の疑い。
(-_-#)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月2日22:22
　

先ほど何とかよろよろ帰投。

(^_^;)

今日も無理。(^。^;)

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/
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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7月3日8:56
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 
返信先: @cmk2wlさん 

「更に心配なのが、脳への影響です。授業中に不可抗力で寝てしまう生徒を１１年以前も多数見

てきましたが、異常な位にすぐ眠ってしまう生徒が数人。眠ってしまうというか、白目をむいて

気を失いかける感じです。眼を開いて言葉を発している時も、よく寝ぼけているように訳の分か

らないことを言います」
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（７月３日）　「今回たった３連勤」の最終日！

https://85358.diarynote.jp/201707030750244913/

【 釧路 ０．０５６ μ 】（－－＃）★。　（未しん）

2017年7月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

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

（承前）

あらためまして、おはようございます！

０６：５３です…。⇒「今回たった３連勤」の最終日！

！（＾＾）！

（※「地震体感」（予知？）のせいなのか？ 変に 「疲労感が濃いぃ」…けど★）

なにはともあれ、朝イチの情報チェックで気分がアゲアゲ♪（＾０＾）♪

…なんてのは、めったにないことです…♪

　慶祝！（＾＾）！⇒【欺罠盗】大敗ッ♪♪

この調子で、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) 

https://85358.diarynote.jp/201707030750244913/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201707030750244913/
https://85358.diarynote.jp/201707030750244913/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170703/85358_201707030750244913_1.jpg
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2017年07月03日（月）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00

※更新停止中⇒https://twitter.com/44n142e
？（－－；）？

札幌の外気温は＋１７℃。（＾＾；）涼しいです★

室温は無暖房で＋２４℃。…階下は暖房焚いてる…？

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 17時間17時間前 
極地的に豪雨らしい…
気を付けるのじゃ！

https://pbs.twimg.com/media/DDtQ8QvU0AEQ3AX.jpg

…あ、「個人的に」やたら「背後が静かになったな？」と、

「違和感」を感じていた…この数日？

…どうも…（＾＾；）…「ガッカイからの呪殺攻撃が停まった」らしいです…ｗｗｗ

今まであんまり「呪われ続け」てたので、なくなると逆にバランス狂うわ〜ｗｗｗ

中垣 哲也 @Aurora_Bright · 7月1日 
千歳市でのプラネタリウムのオーロラ全天投影会、チケット販売開始！

https://twitter.com/44n142e
https://pbs.twimg.com/media/DDtQ8QvU0AEQ3AX.jpg


チケットは千歳市文化センターのみの扱いですが、千歳まで遠い方は中垣の方で予約

受けます。今年3月の磁気嵐の脅威も再現します。新しいプロジェクター最初の全天
投影！ #adpro
https://pbs.twimg.com/media/DDoXpWnU0AQ6c5h.jpg

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月3日7:51
　

０

６１１

６７７…☆彡
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月4日8:49
　

2017年07月03日（月）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 

06:00 0.040 0.039 0.039 6 

07:00 0.039 0.039 0.039 6 
08:00 0.039 0.037 0.038 6 
09:00 0.038 0.038 0.038 6 

https://pbs.twimg.com/media/DDoXpWnU0AQ6c5h.jpg
https://85358.diarynote.jp/
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10:00 0.039 0.038 0.038 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.039 0.038 0.038 6 
14:00 0.038 0.038 0.038 6 
15:00 0.038 0.037 0.038 6 
16:00 0.039 0.038 0.038 6 

17:00 0.040 0.038 0.040 6 
18:00 0.041 0.040 0.041 6 
19:00 0.041 0.039 0.040 6 
20:00 0.040 0.039 0.039 6 
21:00 0.040 0.039 0.040 6 
22:00 0.040 0.038 0.039 6 

23:00 0.039 0.038 0.039 6 
24:00 0.039 0.038 0.038 6
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月5日10:20
作業メモ

https://twitter.com/UN_NERV/status/881631548188971008

https://twitter.com/eq_map/status/881623399998599169

http://85358.diarynote.jp/201406280656467905/
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（７月３日）　休憩室がナチのガス室と化しているなう。(ToT)

https://85358.diarynote.jp/201707030914045501/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月3日14:30
　

東京出張帰りなのか、背広から汚染粉末をバラ撒いて歩いてる迷惑男がいて、

 
休憩室がナチのガス室と化しているなう。(ToT)

激しい咳き込み多数。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月3日23:09
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

なんか無駄に疲れた★

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7月4日7:54
　

いんたぁねっとえくすぷろぉらぁが

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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動きません…！
　

 



（７月４日）　復讐は、ビシソワズ。

https://85358.diarynote.jp/201707041536494185/

「ソレはすでにもう起こった」。　（＠ ２０ １４ 年６月３０日
）…。

2017年7月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=e8GRZ2_6NdQ
【作業用BGM】テンション跳ね上がる、カッコイイBGM集
【超音質】 NCS Release ♯1 

（下段参照）

http://p.booklog.jp/book/114795/page/3116639
＞復讐は、ビシソワズ。　（仮） 

しつこくコレの「２０１４年６月」分やってました。（＾＾；）

本日終了。洗濯してお風呂はいって

漫画読んでごはん食べて

早めに？寝まーす☆

https://www.youtube.com/watch?v=CmmbgNHLiBg
【作業用BGM】テンション跳ね上がる、カッコイイBGM集
【超音質】 NCS Release ♯2

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=GpcPcYkB2AA

https://85358.diarynote.jp/201707041536494185/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201707041536494185/
https://85358.diarynote.jp/201707041536494185/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170704/85358_201707041536494185_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170704/85358_201707041536494185_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170704/85358_201707041536494185_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=e8GRZ2_6NdQ
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/114795/page/3116639
https://www.youtube.com/watch?v=CmmbgNHLiBg
https://www.youtube.com/watch?v=GpcPcYkB2AA


【癒し効果】夏を感じる、涼しげな音楽【作業用BGM】 

台風直撃地域の皆さん、御無事でしょうかね？

いらんかもしりませんが、今朝の分の情報チェックは意地で終わらせてきましたｗ

http://85358.diarynote.jp/201707040836154584/
http://85358.diarynote.jp/201707041036244716/
http://85358.diarynote.jp/201707041038031317/

見たいかたはどうぞ〜☆

（空間線量の増減と気象条件の関係とかは目で見て判りやすくなるので、

　後日なんらかの役には立つ？？かもです…。）

では！本来任務に戻り鱒っ☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=8HS0TV5enQU
Fool Moon - Freedom

OTL49さんがリツイート 
二度見するほど美しい生き物 @nidomi_bea · 7月2日 

【ピンポンツリースポンジ 】

ピンポン玉の様な形をした深海生物。

深海の暗闇の中で一際きれいに輝く生き物で、ピンポン玉のような部分が青白く光る

そうです。

生態があまり詳しく解明されておらず、不思議な生き物だそうです。

https://pbs.twimg.com/media/DDunyN7UwAAAjWd.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=ewX8mGKg5Hk
夏っぽい作業用BGM

http://85358.diarynote.jp/201707040836154584/
http://85358.diarynote.jp/201707041036244716/
http://85358.diarynote.jp/201707041038031317/
https://www.youtube.com/watch?v=8HS0TV5enQU
https://pbs.twimg.com/media/DDunyN7UwAAAjWd.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ewX8mGKg5Hk


 
ひみつ日記

　

（沙漁　宇宙）…death 鱒。
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月4日21:12
　

０

６１１

７９９…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月5日0:34
　

またもや馬鹿階下が真夜中の

住宅街の路上で騒いでる…★
(-_-#)
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（７月８日）　⇒バイトに行けば！クーラーが効いてるッ♪（…はず…）ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201707080743264493/

【 旭川 ０．１ μ ？！】／（札幌０．０４０μ。＋３３℃。）　（

作業…脱線ぎみ…りす１匹目）。

2017年7月8日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　 　

　

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

遅くなってしまいましたが、おはようございます。（＾＾；）

０７：１７です。（＾＾；）

昨日よふかししてしまたあおりで１時間（意図的に）寝過ごして、

６時から平常？運行開始しまして、さらに、

「あ、やり忘れてた」と、出勤日の朝っぱらから、

こんなの追加しまして…（＾＾；）
　　↓

http://p.booklog.jp/book/115854/read
リステラス星圏史略　新資料ファイル

１－２　『ヤツリーダムの物語』　２ 
　　↑

（中身はまだこれをコピペしただけです。増えてません★）

　http://85358.diarynote.jp/201706301510338624
＞『 ヤツリーダムの物語 ２ 』　（砂魚宇宙）（てか、めも。）
＞2017年6月30日

https://85358.diarynote.jp/201707080743264493/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201707080743264493/
https://85358.diarynote.jp/201707080743264493/
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（参照⇒http://85358.diarynote.jp/201707080118302549/
　砂魚宇宙…てか、夢遊病な…りす。（＾＾；）
　2017年7月8日 リステラス星圏史略　（創作） ）

…さて。「気が澄んだ」ので、通常作業に戻り鱒りすよと…☆

…（＾◇＾；）…

あらためまして、おはようございます。０７：２２です。

札幌は空の白っぽいド晴天。（＾＾；）

直射日光がんがん当たってる玄関前の温度計が６時の時点で３６℃。

「百葉箱」状態の、西側の日陰室内の温度計が６時の時点で２５℃…

ってな滑り出しです。ほぼ無風。降水確率「終日０％」…！

イマイチ不完全燃焼で終わった？せっかく４連休あけの４連勤の初日ですが…

今日は！もちべが上がりまくりですね…♪

⇒バイトに行けば！クーラーが効いてるッ♪（…はず…）ｗｗｗ

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

…てなことで、（私は）出勤日なのに、朝から酔っぱらいのうた特集ですいません…ｗｗｗ

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年07月08日（土）【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 0.039 6 

http://85358.diarynote.jp/201707080118302549/
https://www.youtube.com/watch?v=gxEPV4kolz0
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00

ま！

暑いとか言っても３３℃！

線量この程度！（＾＾）！

https://twitter.com/44n142e

northland44  @ n142e · 3 分3 分前 #Radidas 2017/07/08 07:30(JST),
0.04±0.01μSv/h,in43min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.055,0.062,0.064 6c251975

northland44  @ n142e · 13時間13時間前 #Radidas 2017/07/07 18:30(JST),
0.1±0.02μSv/h,in30min,北海道旭川市,14670,5974,22,0.055,0.073,0.063 2c5a46c8

northland44  @ n142e · 17時間17時間前 
2017/07/07 14:31(JST) おはよう！これから計測をはじめます。(バージョン0.10.1.0)

https://twitter.com/charlie24K
…チャーリーさんは、今日も脳ミソが煮えてるもよう…（＾＾；）…。

https://twitter.com/whitefood1

7月8日の朝08時の空間線量です。
https://pbs.twimg.com/media/DEKu0KNUIAApUw7.jpg

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://twitter.com/44n142e
https://twitter.com/charlie24K
https://twitter.com/whitefood1
https://pbs.twimg.com/media/DEKu0KNUIAApUw7.jpg
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2017年7月8日15:36
　

…(-”-;)…

行きが３０℃超え炎天下で、

熱中症になりかけながら、

汗だくで到着した後の、

室温１８℃で、

座りっぱなしって、

…寒い…(ToT)…

（体調不良ぎみなう。）(∋_∈)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月9日5:51
　

2017年07月08日（土）【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 0.039 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 0.040 0.039 0.039 6 
08:00 0.039 0.038 0.039 6 
09:00 0.039 0.038 0.039 6

10:00 0.040 0.039 0.039 6 

11:00 0.039 0.038 0.038 6 
12:00 0.039 0.038 0.039 6 
13:00 0.038 0.038 0.038 6 
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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 0.039 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 0.038 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 0.038 0.038 0.038 6 
24:00 0.039 0.038 0.039 6
　

 



（７月９日）　…オマエラ、気にするトコロが、ずれ過ぎだろう…？？？

https://85358.diarynote.jp/201707090905358882/

【 制汗剤 】⇒【 香害 １１０番 】／【 東京オリンピック 完全
崩壊 】／【 夏に線量が高い 】／暴発したプルトニウム容器にま
た蓋を締める作業／核兵器禁止条約が採択されました！　（

未OTL）

2017年7月9日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=GpF3hoKLiFY
SUMMER TIME BLUES 
（原子力はもういらねぇ！） 

※注意警戒※【情報更新ナシ】

⇒https://twitter.com/TOHRU_HIRANO

sa360さんがリツイート 
でーさん D51125の放射能観測。 @sa3602 · 14時間14時間前 
ツイート妨害。。

されてます。

再び発信もお知らせも不能状態に。

たった２時間弱のツイートか。

https://pbs.twimg.com/media/DEM3RfiUAAExyfJ.jpg

　　↑

どこの国もそんなもんだ？という気もするけどな…★

https://85358.diarynote.jp/201707090905358882/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
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https://pbs.twimg.com/media/DEM3RfiUAAExyfJ.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=zxZIbjVLqyM
タイマーズ　生放送事故 

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 51分51分前 
JUMPILIKEYOUさんがFonzyをリツイートしました

都内で入院してたりしてね。

　　↓

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Fonzy @kazparis · 9時間9時間前 
Ｇ２０サミット ２０１９年に日本で開催へ | NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170708/k10011050241000.html …
ということらしいが、このNHKニュースの映像でも安倍は全く登場しない。本当に
サミットに参加したのだろうか？

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
水 @yzjps · 7月7日 
【G２０ 「安倍晋三・昭恵を必死に探してみよう！」②】
今回も「映り込んでない」ような気が

一瞬映る集合にもいないようです

誠にすいません！　見つけられた方は一報を！ 
きっと　悪質な米メディアの印象操作です！

アヘとファーストレディ昭恵を、アメリカのお茶の間に届けておくれ(笑)
https://twitter.com/yzjps/status/883404594155356160

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
清水 潔 @NOSUKE0607 · 7月5日 
ヤフーコメント欄改善。ツイッターも見習って欲しい。

今までは同一人物が複数のYahoo!アカウントを取得して大量に投稿することで、「世
間の多数派の反応」を“捏造”するということが、実際に行われていたのである。
https://t.co/USHKqbcIrB

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 39 分39 分前 
松田聖子に異変…武道館コンサートで椅子に座って歌唱（スポーツ報知） -

https://www.youtube.com/watch?v=zxZIbjVLqyM
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170708/k10011050241000.html
https://twitter.com/yzjps/status/883404594155356160
https://t.co/USHKqbcIrB
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170709-00000077-sph-ent


Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170709-00000077-sph-ent …
@YahooNewsTopics

sa360さんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 7月7日 
みえないばくだんさんがスポーツ報知をリツイートしました

#大動脈解離 も近年よく耳にする…
舞台から転落し、救急搬送先の病院で死亡が確認された俳優の中嶋しゅうさん（享年

６９）の死因が、急性大動脈解離だったことが７日、わかった。

sa360さんがリツイート 
morikoson @youkainingen · 7月6日 
元NHKアナウンサー、後藤美代子さんが
全身性塞栓症で死去らしい。

全身性塞栓って病名、初めて聞いた。

初めて聞く病名ここんとこ多いな。

https://www.youtube.com/watch?v=9RZbvjQw7Kk
メルトダウン　タイマーズ 

しんちゃん @shinchann2008 · 25 分25 分前 
茨城県大洗町プルトニウム内部被ばく事故。作業計画、日報公表。作業計画

　https://www.jaea.go.jp/04/o-arai/information/2017/070302.pdf …　日報
　https://www.jaea.go.jp/04/o-arai/PFRF/daily/ …　17年7月17日から暴発したプルトニ
ウム容器にまた蓋を締める作業。108号室α線、β（γ）線表面汚染密度。

https://twitter.com/shinchann2008/status/883811226874257408

しんちゃんさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を4  @ _Sea_ · 7月7日 
福島の除染費用は400兆円、1家族に4,000万円払って移住した場合23兆円
https://t.co/eB7gmPmr1w

sa360さんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 7月6日 
（平井憲夫）

https://www.youtube.com/watch?v=9RZbvjQw7Kk
https://www.jaea.go.jp/04/o-arai/information/2017/070302.pdf
https://www.jaea.go.jp/04/o-arai/PFRF/daily/
https://twitter.com/shinchann2008/status/883811226874257408
https://t.co/eB7gmPmr1w


原子力発電所というのは

火を燃さないから煙突はいらないのに廃棄塔がある。

ここから２４時間放射能を排出。海へも大気へも。

果たしてそれが、どれ位の量なのか

電力会社も国も「基準値以下だ」と。

原発を運転すればこれくらい出るからと

自分たちが勝手に決めた基準。

どんどこ @kcom1009_j · 8時間8時間前 
だからこれを踏まえてどうやって日焼け止めや下地を選ぶかというと、夏場は特

にUVBの線量が高いので3-10月くらいはSPFの高いものを選び、それ以外の月でもシ
ワ対策としてPAがしっかり入っているものを選ぶべきです。

どんどこ @kcom1009_j · 8時間8時間前 
つまり、まとめると

UVB→とにかく夏に線量が高い。秋冬はあまりない。皮膚の浅いところに届いてメラ
ニンが作られるので色素沈着の原因になる。

⇨SPFが指標
UVA→夏に多いけど、安定して秋冬も線量が多い。皮膚の奥深いところまで届く。シ
ワの原因になる。

⇨PAが指標

　　↑

…オマエラ、気にするトコロが、ずれ過ぎだろう…？？？

sa360さんがリツイート 
ゴジラッコ @gojirakko · 7月7日 
#化学物質過敏症
日本消費者連盟（東京都新宿区）は今月２６日と来月１日の限定で相談窓口「香害（

こうがい）１１０番」を設置

受け付けは両日とも午前１１時〜午後３時。この期間のみ通じる電話番号は０３（５

２９１）２１６６。

東京新聞：https://t.co/0zzD3FK29G

https://t.co/0zzD3FK29G


sa360さんがリツイート 
雪乃セア @seasnow2525 · 7月7日 
東京新聞:消臭スプレー、制汗剤…そのにおい「香害」？　相談窓口「１１０番」設置:
社会(TOKYO Web) http://www.tokyo-
np.co.jp/article/national/list/201707/CK2017070602000265.html …

アホくせwwwと思う人は多いと思うが、マジで深刻だからな！！欠勤せざるを得ない
レベルの体調不良になったりするからな！！

https://t.co/6k0qGhqm4W

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
本間　龍　　ryu.homma @desler · 8時間8時間前 
本間　龍　　ryu.hommaさんが統一教会の研究をリツイートしました
「フランス検察当局から、電通顧問で東京五輪組織委員会理事の高橋治之(73)に逮捕状
が出たと見ている」て本当ですか、佐川さん？もし事実なら、

東京オリンピックは完全崩壊、電通の売り上げ数千億円も全部パーですなぁ。

https://twitter.com/touitsukyoukai/status/883593896445399040

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
小沢一郎（事務所）�認証済みアカウント� @ozawa_jimusho · 7月7日 

総理の街頭演説で辞めろコールをした人々を「共謀罪の疑いで逮捕すべし!」と訴え
たフェイスブックの投稿に対し、自民党議員が「いいね!」を押したとの報道。これが
実態。こんな人々が、国会を早く閉じたいがため、共謀罪法を委員会採決もせずして

強行採決したのである。国民はよくよく見ておくべき。

sa360さんがリツイート 
misapooon @T_w_i_misaaaaa · 6月29日 
この間、公明党の演説に出くわしたんだけど。真剣な顔して多数のご婦人方やら何や

ら聞いてたわけよ。その様相を見て、まだ気づかないのかな？ それとも演説を聞いて

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201707/CK2017070602000265.html
https://t.co/6k0qGhqm4W
https://twitter.com/touitsukyoukai/status/883593896445399040


自分で判断しようとしてるのかな？と思ったのね。前者の方がまだ強いのかな。

でも、何よりもっと異様に思ったのがね、、、

sa360さんがリツイート 
下町のリリアン @ririan10043 · 7月7日 
今の日本は、一年中、どこかで、災害被害が起きてる。なんなんだろ？この集中した

出来事。

sa360さんがリツイート 
けんちゃん@電気技師84  @ M7Dt · 14時間14時間前 
「万一触るのと危険です。」と書いてますが、活線でマグネトロンに感電すると死ぬ

可能性があります。ぐらいが適正かと。

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

https://www.youtube.com/watch?v=kLyEg-eXf1g
忌野清志郎　LOVE ME TENDER　【放射能はいらねぇ！】

しんちゃんさんがリツイート 
志位和夫�認証済みアカウント� @shiikazuo · 7月7日 

いま核兵器禁止条約が採択されました！

賛成１２２、反対１、棄権１。

賛成は国連加盟国の実に６３％！

人類にとっての歴史的瞬間です！

会場は拍手と歓声に包まれています！

https://pbs.twimg.com/media/DEJAGhfV0AAJfjd.jpg

https://pbs.twimg.com/media/DEMxEItUwAADsTk.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kLyEg-eXf1g
https://pbs.twimg.com/media/DEJAGhfV0AAJfjd.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=QnKykvIp4Yg
忌野清志郎 IMAGINE 

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 7月7日 
返信先: @Plutokun_Botさん 
きみはいつもやさしいな。

これからどうなるのか‥

なにもかも知ってるくせに。

@Plutokun_Bot きょうは七夕
みなさんのもとに、しあわせが届きますように。

https://twitter.com/N0NUKES/status/883320613246443521 …

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

太陽光を集めて熱に変えて調理可能にする「Solar Cooker」 - GIGAZINE
https://t.co/Hvz2DyyN9R

中津川　昴 @subaru2012 · 19時間19時間前 

「ロト７

1つ違いで
ああ惜しい」

https://www.youtube.com/watch?v=kC4S13jcki4
Who - Summertime Blues (live,1969) 0815007 

https://www.youtube.com/watch?v=QnKykvIp4Yg
https://twitter.com/N0NUKES/status/883320613246443521
https://t.co/Hvz2DyyN9R
https://www.youtube.com/watch?v=kC4S13jcki4


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
こなみひでお @konamih · 7月6日 
夏休みに1か月近くバカンスが取れて、サービス残業なんかしなくて、「人生は楽しま
なきゃね—」とすぐに遊びにいってしまう人々ばかりの国々よりも、劣悪な環境で働

き詰めの労働者ばかりの

日本のほうが貧乏なのです

エストニア共和国より愛をこめて

https://t.co/6GwuijMbAo

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
じゅんな @vejczaxinqn · 7月3日 

これ、まじで全国に普及してほしい

https://twitter.com/vejczaxinqn/status/881721480337268736

 

https://t.co/6GwuijMbAo
https://twitter.com/vejczaxinqn/status/881721480337268736


（７月９日）　空調が快適すぎ。

https://85358.diarynote.jp/201707100551084190/

（７月９日の午後記）

2017年7月9日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (3)　
 
Ｇ２０反対の

市民デモが暴徒化！？

…して、負傷者２００名が警官隊のほう。という報が、さすがのドイツ。

(‾ー+‾)ニヤリ

今日は空調が快適すぎ

（推定２５℃？）て、

業務がヒマ過ぎて(^_^;)

死ぬほど眠い。(∋_∈)
という拷問。…(^。^;)…

「狙ったように」話し相手皆無の、隔離無視イジメ嫌がら席。

(-_-#)

休憩室のすぐそばにエルさんがいるけど、お互い完無視。

┐(’〜`；)┌

ところで「ヤン監督」

就任とか？(^。^;)

https://85358.diarynote.jp/201707100551084190/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=1
https://85358.diarynote.jp/201707100551084190/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170710/85358_201707100551084190_1.jpg


各所の銀英ファンサイトは、

さぞかし駄ボラで盛り上がっていることでしょう…

σ(^◇^;)。。。
　

　

 
 
 

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8:18
　

OTL49さんがリツイート 
異邦人 @Medicis1917 · 13時間13時間前 

枝野さんの「自由競争や自己責任だけではうまくいかないときのために政治がある」という発言

は本質を突いていると思う。自己責任論は政治の責任放棄に他ならないし、そんな主張をする政

治家には存在意義がない。遍く市民から租税を徴収している以上、国家には社会権を充実させる

責務があるのだから。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日9:32
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Mami Tanaka @mami_tanaka · 21時間21時間前 

文学部には伝統的に史学科というものがあるのだが、淘汰された文学部で専門家だけが細々と歴

史を研究していたらどういうよくないことが起こるのかは、ホロコースト否定論者が大声をあげ

始め、事実の提示がそれに釣り合わない日本の今を見ると少しは分かるのではないか。

　

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9月6日19:57
　

OTL49さんがリツイート 
志らく @shiraku666 · 9月4日
 
どうやら警察は我が家をヤクザから守ってくれそうもない。警察署並びにその家族が優先。警察

はヤクザを壊滅すると言いだした。ヤクザはそんな事したらまずは我が家を攻撃すると脅して

きた。どうする？私は平和主義者だ。先祖は2度と喧嘩しないと誓った。でも家族を守るために備
えると言ったら駄目かな

　

 

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


（７月９日）　合鍵で私物ロッカー開けて、勝手に携帯漁れる立場の、

https://85358.diarynote.jp/201707100553542023/

【ａｕウォレット情報】が、【第三者】に悪用されてる模様。(-
_-#)

2017年7月9日 就職・転職 コメント (4)
　

　

【第三者】って誰って、

私の勤務中に、

勝手に合鍵で、

私物ロッカー開けて、

勝手に携帯漁れる立場の、

【誰か】だよな…？

(ノ-o-)ノ　┫

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月10日5:57
　

（　↑　２３：００頃記。）

「携帯Ｃメール」アテにａｕウォレット名義で

トリガー入りの何かの認証用メール。

https://85358.diarynote.jp/201707100553542023/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201707100553542023/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（〜”〜；）

私ゃそんなもんが送られてくるよーな操作は何もしていない…★

！（０■０；）！

…が。（－－＃）

これ、あらたの「フィッシング詐欺」メール。なのかな…？？

よくわからん。うっかり詐欺被害（現金？）に遭ったら、

「そんとき対応」で〜★

ｗ（－－；）ｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月10日7:37
　

OTL49さんがリツイート 
masanorinaito @masanorinaito · 1日1日前 

就活終盤の学生さんもいると思います。面接でのセクハラは論外。いわゆる圧迫面接=学生さんの
人格を否定するような高圧的な物言い、をするような会社も蹴った方が良いです。そういう人の

採り方をする会社には人を育てるビジョンが絶対にありません

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月12日17:01
　

OTL49さんがリツイート 
あまおう @co9ts · 2015年4月19日 

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


接客業をしていると年に10人くらいは「人間一週目」と思しき人と遭遇すると思うんだけど、彼
らの意味不明さはもはや頭の良し悪しうんぬんというよりかは魂の幼さに起因するものだろう

から、

「君は前世でザリガニを頑張ったから人間になれたんだねおめでとう！」って仏の気持ちで接す

るしかないんだな

　　↑

毎日１０人くらいは「ザリガニ級」のお客さん相手の売笑業ですが…

なにか？（－－；）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月12日17:35
　

OTL49 @sukipparanisake · 7月10日 

”下請けいじめの実態と見た人の反応”

https://t.co/i36EYlzf9s
　

　

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


（７月10日）　業務は普通に多忙。

https://85358.diarynote.jp/201707100717085711/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月10日15:28
　

業務は普通に多忙なのに、

前のめりに惑星に引きこまれるような、気絶寸前の異様睡魔。

(∋_∈)

寝不足ではないはずなので、

低気圧が接近しているせいか、

被曝超過か、

磁気嵐がどうこうとか、地震の前兆体感とか……

…(・ω・;)(;・ω・)…？
　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【！ T.HIRANO 非公開 ！】／【 ウラン、酵母に集まる 】 ／福島産のいぐさを使
って熊本で畳がつくられて／「そういう場合は走り抜けてください」／【 機密
扱い 】に設定されています。

2017年7月10日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/201707100717085711/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201707100717085711/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170710/85358_201707100717085711_1.jpg


　

 
…出たーーーーーーーッ！！
　　↓

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO

このアカウントのツイートは非公開です。

@TOHRU_HIRANOさん

https://www.youtube.com/watch?v=Ja_jeg8CGvU
ワルなEDM20連発卍 DVBBSの人気曲まとめ！[BEST EDM] 

asuka @asuka_250 · 12 時間12 時間前 
日本国

農家はセシウムと共存しろ。

質問　自宅や農地の周囲は除染されています。でも自宅から農地に行くまでの道、林

道や山の脇の道がまだまだ汚染されていて線量が高い。ここを通るときに被曝するの

ですが、県としてどんな考えですか？ 

回答　ＪＡＥＡ　#そういう場合は走り抜けてください
https://pbs.twimg.com/media/DESXVGIVYAEb65o.jpg

ITORyoko @finishko · 14時間14時間前 
返信先: @Yoimajyoさん、@4_Sea_さん 

https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170710/85358_201707100717085711_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170710/85358_201707100717085711_3.jpg
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO
https://www.youtube.com/watch?v=Ja_jeg8CGvU
https://pbs.twimg.com/media/DESXVGIVYAEb65o.jpg


荒い情報ですみません、震災直後に、福島産のいぐさを使って、熊本で畳がつくられ

ています。2012年とかに新聞記事か何かで見た記憶。それ以降も続いているのかは
不明。2012年に福岡で線量計を持って部屋探しをしたとき、新品の畳の部屋で、1mの
高さで0.2くらい出た記憶があります。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 21時間21時間前 
よく寝たはずなのに猛烈に眠い

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 7月8日 
yayoi12333 2017年5月1日神奈川(病院勤務)
患者さんで、

「物忘れが激しくなった」

っていう人がいて

話を聞くと

「急に眠気が襲ってきて

気がついたら寝てる」とか。

持ってた茶碗を落としちゃってて、

気がついたら足元で割れてたし

危ないからって受診

cmk2wl @cmk2wl · 7 時間7 時間前 
2017年7月9日 ナイジェリア　
アクワ・イボム川沿いのビーチに16m以上のクジラが漂着。
住民はこれを解体して一部を持って行ってしまったと…。
https://twitter.com/cmk2wl/status/884079659033530370

cmk2wlさんがリツイート 
Highway Hiro @leetaigen · 9時間9時間前 

https://twitter.com/cmk2wl/status/884079659033530370


Highway Hiroさんがcmk2wlをリツイートしました
それなのに健康のためキノコや海藻を食べましょうって？？

https://twitter.com/cmk2wl/status/884049464360488961

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間
東電福島原発から放出された 6価のウランは、酵母に集まる。
酵母…。
https://twitter.com/cmk2wl/status/884047274791231488

cmk2wlさんがリツイート 
BB @boxer3924 · 11時間11時間前 
BBさんがcmk2wlをリツイートしました
塩の工場の成分表にUがあった、へー、こういう事か
https://twitter.com/cmk2wl/status/277365257960316928

OTL49さんがリツイート 
北風ロビン（慌てると転ぶ　ので注意） @oldblue2012 · 12時間12時間前 
スチロール製のコップの水で2年間飼育したラット7匹のうち4匹に腫瘍が発見された。
プラスチックから溶け出た物質を飲み続けていると、ある日突然こうした腫瘍ができ

はじめ、急激に増殖を開始するわけです。慢性毒性の怖さがここにあります。 
http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/8cc8c7c63a9cde6987f540b908e2ac05 …

cmk2wlさんがリツイート 
北風ロビン（慌てると転ぶ　ので注意） @oldblue2012 · 20時間20時間前 
返信先: @oldblue2012さん 
北風ロビン（慌てると転ぶ　ので注意）さんがcmk2wlをリツイートしました
釣り糸が600年だったら　化学繊維100%の服も600年そのままなのか・・・
そう考えると恐ろしい。

https://twitter.com/cmk2wl/status/599065966358568962

https://twitter.com/shinchann2008

しんちゃん @shinchann2008 · 23 時間23 時間前 
茨城県大洗町プルトニウム内部被ばく事故。『非定常作業計画書 報告書』の見つけ方
。作業計画、日報のページ

https://www.jaea.go.jp/04/o-arai/PFRF/daily/ … 日報をどれでもいいので開く。そのア

https://twitter.com/cmk2wl/status/884049464360488961
https://twitter.com/cmk2wl/status/884047274791231488
https://twitter.com/cmk2wl/status/277365257960316928
http://blog.goo.ne.jp/flyhigh_2012/e/8cc8c7c63a9cde6987f540b908e2ac05
https://twitter.com/cmk2wl/status/599065966358568962
https://twitter.com/shinchann2008
https://www.jaea.go.jp/04/o-arai/PFRF/daily/
https://www.jaea.go.jp/04/o-arai/information


ドレスを https://www.jaea.go.jp/04/o-arai/information … /2017/070302.pdf

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 7月3日 
返信先: @sa3605さん 
This media may contain sensitive material.
このメディアには機密情報が含まれている可能性があり

機密 扱いの場合の警告に設定されています。
https://pbs.twimg.com/media/DDzphcNVoAAvtlO.jpg

OTL49さんがリツイート 
大島栄二（キラキラレコード） @kirakiraohshima · 1日1日前 
なんとか条約に加盟だか批准だかするためには共謀罪もムリクリ成立させてしまうく

せに、核兵器禁止条約の採決には賛成反対ではなく参加すらしないって、いったいど

ういうわけなんだね？

OTL49さんがリツイート 
Zowie次も山本太郎議員に投票するよ！ @sekilalazowie · 1日1日前 
誰かが呟いてたが、保存した文科役人が処分され、勝手に棄てた財務省役人が昇進す

るという、これ全て安倍による好不都合1点で決まる話。つまりこの国、既に後進国並
のネポティズム国家。

文科次官ら厳重注意 公開文書激減で超隠蔽国家が誕生する
https://t.co/S9Tzv2gYBI

OTL49さんがリツイート 
異邦人 @Medicis1917 · 2日2日前 
政府広報費を使って恐怖心だけを煽る弾道ミサイルCMを流して、不祥事を幾度となく
繰り返した稲田防衛相を内閣改造まで続投させるとは、安倍政権にとっての「国防」

がどういう位置づけにあるのか良く分かる。流石、核実験の可能性が高いとされた日

に盛大な花見大会に現を抜かしていただけの事はある。

sa360さんがリツイート 
kumi @kumiusa0211 · 7月8日 

https://pbs.twimg.com/media/DDzphcNVoAAvtlO.jpg
https://t.co/S9Tzv2gYBI


返信先: @KisaragiBPMさん、@sa3605さん、@Whiskys_Loveさん 

国民の生命や生活なんて、なんとも思ってないんだろうな。

OTL49さんがリツイート 
ロスチャイルド家 @koji4192 · 7時間7時間前 

民主党憎しで安倍政権が保守だと思いこんでいた俺がわるかっ・・・

https://pbs.twimg.com/media/DETXFlVVoAE-A8Q.jpg

OTL49さんがリツイート 
オシャレ陛下@みのりんは女神 @hay_ka · 7月6日 

小中→高校→大学→大人

言うこと聞け→言うこと聞け→言うこと聞け→自分で考えろ！

えっちぃの不健全→ふけつ！→すけべ！→草食系男子ばかりじゃ少子化！

遅くまで遊ばない！→早く帰りなさい！→自己責任！→え、なんで定時で帰ろうとし

てるの？

日本ってこういうとこある

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
あゆたぷんふぇ @ayu_top_june · 7月8日 

この兄弟のツイート最高すぎる

https://twitter.com/ayu_top_june/status/883679336988983296

https://pbs.twimg.com/media/DETXFlVVoAE-A8Q.jpg
https://twitter.com/ayu_top_june/status/883679336988983296


https://www.youtube.com/watch?v=L3yHWOFDXIo
Yuri!!! on ICE OP - "History Maker" | AmaLee Ver
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L3yHWOFDXIo


（７月10日）　あきらかに「悪意」を向けられてますが…

https://85358.diarynote.jp/201707110645588730/

極めつけの厄日。(-_-#)

2017年7月10日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　

自転車、コワサレタ…(-_-#)

（たぶん間違いなく故意。）

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月11日6:48
　

なんつってｗ （7月10日）
2017年7月8日 環境は、生命圏で、生存権。 
（承前）

あっさり無事帰投。

残念でしたｗ (‾ー+‾)ニヤリ

詳細あした。

https://85358.diarynote.jp/201707110645588730/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201707110645588730/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！

22時19分
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月11日7:00
　

あきらかに故意（ちょっとぶつかったとか、そういうレベルじゃなく、ネジがぐるぐるに緩めら

れて椅子の位置がずれてたりとか、折り畳み自転車の結合部が「はずれかけ」にされてたりとか

…
 
⇒走行中にガクンと椅子が落ちたりイキナリ分解したりして転倒とかしたらりマジ危ない。レ

ベル。

（あ、ていうか、チェーンも外されていたので、「走りだせない」状態でしたｗ）

★（－－＃）★

あきらかに「悪意」を向けられてますが…

あの自転車が「私」のものだと知っての反抗か、あるいはたんに、自転車置き場の「場所取り

争い」（けっこう熾烈？）であらぬ怨恨を買っての事態か…？

「壊された」と言っても警察に被害届を出せるほどのレベルではないし、自転車置き場は商業施

設の敷地内で「事故は自己管理」の場所なので…

置き場を変える、とかの対処しかないかなぁ…？？？

ま、実のところ簡単なコワサレかただったので、簡単に自力修復して、問題なく帰宅しました〜

ｗ

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


　

 
 
 



（７月15日）　３連勤に入る、

https://85358.diarynote.jp/201707150714232432/

釧路のデータ、希釈4倍で0.128μSv/h？／富良野ラベンダー枯
れる。　（未中津）

2017年7月15日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

「今日から３連休！♪」という皆様、おはようございます。

今日から入れ違いで？３連勤に入る、霧樹りすでございますよ…。
０６：４６…に、なっちゃいました。

６時の時点で札幌の気温は２４℃。

何故か「冷たく乾いたキレイな南風」が強く吹きつけていて…
陽射しは強いのですが…むしろ体温奪られて寒いくらいです…？？

（推察するに、東北地方が昨日からの豪雨？で、フクイチ噴気は汚染をウォーターカーテンで

脱臭？された状態で吹きあがってきて…

　津軽海峡以北で雨気も天日乾燥されて…

　札幌に到着する頃には、「風が強い」という要素のみが残っている。

　のでは…と…（＾＾；）…。

sa360さんがリツイート 
Mark Steer @SteerMark · 7月13日 
Hope you’re enjoying all those @realDonaldTrump memes while you’re being
poisoned.
Wake up folks, this is not a drill.
#ChemtrailsAgenda21
https://twitter.com/SteerMark/status/885550731616563200

さくさく情報チェック逝きまーす！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年07月15日（土）【当日】 

01:00 0.040 0.038 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 

03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 

05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00

…まぁ「ここまで」なら文句は言いません。（＾＾；）

じゅうぶん「低い」です。「フクイチ被曝⇒避難療養先」転地な天地。としては…☆

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 2 時間2 時間前 
プランターを見てきたんだが、なんか雲が気に入らない…
不穏な気配を感じるのはおいらだけか？

https://twitter.com/charlie24K/status/885947154950270976

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
煌ママ @akakakiy · 4時間4時間前 
この3日間眠気が強い
日本海側かな？

…心配なのは、（特に原発直撃の）地震だけ？ですよねぇ…（－－；）…？？

（前項⇒下半分参照）

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 8時間8時間前 
へんだろー！今これ。釧路のモニタリングデータ。

一週間前までずっと

0.04×4＝0.16μSv/h平均だったのに！
調節したあとイキナリさがって！

そうでなくても月間グラフは

どの地域も全国で改変、改竄が著しいのに！

インチキまるだしじゃねぇか！@gensiryokukisei
https://twitter.com/N0NUKES/status/885884517508042753

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 8時間8時間前 
あ、よく見ると釧路のデータ、7月13日18時から再開してるな。
前日に出せ！と云ったから素直に応じたか？@gensiryokukisei
https://twitter.com/N0NUKES/status/884848284975497216 …
しかしなんだこりゃ？希釈4倍で0.128μSv/h？
改変したか。MPの校正を弄ったか‥また。
https://pbs.twimg.com/media/DEtHKh9UQAAqWUI.jpg

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 8時間8時間前 
だめだな。日付かわって旭川で0.29μSv/hも出た！
全国的にみても北海道だけ高すぎる。

関西の汚染に敏感な、あの四日市でさえ

0.24を超えないのに。
壊れてるんだろ。#泊原発。完全に。
だから釧路の高所の測定値も細工したんだ。

https://twitter.com/N0NUKES/status/885884517508042753 …
https://twitter.com/N0NUKES/status/885887978421104640

sa360さんがリツイート 
Out Of Our Heads @N0NUKES · 9時間9時間前 
北海道、民間計測、旭川でた！復活。

やはり今まだ短時間に継続して放射線量が高い。

2017年7月14日23時でMax 0.28μSv/hもある！雨は無い。
行政のデータは週間からも完全に消し去られたが

今なお釧路のデータの更新が故意に停められている！

#北電の原発事故、#泊原発！
https://twitter.com/N0NUKES/status/885870262205399040

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

そのとおりに吹いてるじゃねぇか。

まだ認められない？#北電の原発事故
https://twitter.com/N0NUKES/status/885870262205399040 …
11:35 pm - 14 Jul 2017
ほかにも証拠はあるぜ。明確にな。

https://twitter.com/search?
q=from:ST0NES+OR+from:N0NUKES+%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93+OR+%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA+OR+%E5%8C%97%E9%9B%BB+OR+%E6%B3%8A+OR+HEPCO+OR+%23%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA+OR+%E9%9D%92%E6%A3%AE+OR+%E5%A4%A7%E9%96%93+OR+%23%E5%A4%A7%E9%96%93%E5%8E%9F%E7%99%BA+OR+%E6%9C%AD%E5%B9%8C+OR+%E8%8B%AB%E5%B0%8F%E7%89%A7+OR+%E5%AE%A4%E8%98%AD+OR+%E5%8D%81%E5%8B%9D+OR+%E6%A0%B9%E5%AE%A4+OR+%E9%87%A7%E8%B7%AF+OR+%E3%82%AA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%AF+OR+%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0+OR+%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8C+OR+%E6%8B%93%E6%AE%96+until:2038-
01-19&src=realtime=default&f=tweets …
https://pbs.twimg.com/media/DEtAjwVVYAA0nNr.jpg

sa360さんがリツイート 
マッツ @VirginBlade_aki · 7月12日 
10日の夜中に、1.0μsv/h以上の数値が5時間にわたって、見られました。
この数値は、異常です。どこかで、核を放出している所があります。

可能性が高いのは、北海道の泊原発で、地震で壊れてる可能性があります。

https://pbs.twimg.com/media/DEh5eqKXgAIz_XJ.jpg

…太陽放射線（電磁波とか地磁気嵐とか）なのか、
泊原発放射線（ウランとかセシウムとか）なのか、

もはや体感では判別つかない…ｗ（＾■＾；）ｗ…

（でも「逃げる」必要は感じていない…）。

（怪しいとしたら、むしろ六ヶ所でしょ？　こないだ揺れたし…）

しんちゃんさんがリツイート 
onodekita @onodekita · 7月13日 
ラベンダー畑に異変　枯れる被害　富良野地方 #SmartNews
https://t.co/KIwvCHy1Es

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年07月15日（土）【前日】
01:00 0.040 0.038 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00 0.040 0.039 0.039 6 
07:00 0.040 0.039 0.039 6 
08:00 0.039 0.039 0.039 6 
09:00 0.040 0.039 0.039 6 
10:00 0.040 0.039 0.039 6 
11:00 0.040 0.039 0.040 6 
12:00 0.040 0.039 0.039 6 
13:00 0.039 0.039 0.039 6 
14:00 0.039 0.039 0.039 6 
15:00 0.040 0.038 0.039 6 
16:00 0.039 0.039 0.039 6 
17:00 0.040 0.039 0.039 6 
18:00 0.039 0.038 0.039 6 
19:00 0.039 0.039 0.039 6 
20:00 0.040 0.038 0.039 6 
21:00 0.040 0.039 0.039 6 
22:00 0.039 0.039 0.039 6 
23:00 0.039 0.038 0.039 6 
24:00 0.040 0.039 0.039 6
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（７月16日）　３連勤２日目、

https://85358.diarynote.jp/201707160654036829/

【 北海道がっ！　全国制覇っ！ 】！！！だとぉっ！！！

　（おはようございますの作業栗鼠さん１匹目）　（未map）

2017年7月16日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

OTL49さんがリツイート 
おぼちゃん＠アナログ手作業全般 @Obo_cafe · 20時間20時間前 
12時：34.0度

こっ！・・これはっ！！！！！！！！

北海道がっ！　全国制覇っ！！！！！！！！！！だとぉっ！！！

https://pbs.twimg.com/media/DEvwU2kU0AUdla-.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=kdw7NTl7aOA
ケツメイシ　はじまりの合図 

３連休２日目の皆様、

おはようございます。

３連勤２日目のりす、

０６：３７始動です。（＾＾；）

札幌は２６℃。微風。湿気が高め。

降水確率６０％ですが、雲は高い。
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https://85358.diarynote.jp/201707160654036829/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170716/85358_201707160654036829_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170716/85358_201707160654036829_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170716/85358_201707160654036829_3.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DEvwU2kU0AUdla-.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kdw7NTl7aOA


…降りそうにない気もするなぁ…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年07月16日（日）【当日】 
01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

空気は臭いですがアノ当時の関東ほどではなし。ｗ（＾へ＾；）ｗ

しかしながら昨日は帯広で３７℃？　東京より暑い？

ビニールハウスで農作業中に、熱中症で死亡…？？

…（００；）…お悔やみ申し上げます…。（－－；）。

（残された家族の皆さんが本当に気の毒だ…！）

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
一日一種＠博ふぇすB-40 @Wildlife_daily · 21時間21時間前 

上から目線

https://pbs.twimg.com/media/DEvOeIxUQAAh9Hg.jpg

（前項まいコメント欄参照ｗｗｗ）

　　↓

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 12時間12時間前 
昨日、半額で買ってきた国産鰻があったので、今日はうな丼にしてみたよ！

土用の丑の日は10日後だけど、おいらは土曜の鰻の日さwww

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://pbs.twimg.com/media/DEvOeIxUQAAh9Hg.jpg


いや旨かったわー(@‾ρ‾@)
あ、レシピは聞かないでね？

酒しょうゆミリンなんかを使うけど、おいらは目分量で味が決まるので^ ^
ビールと共に

https://pbs.twimg.com/media/DExKXWWVoAAWz4m.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=nK0bHx78YZE
ケツメイシ　ビールボーイ 

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
Kensuke Suga @NikonF5512 · 8時間8時間前 
今朝の津別峠！雲海は観れなかったけど、良き朝でした！

谷田さん、しょーごさん、ありがとうございました！^^
https://twitter.com/NikonF5512/status/886217752792383488

OTL49さんがリツイート 
Chihiro @ChiVillain · 7月14日 

疲れた時に視ると元気になれる動画。家畜も自然界の生き物も大切にされる社会を

https://twitter.com/ChiVillain/status/885846277241667584

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月16日7:30
 
…いや…（－－；）…

https://pbs.twimg.com/media/DExKXWWVoAAWz4m.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=nK0bHx78YZE
https://twitter.com/NikonF5512/status/886217752792383488
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この海霧はフツウ（まとも）じゃナイわ…★

肺が灼ける。希ガスが入ってる…★★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月16日8:00
　

揺れた。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月17日7:06
　

2017年07月16日（日）【前日】
01:00 0.039 0.039 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00 0.040 0.039 0.039 6 
07:00 0.040 0.039 0.039 6 
08:00 0.040 0.039 0.040 6 
09:00 0.040 0.039 0.039 6 

10:00 0.043 0.039 0.040 6 
11:00 0.051 0.041 0.044 6 

12:00 0.062 0.052 0.058 6 
13:00 0.064 0.061 0.062 6 
14:00 0.061 0.052 0.057 6 

15:00 0.049 0.042 0.045 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/


16:00 0.040 0.038 0.039 6 
17:00 0.038 0.037 0.038 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 0.037 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 

（－－＃）

　

 



（７月16日）　『逆ギレ』で⇒退職強要のターゲットに。

https://85358.diarynote.jp/201707170652129242/

厄日と朗報。

2017年7月16日 就職・転職 コメント (1)
　

　

厄日。(-"-;)

札幌の空間（雨ベクレ）線量００６４まで上がって私の脳ミソがまともに動いてるわけないし、(-
_-#)

それでなくても天中殺で、さらには関東の梅雨時がごとき蒸し暑さ。

(∋_∈)

そこへもってして。

懐かしい古巣な『ご近所さん』な住所から、空腹で胃がぐうぐう逝ってる昼休み直前に立て続け

。

(-_-#)

…古巣…イコール脳ベクレ多発地帯…(-"-;)…

頭部と脳と貧窮にまつわる歴然たる『逆ギレ』で、

またもや『私が』⇒退職強要のターゲットに仕立て上げられるというね…

(ノ-o-)ノ　┫

https://85358.diarynote.jp/201707170652129242/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201707170652129242/


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月16日15:42

昨日たまたま知った話ですが。

(^_^;)

どうも変だなと思っていたら、

『無視いじめ』グループの発信源以下、色々と（サボるとか顧客個人情報の不正利用

とか）していた連中がマトメテ突然辞めたらしい…

ヽ（・＿・；）ノ

個人的には

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

だが。

突然の人手不足で上司は困っているらしい。

┐(’〜`；)┌

時給１３５０円の緊急大募集に転職したのか、

単にイジメやめなさいとか言われてヘソ曲げただけなのか謎。

┐(’〜`；)┌



わかるのは、やつらに倫理観なぞなく、辞めた職場の内部情報横流しとか、

平気でやる奴らだ。

って、問題点だね…

(ノ-o-)ノ　┫

　

　

 
 
ひみつ日記

　

　

軽井沢 発地の
別荘の貧乏ハゲと

川崎で『知人が脳疾患』の

逆ギレ脳ベクレ。

(-_-#)
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月26日9:07
　

OTL49さんがリツイート 

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


但馬問屋 @wanpakutenshi · 14時間14時間前 

「丁寧に説明したい」の結果が、「記憶にない」「記録にない」とは…。どんなに好意的にみ
ても、何一つ説明してもらってない。ただただ安倍首相が低姿勢だったという話。つまり国会議

員として出来て当たり前のことが出来ましたよ。

逆ギレを封印しましたよ。国民の皆さん、さあ支持率を上げて下さいとw
　

 
 



（７月17日）　辞めた連中は私をイジメていた件とは関係なく。

https://85358.diarynote.jp/201707180810029817/

一難去ってまた一難。(-_-#)

2017年7月17日 就職・転職 コメント (8)
　

 
相手にイエスと言わせる交渉がしたいなら、少なくとも昼休み３分前の人間を無理やり呼び止め

て

『昼休み残業』させてまで業務変更命令？を出すべきではないと思うな…┐(’〜`#)┌…

もうその時点で営業マンとしても管理職としても失格。

(-"-;)

覚えていたら後で

『禁句スリー失言語録』を

ご披露しよう…(ノ-o-)ノ　┫

辞めた連中は私をイジメていた件とは関係なく。

それぞれ職場に不満があって、

かつ、『急に辞めたら迷惑が…

かけちゃえかけちゃえ♪』って

不満ぶりで、

かつ、

『少しでも収入を増やしたい』

https://85358.diarynote.jp/201707180810029817/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201707180810029817/


…という最大公約数？

┐(’〜`；)┌

ま、時給１３５０円と１２００円と１０４０円の大量募集が立て続けにあったから、

人員は大移住したと思われます〜

┐(’〜`；)┌
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2017年7月18日12:40
　

OTL49さんがリツイート 
ニュース速報Japan @breakingnews_jp · 22時間22時間前 
　

【「窓から飛び降りろ」】

埼玉県の所沢市立山口小学校で、教師が小4男子児童に「窓から飛び降りろ」「恐いのか？早く飛
び降りろ」などと迫っていたことがわかりました

https://breaking-news.jp/2017/07/17/033621 …
　　↑

これ「お客」（トツゼン怒鳴り出したクレーマー）に２０分くらい（電話で）ヤラレタ。

　そして、それを、「アナタが悪いｗｗｗ」「これはベルクカッツェ様の指示よｗ」

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


…と…「録音を３回も！聞き直し」させられた挙句、「なぜ死ななければいけないのか」という
反省文を、書かされた…

＠イマ職場★（－－＃）ｄ

男性教師は背中を蹴ったり、首を締めたりするなどの体罰も加えていた模様

https://twitter.com/breakingnews_jp/status/886821367500251136

OTL49さんがリツイート 
野嵜健秀 @nozakitakehide · 2016年9月29日 

正社員→夜中まで職場に残り、遊んで残業手当を稼ぐ

派遣社員→時間給なので定時で上がつた事にされてあとはサーヴィス残業

バイト→深夜までひたすらサーヴィス残業

ビックリだが、フィル痴は「派遣」管理職。

に過ぎなかった。らしい…　ｗ（０◆０；）ｗ

んで、あの「女王の教室」してたわけ…？？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月19日9:31
　

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 

https://85358.diarynote.jp/
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邪悪性とは、自分自身の病める自我の統合性を防衛し保持するために、

他人の精神的成長を破壊する力を振るうことである、と定義することができる。

 
簡単に言えば、これは他人をスケープゴートにすることである。

　

M・スコット・ペック（精神科医）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月19日9:31
　

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 

邪悪な人間には、

自分の邪悪性を他人に投影する性癖がある。

M・スコット・ペック（精神科医）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月19日9:32
　

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 

精神的健全性とは、

いかなることがあろうとも真実に従おうとする継続的なプロセスのことである。

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7月25日9:10
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OTL49さんがリツイート 
マルキン @ma_ru_kin · 10時間10時間前 

何で他人の趣味趣向を否定する人がいるんだろう。例えば白米には何が合うって話をして

「辛子明太子」「あーーーーー分かる。そして岩海苔」「まさに最の高。ここで梅干し」「尊い

…何杯でもいける。満を持してのたくわん」「おぉ神よ…」みたいなやり取りがお互いを尊重し
つつ一番楽しいのに。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月26日8:45
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
松尾 貴史 @Kitsch_Matsuo · 7月24日 

この国の行政は、なぜか記録の管理や公表を軽んじるくせに、とてつもなく記憶力が低い人達が

実権を握って行なっている。そして、真っ当な記憶力を持つ人は、人格攻撃、誹謗中傷の的とし

て晒される。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月26日9:38
　

OTL49さんがリツイート 
菅野完 @noiehoie · 1日1日前 

青山繁晴、安倍晋三、前川喜平、加戸守行

立場はちがうけども、この四人の質疑答弁を「日本語」としてみてみるとおもしろい

安倍晋三、青山繁晴チーム：「いわば」「まさに」など不要なフィラーだらけ

前川喜平、加戸守行チーム：余計なフィラー一切なし

怖いね。知性って如実に出るね

　

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1日7:44
　

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前
　

漢方大手ツムラが売る“社員に飲ませられない”生薬　中国産原料に「想定外の農薬」
https://t.co/13sVn8X11i
　

　

https://85358.diarynote.jp/
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（７月20日）　『復讐は、ビシソワズ。』　２０１４年８月分、終了。（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201707201535096073/

続　⇒　（作業中メモ）　（この項、終了。）

2017年7月20日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (4)
　

https://www.youtube.com/watch?v=QxUrumozgMI
ブルーハーツ-夢- 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

※　未　作業　※　（とりあえず「日付移動」だけした★）

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201707211807518583/
http://85358.diarynote.jp/201707211812305444/

「　ホリスティック　」「　逮捕　」（検挙だっけ？）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

★　先にこっち　★　やってました…（＾＾；）

http://p.booklog.jp/book/114795/page/3152980
『復讐は、ビシソワズ。　（仮） 』

２０１４年８月分、終了。（＾＾；）

脱線が多くて、時間を３倍喰った〜ッ★

https://www.youtube.com/watch?v=kbjhO3iX1GY
East Asia modern Folks Music Compilation 

とりあえず休憩…or　本日終了…？？

https://85358.diarynote.jp/201707201535096073/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201707201535096073/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170720/85358_201707201535096073_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QxUrumozgMI
http://85358.diarynote.jp/201707211807518583/
http://85358.diarynote.jp/201707211812305444/
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/114795/page/3152980
https://www.youtube.com/watch?v=kbjhO3iX1GY


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

舞蹴釈尊 @Mykel_Shakuson · 2時間2時間前 
Ｑ：環境省が煽った毒蟻（ヒアリ）デマに乗せられ普通の蟻まで殺虫剤撒いて殺した

顛末！行政がデマに弱い大衆を扇動する狙いは？by ICU
Ａ：東電が発表した「放射性物質放出宣言」の下準備かも。大衆の判断レベルを見極

めるサンプル調査か？#nhk_news
https://pbs.twimg.com/media/DFJvqFJUIAEE1As.jpg

一般社団法人エネルギー情報センター @EICNET · 42分42分前 
https://pps-net.org/column/39757 
7月18日、東京電力パワーグリッドは、次世代通信技術である5Gの整備拡大などに対
応するため、地図ベースのシステム「SITE LOCATOR」を、各携帯電話事業者向けに
提供開始すると発表しました。

https://t.co/IWmBdDIdTX

マサキング @masaking3109 · 7月18日 
神奈川県の約17600軒で停電が発生 東京電力が発表。18日15時現在、神奈川県の
約17600軒で停電が発生していると東京電力が発表。影響地域は、綾瀬市、鎌倉市、高
座郡寒川町、茅ヶ崎市、藤沢市。横浜市青葉区、横浜市栄区、横浜市戸塚区となって

いる・・だって。

宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 7月15日 
返信先: @karitoshi2011さん 
しかし、全電源喪失、各種計器判読不能、さらには原子炉付近の放射線量上昇という

事態が、福島第一原発の免振重要棟では把握されていた。その為、テレビ会議での承

認を経て、東電は政府に「原子力緊急事態」を報告し、政府もそれを記者会見で発表

https://pbs.twimg.com/media/DFJvqFJUIAEE1As.jpg
https://pps-net.org/column/39757
https://t.co/IWmBdDIdTX


した。日本で初の、「原子力緊急事態」宣言だ。

首都圏反原発連合 @MCANjp · 7月13日 
原発建屋の壁、隙間ふさがず　建築基準法に抵触　東電新潟代表、説明せず

《東京電力は１２日、柏崎刈羽原発の２号機の原子炉建屋にある放射性物質の管理区

域内で、建築基準法で定められた防火処置を施していない壁の穴が２カ所あったと発

表した》 
https://t.co/yEebM3Oo9r

不正選挙監視団 @rigged_election · 7月5日 
東電が今頃になって発表した。放射能が大量放出されたのは福島原発第３号機の格納

容器が完全に破損していたからだったと。これをNHKなどがあっさりと報道して終わ
っている。 
https://twitter.com/rigged_election/status/882476645076017153

yosinari123168 @yosinari123168 · 7月4日 
原子炉の中には半減期が非常に短いものも含めて約2000種類の核種が存在していた。
それが全て環境中に拡散したのだ。東電ですら31核種が放出されたと発表している。
それならばなぜたった数種類の核種の測定だけで納得しようとするのか？放射能に

感謝？そういうのを家畜人根性と私は呼んでいる。

…何をどっからどー突っ込んだらいいのか判らん…ｗ（－－＃）ｗ
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https://twitter.com/rigged_election/status/882476645076017153


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月20日17:55
　

http://85358.diarynote.jp/201408101052308627/
コメント

2014年8月10日11:07

私の「役に立たない予知能力」は…

大量の「水死体」（未回収）と、

「遺体安置所」（活動を行う人類的余力はまだある段階）

を視ているなうなんですが…
（－－；）

これ、「今回」じゃないよね？

まだ、「近未来」じゃ、ないよね…？？？？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月20日19:50
　

　

…（＠＠）…！

そぉか…！　「火星の前世」編が…

抜けてた…ッ！！

＞めも。（＾＾；）””
＞2010年12月30日 連載 コメント (1)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月21日1:43
　

なんで眠れないのか謎。

ヽ（・＿・；）ノ

満月？

太陽？

磁気嵐…？

…(・ω・;)(;・ω・)…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月21日2:46
　

意味不明に体が火照って

眠れない。(-”-;)

空気は悪くないので

満月か太陽。(-”-;)

そしてド真夜中に階下が

また何かヤラカシテル…(-_-#)

どうせ風がうるさいから、

警察呼んでも意味ないか…

┐(-_-#)┌

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（７月22日）　再び４連勤。（－－；）ぃゃ〜ん…★

https://85358.diarynote.jp/201707220705286246/

【 旭川 ０．０ ８ １ μ 】／【 札幌 ０．０６８ μ 】。（－－＃）
。２０℃。　（未NERV）

2017年7月22日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=k9PwGbMgvLE
ハイランダー＠piano 
　　↑

（覚醒前の脳内音楽がコレで、起きぬけはＣＤで聴いてたんですが、

　悠宙舞さんには原曲がない…（＾＾；）…有料で聴ける人は、ぜひ御一聴を…）

んで。

おはようございます。

０７月２２日、

０６時３６分⇒３７分に、変わる一瞬を見ました…☆

今日から再び４連勤。（－－；）ぃゃ〜ん…★

夜中に線量アガッテいたので喉が痛いです…★

札幌は気温２０℃。（あれ？）

無暖房室温２５℃。…快適です…（＾＾；）…。

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

https://85358.diarynote.jp/201707220705286246/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201707220705286246/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170722/85358_201707220705286246_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=k9PwGbMgvLE
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


01:00 0.055 0.043 0.048 6 

02:00 0.068 0.057 0.063 6 
03:00 0.068 0.052 0.060 6 

04:00 0.051 0.046 0.049 6 
05:00 0.045 0.041 0.043 6 
06:00

（＝＝＃）（〜〜＃）（－－＃）…。

https://twitter.com/whitefood1

ホワイトフード @whitefood1 · 3時間3時間前 
7月22日4時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が17箇所以上存在します。
詳細はアプリで確認 https://goo.gl/rSPE7x 地図で確認
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/DFSC6iiUwAEE2i0.jpg

ホワイトフード @whitefood1 · 9時間9時間前 
7月21日22時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が19箇所以上存在します
。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/DFQunC4VYAALBmE.jpg

…そして停まる停まる悠宙舞…（－－；）…一曲マトモに聴けない…★

…もう本当、地震が多すぎて、チェックする気力ない…★
　　↓

地震マップ @eq_map · 6分6分前 
【M3.5】北海道東方沖 深さ46.4km 2017/07/22 08:43:39
【M2.5】根室半島沖 深さ43.4km 2017/07/22 03:15:17 
【M2.7】青森県東方沖 深さ74.7km 2017/07/22 02:22:43

https://twitter.com/whitefood1
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DFSC6iiUwAEE2i0.jpg
https://goo.gl/rSPE7x
https://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=alert&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/DFQunC4VYAALBmE.jpg


【M3.1】国後島近海 深さ131.5km 2017/07/22 01:18:24
【M2.8】青森県東方沖 深さ63.7km 2017/07/21 22:36:06 

【M4.3】HOKKAIDO, JAPAN REGION 48.5km 2017/07/21 20:28:10JST, 2017/07/21
11:28:10UTC
　　↑

【最大震度1】(気象庁発表) 青森県東方沖 深さ約50km M4.3 21日20時28分頃発生 
　　↑

【M4.6】青森県東方沖 深さ56.6km 2017/07/21 20:28:09

【M4.6】OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA 37.3km 2017/07/21
14:09:48 JST[UTC+9]

【M4.1】HOKKAIDO, JAPAN REGION 286.5km 2017/07/21 09:59:32JST, 2017/07/21
00:59:32UTC
　　↑

OTL49 @sukipparanisake · 19時間19時間前 
OTL49さんが地震マップをリツイートしました
稚内

https://twitter.com/eq_map/status/888209994767892480

【M2.6】十勝地方 深さ99.2km 2017/07/21 09:27:08

【M5.2】KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION 10.0km 2017/07/21
07:59:40 JST[UTC+9]

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
なつみかん7  · 27_18 __ 02_08  @月20日 
山わさびの納豆巻き頼んだのに、普通の来たうえに、包丁使った？

絶対手でふんっ！！！ってやったろ。

せめて巻けや。

https://pbs.twimg.com/media/DFLJmlGU0AAK70w.jpg

#100円寿司 #魚米

https://twitter.com/eq_map/status/888209994767892480
https://pbs.twimg.com/media/DFLJmlGU0AAK70w.jpg


#札幌 #二十四軒

https://www.youtube.com/watch?v=fSqdxDP1Cc0
さよなら文明（ツヨシしっかりしなさい）

…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。

2017-07-21 (金) 48 

2017-07-20 (木) 98 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=fSqdxDP1Cc0


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

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月23日6:49
　

2017年07月22日（土）【前日】

01:00 0.055 0.043 0.048 6 

02:00 0.068 0.057 0.063 6 
03:00 0.068 0.052 0.060 6 

04:00 0.051 0.046 0.049 6 

05:00 0.045 0.041 0.043 6 
06:00 0.042 0.039 0.041 6 

07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.038 0.037 0.038 6 
09:00 0.037 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.037 0.037 6 

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


11:00 0.038 0.036 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.038 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
　

 



（７月22日）　２２：３３．

https://85358.diarynote.jp/201707220911274503/ 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月22日22:33
　

先ほど一応よろよろ帰投。

帰り際に余計なストレスかけられたんで胃が痛くて

機嫌は悪いです。

(-_-#)
　

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます。(∋_∈)
 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（７月23日）　４連勤の２日目。ｗ（－－；）ｗ

https://85358.diarynote.jp/201707230703558405/

【 札幌 ０．０３８ μ 】／（２０℃）／どうやって生きている
のか…「常識外れ」。

2017年7月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

おはようございます。

０７月２３日０６時２７分でした。

４連勤の２日目。ｗ（－－；）ｗ

札幌は実に数日ぶり？のベタ凪で…（＾＾；）…

ずーーーーっと鳴り響いていた通奏低音な狂風の音が聴こえなくなったので…

耳の中が静かすぎて落ち着きません…（＾＾；）…

（てか、起きた時は一瞬、人類が滅亡したのかと思ったよ…ｗ）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年07月23日（日）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 

https://85358.diarynote.jp/201707230703558405/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170723/85358_201707230703558405_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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

気温２０℃、室温２５℃、さっきまで晴れてましたが今は曇り。降水確率１０％…

…まぁ、文句のつけようがない快適さですね…☆彡

中津川　昴 @subaru2012 · 20時間20時間前 
平成29年07月19日18時58分 気象庁発表19日18時55分頃地震がありました。震源地は
十勝沖で、震源の深さは約20km、地震の規模はM4.8と推定
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20170719185855395-191855.html …

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 

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 1日1日前 

どうやって生きてるのか…「常識外れ」の細菌、泉で発見（朝日新聞デジタル） -
Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170721-00000132-asahi-soci …
@YahooNewsTopics

…おな〜かま〜…！（＾◇＾）！…♪

 
　

 

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20170719185855395-191855.html
https://www.youtube.com/watch?v=a2GujJZfXpg
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170721-00000132-asahi-soci


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月24日8:30
　

2017年07月23日（日）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 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 0.038 6 
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 0.038 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 0.038 6 
19:00 0.038 0.037 0.038 6 
20:00 0.038 0.037 0.038 6 
21:00 0.038 0.037 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
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（７月23日）　バイトの本社倉庫で前代未聞級？の出荷前の主力商品が全損？かもト
ラブル。

https://85358.diarynote.jp/201707231533084430/

ちょ〜厄日。(∋_∈)　⇒【 画像 追加 】 ♪

2017年7月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

　　

　

　

秋田が大雨とか。(・_・;)

バイトの本社倉庫で前代未聞級？の出荷前の主力商品が全損？かもなトラブル（詳細未報）とか

。

(-_-#)

げに恐ろしきは無能な味方。

(-"-;)

巻き添えでエルさんが消耗戦の矢面に。ヽ（・＿・；）ノ

「撃て撃て！まわりじゅう敵だらけだ、狙いをつける必要もないくらいだぞ！」

という状況で、コメツキバッタのごとき勢いで謝りたおしていて、

（確かに適任だが）

後が怖い…！(^◆^;)！

なんて呑気に構えてたら私まで多重衝突事故的に捲き込まれ。

https://85358.diarynote.jp/201707231533084430/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201707231533084430/
https://85358.diarynote.jp/201707231533084430/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170723/85358_201707231533084430_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170723/85358_201707231533084430_3.jpg


(-_-#)

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月23日20:36
　

予想通り業務終了後にキレたエルさんのコワレっぷりが可愛くて愉快だったので、あとのこと

はまぁ赦すｗ

o(^-^)o

（帰り道にタダで！

　JASSフェス拝聴なう♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月23日22:13
　

無事帰投。(^o^)／

おなかペゴッパ〜(^。^;)

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！ (’◇’)ゞ
　

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7月24日7:35
　

あ、

画像１と２⇒通勤往路のお愉しみ♪

画像３⇒復路のお娯しみ♪

でした☆彡

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月24日7:36
　　↑

１＋２　創世川公園

３　大通り公園。
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（７月24日）　４連勤の３日目。／終日トラブル対応で頭を下げまくるエルさん。

https://85358.diarynote.jp/201707240725386867/

（札幌、２０℃。０．０３８ μ ）／けっこうセシウム等「かっと
んでいる」体感です…★　（作業放棄）

2017年7月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

おはようございます。

０６：４５でした。

４連勤の３日目。

だるだるですが、昨日の続きの終日トラブル対応で頭を下げまくるエルさんが、

今日もハイテンションにキレキレっぷりをご披露下さるでしょうから…

…ｗ（＾ｗ＾；）ｗ…

それを娯しみに一日カンパリソーダと思います…ｗ（意味不明）

（ぃゃあのノリノリのキレっぷりは、

　周辺スタッフの秘かな娯楽よ…ｗ）

閑話休題。

札幌は２０℃。窓を閉めて室温２５℃。ビミョウです。（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201707240725386867/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201707240725386867/
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https://www.youtube.com/watch?v=e5u2MmSWR0U


どんより曇っていて湿気てますが、降水確率は終日０％？…ほんとか…？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年07月24日（月）【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 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

　　↑

しかし埃っぽいです。けっこうセシウム等「かっとんでいる」体感です…★
（－－；）

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月25日7:00
　

2017年07月24日（月）【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 0.038 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 0.038 6 

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


10:00 0.038 0.037 0.038 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 6 
12:00 0.039 0.037 0.038 6 
13:00 0.038 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 0.037 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 0.038 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 6
 
 



（７月25日）　４連勤の最終日。

https://85358.diarynote.jp/201707250714153250/

（札幌 ０．０４０ μ。　２３℃。降水確率０％。）

2017年7月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

おはようございます。０６：５６になっちゃいました。

４連勤の最終日。

なのにきのう漫画を３冊も読んで、

夜更かししたおばかはワタクシです…☆

ｗ（＾＾；）ｗ

さくさくいきまーす！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年07月25日（火）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

https://85358.diarynote.jp/201707250714153250/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201707250714153250/
https://85358.diarynote.jp/201707250714153250/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170725/85358_201707250714153250_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170725/85358_201707250714153250_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170725/85358_201707250714153250_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=w9da1fTPIm4
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


（…なんだか知らないが悠宙舞サンが停まる停まる…★★…）

札幌は２３℃〜上昇中。

７月下旬なのに、「秋」を感じさせる色の青空…（＾＾；）…

陽射しはギンギンです。でも風は「涼しい」なぁ…？？

降水確率０％。

（…「申し訳ありません、問題が発生しました。」…）
　　↑

（…ツイッターさんにもトツゼン謝られましても……）

中津川　昴 @subaru2012 · 7月23日 
17時の可視衛星画像で、北海道の分厚い雲の横に丸い穴が見えたので虫眼鏡で眺め
たら、巨大な花びらのような文様が見える！これ超巨大なUFOかもな〜真ん中に◎が
見えて周囲にひし形の図形が6つくらいありそうな気がする。
https://twitter.com/subaru2012/status/889122656305332224

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

 
 
 

コメント

https://twitter.com/subaru2012/status/889122656305332224
https://www.youtube.com/watch?v=6ybZqhPXBQ0
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月26日6:45
2017年07月25日（火）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 

05:00 0.040 0.039 0.039 6 

06:00 0.039 0.038 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.038 6 
08:00 0.039 0.037 0.038 6 
09:00 0.039 0.037 0.038 6 
10:00 0.039 0.038 0.038 6 
11:00 0.039 0.038 0.038 6 
12:00 0.039 0.037 0.038 6 
13:00 0.038 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 0.038 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 0.038 0.038 0.038 6 
22:00 0.038 0.038 0.038 6 
23:00 0.039 0.038 0.038 6 
24:00 0.039 0.038 0.039 6 
　　↑

でも昨夜、大通り公園では０．０４５をマークしてました★

いまいち油断はできんです…★（－－；）★
　

 



（７月25日）　他部署がヤラカシタ大トラブルのせいで、

https://85358.diarynote.jp/201707250818077826/

コメント　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月25日15:30
　

業務内容厄日。(-”-;)

他部署がヤラカシタ大トラブルのせいで何の落度もないコールセンターが総出で平謝り。

仕事量１.５倍増し。(∋_∈)

一番の激戦区に立たされている可哀想なエルさんに

八つ当たりでいぢめられた。(T_T)

（隔離放置イヤガラ席）。

後ろのディメンターに寿命霊気３時間分ぐらい盗られた…
(∋_∈)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月25日23:26
　

先ほど一応無事故で帰投。

機嫌はいまいち。(-”-;)

故意なのかウッカリなのか、

またもや留守宅に不法侵入者があった痕跡が、堂々と…

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


…(-_-#)…

コレ被害妄想にしては

リアルに疑わし過ぎる。

(-_-#)

まぁもぅどうでもいいわ。

メルトダウン、

してるんだから…

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月26日8:07
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7月18日 

邪悪な人間には、

自分の邪悪性を他人に投影する性癖がある。

M・スコット・ペック（精神科医）
　

 
 

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


（７月27日）　２０１４年９月終了。（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201707270154251142/

寝まーす！　（＠０１：５３）。

2017年7月27日 就職・転職 コメント (4)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=TIu7nAuh868
Japanese modern Folks Music Compilation 

おばんです。…いや、お早う過ぎでございます…？？

０１：４６です。（＾＾；）

コレやってました…★
　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/page/3155479
『復讐は、ビシソワズ。　（仮） 』

２０１４年９月終了。（＾＾；）

脱線が多くて手こずりました〜★★

そんで「副産物」でコレ発掘しちゃいました…。（－－＃）
　　↓

http://85358.diarynote.jp/201409182037166031/

低レベル放射性廃棄物を入れた容器が破損／作業はすべて外部業者に委託。

https://85358.diarynote.jp/201707270154251142/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201707270154251142/
https://85358.diarynote.jp/201707270154251142/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170727/85358_201707270154251142_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170727/85358_201707270154251142_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170727/85358_201707270154251142_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TIu7nAuh868
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/114795/page/3155479
http://85358.diarynote.jp/201409182037166031/


2008年10月22日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! 

（2014.09.18.入力）

…なんか、つい最近も、同じこと、繰り返してなかった…？？？

ｗ（－－＃）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Wi4mxG1RoOI
�Best of Oriental Folk Electronic January 2016� ~(‾▽‾~) 

https://www.youtube.com/watch?v=k3_tw44QsZQ
Soft Jazz Sexy Instrumental Relaxation Saxophone Music 2013 Collection 

副産物おまけ☆彡

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=O0pzttkrjfE
【アルトネリコ】ガチで男子新体操選手が踊った 謳う丘がやばすぎるｗｗ 

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月27日7:30
　

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
返信先: @cmk2wlさん 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi4mxG1RoOI
https://www.youtube.com/watch?v=k3_tw44QsZQ
https://www.youtube.com/watch?v=O0pzttkrjfE
https://85358.diarynote.jp/
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周囲に人間がいるとわかっただけで私は恐怖に襲われるのだ。人々の顔に愚鈍さと凶暴さをはっ

きりと見て取ってしまうのだ。

他にも不安定さや偽善といった物も……理性的な精神の持つ穏やかな力強さを感じさせる者は誰
一人いない。

ドクター・モローの島

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月28日9:19
　

OTL49さんがリツイート 
BASIL @basilsauce · 11時間11時間前 
BASILさんがきっこをリツイートしました

なんでもこの言い回しで切り抜けようとする。うんざり。

人をぶん殴っておいて、被害者が「殴られた、謝れ」と言っても、

「殴ったという誤解を与えたとすればお詫びする。これからは誤解されるような行いはつつしみ

ます」と言ったらどうなるか、という話。

https://twitter.com/kikko_no_blog/status/890497097203539968

　　↑

「いじめた」「無視した」

　　↑

「という誤解を与えるような言動があったとしたら」

って、

「謝罪」されたよ？　バカ会社の複数上司ドモから…★（－－＃）★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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


2017年7月29日8:30
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 4月12日

人間が本当に悪くなると、

人を傷つけて喜ぶこと以外に興味を持たなくなる。

ゲーテ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月1日12:18
　

まさに。（－－＃）

うちの「上席」連中が、やってるコトがソレ。（－－＃）★

　　↓

OTL49さんがリツイート 
内田樹�認証済みアカウント� @levinassien · 7月28日 
　

嘘をついても、あとから「誤解を招いたようなので、取り消す」と言えば何の問題もなく、謝罪

も引責も不要というルールを政府が公式採用してからかれこれ三年ほどでしょうか。

これが日本人のモラルをどれほど損なったか、僕たちはこれからうんざりするほど味わうことに

なるでしょう。

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（７月29日）　再びバイト３連勤です。

https://85358.diarynote.jp/201707290715425258/

【 稚内 ０．０５２ μ 】／【 札幌 ０．０４６ μ 】（気温２２℃
〜上昇中）／「札幌は梅雨入りしました。」（嘘w）。　（
未OTL）

2017年7月29日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

おはようございます。０７：０３になっちゃいました。

ゆうべ寝たのが深夜１時半頃で、目が覚めたのが午前５時半頃で、６時から起きだして小家事

をやってて、１５分ほど前にＰＣ起こしたんですが…

うっかりゆうべのエブリスタ読み返しちゃってて、この時間に…（＾＾；）☆

今日から再び糊口をしのぐためにバイト３連勤です。（そのあと４連休〜♪）

さくさく往きます…。

そうそう。昨日の少し追加してあるんで、お暇なかたはどうぞ？

http://85358.diarynote.jp/201707281002387793/
【 東京離れ 】てよかったー。
／日本は大卒初任給１６万円。シンガポールは日本円で３０万円。

　日本国民はアジアの中でも低賃金、長時間労働

／【最低賃金８４８円！】⇒先進国ではぶっちぎりの最下位！

https://85358.diarynote.jp/201707290715425258/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201707290715425258/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170729/85358_201707290715425258_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170729/85358_201707290715425258_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170729/85358_201707290715425258_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=e5u2MmSWR0U
http://85358.diarynote.jp/201707281002387793/


http://85358.diarynote.jp/201707282050155674/
福島第一３号機で【 メルトダウン 】した核燃料のほとんどが原子炉の底を突き破り、格納容器ま
で達していることがわかりました。⇒みんなで被曝して忘れましょう。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年07月29日（土）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 

03:00 0.040 0.039 0.039 6 

04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 · 20時間20時間前 
7月28日12時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が19箇所以上存在します
。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/DFyl63WVwAEbtZO.jpg

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 16時間16時間前 
札幌は梅雨入りしました。

（嘘w）
https://pbs.twimg.com/media/DFzXZUwUAAAo-up.jpg

　　↑

ぃゃ、昨日の温度と湿度は、まさにそんなんだった…★

http://85358.diarynote.jp/201707282050155674/
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.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/DFyl63WVwAEbtZO.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DFzXZUwUAAAo-up.jpg


チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
道東星人ドゥートゥー(津別町出身) @dou_tou_015276 · 12 時間12 時間前 
津別町にビアガーデンができたんドゥー

https://twitter.com/dou_tou_015276/status/890874359207911433

https://www.youtube.com/watch?v=UzMamUEdlMI
「やってみよう」 フルver. /WANIMA【公式】
 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月30日7:05
　

2017年07月29日（土）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 

03:00 0.040 0.039 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 0.040 0.039 0.039 6 
08:00 0.040 0.039 0.039 6 

09:00 0.039 0.038 0.039 6 

https://twitter.com/dou_tou_015276/status/890874359207911433
https://www.youtube.com/watch?v=UzMamUEdlMI
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


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 0.038 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 0.039 6 
17:00 0.038 0.038 0.038 6 
18:00 0.039 0.037 0.038 6 
19:00 0.039 0.038 0.038 6 
20:00 0.038 0.038 0.038 6 
21:00 0.038 0.038 0.038 6 
22:00 0.038 0.038 0.038 6 
23:00 0.039 0.038 0.039 6 
24:00 0.039 0.038 0.039 6
　

 



（７月29日）　対価を用意せよ。

https://85358.diarynote.jp/201707290809114936/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月29日15:41
　

業務内容厄日。(∋_∈)
全国被曝病人だらけ。(-”-;)
多忙で不機嫌な隣のエルさんが八つ当たりでいぢめる。(T_T)
　

暗い蟻（アント）会社が馬鹿で

こちらのコストパフォーマンスを無視した過大な要求を突きつけて来やがるようだが、

我々は最低賃金からわずか６７円しか差のない激貧低賃金な労働者である…
性能向上を要求する気なら、まずそれに見合う対価を用意せよ。

（金は払わずにサービスのグレードアップだけ要求し、自分らはミスだらけで

　後始末はぜんぶこちらに押し付け。(-_-#)

人員減少に歯止めがかからない。(-”-;)

無駄に忙しく、そしてミスが増える…

（デフレスパイラル！？）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月29日22:58
　

先ほど一応無事故で帰投。

(^_^;)

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


へろへろです。(-”-;)

札幌の外気温２２℃。

昼間の余熱で室温は２５℃。

(-”-;)
相対的に、

蒸し暑く感じます…(-”-;)

温度と湿度に正比例して、

汚染度もびしばし上昇中。

(-_-#)

大通公園が０.０４３μでした。

(^。^;)

いつ何が起こるか判りません。

(-”-;)

買い出しも、びしばし。

食糧飲料はバッチリ買い貯めてます。(^_^;)

とりあえず寝不足解消のため、

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます。(^人^;)
 
　

 



（７月30日）　３連勤の２日目。

https://85358.diarynote.jp/201707300707493576/

「そろそろ北海道地震も近いのかな？」　（未OTL）

2017年7月30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。ＰＣ起こしたのが０６：５５でした。

０６時に起きたんですけど、小家事をやってたら手間取りました。

３連勤の２日目。

そろそろ「家の中を片づけなくちゃー！」とか、

無駄に自我？意識が目覚めつつあるので、「天中殺明け」は近いです…。

（今年ありそうなのは、

「人数減り過ぎて維持できないので部署ごと閉鎖」とか？

　もっとベタなのは「関東大震災」で本社壊滅で仕事消滅？とか…？？）

…ｗ（－－；）ｗ…。

まぁまだ今のところ札幌は平穏。（＾＾；）

気温１９℃からがんがん上昇中。微風。雲の多い…晴れの予報…。

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07月30日（日）【当日 

https://85358.diarynote.jp/201707300707493576/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201707300707493576/
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01:00 0.040 0.038 0.039 6 
02:00 0.040 0.039 0.039 6 
03:00 0.040 0.039 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00

　　↑

…まぁ「空気が美味しくない★」ので、朝っぱらから、こんな（〜”〜；）顔ですよ…★★

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
ハムスターの鉄平(佐藤公亮の兄貴分） @kousuke_teppei · 12時間12時間前 
めっちゃ飛んでたわ

https://twitter.com/kousuke_teppei/status/891247198272241665

　　↑

場所が特定できないけど…セミの声から推測すると…札幌の、南区？？

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 18時間18時間前 
そろそろ北海道地震も近いのかな？

https://twitter.com/charlie24K/status/891150718467424256

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月31日6:53
　

★（－－＃）★…更新停止中…。
　　↓

https://twitter.com/kousuke_teppei/status/891247198272241665
https://twitter.com/charlie24K/status/891150718467424256
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年07月30日（日）【当日】 

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

07:00 0.039 0.039 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 0.038 0.038 6 
11:00 0.039 0.038 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 0.038 0.038 6 
15:00 0.039 0.039 0.039 6 
16:00 0.039 0.038 0.039 6 
17:00 0.039 0.038 0.039 6 
18:00 0.038 0.038 0.038 6 
19:00 0.039 0.038 0.038 6 
20:00 0.038 0.038 0.038 6 
21:00 0.039 0.038 0.038 6 
22:00 
23:00 
24:00      
　

 



（７月30日）　業務内容厄日が継続中。(-”-;)

https://85358.diarynote.jp/201707300915531273/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月30日15:40
　

業務内容厄日が継続中。(-”-;)

さらに【超異常な異様睡魔】で

気絶寸前。（＞＜；）

ナニコレ？

フクイチ？太陽？地震…？？

(・ω・;)(;・ω・)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月30日22:16
　

先ほど一応無事故で帰投。

(^_^;)

空気と水道水が酷い不味さで、

機嫌はよろしくないです。

(-_-#)

なんて悠長に書いてる場合でも既になくて、いよいよフクイチは激烈憤激中らしいです。

今年中に日本の人口は何割減るかなぁ？

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


生きながらにして小松左京作品の登場人物になるとは思わなかったよ…┐(-_-#)┌
　

　

 



（７月31日）　３連勤の３日目。

https://85358.diarynote.jp/201707310707248182/

【！WORNING！】（線量情報、更新ナシ）／「女満別圏内
にM6.3クラスの地震発生合図が単一出ました。」。　（未OTL）

2017年7月31日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=x52pd-yGxhY
Top 10 New Composers of 2016 | Best Epic Music 

おはようございます。

０６：４５でした。

３連勤の３日目。

（明日から４連休〜♪）

札幌は雨。（－－；）

気温２０℃。ほぼ無風。

線量はこれから見ますが、「関東の梅雨時」モードのじっとりした気温と湿度。

（－－；）

…バス通勤かな…★

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1501454400/1011-0010-101000-
201707310740.gif?t=1501455039
（０７：３０〜０７：４０）

https://85358.diarynote.jp/201707310707248182/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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※今朝の分、更新されてナイ！※

　　↓

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年07月30日（日）【当日】

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 · 46 分46 分前 
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

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地震情報 @TakumiSoftware · 13時間13時間前 
【2017年07月29日
北海道の火山性地震】

大雪山　2 回
十勝岳　4 回
樽前山　6 回
有珠山　1 回
恵山　1 回
※樽前山は山頂溶岩ドーム直下の地震回数

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/open-data/data_index.html …

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
華。 @maohana55 · 18時間18時間前 
アキラの地震予報

http://eakira.sakura.ne.jp/ 
父島圏内にM6.0〜M7.1クラスの地震発生合図が複数出ました。
女満別圏内にM6.3クラスの地震発生合図が単一出ました。

そうなんだ？（＾＾；）？（バイト中、クーラー効き過ぎで、寒かった★）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20170731060200.html
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/open-data/data_index.html
http://eakira.sakura.ne.jp/


　　↓

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 · 11時間11時間前 
【暑い北海道　約2割で7月1位か】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/h_okamoto/2017/07/30/77411.html … 今日(30日)の
北海道は一週間ぶりに真夏日の地点が出るなど、久々の暑さとなりました。今月は特

に前半の..

残念！（－－；）！

　　↓

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
До свидания☆白猫ロマンサー @GrayG1941 · 14時間14時間前 
民間宇宙ロケット 打ち上げ後にエンジンを緊急停止 | NHKニュース
https://t.co/mNZKNDXYIw

当然、貼る。（＾＾；）

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=szF2ILxONJw
Wings of Honneamise - Fade 

八咫烏（キロマニア） @BerylCorvo · 8時間8時間前 
イベント用のマタンプシ。因みに8月の方です。10月のは…怖すぎて…
受かっていれば、下みたいなマタンプシ+雑多な6種類ほどがでます。多分。

『海流』谷垣のやつに寄せて、より長くしてみた。

『萌黄』ニョッキニョキ生えてくるやつ。

『晩夏』太陽フレアのイメージで。 
https://twitter.com/BerylCorvo/status/891665801106792448

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/h_okamoto/2017/07/30/77411.html
https://t.co/mNZKNDXYIw
https://www.youtube.com/watch?v=szF2ILxONJw
https://twitter.com/BerylCorvo/status/891665801106792448


一時期ほぼ復旧？していたアクセス数が、再び激減。（－－；）

これやっぱり、内容云々じゃなくて、「皆さんの健康状態」と比例してる…？？
　　↓

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　　

2017-07-30 (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 
2017-05-31 (水) 88  ☆ 日記更新 
2017-05-30 (火) 116 ☆ 日記更新 
2017-05-29 (月) 102 ☆ 日記更新 
2017-05-28 (日) 81  ☆ 日記更新 
2017-05-27 (土) 89  ☆ 日記更新 



2017-05-26 (金) 101 ☆ 日記更新 
2017-05-25 (木) 117 ☆ 日記更新 
2017-05-24 (水) 130 ☆ 日記更新 
2017-05-23 (火) 89  ☆ 日記更新 
2017-05-22 (月) 91  ☆ 日記更新 
2017-05-21 (日) 50  ☆ 日記更新 
2017-05-20 (土) 94  ☆ 日記更新 
2017-05-19 (金) 121 ☆ 日記更新 
2017-05-18 (木) 81  ☆ 日記更新 
2017-05-17 (水) 118 ☆ 日記更新 
2017-05-16 (火) 107 ☆ 日記更新 
2017-05-15 (月) 108 ☆ 日記更新 
2017-05-14 (日) 78  ☆ 日記更新 
2017-05-13 (土) 88  ☆ 日記更新 
2017-05-12 (金) 95  ☆ 日記更新 
2017-05-11 (木) 93  ☆ 日記更新 
2017-05-10 (水) 115 ☆ 日記更新 
2017-05-09 (火) 152 ☆ 日記更新 
2017-05-08 (月) 99  ☆ 日記更新 
2017-05-07 (日) 126 ☆ 日記更新 
2017-05-06 (土) 153 ☆ 日記更新 
2017-05-05 (金) 157 ☆ 日記更新 
2017-05-04 (木) 140 ☆ 日記更新 
2017-05-03 (水) 132 ☆ 日記更新 
2017-05-02 (火) 117 ☆ 日記更新 
2017-05-01 (月) 85  ☆ 日記更新

 
 
 

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5:55
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※更新…停滞中…★
　　↓

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年07月31日（月）【当日】 
01:00 0.038 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.038 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 0.040 0.038 0.039 6 
08:00 0.041 0.040 0.040 6 
09:00 0.041 0.039 0.040 6 
10:00 0.039 0.038 0.038 6 
11:00 0.039 0.038 0.038 6 
12:00 
13:00 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 
22:00 
23:00 
24:00 
 
 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月2日6:47
　

2017年07月31日（月）
【前日】

　↑

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


嘘。前々日。（－－；）

01:00 0.038 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.038 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 0.040 0.038 0.039 6 
08:00 0.041 0.040 0.040 6 
09:00 0.041 0.039 0.040 6 
10:00 0.039 0.038 0.038 6 
11:00 0.039 0.038 0.038 6 
12:00 0.039 0.039 0.039 6 

13:00 0.041 0.040 0.040 6 
14:00 0.040 0.039 0.040 6 
15:00 0.040 0.039 0.040 6 
16:00 0.040 0.038 0.039 6 
17:00 0.041 0.038 0.040 6 
18:00 0.042 0.041 0.041 6 

19:00 0.039 0.038 0.038 6 
20:00 0.039 0.037 0.038 6 

21:00 0.041 0.040 0.040 6 
22:00 0.040 0.039 0.040 6 
23:00 0.045 0.042 0.044 6 
24:00 0.045 0.043 0.044 6 
　　　　↑

（このへん数値操作（過小評価）疑惑…）。
　

 



（２０１７年０８月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０８月）
 
 



（８月３日）　「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」。

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)

 
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

『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…★

https://85358.diarynote.jp/201708032201206179/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201708032201206179/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170803/85358_201708032201206179_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CuFQ88rKIkE
file:///tmp/puboo/127516/455282/book/114795/page/3159672


※…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）

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…
　

　

http://85358.diarynote.jp/201410140658178132/
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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。

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

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

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

https://85358.diarynote.jp/
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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。

　

　

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

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


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。

　

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。
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（８月７日）　バイト４連勤の３日目。

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/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170807/85358_201708070719073844_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170807/85358_201708070719073844_2.jpg
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

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

　　↑

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/
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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
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（８月８日）　４連勤の４日目。

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。

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

体　熱い

熱い　体

手足が熱い

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


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！

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。

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


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 
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 

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/
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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://twitter.com/nikka_jp/status/894697481455288320
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（８月８日）　皿洗い時給９７０円／コールセンター９１５円。

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

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♪

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


♪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。(^。^;)

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 

https://85358.diarynote.jp/
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「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。
　

 



（８月９日）　（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/

【 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
https://twitter.com/okan_desu_nen_/status/894289211536232448
https://twitter.com/cutest_animal1/status/763340257571909632
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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12日）　再び４連勤の１日目。（－－；）

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⒕日）　３０分のドつぼ残業／時間をバイト先の会社に安く売ってた。

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/
https://85358.diarynote.jp/


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/
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（８月15日）　もちべ皆無な４連勤の最終日。

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。（－－；）

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
、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

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
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170815/85358_201708150717429798_2.jpg
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


　　↑

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）　時給910円って頭おかしい／時給１２５０円の大量急募。

https://85358.diarynote.jp/201708150922059650/

【 時給 ９１０円 】って【 頭おかしい 】んじゃないか／【 研
究費 欲しさ 】に軍と関わりを深め、医学界で偉そうな顔をしつ
づけた大学教授。

2017年8月15日 チベット有問題 ！ コメント (1)
　

　 　

　

OTL49さんがリツイート 
Bell Ｕta @bell2525sima101 · 8月11日

うちのボーダーコリーが消えました。ただの脱走ならいいのですけど、保健所に連絡

したらこの犬種が立て続けに居なくなってるみたいで何だか事件の匂い。ピンポン押

したら録画されるのですが失踪した日の録画に何も映ってないのに押されてるんです

、場所は盛岡市東山です。♯拡散、情報、お願いします

https://twitter.com/bell2525sima101/status/895931877109899264

参照⇒http://ci.nii.ac.jp/naid/120005330528
＞ボーダーコリーにおける匂いの見本合わせ課題と装置の検討

http://www.all-creatures.org/ha/jikken/dog_canine.html
＞日本での動物実験における犬の使用数 　年間 20,000頭 

「実験施設に希望の犬種を売って稼ぐ」商売が実在します…。

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201708140802175352/

https://85358.diarynote.jp/201708150922059650/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=2
https://85358.diarynote.jp/201708150922059650/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170815/85358_201708150922059650_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170815/85358_201708150922059650_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170815/85358_201708150922059650_3.jpg
https://twitter.com/bell2525sima101/status/895931877109899264
http://ci.nii.ac.jp/naid/120005330528
http://www.all-creatures.org/ha/jikken/dog_canine.html
http://85358.diarynote.jp/201708140802175352/


＞【 細菌兵器を使用した 日本 】

OTL49さんがリツイート 
善川チャーリ @GoodBye_Nuclear · 8月13日

ミドリ十字創始者である内藤良一・元軍医は、旧日本軍731部隊の石井四郎中将の片腕
であった。製薬企業のルーツに731部隊が関連していたのである。HPVVに関しても、
巨大製薬会社が世界規模での壮大な人体実験をやっているのではないかという疑念も

、そういう事実から想起されるものだ。

OTL49さんがリツイート 
毛ば部とる子 @kaori_sakai · 8月13日

今回のNスペで触れた731部隊の悪事は、「悪魔の飽食」とほぼ同様だったが、研究費
欲しさに軍と関わりを深め、その後も口を拭って医学界で偉そうな顔をしつづけた大

学教授にスポットを当て、今、研究費欲しさに軍事研究に力を入れようとしている学

術界に注目するというのは、新たな視点でよかった。

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

久米宏さん「オリンピックを酷暑に開催するのは間違いだという日刊ゲンダイの僕の

記事を見て、組織委からお叱りの手紙が来た。『夏の開催は招致段階で決まっていた

ので変更できない』と。こういう反論を語るに落ちると言う。アスリートファースト

は嘘八百で、招致の方が大切だった」

#kume954

OTL49さんがリツイート 
志らく @shiraku666 · 8月10日

政権を非難しただけで反日という輩がいるが、つまりは戦前の非国民と同じ感覚なん

だと思う。相当危ない。またすぐ日本人じゃないという輩。よしんば日本人じゃなか

ったらなんだというのか。その差別意識の方が偏向報道云々よりずっと危険だと思う

。私は日本人だしこの国を愛している。ただそれだけ。



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

ポスドクで時給910円って本当頭おかしいんじゃないかって思う．
https://pbs.twimg.com/media/DHGK4RFU0AEHl76.jpg

☆【 スーダン駐在 】職員募集中。
　　↓

http://ngo-jvc.net/
日本国際ボランティア・センター

 
　

　

 

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15:40
　

時給１２５０円の

大量急募情報が来てるので、

来月は

更に人手不足になる見込み…ｗ
 

https://pbs.twimg.com/media/DHGK4RFU0AEHl76.jpg
http://ngo-jvc.net/
https://85358.diarynote.jp/
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（８月15日）　相手ドン引きの異様に気づかない…

https://85358.diarynote.jp/201708160831052393/

「…まったく…（－－＃）…★　近頃の若いモンは…ッ!!!!★」

2017年8月15日 チベット有問題 ！ コメント (10)
　

昨日のね。（＾＾；）タイトルを　↑　にすれば、

比較的「カドが丸く」なるのでは？という裏技？を思いついたので、

さらしておきます…ｗｗｗ

（8月15日）ひみつ日記いん。

ひみつ日記 
　

北海道人がどんだけ情報に疎く内地に関心が低いかと言うと。

(-.-;)

甲子園すら繰延になる関西や、気象庁から低温注意が出ている関東の異常気象に

全く気づかずに延々とバカの一つ覚えで

『毎日暑いので』とか、

『夏の疲れが出てくる頃ですが』とか、

相手ドン引きの『時候の挨拶』を繰り広げて異様に気づかない…

…ｗ(-_-#)ｗ…

異常気象じゃなくても、

https://85358.diarynote.jp/201708160831052393/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=2
https://85358.diarynote.jp/201708160831052393/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170816/85358_201708160831052393_1.jpg


『夏の疲れ』ていえるのは９月の残暑からだし！

『ご興味いただきました』だの

『ご関心ございますか？』だの、

（自分が）『ご』心配でございますので…

だの…ッ！

★…(*｀θ´*)Ｏ…★

あぁッ★ 苛苛する…ッ★

★(`o´)★

『おチラシ』はヤメロ、

いくらなんでも…ッ★

…ｗ（－－；）ｗ…



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 

（ＮＨＫの『国語元年』を貼りたかったんだけど、悠宙舞にはなかった☆）

あったあった♪

http://www2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009010315_00000
　　↑

（ん？動画が観れない…？？（〜〜；））

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%8B%E8%AA%9E%E5%85%83%E5%B9%B4
『國語元年』

 
　

　

 
 

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9:09
　

ん”〜（＾＾；）…★

「言語に優劣はない！」（『敦煌』）し、

皆さん「日本国現代標準語が母語ではない」のは、承知してるんだが…）

ｗ（＾＾；）ｗ

（札幌周辺の勤め人はみんな「自分は標準語を話している」と思っているが…

https://www.youtube.com/watch?v=eusKFEWFHlY
http://www2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009010315_00000
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%8B%E8%AA%9E%E5%85%83%E5%B9%B4
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　関東一円で流布している話し言葉とはビミョウに誤差があったりするし…

　そもそも「家では地言葉」の人が多いので…

　彼女らにとって、「標準語」は「母語ではない」（「外国語」）なんだよなぁ…？？

（私だってイントネーションは庄内と会津とフクシマ（郡山）が混入してるし！）

特に福井（関西語圏！）系の子孫やそもそもアイヌの人に「ニホンゴ」を強要している時点で

文化史人類史的には、アレコレ悩ましいんだが…

（〜〜；）

…私は丸の内や青山でずっと派遣ＯＬしてたのよッ！

　なんで、サッポロのケツ丸出しススキノあがりの芋ねーちゃんに、

「アナタの日本語はオカシイ！」とか、逆難されねばならんのだ………ッ★！！！

（もちろん、相手のほうが「東京の日常会話語」と違うのだが…★（－－＃）★

　そんなんウッカリ指摘したら、ますますイジメが激化する…★★★★）
　

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月16日9:16
　

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


「ご興味」「ご関心」は⇒「おありですか？」or「お持ちですか？」

「ございます」は丁寧語じゃなくて

　謙譲語なのッ！

　相手には使わないのッ！

「自分が心配している」なら「心配でございますので」

「相手が心配している」なら「ご心配ですね」

「ちらし」に「お」は付けないッ！

（おそらくススキノで日常的（夜常的？）に

「おビール」と言ってるので…

「丁寧に云おう」というつもりなんでしょうが…★）

「弊社からお届けしているチラシ」（こっち側）なんだから、

そもそも「お」は付かない！

…と、思う…

（でも私も２１歳の頃は当時の５０〜６０年輩の人たちにずいぶん色々と注意されたので…

　今も、「正しく美しい」日本語がカンペキかというと…

　…そういうわけではないけど…ｗｗｗ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月16日9:20

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


　

あと私はずっと派遣で働いてきたので、

職場の同僚とでも最初の基本は「ですます」で話すのが癖になってるけど…

それも「いじめ」の原因になった…★

（「地方で標準語を話す」とか

　「地ことば（乱暴）の人に、丁寧語で話す」とかは…

＝「いじめの引き金」に、なるよね…★

（どこの田舎でもそう。

　特に私は「母方が武家方（ぶけかた）」

（いまだに強烈に身分差別意識がある）ので…

　農家や商家系の人からは、「ハナモチナラナイ」と思われる。らしい…★★）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月16日11:10
　

OTL49さんがリツイート 
 @ingansseuregi · 23時間23時間前 

知人の元ネトウヨは酒を飲んではヘイトを吐いていたが、彼のバイク友達はそれをいつも穏やか

に聞いていた。友人が事故で亡くなり駆けつけた彼は友人の本当の姓が金である事を知り、号泣

しその後二度と嫌韓を口にしなくなった。

美談ではない。友人は心中辛かっただろう。人が変わるのはこれ程難しい。

　

　

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16日11:13
　

OTL49さんがリツイート 
小田嶋隆 @tako_ashi · 1日1日前 

マウンティングは、20年ほど前までは動物行動学の専門用語で、サル山におけるサルの行動を説
明する言葉だった。それが、現在ではもっぱら人間に対して使われるようになった。このことは

つまり、社会がサル山化して、われわれの行動パターンがサル化したことを意味しているのだろ

うか。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月16日11:14
　

OTL49さんがリツイート 
ブルドッグ @Bulldog_noh8 · 18時間18時間前 
ブルドッグさんがJay Kuoをリツイートしました

白人至上主義者たちの集会に使われた松明（たいまつ）のメーカーさんの新しい注意書き。

「弊社製品を人種差別に使用することは一切お断りいたします、ナチのクソ野郎ども。」

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月16日12:02
　

OTL49さんがリツイート 
菱野孝史 @thishino · 8月13日 
菱野孝史さんがT.Katsumi @onbreakをリツイートしました

安倍首相もこのヘイトクライムに対する毅然としたメッセージを発するべき。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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やまゆり園事件では事件が起こった事に対する遺憾の表明しかしていない。

http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201612/09syogaisya.html …

本来であれば、犯人の思想に対して「その思想は決して許さない」と述べるべきだった。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月16日12:03
　

OTL49さんがリツイート 
T.Katsumi @onbreak @tkatsumi06j · 8月13日 
返信先: @tkatsumi06jさん 

3/4 ”あなた方の試みは成功しない。ここにあなた方の居場所はないし，アメリカにあなた方の居場
所はない。こんにち我々は人びとを一つにするために日々邁進している。

 
あなたがネイティブ・アメリカンでないかぎり，アメリカは移民の国であることを思い出して貰

いたい。”
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月17日9:36
　

OTL49さんがリツイート 
ライブドアニュース�認証済みアカウント� @livedoornews · 21時間21時間前
 
【雨の夏】東京都心で16日連続の雨を観測 
http://news.livedoor.com/article/detail/13479096/ …
20日頃まで雨が降りやすい状況が続くとみられ、77年の22日連続に迫っている。
日照不足で野菜の流通量が減り価格が上昇しているという。

https://pbs.twimg.com/media/DHUcqxhUAAAvQiz.jpg
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月17日9:38
　　↑

「長袖」だよ！？

それに全く気がつかずに、「毎日暑いですので」とか「挨拶」している、

北海道民…ｗ（－－；）ｗ…★

（全国のお天気ニュースくらい見ろッ！）

　

　

 



（８月16日）　イジメられてる具体的な記録はあんまり書いてなかったｗ

https://85358.diarynote.jp/201708162356461203/

（　詐欺用　厨　）　（〜秋涼〜☆）

2017年8月16日 就職・転職 コメント (11)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=FSsGY_mLjwI&list=RDv2SlpjCz7uE&index=3
中島みゆき「麦の唄」Music Video [公式] 

お番です。日付変更線をまたぎました。００：３７★

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1502897400/1011-0010-101000-
201708170030.gif?t=1502898034
（００；２０〜００；３０）

（＾＾；）

コレ殺ってました☆　２０１４年１１月分終了。

　　↓

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

なんかイジメられてる具体的な記録はあんまり書いてなかったｗ 

Fuck-1 のことでアタマいっぱいねｗｗｗ

※　発掘中『ＵＭＡ』発見ｗｗｗ　※

　　↓
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http://85358.diarynote.jp/201411242029027216/

…「人民の子」（トレーズ）であるドイツ共産党…
2014年11月24日 くたばれ！不正選挙による自由民【主権簒奪】盗！ コメント (1)

…は…？（＠＠；）…？

作業厨音楽。

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=K7rob0JVlfE&index=4&list=RDv2SlpjCz7uE
Jupiter - 平原綾香 

https://www.youtube.com/watch?v=VZlMBV8NXsA&index=6&list=RDv2SlpjCz7uE
「銀の龍の背に乗って」槇原敬之 HD版　作詞作曲：中島みゆき 

https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow&index=7&list=RDv2SlpjCz7uE
鬼束ちひろ - 月光 

https://www.youtube.com/watch?v=GzGtEPdmR3g&index=18&list=RDv2SlpjCz7uE
Epica - Pirates of the Caribbean (Piratas del Caribe en el Fin del Mundo) 

https://www.youtube.com/watch?v=S0mOXC8pJfM&index=23&list=RDv2SlpjCz7uE
You Raise Me Up　 [日本語訳付き] MARTIN HURKENS 

https://www.youtube.com/watch?v=gUDikbjabaw&list=RDv2SlpjCz7uE&index=27
愛だけを残せ / 中島みゆき [公式] 

https://www.youtube.com/watch?v=erGCAu_hFqM&list=RDv2SlpjCz7uE&index=27
アンジェラ・アキ　『手紙〜拝啓　十五の君へ〜』

https://www.youtube.com/watch?v=4NR01AhkCB8&index=27&list=RDv2SlpjCz7uE
高畑充希が歌う「デイ・ドリーム・ビリーバー」

ＰＶ映像／映画『ひるね姫』主題歌

https://www.youtube.com/watch?v=TngUo1gDNOg&list=RDv2SlpjCz7uE&index=27

http://85358.diarynote.jp/201411242029027216/
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https://www.youtube.com/watch?v=VZlMBV8NXsA&index=6&list=RDv2SlpjCz7uE
https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow&index=7&list=RDv2SlpjCz7uE
https://www.youtube.com/watch?v=GzGtEPdmR3g&index=18&list=RDv2SlpjCz7uE
https://www.youtube.com/watch?v=S0mOXC8pJfM&index=23&list=RDv2SlpjCz7uE
https://www.youtube.com/watch?v=gUDikbjabaw&list=RDv2SlpjCz7uE&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=erGCAu_hFqM&list=RDv2SlpjCz7uE&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=4NR01AhkCB8&index=27&list=RDv2SlpjCz7uE
https://www.youtube.com/watch?v=TngUo1gDNOg&list=RDv2SlpjCz7uE&index=27


https://www.youtube.com/watch?v=75tZrqDVr98&index=27&list=RDv2SlpjCz7uE

 
 

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23:57
　

０

６１４

７７７…☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月17日0:48
　

７８７☆

朝寝坊２時間のずれ込みのまま終了。（＾＾；）

家事予定積み残し！

あした頑張ります☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://www.youtube.com/watch?v=75tZrqDVr98&index=27&list=RDv2SlpjCz7uE
https://85358.diarynote.jp/
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2017年8月17日0:48
　

寝まーす！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月19日8:48
　

OTL49さんがリツイート 
ブラック企業アナリスト 新田 龍 @nittaryo · 8月17日 

「やる気がない部下には困ってるんですよ〜」

「確かに本当にやる気がない人もたまにいますが、普通はそんな人採用されないですよ。

『そもそもやり方が分からない』か、『あなたの下ではやる気を出したくない』か、どちらかで

すね。

『どうしたらこの部下はやる気になるか』考えてみては如何ですか」

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月19日8:49
　

時給１，１００円。で発信業務の募集が来てる…

今んとこで発信まで引き受けたとしても、

時給０，９２５円。

さぁ、どうするアイフル。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月20日8:46
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OTL49さんがリツイート 
sakamobi @sakamobi · 23時間23時間前 
　

お盆休みにバイトが休み取りまくったせいで店長がぶちギレてる件

https://sakamobi.com/news/obon-baito 

「代わりの人を探すのは店長の仕事です」って上書きしてやりゃいいのにw

　　↑

そもそも「非正規」と「学生」バイトだけを薄給で酷使して、

無理な金を儲けようとする経営姿勢が悪い。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月20日8:47
　　↑

https://pbs.twimg.com/media/DHjXc9iVYAIU3HD.jpg
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月20日9:04
　

OTL49さんがリツイート 
○かもしれない @tttsaba · 2012年7月7日 

いい加減｢うつ病にかかる人が増えて会社が困る｣とか｢生活保護受給者が増えて財政が厳しくなる

｣とかいう発想を捨てよう。それらの問題は社会構造の非合理による｢結果｣であり、困っているの

は当事者の方だ。なぜかこの社会では原因と結果、加害者と被害者が逆転している。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月20日9:05
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OTL49さんがリツイート 
異邦人 @Medicis1917 · 23時間23時間前 

読売新聞が十数円程度の最賃引上げ(現平均848円)を政権の功績として喧伝しているけれども、殆
ど意味がない微々たる上げ幅で賞賛しているから消費も伸びないし、エンゲル係数の増加で相殺

されるんだよ。

日本より経済成長している他国の最賃を見たら糠喜びも悲愴に変わるわ。

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

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月20日9:06
　

OTL49さんがリツイート 
脱税レイヤー風呂屋さん557  @ dg4 · 8月18日  
　

「とりあえず三年は働くべき」

マツダ→入社三年で自殺

1991年電通→入社二年で自殺
2015年電通→入社一年で自殺
みずほトラスト→入社半年で自殺

ワタミ→入社二ヵ月で自殺

ゼリア新薬→入社一ヵ月で自殺

限界のラインはケースバイケース、「とりあえず」なんて無いので無理は禁物

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月20日9:07
　

OTL49さんがリツイート 
福島の人（外道）ω @fukushimanohito · 8月18日 

https://pbs.twimg.com/media/DHjXViDVoAAdVCz.jpg
https://85358.diarynote.jp/
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ほんとさー、部活に外部顧問つけようぜ。学校のセンセじゃなくて。全国、世界レベルの選手が

一線を退いた後、プロとして食い扶持見つけられないとすぐさま困窮して万引きしたりクスリや

ったり窃盗で捕まるとか、あり得なさ過ぎるから。ちゃんと給与出して、選手のセカンドライフ

確保しよう。

　

　

 



（８月19日）　再び４連勤の１日目。

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/
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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）　３５分のドツボ残業。

https://85358.diarynote.jp/201708190925046555/ 

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22:51
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

３５分のドツボ残業の後、

３０分ぐらい平田屋で黒カレー喰らって帰ってきました。

(^。^;)

…何だっけ？

何か書くことがあった気がするけど、もう忘れた。

札幌は一見平常営業ですが、

被曝による労働可能人口の減少がじわじわとキテいます。

(-.-;)

まぁ今さら、

どうしようもないし。

┐(ーー；)┌

まんが読んで

早めに寝ます☆

(ノ-o-)ノ　┫
　

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20日7:01
　

あ、そうそう。

「札幌も労働可能人口（健康な状態の成人男女）が減ってる。（－－；）

という、話。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年8月20日7:01
　

０６１

５００１☆
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（８月20日）　再び隔離監視イヤガラ席。

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
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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/
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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。

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（８月21日）　４連勤の３日め。（－－＋）

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。（－－＋）

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”

うちの母はたぶん喜びを、感じると思うよ…。

https://pbs.twimg.com/media/DHpK0O5VoAA5Kgv.jpg


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】
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 

https://twitter.com/cmk2wl/status/894787711088730113
https://pbs.twimg.com/media/DHpRiKFVYAAcOIY.jpg
https://85358.diarynote.jp/
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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 0.037 0.038 6 
09:00 0.039 0.038 0.038 6 
10:00 0.039 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 0.039 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 0.039 0.038 0.038 6 
18:00 0.038 0.037 0.038 6 
19:00 0.038 0.038 0.038 6 
20:00 0.038 0.038 0.038 6 
21:00 0.039 0.038 0.038 6 
22:00 0.039 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.038 0.038 6 
24:00 0.039 0.038 0.038 6
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年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。

　

　

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。

　

　

 
 

https://85358.diarynote.jp/


（８月21日）　悪意が突き刺さってくる。

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。

(-_-#)

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！

(ノ-o-)ノ　┫
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（８月22日）　４連勤の最終日。

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
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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
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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）　４連勤プラスとどめの徒歩帰宅でふつうに疲労困憊。(^_^;)

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）　薬物性肝障害／他のサプリはどうだろう？

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24日）　、「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…／…【 敵 】認定です。

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）（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201708231926262921/
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http://85358.diarynote.jp/201708231944092641/
http://85358.diarynote.jp/201708231944496760/

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

http://85358.diarynote.jp/201708231941034131/
http://85358.diarynote.jp/201708231942169149/
http://85358.diarynote.jp/201708231944092641/
http://85358.diarynote.jp/201708231944496760/
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1503531000/1011-0010-101000-201708240830.gif?t=1503531634


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

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

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


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？？

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 

https://mobike.com/jp/download
https://twitter.com/MobikeJPN/status/899902870904078336
https://twitter.com/nikkei/status/899973691462656001
http://mobike.com/jp/download
https://twitter.com/Satoru_Wada/status/899937366680322048
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ22HZZ_S7A820C1EA2000/
http://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1076957.html
https://twitter.com/ueco_and/status/900482790063431681


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。

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

https://twitter.com/Tuck_Willow/status/900254029153882112


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☆）

（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

https://twitter.com/chokokuka/status/894825643296276480
https://www.instagram.com/p/BXfnZ02hoxi/
https://porocle.jp/npo_porocle/
http://85358.diarynote.jp/201708160831052393/


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

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。

　

　

 

https://twitter.com/sinwanohate/status/900334087847673857
https://twitter.com/basilsauce/status/900390267626409984


 

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。

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！！！！！）

！（＞＜＃）！
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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 

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

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


　

 



（８月24日）　時給900円前後をドル換算すると、発展途上国の上あたり。／労働力の
安売りなんじゃないかな。

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」 

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
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170824/85358_201708242032143303_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2hdNi0QW5es
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/116517/page/3161966


落ち着けw

　↑

（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 

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


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

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　）　
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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
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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
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「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
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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。

https://twitter.com/Leon_hentl/status/904597948394225664
https://85358.diarynote.jp/
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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。

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
　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/sachio929/status/903416678314156034


（８月26日）　再びイヤんな４連勤の初日。

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

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 
05:00 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
https://85358.diarynote.jp/
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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/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

 



（８月27日）　アカラサマすぎるイジメ！

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
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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
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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/
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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 
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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28日）　今日は吉凶半々の引き分け。

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/
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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
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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）　４連勤の最終日。

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/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201708290708127436/
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https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1503961200/1011-0010-101000-201708290800.gif?t=1503961840
https://www.youtube.com/watch?v=3BnNDfXnFbM


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


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）　「サイコパスの場合、自分にとってプラスの結果しか考慮せず、自ら
は罰に値するとは思っていない。

https://85358.diarynote.jp/201708290903411039/

【 核施設 茨城 】／放射能を気にせず【 急性白血病 】／煽り戦
争／【 韓国 】文在寅大統領は米韓軍事演習の規模を縮小とい
うメッセージ出した。

2017年8月29日 ★戦争反対★ コメント (3)
　

　 　

　

（承前）

OTL49さんがリツイート 
清水 潔 @NOSUKE0607 · 8月27日 

以前「戦争とは所詮は人殺し」とツイートしたら本気モードで「戦争と殺人を一緒に

するな」と反論されて驚いた。本当の戦場を全く知らないのか、あるいは政治的見地

からの正当化なのかはわからないが、こんな人が増えていくまた無残な戦争を繰り返

すのだろう、ということは良くわかった。

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 

しんちゃん @shinchann2008 · 4 分4 分前 

ミサイル、もう落下しているのに、新幹線、止めた。あほ。『東北新幹線の運行

情報』 https://transit.yahoo.co.jp/traininfo/detail/1/0/ … #東北新幹線 #話題なう

https://85358.diarynote.jp/201708290903411039/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=4
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しんちゃん @shinchann2008 · 8分8分前 

Jアラートを鳴らし、無駄な防災訓練やるより、戦争回避の努力をすべきだよ、安倍晋
三くん。いやしくも、君は一国の総理。徒手空拳、アメリカにすべてお任せと、北朝

鮮を口だけ汚く批判だけでは何も情勢は変わらない。

韓国 文在寅大統領は米韓軍事演習の規模を縮小というメッセージ出した。日本は？

　　↑

コリア文化すばらしい！

さすが「喧嘩」（あくまで口論のみ）な、お国柄！

世界危機研究所（WCL） @Andy_Jepherson · 14 分14 分前 
【政府発表】ミサイル通過。ミサイル通過。先程、この地域… https://yahoo.jp/4zN5vL
#防災速報 アプリ→https://twitter.com/Andy_Jepherson/status/902305113598865408

節電,防災,Zﾁｭｰﾝ,がん闘病中 @Mutoh_Z · 46分46分前 

メッセージの内容や避難訓練を見ると、危機を煽り、戦争に駆り立てたいのかなと感

じます。

原発(燃料プールが特に心配)や
再処理工場(東京でも即死者が出る高線量)などの沢山の

核施設がある茨城県は、

こんな緊急速報をするより1日も早く核施設を解体しないと近県の安全も守れないと強
く感じます。 
https://twitter.com/Mutoh_Z/status/902281100763963392

世界危機研究所（WCL） @Andy_Jepherson · 8時間8時間前 

https://yahoo.jp/4zN5vL
https://twitter.com/Andy_Jepherson/status/902305113598865408
https://twitter.com/Mutoh_Z/status/902281100763963392


9月9日 北朝鮮が挑発の可能性 - Y!ニュース #Yahooニュースアプリ
https://t.co/DPB5NjCNuE

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
松藤美香 @mikarin_tokyo · 16時間16時間前 
厚労省 ワクチン副反応検討部会が始まりました。
傍聴している方から届く資料写真。

子宮頸がんワクチンの副反応は相変わらず新たな副反応報告があがっています。

https://twitter.com/mikarin_tokyo/status/902068441456058368

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
鈴木　耕 @kou_1970 · 17時間17時間前 
読むだけで腹が立つ記事。原発ゾンビたちが大手を振って復活し始めた。安倍政権と

経産省のお墨付きで…。→教科書「脱原発」から「両論併記」に 原子力学会が要求強
める（北海道新聞） - Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170828-
00010000-doshin-soci … @YahooNewsTopics
https://twitter.com/kou_1970/status/902058610930270208

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
yuuki @yuukim · 17時間17時間前 
支援打ち切りとセットの避難指示解除、そして統計からも除外か。あまりに酷い棄民

政策。ツイッターでも盛んな自主避難者バッシングの成果だな。　/　「自主避難者」
震災統計から除外　避難継続、疑問の声も（朝日新聞デジタル） -
https://twitter.com/yuukim/status/902059086023241728

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
K2 @K2ikiru66 · 8月27日 
東京都知事の関東大震災時の朝鮮人虐殺に関する発言もそうだけど、公人のこういう

発言があきらかに目立ってきたのは、3.11と原発事故以降なんだよね。日本と日本人全
体で広域の核種汚染を「なかったこと」にしてからだ。

https://twitter.com/K2ikiru66/status/901614576621412353

https://t.co/DPB5NjCNuE
https://twitter.com/mikarin_tokyo/status/902068441456058368
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170828-00010000-doshin-soci
https://twitter.com/kou_1970/status/902058610930270208
https://twitter.com/yuukim/status/902059086023241728
https://twitter.com/K2ikiru66/status/901614576621412353


OTL49さんがリツイート 
きむらとも @kimuratomo · 8月26日 
もう40年以上前のことだが、子どもの頃、親から戦時中の「バケツリレー」や「竹槍
訓練」の話を聞いて、子どもながらに「いい大人が、そんなバカなことを」と思った

ものだが、この21世紀の今、大の大人が真面目な顔で、国に騙されて「バカ丸出し」
で全力疾走。「歴史は繰り返す」とは、このことか。

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 

「サイコパスの場合、自分にとってプラスの結果しか考慮せず、自らは罰に値すると

は思っていない行動が結果的に懲罰の対象になっている可能性がある。」

モントリオール大学精神医学部シーラ・ホジンス教授

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

「これもやはり一種の無知なんです、自分の身に危険を感じないということは。」

モギリョフ女性委員会代表　チェルノブイリの祈り

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました
チェルノブイリと同じようなことが日本でも起きる。実際に敷地内にあって高濃度汚

染された車両が、中古車市場で売却されてしまっている。

汚染されたスクラップ金属が、日用品の中に混ざってくる。

https://twitter.com/cmk2wl/status/902177649237278725

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

「この放射性廃棄物埋葬地が存在しないことがわかるまで。これは書類上あるだけで

、実際にはもうなかったのです。ずいぶん前から市場やコルホーズ、個人の部品用に

https://twitter.com/cmk2wl/status/902177649237278725


持ち出されていたんです。ぜんぶ盗まれ、持ち去られていました。イギリス人には理

解できないことでした。信じられなかったのです。」

cmk2wlさんがリツイート 
北風ロビン（慌てると転ぶ　ので注意） @oldblue2012 · 20時間20時間前 

チェルノブイリ事故当時16歳のベラルーシのブラフコさん(100km圏在住)。
毎日屋外でサッカーする。

放射能を気にせず生活し20年後に急性白血病に。
9:17
https://twitter.com/oldblue2012/status/901994494978953216

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 
子供にいわゆるスポ根系の部活をやらせると後悔することになる。

近所の小学生…。野球部に入って、おかしなことになっているのが二人も。

こんな環境で激しい運動をさせていいわけがない。

銀河ファビュラス皇帝 @ANKOKU_KOUTEI · 30分30分前 

例の地震の後空間線量のニュースが日常化したように今度はミサイル上空通過のニュ

ースが日常化するであろう日本って未来に生き過ぎてる。

次は当然巨大怪獣上陸ニュースの日常化。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
NMF2011 @NMFUKUSHIMA2011 · 12時間12時間前 

「甲状腺通信」とは？ http://fukushima-mimamori.jp/thyroid-examination/newsletter/ …
甲状腺通信の詳細はもう暫くするとこちらで閲覧可能になると思います。

https://twitter.com/oldblue2012/status/901994494978953216
http://fukushima-mimamori.jp/thyroid-examination/newsletter/


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
iano @ianoianoianoo · 8月9日 

もうそれなしでは生きられない。

https://twitter.com/ianoianoianoo/status/895159769526390784
Awesome Planet™

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
柴漬うまい @cucumberuma · 8月25日 

許さない

https://twitter.com/cucumberuma/status/901004113491537921

 
 

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9:19
　

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 
ずる賢こく人を操ろうとする

彼らは自分たちの思い通りにするために、人の気持ちや幸せなどそっちのけで

ずる賢くて巧妙な作戦を使って嘘をつき、人を騙してペテンにかける。

https://twitter.com/cmk2wl/status/901992754363883524
　

　 

https://twitter.com/ianoianoianoo/status/895159769526390784
https://twitter.com/cucumberuma/status/901004113491537921
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/cmk2wl/status/901992754363883524


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。

(^_^;)

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！

( ^_^)／□☆□＼(^_^ )
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（８月30日）　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」。

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/127516/455282/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/127516/455282/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/
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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
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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/
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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。
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（２０１７年０９月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０９月）
 
 
 



（９月２日）　再びジゴクな4連勤の初日。（－－；）

 
https://85358.diarynote.jp/201709020729067490/

運営スタッフによる寄付金着服問題で中止していた、札幌市中央

区道庁前の脱原発デモが１日夕、２カ月ぶりに行われた。約１０

０人が参加／（札幌 １６℃。０．０３８ μ 。）

2017年9月2日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I
【Wild Heaven】extended hard core mix -TMN-

遅めのお早うございます。０７：１１になっちゃいました。

再びジゴクな4連勤の初日。（－－；）

もちべゼロ。

例によって３連休中にやっとく予定の小家事が３時間分ほど積み残しになっておりまして…

定刻６時に起床しましたが、ソレ↑やってたんでこの時間です。（＾＾：）★

…３連休中に、毎日あと１時間ずつ、ちゃんと家事もやっとけ！ってハナシだよなぁ〜？？

んで。（＾＾；）

一番「時間のムダ」？になってる、情報チェック、懲りずにさくさく往きます…☆

https://85358.diarynote.jp/201709020729067490/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709020729067490/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170902/85358_201709020729067490_1.jpg
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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

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

遠くの台風にまかれているらしく、昨日はほぼ終日、さわやかで冷たい北西風が吹いていました

ので…

現在の札幌は、冷涼（＾＾；）ですが空気が清浄で快適です♪

午前５時の気温１６℃、

無暖房で室温は２１℃。曇り。降水確率０％…？？

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
台風15号：サンヴー
北海道の東部、台風の接近に関して警戒を呼びかけてます。北海道は2015年10月に台
風23号の被害があったので、最新の情報を得た方が良いですね。
（http://www.htb.co.jp/news/ ）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

そうそう。昨日の特筆事項としては、「歯医者が終わりました!」

！（＾＾）！

ヤブ歯医者？の考察についてはいずれいつか思い出した時にでも。

http://www.htb.co.jp/news/


天中殺も終わったし！（＾＾）！

いよいよ！

次の連休からは、「投稿原稿！」に再着手しまーす…♪

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Cocco @komo930 · 2時間2時間前 
運営スタッフによる寄付金着服問題で中止していた、札幌市中央区の道庁前の脱原発

デモが１日夕、２カ月ぶりに行われた。約１００人が参加し、「原発いらない」「再

稼働反対」と訴えた。北海道電力泊原発の再稼働に反対し２０１２年７月から２５０

回以上続くデモ。今年７月中旬以降自粛していた。

…そろそろ復帰するかな…？　（…毎週は無理でも、月１くらいで…？）

元原発技術者·平井憲夫 bot @hirainoriobot · 3時間3時間前 
170)今の大人たち、特にここにいる大人たちは農薬問題、ゴルフ場問題、原発問題、
何かと言えば子どもたちのためにと言って、運動するふりばかりしている。私は泊原

発のすぐ近くの共和町に住んで、24時間被曝している。(続

エム（Behind the Days） @Behind_the_Days · 9時間9時間前 
「なぜ〈泊村〉ががん死全道第1位なのか?」「原発は、事故を起こさなくても放射性
物質を排出しています」「今、あなたの街が危ないかもしれません」　→　「泊原発

とがん」 斉藤武一・著 
https://twitter.com/Behind_the_Days/status/903612975667220480

https://www.youtube.com/watch?v=5eXnWVNXggk
Be together - TM NETWORK

kyasu☆ming @kyasuming · 13 時間13 時間前 

https://twitter.com/Behind_the_Days/status/903612975667220480
https://www.youtube.com/watch?v=5eXnWVNXggk


泊原発を動かさないでください。 
https://twitter.com/kyasuming/status/903555020196421632

https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw
Still love her(失われた風景) -TM NETWORK 

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月2日9:20
　

（＾＾；）

　　↓

OTL49さんがリツイート 
marie @izakayamarichan · 8月31日 

仕事 → 嫌じゃない
掃除 → 嫌じゃない
洗濯 → 嫌じゃない
料理 → 嫌じゃない
育児 → 嫌じゃない

全部やらなきゃいけない → 嫌だ！！！！！！
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月3日7:09

https://twitter.com/kyasuming/status/903555020196421632
https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

2017年09月02日（土）【前日】
01:00 0.038 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 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 0.039 0.038 0.038 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 6 
09:00 0.039 0.038 0.039 6 
10:00 0.038 0.037 0.038 6 
11:00 0.039 0.038 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 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 0.038 0.038 0.038 6 
19:00 0.039 0.037 0.038 6 
20:00 0.039 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 0.039 6 
24:00 0.039 0.038 0.039 6
　

 



（９月３日）　４連勤の２日目。

https://85358.diarynote.jp/201709030724043028/

「 襟 裳 岬 沖 ？ 」⇒【 ミサイルが落ちた場所 】 全く関係なか
った。／（札幌 ０．０３９ μ 。 １５℃ ）。

2017年9月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

しんちゃん @shinchann2008 · 19時間19時間前 

facebook 赤崎カルビ真音さん、より。「これでも襟裳岬沖か？？？」
https://twitter.com/shinchann2008/status/903824623686475776

https://www.youtube.com/watch?v=2XXY-iLmSWQ
吉田拓郎・襟裳岬 

OTL49さんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 15時間15時間前 
兵頭正俊さんがやのっち(｡·ɜ·)dをリツイートしました

北方四島を日本に返した後に、米軍基地が作られたらロシア政権は吹っ飛びます。と

ころが日本側には米国との密約で、日本のどこにも米軍基地が作られるようになって

います。ロシアの懸念を払拭できないのです。つまりロシアは北方四島は返せないの

です。

https://twitter.com/hyodo_masatoshi/status/903914282710007808

https://85358.diarynote.jp/201709030724043028/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709030724043028/
https://85358.diarynote.jp/201709030724043028/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170903/85358_201709030724043028_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170903/85358_201709030724043028_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170903/85358_201709030724043028_3.jpg
https://twitter.com/shinchann2008/status/903824623686475776
https://www.youtube.com/watch?v=2XXY-iLmSWQ
https://twitter.com/hyodo_masatoshi/status/903914282710007808


（以上追記。以下本文）。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

遅いぜのおはようございます。０６：５６も過ぎちゃいました。

４連勤の２日目。

定刻６時発進でしたが、小家事に時間をとられました。

やや遅れて運行中。心身の状態はおおむね良好。

アクセス解析

これまでのカウンター増加数の推移

　　日付　　アクセス数

2017-09-02 (土) 43 
2017-09-01 (金) 66 
2017-08-31 (木) 77 
2017-08-30 (水) 102

ぉゃぉゃ…（＾＾；）…史上最低記録を、さらに更新しましたよ…？

札幌は午前５時で１５℃まで下がりました。降水確率０％。ほぼ無風。

ちょ〜強烈な陽射しが突き刺さってきました。眼が痛くて逆に暗く感じる晴天？

さて…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月03日（日）【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 

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


04:00 0.039 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

まうもんたい♪（＾＾）♪（え？ときどき有問題な風も…？？）

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
shota m. @dmcf_s · 9時間9時間前 

ななかまどの実がなる季節です

https://twitter.com/dmcf_s/status/903964083254247424

泊原発廃炉の会十勝連絡会 @HairoTokachi · 13 時間13 時間前 

10月7日(土)さようなら原発！北海道集会バスツアー募集

[残席36]

http://hairotokachi.jpn.org/2017/09/info/1487 …
https://twitter.com/HairoTokachi/status/903910966894747648

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 8時間8時間前 
北海道は6日以内に大きめに揺れるかもしれませんよ？
どの辺かな…
最近、データを見てないから判らんw

　　↑

わたし以上に役に立たん予知ｗ

https://twitter.com/dmcf_s/status/903964083254247424
http://hairotokachi.jpn.org/2017/09/info/1487
https://twitter.com/HairoTokachi/status/903910966894747648


チャーリー（Lv51） @charlie24K · 13時間13時間前 
大きめの耳鳴りがありました。

左耳は北方向です。

札幌の北は海なので大丈夫かもですが、留萌方面もあり得るのでお気をつけを！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

どうにもここ数日、「これ」チェックしたくて気になって仕方がなかったので、

おまけ。（だって寒すぎませんかー？？）

　　↓

http://85358.diarynote.jp/?day=20170903
http://85358.diarynote.jp/?day=20160903
http://85358.diarynote.jp/?day=20150903
http://85358.diarynote.jp/?day=20140903
http://85358.diarynote.jp/?day=20130903

http://85358.diarynote.jp/?day=20120903
http://85358.diarynote.jp/?day=20110903

http://85358.diarynote.jp/?day=20100903
http://85358.diarynote.jp/?day=20090903
http://85358.diarynote.jp/?day=20080903
http://85358.diarynote.jp/?day=20070903
http://85358.diarynote.jp/?day=20060903

http://76519.diarynote.jp/?day=20080903
http://76519.diarynote.jp/?day=20070903
http://76519.diarynote.jp/?day=20060903

 
　

　

 

http://85358.diarynote.jp/?day=20170903
http://85358.diarynote.jp/?day=20160903
http://85358.diarynote.jp/?day=20150903
http://85358.diarynote.jp/?day=20140903
http://85358.diarynote.jp/?day=20130903
http://85358.diarynote.jp/?day=20120903
http://85358.diarynote.jp/?day=20110903
http://85358.diarynote.jp/?day=20100903
http://85358.diarynote.jp/?day=20090903
http://85358.diarynote.jp/?day=20080903
http://85358.diarynote.jp/?day=20070903
http://85358.diarynote.jp/?day=20060903
http://76519.diarynote.jp/?day=20080903
http://76519.diarynote.jp/?day=20070903
http://76519.diarynote.jp/?day=20060903


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月4日7:06
　

2017年09月03日（日）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.039 0.039 0.039 6 
04:00 0.039 0.038 0.038 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 0.039 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 6 
09:00 0.039 0.038 0.038 6 
10:00 0.039 0.038 0.038 6 
11:00 0.039 0.038 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 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 0.037 0.038 6 
16:00 0.039 0.038 0.038 6 
17:00 0.038 0.038 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 0.038 0.038 6 
21:00 0.039 0.037 0.038 6 
22:00 0.039 0.038 0.039 6 
23:00 0.039 0.038 0.039 6 
24:00 0.038 0.038 0.038 6
　

 

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


（９月３日）　新手の無視いぢめ？始まる。

https://85358.diarynote.jp/201709030926389450/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月3日15:37
 
四国とくに土佐弁の人の

脳ベクレっぷりが酷すぎる。

(∋_∈)

何やらまたぞろ新手の無視いぢめ？がバイト先で始まる。

業務運悪し。(-”-;)

ムダに営業成績良し。(∋_∈)
　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709030930118042/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月3日22:47
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

ぶち厄日でしたが、

まぁ大厄はなし。(-.-;)

馬鹿げた連中の愚行情報なんか見るのは明日にしますわ…
(ノ-o-)ノ　┫

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


まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！

(; ^ _ ^)∠☆PAN！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月3日22:51
　

昼に書いたはずのコメントはどこに消えたんだ？

(・ω・;)(;・ω・)？

降水確率０だったのに、

激しい雨が降り始めました…

被曝注意！

ヽ（・＿・；）ノ

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月4日7:07
　

０

６１

６０

４０。

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


上記コメントは消えてなくて「西日本」の欄に入ってました☆

 



（９月４日）　いっそ笑えるほどに見事な業務内容厄日？でした。

https://85358.diarynote.jp/201709040850371286/

コメント　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月4日22:34
　

あれ？(^_^;)
また昼に書いたコメントがない…？？(・ω・;)(;・ω・)？

先ほど無事帰投。(^_^;)

いっそ笑えるほどに見事な業務内容厄日？でしたが、２日連続で隣のコージーコーナーちゃんが

仲良くしてくれたので、心の中は穏やかで、むしろ楽しめました♪(‾ー+‾)ニヤリ

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！

o(^-^)o
　

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月4日22:39
　

凄いよ空気の悪さが。(-_-#)

そして不吉感満載の満月。

ヽ（・＿・；）ノ

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


ぐあいが悪くて病院に行ったら『すぐ入院と言われた』そうなお客さんが

今日イチニチで何人あたやら…
(ノ-o-)ノ　┫

おそらく一昨日までなら、そこまでは悪くなかったはず。

北九州、島根、福井、大阪、

あたりが特に顕著だった…

(∋_∈)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月4日23:28
　

　

これはヤバイ。ヽ（・＿・；）ノ

かなりヤバイんじゃないかと思う。(・ω・;)(;・ω・)
　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709050728541792/

めも。蛇は後ろに戻れない。

2017年9月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

 
『隣のコージーコーナーちゃん』が、

私の巻添えでイジメ（ハズシ）されてないか心配…

(・ω・;)(;・ω・)
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/201709050728541792/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201709050728541792/
https://85358.diarynote.jp/201709050728541792/


 
 



（９月５日）　４連勤の最終日。

https://85358.diarynote.jp/201709050746377521/

【 札幌 大通公園 ０．０４６ μ 】（＋１６℃）。　（未OTL）

2017年9月5日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　 

　 　

　

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

あらためまして、おはようございます。

前２〜６項の作業、忘れていた写真をアップしてたら、

０７：０７になっちゃいました。（＾＾；）

いや、昨夜撮った画像を今朝アップしようとして、ここんとこしばらく

「…なんか忘れてる気がする…」の、

強迫観念？の正体に気がついたんですね…（＾＾；）…☆

定刻６時発進。小家事で０６：４５にＰＣ前に着席しました。

４連勤の最終日。晴天。ほぼ無風。太陽ギンギラギン。（－－；）

午前５時の気温は１６℃でしたが、今日も暑くなりそうです…？

（４項目後の「天気関連」ご参照ください。「太陽が大変」です…★）

んで。（－－；）

https://85358.diarynote.jp/201709050746377521/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709050746377521/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170905/85358_201709050746377521_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170905/85358_201709050746377521_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170905/85358_201709050746377521_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8


　　↓

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月05日（火）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.039 6 

04:00 0.040 0.039 0.039 6 

05:00 0.039 0.039 0.039 6 
06:00

　　↑

どうもこれは「７ガケ（過小評価）ギワク」です。（－－＃）

私の体感は、「いまガマンすんのが嫌なくらい空気がビリビリしてる」と感じてます…

（太陽の、せいです…？？）

（前項画象２参照）（大通り公園 ０．０４５ ！）

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 2 時間2 時間前 
北海道で、近々起きるかもしれない大きめのは、こっちの方向かもしれないなぁ…

常にスマホで手描きで、いいアプリを知らんので、汚いけど気にせず許せwww
https://twitter.com/charlie24K/status/904806384545304576

ん”〜（＾＾；）…？

（私の「体感」はむしろ「頭の上のほう」（留萌方面・海中？）が気になっている…★）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/charlie24K/status/904806384545304576


チャーリー（Lv51） @charlie24K · 2時間2時間前 
札幌の日の出？を撮ったんだけど、よく地震雲ツイートで見かけるオーブまで写っ

てるってやつな？

手描きで汚いけど、それ太陽だからな？

オーブっぽいものが見えたら、画面の中心のちょうど反対側に太陽がないか確認し

てな？

あるやろ？

もし無ければ…
なんだ？w

本物か？www
https://twitter.com/charlie24K/status/904803615272976384

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3時間3時間前 
まぁ、綺麗なのと、水やりと収穫があったから、仕方なく撮ったよw
カラスがいつになくうるさいよ！{((＞_＜))}
https://twitter.com/charlie24K/status/904795097073500160

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3時間3時間前 
札幌、赤ーい朝焼けと、沢山のカラスがうるさい…
北海道の大きめも、近そうだな⁉�
（写真は面倒なので、凄い綺麗だけどパスwww）

…おな〜かま〜♪…（＾０＾）／
　　↓

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4時間4時間前 
ただし、そんな力は悪い事やギャンブルには使えません。

周りの為に、自分には何が出来るのかを考えて生きていくしかないのです。

おこがましいですが、僕の言葉で周りの人が笑顔になってくれた時が、一番活きてい

る意味を感じます。

それが家族でも他人でも、初めて飲み屋で会った人でも同じです。

https://twitter.com/charlie24K/status/904803615272976384
https://twitter.com/charlie24K/status/904795097073500160


チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4時間4時間前 
それは天文学的な数字で、そういう能力は漫画の話ではなく、現実に存在するものな

んだという事を知りました。

ちなみにおいらの当時の力は、52×0ですw
ただし、母が逝った今は おいらに少しでもその力を遺してくれている可能性がある
と思っています。

仮に1%だとしても天文学的数字です。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4時間4時間前 
昔、超人ロックという漫画があった事を知っていますか？（今でもやってるっ

ぽい！@@）
その中に接触テレパスっていう超能力があって、昔 母とそれを検証したところ、母
は52の19乗（2.089617865594e34）分の一以上という確率でそれを証明した 超能力
者だったのです。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4時間4時間前 
深夜になったので、貴方にだけ秘密の話をしましょうかね？w
いや、酒が切れて起きちゃった？

ウソだけどwww
てか、昼間には話せない話だから書いてはみたけどあげられなかったのを溜めておい

ただけなんだけどね？w

https://www.youtube.com/watch?v=q8ir8rVl2Z4
The Hobbit: The Battle Of The Five Armies
- Billy Boyd: The Last Goodbye - Official Music Video 

…ネタに続く…☆（＾＾；）…。
⇒http://p.booklog.jp/book/112669/read

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年9月15日 

大事なことをひとつ。

「世界があって自分がいる」 その認識は違う。

https://www.youtube.com/watch?v=q8ir8rVl2Z4
file:///tmp/puboo/127516/455282/book/112669/read


「自分がいるから世界がある」 これが正しい。

あなたが死ねば世界は一瞬で消失する。

小さな頭蓋骨の中で世界が構築されているのに、皆はその世界を変えようとしない。

人から観念を埋め込まれてそれに従ってしまう。

https://www.youtube.com/watch?v=mlVPfRjg01k
MATRIXサウンドトラック - Spybreak!

rin_earth @rin_earth · 2時間2時間前 
rin_earthさんがＮＨＫ国際部をリツイートしました

それにしても、日本にいるよりグアムに行った方が安全じゃないかなあ・・・という

、笑える笑えない話が現実になりそうで怖いねえ・・・

https://twitter.com/rin_earth/status/904830017527439362

 
　

 

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8:34
　

０

６１

６１０

６…☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年9月6日6:47
　

2017年09月05日（火）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.039 0.039 6 
03:00 0.039 0.038 0.039 6 
04:00 0.040 0.039 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 0.039 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 0.038 0.039 6 
11:00 0.039 0.038 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 0.037 0.038 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 0.038 0.038 0.038 6 
20:00 0.039 0.038 0.039 6 
21:00 0.039 0.038 0.038 6 
22:00 0.039 0.039 0.039 6 

23:00 0.040 0.039 0.039 6 

24:00 0.039 0.039 0.039 6
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日19:05
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Toyomi Sawada @qzv00507 · 9月4日 

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


４日午後６時半すぎ、新千歳空港から香港に向かっていた香港航空の旅客機の機長から、空港事

務所に「機内の気圧が下がった」という連絡が入り、旅客機は新千歳空港に引き返して緊急着陸

しました。新千歳発香港行きの香港航空６９３便、エアバスＡ３３０型機

　

　

 
 



（９月６日）　「その価値観が異常」と思っていない／KKKなんかでも普段は普通の
米国市民。

https://85358.diarynote.jp/201709062032307344/

作業遅延放棄。（＾＾；）

2017年9月6日 就職・転職 コメント (7)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=YVh91Ednqjw
『Full Album』Kimi no Na wa (Your Name) Amazing Soundtracks 

予定時間大幅オーバー。作業半分にてザセツ。（－－；）

http://p.booklog.jp/book/116517
『 復讐は、ビシソワズ。』　（二年目） 

bandeapart72 @bandeapart72 
· 2012年7月9日 

「貧乏を憎み、誰でもまじめに働きさえすれば幸福になれる世の中を願うことがアカ

だというのなら、

私は生まれたときからアカもアカ、

目がさめるような真紅です」

(山田五十鈴)http://d.hatena.ne.jp/hibiky/20051120/1132481634 …

https://85358.diarynote.jp/201709062032307344/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201709062032307344/
https://85358.diarynote.jp/201709062032307344/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170906/85358_201709062032307344_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170906/85358_201709062032307344_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170906/85358_201709062032307344_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YVh91Ednqjw
file:///tmp/puboo/127516/455282/book/116517
http://d.hatena.ne.jp/hibiky/20051120/1132481634


…柊実真紅ｄすが、なにか…（＾＾；）…？
　　↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=e6-H9xKSPpw&list=PLA801FF4DB8F42470&index=9
Johnny Goes Marching Home 

本日作業予定新興遅延中です。（＾＾；）

「昔の恥さらし」無料公開！第２だ〜ん…ッ☆
　　↓

http://p.booklog.jp/book/20469/read#none
春まだき　（２）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=Jo9t5XK0FhA&index=8&list=RDgxEPV4kolz0
Billy Joel - You May Be Right 

おまけｗｗｗ

bandeapart72さんがリツイート 
たつや @teacher19960206 
· 12月8日 
お母さんへ

仕送りありがとう

でもこういうの本当にやめてください 
https://twitter.com/teacher19960206/status/541796630387625985/photo/1

とりあえず寝まーす…★

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

https://www.youtube.com/watch?v=e6-H9xKSPpw&list=PLA801FF4DB8F42470&index=9
file:///tmp/puboo/127516/455282/book/20469/read#none
https://twitter.com/teacher19960206/status/541796630387625985/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8


 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月7日9:23
　

OTL49さんがリツイート 
カマタ @yas_ka12 · 13時間13時間前 

「生きるのつらく…」東名高速で中学生死亡 
http://a.msn.com/01/ja-jp/AArlV3c?ocid=st …
 
なぜ両親に「今までありがとう」と言えるような子供が死ななければならないのか

日本の社会はほんとにおかしい

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月7日9:30
　

OTL49さんがリツイート 
めんどくさい @menndokusaiima · 9月5日 

運動会の役の人の名前を知らせる為に書記に電話したんだけど、恭代って名前の漢字を伝えるの

に「柴田恭平のきょうです！」って伝えたら「しばた・・・きょう・・へい？ですか？調べて書

いときます！」とか言われてヤングママに恭という字を伝えるときはこれからどうすれば・・・

と途方に暮れた・・・

　　↑

「ショウジタロウのショウジよ！」…で、一瞬困惑したりとか、よくある…ｗ
（東海林）！

　

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7日9:39
　

OTL49さんがリツイート 
あのにます @hiroaoya · 22時間22時間前 
あのにますさんがりまちーをリツイートしました

実際にツイッター上でネトウヨだと思う人で毎日の様にヘイト撒き散らす方をリアルに知ってい

ます。

リアルなその人は極普通の日本人と本人が名乗る通り普通です。問題なのは

「その価値観が異常」と思っていない事でしょう。

多分KKKなんかでも普段は普通の米国市民。だから怖い。だから見過ごせない。
https://twitter.com/hiroaoya/status/905265974626025473
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月7日9:42
　

OTL49さんがリツイート 
大神 @T_oogami · 9月5日 

この本で、自警団の襲撃を受けて気絶した後に警察署で目覚めた人の話が紹介されていたんだ

けど、

その人に対する朝鮮総督府の役人の発言が

「今回の事は天災と思え」

人災を天災に置き換えて泣き寝入りを要求する不埒さ。

そしてこの人災を天災とする手法を94年後の都知事も用いる始末である。

https://twitter.com/T_oogami/status/904914654001954817

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/hiroaoya/status/905265974626025473
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https://twitter.com/T_oogami/status/904914654001954817


　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月8日8:03
　

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
精神科医の分析

『女性は歳をとると、女性ホルモンが減少し、男性ホルモンが多くなる。（男性は男性ホルモン

が減少していく）　彼女は政治家としては、すばらしい気迫だったが、でも男性ホルモンが増え

る事で、私生活では「自制が出来ない状態」だったのではないか？』

なるほどと思った。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/905780578640846852
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月8日9:38
　

OTL49さんがリツイート 
電機・情報ユニオン大阪支部 @denkijohokansai · 10時間10時間前 

パナソニックアドバンストテクノロジーの社長らに脅迫され、上司からの暴力で怪我をし、医療

情報を不正に取り扱われ、パワハラを北大阪労働基準監督署の総合労働相談コーナーで、名刺ま

で貰って相談した後、1年間で20件近い懲戒事由を濫発され、不当解雇されました。
https://twitter.com/denkijohokansai/status/905799780235862017
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月8日9:40
　

OTL49さんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 9月6日 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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『正社員がやるほどの仕事ではないから派遣社員にやらせる』と

『重要ではあるがコストカットをしなければならないので派遣社員にやらせる』を混同した結果

、

『コストカットのために派遣社員にやらせて派遣社員がやってるから誰でもできる仕事だと判断

して切る』という連鎖的な誤謬で死んでる企業大杉ｗ

https://twitter.com/Black_Post_Bot/status/905569124733960192
　

 
 

https://twitter.com/Black_Post_Bot/status/905569124733960192


（９月８日）　「ちょっと多すぎるよな。余るから、２〜３人辞めてもらろうかｗ」

https://85358.diarynote.jp/201709082319538948/

（砂魚鵜ねます☆）

2017年9月8日 就職・転職 コメント (14)
　 
おばんです。２２：５０になりました。

笑える話を一隻。ぃゃ一席。（＾□＾；）

先程ワタクシ「残りあと３日分！」と思って、ガンバッテ砂魚鵜をしてをりました…

なんのって、コレの。

⇒http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161972

『復讐は、ビシソワズ。』（二年目） （２０１５年2月）

そしたら…、あれッ？（＠＠；）？…と、

勢い余って？イキナリ翌月の１日目に突入しておりました…☆

ｗ（＾■＾；）ｗ…。

　えぇ。（＾＾；）★

私の頭の中で、何故か「２月は３１日まで有る」ことに、なっていたんですけどね…？？

どこか違う時空のカレンダーと間違えてたんでしょうかね…？？

https://www.youtube.com/watch?v=ojk92aBMTlw
Luis Cobos Mexicano (full disc) 

んで。（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201709082319538948/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201709082319538948/
file:///tmp/puboo/127516/455282/book/116517/page/3161972
https://www.youtube.com/watch?v=ojk92aBMTlw


例によって家事の予定をしわ寄せの犠牲にして、３連休、終了☆

ごはん食べて、

まんが読んで、

早目に寝ます。（＾＾；）。

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月9日9:11
　

OTL49さんがリツイート 
ショーンKY @kyslog · 9月7日 

会社勤めをしていると、昨年から明らかに労基法を守れ残業削減1週間連続休暇推奨という「圧力
」がかかるようになってて、人事に聞くと電通自殺事件で労基署が勢いづいてるプッシュ要因と

、雇用情勢の改善でブラック企業の噂が立つと新卒がさっぱり集まらなくなるというプル要因の

両方で駆動してる模様

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月10日8:24
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年2月21日  
Googleトレンド検索　日本
　

キレやすい

すぐキレる

キレやすい人

感情が激しい

人格崩壊

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/cmk2wl/status/701596009139286016


https://twitter.com/cmk2wl/status/701596009139286016

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年3月2日  
更年期障害関連で Googleトレンド検索　東京都
　

若年性更年期障害

閉経

テストステロン

エストラジオール

情緒不安定

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月10日8:52
　

OTL49さんがリツイート 
むぎ @MUGI1208 · 9月7日 
　

昨日、先輩が「もう嫌になった」と落ち込んでたので聞いてみたら、

「障害が出て、派遣先から品質はどうなってるんだと怒られてる。

 
ミスは認めるが、ミスを1件も出さない事が標準で、それ以外の、
1件に抑えた事等に対する評価はないまま、
ただただその1件を責められるのに耐えられなくなってきた」
 
と

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月10日8:53
　

OTL49さんがリツイート 
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異邦人 @Medicis1917 · 22時間22時間前 
　

残業代ゼロ法案は不払い労働の合法化するという一点だけで十分非難に値するけれども、度し難

いのは「高プロだけ」と安心して無関心を貫いている人達。例えば労働者派遣法一つとってみ

ても、徐々に対象が拡大されていって今では4割が非正規労働者なのに、何故自分たちは含まれな
いと断言出来るのか。

https://twitter.com/Medicis1917/status/906332162441437184
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月11日8:34
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7月2日 
　

トラウマ、

大事な人の喪失、

みじめな境遇、

果たせなかった思い、

過去にかいた恥、

劣等感にやっかみ、

優越感、

抑圧と不安、

諸々の心理に目を向けた方がいい。

自分の心理を見ないと、自分が何をしているのかがわからなくなるんだから。

鷹矢優子

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月13日9:37
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2012年10月24日 

https://twitter.com/Medicis1917/status/906332162441437184
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阪南中央病院（大阪府）の専門家　1985年から90年にかけて、1232人の原爆被爆者を調べ、その
結果「腰痛は3.6倍、高血圧は1.7倍、目の病気は5倍、神経痛と筋肉リウマチは4.7倍に増えており
、

胃痛・胃炎などでも同じ傾向である。

https://twitter.com/cmk2wl/status/261325364721229825

…アルパカ狼さんおばかさんだから食ベクレで？⇒ 腰痛…。（－－；）…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月13日9:40
　

https://twitter.com/inemurinuko/status/907439085161037824
OTL49さんがリツイート 
ねこひげ＠UNLIMITED @inemurinuko · 22時間22時間前 
ねこひげ＠UNLIMITEDさんがあの佐々岡@転職活動中をリツイートしました
　

企業「たすけて！人材不足なの！

志望者「給料いくらくれますか？残業代ちゃんと出ますか？」

企業「お前はいらない

 
企業「たすけて！人材不足なの！

志望者2「休日はどれくらいですか？有休取れますか？」
企業「お前もいらない」

 
企業「たすけて！人材不足なの！！なんで人が集まらないの！！

　　↑

…まさに…ｗｗｗ

あげくに、悪条件のなか、面接部門がひっしになってかき集めてくれた人材を前に、

「ちょっと多すぎるよな。なんでこんなに来たの？余るから、２〜３人辞めてもらろうかｗ」

とか、

https://twitter.com/cmk2wl/status/261325364721229825
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/inemurinuko/status/907439085161037824


面前で、嘲笑して…

「余った」２〜３人どころか、１５人くらい、一気に集団退職したのに…

「？」ってなってる暗愚らーが、「禁句スリー」ＳＶです…。

…（－－；）…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月13日9:44
　

OTL49 @sukipparanisake · 7時間7時間前 
OTL49さんがぽんたをリツイートしました
　

「嫌なら出てけ」ってのは、結構的確なのかも知れない。国の没落を無視すれば。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/907666837004967938
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月14日7:31
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年10月26日 
　

「人は自分の生き方にたいへん固執しているので、それを変えようとする人物、表面的に変える

のではなく核心において変えようとする人物は敬遠される。怖がられる。」

　

オショー

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/sukipparanisake/status/907666837004967938
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2017年9月14日7:35
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年8月8日 
　

人間は少しづつ変えられる。教師があなたに直立不動の「気を付け」「前へならえ」を言って徐

々に従わせたように。

　

帰国子女にはそういった調教的な技が通用しないから、普通の学校では問題になるケースが多い

。

　

人間は徐々に改造されていく。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月17日9:14
　

OTL49さんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 9月15日 
　

「キャパ越えです！納期に間に合いません」という仕事量について

　

「じゃあ人を増やそう」「納期を延ばそう」「コストを増やそう」「断わろう」というのがマネ

ジメントであって

　

「そこをなんとか」と頭を下げるのは子どもが泣くのと同じである

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月18日7:30
　

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 
　

あなたは地獄にはいない。 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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あなたが地獄そのものなのだ。

　 
あなたのエゴが地獄なのだ。 
もしエゴがなかったならば、地獄もない。 
　

エゴがあなたの周りに構造物を作り上げる。 
それがあなたを不幸にする。 
　

オショー

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月20日8:22
　

OTL49さんがリツイート 
Hound＠C92土曜 東ミ-17a @Hound_7 · 16時間16時間前 
　

よく新人さんに報告・連絡・相談(ほうれんそう)を教えるけど、自分はその報告に対して
　

お:怒らない
ひ:否定しない
た:助ける(困り事あれば)
し:指示する
　

と『ほうれんそうのおひたし』で心掛けてる。

悪い内容でもこの点を注意してると新人さんは早めに相談してくるので対策打ちやすい

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月21日10:35
　

OTL49さんがリツイート 
けふ @kef_in_kyoto · 9月19日 
　

https://85358.diarynote.jp/
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コストコの「高時給にすれば誰もやめないから教育コストが減る」っての、

一向に誰も真似ようとしないよね

https://twitter.com/kef_in_kyoto/status/910049819103682560
　

　

 
 

https://twitter.com/kef_in_kyoto/status/910049819103682560


（９月11日）　今日はだれも口きいてくれる人がいませんでした。(ToT)　

https://85358.diarynote.jp/201709110935595964/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月11日23:27
　

先ほどなんとかへろへろ帰投。

(∋_∈)

心身ともにあまりよろしくない状態。(T_T)

今日はだれも口きいてくれる人がいませんでした。(ToT)

アルパカ狼さんにまで完無視された…（＞＜。）。。

頭痛とめまい（おか酔い？）、

吐き気と胃痛。(∋_∈)

買い物運だけまぁまぁ良し。

…(^_^;)…

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます

。。。(〃_ _)σ‖
　

 

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


（９月16日）　再び４連勤の１日目。（－－；）

https://85358.diarynote.jp/201709160706009166/

【 襟裳町から 】中継【する意味ない 】／北朝鮮ミサイル：落下
、襟裳岬【 東⇒約２２００キロ 】。

2017年9月16日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

中津川　昴 @subaru2012 · 19時間19時間前 

『北朝鮮ミサイル：落下、襟裳岬東約２２００キロに修正』毎日新聞

https://twitter.com/subaru2012/status/908568094305423360

しんちゃんさんがリツイート 
Karen @karen20801 · 23時間23時間前 

さすがにこれで襟裳町から中継する意味はないと思う。

https://twitter.com/karen20801/status/908466466130767872

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Ｔ－Ｔ @tcy79 · 9月14日
Ｔ－ＴさんがＴ－Ｔをリツイートしました

町役場のひとの反応がすこぶる悪かったので全く触れなくなったw
https://twitter.com/tcy79/status/908467116260573184

https://85358.diarynote.jp/201709160706009166/
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（前６項「夜行りす」臨時運行してますので、見てない人はどうぞ？）

https://www.youtube.com/watch?v=kdw7NTl7aOA
ケツメイシ　はじまりの合図 

おはようございます！

０６：５３になちゃいました。

再び４連勤の１日目。（－－；）

とにかく私は物欲はわりと少ないほうだと思うのですが、

知識欲？と、「やりたいこと」欲は異様に強いほうだと思われ…（〜〜；）…

４連休したのに全然まったく！「時間が足りない！」

と叫びながら週明け？を迎えている現状、というね…★

…ｗ（－－；）ｗ…。

とにかく定刻６時に起き出して積み残しの小家事を片づけました。

窓辺には洗濯物と植木鉢がお日さまを浴びているし、

布団もついでにお日さまにあたる室内レイアウト…

（嗚呼、めいにゃん様が生きてるうちにコレやってれば！

　あんなふうに死なせないで済んだのに…！！）（＞＜ｐ）…

…とにかく…（－－；）…

札幌は午前５時で１３℃まで下がりました。

南関東なら１１月並み？の気温です。今年は涼しいです…。

現在は直射日光ガンガン。（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=kdw7NTl7aOA


予報最高気温…２２℃…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月16日（土）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00

かるく夜霧がたって無風。昨夜のベクレ砂塵が地に落ちてくれたので、現在は空気清涼、美味

です…♪

（＾ｗ＾）ｇ

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月16日7:23
　

０

６１

７１

８８

　

　

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月17日7:07
　

2017年09月16日（土）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.037 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.036 0.037 6 
12:00 0.038 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.037 6 
16:00 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.038 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 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 0.036 0.037 6 
23:00 0.037 0.037 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6
　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（９月16日）　バイトは平穏で無事これ名馬な一日でした。

https://85358.diarynote.jp/201709160804463734/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月16日15:29
　

本日普通の日。（悪くない）。

隣の新人さんが同人やってそうな声優しゃべりでウカツに話しかけられない…(^。^;)…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月16日22:19
　

先ほど無事帰投。

バイトは平穏で無事これ名馬な一日でした。

しかしながら札幌の都心や幹線道路沿いはそろそろ被曝過敏症の私の身体が『もう棲めない』と

判断するレベルに近づきつつあります。(∋_∈)

軽井沢を『離れるしかない』と結論した時のレベルにセシウム粉塵が増えてしまいました。

(ToT)

推測ですが、関東から自家用車に乗った魔ま『避難移住』してきたバカや、関東を離れるに当た

って手放された中古車が、除染もされないままで札幌で販売されているのか…(-_-#)…

雨と風だけでは説明のつかない汚染分布なので、とにかく道路沿いの汚染線量は危険！

 
と言うしかありま温泉…

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


…(-”-;)…

肺から汚染排水吐き出しまくって疲れました。

(T_T)

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！

(ノ-o-)ノ　┫
　

 



（９月17日）　４連勤の２日目。

 
https://85358.diarynote.jp/201709170705129970/

札幌は晴天⇒明日の台風到来？に向けて下り坂の予報。

2017年9月17日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=6_mhFuIPFMs
Patti LaBelle - Stir It Up (Beverly Hills Cop soundtrack) 

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
台風タリム

本体の雲が近づいてる。気象庁の夕方の最新予測だと、明日17日に鹿児島県の川内原
発付近を通過し、桜島の横を通り、午後に伊方原発も予報円の中。その後、

18日午後に北海道（960hPa）に再上陸。

北海道は注意した方が良さそう。https://tenki.jp/map/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/909004671313879040

おはようございます。０６：４８にＰＣ起こしました。

４連勤の２日目。さくさく往きます。

札幌は晴天⇒明日の台風到来？に向けて下り坂の予報。

https://85358.diarynote.jp/201709170705129970/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709170705129970/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170917/85358_201709170705129970_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170917/85358_201709170705129970_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170917/85358_201709170705129970_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6_mhFuIPFMs
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https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/909004671313879040


午前５時の気温１４℃。

無暖房の室温は１９℃まで下がりました。

おもわず靴下２枚重ね。長袖２枚着用…。

…（＾＾；）…

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月17日（日）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

　　↑

「公称」数値は低いし、確かに空気は「まし」なのですが、幹線道路沿いに致命的な「２．５

以下」的なモノが拡散していて…セシウムその他ミックスの、大変有害なシロモノで…

空気が乾燥してきたことともあいまって、喉を直撃。（＞＜；）

…たいへんに体に悪い状態です…。…（〜”〜；）…

（これが続いて、悪化するようでしたら、いよいよ私は札幌ダッシュで脱出…を、実行しなくち
ゃなりませんが…

　はて、どうやって、どこへ逃げたら、いいんでしょうか…？？？）

まぁ、明日からの台風の影響が、吉と出るか凶と出るか、様子見で…。

★（－－＃）★

てことで機嫌はよろしくなく、体調は波乱含みです…

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


…なんだこりゃ…？
　　↓

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 2 時間2 時間前 

津別峠、変な具合に欠測？してます(^-^;)
https://twitter.com/charlie24K/status/909147127871242241

（どうも毎週「土曜日は最低記録の日」らしい…★）
　　↓

アクセス解析

これまでのカウンター増加数の推移

　　日付　　アクセス数

2017-09-16 (土) 45 ☆ 日記更新 
2017-09-15 (金) 71  ☆ 日記更新 
2017-09-14 (木) 88  ☆ 日記更新 
2017-09-13 (水) 92  ☆ 日記更新 
2017-09-12 (火) 129 ☆ 日記更新 
2017-09-11 (月) 67  ☆ 日記更新 
2017-09-10 (日) 65  ☆ 日記更新 
2017-09-09 (土) 75  ☆ 日記更新 
2017-09-08 (金) 191 ☆ 日記更新 
2017-09-07 (木) 136 ☆ 日記更新 
2017-09-06 (水) 111 ☆ 日記更新 
2017-09-05 (火) 69  ☆ 日記更新 
2017-09-04 (月) 57  ☆ 日記更新 
2017-09-03 (日) 69  ☆ 日記更新 
2017-09-02 (土) 43  ☆ 日記更新

https://www.youtube.com/watch?
v=0LPJJwqIIFY&index=7&list=PL2MYymC23PuWKhM5mrWwuBKDULLxojQlV

https://twitter.com/charlie24K/status/909147127871242241
https://www.youtube.com/watch?v=0LPJJwqIIFY&index=7&list=PL2MYymC23PuWKhM5mrWwuBKDULLxojQlV


Rocky 4 Final Countdown
 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月17日7:08
　

…ん”〜…？？（〜〜；）

はやくも怪しい風が吹いてきました…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月17日7:21
　

スゲェ嫌な砂塵が侵襲して来たんで…（－－＃）…★

とりあえず開口部は全部閉めてきました…★

（そして今、悠宙舞さんが停まった…！）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月17日7:37
　

cmk2wlさんがリツイート 
美原 @miharaHKD · 7時間7時間前 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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喉おかしい言ってる人確かに多い、東京だけじゃないRT @cmk2wl: Googleトレンド検索　東京都
 
歌えない

声がでない

声がかすれる

声が出せない

歌が下手

そりゃ、核燃料の微粒子を吸い込んでるんだからね。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月17日7:43
　

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 

この世のことはどんなに些細なことでも予断を許さない。

人生のどんな小さなことも、予想できない多くの部分から組み合わされている。 

リルケ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月18日6:35
　

2017年09月17日（日）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 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 0.037 0.037 6 
07:00 0.037 0.036 0.037 6 
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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 
12:00 0.037 0.036 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 0.037 6 
16:00 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 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 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
 
 



（９月17日）　リータス奇ーター作の隔離ハブ嫌がら席。

https://85358.diarynote.jp/201709170931403805/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月17日22:37
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

今日はバイト的には業務上厄日でしたが(-”-;)ムダに営業成績は良し。

おそらくリータス奇ーター作の

(-_-#)
隔離ハブ嫌がら席でしたが

お向かいにムー眠とムー似ー・ラブグッド嬢が並んで日がな女子会トーク？を炸裂させていた

ので、

混ざれないながらも大変にメルヒェンな？眺めでございました…ｗ

まんが読んで

ごパン食べて

早めに寝ます！

(^-^)g
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月17日23:33
　

台風に引かれて強い北風が吹いているので昨日よりだいぶ空気がマシっそよ。(^。^)

https://85358.diarynote.jp/
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明日はどうなるかな〜っ？

┐(’〜`；)┌
　

　



（９月18日）　今日も悪意に満ち満ちた絶賛『 隔離ハブ席 』。

https://85358.diarynote.jp/201709180758372815/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月18日10:05
　

…
朝っぱらから厄日。(^_^;)

台風直撃だし月曜日だし道路は混んでるだろうと、良いコ？の霧樹りす＠畑楽キアリは律儀に遅

刻予防のため情報チェックも途中で切り上げて朝飯も抜いて一生懸命にバス停まで走ったのに…

…(-”-;)…

【月曜日だけど祝日ダイヤ】で死た…

（；‾Д‾）

。。。(〃_ _)σ‖
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月18日10:09
　

死世宇がないのでバス停の前にある他人アパートの階段前室に不法侵入して１５分待ち。

(^_^;)

https://85358.diarynote.jp/
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バイト先の休憩室で食べるはずだった朝ごパンのタベルナ（食堂）と化しました…

σ(^◇^;)。。。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月18日15:26
　

札幌は雨量も線量も風量もたいしたことなくすでに晴れつつありますが、いいんですかこれで？

(・ω・;)(;・ω・)

（…にしては異様睡魔…）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月18日22:09
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

予定は狂いましたが大厄はなかったし、

今日も悪意に満ち満ちた絶賛

『隔離ハブ席』（おそらくリータとエルさん共謀）だっけど

必要な筆記具はロフトで買えたし、買いすぎを後悔するくらい食糧も買い込めたし、(^_^;)

後のことは抹消！
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（９月19日）　今日も絶賛シマナガシ隔離イヤガラ席。

https://85358.diarynote.jp/201709192209412780/

【 札幌 ０．０５４ μ 】。(-_-#)

2017年9月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

吉凶シマ流し模様な一日。

(-"-;)

今日も絶賛シマナガシ

隔離イヤガラ席だったけど

アルパカ狼さんがわざわざ

構いに来てくれたし♪

o(^-^)o

でも業務多忙に過ぎて

話す暇も鑑賞する隙も無かったし(;_;)

でもムダに営業成績はやたらと良かったし♪(‾ー+‾)ニヤリ

しかしムダに長引くクレーマー客に何故か何度も何人もからまれて処理件数は少なくなったし、(-
_-#)

定時で帰りたかったのにムダに残業はいったけど

おかげで断続的なベクレどしゃ雷雨の直撃は免れたし、(^。^;)

両隣に誰も居ない完全隔離イヤガラ席でイチニチ誰とも話せずに終わるかと思って発狂しかけて

たら、

ひとつ向こうの席からわざわざムー眠が話しかけてくれたしな〜(≧ω≦)b

台風すぎた癖に突然のマジ雷雨で、やむなく自転車おいてバス帰宅の今はすでに車中ですが…

https://85358.diarynote.jp/201709192209412780/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709192209412780/


（さっき一度送信したのはバスセンターで待ってたらバス来たのでタイミング）

すでに雨は止んだ？感じで

チャリ帰宅でも良かったじゃん〜？？とかおもってるけど…

(^_^;)

きっと足もと水濡れ被曝や転倒事故から免れた？とか何とか、

【等価交換】な良いコトがあるに違いない〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月19日23:15
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

線量高くて被曝超過で自動発熱モードに入っちゃいました★

(-_-#)

例によって私がほとんど濡れずに済んで帰宅して一息したタイミングで、また本降りになってき

ました…(^。^;)…

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


明日からまた楽しい？３連休！

o(^-^)o

まんが読んで

ごぱん食べて

早めに？寝ま〜す！(^o^)／
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月20日6:55
　

０

６１７

４４４…☆
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（９月23日）　再び４連勤の初日。（－－；）

https://85358.diarynote.jp/201709230717118358/

【 脚が吊る 】⇒【 重金属は筋膜に蓄えられる 】／北海道猿払村
で朝鮮人を悼んで石碑を立てようとしたら、右翼が抗議。／（

札幌 １６ ℃。 ０．０３８ μ ）。

2017年9月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=VEu5mT3XD2s
【作業用BGM】超泣ける曲…美しいバイオリンの音色が
切なくも激しいロックオーケストラ曲 

少し遅めのスタートになりました、おはようございます。

ＰＣ起こしたのが０６：５５、何故か起動が超〜遅くて、

画面に辿り着いた？のが０７：００ジャスト。

起床はむしろ１０分早かった（きのう寝落ちするのが早かった）んですけどね〜？？

小家事…というか魔女鍋料理に手間取りました。（＾＾；）

例によって連休前より積み残し作業リストが増えている霧樹リスとですよ…★

再び４連勤の初日。（－－；）

札幌は１６℃？　強く妖しい南風。予報は下り坂…（〜〜；）…★

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/201709230717118358/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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2017年09月23日（土）【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 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00

公称数値は低いのですが、風が吹くと地面からセシウムその他いろいろ入り粉塵がたちこめる

ので…
（－－；）

…被曝カナリアは水痰吐きまってて…けっこうツライです…（ＴＴ；）…。

（まぁすぐ「吐き出す」おかげで、内部被曝は免れてるわけなんですが…☆）

そぉいえば、今日は「秋分の日」です。

空が明るくなったのが０５：３０頃。

日の出が０６：００ちょうどぐらいでしたかね…。

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

2. 激しい運動や疲労によるものとは違い、太ももの裏からふくらはぎまで電気が走る
ようなつり方でかなり痛いものでした。

その異変と同じタイミングで足の裏に「黒い点」ができたのです。

黒い点は足の内部から何かが圧している雰囲気があり、歩行の刺激でその部分が角質

化していくのです。

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

1. 震災前は完全な健康体であった私に、震災後に一つだけ異変が起こりました。右足



がつりやすくなったのです。去年は車の運転をしていてアクセルを踏む足が突然つっ

たり、床に座っていて突然足がつったり…。寝ている時もなんとなく足がつりそうな
雰囲気が。

　　↑

同じ！（＠■＠；）！←同じ！

cmk2wlさんがリツイート 
maomao3333 @maomao3333 · 15時間15時間前 
返信先: @cmk2wlさん 

別府市で生まれ育ったからリウマチで湯治に来てる人を幼いころから見てたんだけど

長崎の被爆者とか多かった気がする。重金属は筋膜に蓄えられるって話は腑に落ちる

　

RT#線維筋痛症 のような痛みを伴う疾患（結合組織炎等、リウマチ性疾患に近いもの
）は、

骨格筋というより筋膜に原因があるのでは？

https://twitter.com/maomao3333/status/911146395985313792

…私はこれで治し（強制排出し）ました〜…♪
　　↓

http://onsen-kiyora.com/spa/#wrapper
森林公園温泉　きよら

（札幌にも、脚、特に左足に異常が出て歩行困難（若い人の杖！）が、増えてます…）

（－－；）

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 9時間9時間前 

いい本です→「安倍政権にひれ伏す日本のメディア」マーティン・ファクラー 著

https://twitter.com/maomao3333/status/911146395985313792
http://onsen-kiyora.com/spa/#wrapper
http://www.futabasha.co.jp/booksdb/smp/book/bookview/978-4-575-30996-6.html?&mode=3


http://www.futabasha.co.jp/booksdb/smp/book/bookview/978-4-575-30996-6.html?
&mode=3 …　

例えば→北海道猿払村で、戦時中に非人間的な労働でで亡くなった朝鮮人を悼んで石

碑を立てようとしたら、右翼が抗議して中止に。せめてメディアが報道していたら

…と。

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月23日9:07
　

…もののみごとに

２時間？カウンターが１個もあがらない…（＠＠；）…。

（こんなの初めて！）
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（９月24日）　座席運は半凶分子。(-”-;)

https://85358.diarynote.jp/201709240903547917/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月24日14:33
　

春先からずっと被曝とは無関係に老化？と運動不足で脚が不調とか痛くてまともに歩けないとか

言ってる割には自宅からバイト先まで５９分で踏破した私はやはりなかなか健脚商売だと思いま

す♪

o(^-^)o

座席運は半凶分子。(-”-;)

『隣のブタガエル』はココロが穢れるので勘弁してほしいが、はっきり言って私より向こうの

ダメージのほうがデカイｗ

はす向かいのエルさんがレインリリーさんをロウラクにかかっているのはまぁ放っとくとして。

反対隣の岸恵子（偽）はクープランみたいな性格のピアノ弾きで、

いかにも私は個人的に嫌われてるけど、観てる分には愉しいので良し。

…アルパカ狼さんもリャマさんも居なくて淋しいよ〜ん…★

(T_T)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/
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2017年9月24日22:52
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

今日はバイト運は凶でしたが、

買い物運はまぁまぁ。(^_^;)

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！ (^◇^)ゞ
 
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月25日7:38
　

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 

23. 「黒い点」は 2011年の 4月から諸々の都合で約1年を東京で過ごしたからだと思います。
やはり被曝はしているのでしょう。

だけど今そう言えるのは水、食品、空気を管理し家屋の気密性を高め、

他の要因はないと切り分けができるからです。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月25日7:39
　

これはアリ。私も同感。

　　↓

　

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

19. 筋膜は全身につながっているそうです。

https://85358.diarynote.jp/
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これは毒出しをする上で有利に作用するかも。

 
実際わたしのように一箇所から囊胞を出したことで右足全体が快癒したのです。

眼輪筋の筋膜まで繋がっていた可能性も。

　

 
 



（９月24日）　業務ＰＣで 他社 通販サイト観てる。

https://85358.diarynote.jp/201709250649028827/

追記あり。⇒　（めも）【　ぶたガエルがどのくらい最低かとい

う話　】。

2017年9月24日 就職・転職 コメント (6)
　

仕事しない

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　↑

私が３本も４本も立て続けに電話とって必死で報告書類書いてる脇で、

延々３０分くらい？

受電しない（着信拒否モード）で堂々と隣近所と私語しまくってて…
　　↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

業務ＰＣで他社通販サイト観てる

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　↑

しかも！コイツらに限って、上司連中、

「気がついてるのに、絶対に注意しない」！！！！！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　↓

さらにその相方は携帯持ち込んで情報送信してた

で、

犯罪の濡れ衣が私に着せられたりする見込み…(-_-#)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709250649028827/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201709250649028827/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月24日22:52

先ほど無事帰投。(^_^;)

今日はバイト運は凶でしたが、

買い物運はまぁまぁ。(^_^;)

明日はアルパカ狼さん遭遇確率高し。o(^-^)o

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！ (^◇^)ゞ

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月25日6:59
　

ちなみにワタクシ営業成績？は、いよいよツートップ！に並び立つところまで躍進しましたんで

すが…

成績も勤務態度も最低最悪なヤツラが陰険「集団イジメ」をかますせいで…

いつも、ねちられた新人さん達が、ごそごそ辞めて（逃げて）逝くんだよ…。

ガッカイ淫ども！

…まさに、ガン細胞…★（－－＃）…★

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9月25日7:23
　

Ghost of the forestさんがリツイート 
のんべ安 @nonbeiyasu · 12時間12時間前 
返信先: @elitwindmwさん、@tebasakitoririさん 
　

彼等はソシオパスと云う症状と一致しますね。

https://twitter.com/nonbeiyasu/status/911900173239848960
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月25日9:11
　

…「三井傘下」で働いててスイマセン…（－－＃）…★
　　↓

　

OTL49さんがリツイート 
非一般ニュースはアカウント凍結 @kininaru2014111 · 17時間17時間前 

ソフトバンク、500万円しか税金払ってねえ。
https://twitter.com/kininaru2014111/status/911848403495043073
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月25日9:15
　

OTL49さんがリツイート 
レノール ♂ @renoru_ · 9月23日 
　

つらい(※今から100年以上前の記事です)

https://85358.diarynote.jp/
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https://twitter.com/renoru_/status/911489122534961152
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月25日9:25
　

OTL49さんがリツイート 
考えるイヌ @sakunary · 9月20日 
　

今朝の日経。自分の考えにおもねる学生に優を与え、反対意見を述べる学生を落第させる、

最悪な大学教員の例になってる。

https://twitter.com/sakunary/status/910465465679351808
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月27日9:10
　

OTL49さんがリツイート 

ブラック企業と戦う方法 @kigyo_black · 9月25日 

【とりあえず3年】
「とりあえず3年は働くべき」と言う上司や先輩がいる人へ。

四季報には3年以内の離職率が掲載される為、
早期に退職されるのを企業は嫌がります。

 
3年務めたところでその人はアナタの人生に責任を取ってくれる訳ではないので

ブラックの場合はさっさと辞めましょう。
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（９月25日）　４連勤の３日目。

https://85358.diarynote.jp/201709250705309689/

（札幌＠最高 ０．０３９ μ。最低 １６℃。）／「 (ﾟﾟ;) ｴｴｯ！真
っ赤！！」／道産子なら、何ひとつおかしい所が無いことは解る

よね？w ＞RT／販売終了です。

2017年9月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=FpQXJIyUmhQ
海行かば 山行かば 踊るかばね / SOUL FLOWER UNION　　NO NUKES 2012 

あらためまして、おはようございます。

ＰＣ起こしたのが０６：４４？

前項日付修正作業と追記でムダに１０分くらい消費しました…★
ｗ（－－＃）ｗ

札幌は午前６時で１６℃？ほぼ無風。白い絹雲の美しい青空。

降水確率…あれ…？？（〜〜；）…。

４連勤の３日目。もちべはアルパカ狼さん遭遇確率のみです…

さくさく情報チェック生きます…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月25日（月）【当日】 
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チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
marimo60 @Marimo60Ipad · 1時間1時間前 

おはようございます♪( ´▽｀)
9/25日(月) 24/9℃ 

(ﾟﾟ;)ｴｴｯ！真っ赤！！
ビックリして一気に目が覚めた〜！

『藤ノ木古墳記念日』

『主婦休みの日』

③…この秋桜はこれから咲きます♪
④…秋桜は朝露掛かって無いのに…綺麗ネ♪
https://twitter.com/Marimo60Ipad/status/912068536922546177

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 
【札幌　週後半は日中でもコートの出番!】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/tajimegu/2017/09/24/82892.html … この先の札幌の
最高気温は、水曜日にかけては平年並みか高めで経過しますが、木曜日からは平年よ

り低めで、..

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
StHkdのメモらしき何か @moto_sthkd · 21時間21時間前 

https://twitter.com/Marimo60Ipad/status/912068536922546177
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/tajimegu/2017/09/24/82892.html


返信先: @araran100さん、@tsurumutukiさん、@StHkdさん 
StHkdのメモらしき何かさんがearthquake-japanをリツイートしました

そういえば、2〜3日前から室蘭・白老の地中加速度変化が続いてますわ。

有珠山・樽前山、内浦湾方面も視野に、かも。

https://twitter.com/moto_sthkd/status/911781530531328001

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 6時間6時間前 

道産子なら、何ひとつおかしい所が無いことは解るよね？w ＞RT

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
スーパーちかと @Chikato261 · 12時間12時間前 
#全くインスタ映えしない風景写真選手権

ジャスコ釧路店 直進110km
https://twitter.com/Chikato261/status/911907549154131968

鳥舎 @Toya_Kameari · 2015年5月21日 

北海道の正しい地図。（ーー；）

#確かに間違ってはいない,
https://twitter.com/Toya_Kameari/status/601281573808250880

　　↑

コレを検索しようとして、

新しい知識を得ました…ｗｗｗ
　　↓

https://twitter.com/moto_sthkd/status/911781530531328001
https://twitter.com/Chikato261/status/911907549154131968
https://twitter.com/Toya_Kameari/status/601281573808250880


みきつね @Kituneshippo · 8月20日 

メルカトル図法では、方角は正しいですが面積は正しく表示できません

地図上では北海道よりも本州のほうが大きく見えますが、重ね合わせてみると 
https://twitter.com/Kituneshippo/status/899271959032111104

koz kata @bustinanddronin · 6月23日 

縮尺が正しい日本地図パズルやると分かります。北海道の中に関東のパズルが全部

入る。

　　↑

…えッ！…（＠□＠；）…！！！！
　　↓

？？？？？

ずんだくるみ @zunda_kurumi · 8月17日 

フリーハンドで日本地図を描くときは北海道から描く人が多いと思うが、面積的に「

北海道の約半分が九州、九州の約半分が四国」になるように描くと、アウトラインは

ともかく、バランス的には大体正しい仕上がりになる。（これを知らないと逆になる

人が多いんだよ(^_^;)）#豆知識

shogun_majires @shogun_majires · 9月19日 

興味本位で、北海道の地図に書き込まれた「このへん」を釧路地域と判断して調べて

みました。「帰路に付くため」とありますので、親族の家から釧路空港へ..

「Jアラートが鳴ったと同時に周りの人が笑い出した…怯えるのか、笑うのか、何
が「..」
https://twitter.com/shogun_majires/status/909979013145231360

https://twitter.com/Kituneshippo/status/899271959032111104
https://twitter.com/shogun_majires/status/909979013145231360


ブレーメンの音楽隊 @PachelbelCanonD · 9月15日 
返信先: @ashibenotomayaさん 

私の技術ではツイートを丸ごとコピペは不能だけど、「Shoji Kaoru」 氏という方が【
政府発表では北海道上空を通過し、襟裳岬東2000キロに落下と言うけど、
実態は「宇宙空間を通過しカムチャッカ半島の南東、日付変更線付近に落下」が正

しい】と地図を示して言っておられました。

Kyon*ଘ(੭*ˊ�ˋ)੭* ◌ੈ�‧� @HxAx1215 · 2016年6月22日 

正しい日本地図。

ちなみに日本地図と言いましたが

ロシア(旧北海道)、しっこく(旧四国)
きゅしゅう(旧九州)、関西、ごーや(旧沖縄)は海外な為

パスポート必須です。

なので日本を指すのはこの地図の真ん中の白い部分だけです。

pic.twitter.com/KzWRC2UAXb

PICTOMANCER @pictomancer · 5月25日 

カールが買える地域の地図、正しい奴RTしときました。「中部以東」なんて造語な上
に正確でもない見出しに乗ってたから勘違いしてもしゃーないっすが、北海道・東北

・関東・中部＋三重、が販売終了です。

 
　

　



 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月25日7:06
　

０

６１

７７７

６

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月25日7:46
　

ネット不安定？

イキナリ落ちた…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月25日8:28
　

？？？？？

　　↓

　

田代博 @fujiyamao · 2015年4月19日 

図は地理院地図で日本列島を表示したもの。メルカトル図法なので高緯度地方ほど拡大される。

九州と比べると北海道は実際より1.3〜1.4倍程度拡大されてしまう。正しい国土認識を得るために
、正積円筒図法で表示されるようなオプションがほしい。

https://twitter.com/fujiyamao/status/589696874455543808
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2017年9月26日7:09
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（９月25日）　問題大アリクイな勤務態度。

https://85358.diarynote.jp/201709251426407334/

ぶたガエル症候群。(-_-#)　　（１０月３日⇒無関係画像追加）

2017年9月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (10)
　

本人（本蛙？）が居ない時には全員で口を極めて悪口言ってるぶたガエルが、

いる時には全員異様なほどに愛想よく媚びへつらい、

どう控えめに見ても問題大アリクイな勤務態度は完全に見て見ぬフリされて、

他の人はもっと軽微な遅刻や病欠やミスで強制退職に追い込まれているのに、

この異常識な不公平感はどう考えても不条理。

(-_-#)

とりわけ、居ない時には人一倍口汚く罵り倒している某嬢など

オモテウラの落差のデカさからプロファイルしてみれば、

その「政治的配慮」な背景など簡単に透けて見えてくる。

┐(-_-#)┌

（言っとくが私はエンパスだ）

(^_^#)

挙げ句の果てには今日はアルパカ狼さんまで、あからさまに、ぶたガエルに揉み手で摺り寄って

いた…
(ノ-o-)ノ　┫

なにやら非常に前世記憶が刺激されるシチュエーションなので…

https://85358.diarynote.jp/201709251426407334/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201709251426407334/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170925/85358_201709251426407334_1.jpg


(^。^;)

欠落している細部のエピソードの代わりに、

ぶたガエル、⇒作中キャラに、

昇格（？）決定ｗ

(‾ー+‾)ｄ

⇒『白沙』〜ｗ

http://p.booklog.jp/book/117422/read

（後でトリガ貼ります。）

　　↑

（貼りました☆）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月25日23:13
　

先ほど一応無事故で帰宅。

(^_^#)

精神状態は甚だヨロシクなく、

例によってヤケ買いに走り、

file:///tmp/puboo/127516/455282/book/117422/read
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


(^_^;)

食糧飲料を異様に大量に抱えて帰って来ました…
┐(’〜`；)┌

まぁ来週マジで磁気嵐とか来たら役には立つでしょう…(^。^;)

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9月26日7:00
　

＞挙げ句の果てには今日はアルパカ狼さんまで、あからさまに、ぶたガエルに揉み手で摺り寄っ

ていた…(ノ-o-)ノ　┫

そして私は完無視されましたｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月26日7:39
　

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前 

「創造とは結びつけること」スティーブ・ジョブス
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月26日7:55
　

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 

自分の信じる通りやってごらん。でもなあ、人と違う生き方は、それなりにしんどいぞ。

何が起きても、誰のせいにもできないからね。

映画：耳をすませば

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月26日8:01
　

あ”〜（〜〜＃）★　ぶたガエルの基本性格って、「こいつに似てる」のか…★
　　↓

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
返信先: @TOHRU_HIRANOさん 

はっきり言う。

安倍さんの酷いのは、「いつも人のせいにすること。責任転嫁し、自分は絶対に責任を取らない

こと」

　

これにつきますよね。さっきの会見も酷いなんてもんじゃないですね。翻訳すると、『今回の冒

頭解散は、あなたたち国民のためで、その事を、あなたたち、国民に問う選挙です。」

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月26日8:48
　

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 9時間9時間前 
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アーレントが、「複数性」にこだわったのは、それが全体主義の急所だからだ。

複数性が担保されれば、全体主義は機能しない。

全体主義は複数性を破壊し、人間から「考える」営みを奪う。

いかなる状況でも「複数性に耐える」、「物事を他者の視点で見る」、

 
「わかりやすさの罠にはまらない」。

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 9時間9時間前
100分de名著・アーレントの最終回。
 
アーレントがアイヒマンに見た服従の姿勢は、誰にでも認められる。誰でもアイヒマンになりう

るということ。

人間は、権威に合わせることが正しいことだと自動的に考える。

権威に従うことが、無自覚な道徳として染みついている。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月26日9:12
　

OTL49さんがリツイート 
umekichi @umekichkun · 9月24日 
　

逮捕状が執行される予定日。高輪署の警察官は成田空港で山口氏の到着を待っていた。

「逮捕はするな」という指示を受け逮捕は見送り任意へ。

当時、中村格刑事部長「山口氏の身柄を取るな」と指示、「私が判断した」と話した。

強姦野郎が野放しに。

https://twitter.com/umekichkun/status/911815184317943809
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月26日9:28
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これ私も昨日きた…（用紙が）…（－－＃）★
　　↓

　

OTL49さんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 9月24日 
　

ストレスを感じまくってたので職場のストレスチェックで

「会社がつらい」「仕事が楽しくない」などストレスマシマシになりそうな項目に

山ほどチェックして提出したら

外部機関に届く前に闇の力が働いたのか

『白紙提出でしたので結果はありません』って報告が返ってきた時は流石に戦慄した

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月27日7:33
　

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
　

我々は、過去を知らないばかりに、自分の生きる時代を中傷する。

　

人間はかれこれずっとこんな調子できたのである。

フローベール

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月3日15:29
　

（忘れてた）画像１を追加。（－－；）

　

朝の出勤風景、いつもの「カミ様の妨害行為」で、３分遅刻して発進したら、

https://85358.diarynote.jp/
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「偶然」Ｊ隊の「戦闘車両」が、

群れて高速道路に向かっているところに

出くわしました…★
　

 



（９月26日）　（４連勤の最終日！）

https://85358.diarynote.jp/201709260732081845/

【 網走？ ０．０５３ μ 】／【 旭川 ０．０５１ μ 】／（札幌 ０
．０３９ μ 。 ＋ １３ ℃ ）。　（中ＯＴＬ）

2017年9月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=3oUu7N65s6I
Epic and Powerful Hiroyuki Sawano Music Collection 

あらためまして？

おはようございます。

ＰＣ起こしたのは０６：４４でしたが、前項トリガー貼りのついでに頁の追加とタイトルページ

のズレ修正とかやっていたら、０７：０１になっちゃいましたｗ

札幌の外気温は再び１３℃まで下がりました。「風が冷たい」です。（＾＾；）

室温は無暖房（熱源は私の体温と電気湯沸かしポットと昨日の日中の太陽熱…）で、２１℃。（
＾ｗ＾；）

ここから真冬にかけて、外気温は最大落差３０℃（－１５℃）近くまで下がりますので…

体調管理と、越冬準備（買い込み）が、本格化する季節になりました…

（野菜が高いッ！！（＞＜ｐ）！！）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月26日（火）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

晴天。無風。予報降水確率１０％…。

さて…？？

（４連勤の最終日！）　
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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 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.038 0.038 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.038 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 

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


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

 



（９月26日）　業務内容厄日。(-”-;)

https://85358.diarynote.jp/201709260810284703/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月26日15:41
　

業務内容厄日。(-”-;)

多摩とか大宮とか宇都宮とか、

泥メンター客だらけ★(-_-#)★

頭痛、めまい、吐き気…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月26日15:41
　

胃痛。顎？痛…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月27日6:56
　

〜０６１７８５５、

＞０６１７８９９．

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


…（－－；）…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月27日11:57
　

（！！！！おんなじ！！！！）

　　↓

　

Lulu__19 @Lulu__19 · 9月20日 
【拡散】tokaiama 

吐き気と頭痛を伴う

片足の痺れが進行している

21歳女性を国立千葉病院で診察を受けたら何故か内科に回されもやもや病の疑いとか 

普通は脳梗塞を疑いMRIを取るはずなのに 千葉では被曝に関連づけられる

心筋・脳梗塞の疑いを他の病気にすり替えるように上から指令が？

　　↑

先日の健康診断の時にも、ちゃんと書類に「手足のしびれ」ってチェックつけたのに、

何故か？そこはキレーに無視されて、「だいじょうぶ！けんこうです！」って…

追い返されたｗｗｗｗ

（去年、「被曝したので健康管理は自分でやります！」って、

　宣言したからね…ｗｗｗ）
　

　

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


 



（９月26日）

https://85358.diarynote.jp/201710031519115806/

♪　雑穀ろーる　♪　　（１０月３日追加）

2017年9月26日 グルメ
貼るの忘れてた…（＾＾；）

前項（http://85358.diarynote.jp/201709260810284703/ ）
コメント欄参照。

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月26日15:41

業務内容厄日。(-”-;)

多摩とか大宮とか宇都宮とか、

泥メンター客だらけ★(-_-#)★

頭痛、めまい、吐き気…

　　↑

でしたが、このパン食べたらちょっと元気になりました♪

画像の説明書きから予測される「あっさりヘルシー」感の期待？を

良い意味で裏切って、

https://85358.diarynote.jp/201710031519115806/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=226
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171003/85358_201710031519115806_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/201709260810284703/


なんかちょっと不思議な「濃厚感」があって、美味しかったです♪

（＾ｗ＾）ｇ

 
 
 



（９月30日）　たったの「３連勤」ですから…っ♪

https://85358.diarynote.jp/201709300722412227/

【 このページは表示できません 】。

2017年9月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=DaL_zidnVwA
【作業用BGM】ドラマチックなヴァイオリンとエレクトロサウンドに癒される 

遅めの？おはようございます。

ＰＣ開けたのが０７：０８でした。

例によって３連休中に積み残した料理と洗濯干しを慌ててやっていて、

朝の時間が押せ押せになる連勤初日。

…でも今回は、たったの「３連勤」ですから…っ♪

ってことで、さくさく往きます…。

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

…ぉぉっと！イキナリ来ました！

⇒このページは表示できません

どぉした！　ナニがあった泊原発…ッ？！！！

！（＠＠；）！

https://85358.diarynote.jp/201709300722412227/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709300722412227/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170930/85358_201709300722412227_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170930/85358_201709300722412227_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170930/85358_201709300722412227_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=DaL_zidnVwA
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


ホワイトフード @whitefood1 · 6 時間6 時間前 
9月30日1時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が15箇所以上存在します。
https://twitter.com/whitefood1/status/913800822537953280

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
9月29日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/913538879545675776

…むしろ「海霧にストロンチウム入り」とは思っていたけど…

公表「セシウム線量」は…

私の体感的には、「そんなに問題ナシ」なんですが…

数値を公表できない、というより、「磁気嵐」…？？？？

（次項に行ってみましょう！）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1506723000/1011-0010-101000-
201709300710.gif?t=1506723630
（０７：００〜０７：１０）

Tabatha @araran100 · 9時間9時間前 

【要警戒継続】NICTのF2層臨界周波数折れ線グラフ　今日は昨日のような地磁気の強
い乱れは和らぎましたが、F2層臨界周波数は、全国的に中央値を上回り電離層嵐傾向
。

稚内では正相電離層嵐発生。すでに要警戒期間内ですが、これで全国的に、大きめリ

スク上昇の要警戒期間は6日まで延長。 
https://twitter.com/araran100/status/913763891431084032

 
　

https://twitter.com/whitefood1/status/913800822537953280
https://twitter.com/whitefood1/status/913538879545675776
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1506723000/1011-0010-101000-201709300710.gif?t=1506723630
https://twitter.com/araran100/status/913763891431084032


　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月30日7:23
　

…あ、ちなみに、

午前５時の外気温１１℃。

室温（無暖房で）１５℃。

寒い？けど、からりと乾いた晴天で、現在ぐんぐん気温は上昇中…♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月30日9:29
　

これやってる。

　　↓

OTL49さんがリツイート 
ふぁいこ @faico · 9月27日 

中医学のせんせいに｢朝起きれない｣って相談したら、｢ガバッて起きずに、ゴロゴロ転がってお布

団で体動かしてから起きなさい。ガバッてすると１日不調だったりする｣って言われてほんとに起

きやすくなった

　

　

 

   
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月1日7:09

https://85358.diarynote.jp/
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地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

2017年09月30日（土）【前日】

01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.042 0.038 0.041 6 
04:00 0.040 0.038 0.039 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.037 6 
07:00 0.037 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 0.036 0.037 6 
09:00 - - - 0 
10:00 - - - 0 
11:00 - - - 0 
12:00 - - - 0 
13:00 - - - 0 
14:00 - - - 0 
15:00 - - - 0 
16:00 0.038 0.038 0.038 1 
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 0.037 6 
24:00 0.037 0.037 0.037 6
　

 
 



（２０１７年１０月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年１０月）
 
 
 



（10月１日）　今日は３連勤の２日目。

https://85358.diarynote.jp/201710010719465162/

【 旭川 ０．０５８ μ 】／（札幌 ０．０３７ μ 。　１２℃。）
　（）

2017年10月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0&list=RDvCEvCXuglqo&index=5
Shakira - Waka Waka (This Time for Africa) 
(The Official 2010 FIFA World Cup™ Song) 
　　↑

（承前♪）

おはようございます♪　音楽は昨日の件に関連しての選曲ですが♪

今日は３連勤の２日目。

時間がないのでお休みになってからゆっくり検索してコメント書くことにします…♪

定刻６時発進ですが小家事に手間取り、昨日の作業で目盛り満杯になって固まってたＰＣを思い

出して再起動したのが０６：５５でした。

札幌は晴天！ほぼ無風。

気温１２℃。室温１８℃。でも冷え予防で上着増量、

下半身は（ａｕのポイント使ってタダでせしめた♪）新しい寝袋にインしてます…ｗ

機嫌は上々。体調は、いつもの不安要因以外は堅調。

https://85358.diarynote.jp/201710010719465162/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710010719465162/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171001/85358_201710010719465162_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171001/85358_201710010719465162_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171001/85358_201710010719465162_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0&list=RDvCEvCXuglqo&index=5


cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 

「足が冷える」 ってよく聞くけど、本当は全体的に微妙な痛みがあるのでは？

さて。情報チェック急ぎます…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

2017年09月30日（土）【前日】

01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.042 0.038 0.041 6 
04:00 0.040 0.038 0.039 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.037 6 
07:00 0.037 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 0.036 0.037 6 
09:00 - - - 0 
10:00 - - - 0 
11:00 - - - 0 
12:00 - - - 0 
13:00 - - - 0 
14:00 - - - 0 
15:00 - - - 0 
16:00 0.038 0.038 0.038 1 
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 0.037 6 

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


24:00 0.037 0.037 0.037 6

さて。（－－；）

昨日一日停止というか「消滅」していて、

⇒http://85358.diarynote.jp/201709300722412227/
　【 このページは表示できません 】。

今朝みたら「謎の欠測」入りで復活？してますが…
…？ｗ（－－；）ｗ…

http://85358.diarynote.jp/201709301525447871/

コメント

2017年9月30日15:59

なんかすごいビリビリ。

被曝してる気がする…？

だったんですよね…。（－－＃）★

はて、泊原発で何か？

それとも、たんに「太陽のせいです。」だったの…？？？

ホワイトフード @whitefood1 · 18 時間18 時間前 
9月30日13時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が22箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/913982218309058560

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

http://85358.diarynote.jp/201709300722412227/
http://85358.diarynote.jp/201709301525447871/
https://twitter.com/whitefood1/status/913982218309058560
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


2017年10月01日（日）【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 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

今んとこ空気は正常かつ清涼。（＾＾；）

太陽光線が強すぎる…眼が痛い…ってことのほうが、問題点でしょうか…。

しんちゃんさんがリツイート 
ウクライナ政府報告書bot @ukurainahoukoku · 5時間5時間前
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。

（あと、この時間からすでに「光化学スモッグ」ぽいものの気配がします…★★）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1506809400/1011-0010-101000-
201710010710.gif?t=1506810034
（０７：００〜０７：１０）

（－－＃）★

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

　

　

 

コメント

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1506809400/1011-0010-101000-201710010710.gif?t=1506810034
https://www.youtube.com/watch?v=SV5XU4vIu5E


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月2日6:59
　

2017年10月01日（日）【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 0.037 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 0.038 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 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.038 0.036 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.037 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
 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（10月２日）　３連休の最終日。

https://85358.diarynote.jp/201710020707431856/

【 稚内 ０．０７７ μ 】／【 札幌　１７℃ ！ 】（ ０．０ ３７ μ
）／「 札幌地検に激震が走った。」　（中ＯＴＬ）

2017年10月2日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

おはようございます。史上最低記録を更新しました。

　　↓

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

2017-10-01 (日) 41 
2017-09-30 (土) 52 
2017-09-29 (金) 60 
2017-09-28 (木) 98

「なかみがマンネリで読む必要を感じない」だけならいいんですが…

どうも「それだけ」じゃないですよね？

「他人のブログを読んでるどころじゃない」状態に陥っているかた多数、

https://85358.diarynote.jp/201710020707431856/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710020707431856/
https://85358.diarynote.jp/201710020707431856/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171002/85358_201710020707431856_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171002/85358_201710020707431856_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171002/85358_201710020707431856_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=SV5XU4vIu5E


という「気配」を感じます…（－－；）★

（特に今まで「こいつばか！キチガイｗｗｗ」と「嘲笑するため」に、

せっせと読みに来ていた皆さんの、健康状態。とかが…？？）

https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I
【Wild Heaven】extended hard core mix -TMN- 

閑話休題。３連休の最終日。

札幌は昨日の異常な爆風のあと、気温が急上昇。

午前５時で１７℃もあって…ｗ（〜〜；）ｗ…

一昨日だっけ？＋９℃まで下がった後なので、生暖かくて気持ちが悪く、からだがモゾモゾして

ます…★

服装と体温の調節が難しいですね…★ｗ（－－；）ｗ…。

んで。現在はほぼ無風なのですが、空気中に爆風で巻き上げられた微細粉塵が充満しまくって

いて…。
（－－；）

窓が開けられません。蒸し暑いし、空気がこもっているけど、がまん。がまん…★

降水確率５０％。雲と晴天が入り乱れ、微細粉塵で空気が煙って見える…

先行き不透明な朝でございます…★★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月02日（月）【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 

https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00

…ｗ（－－；）ｗ…？

…おっとっと！　⇒稚内…ッ！！！！？

！（＠■＠；）！

…札幌は相次ぐ被曝超過と、「水道水質の悪化」により、体調不良（おもに黄疸とか？）続
出中…。

…とりあえず、生きのびたかったら、水道水を飲むのはやめておけ…★★

（－－；）…。

ホワイトフード @whitefood1 · 9月30日 
9月30日13時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が22箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/913982218309058560

…ところで、いつからだったかもう思い出せないけど、あいかわらず、

頭痛と吐き気と眩暈が続いています…

重力方向がね、【ナナメに傾いてる】カンジなの…（〜”〜；）…。

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 10時間10時間前 

「脳チップ」は、パーキンソン病などの治療に広く使われるようになっている。一方

https://twitter.com/whitefood1/status/913982218309058560


軍事研究では、例えば脳の扁桃体を阻害すると、恐怖心を持たない兵士が出来上がる

らしい。脳の操作はタブー視されがちだが、治療法としても重要だ。「常に問題を共

有してディスカッションを」と番組での学者のコメント。

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 10時間10時間前 

面白かった。今月末に再放送があるようです。→フランケンシュタインの誘惑 科学史
闇の事件簿「人を操る 恐怖の脳チップ」 -より良き人間を作ろうと夢見て人間の脳に電
極チップを埋め込み操作しようとした、恐怖の神経科学者の物語

https://twitter.com/sinwanohate/status/914479267739660290

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月3日6:56
　

2017年10月02日（月）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.039 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.038 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 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 

https://twitter.com/sinwanohate/status/914479267739660290
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


16:00 0.038 0.037 0.038 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.038 6 
19:00 0.038 0.037 0.038 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.038 0.038 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 6
　

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710020923053448/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月2日14:57
　

何か物凄い空気ビリビリ。

気分がイライラ。(-_-#)

なんだコレ？！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月2日23:44
　

そもそもたかだか時給３ケタのワープアに、

どんだけ過大かつ対価無視のスキルハードル要求をつきつけるんだ、

クライ暗愚会社と『重々嘘吐き』怪社は？

(-_-#)
　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（10月２日）　業務内容 運、最悪。

https://85358.diarynote.jp/201710031819423405/

【厄日】　（10月02日）

2017年10月2日 就職・転職 
　

　

★エレベーター利用妨害。

★業務内容運、最悪。

☆でも座席運は良し♪

☆『隣のぶたガエル』（予定）が、またもや『仮病欠』(^。^;)

★休憩室が『男の体育会系部室』臭くて居心地サイアク。

(-"-;)

広くなったらますます五月蝿くなった。(-_-#)

せめて面積に見あった換気はしてほしい…(ToT)。
 
 
 

https://85358.diarynote.jp/201710031819423405/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


（10月２日）　安い時給しか払えないのは経営者が無能だからであって、

https://85358.diarynote.jp/201710031822169946/

【 天中殺 あけ 】の一撃★ヽ（・＿・；）ノ　 （10月02日）

2017年10月2日 就職・転職 コメント (5)
　

　

ついに来た！？(‾○‾;)

ベルクカッツェ魔苦ゴナガルが悪意に満ち満ちた顔でに〜やに〜やしてたので、

遂にクビ決定のようですｗ

まぁ、使うはずだった有給休暇以外は何の未練も無いので！

サイアク『失業給付中に原稿書いてデビュー♪』して、ローリングごっこということで…♪

（わ〜い定時で帰れた♪）

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月3日7:56

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 

自分の欠点を直視し認めることです。

ただし欠点に振り回されてはいけません。

忍耐力、優しさ、人を見抜く目を欠点から学びましょう。

ヘレンケラー

https://85358.diarynote.jp/201710031822169946/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710031822169946/


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月3日18:27
　

OTL49さんがリツイート 
sakamobi @sakamobi · 7月1日 
　

日本企業「コストコの時給１８００円はおかしい！侵略行為だ！」

コ「世界標準だぞ？頭大丈夫か？」

https://sakamobi.com/news/payment-by-hour …

どの商売にも競争があるように人材確保にも競争がある。

安い時給しか払えないのは経営者が無能だからであって

駆逐されて当然だとおもう。

https://twitter.com/sakamobi/status/880957124955709440

＞安い時給しか払えないのは

＞経営者が無能だからであって

＞駆逐されて当然だとおもう。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月3日19:12
　

OTL49さんがリツイート 
Taka基地 @BeTakada · 9月30日 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://sakamobi.com/news/payment-by-hour
https://twitter.com/sakamobi/status/880957124955709440
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

この選挙、共産党の協力なしに自由主義は護られえないね。近所の小学校教員一家の家に

創価学会人が沢山集まってる、幹部だからね。他のご近所様が選挙色を出すと、

物凄い目で睨まれ挨拶もしてもらえなくなるらしい。

嫌いだなぁ...差別主義者。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月4日9:28
　

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3 時間3 時間前 
　

日産工場の大半で書類偽装　資格者の押印、不正常態化か：朝日新聞デジタル

社長が知らない訳ないよなぁ…
https://twitter.com/charlie24K/status/915332400166531072
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月5日7:34
　

cmk2wlさんがリツイート 
あずき（甘くない） @nemesis385 · 10時間10時間前 
あずき（甘くない）さんがcmk2wlをリツイートしました

たんぽぽさんは、このlevel7の汚染環境下でそっと自分だけ助かることも出来たのに、
その知識と知恵と行動力を駆使し「皆にも良いものをどうぞ」って言っただけで、

そこに裏も表も無いし、何か悪事を画策したわけでもない。

　

虐げられ蔑まれる理由なんか何一つ無いことを、はっきり言っておくよ。

https://twitter.com/nemesis385/status/915562368607727617
　

　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/charlie24K/status/915332400166531072
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/nemesis385/status/915562368607727617
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月10日9:08
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7月26日 
　

体も臓器も脳も意識も、本質的な違いはない。

たとえ足の裏にトゲの一本が刺さっていたとしても、判断は狂い、意識は集中できなくなる。

同じように被曝で体をやられれば、心の状態もおかしくなっていくのは自明のこと。

脳への直接的な影響も。

自分で補正できるかが問題になってくる。

　

 

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


（10月３日）　『復讐は、ビシソワズ。』（二年目） ４月１０日分まで、やりました
。

https://85358.diarynote.jp/201710032211527137/

（沙魚…豪雨中…）　（寝ます！）

2017年10月3日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=TGtWWb9emYI
We Are One (Ole Ola) [The Official 2014 FIFA World Cup Song] (Olodum Mix) 

おばんです。２０：１７になりました。

いろいろ作業遅延しているので、

今日はとりこぼしていたコレをやって遊んでいて、さらに遅れました…ｗ
　　↓

https://www.jibunshoten.com/bookstore/UVYOTvi9

https://www.youtube.com/watch?v=zKWHC1SO8Zs
ベストワークアウトミュージックミックス2017ジムトレーニング音楽#58 
　

　

前からあって一番下に埋もれていたやつをおもてにひっぱり出して…
　　↓

http://p.booklog.jp/book/21441/read
春まだき　（６） 

https://85358.diarynote.jp/201710032211527137/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171003/85358_201710032211527137_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171003/85358_201710032211527137_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171003/85358_201710032211527137_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TGtWWb9emYI
https://www.jibunshoten.com/bookstore/UVYOTvi9
https://www.youtube.com/watch?v=zKWHC1SO8Zs
file:///tmp/puboo/127516/455282/book/21441/read


コレも、４月１０日分まで、やりました。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161976
『復讐は、ビシソワズ。』（二年目） 

https://www.youtube.com/watch?v=uJaiTGWhiEk
良好なエネルギーと運動する音楽をリラックス 

限界オーバー。（＾＾；）

寝まーす！

　

　

 
 

file:///tmp/puboo/127516/455282/book/116517/page/3161976
https://www.youtube.com/watch?v=uJaiTGWhiEk


（10月４日）　来週出勤したらその場でクビ宣告を受けるかもしれないという４連休
の２日目。

https://85358.diarynote.jp/201710040719149033/

師、詩、死、史、詞…？　／【 稚内 ０．０ ７３ μ 】／（ 札幌
最高 ０．０５２ μ。最低＋８℃。）　（未OTL）

2017年10月4日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

　

★【 ロッカショ注意！】★
　　↓

ホワイトフード @whitefood1 · 32 分32 分前 

10月4日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/915350807226204160

（次項参照）⇒

↓（以下、先の作業）↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=LizTDbjgatE
作業用BGM　3時間耐久〜創世のアクエリオン〜 

おはようございます。

ＰＣ起こしたのが、

１０月４日の、

０６時４４分でした。

https://85358.diarynote.jp/201710040719149033/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710040719149033/
https://85358.diarynote.jp/201710040719149033/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171004/85358_201710040719149033_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=LizTDbjgatE


ついでにカウンタが

０

６ １８
４ １
４…。

ってことで「し」で単漢字を呼び出した順、という、

イミフな仮タイトルになっております…ｗ

さて。

来週出勤したらその場でクビ宣告を受けるかもしれないという４連休の２日目。

（参照⇒ http://85358.diarynote.jp/201710031822169946/ ）

いろいろやること山積みです。（＾＾；）

本日の予定は「投稿用原稿の構成ツメ」＋「資料整理」＋「作業予定計画」。

できれば書き出したいです。

あと家事。惰眠と漫画…♪

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月04日（水）【当日】 

01:00 0.050 0.038 0.042 6 

02:00 0.049 0.046 0.048 6 
03:00 0.047 0.041 0.044 6 
04:00 0.043 0.041 0.042 6 
05:00 0.041 0.040 0.040 6 

06:00

http://85358.diarynote.jp/201710031822169946/
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


…（－－＃）…★

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1507068600/1011-0010-101000-
201710040710.gif?t=1507069235
（０７：００〜０７：１０）

午前５時の外気温が８℃。無暖房の室温１６℃。

現在はほぼ無風で晴れてますが、

時折り急に暴風が吹いて断続的に激しいベクレ雨が降り、

まだまだ北のほうに「フクイチ汚染カラー」の、

昏く怪しい暗雲がわだかまっているので…★

（－－；）

予断は許しませんね…★（本来なら外遊びの予定の日。だったんですが！）

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4時間4時間前 
STVライブカメラ
浦河、帯広、根室

https://twitter.com/charlie24K/status/915311854125170688

　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月5日6:56
　

2017年10月04日（水）【前日】

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1507068600/1011-0010-101000-201710040710.gif?t=1507069235
https://twitter.com/charlie24K/status/915311854125170688
https://85358.diarynote.jp/
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01:00 0.050 0.038 0.042 6 

02:00 0.049 0.046 0.048 6 
03:00 0.047 0.041 0.044 6 
04:00 0.043 0.041 0.042 6 
05:00 0.041 0.040 0.040 6 
06:00 0.040 0.038 0.039 6 

07:00 0.038 0.037 0.038 6 
08:00 0.037 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 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 

14:00 0.048 0.037 0.040 6 

15:00 0.059 0.054 0.056 6 
16:00 0.052 0.044 0.047 6 

17:00 0.045 0.042 0.044 6 
18:00 0.041 0.039 0.040 6 

19:00 0.039 0.037 0.038 6 
20:00 0.038 0.037 0.038 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 

22:00 0.042 0.037 0.040 6 

23:00 0.050 0.045 0.047 6 

24:00 0.046 0.042 0.044 6
　

 



（10月４日）　（だって明後日また「失業する」かも知れないんだも〜ん…★）

https://85358.diarynote.jp/201710041940471490/

（沙魚　宇宙）

2017年10月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

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

おばんです。１９：０５にＰＣ前に戻って参りました。

脱線１件追加して（＾＾；）

⇒https://www.jibunshoten.com/bookstore/UVYOTvi9/permitSuggests/324365

自分の原稿（関連作業）やりま〜す！

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

まず！

今回の！　目標設定！！

⇒とにかく「書いて、印刷して、期日までにポストに投函する！」

http://ehon.kodansha.co.jp/literature_award/

⇒この際、質や量にはこだわらない！（たとえ「下書き」だけでも出す！）

⇒今度こそ！　「どんな妨害があっても鬱にならない！　投げ出さない！」

…です…（＾＾；）…

https://85358.diarynote.jp/201710041940471490/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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（だって明後日また「失業する」かも知れないんだも〜ん…★）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「構成」

今期⇒『　あらすじです。』（宇宙史）（リステラス星圏史略・おもて）

来期⇒『　あらすじです。』（転生史）（リステラス星圏史略・うら）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

実作業ちょっとやってきます…。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

まず！（投稿用なので非公開ですが）

上２冊の「いれもの」だけ作ってきました…。（＾＾；）

そんで「投稿要綱」を再確認すると、

枚数規定は４００字詰め原稿用紙に換算すると⇒９０〜９００枚！

…と、ほとんど「何やっても良し！」状態なので…（＾＾；）…。

枚数制限は全く考えずに、「５ヶ月で書けるだけ書く」ということに…。

（仮に「あさって、今のバイトをクビにならずに済んだ。」として…）

１０〜２月の５ヶ月間、×月４回＝２０回の「週休」がある。として…

４００字詰め原稿用紙３枚×２０話。だけでも６０枚にはなる。けど…。

書きたい話はもっと長い！



原稿用紙１枚×１００話。でいくかな…？？

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月4日19:41
　

０

６１

８４

５５…！

ＧＯＧＯ！

お、幸先いいぞ♪

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月4日21:17
　

…え”〜★（＠■＠；）また、雨…！？

…明日ことは出かけたい…ッ！！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月4日21:40
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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…なに作業しようとしてたんだったか忘れた★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月4日22:03
　

０

６１

８４

６８．
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（10月６日）　（明日はクビを宣告される！かもしれない？）４連休の最終日！

https://85358.diarynote.jp/201710060711138037/

（ 札幌 最低 ７℃。 最高 ０．０ ４６ μ ）／北海道は穏やかな空
。ただ、【 一日の寒暖差が２０℃近くなる 】所もあるので、服
装で調節を。　（未OTL）

2017年10月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

おはようございます。０６：５７になっちゃいました。

（明日はクビを宣告される！かもしれない？）４連休の最終日！

札幌はド晴天！無風！

気温は午前５時で７℃！室温１４℃！

…こういう気分の時に聴くために、この曲はあります…！♪
　　↓

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

（明日のクビ宣告に備えて？）コンディションは崩せないので、

雨天順延になっていた「外出予定」は、遠出の計画を縮小して、

おとなしく森林散策＆源泉かけ流しの、いつものコースへ…☆

さて。その前に、きのう衣替えと洗濯だけで時間切れてしまって出来なかった、

掃除と皿洗いもしなくちゃなので…（＾＾；）…★

https://85358.diarynote.jp/201710060711138037/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710060711138037/
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さくさく生きます！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月06日（金）【当日】 
01:00 0.037 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 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

空気よーし！（＾０＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=jSUkCCTCqF8
Jimmy Cliff? - The Lion Sleeps Tonight 

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 

【NHKニュース速報 20:04】
ノーベル文学賞にカズオ・イシグロ氏

日系イギリス人のベストセラー作家

うん十年後？…には、りすが獲る！♪？？
 
　

　

　

 

コメント

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=jSUkCCTCqF8
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月7日7:37
　

2017年10月06日（金）【前日】
01:00 0.037 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 0.038 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 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.036 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.037 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 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.037 6 
23:00 0.037 0.036 0.036 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6
　

 
 



（10月７日）　「クビになるかならないか？！確率半々！！」

https://85358.diarynote.jp/201710070729396001/

（作業栗鼠０匹目）

2017年10月7日 就職・転職 コメント (1)
　

　

うわお。(‾○‾;)

フクイチ震度５弱！（5時10分）

ほんと、私が地震のチェック忘れてると、来る…

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q&list=RD8kwK_pwwz_Q
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

はい、あらためまして、少し遅くなりましたが、おはようございます。

ＰＣ再起動（定例）したの

１０月０７日の、

０７時０７分でした。

４連勤の初日…（－－；）…。

先週３連勤の最終日、残りあと１時間という疲労困憊・油断して早く帰りたい！という時に、

思いっきり！嫌〜な！迷惑客にブチ当たってしまいまして…★

どんくらい嫌なヤツだったかという詳細は業務内容になっちゃうので書けないんですが…★

とにかく！

https://85358.diarynote.jp/201710070729396001/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710070729396001/
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q&list=RD8kwK_pwwz_Q


私が２番目ぐらいに苦手とする「話が終わらないうちに次の用件に逝っちゃう、

２つの話を往ったり来たりで同時進行させる」頭ベクレたやつに振り回されたあげく…

１通話２５分！…

「…あと、ちょっとで終わる…！
　最終確認と、クロージングの挨拶だけだ…！！がんばれあたし！！！！」

…と、最期のチカラを振り絞って気絶寸前で気力と集中力を振り絞っていた、まさにその瞬間に
、

…緊張の糸がぷつっと切れてしまい、ばか過ぎる、大ポカを、やらかしまして…ｗｗｗ

（この確認ミスと早とちりの大失敗に関しては、情状酌量の余地は大いにあるとは思うが、

　申し開きの余地はない…ｗｗｗｗ）

…んで。（＾＾；）

「クビになるかならないか？！確率半々！！」

と踏んで、４連休に突入したわけですが…

（連休明けに「とりあえず出勤してよろしい」という確認だけして帰ってきた。）

んで…。

連休中は努めて忘れて、とにかく

「投稿用原稿は何があろうとザセツせずに書き上げる！」

というモチベだけを確立することに集中し…（＾＾；）…。

…たら、昨日は３日ぶりにからだをよく動かして、疲れてねむねむで帰宅して、
６時間ばっくり大爆睡しまして…

今朝の夢見が「あと５分で出勤しなくちゃいけない！

ぎりぎりの時間に緊張から大失禁して、パニック起こしながらとりあえず床を拭いている」



という最低なネタで…ｗｗｗ

…う”〜ん、実はやっぱり私、気に病んでたのね〜…ｗｗｗ

…と、自覚をあらたにしながら、とりあえず起きだして携帯で情報チェックしたら、

昨夜２３：５５？（だっけ？）に、フクイチで、震度５弱とな…ｗｗｗｗｗ

あぁ、バイトごときで悩んでいる暇って、平和…ｗｗｗｗ

とか、思いまして。（＾＾；）

まぁとりあえず「日付違い」になっちゃうのを承知で標記の感想メモだけ書いて、

定例の２度寝と自力整体をやりまして…。

さて。（＾＾；）

まぁ一応、今日出勤したら「クビ」宣告をされた場合…⇒速攻で転職！

（だって未練は使い損ねる有給休暇とアルパカ狼さんだけだし！）

…と、思って、派遣会社からのメールをチェックしていたら…ｗｗｗｗ

どう見ても！「今、いるバイト先」の緊急募集が、出てまして…ｗｗｗｗ

はて、これは、どう読むべきか？？

１．ここまで深刻に人手不足なのだから、

　　笑える（笑っちゃいけない）大ミスの１つくらいでは、クビにはならない。

２．もう私のクビが確定したので、本人宣告前に早急に代替要員の手配に入った。



…どっち？（＾＾；）…？？

ま、私は、「落ち着いて原稿をかける条件の確保！」のみを最優先に、動きます…

待て次号！

https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk&index=3&list=RD8kwK_pwwz_Q
若旦那　信じろ

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月7日8:53
　

昨日は一日ずーーーっと！

「眠い…眠すぎる…」

「おかしい…　静かすぎる…」

という感じしか、していませんでした…。
　

　

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk&index=3&list=RD8kwK_pwwz_Q
https://85358.diarynote.jp/
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（10月７日）　１人の迷惑なキチガイ客を扱い損ねて怒らせたからと一方的に退職
強要。

https://85358.diarynote.jp/201710080659067618/

★ 煙害 ★　（★ タバコ 副流煙 ハラスメント ★）　★（＝
＝＃）★

2017年10月7日 就職・転職 コメント (2)
　

（※以下、きのう携帯から入れて、

　ＤＮさんの設定ミス？で９月３０日付になっちゃってたやつ、

　まとめて転載）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（10月7日） 懲罰房なう。(-"-;)

めも

辞めさせたいけど

限界人手不足。ｗ

有給使いきってから動くか、

捨てても元が取れる高時給の

転職先がみつかったら辞める。

 
（そもそもルーピン先生いたら立件もされないだろう事故）

まぁフィル痴がいなくて良かった★

大阪府警のサギ被害者『セカンドレイプ』状態。（おそらく故意）

ヤマト過労死

https://85358.diarynote.jp/201710080659067618/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710080659067618/


狗えちけい過労死。

電通５０万円＝ほぼ無罪放免。

（過労死やりたい放題判決）

募集はよく見たら今いるところじゃなくて同会社の下の階。

(^_^;)

しかしながら『以前（２５年前）のバイト先』で因縁があるし

可愛がって下さった『上様』は定年退職されてるだろうし…

社長の着信音が宇宙戦艦ヤマトで恥ずかしかったし、

今まさに『奇暴』か『立憲君主』かで内部分裂してるの間違いないので…

ヽ（・＿・；）ノ

今回見送り。┐(’〜`；)┌

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

めも 10月7日 とにかく上司が全員タバコ臭い★

タバコ吸わない上司がひとりもいないという今どき信じられない後進国。(-_-#)



きったならしい臭い副流煙を間近で吸わされる度にアレルギー性の呼吸困難と脳貧血起こして

気絶寸前になる人間がいることなんか、全く認識していない。

それだけでも十分な転職理由だと思う。

希望。

時給１０００円、

１日７時間、

週４日！

(`o´)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

愚痴 10月7日

１００人のまともなお客様から『ありがとう』と言われていても完無視。

１人の迷惑なキチガイ客を扱い損ねて怒らせたからと一方的に退職強要。

この職場、日本の（首都圏の）常識が通用しない。

ルーぴん先生だったらます録音を確認して、

『う〜ん…、ま、これはしょうがないよ。次から気を付けよう！』で、済ませるケースだぞ？

（つくづくあの時、後追い退職をしておくべきだった…！）

（とりあえずタウンワークはとってきた。）



(-_-#)

カミサマ、本気で怒るよ？

私に原稿を書かせろッ！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ガッカイが同じことやっても、絶対怒られないのに…(-_-#)

ガッカイが同じことやっても、絶対怒られないのに…

まぁ新人さんがビビってたから、また退職者が相次ぐだろうよ！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（10月7日） 先ほどなんとか無事故で帰投。

案の定、途中で喘息？発作を起こして、豊平川の土手でゲェゲェ水痰吐きまくってから帰って来

ました。

危うくcoopの閉店に間に合わないところだった…(-_-#)…けど、ギリギリで駆け込みセーフ！

o(^-^)o

ギョウザが半額で残ってましたぁ♪♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪♪

てことで半額ギョウザと自炊のカボチャスープ喰ったら機嫌は収まりました☆

とにかく、原稿を書きます。

(-_-#)

もうコレ以上、毎回毎回、呆れるほど同じパターンで私の邪魔するなら、カミサマだろうが蹴飛



ばす！

…やっとやっと！

また

『なんとか原稿が書ける体勢が整った♪』！(^-^)！

…と思った瞬間に、がらがら崩してんじゃねぇっ！

たとえ神でも殺すぞッ！

(`ヘ´)Ｏ★

まんが読んで

ごはん食べて（え？）

早めに寝ます…★(ToT)★

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月7日22時42分

札幌の気温は１６℃もあります。

予報完全無視。

異常です。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

とりあえず札幌のコールセンターの時給相場は軒並み１０００円超えてるから。



なんであんだけ劣悪勤務条件でふんぞりかえってスタッフをいびり倒せるのか

魔苦ゴナガルの非常識っぷりって、コイケユリコそっくりッ！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

月に大気。中国に隕石。

(‾○‾;)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月8日8:42
　

rin_earth @rin_earth · 2時間2時間前 
rin_earthさんが日刊ゲンダイをリツイートしました
　

電磁場過敏症の人は、地球上での居場所が無くなるなあ・・・

そうでない人も、「どこでも」電磁波被曝の量が増えるわけで・・・

なんにせよ、人類未体験ゾーンに突入ですなあ・・・

https://twitter.com/rin_earth/status/916782130293751808
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月8日9:09
　

OTL49さんがリツイート  
高田　修三 @_zonish · 10時間10時間前  

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/rin_earth/status/916782130293751808
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


返信先: @_zonishさん、@koyuki_higashiさん 
高田　修三さんが東小雪をリツイートしました

https://twitter.com/koyuki_higashi/status/916228828036349952 …

日本のコンビニのバイトに求められる能力は、

 
海外での一流ホテルマン並みの能力だと思いますよ・・・・

https://twitter.com/_zonish/status/916668754813054981
 
 

https://twitter.com/koyuki_higashi/status/916228828036349952
https://twitter.com/_zonish/status/916668754813054981


（10月８日）　まぁ「 通勤 」は 楽しめますね ♪

https://85358.diarynote.jp/201710080719177172/

（ 札幌 １４℃。０．０３８μ）。　（作業栗鼠１匹目）

2017年10月8日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

あらためまして、おはようございます。０７：０７になっちゃいました☆

ＰＣ起こしたのが０６：４６でした。前項作業をやってました☆

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

　　↑

ってことで、朝から（ＣＤで）コレがんがんリピートして気分ムリヤリ上げて起きだしました…
。

神？がナニ虐めようと！実母？の呪いだろうとッ！！

（とにかくいつもいつも毎度毎度！

「これでやっと！落ち着いて原稿が書ける♪」という体勢を整えた途端に？

すべてどんがらがっしゃん！と（毎度おなじパターンで！）ダメにされるんだ…！！）

！（＞＜ｐ）！

うんもう、まちがいなく、宿命？とか「神の悪意」とか、

https://85358.diarynote.jp/201710080719177172/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710080719177172/
https://85358.diarynote.jp/201710080719177172/
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https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q


「実母の（ＤＶ夫の子なんか不幸になりやがれ！）呪い」とか、とかとかしか…

考えられない…（〜〜＃）…★

負けるなあたし！

今度こそ！　「書き上げて投稿する」ぞ…ッ！！！！！！！！！

https://www.youtube.com/watch?v=9dyVd4I0Azk
Zabadak - Kagami no mori 

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月08日（日）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

空気と天気は問題ナシ♪

札幌は午前５時で１５℃、午前６時で１４℃、あった。変気象。（－－；）

一昨日は７℃だったのに〜っっ！　（もぉ（予報通り）すぐに雪が降るかと覚悟した…）

まぁ「通勤」は楽しめますね♪

天職さきも…もとい、転バイト先も、やっぱり都心にしようっと♪

https://www.youtube.com/watch?v=9dyVd4I0Azk
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


OTL49 @sukipparanisake · 6時間6時間前 
OTL49さんがずーぽこ@バイク初心者をリツイートしました

木古内かと。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/916725497291255810

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E5%8F%A4%E5%86%85%E7%94%BA

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月8日7:31
　

ネット停まる…重くて作業にならん…★（－－＃）★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月9日7:14
　

2017年10月08日（日）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 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 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 

https://twitter.com/sukipparanisake/status/916725497291255810
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E5%8F%A4%E5%86%85%E7%94%BA
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.036 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.037 6 
16:00 0.037 0.037 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.036 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.037 0.037 0.037 6 
24:00 0.037 0.037 0.037 6
　

 



（10月８日）　バイト先の性格クープランなキシケイコ（仮）が、いわゆる「除菌女
」なんだけどさ…ｗ（＾＾；）ｗ

タバコ吸ってるやつには何を期待しても無駄。（－－＃）★／自

民党と希望の党の違いは、「受動喫煙について」のみ。　（中Ｏ

ＴＬ）

2017年10月8日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=ZZTDzWIs2HM
#メルトダウン　（#高田渡の「値上げ」の替え歌） 

★更新停止中★⇒https://twitter.com/TOHRU_HIRANO

cmk2wl @cmk2wl · 3 時間3 時間前 
返信先: @cmk2wlさん 

手を洗わずにオニギリを鷲掴みにできる人に言っても無駄。

密閉した室内で普通の掃除機をかけられる人に言っても無駄。

二桁までの国道を自転車でサイクリングできる人に言っても無駄。

追加をどうぞ。

タバコ吸ってるやつには何を期待しても無駄。（－－＃）★

　

（参照⇒ http://85358.diarynote.jp/201710080659067618 ）
★ 煙害 ★　（★ タバコ 副流煙 ハラスメント ★）（2017年10月7日 就職・転職）

https://85358.diarynote.jp/201710080808449510/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201710080808449510/
https://85358.diarynote.jp/201710080808449510/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171008/85358_201710080808449510_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171008/85358_201710080808449510_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171008/85358_201710080808449510_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZZTDzWIs2HM
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO
http://85358.diarynote.jp/201710080659067618


　

OTL49さんがリツイート 
田川豊 共産党・東京21区小糸健介推し @tagawa_yutaka · 12時間12時間前 
田川豊 共産党・東京21区小糸健介推しさんが市田忠義をリツイートしました

小池百合子さんいわく。自民党と希望の党の違いは、「受動喫煙について」のみ。ク

ラクラする。

https://twitter.com/tagawa_yutaka/status/916635322229735424

　　↑

…田川豊さん、らーぶ！…♪　（←顔見知り♪）

https://www.youtube.com/watch?v=z2Kn5K1-PDc&index=3&list=RDj_EyYtSBAwc
MONTA、BIG BEAR ＆ 卍LINE ありがとう 

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前

人ってそれぞれ感覚が違うでしょ。

ポテトチップスを食べた手を、自分のズボンで拭くようなタイプの人に「微粒子がど

うの」なんて言っても意味ないからね。

バイト先の性格クープランなキシケイコ（仮）が、いわゆる「除菌女」なんだけどさ…ｗ（
＾＾；）ｗ

被曝はまったく気にしてない。空気中の微細（有害）粉塵や感染菌には無関心。

マスクはしないのに、机やＰＣは（まったく触らないようなところまで）決死の形相で「除菌」

しまくってんの…

本人的には「自分がマトモ」で…

まわりから、「ちょっと精神がアブナイ人…」と見られていることには、まったく気づいてい
ない…ｗｗｗｗ

https://twitter.com/tagawa_yutaka/status/916635322229735424
https://www.youtube.com/watch?v=z2Kn5K1-PDc&index=3&list=RDj_EyYtSBAwc


　

rin_earth @rin_earth · 2時間2時間前 
rin_earthさんが産経ニュースをリツイートしました

「日本から広がったのではなく、もともと各国に同種のカビがあったとみられる。」

つまり、クスリの使い過ぎで耐性を獲得してしまう・・・　薬の使い過ぎを抑制する

のが最善の策ということですな・・・

https://twitter.com/rin_earth/status/916786388044877824

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 10月3日

2017年　アメリカ
ペンシルベニア州西部で内部出血を引き起こすウィルス（EHD）によって1,000頭の鹿
が死んでいる。アウトブレイクと表現するメディアも。

アメリカ全体で皮膚線維腫を発症している鹿が多い。

https://twitter.com/cmk2wl/status/915151130094534658

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年10月2日

みんなは、がんや白血病にさえかからなければいいと思っているけれど、子どもの場

合は、

風邪が重症化してあっという間に肺炎になり、え？と思っている間に重症化してし

まう。

入退院を繰り返し、母親がオロオロするほどの抵抗力しか持っていないことに気付く

。

野呂美加

cmk2wlさんがリツイート 

https://twitter.com/rin_earth/status/916786388044877824
https://twitter.com/cmk2wl/status/915151130094534658


山口梅子 @nodoka20151 · 14時間14時間前 

「お墓に避難します。」と書き残して自殺した女性のことも忘れない。 

RT @cmk2wl: 「飯舘を離れなければならないのかい」

「その質問がどれ程重要であったのか、どうして私は気づけなかったのだろう？」

今も彼女はそう問うている。・・・大久保文雄は自室で首を吊っていた。102歳だった
https://twitter.com/nodoka20151/status/916588271332814849

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 9月25日 

ほんとうに誰かを助けるつもりなら、厄介なことになる。いまと違った生き方へと導

かなければならない。

それは人のエゴの縄張りを侵すことになる。幾世紀もの歴史を背負った習慣や構造を

相手にすることになる。これは反発を招く。人々は敵意を向けてくる。人々は怖がる

。

オショー

https://twitter.com/cmk2wl/status/912220880431755266

https://www.youtube.com/watch?v=OOYpev-KDko&list=RDj_EyYtSBAwc&index=4
卍LINE / I LOVE U （THE FUTURE RIDDIM） 【MV】

変わりたくない者を

変えたいとは思わない。

時間は無限にある。

または、

時間という制約は、そもそも存在しない。

いくらでも生まれ変わればいい。

https://twitter.com/nodoka20151/status/916588271332814849
https://twitter.com/cmk2wl/status/912220880431755266
https://www.youtube.com/watch?v=OOYpev-KDko&list=RDj_EyYtSBAwc&index=4


われらは無限。

無窮にして唯一無二のもの…

rin_earthさんがリツイート 
松尾 貴史 @Kitsch_Matsuo · 8時間8時間前 

イギリス人がノーベル文学賞を取るとお祝いコメントを出し、

日本人も主要なメンバーである団体がノーベル平和賞を取っても

コメントしない政府。

それほどに、今の政権は核兵器廃絶が嫌なのです。

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました

ベラルーシの出来事と日本をオーバーラップさせられないなら、

あなたの意識は止まっている。

運命も決まったようなもの。

https://twitter.com/cmk2wl/status/916581504595116037

rin_earthさんがリツイート 
谷津憲郎�認証済みアカウント� @yatsu_n · 21時間21時間前 
返信先: @yatsu_nさん 

ちなみにノーベル文学賞の各紙の扱い。長崎生まれの英国人作家はことほがれても、

ヒロシマナガサキの声を伝え、日本のNGOも参加している団体の受賞は格落ちになる
。

https://twitter.com/yatsu_n/status/916489842300567553

https://twitter.com/cmk2wl/status/916581504595116037
https://twitter.com/yatsu_n/status/916489842300567553


https://www.youtube.com/watch?v=l7xZFF-nv5w&index=6&list=RDj_EyYtSBAwc
卍LINE 「TakeitEasy 」 MV 

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前

チェルノブイリの子供たちの内部被曝の主な原因は「牛乳」だと言われている。

200km離れた地点でも汚染はひどい。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 9月23日 

15. 話は変わりますが、先ほどこの Twをしたところ、読者の方から連絡がきました。
https://twitter.com/cmk2wl/status/911003903067512832 …

「尋常性乾癬から瘀血を吸い出した祖母が全身の乾癬が1回で治っている」と。
なんらかの理由で機能を傷害されて、カビてしまったのかも。

https://twitter.com/cmk2wl/status/911574402013085698

rin_earthさんがリツイート 
鈴木康広 Yasuhiro Suzuki @mabataku · 10月6日 

仕事場で朝をむかえた僕に響いたお茶の一句

https://twitter.com/mabataku/status/916406894863908864

https://www.youtube.com/watch?v=01p6TeN7_Yc&list=RDj_EyYtSBAwc&index=10
卍LINE / 喜びのうた 〜Fun in da Sound〜 （JOURNEY RIDDIM） 【MV】

https://www.youtube.com/watch?v=l7xZFF-nv5w&index=6&list=RDj_EyYtSBAwc
https://twitter.com/cmk2wl/status/911003903067512832
https://twitter.com/cmk2wl/status/911574402013085698
https://twitter.com/mabataku/status/916406894863908864
https://www.youtube.com/watch?v=01p6TeN7_Yc&list=RDj_EyYtSBAwc&index=10


cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 

2017年10月　サンフランシスコ湾
ヒョウザメの大量死は今も続いていて、2000匹ものサメが死んで打ち上げられている
。

サメは死ぬと沈むので、打ち上げられるのはほんの一部だろうという学者も。

https://twitter.com/cmk2wl/status/916693225154289664

https://www.youtube.com/watch?v=9RZbvjQw7Kk
メルトダウン　タイマーズ 

OTL49さんがリツイート 
添田孝史 @sayawudon · 10月6日 

あした発売のAERAで

東電福島第一原発事故

国の主張「津波は予測不能」覆す新資料

という記事を書きました。貞観や津波地震の計算を、国もやっていた（試計算じゃな

くて）という記事です。

AERA 2017年10月16日号
https://twitter.com/sayawudon/status/916264503372742656

OTL49さんがリツイート 
U @wayofthewind · 2016年1月7日 
返信先: @wayofthewindさん 

低賃金化と増税と物価の高騰で、日本人の富を吐き出させる。

お金のなくなった層は、やむを得ず安い食材に頼るようになる。

https://twitter.com/cmk2wl/status/916693225154289664
https://www.youtube.com/watch?v=9RZbvjQw7Kk
https://twitter.com/sayawudon/status/916264503372742656


その安い食材に、助成金によって東北産をばらまく。

放射性物質の基準値を引き上げておいてね。

これが最先端の民族浄化なんだろうな。

https://twitter.com/wayofthewind/status/685342169167572993

⇒次項に続く。

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月8日23:54
　

cmk2wlさんがリツイート 
あずき（甘くない） @nemesis385 · 15時間15時間前 
返信先: @cmk2wlさん 

長い髪でトリートメントを欠かさない人

洗濯の際に必ず柔軟剤を使う人

　

 

https://twitter.com/wayofthewind/status/685342169167572993
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（10月８日）まぁ私はただ睡魔とタタカッテいるだけで時給９１５円は発生するの
でもぉどうでもいいやｗ　

https://85358.diarynote.jp/201710082228313217/

（本日のまとめ）★（－－＃）★

2017年10月8日 就職・転職 コメント (4)
　

　 　

　

本日も懲罰房入り。(-_-#)

まぁ私はただ睡魔とタタカッテいるだけで時給９１５円は発生するのでもぉどうでもいいやｗ

今日のメンツは先日私が２５分の苦闘の挙げ句に最後の最後で大ゴケした現場をライブで見聞き

していた人たちで、本当に誰がやらかしても不思議はない凡ミス（結果として『あってはならな

いミス』とスタッフを責めることは出来るだろうが、そもそも使用している機器に設定の不具合

があることが原因）なので…

事実確認も本人の弁解も聞かず早とちりで一方的に『お客様がすごく怒っていたから大事故』扱

いして、ただでさえ極限の人手不足の現状も考慮せずに戦力外通告を出して職場の現状悪化…と
いう事態に…

皆さん大変に雰囲気悪く、仕事してらっしゃいます…

┐(’〜`；)┌

https://85358.diarynote.jp/201710082228313217/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710082228313217/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171008/85358_201710082228313217_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171008/85358_201710082228313217_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171008/85358_201710082228313217_3.jpg


終わったな、管理者。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

んで。(-_-#)

私はタバコの煙のアレルギーで、タバコの臭いをかいだだけで『キレる』（情緒不安定になる）

体質

（不可抗力）だし、今日も上席は全く無自覚に『副流煙ハラスメント』かましやがったし、

今度こそ！

条件の良い転職先が見つかったら、『自分から辞める！』

↑

実は華々しい（甚だしい）転職歴のわりに自分から辞めたことはほとんど無い私…┐(’〜`；)┌

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ちなみに。(-"-;)

東京から？転勤してきたらしい新SVは
被曝超過でまもなく病気退職になる見込み。（見りゃわかる。）

代替要員は早めに手配したほうがいいですよ…(-.-;)

う〜んやっぱりタバコだ。



原因…(ノ-o-)ノ　┫

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

まぁとにかく。(-_-#)

あれだけ酷い副流煙ハラスメントしといて全く無自覚な上司がいたら私は生存できない。

(-_-#)

さっきの５分だけで、まだ胸腺がずきずき痛い…(ToT)

 
従ってアルパカ狼さんにもエルさんにも近よりようがない！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

なんとか無事帰投。（－－；）

喘息発作中。苦しいなう。（－－＃）

私は、「書ける環境の確保！」に注力します！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=-nPpOIqjQSg
陣内大蔵 - 見つめるだけで
　

　

 
 
ひみつ日記

　

https://jobpocket.jp/job/detail_7723072322.html
ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

　

https://www.youtube.com/watch?v=-nPpOIqjQSg
https://jobpocket.jp/job/detail_7723072322.html


　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月9日0:12
　

OTL49さんがリツイート 
ネロ @nerodondon · 15時間15時間前 

熊本大学の研究論文

・有明海から採取した海水と海洋生物全てから香料が検出

・特に海洋生態系の高次捕食動物であるイルカや鳥類から高い濃度で検出

・人の脂肪および母乳を採集・分析したところ、いずれの試料からも香料が検出

・一部の香料はホルモン撹乱作用を有することが判明

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月9日0:14
　

OTL49さんがリツイート 
ワイ氏 原稿 @y___g___ · 10月7日 
　

昨日職場の年配の方が「近頃の若者はすぐ辞める、心が弱くなってる、俺の頃は〜」とか語って

て

また若者の悪口かと思ったら「昔は無茶押し付けられても数年耐えればいい思いできるって夢が

見えるから皆頑張れた、それが今は無ぇ、そりゃ心折れて働かねぇよ馬や牛じゃねぇんだ」って

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


…
 
超ごもっともでした

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月9日8:22
　

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 

避けたい避けたいと思っているものからは逃げられないものなんだねぇ

「失われた時を求めて」の作家 マルセル・プルースト
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月9日9:07
　

OTL49さんがリツイート 
sakamobi @sakamobi · 2日2日前 

先輩社員「めんどくさいから残業代申請しないで残る」

→上司「なんで他の人は申請しようとするの？」に…　
 
「非常識が常識に変わる職場」との声も

https://sakamobi.com/news/overtime-pay …

仕事できないやつにかぎって、こういうつまらないアピールして周りを巻き込むんだよな(#·∀·)
https://twitter.com/sakamobi/status/916576379960909825
　

　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://sakamobi.com/news/overtime-pay
https://twitter.com/sakamobi/status/916576379960909825


（10月９日）　『早期自主退職の強要』。

https://85358.diarynote.jp/201710100648071672/

（昨日のまとめ）

2017年10月9日 就職・転職
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

本日も懲罰房入り。(-_-#)

不労所得者３日目。(-_-#)

『この拷問』に果たして『早期自主退職の強要』以外の一体何の『教育的効果』があると主張す

るつもりなのか、切にお伺いしたい。

(`ヘ´)

私と仲の良い人たちがパニクっている。┐(’〜`；)┌

来月は集団退職祭りかな…

(ノ-o-)ノ　┫

（時給１０００円ウィズアウト交通費）のほうが時給９１５円プラス交通費より高い！とか計算

して遊んでたｗ）

あんど、退職準備で未読な古資料整理してたら…

σ(^◇^;)。。。

https://85358.diarynote.jp/201710100648071672/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


クライアント怪社社長が、

見るからに『ガッカイづら』だと、ようやく知った…

┐(’〜`；)┌

なるほど！

（待て次号）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

先ほど無事帰投。

今回はまわりが同情的にせっしてくれてるので気分的にはまぁラクです。

ａｕ携帯の選挙ニュースの論調がきっぱり旗斯鮮明になってきたのでなかなか笑えますｗ

てことで明日の朝にはとりあえず社員と客層がまちがいなく立憲民主党支援者であろう某職場に

ダメ元で応募メールを送ろうと思います。o(^-^)o

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！



（10月９日）　地獄バイト４連勤の３日目。（－－＃）★

https://85358.diarynote.jp/201710090714411820/

（札幌 １４℃、０．０３７ μ）／（個人的）【 短気…もとい、
【 短期 目標 】。（＾□＾；）　（未しｎ）

2017年10月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　 

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I
【Wild Heaven】extended hard core mix -TMN- 

おはようございます。０６：５０になっちゃいました。

地獄バイト４連勤の３日目。（－－＃）★

（前４項）昨深夜の追記分ご参照ください。

超個人的、短気じゃなくて、「短期」努力目標は…

１．１０月中に「涙滴大陸」分の「あらすじ」書き上げる。

２．１１月中に「大地世界」分の「あらすじ」書き上げる。

３．１２月中に「泥球世界」分の「あらすじ」書き上げる。

４．０１月中に「美麗天地」分の「あらすじ」書き上げる。

５．０２月中に「天庭星圏」分の「あらすじ」書き上げる。

６．０３月中に上記推敲やりながら「幕間劇」書き上げて、【投稿する】。

これ第一義。

プラスアルファとして、「２０１７年内に転職する」（可能であれば）

ってことで、「微力を尽くします」…。

https://85358.diarynote.jp/201710090714411820/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710090714411820/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171009/85358_201710090714411820_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171009/85358_201710090714411820_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171009/85358_201710090714411820_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch
?v=utvi4JOZV6Q
【筋トレ BGM 】【PUNK 】

あらためまして、情報チェックやりまーす！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月09日（月）【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 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1507501200/1011-0010-101000-
201710090720.gif?t=1507501837
（０７：１０〜０７：２０）

札幌の午前５時の外気温１４℃、

無暖房で室温１９℃…（－－；）…★

もあって、「７℃」まで下がってから一気に１０℃以上も上がったので、

カラダが「…春？？」と勘違いしてモヨモヨしていて、気持ちが悪いです…★

（…ってな予報は完全無視。）ｗ（－－；）ｗ…？？
　　↓

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 · 10月7日 
【北海道　3連休の天気】

https://www.youtube.com/watch
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1507501200/1011-0010-101000-201710090720.gif?t=1507501837


http://www.tenki.jp/forecaster/diary/yuika/2017/10/07/83911.html … 

今週の道内は上空に11月上旬並みの寒気が流れ込み、石北峠など標高の高い峠などで
は路面がうっすら白くな..
https://twitter.com/tenkijp/status/916470730543423488

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 · 10月5日 

【北海道の1か月　平地も初雪の季節に】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2017/10/05/83731.html … 5日、札幌管区
気象台は1か月予報を発表しました。

10月中旬に寒気の影響を受けやすくなるため、向こう1..
https://twitter.com/tenkijp/status/915881853223018502

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
モソブラソン @kanna_aki · 10月5日 

サーフやってたらなんか変な雲があった

https://twitter.com/kanna_aki/status/915794654351650817

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 22時間22時間前 
気になります。

早朝は大丈夫だったみたいですけどね？σ^_^;
https://twitter.com/charlie24K/status/916824230695546880

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 10月6日 

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/yuika/2017/10/07/83911.html
https://twitter.com/tenkijp/status/916470730543423488
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2017/10/05/83731.html
https://twitter.com/tenkijp/status/915881853223018502
https://twitter.com/kanna_aki/status/915794654351650817
https://twitter.com/charlie24K/status/916824230695546880


今度は北海道かしら？

やーねぇ…
https://twitter.com/charlie24K/status/916331163400028160

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地震情報 @TakumiSoftware · 10月6日 
【震源・震度情報】

発生：2017/10/06 23:56
震源地：福島県沖

深さ：50km
マグニチュード：5.9
最大震度：5弱
この地震による津波の心配はありません。

#地震
https://www.google.co.jp/maps?q=37.1,141.2&ll=37.1,141.2&z=10 …

後藤 剛輝 @blackonyx12 · 10時間10時間前 

雪桜美術アトリエSHOP

北海道北見ワッカまつり。

動きをモチーフにした新しいお祭りです。山、太陽、風、虹、土

雪桜美術アトリエSHOP。

美術を駆使して低価格の新しい(？？)売り方です。(？？)○、
https://twitter.com/blackonyx12/status/917006882337808384

　

　

 
 
 
 

https://twitter.com/charlie24K/status/916331163400028160
https://www.google.co.jp/maps?q=37.1,141.2&ll=37.1,141.2&z=10
https://twitter.com/blackonyx12/status/917006882337808384


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月10日7:34
　

2017年10月09日（月）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.039 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.038 0.038 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.038 0.038 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.037 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 0.036 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 0.037 0.037 6 

24:00 0.041 0.037 0.039 6
　

 
 

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


（10月10日）　既にただの『侮辱罪』（パワハラ）。

https://85358.diarynote.jp/201710110648249865/

既にただの『侮辱罪』（パワハラ）。　（１０月１０日のまとめ

）

2017年10月10日 就職・転職 コメント (6)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

８コ前と９コ前を参照。(^_^;)
http://85358.diarynote.jp/201710100648071672/
http://85358.diarynote.jp/201710100717276009/

死ぬほど眠いのに『寝ちゃいけない』という拷問バイトｗ

自分よりはるかに未熟なスタッフの応対聴いて『勉強しろ』とか、既にただの『侮辱罪』（パワ

ハラ）。

社内の別部署に無事転職できなければ労基署に直行で。

（だって、いつの間にか、やらかしたミスと全く無関係の罪状着せられてるをだよ？）

(`ヘ´)

アルパカ狼さんが何故だか？

やたらとハイテンション。

可愛いので眠気覚ましに有効。

エルさんは何故か？

地獄を這うような不機嫌。

https://85358.diarynote.jp/201710110648249865/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710110648249865/
http://85358.diarynote.jp/201710100648071672/
http://85358.diarynote.jp/201710100717276009/


豊後水道でスロースリップ中とな。┐(’〜`；)┌

どちらにしても、

『日常』が続くのは、

あとちょっとの間だけ…

(ノ-o-)ノ　┫

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

先ほど無事帰投。

先ほど無事帰投。(^o^)／

アルパカ狼さんが終日絶好調でハイホ〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

だったのに釣られまして、機嫌と体調は良いです。(^。^;)

地獄の睡魔地獄拷問バイト４連勤に耐えまして、ひとっかけらも働かずに３万円近く稼いでしま

いました。らっきぃ♪

(‾ー+‾)ニヤリ

（はっきり言って私より会社に大損害！与えてるぜ管理者ｗ）



札幌１１℃まで下がりました。

室温１７℃。(^_^;)

明日から原稿と転職活動の二足わらじです。

忙しいので、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10月11日6:48
　

（ちなみに０６：４０頃にネット凍りましたけど…？？）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日7:07
　

＞自分よりはるかに未熟なスタッフの応対聴いて『勉強しろ』とか、

＞既にただの『侮辱罪』（パワハラ）。

ちなみにその「聴かれてる」気の毒なスタッフは、

勤続まだ半年くらいの、私と仲のいい人で。（＾＾；）

「私が（あの程度のミスで）（また！）退職強要（虐待）されてる…！」
という時点で、パニック起こしているので…

日ごろの優秀さがかな〜り！欠けた精神状態でバイトしていた…という点には言及しておこう…

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


（中のいい人に虐待（退職強要）の手伝いさせる…て時点ですでに、

「退職者を増やしてる」という自覚は…

　管理者連中には、全く無い。ｗ（－－＃）ｗ…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日10:58
　

rin_earth @rin_earth · 10月9日 
rin_earthさんが雇用のヨーコをリツイートしました

コンビニの便利さは「1日8時間を超えるバイトの労働、残業、無理なシフト」に支えられてきた
んですなあ・・・

 
世の中、これ程過剰な「サービス」が必要かどうか、考えるべきなのでしょうね・・・

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日11:18
　

https://twitter.com/rin_earth/status/917494049476509696
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日12:03
　

rin_earthさんがリツイート 
中林　香 @kaokou11 · 10月6日 
中林　香さんがYahoo!ニュース 速報や地震情報も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://twitter.com/rin_earth/status/917494049476509696
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


夫が最近ドイツ系企業に転職し会社で聞いた話によるとドイツは休みをきちんと取っていないと

健康保険が使えないらしい。休まなければ病気になるのは当たり前だからだそうだ。日本のよう

な未だに根性論が蔓延る国こそ、違法残業や有給未消化なら医療費全額を企業に実費負担させる

ような法律が必要では？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日12:11
　

rin_earthさんがリツイート 
小林 順一 @idonochawan · 10月8日 
　

去り続ける職員数の増加

 
は、ただでさえ困難の伴う事故収束・廃炉作業を一層困難なものにする

【 福島第一原発の現場を去る…

なぜ彼らは汚名を着せられなければならない?! 】ＡＰ通信 / ワシントンポスト - 
https://twitter.com/idonochawan/status/917169014383665152
　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/idonochawan/status/917169014383665152


（10月11日）　今月いっぱいは、「不労所得者」してやるか…ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201710111220054480/

「しまった！」（－－；）

2017年10月11日 就職・転職 コメント (7)
　

…つくづくねぇ。「ばか正直」てのは、私の最大の欠点だと思うのよ…★
（－－＃）★

ってことで、「第一志望」に応募するためには、

（採用されるかどうかわからないけど）、

 
先に辞めなきゃいけないらしい…★

「上司に相談」できるようなマトモな人間関係の結べる職場だったら、

そもそも、「辞めようと思わない」と思いませんか…？？

ｗ（－－；）ｗ…。

（…ま！　他にも仕事はいくらでもあるからなッ！）

https://www.youtube.com/watch?v=YBekU7eHa5E
2-Hours Epic Positive Music ( Epic Fantasy Uplifting Orchestral Vocal ) 

札幌駅周辺のアルバイト・バイト求人情報

時給1000円以上のアルバイト・バイト求人情報

https://85358.diarynote.jp/201710111539562734/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710111539562734/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171011/85358_201710111539562734_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YBekU7eHa5E


札幌駅周辺

エリア

職種

選択中の条件はありません。

[給与]
クリア時給＞クリア1000円以上 

145件

 
ひみつ日記

　

　

https://jobpocket.jp/job/detail_7723072322.html
 
（　　↑　　これすでに期限切れで案件が表示されないっ！　ｗｗｗ）

 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日15:41
　

プランＡ　週明けに「正面突破！」

プランＢ　とりあえずこれから派遣会社の情報チェック〜！

　

　

https://jobpocket.jp/job/detail_7723072322.html
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10月11日15:43
　

（とにかくクライアント会社の社長のカオ写真（ガッカイ淫！）、

　見ちゃったら、これ以上は続ける気持ちが一切残らない…ｗｗｗ）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日15:49
　

…あ、その場合、「残りの有給休暇を使いきってから」辞めるんだった…。

来月か…！（－－；）！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日15:51
　

…部署内の「人手不足」になんか配慮してないで、

さくっと夏休みのうちに使いきっておけばよかった…★（－－；）★

ほんっと！ひとの忍耐と我慢と努力を、全否定しやがるクソ職場…ッ！！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日15:58
　

…あり過ぎて選べねぇ…ｗｗｗｗ
　

　

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10月11日16:02
　

有給のこり４＋２日分。（※今月内！のがあと２日も！）

　

６カケル７千円＝４万２千円！

４カケル７千円＝２万８千円！

　

…ま、少なくとも、今月いっぱいは、「不労所得者」してやるか…ｗｗｗ

（んで、上司がいーかげん根を上げたタイミングで、

「異動させてくれるなら、消えてやるよんｗ」て交渉を…！

（この項、今週おわり。）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日20:41
　

０６１８９

００☆
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（10月11日）　復讐は、ビシソワズ。（二年目）／９１５円の時給は、古巣・東京都
の「最賃以下」。

https://85358.diarynote.jp/201710120021151425/
2017年10月11日 就職・転職 コメント (6)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=DeXoACwOT1o
2-Hours Epic Music Mix | THE POWER OF EPIC MUSIC - Full Mix Vol. 2 

札幌の外気温１０℃。雨。

無暖房の室温１６℃。寒いです。（＾＾；）

コレ２つ「４月分」まで終わりましたー。

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161976
復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 

http://p.booklog.jp/book/117606/page/3184457
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－４

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年４月） 

途中ほとんど寝てたんで、おかしくなってるかも…★

（＾＾；）

予定時間を大幅オーバー！

寝まーす！

（うっかり発掘情報★）

　　↓

（２０１５年）

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
東京地下原発は東京大学の研究施設として、東京都文京区本郷５丁目近辺の地下に設

置されています。　http://bit.ly/1CBbC1i

neko-aii @neko_aii 
· 2時間 2時間前 
（茨城）震災後3/12に通常時の約10000倍の放射能を記録　平常
時0.02μSv/hr→200μSv/hr
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0ef5a9a40c9c8945bc1e26916c677fbe …

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
ドイツの医学博士：日本政府が避難地区を事故に見合った範囲に拡大しなかったこと

、女性や子供達を即座に安全な西部に避難させなかったことに対しては、ただただや

り場のない怒りを感じるだけです。 http://bit.ly/136UlIa

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 6時間 6時間前

https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710120021151425/
https://www.youtube.com/watch?v=DeXoACwOT1o
file:///tmp/puboo/127516/455282/book/116517/page/3161976
file:///tmp/puboo/127516/455282/book/117606/page/3184457
http://bit.ly/1CBbC1i
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0ef5a9a40c9c8945bc1e26916c677fbe
http://bit.ly/136UlIa


昨年の白馬地震は、フォッサマグナそのものズバリが動いた希有の震源だったが、

先日、伊方原発直下、中央構造線ズバリの震源に次いで

今日また、三重県雲津川沖、中央構造線ズバリの震源

本当に希有なこと、何か恐ろしいことが起きそう

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/587046102811021312/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
にわ鶏子 @TikiTikiChicken 
· 4月11日

以前某ネズミの国近くの某病院に勤務してた同期助産師が言ってたけど、少なくとも2
週に1回は某ネズミの国から妊婦の救急搬送が来てて、かなりの赤ちゃんがだめにな
っちゃうって。

切迫早産でも入院になると1ヶ月とかは帰れない。でも荷物なんて持ってないから、家
族が一旦帰って持ってくるしかない。

War Is Overさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 4月7日 
名無し：04/08 00:17
最近沖縄の線量が上昇する事が時々あるが…
気になるのが去年沖縄方面海上で巨大なキノコ雲が上がったのを沢山の人が見ている

事だ。政府は相変わらずだんまりを決め込んでいるが原潜爆発と言う噂が飛んでいた

とか。

neko-aiiさんがリツイート 
francisco @sedzir 
· 4月2日 
この時NHKとフジの報道フロアに響くパニックの悲鳴をハッキリと俺は聴いた 

RT @neko_aii: ２０１１年３月１５日午前６時１４分
大量放射能漏れ（号外記事）２号機爆発、格納容器破損

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0bdc35bd9f7a576ebba994410945d920 … 
https://twitter.com/neko_aii/status/583545802590552064/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
ヨハネスク氏によると福島第一原発爆発後から関東に在住し、福島や北茨木など高濃

度に汚染された地域の食材を摂取している場合、関東地方の人口の８割が３年以内に

死亡する可能性が高いと言う。http://bit.ly/zpFJ9d 

https://www.youtube.com/watch?v=3TAUnYZpMbA
2-Hours Epic Music Mix | THE POWER OF EPIC MUSIC - Full Mix Vol. 3 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日7:26
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めも。

https://www.bing.com/search?
q=%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%A9&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=EUPP_ASJB
ニコラ・テスラ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日10:22
　

OTL49さんがリツイート 
豆みつお @ma_me_mi_tu_o · 10月10日 

数年前に高知に帰って来てハローワークで仕事を探したらソーラーパネルの営業と介護の仕事だ

らけで、その中に会社の守衛さんの募集があったのでふと覗いてみたら、必須項目に要大卒者と

書かれてて、

ロクな仕事がないのに

守衛に大卒を求めてる田舎

とか、そら若者が都会に逃げてくわなーって思った。

　　↑

…「体育大卒」（武道経験者）とかじゃ。ないの…？？ｗ（＾■＾；）ｗ？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日10:29
　

OTL49さんがリツイート 
三宅京子 人妻5 @kyoko_miyake · 10月10日 

セブンイレブンのバイトの面接で「ノルマはない。でもバイトと言えどもクリスマスケーキは自

腹購入してもらうが良いか？」と聞かれたので「必要がないと判断したら買いません」と返答し

たら不合格だった。

きっと私の人間性がセブンイレブン基準でみて歪んでいたためだろう。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日10:49
　

OTL49 @sukipparanisake · 21時間21時間前 
OTL49さんが渡辺輝人をリツイートしました

アントもか！？

https://twitter.com/sukipparanisake/status/917975547308896257
　

　

https://www.bing.com/search?q=%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%A9&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=EUPP_ASJB
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https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/sukipparanisake/status/917975547308896257


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日11:17
　

OTL49 @sukipparanisake · 24時間24時間前 

アスペルガー　「男性のほとんどにその傾向ある」と心理学者｜ニフティニュース

https://news.nifty.com/article/domestic/society/12180-619648/ …

・・・「空気読め」とか「周りに合わせろ」ばかりだと、国力が衰退するってこと。

本人の自覚と、周囲のサポートでオンリーワンの仕事が出来る。世界トップも狙える。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日11:52
　

OTL49さんがリツイート 
五重塔 @gojyuunotou · 7月6日 
　

恐るべきは、最低賃金が

714円の沖縄県でも、
883円の大阪府でも、
932円の東京都でも、

国民年金保険料(月16490円！！)はどこも同じだということ。この逆進性はキツイ。
https://twitter.com/gojyuunotou/status/882968269816119296

北海道在住ですが…

９１５円の時給は、古巣・東京都の「最賃以下」と知りまして、

ますます離職の決意を固めましたよ…★★（－－＃）★★
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（10月12日）　（超！人手不足）にわざわざ「 退職強要 」 再発させる★

https://85358.diarynote.jp/201710122014017182/

★【！ 無期転換ルール ！】★　（…「もっと同じ職場で働き
たい」あなたへ…）

2017年10月12日 就職・転職 コメント (5)
　

https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000092749.html

【 無期転換ルール 】
　　↑

たぶんコレだよな？

「今の時期」（超！人手不足）にわざわざ「退職強要」再発させるのって…★

…ｗ（－－＃）ｗ…

（ゼンッゼン全くッ！希望してないのだがッ★）

（…てか、例によって「労基法に詳しい人に指摘してもらう」まで、存在すること自体を忘れ
てた…ｗ）

（いちおう「サポートする側」（労働相談）ボランティアの基礎知識。

　として、知ってはいた。はず。なんだが…ｗｗｗ）

…ま、とにかく！

https://85358.diarynote.jp/201710122014017182/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710122014017182/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171012/85358_201710122014017182_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000092749.html


プランＡ⇒タイミングを読んで「階下の古巣」に「垂直異動」交渉。

プランＢ⇒キレタ時に辞めて、テキトーに年賀状バイトとか？

　　　　　ニトリかどっかの別の（時給の高い）コールセンターとか…？？

プランＣ⇒「有給使い終わってから」整然と撤退して、

「コールセンター以外」で「健康的に体を動かす」

【時給９５０円（以上）のバイト！】

至上命題⇒【　原稿を書く時間を確保！　】

さて。（＾＾；）

原稿世界に生きまーす！

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日20:14
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０６１８

９９

７７☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日20:20
　

でもね…（＾＾；）…

さっき「視えた」ビジョンは…

「仕事を探してない」状態で…

「投稿用原稿にまるっと専念している（生活費の心配のない）無職の私」

なんでした…

宝くじでも、買うかな…ｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月13日11:37
　

OTL49さんがリツイート 
木村草太 @SotaKimura · 14時間14時間前 

DV、ブラック部活、ブラック企業etc、自分が権利侵害されている自覚がないままに、
我慢し、頑張り続けて、追い詰められちゃうんだよね。

ハラスメントが横行しすぎると、「どこもこんなもんだ。自分が我慢すればいい」ってなっち

ゃう。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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ハラスメントする側に都合のいい社会。これを変えたい。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年3月4日11:14
　

ダイエット兄さん @binbooanesan · 3月2日 

国の違いだと思います。

日本は長所があっても、短所を見ようとする。

アメリカは素質重視、短所を補う長所があれば有能とゆー考え方なのだと思います。

https://twitter.com/binbooanesan/status/969196697522851841
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年3月4日11:17
　

　　↑

あんじゅ @enpitsutenkamu2 · 3月2日 
返信先: @binbooanesanさん 

日本は「出る杭は打つ」どころか袋叩きにする文化だからなあ。

他の国だったら天才と呼ばれるような人が日本だとクズなんてのがざらにある。

だにえぞ(キッチン在住) @MaySan114514 · 3月2日 
返信先: @binbooanesanさん 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/binbooanesan/status/969196697522851841
https://85358.diarynote.jp/
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死にたくても死ねないのよぉ

何度飛び降りても吊っても切っても死ねないのよぉ(クソ語彙力) 

ぼくもアスペとADHD疑惑あってツラいです でも開き直ってふんぞり返るのも悪くは無いです
　

　

 



（10月⒕日）　再び地獄バイト（でもたったの３連勤♪）の初日。

https://85358.diarynote.jp/201710140714435486/

【 稚内 地震 ★警戒★ 】／【 泊原発 沖 ０．０ ６ μ 】／（ 札幌
０．０ 38 μ。 ＋８℃。 ）。　（沙魚鵜したい！…作業栗鼠１
匹目…）

2017年10月14日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

あらためまして、おはようございます。

（※前項末尾に１曲追加。しただけです。）

再び地獄バイト（でもたったの３連勤♪）の初日。

定刻６時にきちんと起き出しまして、

例によってこの３連休中に積み残した家事をやって、

ばたばたしていてこの時間。

ＰＣ起こしたのが０６：５６でした。

札幌は午前５時で＋８℃。ほぼ無風。現在は晴天。

…帰宅時の降水確率、６０％…？？（〜〜：）★

狂の…もとい！「今日の」目標は、とにかく、

「異動したいと申告する！」こと！

https://85358.diarynote.jp/201710140714435486/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710140714435486/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171014/85358_201710140714435486_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171014/85358_201710140714435486_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171014/85358_201710140714435486_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU


（…あぁ、ストレスで胃が痛い…★（－－＃）★）

でももう、本当に、「有給休暇のこり６日分＝４万２千円が惜しい！」という意外、

 
なんの未練もないのでね…★
 

さて…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月14日（土）【当日】 
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 · 5 時間5 時間前 
10月14日1時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が37箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/918881798729252864

Dandy @qDandyp · 8時間8時間前 
柿岡地磁気

D値急上昇! 北海道〜東北最大警戒。
#jishin #saigai #地震
https://twitter.com/qDandyp/status/918851439752908800

Tabatha @araran100 · 10時間10時間前 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/whitefood1/status/918881798729252864
https://twitter.com/qDandyp/status/918851439752908800


気になるデータから抜粋。

太陽活動の影響で軽い地磁気の乱れがある状況。

速報を入れたように日本付近でF2層臨界周波数マップの異常上昇が見っ止められま
した。昨日報告の内陸から日本海側での電離層高めは、兵庫県南西部M3.1など発生し
ていますが、今日も出ています。

北海道の北も高く稚内要警戒

https://twitter.com/araran100/status/918832799385231360

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 18時間18時間前 
あ！

またSuperDARN（北海道レーダー）に黒帯出てるよ

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
小笠原@選挙に行こう @nile_empire · 22 時間22 時間前 

今日は13日の金曜日なので、昔職場であった話を一つ。

儂「君は夜中にジェイソン来たら怖い？」

児童「全然怖くないよ！」

儂「そっか〜」

児童「そりゃあ、夜中に突然に『Why Japanese people!?』言われたらビビるけど」
儂「違う、そいつじゃない」

OTL49さんがリツイート 
sakamobi @sakamobi · 1日1日前 

【岐阜】「小学校侵入グマ射殺」に県外の“第３者”から非難殺到

https://twitter.com/araran100/status/918832799385231360


「麻酔銃使え」「子供の目の前で殺すな」

https://sakamobi.com/news/elementary-school-invasive-bear …

かわいそうではあるが子供の安全にはかえられないからなぁ(；´Д｀)
https://twitter.com/sakamobi/status/918631434931265536

　　↑

ガッツリ子どもらの目の前で「ヒグマ解体ショー」して、

地元民ぜんいん呼んで、らっきー「熊鍋！」パーティー♪

　推奨。（＾ｗ＾）ｄ

（超〜美味いよ？　クマ肉！）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月15日7:47
　

2017年10月14日（土）【前日】
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 

https://sakamobi.com/news/elementary-school-invasive-bear
https://twitter.com/sakamobi/status/918631434931265536
https://85358.diarynote.jp/
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10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 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 0.037 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.037 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.039 0.038 0.038 6 

23:00 0.040 0.038 0.039 6 

24:00 0.038 0.037 0.038 
　

 
 



（10月⒕日）　別部署に 『 異動したい 』。

https://85358.diarynote.jp/201710150712053419/

めも『労働相談』的自己確認。

2017年10月14日 就職・転職 コメント (1)
　

（もっと時給が良くて客層が良くて取り扱い商品が

『ＯＫ』とかホワイトフードさん的な意味で良くて、

　クライアント会社にリアル知人が複数いる実は古巣で

　クライアント社員大半は立憲民主党支持者とおぼしい）

 
現在の勤務先ビル内（たぶん）の別部署に

『異動したい』

という意思表示は今日の当直管理者に伝えてきました。

手続きを断るなら、現在の状況がきっぱり『パワハラ』に該当するつうめもをまとめて、

今度こそ労基署へ！

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月15日15:33
　

とりあえず手続きはしてもらえるようですが、

私に対する悪意と偏見に満ちた悪口とか吹き込んで

 

https://85358.diarynote.jp/201710150712053419/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710150712053419/
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『向こうが受け入れを断ってきた』とかされそうなとこが

厭…(-_-#)…
　

　

 
 



（10月⒕日）　会社に損害を与えてるのは【 状況判断 読み損なってる 】 管理者の
方さ〜♪♪

https://85358.diarynote.jp/201710150729339615/

(^_^;)

2017年10月14日 就職・転職
　

　

先ほど無事帰投。

久〜ッしぶり！(^O^)！の、
定刻？21時30分帰着。(^-^)g

札幌は１２℃。無風。

降水確率６０％でしたが小雨がぱらついてたくらいで、ほとんど濡れずに済みました。o(^-^)o

ひとっかけらも働かずに

７７４０円も稼いじゃった〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

ビバ不労所得者♪

会社に損害を与えてるのは状況判断読み損なってる管理者の方さ〜♪♪

(ノ-o-)ノ　┫

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！

┐(’〜`；)┌

https://85358.diarynote.jp/201710150729339615/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


 
 



（10月15日）　無事に転職（異動？）できますよ〜に〜…！

https://85358.diarynote.jp/201710160653218964/

…無事に転職（異動？）できますよ〜に〜…！

2017年10月15日 就職・転職
 
 
 
（10月15日） …可愛ければいんじゃな〜い…？ (-_-#)

あまりにも馬鹿馬鹿しくも深刻な死活問題でしかも長くなるので、

 
もし覚えてたらいつかＰＣから書く。

間違いないのは、

他の人なら

どんなにミスだらけでも基本の業務知識が欠けてても大事な案内が抜けてても

お客を逆切れさせても

サボりまくっていても…

全く怒られない。という事実。

(ノ-o-)ノ　┫

カミサマはやっぱり私を見棄てていない。(^_^;)

嫌なことを我慢した後には、必ずいいことが来る…はず！

しかし待て。なぜ雨！？

(‾○‾;)

https://85358.diarynote.jp/201710160653218964/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171016/85358_201710160653218964_1.jpg


10月15日22時08分。

先ほど無事帰投。(^_^;)
定刻？21時30分。(^。^;)

無事に転職（異動？）できますよ〜に〜…！

(^人^;)

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！

 



（10月16日）　地獄の「日干しバイト」３連勤の最終日です…

https://85358.diarynote.jp/201710160729405061/

【 稚内 ０．０ ５９ μ 】／【 岩見沢 ０．０ ５５ μ 】／（札幌 ０
．０ 39 μ。 ＋ ６ ℃ ）…。　（作業栗鼠１匹目）

2017年10月16日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=EoJgkgRxUfc
Berserk OST - Forces 10 hours 

（承前２項）

あらためまして、出遅れぎみ？の、おはようございます。

前項２つ「日付修正」作業をしていて、現在０７：０６。

起きたのは定刻６時。体調おおむね良好。精神状態は（？）

札幌の外気温＋６℃まで下がりました。

室温は設定＋１０℃のストーブつけて寝て、起きた時１３℃になってました。

現在は設定＋１５℃で運転中。

…関東にいた時は室温９℃まで下がらないとストーブ点けなかったんですが…そして１０℃を超
えたら消してたんですが…

…（＾＾；）…まぁ貧乏だったし…ｗｗｗ

だんだんコンジョウナシで非エコな（－－；）

「道産子ライフスタイル」に近づいてきてしまいそうです…ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201710160729405061/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710160729405061/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171016/85358_201710160729405061_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171016/85358_201710160729405061_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171016/85358_201710160729405061_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EoJgkgRxUfc
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10月16日（月）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 · 24時間24時間前 
10月15日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/919337082291499009

ホワイトフード @whitefood1 · 10月14日 
10月15日6時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が34箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/919319799578034176

んで。

個人的には、地獄の「日干しバイト」３連勤の最終日です…

（標記の音楽でもかけないとやってられないわ〜！）

…今日中に「異動てつづき」が進んでくれるといいんですが…！

（月曜日だから人事とか事務とか動く…←を読んで、一昨日のうちに異動希望を出した。）

さて…

（そして、「何故か？情報チェックを…絶対…したくない！」…気分が満載です…＜（〜”〜；
）＞…★）

https://twitter.com/whitefood1/status/919337082291499009
https://twitter.com/whitefood1/status/919319799578034176


０７：２８。

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月16日7:30
　

０６

１９

１９８．

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月16日7:50
　

０６１９２

００☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日8:24
　

2017年10月16日（月）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
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06:00 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.036 0.037 6 
08:00 0.037 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 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 0.038 0.036 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.037 0.037 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 0.038 6
　

 
 



（10月16日）　『 今すぐそのビルから飛び降りて死ね 』。

https://85358.diarynote.jp/201710170655575197/

【指導や叱責で】⇒【ストレス自殺】 。　（まとめ中）。

2017年10月16日 就職・転職 コメント (6)
　

 
あまたぶん太陽電磁波とか火山性微細震動とかで私の脳ミソはかなり不安定になってる。

ガラケからだと書きにくいし、公表していい内容表現に収まるか判断できない状態なで、

本題は秘密日記にとりあえずめものみ。

『今すぐそのビルの屋上から飛び降りろ。まだ１９時だから明日の朝刊に間に合う。明日のドウ

シン

（北海道新聞）にオマエの飛び降り自殺の記事が載るのを楽しみにしている。この電話が終わっ

たら、

絶対すぐ飛び降りろよ。オマエに生きてる価値なをかないからな！』…と、

延々２０分近く絡み続けたキチガイ客と、それを至福の嗜虐に浸りきってニヤニヤご満悦顔で

真正面で聴いてた『超絶悪趣味がらタイツ山猫』ＳＶ。さらにそれを後日３回も！

『怒らせたオマエが悪いｗ』と、

『タイムカードは切らせてタダ残業を強制した上で』

『今すぐそのビルから飛び降りて死ね』録音を２０分カケル３回も！

『聞き直し』を命じた上に

https://85358.diarynote.jp/201710170655575197/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710170655575197/


『反省文』まで強制提出しやがった、

ベルクカッツェ魔クゴナガル

室長は、

一生、ゆるさない。

（今でも思い出しただけでＰＴＳＤ発症してガクブル震える）

時間切れ。

本日の本題は、また後日。

参照⇒https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/919788546747129856

Yahoo!ニュース 速報や地震情報も�認証済みアカウント� @YahooNewsTopics · 17
時間17時間前 

【中2自殺「僕だけ怒られる」】福井県の中学校で担任らからの厳しい指導を受けて中
2の男子が自殺した問題で、生徒が過呼吸の症状を訴えるなどをしていた。「僕だけ強
く怒られる。どうしたらいいのか分からない」。

muscat @muscat7904 · 13時間13時間前 

学校という閉鎖的な場所でこういうことが起こると子どもには逃げ場がない。どうし

てもっと大きな問題として扱われないのだろう。現場の教員達はどう感じているのだ

ろう。

中学２年男子が自殺、厳しい指導で精神的ストレスか 

https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/919788546747129856


NHKニュース�認証済みアカウント� @nhk_news · 14時間14時間前 

“追い詰められて自殺”男子中学生の遺族「指導の見直しを」 #nhk_news
https://twitter.com/nhk_news/status/919830777969262592

斎藤環 @pentaxxx · 16時間16時間前 

またしても「指導死」案件。学校が耐用年数の過ぎた「指導文化」を捨てない限り、

「対話」なんて永遠に無理なのでしょう。あと「面前DV」は今児童虐待に分類される
ので、この教諭のしていたことは他の生徒に対しても虐待の可能性がありますね。

http://digital.asahi.com/articles/ASKBH7QRNKBHPTIL01D.html …

ホウドウキョク�認証済みアカウント� @houdoukyoku · 21時間21時間前 

宿題の提出が遅れたことなどを理由に精神的に追い詰められ、自殺に至ったと結論付

けた。 
中2男子「担任らの厳しい指導で自殺」
https://www.houdoukyoku.jp/clips/CONN00373497 … #自殺 #ホウドウキョク
https://twitter.com/houdoukyoku/status/919734185522208768

punks @punkpunk777 · 22時間22時間前 
福井県池田中学２年男子が教師からの執拗な叱責が原因で自殺。提出物忘れで生徒会

辞任を要求。

生徒側情報だけ公開され教員は保護。

熱心な指導？なら熱心に褒めること。抑圧型の教師は男性教師に多い。とめる役割が

必要。学年主任や管理職にも責任一旦あり。

#学校問題
https://twitter.com/muscat7904/status/919844426645508096

https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk
若旦那　信じろ 

https://twitter.com/nhk_news/status/919830777969262592
http://digital.asahi.com/articles/ASKBH7QRNKBHPTIL01D.html
https://www.houdoukyoku.jp/clips/CONN00373497
https://twitter.com/houdoukyoku/status/919734185522208768
https://twitter.com/muscat7904/status/919844426645508096
https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk


動物愛護法改正してください @LWg1J91Tdyl7214 · 10月14日 
数年前。栃木県動物愛護指導センター生活衛生課 『動物の事をやりたいなら他へ行け
』パワハラを受け自殺

。こんなにも温かい人がいる。収容された犬猫の最期まで愛し、助けようと必死に働

き続けた山崎重寿さん。こんな人だらけならいいのに。

https://twitter.com/LWg1J91Tdyl7214/status/919174479409946624

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日8:39
　

　　↑

…あ、『がらタイツ山猫』＝『書き取りアンブリッ児』ね…！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日12:50
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
spark @Yonge_Finch · 10月12日 

神戸製鋼の不正、NYタイムズの1面トップに。
Blow to Japan’s Imageだって。

国のトップから不正をしまくってお咎めなしだと、

 

https://twitter.com/LWg1J91Tdyl7214/status/919174479409946624
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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不正したもの、嘘をついたものが勝つという認識が蔓延する。

そんな社会が持続可能なわけがない。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日13:04
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
内田 @uchida_kawasaki · 10月15日 
内田さんが内田をリツイートしました

　

軍隊の新兵訓練と同じ。

https://twitter.com/uchida_kawasaki/status/919703133982298112
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日13:34
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ラサール石井 @lasar141 · 10月13日 
ラサール石井さんが町山智浩をリツイートしました

　

言っとくけど左翼発言〔自分でそう思ってないけど。

ただまっとうな事を言ってるだけ）すると仕事は減るんだよ。

まあこう言うと「お前は面白くないから仕事減ったんだよ」とか言うんだよね。

小学生でも言える悪口しか言わないもんね君たちは。

 
それで若者かと思ったら50代60代だったりするんだよね。
　

　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/uchida_kawasaki/status/919703133982298112
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10月18日7:01
　

Margaret@子どもを搾取しないで @meglog2012 · 4時間4時間前 

この中学は小規模校。生徒数たったの40人。3学年全て単級。
人数が少ないから指導しやすいと教育委員会に思われてるのか、有能な教師は配属されにくく、

問題のある教師が集まる傾向がある。

いわゆる「吹き溜まり」と呼ばれることもある。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年3月25日8:20
　

月若丸4  @ FGosvfb6E2QZJz · 8 時間8 時間前 
返信先: @taichinakajさん 
　

小さい頃から父が母に夜中だろうと毎日のように怒鳴り散らしているのを聞き怯えながら育った

者です。

 
先生も上司もお客も怒鳴る人がいてその度に過去のトラウマが蘇ります。

おっしゃる通り、心に癒えない傷をつける最悪の暴力ですよ

https://twitter.com/taichinakaj/status/977359339018055680
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（10月16日）　「指導であれば虐めも容認される」という暗黙の了解。／「 面前 DV
」という虐待。

https://85358.diarynote.jp/201710170722407149/

【効果のない叱責】／叱責の場に居合わせた生徒にも「面前DV
」という虐待になった。　（まとめ　２）

2017年10月16日 就職・転職 コメント (6)
 
 
 
あれでまたズタボロの鬱が再発して

 
『原稿が書ける精神状態』まで立て直すのに、

 
どれだけ苦労したと思ってる？

時給１２００円の大量募集が出た（主婦向け時間帯）ので、

私の異動には、有利になったかな…
 
 
 

ＰＴＳＤ発症中。

しかも今、柄タイツ山猫と

同等以上に酷かった

スネイピが出戻って来てんだよ…

私がたまに情緒不安定な声が出るくらい、当たり前じゃないか…！

https://85358.diarynote.jp/201710170722407149/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710170722407149/


 
 
児童精神科で働く看護師 @s_nurse_jp · 7時間7時間前 

「専門機関での診察を受けていないため断定できない」だった

「発達障害の可能性が想定される」の一文はいらない

『発達障害』を盾に言い逃れしてるように見える。

中２転落死「教員指導要因で自殺」| ONLINE 
https://twitter.com/s_nurse_jp/status/919946955572178944

やまピーSW @earthship1957 · 9時間9時間前 
【「発達障害の可能性が想定される」とも指摘。】という表現は、はたして適切なのだろうか。

この言葉（報告）は何を意味するのか、町教委・調査委員らは慎重であってほしいし、報道側も

これで終わりにしないでほしい。どこを切り取るのか。。。

http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/249467 …

afcp @afcp_01 · 11時間11時間前 
報告書は "「発達障害の可能性が想定される」とも指摘" 。これを "よく観察すれば厳しい叱責が不
適切と気付くことはできた" ことの根拠にしているのかな。うーむ、こういうロジックもありなの
かもしれないけど……。 / “中２転落死「…” http://htn.to/yfvWvZ
https://twitter.com/afcp_01/status/919880502957391872

 
 
毎日新聞�認証済みアカウント� @mainichi · 36分36分前 

福井・中２自殺:怒声、身震いするほど　調査委「指導範囲超える」 
https://twitter.com/mainichi/status/920037896123400192

Saussure @mamiyac330 · 1時間1時間前 

https://twitter.com/s_nurse_jp/status/919946955572178944
http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/249467
http://htn.to/yfvWvZ
https://twitter.com/afcp_01/status/919880502957391872
https://twitter.com/mainichi/status/920037896123400192


教員の激しい叱責を受けて中学生男子が自殺した事件について精神科医の斎藤環は

叱責の場に居合わせた生徒にも「面前DV」という虐待になっていたとしている。

斎藤の指摘は当然だが、付け加えれば、集団のリーダーの指導という叱責は

「指導であれば虐めも容認される」という暗黙の了解に繋がり易い。

　　↑

これで「集団退職者」が何度も繰り返されているのに、今回も同じ「指導」法。

　　↓

【退職強要】（拷問）★（ー”ー＃）★

まな @mana0814_ · 2時間2時間前 

中２自殺のニュースを見た。教育現場でのアカハラや効果のない叱責、異常な量のタ

スクを課すこと等々、本当に減ってほしい。自殺遺族としてそう思うし、発達障害児

の親としても切に願う。

先生が間違った指導をしているとき、先生を優しく諭し、正しい指導法を伝授してく

れる人はなぜいないの。

まな @mana0814_ · 2時間2時間前 
まな さんがRyuichi-shigakiをリツイートしました

教師を責めることより、叱責以外の正しい対処法は本当は何だったのかをしっかり話

し合う方が今後の自殺者を減らすためには建設的だと思います。もし教師サイドに指

導方法を優しく教えてくれる人がいれば、叱責は防げたかもしれないですし。

https://twitter.com/mana0814_/status/920011931460628481

塵岡 @syvplsx · 8時間8時間前
#福井県 #池田町 #池田中学校 #体罰 #自殺

生徒からの #いじめ は無かったということだが安易に信じるのは間違い。仮に被害児
童に #発達障害 等があり指導が困難でも、それでいじめ、差別、体罰の免罪符になる
事は絶対に無い。生徒を死に追いやる教職員に教壇に立つ資格など無い 

https://twitter.com/mana0814_/status/920011931460628481
https://twitter.com/syvplsx/status/919933331684204544


https://twitter.com/syvplsx/status/919933331684204544

news23�認証済みアカウント� @news23_tbs · 12時間12時間前 

今年３月、福井県の 池田中学校 で２年生の男子生徒が転落死しました。
調査委員会の報告書は男子生徒が担任などから

厳しい指導を受けた精神的なストレスが要因の

自殺だったと結論づけました。

何があって、そしてなぜ防げなかったのでしょうか。

#news23 夜１１時
#池田中学校
https://twitter.com/news23_tbs/status/919868040581332993

Saito @majikichi_saito · 13時間13時間前 

中2男子「僕だけ強く怒られる」 叱責され過呼吸や土下座までするも、

担任と副担任が執拗な指導を繰り返し

自殺に追い込む　福井県池田町立中学校 
https://twitter.com/majikichi_saito/status/919854220924223488

　　↑

ちなみに、理不尽に怒られたりパニックを起こしたりしてる時に

「笑うな！」という「指導」を受けるんですが…

あれは「笑ってる」んじゃなくて、

 
「過呼吸を起こさないように口を大きく開けて（心を鎮めて）」「必死で呼吸を継続している」

カオ…。

…（〜〜；）…
 

https://twitter.com/news23_tbs/status/919868040581332993
https://twitter.com/majikichi_saito/status/919854220924223488


　　↑

（…はっはっはっ…！という短く荒い呼吸音が、

　傍から見ると「この状況でなぜ笑う？！」という反応になる。らしい…）

Margaret@子どもを搾取しないで @meglog2012 · 14時間14時間前 

真面目な子だったのがよくわかる。生徒会など教室以外での活動や仕事ぶりも評価・

考慮すべき。真面目な子も不真面目な子も一様に叱責指導する教師の怠慢と横暴によ

る死。

「聞いた人が身震いするくらい怒られていた」　中２自殺：朝日新聞デジタル 
https://twitter.com/meglog2012/status/919841435267956737

　　↑

フィル痴にねちられてた時、となりの天使ちゃんがあまりの酷さに泣き出した…

Hiroshi Umeuchi @hiroshiumeuchi · 17時間17時間前 
福井県の池田町立中学校で３月、担任らからの厳しい指導を受け、２年の男子生徒＝

当時（１４）＝が自殺した問題。生徒は母親に「僕だけ強く怒られる。どうしたらい

いのか分からない」と泣きながら訴えて登校も渋ることもあり、母親が副担任を変更

するように要望したこともあったという。・・最悪だね

XXXS子 @naocontact · 17時間17時間前 

もはや指導じゃない

教師による生徒へのいじめ

福井中２自殺、叱責され過呼吸や土下座も…　怒鳴る担任「お前やめてもいいよ」（
産経新聞） - Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171016-00000527-
san-soci … @YahooNewsTopics

さすがの私も、これ以上は耐えられません。

https://twitter.com/meglog2012/status/919841435267956737
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171016-00000527-san-soci


お願いします。

早急に、（いじめのない部署へ）異動させて、ください。

（※　以前にも「同じフロアの隣りの部署に異動したい」という希望はちゃんと

　出しました。禁句スリーSVに、「無理だねｗ」と、軽侮のカオで一笑にふされました。）

田中久順 @kujun34 · 8時間8時間前 

こういうのを指導死というらしいけど、こんなのは指導じゃない。

教師による生徒に対するイジメだ。

https://twitter.com/kujun34/status/919924351738060800

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日12:39
　

OTL49さんがリツイート 
t_daruma @t_daruma · 10月13日 
　

現代型の食事により血管を詰まらせ、破れないように血圧をさげるとは、まさに自殺行為かも。 

↓ 血圧基準値切り下げで、降圧剤の売上が年間1兆円に、しかし上昇し続ける死亡率
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=327780&g=131107 … …
　

　

https://twitter.com/kujun34/status/919924351738060800
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10月17日12:53
　

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

枝野さん、わかってる→「ノーベル賞級の研究をするには、大きなチームが必要で、

それをサポートするチームは大部分が非正規、低賃金なんです。

ここを安定的な雇用にして一定の給与を払って人手を確保すれば、

日本の研究開発はもっともっと進む。」

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日21:33
　

こうマバ＠人生は生き抜くことに価値があるさんがリツイート 
木葉功一 @kibakoichi 
· 22時間 22時間前 

「人間というのは、最初は抵抗していても、何度も繰り返し否定されていくうちに、

 
抵抗が無駄だと学習してしまう。

そのうち、否定されなくても最初から自分の存在を主張しなくなり、

自分の気持ちや存在がなくなっていき、

自分でさえも自分という人間がいないものとして行動するようになっていく」

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日21:38
　

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


War Is Overさんがリツイート 
リーガン美香 Mika Regan @Mika_Regan 
· 5月4日 さっきのRT、
 
嫌われないためにセクハラを受け流すたびに

 
「魂が死んでいく」

って、感じたことの無い女性はいないと思う。

 
それに対する男性の「もっと面の皮を厚くしろ」メンションにも驚いた。

 
言ってもわかんない人達っているんだな、とゲンナリ。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月18日7:02
　

よっちゃん@ADHD・ASD @keishi_hero · 7時間7時間前 

転落死した生徒が発達障害の可能性があったと。

コレは何を言いたいんだ？

転落死と発達障害に何の関係性があると？

まるで発達障害だったから衝動的に自殺したと言い訳しているようだな。大問題だ。

#発達障害 http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/249467 … @fukuinpmediaから
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月18日7:06
　

高文研 @koubunken · 11時間11時間前 

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


#指導死　追いつめられ、死を選んだ七人の子どもたち
http://www.koubunken.co.jp/book/b201986.html …
 
学校での指導後に子どもが自殺した「指導死」の遺族たちの手記、教育学者がその「指導」の背

景を探る。

 
いじめ自殺だけではない子どもの自殺を、学校での懲戒、叱り方、指導の仕方を考える。 
https://twitter.com/koubunken/status/920097472088760320

Haru @Juliesince1982 · 22時間22時間前
 
福井県の池田中学校のいじめ自殺のニュース、生徒を自殺に追い込んだ担任と副担任が何のお咎

めもなく、今もどこかで、教壇に立っていると思うとゾッとする。

 
指導ではなく、これは間違いなく教師によるいじめ。許されることではない。

倉持聡男 @kurafusa · 22時間22時間前 
返信先: @tane1251さん、@0yf2xRaG862GEWeさん 

去年広島で間違った生徒指導で自殺に追い込んだ先生いましたが、まとめて懲戒免職にしてほ

しい。

 
生徒指導は先生にとって業務だから業務上過失致死だよね。

Saussure @mamiyac330 · 1日1日前
 
教員の激しい叱責を受けて中学生男子が自殺した事件について精神科医の斎藤環は

叱責の場に居合わせた生徒にも「面前DV」という虐待になっていたとしている。
 
斎藤の指摘は当然だが、付け加えれば、

集団のリーダーの指導という叱責は

 
「指導であれば虐めも容認される」

https://twitter.com/koubunken/status/920097472088760320


 
という暗黙の了解に繋がり易い。

 
 
 



（10月17日）　ちょっと苦手な人や知らない人が1ｍ以内に近寄るだけでドキドキした
りしませんか？

https://85358.diarynote.jp/201710171739565858/

「→自分ひとりで抱え込み、頑張りつづけ、自信を失う。」

　（積み残しの宿題）　（調べもの・１）

2017年10月17日 就職・転職 コメント (1)
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=70gLoiLE2IE
ヴァイオリンの奇才　ネマニャ 

ざくっと５０００年くらい先？の私の認識（エンパス＝特技＝収入にもなる）と、

２１世紀ニッポンでの評価（エンパス＝精神障害？生きづらさ）という評価が、

かなりズレてる？カモで気になっていたので、ちょっくら読みこんできます…。

http://www.empath333.com/ans.html#ans

【 エンパスチェックの回答 】 

感受性が豊かで、共感しやすいタイプです。

エンパス（共感能力者）である可能性が高いと思われます。

この能力と上手に付きあえていればOKですが、日常生活に
支障をきたしている場合には、自分を守り保つ方法を見つけてみましょう。

http://www.empath333.com/about.html

身体直感型】

他の人が身体に感じていることを、外から感じ取る・感知する。直感で分かる能力。

例）近くにいる人が頭が痛いと、「頭が痛そうだな」と分かる

https://85358.diarynote.jp/201710171739565858/
https://85358.diarynote.jp/201710171739565858/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710171739565858/
https://www.youtube.com/watch?v=70gLoiLE2IE
http://www.empath333.com/ans.html#ans
http://www.empath333.com/about.html


【感情直感型】

誰かに意識を向けると、その人の感情がすぐに分かる能力。

例）人が「分かるわ〜その気持ち」と言っても、本当はそう思っていないと分かる

【スピリチュアルワンネス(霊的一体化)型】
人の内面をそのまま体験できる能力。

この能力は、他のエンパシー（共感能力）と違って誰にでも備わっており、

使う意思があれば誰にでも活性化できる能力。

→人の気持ちや考え、痛みなどが分かってしまう

　→自分の感覚と混ざって、判断が分からなくなることが多い

　　→自分ひとりで抱え込み、頑張りつづけ、自信を失う

　　　→幸せ感や自己肯定感が低く、生きづらい状況に陥る

http://www.empath333.com/i_empath.html

【自分を感じる】

自分が感じていることが、自分の感情なのか？自分の体調なのか？

分からなくなってしまう！のがエンパス。

そんな時には、自分に聞いてみましょう。

・ハート（胸のあたり）に手を当てて「私の心の奥はどう感じているの？」と質問

・「○○（自分の名前）はどう考えているの？」と身体のどこかに触れながら質問

・急に不調を感じた身体の部分に手を当てて、自分の感覚なのかを感じてみてくだ

さい。

頭痛がするのなら、頭に手を当てて「私の痛みなの？」と質問

　　↑

…（やっぱり？）他にも、こんなことする人、いるのか〜★（＾＾；）…★

（そして今生では初見のはずの訓練法を、なぜ体得して生まれてきている、私？

http://www.empath333.com/i_empath.html


https://www.youtube.com/watch?v=2Sp4JyDNNr8
モルダウ・「我が祖国」より 

【自分を守る】

自分と他の人の境界線を意識することは、とても大切。

私たちは、実際に目に見えている肉体だけでなく、

目に見えていないオーラ部分なども自分自身なのです。

だから、ちょっと苦手な人や知らない人が1ｍ以内に近寄るだけでドキドキしたりしま
せんか？

　　↑

そうそう。（－－；）★（んで、シゴトに支障をきたすさ★）

（…あ、やべぇ★「怪しいレイキ系」サイトか…？？）

【自分らしさを保つ】

エンパスはエネルギー(気）に繊細。

なんだか不快だ、自分に違和感を感じる、という時には、

不要なエネルギーを溜め込んでいる可能性があります。

自分らしさを保つために、浄化（不要なモノを取り除いて、きれいにする）をしてみ

ましょう。

様々な方法がありますが、手軽な方法をご紹介します。

・手首や肘まで水で洗う。水が流れていくのを見ながら、スッキリするまで流す。

・岩塩を入れたお風呂にゆっくりつかり、

「私の身体から不要なモノが出ていって、どんどんスッキリしています」と宣言して

みる。

https://www.youtube.com/watch?v=2Sp4JyDNNr8


・身体の回りで拍手をする

・肩や頭、背中などを払う

・自己ヒーリングをする

・砂や土の上を裸足で歩く

・さざれ水晶を手で触る

などなど、いろいろあります。

　　↑

うんうん。（＾＾；）（本能的にやってる。）

【外出先】

不特定多数の人が集まる場所へ行くとき、

そこには様々な感情・エネルギーが満ちていることを覚えておきましょう。

不安や不満など、マイナスの気持ちでいる人が多い場所にいると、自分まで不安や不

満を感じて、 気分がダウンしてしまいます。

混雑した駅やセール会場、ショッピングモール、病院など。。。

できれば、そんな場所には行かない。居ない。のが一番ですが、

ずっとそこにいる必要があれば、

自分を守る方法を！（ →自分を守る ）

　　↑

現在の「バイト先」は、その意味で、サイアク…（－－；）…★

【移動中】

電車やバスも不特定多数の人から発したエネルギーが交錯する場です。

・イヤホンで好きな音楽を聞く



・好きで、落ち着く、楽しくなるような香りを嗅ぐ

・天然石（パワーストーン）を触る

・丹田（おへその下）あたりに手を当てて、温もりを感じる

などの五感を満たすリラックスタイムを過ごすのも良いですね。

ボーっとしたり、うたたねをすると、自分の境界線がさらにゆるくなるので、

腕組みをするなどして守りましょう。

…可能な限り、徒歩か自転車…（＾＾；）…。

他の人が感じていること、考えていることを、まるで自分のことのように

感じ取ることができるのがエンパス。これは、すばらしい才能＝ギフトなのです。

相手の身になって考えたり、他の人の視点でものを考えたり感じたりできる能力を

使いこなすことができる、貢献の才能とも言えます。

販売をしている方でも、相手の感じていることが分かったら、

お客さんの気持ちに寄り添った販売ができますよね。　

　　↑

「営業成績」が良いのは、ひとえにこの「ちから」による。（＾＾；）

（あとは「魔声」をこっそり活用してますが…ｗ）

仕事や活動に自分を合わせるのではなく

あなた自身の個性、能力を上手に活かしていけたら

自分自身のため

世の中のため

他の人たちのため



になれると思います。

https://www.youtube.com/watch?v=Ig91Z0-rBfo
Sona Jobarteh & Band - Kora Music from West Africa 

http://www.empath333.com/u_empath.html

エンパスは、周りの人の影響をとても強く受けることを覚えておいてください。

特に、怒りや恐怖など、たとえ言葉に出さなくてもマイナスの感情は強く受けてしま

う場合が多い

http://www.empath333.com/story.html

ずっと鈍感だと思い込んでいた私（すごく敏感な所と、すごく鈍感な所があります）

。

人ごみが苦手でめまいがしたり、気分が悪くなったりして。。。

私は体力がないからかな？と思いこんでいました。

夫とデートでみなとみらいに行ったときには、立ちくらみで動けなくなって、

イスに座りこんでしまい、デートどころじゃない状態。

地下鉄や満員電車で、頭が痛くなって息苦しくなったり。

田舎ものだから、都会は合わないのね…　って思ったり。

身内が長期で入院し、病院へ毎週のように通い続けたときには、

院内に入っただけで気分が暗くなって、帰るころにはぐったり。

　　↑

そうそう、そうそう！

 

http://www.empath333.com/review.html

https://www.youtube.com/watch?v=Ig91Z0-rBfo
http://www.empath333.com/u_empath.html
http://www.empath333.com/story.html
http://www.empath333.com/review.html


http://www.empath333.com/review.html

人の負の感情に敏感でした。

気の悪い場にいると、うごめく感情に当てられて何も話せなくなっていました。

ん”〜（〜〜；）でも、

自称「レイキ」（霊氣）系には、「妖しい金儲け」系も多い…★

（必ずしも無責任にオススメは、出来ないです…★）

…ＭＩＴＯＳ…！？

…ＭＩＴＯ－ＲＡ…？？？

　ｗ（＠□＠；）ｗ？？？

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日17:40
　

０

６１９

３００…☆
　

 

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


（10月17日）　声の調子や話すスピード、ふとしたしぐさや目の動きで、その人の感
情が瞬時に分かる能力です。

https://85358.diarynote.jp/201710171830201173/

人の感情に振り回されたり、エネルギーを吸い取られてしまう。

　（調べもの・２）

2017年10月17日 リステラス星圏史略　（創作）
　

http://www.empath.org.uk/
 
エンパシーは一口で言えば「対人間」における鋭敏さ。

そして、それは基本、生まれつきのものなので、当人に自覚がありません。

本来は、その繊細さは、とても役に立つ、素晴らしいギフト。

ですが、その能力を自覚しないと、本当に振り回されてしまうのです。

人の本音がわかってしまったり、

場の雰囲気に飲まれてしまったり、

相手に同調しすぎて疲れてしまったり、

 
人混みや電車が苦手だったり、

外出するのが億劫だったり、

人間関係が苦手で、生きづらかったり

 
自分自身の意見や個性を、どうしても引っ込めてしまっていたり

そして、人生や人間に対して、とても切なく思ってしまったり・・・

人には言えない、まわりも同じで我慢しているはず、そんなふうに思っていませんか？

もし、上記のことに心あたりがあるのなら、あなたはほぼ確実にエンパスです。

 
 
 
職場やクラスで不穏な空気が流れたとき、必要以上に胸が締め付けられたり、のどの渇きや動悸

https://85358.diarynote.jp/201710171830201173/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171017/85358_201710171830201173_1.jpg
http://www.empath.org.uk/


、又は胃が痛くなったりしませんか？

もしかしたら、その感覚はあなた自身のものだけでなく、その場にいる全員の体調を受け取って

しまっているかもしれません。

感情直感型

声の調子や話すスピード、ふとしたしぐさや目の動きで、その人の感情が瞬時に分かる能力です

。

 
顔の表面的な表情と、内心が違う人が目の前にいると

嫌な気持ちになったり、いたたまれなくなりませんか？

共感と同情は違います。また憐憫とも異なります。

哀れむ演技をする人をあなたが嫌悪していたら、あなたは感情直感型のエンパスかもしれません

。

感情ワンネス型

感情直感型は外からの知覚ですが、感情ワンネスは身体ワンネスと同じように

自分の内側で同じように体験します。

 
ただ単に同調や迎合することではなく、身体の内側で同じ感情を感じてしまうのです。

人ごみやパーティーなどでぐったり疲れてしまう人は、このタイプかもしれません。

 
人の感情に振り回されたり、エネルギーを吸い取られてしまうと感じることもあるでしょう。

 

動物エンパシー

動物と魂レベルで会話することが出来るだけでなく、人間の感覚を超えた好物の知性を感じるこ

とが出来ます。

この能力を持つ人にとっては、名ばかりの動物愛護はむしろ違和感を感じるかもしれません。



なぜなら、動物は人の従属物ではなく、独立した一つのスピリットだと感じるからです

 
メディカル・エンパシー

身体レベルで人と結合し、その上で相手を自ら体験し診断する能力です。

 
二つの身体エンパシーをより深くした能力と言えなくもありませんが、

たとえば治療の可否や余命が分かってしまう程となると、むしろまずは自分自身を守るところか

ら

はじめなければならないかもしれません。

 



（10月17日）　接客業には強みとなる。／相手に強くものを言われると／「引きづら
れて」「暴走する」。

https://85358.diarynote.jp/201710171853509252/

競争をして勝ち「権力」をにぎるようになると他人に対する思い

やりが失われる

／人見知りなのに「人懐こい」と勘違いされます。　（しらべ

もの・３）

2017年10月17日 お仕事 コメント (2)
　

 
https://www.youtube.com/watch?v=3EnkXqXTJqo
Mikazuki no Shindai 

http://cocoquet.hatenablog.com/entry/2015/12/24/200000
 
身近な例で言うと、肩こりの人を気軽に「マッサージするよー」と揉んでいるうちに、

その人の内面にかかえている悩みから、時には体の病気まで

「どこの内臓調子おかしくない？」と気づきます。超能力ではありません。

 
仲良くなりたい方とすぐに仲良くなれます。人見知りなのに「人懐こい」と勘違いされます。

営業職・接客業をしてらっしゃる方にはかなりの強みとなると思われます。

 
 
ペットや植物と話せるというエンパスの方もいます。

 
相談を受けた時に「本当に相談したいこと・解決したいことが言われなくてもわかる」のも強み

だと思います。

 
ただしガチンコのカウンセリングは、エンパス能力をフルに発揮して行うため、１時間が限界で

す

https://85358.diarynote.jp/201710171853509252/
https://85358.diarynote.jp/201710171853509252/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=202
https://85358.diarynote.jp/201710171853509252/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171017/85358_201710171853509252_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3EnkXqXTJqo
http://cocoquet.hatenablog.com/entry/2015/12/24/200000


（前述のカウンセラーは、カウンセリング中にスイッチをオンオフにしているため２〜３時間可

能とのことです）

しんどかったこと

エンパス能力をオフにしておかないと、人混みでは「感情の掃除機」と化します。

 
残業帰りのサラリーマンが上司むかつくと思っていることや、

ラブラブなカップルがもうこいつと別れようかとか、

 
入ってほしくもない情報が次々と脳内に入ってきます。

 
人混みを歩いていて「目に入る情報」ってありますよね？

エンパスの人はそれに加えて「人々が抱いている感情という情報」も入ってきてしまうのです。

 
情報量２倍。そりゃ疲れます。一気に週刊誌を５冊くらい読んでるようなものです。

https://www.youtube.com/watch?v=xVqFPDVcE7k
Learning to Fly - 2002 amv
 

http://tsukibank.jp/empath/

1-1.調子が悪い人を見ると直感的にわかる

本人がまったくそんな素振りを見せていない場合でも、体調が悪いことがわかります

。

また、本人がなんとなく体の不調を感じているけれども原因を自覚していないとき、

体のどの部分が痛むのか、どの部分に異常があるのか、感じ取ることができます。

これは、表情や身ぶりからではなく直感的に、身体に起こっていることを察知するこ

とができる、共感力の1つです。

https://www.youtube.com/watch?v=xVqFPDVcE7k
http://tsukibank.jp/empath/


1-2.他人の身体的な痛みを自分の痛みのように感じる

体調が悪い人の近くにいると自分も具合が悪くなったり、近くにいる人が痛みを感じ

ている部位と同じところが痛んだりします。

これも共感力の1つで、他人の身体に起きていることを同じように体験してしまいます
。

この能力が強い人は、他のエンパス体質の人に比べても日常生活に大きな支障をきた

します。中には、エンパス体質のために体調不良であることを知らず、原因不明の体

の異変から、精神的に追い詰められる人もいます。

1-4.感情の起伏が激しい

極端に感情の起伏が激しかったり、人が大勢集まる場所が苦手だったりします。

　　↑

（…「引きづられて」「暴走する」のが抑制できなーい…！！★）
　　↓

 

http://mental-effect.com/empathy-9321

相手に強くものを言われると「ニュートラルな状態」からバランスを崩してしまい、

自分がわからなくなり戸惑うことがあります。

つまり、自分の感情に「相手の感情」が覆いかぶさってくるような感覚ということ

です。

そして、入ってきたものをコントロールすることがとても難しいのです。

　　↑

…ま、とりあえず、「今のバイト」は「辞めるが一番★」…ｗ（＾＾；）ｗ…
　　↓

http://mental-effect.com/empathy-9321


エンパスとは反対に「共感力」が低い人もいます。

本来、人には「共感力」がそなわっていますがどこかで失われていくのです。

面白いことに「共感力が失われる」メカニズムが

心理学の研究で分かってきたのでご紹介したいと思います。

カナダのウィルフリッド・ローリエ大学の研究チームによると、

競争をして勝ち「権力」をにぎるようになると他人に対する思いやりが失われるとい

うことなのです。

つまり、「他人の立場」になって考えるということができなくなってしまうのです。

今は競争の時代ですから、言うまでもなくこのような「罠」にひっかかる可能性があ

るということなのです。

たとえば、昇進して冷たくなったり「偉そうな態度」をとったりする人などがそれ

でしょう。

これらは後天的に「共感力」をなくしていきますが、先天的に共感力がない人もい

ます。

このような人たちをサイコパスといい、

「サイコパスの心理的特徴は男性と女性でヤバい！大丈夫？」で詳しく説明してい

ます。 

いずれにせよ、「共感力」が欠如してしまうことは普通にありうるということなの

です。

…ｗ（－－；）ｗ…。辞めるしか、ないでしょう…！
 
 

http://tsukibank.jp/empath/

http://tsukibank.jp/empath/


3-1.負のエネルギーから離れる

負のエネルギーが発せられている場所を特定し、無理をしないでその場から速やかに

離れるようにしましょう。

心身の不調を感じたときに近くにいる人から離れてみて、ホッとするような安心感が

あれば、その人が発生源です。人ごみなどで発生源が特定できない場合は、ある程度

人が密集していない空間に移動して、落ち着くのを待ちましょう。

日常生活の中では、場所を移すことがはばかられる場面も多くあります。職場や学校

など人が大勢集まる場所に長時間いなければならない場合は、いつでも心身をリセッ

トできるように、1人になれる空間を避難場所として確保しておきましょう。

https://www.youtube.com/watch?v=r1751v565SU
Adiemus
 
 

うんうん。（＾＾；）★

　　↓

http://mental-effect.com/great-sensibility-1797

http://tsukibank.jp/empath/

4-3.パワースポットに出かける

共感力の良いところは、プラスのエネルギーも強く感じることができることです。

自然豊かな場所や、神社・お寺といったパワースポットなど、良い気が満ちていると

ころへ積極的に出かけ、共感力を利用してしっかりプラスのエネルギーを取り込んで

ください。

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ6pnQJr7SM

https://www.youtube.com/watch?v=r1751v565SU
http://mental-effect.com/great-sensibility-1797
http://tsukibank.jp/empath/
https://www.youtube.com/watch?v=kJ6pnQJr7SM


PSME- Sleeping Sun 
　

　

 
 

コメント

   
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月18日8:45
　

cmk2wl @cmk2wl · 15 分15 分前 

　

他人を指さし、自分の弱さをそいつらのせいにするな。

それは卑怯者のやる事だ。

　

ロッキー・ザ・ファイナル

　

 
 

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


（10月18日）　【 サイコパス 】／「認識しにくい恐怖」。

https://85358.diarynote.jp/201710181934275693/

（しらべもん・４）　どんな職業にも【 サイコパス 】がいる
／（生ぐされのゾンビ復活★】（－－；）。

2017年10月18日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=urgoSngoorI
CONCEPTION - Epic Powerful Fantasy Music Mix | Epic Cinematic Orchestral Music 

そして早速１５：４０から【大噴出】。（－－＃）★

…これより「酷かった」「隠さなきゃいけない」状態って…

どんなん…？（ーー；）？

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508314200/1011-0010-101000-
201710181710.gif?t=1508314853
（１７：００〜１７：１０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（以下、本日の「調べもの」〜☆）

お題【 サイコパス 】

http://www.psy-nd.info/character/eloquent.html

彼らは、人に非常に愛想よく、丁寧に接する事ができます。

https://85358.diarynote.jp/201710181934275693/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710181934275693/
https://85358.diarynote.jp/201710181934275693/
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https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508314200/1011-0010-101000-201710181710.gif?t=1508314853
http://www.psy-nd.info/character/eloquent.html


人に明るく声をかけることも、爽やかな笑顔を浮かべて｢ありがとう｣と言う ことなど
朝飯前。

もちろんそれは本当の良心からではなく一種の演技ですが、善良な人のように”後ろめ
たさ”を感じたり、迷うことが無い分だけ、役者としては優秀です。

思い悩んで意思決定や行動が遅れることはありません。

だから彼らに良心が存在しないことを知らない人から見れば、即断。即決・即行動の

快活な人物に見えたり、一種のカリスマ性を感じることがあるのかも 知れません。

http://www.psy-nd.info/property/asnomal.html

挨拶をすれば笑顔で返してきて、結婚もしていれば子供もいる、むしろ普通よりも「

感じのいい人」と思われている人の中にもサイコパスは紛れ込んでいるのです。

サイコパスは「認識しにくい恐怖」

他のことにも言えますが、遠くから見てもすぐに「危険だ」とわかる存在は、実はそ

れほど大きな脅威ではありません。

地面に大きな穴が空いていても、それが見えるものなら避けることはそれほど難しく

無いからです。

本当に恐ろしいのはむしろ、普通の地面に見える落とし穴や地雷原の方でしょう。

http://www.psy-nd.info/property/undercover.html

彼らは、自分が良心を持っていないことを隠して表情豊かに、時には普通の人よりも

優しく涙もろい人物であるかのようにすら振る舞い、周りの人の共感を上手に利用す

るのです。

http://www.psy-nd.info/property/asnomal.html
http://www.psy-nd.info/property/undercover.html


http://www.psy-nd.info/counterm/status.html

社会的に信用されるに値すると思われているような肩書きを持っているからといって

、その人物がサイコパスではないという保証はありません。

いや、むしろ有能なサイコパスであれば、自分の本性を隠して人に影響力を発揮出来

るような肩書きを手に入れているかもしれません。

笑顔を見せて立派なことを話していても「何かがおかしい」と感じるような場合、そ

れは潜在意識からの警告かもしれません。

だから、もしも人と接していて何らかの違和感を感じたときは、自分の直感を信じて

心のどこかに警戒心を残しておいた方が良いでしょう。

http://www.psy-nd.info/counterm/rivalry.html

不毛な議論や罵倒の応酬の場に相手を引き出すために、人の反感を買うような言葉を

意図的に掲示板などに書き込む「釣り」という行為がありますが、サイコパスの行動

もこれと似たようなものです。

　　↑

ん？（＾＾；）むしろ私が、自戒すべき…？？

ん”〜？（＾＾；）いや、大丈夫。…たぶん…☆
　　↓

http://www.psy-nd.info/character/manger.html

サイコパスの心の回路には、自分を反省し、過去の行為を悔いるという仕組みは組み

込まれていません。

従って、自分の行為を追求されたときは、まず可能であればその責任を誰かに転嫁し

たり、知らない振りをしたり無視するという行動を取ります。

http://www.psy-nd.info/counterm/status.html
http://www.psy-nd.info/counterm/rivalry.html
http://www.psy-nd.info/character/manger.html


もしもサイコパスがあなたに悪意を持ったり、あるいは冷静に「排除」しようとした

なら、それはあなたが想像もし得ないルール無用の手段になる可能性が大いにあり

ます。

極端に言えば、ちょっと口論になったからというだけの理由で、いきなり後ろからナ

イフで刺される可能性も無いとは言えないのです。

相手がサイコパスかも知れないときは何と言っても「関わらない」のが最良の選択肢

だと言えるでしょう。

http://www.psy-nd.info/counterm/remember.html

サイコパスの餌食にならないためにまず一番はじめにすべきことは、世の中には良心

を持たず、あなたがどんなに愛情を持って誠実に・好意的に接しても無駄な相手が存

在するということをきちんと認識し、それを忘れないようにすることです。

被害者とならないためには、我々の生きている社会の中に悪魔のような人間が一定の

割合で潜んでいることを忘れないようにしなくてはなりません。

相手が初対面の人物であっても簡単に自分の身の上話をしてしまったり、長年付き合

っている親しい友人と同じように自分の家に招いてしまったりすることがよくあり

ます。

しかしこれは極端に言えば、入社したばかりのアルバイトに会社の金庫の暗証番号を

教えてしまうようなものです。

人間の本性というものは、それが分かるまでに一定の時間がかかります。

そしてサイコパスが一見、社交的で魅力的な人物であることも、既に「口達者で一見

、魅力的」の項目などで書いた通りです。

http://www.psy-nd.info/character/tellalie.html

サイコパスは人が涙に同情的であることを、とてもよく知っています。

http://www.psy-nd.info/counterm/remember.html
http://www.psy-nd.info/character/tellalie.html


だから、嘘がバレそうになったとき、自分の悪事が明らかになってその責任が追求さ

れた時などには、ひたすら空涙を流してその場を切り抜けようとするのです。

「困っている人を見ると放っておけない」というタイプの人は、相手が本当に同情す

べきかどうかを見極めないと、後々後悔することになるかも知れません。

http://www.psy-nd.info/counterm/principle.html

付き合いが長かったり、相手に同情してしまったりすると、ついつい望んでいないは

ずの人間関係をズルズルと続けてしまうことがありますので、人間関係に明確なルー

ルを決めておくことでこれを防止しようという考え方です。

「自分より下の立場の相手に冷たい態度をとる人とは個人的に付き合わない」と決め

ています。

これは例えば、上司に対してはとても腰が低いのに、部下に関しては人間性を否定す

るかのごとく怒鳴り散らす上司とか、自分のお客に対してはひたすら態度が丁寧な

のに、自分が客として店員や係員などに接するときは高圧的になる人などが該当し

ます。

http://www.psy-nd.info/analysis/narcissist.html

ナルシストの特徴

極度のナルシストは、サイコパスと同じように、他人に対して愛情を抱くことができ

ません。

周囲の注目を得ようと行動することはありますが、それはあくまでも自己愛を満たす

ための行動です。

自慢話が大好きで、とにかく好都合なことは自分のおかげ、不都合なことは全て他人

が悪いという考え方をします。

http://www.psy-nd.info/counterm/principle.html
http://www.psy-nd.info/analysis/narcissist.html


他人に感情移入することができないので思いやりも無く、他人から見て感情の浅い人

物に見えるという点でも、サイコパスに近い存在と言えるかも知れません。

ナルシストにとっても自分以外の人間は、自分を賞賛し、もてはやすために居ればい

いだけの「物」のような存在です。

「良心のない人たち」の中でマーサ・スタウト氏は、ナルシストを「サイコパスを半

分にしたような」存在だと言っています。

簡潔に書くと、

・ 善良な（普通の）人々・・・自分にも他人にも愛情を抱く
・ 極度のナルシスト・・・自分にしか愛情を抱かない
・ サイコパス・・・自分を含め、誰にも愛情を抱かない
という区分になります。

http://www.skincare-univ.com/selfcheck/000122/result/390/

あなたは思いやりや良識に欠ける言動をすることがあるかもしれませんが、サイコパ

スである可能性はそれほど高くありません。単に人よりも短気だったり、ワガママな

ところがあるのかもしれません。しかし、サイコパスであろうとなかろうと、他人を

傷つけたり、不当に利用するようなことは、決して良いことではありません。「気が

ついたら嫌われていた」「大切な人に去られた」などということがないよう、日ごろ

の行いには十分気を付けるようにしてください。

　

 
 
ひみつ日記

　

　

http://www.psy-nd.info/
＞対象者は、サイコパスではない、と診断されました。

…そっか〜。

http://www.skincare-univ.com/selfcheck/000122/result/390/
http://www.psy-nd.info/


（語義のほうを誤解していた？らしい。）

…でも「客」のほうには、多いよな…？（たぶん。）
 　
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月18日19:38
　

ん”〜（＾＾；）…勉強にナリマシタ…？？
　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（10月18日）　上司が仕事をさせない。これってパワハラですか？

https://85358.diarynote.jp/201710182319271063/

あしたのために。　（そのいち！）

2017年10月18日 就職・転職
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=zKN_pnzIM7k
World’s Most Emotional & Powerful Music | 2-Hours Epic Music Mix - Vol.1 

おばんです。ＰＣ開いてから実に４時間くらい経過してました。（＾＾；）

（前項参照）

やはりというか案の定というか、

『沈まぬ太陽』ストレスと、失職不安とＰＴＳＤ発症の後遺障害で（－－；）、

「またもや」「書けない精神状態」に逆戻りしてしまいまして…★（＞＜ｐ）★

…時間をムダにするのもアレなので、先にこれをやってました。
（５月２０日分まで進みました。）

　　↓

http://p.booklog.jp/book/116517/read
復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 

『沈まぬ太陽』

参照⇒https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1282920967

https://85358.diarynote.jp/201710182319271063/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171018/85358_201710182319271063_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171018/85358_201710182319271063_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171018/85358_201710182319271063_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=zKN_pnzIM7k
file:///tmp/puboo/127516/455282/book/116517/read
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1282920967


＞上司が仕事をさせない。これってパワハラですか？ 

https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/worry/check/result

仕事を何も与えられない。

その行為は、「精神的攻撃」型のパワハラです。

その行為は、「人間関係からの切り離し」型のパワハラです。

　

 
 

https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/worry/check/result


（10月19日）　見せしめ的なパワハラが周囲に与える影響。

https://85358.diarynote.jp/201710190726584001/

「転勤願いを出せ」／胃が痛いし頭も心もショート気味。／「係

長へのパワハラはその部下にも影響」。

2017年10月19日 就職・転職 コメント (1)
　

（リアル別件）（－－；）

https://twitter.com/search?
q=%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%80%80%E4%BF%82%E9%95%B7&src=typd
つしまようへい @yohei_tsushima · 8時間8時間前 

〈原告側の上條剛弁護士は「見せしめ的なパワハラが周囲に与える影響も認めた意義ある判決」

〉

〈一審のほぼ倍となる計約６６０万円の支払いを命じた〉フクダ電子長野販売（長野）

「係長へのパワハラはその部下にも影響」東京高裁が判断：朝日

http://www.asahi.com/articles/ASKBL5KKSKBLUTIL035.html …

Yahoo!ニュース 速報や地震情報も�認証済みアカウント� @YahooNewsTopics · 10時間10時
間前 

【間接的なパワハラ認める判決】

係長へのパワハラは、その部下にとってもパワハラだ——。長野県の5〜60代女性4人が勤務先で
パワハラを受け退職したとして慰謝料を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁が判断を下した。 
https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/920630342771339265

Takao Inamori @jackyie · 14分14分前 
「係長へのパワハラはその部下にも影響」東京高裁が判断：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASKBL5KKSKBLUTIL035.html …
疑問です。常務から

「５０代はもう性格も考え方も変わらない」「５０代は転勤願いを出せ」

https://85358.diarynote.jp/201710190726584001/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710190726584001/
https://twitter.com/search?q=%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%80%80%E4%BF%82%E9%95%B7&src=typd
http://www.asahi.com/articles/ASKBL5KKSKBLUTIL035.html
https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/920630342771339265
http://www.asahi.com/articles/ASKBL5KKSKBLUTIL035.html


常務は40代だったのでしょうか？それとも60代？70代？
https://twitter.com/jackyie/status/920771301454757888

りりぃ係長 @lilykakarichooo · 10月12日 

お前は俺をパワハラ上司って周りに影で吹聴して得意げなんだろうが、俺はお前がマ

ジ怖いよ。仕事を選ぶ、仕事道具出しっぱなしで平気で帰る、挨拶はしない、簡単に

不貞腐れる。逆の立場だったらどうするよ。相変わらずのペースでからに閉じ籠り、

頑なに権利を主張するお前がマジ怖いよ。

まぁこ @kinokoshin56 · 9月29日 
返信先: @yokkokko3さん 

パワハラですよね…ほんと。

この係長のせいで毎回部署異動を本気で考えるくらいですw

人とうまく付き合っていくの、本当に苦手なんです

とほほ

itskov @itskov358 · 9月23日 

係長がパワハラねーちゃんのことでやっと理解を示してくれた。今まで何故か真面目

にとられなかったので…。

ついでに来週から療養休暇がとれそう。10日間休んでやる！！３日くらい入院して
やる。

胃が痛いし頭も心もショート気味。

来月から人がごそっと抜けるから忙しいので、今月休んどくことにした！

ｗ（－－；）ｗ

https://twitter.com/jackyie/status/920771301454757888


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年1月26日20:43
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
mipoko @mipoko611 · 1月23日 

奉天の日本人少女達が、中国人の処刑を「見学」させられていた。

 
お母様からその体験を聞かれた娘さん達のツイートをまとめました。

https://twitter.com/mipoko611/status/955726065653051393
　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/mipoko611/status/955726065653051393


（10月19日）　（あさって出勤したら失職か異動か決まる★（－－；）４連休の３日
目★）

https://85358.diarynote.jp/201710190755527560/

【！ 本日 休刊 ！】（予定）。　（りす１匹目）　（札幌 ０．０
７５ μ ⇒ ０．０ 37 μ。　＋２℃ ⇒ ＋３℃ ）　（中OTL）。

2017年10月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=yo2kHgjoq2A
【癒し音楽】ヒーリング ミュージック - リラックスBGM - 

- 緩和 - 不安 

あらためまして、遅くなりましたようございます。０７：４４です。

（あさって出勤したら失職か異動か決まる★（－－；）４連休の３日目★）

定刻６時起床。小家事のあと０６：３０にはＰＣ前に座り、

前２項（参照）やらかしてて、遅くなりました…ｗ

札幌の午前５時の外気温２℃。現在まだ３℃。（＾■＾；）

寒い！

…けど、晴天・無風。
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本日の予定…⇒紅葉狩り！

…ってことで、この後の情報チェックは最小限にして、

服装あったかくして、外出してまいります…♪

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月19日（木）【当日】 
01:00 0.038 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 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

うん。空気はおかしかった。（トゲトゲして、まずかった！）（水も！）

　　↓

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
PM2.5 北海道札幌市西区発寒
2017/10/18 13:00

注意喚起85μg/m3超過の　438μg/m3 

AQIは「危険」と判定。14時から欠測に。
http://soramame.taiki.go.jp/DataList.php?MstCode=01107020 …

OTL49 @sukipparanisake · 18時間18時間前 
OTL49さんが特務機関NERVをリツイートしました

苫小牧〜札幌、良くないですな。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/920534978487652352
　　↓

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://soramame.taiki.go.jp/DataList.php?MstCode=01107020
https://twitter.com/sukipparanisake/status/920534978487652352


地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 

【M4.9】HOKKAIDO, JAPAN REGION 62.6km 2017/10/18 08:48:53JST, 2017/10/17
23:48:53UTC
　　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 24時間24時間前 
【地震情報 2017年10月18日】
08時48分頃、浦河沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約70km、地震の規
模はM4.4、最大震度2を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はありま
せん。

https://twitter.com/UN_NERV/status/920437560668598273

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 

【旭岳で不明の４人無事発見】（続き）

警察によりますと、4人はいずれも意識があり、命に別状はないということで、この後
、救助することにしています。

（2017年10月18日 18:24 NHK）
　　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【旭岳で不明の４人無事発見】

警察に入った連絡によりますと、北海道の大雪山系旭岳で17日夜に道に迷い、下山で
きなくなっていた横浜市の夫婦など男女4人が、捜索の結果、18日午後5時45分ごろ、
山の中で見つかったということです。

https://twitter.com/UN_NERV/status/920581437111148544

…よくこの気温で生きてたな〜☆
（山に詳しい人がいたんだな…）

agi Kei @yagikei · 18 分18 分前 

https://twitter.com/UN_NERV/status/920437560668598273
https://twitter.com/UN_NERV/status/920581437111148544


1989/10/19 太陽面にフレア発生，北海道でオーロラが観測される。日本でオーロラが
観測されたのは32年ぶり #nannohi

OTL49 @sukipparanisake · 18時間18時間前 
OTL49さんが京浜急行の浦島太郎をリツイートしました

ロシアが絶対に嫌がる米軍基地建設を否定しなかった外交ミス。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/920531787553443840

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日8:09
　

2017年10月19日（木）【前日】
01:00 0.038 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 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 0.038 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 0.037 0.037 6 
11:00 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 

https://twitter.com/sukipparanisake/status/920531787553443840
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


15:00 0.037 0.036 0.037 6 
16:00 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.038 0.036 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 0.037 6 
22:00 0.038 0.036 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.037 0.037 0.037 6
　

 
 



（10月20日）　「 転職 勧奨 」 メール ？

https://85358.diarynote.jp/201710200651036781/

（フキゲンな作業栗鼠１匹目）。（－－；）　（ 札幌 ０．０
３８ μ。 ＋８℃ ）。

2017年10月20日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

おはようございます。

ＰＣ起こしたのが０６時３３分でした。

早くも１０月２０日！（＠＠；）！

…投稿用原稿、後半まったく停まってしまってるんですが…（ＴＴ；）…★

書きたいこと（愚痴？）が多すぎて頭がパンクしてます。（＞＜ｐ）★

とりあえず札幌の気温は現在８℃。ほぼ無風。晴れ♪

予定は狂いまくりの、４連休の最終日。

こういう時は！

早目の年末（？）大（？？）掃除〜！！

…という予定で、ぐたぐたの西の部屋を少しはすっきりさせて、
 
心身ともに運気と霊力を整えたいと思います〜ッ！！
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https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
進撃の巨人 OP - "紅蓮の弓矢" - Linked Horizon (1 hour size) 
　　↑

（寝起きのＣＤ音楽は「落ち込んだ時のための」静かなオカリナ曲だったんですが…（＾＾；）
…
で、それを貼ろうと思ってたんですが…（＾＾；）…

　何故か？「落ち込み続けていられない」自分の性分が、ちょっと憎いです…ｗ）

先に前項に「写真追加」してきます！

（…と、思ったら、アウト（おぶおーだー？）ルックさんの動作が、やたらと遅い…（〜〜＃）
…★

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

再び出戻りまして、おはようございます。

（前３項コメント参照）

ジャスト１時間？で、↑ 作業を終えましたら、上の音楽も終わりまして…。

（＾＾；）

悠宙舞さんが自動推奨で、コレをかけてくれました…ｗ
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=GzGtEPdmR3g
Epica - Pirates of the Caribbean (Piratas del Caribe en el Fin del Mundo) 

…はいはい。ｗ（－－；）ｗ

ぐれてもよれても、あきらめないで、匍匐前進を続けますよと…★

（映画はシリーズ中の１本だけしかまあ観てないｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
https://www.youtube.com/watch?v=GzGtEPdmR3g


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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月20日（金）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.038 0.036 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

…これも観たいなぁ…どうやって、時間を確保したらいいんだろ…？？
　　↓

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

…とか思ってたら、こんなのありましたが…ｗ
　　↓

プロモツイート 
日本HP PC�認証済みアカウント� @HP_PC_JP · 10月16日 

働く　ということと、幸せ　が、もっと近づくように。 #1時間勤務 のような、これか
らの様々な働き方を実現するため、HPは進化を続けています。詳しくは動画をタップ
してください。 #1時間勤務
https://twitter.com/HP_PC_JP/status/919896469351448576

　　↑

（コレいかにもよくある「休日サビ残。」（－－；）

　…じゃなくて、ちゃんと「時給が発生する」ってこと…？？）

　　　ＮＥＶＥＲ　ＧＩＶＥ　ＵＰ　！

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=y5tmRpRk3ZA
https://twitter.com/HP_PC_JP/status/919896469351448576


　

　

　

 
ひみつ日記

　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日6:59

…ついに「本社」さんから勝手に、「転職勧奨」メールが届くようになっちゃいましたよ…★（
違う？）（＾＾；）

　　↓

＞11月スタートのお仕事！他 ■りら☆スタ新着情報■ [北海道エリア版] 

…頼んでねぇぞッ？　メアド登録もしてない。…はずッ！！
★（－－＃）★

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日9:32
　

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 

人は自分があろうとする姿以外にはありえない。

サルトル

　

　

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10月21日7:16
　

2017年10月20日（金）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.038 0.036 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.036 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 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.037 0.036 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 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 0.037 0.037 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.037 6 
23:00 0.037 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6
　

 

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


（10月20日）　『あした出勤したら異動の話がダメになってた』ら、『どうしよう』
…(ToT)…

https://85358.diarynote.jp/201710201911316622/

風邪ひいた？(^_^;)

2017年10月20日 就職・転職 コメント (3)
（日付訂正）

　

昨日やっぱり軽装？で初雪が融けずに残ってるような山中をうろうろしたのが悪かったのか、

はたまた精神的ストレスで免疫下がってるせいか、ヒヨリミ風邪で発熱？中。

（デモで叫んで喉を痛めたのも敗因）

(-.-;)

昨日つくづく自覚したけど、

札幌都心に『適応したつもり』になってるけど、豊平峡の無人に近いスペースをひとりで歩き回

った後で

帰宅ラッシュタイムの駅前の人混みを見たら、違和感でくらくらした。

(-"-;)

やはり私はマチの暮らしに向いてない。

(^_^;)

遊びに行くなら楽しいけど、

棲むなら山中がいい…

┐(’〜`；)┌

んで。

喉も痛いけど空気も変です。

(-"-;)

https://85358.diarynote.jp/201710201911316622/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710201911316622/


ベクレてないけど、変な微細なコナコナで眼が痛い。

(-"-;)

火山灰？(・ω・;)(;・ω・)？

大掃除放棄。┐(’〜`；)┌

小掃除と台所と、

不用品整理〜☆

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日13:55

そんで

だから

つまり。

『あした出勤したら異動の話がダメになってた』ら、

『どうしよう』…(ToT)…で、

くよくよストレスであと２０時間も？

無駄にするのは馬鹿過ぎるので！

(`ヘ´)

ちょうど良い出物？情報が来たので、さくっと応募しておきましたよと。



(^。^;)

異動がダメなら『プランＢ』！

残りの有給は買い取らせて！

『営業』（ノルマ！）や

『ベクレ認知症な暴れヤナギ客』のいない仕事に変わるッ！

(｀ε´)Ｏ

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日19:30
　

ごそごそ家事やって再びＰＣ前に戻りました。

風邪は悪化（発症）させずに快方に向かう見込み。

あまりにも空気が「変」（喉が痛い）ので、久〜しぶりに！

「ナンチャッテ水式クン」発動…★（－－；）…。
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日19:32
　

被曝なのか精神的なストレスからくるのか、

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


前から懸念している左眼の「白内障もどき」が悪化中…（－－；）★
（見づらい★）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月22日9:08
　

rin_earthさんがリツイート 
おばば(今年はのんびり) @obabaja · 2015年11月14日 

目は体の中で

寝ている時以外８０％使っている

白内障の手術をしない方が良い月がある

４月・５月・６月・７月は

医者の卵(インターン)が出てくる
この頃は避けた方が良いらしい

オンコ(イチイ)の実
昔良く食べたが種は食べたらイカン

https://twitter.com/obabaja/status/665460443163570176
　

　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://twitter.com/obabaja/status/665460443163570176


（10月21日）　『 退職 』 覚悟の日？？

https://85358.diarynote.jp/201710210721215051/

（ 札幌 ＋１０℃！／ ０．０ 37 μ ）。　（作業栗鼠１匹目）

2017年10月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　 

　 　

　

少し遅くなりましたようございます。０７：０７でした。

地獄の４連勤？もしくは、

天国の『異動』告知日？はたまた、

煉獄の『退職』覚悟の日？？

…ということで、胃が痛いきりぎ・りすですよ…（－－＃）…★

自転車がパンクした★（たぶんもう廃車にする（ＴＴ；）★）

ので、本日は徒歩通勤です。さくさく動かなくちゃいけません。（－－；）★

で、今朝５時の札幌は＋１０℃も！

ありました…（＠＠；）…！

そのくせ、空気は正常＆清浄。

？（＾＾；）？

さて…！

https://www.youtube.com/watch?

https://85358.diarynote.jp/201710210721215051/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710210721215051/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171021/85358_201710210721215051_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171021/85358_201710210721215051_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171021/85358_201710210721215051_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MXiS8I8f6Gk&index=4&list=PLCx7nF9joi_8JiHjYeQgrcRcolpSjw0xu


v=MXiS8I8f6Gk&index=4&list=PLCx7nF9joi_8JiHjYeQgrcRcolpSjw0xu
TM NETWORK / DRAGON THE FESTIVAL 

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月21日（土）【当日】 
01:00 0.037 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

地震マップ @eq_map · 6 時間6 時間前 

【M3.4】石狩平野 深さ26.5km 2017/10/21 01:44:59

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 

【北海道地方 気象情報 2017年10月20日 16:12】

大型で強い台風第２１号の影響で、２３日から２４日にかけて、太平洋側を中心に暴

風や高波に警戒してください。また、太平洋側やオホーツク海側の内陸部を中心に大

雪による交通障害に十分注意してください。

 
 
 

コメント

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月22日6:46
　

2017年10月21日（土）【前日】
01:00 0.037 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 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.037 0.036 0.037 6 
08:00 0.037 0.036 0.037 6 
09:00 0.037 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.036 0.037 6 
11:00 0.037 0.036 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 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 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.038 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.037 6 
23:00 0.037 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6
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https://85358.diarynote.jp/


（10月21日）　異動の件がどうなったか確認できない。(-"-;)

https://85358.diarynote.jp/201710220635489569/

　宙　。　(∋_∈)　　　　（蛇足な一曲追加）

2017年10月21日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

来るはずだった？

管理者（責任者）が休み？

で？

異動の件の返事がどうなったのか確認できない。(-"-;)

という悲喜劇な案件発生。(-_-#)

ごパン食べて寛大な気分になってから、善後策を考えま〜す★

（こないだの話では

『手続きはしたが、いつ実現するかは向うの受け入れ体制次第』

てハナシだったんで、

『待ってりゃ話が進む』のか、

『遠回しに断ってきた』のか、

https://85358.diarynote.jp/201710220635489569/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710220635489569/
https://85358.diarynote.jp/201710220635489569/
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/10140/epub/OEBPS/image/85358_201710220635489569_1.jpg
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/10140/epub/OEBPS/image/85358_201710220635489569_2.jpg
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/10140/epub/OEBPS/image/85358_201710220635489569_3.jpg


『空気が読めなかった』んだよね〜★

(-.-;)

（辞めるとしても、有給があと５日も！残ってる…(-_-#)★）

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

【和楽器バンド】六兆年と一夜物語 
Roku Chounen to Ichiya Monogatari 【VOCALOID】
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月22日18:33
　

「徒歩通勤ルート」の画像追加しました♪

（「辞めそこなってた」理由は、おわかり頂けるかと…ｗｗｗ）
　

 

https://www.youtube.com/watch?v=-dZgf_LUvbM
https://85358.diarynote.jp/
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（10月21日）　明日は 有 給 消化試合。

https://85358.diarynote.jp/201710220637558173/

エルさんの木靴。┐(’〜`；)┌

2017年10月21日 就職・転職 コメント (1)
　

　

先ほど22時00分ジャストに無事帰投。

総計８kgほど担いで元気に徒歩帰宅。

o(^-^)o

ありがたいことに、４月の退職強要ストレスと歯医者の麻酔で？で、

変に痛まったままなかなか治らなかった右脚の不調が、

『辞めるッ！』(`o´)

と決めた途端にめきめき復調。

(^。^;)

筋力落ちてるしまだまだ本調子ではないので冬中かけてボッカ訓練ですが。(^_^;)

来年まで生きてりゃ、目指せ！札幌山登頂！

…に、リチャレンジ。出来そうです…

そんで今日はエルさんの見事にしらっぱくれた？

木靴っぷりがゼツミョウでわらえましたｗ

https://85358.diarynote.jp/201710220637558173/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710220637558173/


アルパカ狼さんは元気なかったでした。

私は明日は有給消化試合にしちゃいました。

(^。^;)

選挙と買い出しと洗濯と原稿！

o(^-^)o

てことで、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10月22日7:04
　

これ貼ったら怒られそうだけど、あえて貼るｗ

　　↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%9C%E3%82%8B
木靴を示すサボ（sabot）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%9C%E3%82%8B


　

 
 



（10月22日）　余裕の社内異動なのか退職して必死の転職活動なのか、不分明なまま
、

https://85358.diarynote.jp/201710220708521681/

【！大雪！注意！】ｗ（＠■＠）ｗ／【 Ｍ ４．７ 】／（ 札幌
　【最低】＋１４℃。…０．０ 37 μ ）。　（作業栗鼠１匹目）

2017年10月22日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (2)
　

　 　

　

あらためまして、おはようございます。

ＰＣ起こしたのが０６：３０。前２項の日付修正作業して現在０６：４０。

投票日です！

個人的には余裕の社内異動なのか退職して必死の転職活動なのか、不分明なまま、精神状態も不

安定なまま。

（きのう確認しましたが、部署間どうしの責任者の連絡だけじゃ済まなくて、「さらに上」の裁

可が必要だそうで…★（－－＃）★
　

とりあえず明日は出社して、そこんとこ確認して、とにかく今月中に残りの有給休暇ぜんぶ消化

して

 
（遅れている分の原稿書いて！）

 
それからいつもの「来たもの対応・出たとこ勝負！」…で、乗り切りたいと思います…★
 

ってことで、そういう時の苛苛した気分に合う曲は…

https://85358.diarynote.jp/201710220708521681/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201710220708521681/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171022/85358_201710220708521681_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171022/85358_201710220708521681_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171022/85358_201710220708521681_3.jpg


これだ！（＾◇＾；）！

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=jNplAQH3UHo
1964年高橋竹山・労音初舞台ー独奏「津軽よされ節前囃子」 
　↑

「私が生まれた年」だ！♪（＾＾）♪

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月22日（日）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.037 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

札幌は午前５時の最低気温が…＋１２℃！（＠＠；）！？

一昨日が＋２℃まで下がって「山では初雪」だったので…

ナニこの温度差！？…と驚いたところで、明日の予報「最高」気温が…

…４℃…（－－；）…★

ナニコノ異常気象…★★（〜〜＃）★★

そして空気がいようにむわっっっっっと！湿気でもわもわして、

…きしょく悪い★　です…★★

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10月22日 05:25】

https://www.youtube.com/watch?v=jNplAQH3UHo
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


北海道地方では、２３日昼前から２４日にかけて台風第２１号の接近により太平洋側

を中心に暴風や高波に警戒してください。また、太平洋側やオホーツク海側の内陸を

中心に

大雪による交通障害に十分注意してください。

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 

【M4.7】北海道北西沖 深さ0.7km 2017/10/22 03:38:34

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【地震情報 2017年10月22日】
03時38分頃、北海道西方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地
震の規模はM4.7、最大震度2を北海道で観測しています。この地震による津波の心配は
ありません。

https://twitter.com/UN_NERV/status/921808772992942080

ぜんっぜん気がつかないで寝てました…ｗ

（でも昨夜のアタマの調子は、確かに変だったかな…？）

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月22日7:52
　

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前
　

https://twitter.com/UN_NERV/status/921808772992942080
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


そうだ、人生は素晴らしい。

恐れの気持ちさえ持たなければ、だ。

　

ライムライト

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月23日7:05
　

2017年10月22日（日）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 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 0.036 0.037 6 
07:00 0.038 0.036 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.038 6 
11:00 0.039 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.036 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.037 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 
　

 

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


（10月23日）　「傘をさして徒歩通勤」の予定。

https://85358.diarynote.jp/201710230701239409/

【 日本は 終わりました。】／【…札幌…、吹雪です！！】（０
．０３８ μ＋７℃⇒？？）。

2017年10月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=efGOx5I5J-o
Тюрген- алтайский ди-джей шаман. 
　　↑

♪　！（＾＾）！　♪

おはようございます。０６：５４です。

どうせそんなこったろうとは思いましたが、

【不正選挙】が横行しているもよう。

（－－；）

（そもそも「国連から選挙監視団を投入する」という申し入れがあった。

　⇒ニホン酷性腐は、「それを断わった」というで、終わってたんですが…★）

　もうこの国には【自浄能力は働きません】。

若い人！　即刻！　国外逃亡しましょう。（「フクイチ徴兵」が始まる前に！）

https://85358.diarynote.jp/201710230701239409/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710230701239409/
https://85358.diarynote.jp/201710230701239409/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171023/85358_201710230701239409_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171023/85358_201710230701239409_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171023/85358_201710230701239409_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=efGOx5I5J-o


老人と中年は、とりあえず地元選管に電話して、不正の疑いあれば断固

「再開票」（再計算）を要求しましょう。

１議席でも２議席でもひっくり返していければ、まだ何か、できることはあります。

それから公明党員に連絡を。

「憲法９条【改正】して、本当に良心は痛まないのか？」

「公明党を連立政権から外して野党に戻せれば」…（難しいですが）

…まだ、事態を変えることは可能かも？

しれません…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=YeAp1fPt8Eg
UUTAi Olena - Siberian shaman lady 

私は私自身の海外脱出の（経済的）方途を確立すべく、迂遠ですが、「職業作家になる！」道の

模索を続けます…。

しかしその前に。

「台風とはべつの【巨大なエネルギー】が、地中からせり上がって来ている」のを、感じるです

けどね…？

…（〜〜；）…

そうでなくても【台風フクイチ直撃】ですし…。

そもそもの「投稿先」の講談社（本社＠東京）が、来春まで、存続してるんでしょうか…？？？

https://www.youtube.com/watch?v=NG8OVl5oPyY
Must Watch! Never Seen Before in Got Talent History! Judges Speechle 

https://www.youtube.com/watch?v=YeAp1fPt8Eg
https://www.youtube.com/watch?v=NG8OVl5oPyY


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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月23日（月）【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 0.037 6 
06:00

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508710200/1011-0010-101000-
201710230710.gif?t=1508710867
（０７：００〜０７：１０）

札幌は、昨夜の予報「最低気温２℃」をかるく無視して「７℃」も！

あります…。

微風ですが、雨は降りだしたもよう。（予報は「雪」。）

本日は「傘をさして徒歩通勤」の予定ですが、線量しだいではバスに乗るかもです…。

さて…？？

（個人的な異動の問題なんて、もはや、小さい、小さい…★（－－＃）★）

雨、激しくなってきました…⇒バス痛！

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 

この台風が日本列島を通過してからが注意した方が良いですね。気圧が激変するから

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508710200/1011-0010-101000-201710230710.gif?t=1508710867


。

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 22時間22時間前 
あ…やっぱり地震があったのか…
昨夜「地磁気おかしい？」とつぶやいたのは、実は帰り道に夜中だというのに、鳥が

いきなり住宅の窓にぶつかったのを見たからなんだよね…

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 10月21日 

地磁気おかしいのかな？

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月23日8:44
　

…ホントに気が合うなぁ☆…ｗｗｗ
　　↓

　

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11時間11時間前 

実はヤカン二つと小鍋一つを磨いた。

開票速報を見ずにヤカンを磨く男、チャーリー。

イケメンだろ？

wwwww
orz
　

　

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10月24日6:54
　

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月23日（月）【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 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.038 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 6 

09:00 0.045 0.042 0.043 6 

10:00 0.050 0.045 0.048 6 
11:00 0.051 0.050 0.050 6 
12:00 0.051 0.049 0.050 6 
13:00 0.054 0.050 0.052 6 
14:00 0.054 0.051 0.052 6 
15:00 0.052 0.051 0.051 6 

16:00 0.050 0.047 0.048 6 
17:00 0.050 0.047 0.049 6 

18:00 0.048 0.042 0.044 6 
19:00 0.041 0.038 0.039 6 

20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 
23:00 
24:00
　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（10月23日）　私ゃまたうっかり口を滑らせて余計なことを喋ったかもしらん…(
・ω・;)(;・ω・)…

https://85358.diarynote.jp/201710230902483405/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月23日9:52
　

札幌はミゾレ吹雪！(‾○‾;)！
＋４℃まで下がりました。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月23日9:52
　

うっすら積もり始めてます…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月23日15:29
　

積もらず融けて雨。

札幌は大したことなく済みそうです。

私ゃまたうっかり口を滑らせて余計なことを喋ったかもしらん…(・ω・;)(;・ω・)…けど、

『おそらくそれさえも神々の？作為？ヽ（・＿・；）ノ？

ってことで、

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


自動『運天』モード〜…☆
(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月23日15:34
　

とりあえず定番で立証しやすい『一票の格差』という争点で、【不正選挙】対策に

素早く札幌弁護士会が動いた。

o(^-^)o

この地に住まうことを、

誇りに思う。(≧ω≦)b
　

　

 
 

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


（10月23日）　『仕事をさせない拷問』（パワハラ）中に記憶がフラッシュバック。

https://85358.diarynote.jp/201710232023405342/

めも。ＰＢコリアクルーズ（南）で元慰安婦（性奴隷）にさせら

れてた人と共苦して（感情を解放して）あげられた時の話。

2017年10月23日 チベット有問題 ！ コメント (3)
　

　

死ぬほど暇な『仕事をさせない拷問』（パワハラ）中に記憶が唐突にフラッシュバックアップ

して、

『自分が苦しんだからこそ共苦力が身についた』って、思った話。

まぁ覚えてたらいつか

も少し詳細に書きます。

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月23日20:25
　

誰に否定されようとも。

あのとき居合わせたハルモニ達は、永遠に私が好きだと思う。

(^。^;)
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/201710232023405342/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=2
https://85358.diarynote.jp/201710232023405342/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2017年10月23日22:28
　

先ほど夜１０時１０分、

無事帰投。(^_^;)

今日も７〜８kgくらい担いで
元気に徒歩帰宅。o(^-^)o

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10月24日6:55
　

https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas
USA FOR AFRICA - We Are The World
 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas


（10月24日）　徒歩通勤、最高 ♪

https://85358.diarynote.jp/201710240706549448/

【 泊原発 ０．０ ６ μ 】／【 札幌 ０．０ ５４ μ 】（＋４℃！）
。　（作業栗鼠１匹目）

2017年10月24日 労働／対価　 コメント (1)
　

　 　

　

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

おはようございます！

０６：５０です。

台風一過!?…で、札幌は晴天♪（＾＾）♪

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508796600/1011-0010-101000-
201710240710.gif?t=1508797264
（０７：００〜０７：１０）

ツンドラかシベリアかどっかから台風に曳かれてきた清涼な空気が満ちていて、

ピンと冷たくて、とても美味しい！（＾＾）！

こんな日には、きっと良いことがあるでしょう…♪

とりあえず、徒歩通勤、最高♪

https://85358.diarynote.jp/201710240706549448/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=5
https://85358.diarynote.jp/201710240706549448/
https://85358.diarynote.jp/201710240706549448/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171024/85358_201710240706549448_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171024/85358_201710240706549448_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171024/85358_201710240706549448_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508796600/1011-0010-101000-201710240710.gif?t=1508797264


…と、思ったら…（〜”〜＃）★
　　↓

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

2017年10月23日（月）【当日】

　　　　　↑

…え”〜と！　を”〜ぃ…ッ!!!!　（今日、２４日ッ！★）

（…担当者が、昨日の台風疲れで寝坊しちゃったとか、そういう話…？？）

…外気温は
午前５時に＋５℃ありましたが、

午前６時に＋４℃まで下がってました…。（夜明けが遅くなったせい…？）

予報最高気温＋１５℃。降水確率１０％…。

地震マップ @eq_map · 1 時間1 時間前 

【M4.9】KURIL ISLANDS 49.0km 2017/10/24 06:26:19JST, 2017/10/23 21:26:19UTC
　　↑

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前
【最大震度1】(気象庁発表) 北海道東方沖 深さごく浅い M5.4 24日06時26分頃発生 

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年10月24日 05:03】

北海道地方では、引き続き２４日昼前まで強風に、太平洋側とオホーツク海側では、

引き続き２４日夕方まで高波に注意してください。

ホワイトフード @whitefood1 · 9 時間9 時間前 

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


10月23日21時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が22箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/922443201868267521

ホワイトフード @whitefood1 · 15時間15時間前 
10月23日15時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が81箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/922352420998463488

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【北陸地方 気象情報 2017年10月23日 16:01】

台風第２１号は、北海道の東で温帯低気圧に変わりました。２３日夜遅くまで、これ

までの大雨による土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水や氾濫、高波に警戒してくだ

さい。

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【台風21号推定・予報 2017年10月23日 14:43】
超大型の台風21号は、襟裳岬の南東約200kmを１時間に80キロの速さで北東に進んで
いるとみられます。

https://twitter.com/UN_NERV/status/922337551989350400

ホワイトフード @whitefood1 · 21時間21時間前 
10月23日9時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が631箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/922261734747914240

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
10月23日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/922236172528521216

 
 
 

https://twitter.com/whitefood1/status/922443201868267521
https://twitter.com/whitefood1/status/922352420998463488
https://twitter.com/UN_NERV/status/922337551989350400
https://twitter.com/whitefood1/status/922261734747914240
https://twitter.com/whitefood1/status/922236172528521216


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日7:27
　

2017年10月24日（火）【前日】

01:00 0.040 0.038 0.039 6 

02:00 0.038 0.037 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 0.037 0.037 6 
06:00 0.037 0.036 0.037 6 
07:00 0.037 0.036 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.037 0.036 0.037 6 
10:00 - - - 0 
11:00 - - - 0 
12:00 - - - 0 
13:00 - - - 0 
14:00 - - - 0 
15:00 - - - 0 
16:00 - - - 0 
17:00 - - - 0 
18:00 - - - 0 
19:00 - - - 0 
20:00 - - - 0 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 
　　↑

【　欠測　】は、

「台風による？機器不具合」なのか、

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


「台風後遺症による職員欠勤」なのか、

「不検出」（？）以下の数値だった、ってことなのか…？？

（体感的にはたしかに低かった。）

…でも、積雪期には、０．２２とかの数値まで、計上してるよなぁ…？？

…ｗ（〜〜；）ｗ…？？
　

　

 



（10月24日）　某 新商品／短期間で劇的に／甲状腺機能障害の兆候。

https://85358.diarynote.jp/201710240903255107/
 
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月24日15:25
　

某 新商品には『麻薬的』側面があるらしい。(-”-;)

短期間で劇的に美肌になった？某バトンえすぶい嬢に、

短期間で激症化しそうな、

甲状腺機能障害の兆候が見えて来た？ような…

。。。(〃_ _)σ‖  　
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月24日15:27
　

（顔が横にふくれてきて、喉のまわりが腫れてる。）

(・ω・;)(;・ω・)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月24日15:32
　

脱被曝してきた人と、

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


『食べて自業自得政権を応援』しつきた人が、

 
健康状態の違いで

 
一目で見分けがつく時代に突入してしまった…(ToT)…

（逃げろみんな！）

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月24日15:51
　

日勝峠が…？ヽ（・＿・；）ノ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日9:10
　

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 

群衆の中にあっても

孤独を守る人こそ、至高の人である。

エマーソン

　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/


（10月24日）　ネルフの面接。

https://85358.diarynote.jp/201710250715291495/

☆　追記ありｗ　☆⇒（１０月２４日分）　先ほど何とか終業。

(^_^;)

2017年10月24日 就職・転職 コメント (3)
 

先ほど何とか終業。(^_^;)（10月24日）
2017年10月23日 就職・転職 コメント (3)

頭痛がするほど眠かった。

(-"-;)
ストレス性の胃痛と吐き気で

目眩までする。(-"-;)

でも一筋の光明的なものは漸く見えてきたので、

（主観的にはまだ遠〜いけど！）

体調整えて、

猫かぶり頑張ります。

(^_^;)

まぁ今日は、

軽く回遊してから帰ります☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/201710250715291495/
https://85358.diarynote.jp/201710250715291495/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710250715291495/


2017年10月24日23:04

てことで無事帰投。(^。^;)

神経衰弱とヒヨリミ感染風邪で熱まで出て来ましたが、機嫌は良し。(^。^;)

買い物運もまぁまぁ。(^_^)v

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ま〜す☆

(^-^)g

https://www.youtube.com/watch?v=LizTDbjgatE
作業用BGM　3時間耐久〜創世のアクエリオン〜
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日10:50
　

OTL49さんがリツイート 
秋菜� @ev_Akina · 10月22日 

ネルフの面接

https://twitter.com/ev_Akina/status/922033321151946752
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=LizTDbjgatE
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/ev_Akina/status/922033321151946752
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日21:46
　

Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 

好きでもないことをやり続けていると段々腐ってきます。自分の人生の主人公は自分自身なん

です。

http://bit.ly/ZdwSXs
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月27日7:54
　

OTL49さんがリツイート 
Podoron @podoron · 10月25日 

　

イジメられている子供

イジメられたハンバーガー

どちらの為に声を上げますか？

バーガーキングのひねりの効いた「イジメ防止」CMが、とても素晴らしかったのでぜひ見て欲
しい。字幕付き。1/
https://twitter.com/podoron/status/923186835534344192

　　↑

誰も、救けてなんかくれない。

絶対に、だ。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/podoron/status/923186835534344192


立ち上がって自分で闘うか、

うずくまって孤立無援の詩集を詠むしか、ないんだ…

　えらべ。

 



（10月25日）　「今週は３日しか休みがナイ！」。

https://85358.diarynote.jp/201710250729533856/

【 地震 】多発中／（ 札幌 ＋５℃。 ０．０ 38 μ ）。　（未しん
）

2017年10月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

（承前）（＾＾；）

おはようございます。ＰＣ起こしたのは

１０月２５日の

０６時５５分でした。

（前項日付修正とプラスアルファやってて現在０７：２１。）

札幌は晴天♪（＾＾）♪

午前６時で＋５℃。無風。

一昨日の台風でぐずぐずいってた洗濯物が

昨日のうちにきれいに乾いていたので畳んで収納して、

かろうじてまだ陽射しが入る東の窓辺のストーブ前に布団を干しました〜♪

植木鉢群も今日は朝陽を浴びてるし♪

https://85358.diarynote.jp/201710250729533856/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710250729533856/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171025/85358_201710250729533856_1.jpg
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171025/85358_201710250729533856_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


o（＾＾）o

がんばるぞ〜っっ♪

…とか言いつつ、現在もっぱら最大の悩みは、

「今週は３日しか休みがナイ！」

＜（〜”〜；）＞

…って、とこでして…★（いや、マジで！）（＾＾；）

「やること予定」を計算すると、本当に全く！

「時間がナイッ！★」と、叫ぶしか、ないんですね…。

…せめて、「週に５日は休みたい」（バイトなしで原稿書きたい！）

…てのが、切実な本音です…☆（＾＾；）★

「…早くニンゲンになりた〜い…ッ！★」

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月25日（水）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M2.5】上川・空知地方 深さ5.1km 2017/10/25 08:24:03

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ54.5km 2017/10/25 08:11:04

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 津軽海峡 深さ約90km M3.3 25日02時56分頃発生 

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 胆振地方中東部 深さ約10km M2.3 25日01時34分頃発生 

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.5】国後島近海 深さ27.9km 2017/10/25 00:53:31

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.7】渡島半島 深さ147.9km 2017/10/24 22:48:54

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.0】青森県東方沖 深さ8.8km 2017/10/24 20:21:29

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.8】浦河南方沖 深さ38.9km 2017/10/24 20:03:24

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.8】十勝地方 深さ64.0km 2017/10/24 19:20:19

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.5】北海道北西沖 深さ1.6km 2017/10/24 13:37:42

地震マップ @eq_map · 10月23日 
【M5.4】北海道東方沖 深さ5.0km 2017/10/24 06:26:15

地震マップ @eq_map · 10月23日 



【M4.9】KURIL ISLANDS 49.0km 2017/10/24 06:26:19JST, 2017/10/23 21:26:19UTC

OTL49さんがリツイート 
北大路公子 @kemedine · 10月21日 

おくさま、「台風21号、北海道では雨ではなく大雪」ですって！　台風で大雪です
って！　さあ皆様ご一緒に！

　台風で！　大雪！

…はぁ。…それが、なにか…？？
　

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日7:39
　

０

６１９…７７７☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2017年10月25日8:09
　

OTL49さんがリツイート 
AKI @NCEirth · 10月20日 

互いに対価を求めた生き方は「仕事＝対価（おカネ）を得る機会」故に、

仕事を手放す事ができない。

けれど誰もが自分の好きなことで、無償提供を行えば、

その循環で社会が回り、

誰もが仕事に依存しなくて済む。

この動きが世界中で始まっている。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日8:09
　

　　↑

https://twitter.com/NCEirth/status/921412660238827520
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日9:02
　

https://www.youtube.com/watch?v=Be9w8KA-6CA
キリギリス　ＫＡＮ　歌詞付き 高音質
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月26日6:43
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/NCEirth/status/921412660238827520
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=Be9w8KA-6CA
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2017年10月25日（水）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 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 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.037 0.037 6 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 6
　

 
 



（10月27日）　明日からの再びパワハラ地獄に備えて、早めに寝ます！

https://85358.diarynote.jp/201710270918012945/
　

コメント 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月27日21:30
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

画竜点睛は欠いたし作業予定の目標未達ですが、数年来の懸案事項が２つまとめて片付いて、

家賃とガス代も振り込んで来たし、

 
札幌に来てからできた唯一の友達と言っても過言ではない(^_^;)道すがらの犬さんが
待ちわびてくれてたのへ動物整体して老化による体調不良を改善してあげられたし、

 
紅葉も終わりの森林公園をのんびり歩けて、源泉かけ流しもわりとすいててのんびりつかれまし

たし…♪

穏やかで良い一日でした。

o(^-^)o

そうそう！

Coopで餃子が半額でしたよ！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

３０個も！買っちゃった〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（そして帰り道で…歩きながら…既に半分喰ったｗ）

明日からの再びパワハラ地獄に備えて、早めに寝ます！

　

 
 



（10月28日）　再び地獄のパワハラ（「仕事をさせない」拷問）連勤再開。／徒歩
通勤、決定♪

https://85358.diarynote.jp/201710280722451845/

（札幌、＋４℃。 ０．０ 39 μ ）。　（未達）

2017年10月28日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=I3fgS7zi2hg
陣内大蔵-新しい風 

少し遅め？の、おはようございます。

まず昨夜早目に！（２３時に）就寝する際に、ちゃんと明日の目覚まし時計の針は午前５時にセ

ットした…
んですが。

（＾＾；）

針はセットしたけど、スイッチ上げるの忘れてて、

予備の携帯のめざまし音のほうでハッと覚めたのが午前５時半。（＾＾；）

まぁ波乱含みの幕開けで、本日の厄日決定！って感じなんですが…。

んで、例によって「連休中にやっとけ！」と嘆きながらゴタゴタの台所を制限時間内でできる範

囲内で片づけて…。

（＾＾；）

ＰＣ起こしたのは０６：５５でしたが、

https://85358.diarynote.jp/201710280722451845/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710280722451845/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171028/85358_201710280722451845_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171028/85358_201710280722451845_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171028/85358_201710280722451845_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=I3fgS7zi2hg


再び例によって連休中にやり忘れていた雑用に時間をとられて、

現在すでに０７：１０…。

空気清涼。午前６時で４℃？　無風。晴天。

徒歩通勤、決定♪

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月28日（土）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 

02:00 0.039 0.038 0.038 6 

03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

再び地獄のパワハラ（「仕事をさせない」拷問）連勤再開。（－－＃）

アサッテ何らかの返歌があるはずですが…

異動できないなら、もう辞めるし！

　　↑

（実のところそんなコト言ってられるような経済的余裕はナイ…死活問題！★）

…ｗ（－－＃）ｗ…

…ってことで、どちらに転ぶにしても、最期の胸突き坂です。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


がんばります…。

ｗ（－－＃）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=s_TSEBlKNZw
陣内大蔵 - 空よ（刑事貴族2　エンディングテーマ）

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M4.4】北海道南東はるか沖 深さ65.8km 2017/10/28 06:08:21

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.9】KURIL ISLANDS 67.4km 2017/10/27 18:38:39JST, 2017/10/27 09:38:39UTC

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ41.3km 2017/10/27 15:27:29

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.6】十勝地方 深さ98.0km 2017/10/27 15:19:02

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M2.7】根室地方 深さ152.7km 2017/10/27 13:34:09

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.7】胆振地方 深さ140.6km 2017/10/27 13:18:54

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.7】十勝地方南東沖 深さ87.5km 2017/10/27 07:55:15

 
　

　

 
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=s_TSEBlKNZw


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月28日23:03
　

現在１３℃！(‾○‾;)？
でも北風。しかも強風。

でも低ベクレ…０．０３９μ。

？？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月29日7:02
　

2017年10月28日（土）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 

02:00 0.039 0.038 0.038 6 

03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 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 0.037 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 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.037 0.037 0.037 6 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


19:00 0.038 0.036 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.037 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6
　

　

 



（10月29日）　見せしめ用ターゲット作って恐怖政治でクラスや学年を支配する教員
。

https://85358.diarynote.jp/201710290706066202/

（ 札幌　０．０ 39 μ。…＋…１３…℃　！）　（未OTL）

2017年10月29日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

　（承前）

おはようございます。（＾＾；）

１０月２「９」日の、

０６時４「９」分を、観ました。（＾＾；）

カウンターの末尾も０００「９」。

…なんだか、「苦」？が多い一日になりそうです…？？？

…（〜”〜；）…★

（アルパカ狼さん、休みだし！）

ってことで前項フォローは後まわし？にして、本日の情報チェック往きます…★

（音楽はシツコクこれ。（＾＾；）…１０時間！）
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg
Dean Fujioka - History Maker (Yuuri!!! on Ice opening) 10 hours 

札幌は午前６時で！…＋１３℃…！（＠＠；）！

https://85358.diarynote.jp/201710290706066202/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg


昨日が＋４℃で、

先日は＋２℃まで、下がってたのに…ｗ（－－；）ｗ？？

すでに南からの台風の狂風が乱れ吹いていて、

夜明け前には通り雨も降ってたもよう。

降水確率的には「午後から本降り」です…さて。

通勤往路は、徒歩かバスか…？

様子見て決めますぅ…★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月29日（日）【当日】 
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年10月29日 04:57】
北海道地方では、３０日未明から夜遅くにかけて暴風や高波に警戒してください。

rin_earthさんがリツイート 
みわよしこ『おしゃべりなコンピュータ』 @miwachan_info · 2時間2時間前 
みわよしこ『おしゃべりなコンピュータ』さんが有村悠@9/23砲雷撃戦さ-19をリツイ

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


ートしました

これ全部事実なら、指導の行き過ぎではなく意図的なのでは。

見せしめ用ターゲット作って恐怖政治でクラスや学年を支配する教員

は時々実在。貧困家庭・母子家庭などの生徒はターゲットにされやすい。同調者増や

しやすく反感買いにくいから。同じ学校、同じ教員が過去にもやらかしてないか調べ

る必要が。

https://twitter.com/miwachan_info/status/924396092170559489

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月29日7:32
　

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 

　

前に進めるのは、

何事もひとりで始める人です。

　

ヘンリー・D・ソロー
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月30日8:03
　

https://twitter.com/miwachan_info/status/924396092170559489
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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2017年10月29日（日）【前日】
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00 0.037 0.036 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 0.036 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.036 0.037 6 
12:00 0.037 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 0.037 0.036 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 0.038 6 
20:00 0.038 0.037 0.038 6 

21:00 0.041 0.038 0.040 6 
22:00 0.041 0.040 0.041 6 

23:00 0.045 0.041 0.044 6 
24:00 0.048 0.047 0.048 6
　

 



（10月29日）　【 絵に描いたような パワハラ 】。

https://85358.diarynote.jp/201710300654206027/

【絵に描いたようなパワハラ】。 （10月29日15時15分）　（一
曲追加！）

2017年10月29日 就職・転職 コメント (1)
　　

https://www.youtube.com/watch?v=EoJgkgRxUfc
Berserk OST - Forces 10 hours 

本日わたしの置かれた状態が、

パワハラでなくて何なのか？と、

写真を撮って教本に載せたいくらい

(-_-#)

典型的【退職強要イジメの図】。

(-_-#)

（ていうか保安カメラは撮ってるはずなので、『2017年10月29日14時30分の画像！』

て言って、労基署に『証拠』提出しよう…★）

もうここまで引っ張っといて、

更に明日、【異動希望却下】⇒【強制退職手続き】とか言われたら…

「私は辞めるなんて一言も言ってない！」とゴネて、とりあえず１１月前半もシフト

確保。

明後日『有給』に労基署直行。と…

https://85358.diarynote.jp/201710300654206027/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710300654206027/
https://www.youtube.com/watch?v=EoJgkgRxUfc


(ノ-o-)ノ　┫

まぁ異動できるんだったら、

辞めるまではオトナシクしてるけど…？

（原稿最優先！）

だって絶対、『他の人』は、

『私だったらソッコー袋叩きにされるようなこと』してても、

全然、怒られてないもんッ！

(*｀θ´*)

https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/worry/check/result

http://sigoto-yametai.com/pawahara/ataenai.html

いま現在、わたしが置かれている状態を、「指導」とは、絶対に、呼べない。

★（－－＃）★

https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/worry/check/result
http://sigoto-yametai.com/pawahara/ataenai.html


 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月30日6:55
　

保安カメラはロッカー室にしかありませんでした…

残念！

（フィル痴に真上から怒鳴りつけられた時の音と映像とか、

　残ってたら、まちがいなく「賠償請求」できるのに…！）
　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（10月29日）　明日が天下分け目？の関ヶ原〜？？

https://85358.diarynote.jp/201710300709027240/

小人閑居して不全をレストアる。(‾ー+‾)ニヤリ

（10月29日22時00分。）

2017年10月29日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　

先ほど無事帰投。(^_^)v

さして濡れずに楽勝バス帰宅。

(^-^)g

例によって私が帰宅して着替えが済んだら、雨風が激しくなりました…

やいしゃま♪

タイトルは、覚えてたらあした書きます。(^。^;)

明日が天下分け目？の関ヶ原〜？？

ヽ（・＿・；）ノ

遅刻防止のため早め早めのバスに乗りましょう。(^_^;)

https://85358.diarynote.jp/201710300709027240/
https://85358.diarynote.jp/201710300709027240/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6


てことで早めに寝ます〜☆

（雨が本降りになってきました22時06分。）
 
 



（10月30日）　本日は「異動希望先の担当者と面談（面接）の日！」です…

https://85358.diarynote.jp/201710300725561947/

（天国か地獄）。　（一部推敲）

2017年10月30日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=CYnE4eLIgcA
天国と地獄

あらためまして、おあひょう…もとい、おはようございます。

（＾＾；）

定刻６時に起床。懸案事項の（「運を下げてた！」）台所の流しの空缶山をゆすいで水切りして

ます…

で、前４項の日付修正と追加ちょろっとやってましたら、

０７：１１になっちゃいました。

本日は「異動希望先の担当者と面談（面接）の日！」です…

「要らない」とか、言われたらどうしよう…！（＞＜ｐ）！

…と、戦々恐々のチキン状態りすでございます…★（＞＜ｐ）★

https://85358.diarynote.jp/201710300725561947/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710300725561947/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171030/85358_201710300725561947_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171030/85358_201710300725561947_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171030/85358_201710300725561947_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CYnE4eLIgcA


よし。これなんか、読み返してみよう…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201204260545249810/
【　決戦は木曜日。】2012年4月26日 就職・転職 

http://85358.diarynote.jp/201204201209034439/
【本来わたしの属する世界。】2012年4月20日

…ｗ（＾＾；）ｗ…

…４年前（２０１３年）は、せっかく今の会社の面接担当のお姉様が、

「正しい（部署の）選択肢」を提示してくれていたのに…！

うっかり（貧乏に敗けて脳が働かず）（時給だけで、選んで！）

「チャンスの前髪」をつかみそこねた…！！

！（－－；）！

今度こそッ！

「プロ作家になれるまで！落ち着いて続けられる（穏やかな人間関係の）」

「安定職場！」

希望〜ッ！！！！！！

☆☆☆☆！（＾＾；）！☆☆☆☆

http://85358.diarynote.jp/201204260545249810/
http://85358.diarynote.jp/201204201209034439/


 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月30日7:34
　

　

＞放射性物質検査の方法

＞各段階に適切な放射性物質測定機器を使用

ほら！（＾＾；）！

ここなら、息がつける…ッ！！
　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（10月30日）　（コンディション最悪の日に…面接！！！！）

https://85358.diarynote.jp/201710300819462126/

【 泊原発 ０．０ ８７ μ 】／（札幌　０．０　６１　μ。（－

－＃）★　＋８℃。）　（本日休刊！）　（りす１匹目）

2017年10月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=TkzVG1WPtyU
喜歌劇「天国と地獄」序曲　Overture From ’Orpheus in the Underworld’ 

前項参照。（＾＾；）

たいへん精神状態が不安定なので、作業が手につきません。

あんど、台風くずれの雨風が激しくて、こんな日に限って徒歩通勤不能。

（－－；）

遅刻防止のため１本早いバスに乗ろうと思っているので、情報チェックは最小限にとどめます…
。

札幌は午前６時で＋８℃。強風と激しい雨。午後から晴れ予報。

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509318600/1011-0010-101000-
201710300810.gif?t=1509319253
（０８：００〜０８：１０）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

https://85358.diarynote.jp/201710300819462126/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710300819462126/
https://85358.diarynote.jp/201710300819462126/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171030/85358_201710300819462126_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171030/85358_201710300819462126_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171030/85358_201710300819462126_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TkzVG1WPtyU
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509318600/1011-0010-101000-201710300810.gif?t=1509319253
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月30日（月）【当日】 

01:00 0.059 0.050 0.054 6 

02:00 0.061 0.057 0.059 6 

03:00 0.055 0.051 0.054 6 

04:00 0.049 0.043 0.046 6 

05:00 0.051 0.043 0.047 6 

06:00

…（－－＃）…★

ホワイトフード @whitefood1 · 6 分6 分前 
10月30日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/924772883481559040

ホワイトフード @whitefood1 · 2時間2時間前 
10月30日6時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が305箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/924742959324545024

特務機関NERV @UN_NERV · 4 時間4 時間
【北海道地方 気象情報 2017年10月30日 04:59】
北海道地方では、３０日４時までに、２０メートル以上の非常に強い風の吹いた所が

あります。引き続き３０日夜遅くにかけて、暴風や高波に警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2017年10月30日 02:47】

https://twitter.com/whitefood1/status/924772883481559040
https://twitter.com/whitefood1/status/924742959324545024


網走地方では、３０日朝から３０日夕方まで暴風に、３０日朝から３０日夜遅くまで

高波に警戒してください。

ホワイトフード @whitefood1 · 8時間8時間前 
10月29日23時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が88箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/924650275826053120

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月30日8:23
　

凄い風です。

呼吸するたびに、気管と肺が痛いです…（－－＃）…★

（コンディション最悪の日に…面接！！！！）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日7:41
　

2017年10月30日（月）【前日】

01:00 0.059 0.050 0.054 6 
02:00 0.061 0.057 0.059 6 

https://twitter.com/whitefood1/status/924650275826053120
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


03:00 0.055 0.051 0.054 6 

04:00 0.049 0.043 0.046 6 

05:00 0.051 0.043 0.047 6 
06:00 0.055 0.052 0.054 6 
07:00 0.061 0.055 0.057 6 

08:00 0.065 0.061 0.062 6 
09:00 0.066 0.062 0.064 6 

10:00 0.061 0.054 0.057 6 
11:00 0.053 0.053 0.053 1 

12:00 0.047 0.044 0.045 6 

13:00 0.042 0.039 0.040 6 
14:00 0.039 0.038 0.038 6 
15:00 0.043 0.038 0.040 6 

16:00 0.045 0.041 0.042 6 
17:00 0.054 0.048 0.051 6 
18:00 0.046 0.043 0.045 6 

19:00 0.042 0.040 0.041 6 
20:00 0.043 0.038 0.040 6 
21:00 0.043 0.041 0.042 6 
22:00 0.041 0.038 0.040 6 
23:00 0.040 0.037 0.038 6 
24:00 0.043 0.041 0.041 6
　

 



（10月30日）　聴いた瞬間にＰＴＳＤ発症。

https://85358.diarynote.jp/201710310651524430/

（追記あり。）⇒【ＰＴＳＤ発症中】【胃が激痛】／「 わたく
しの お声が 聞こえて おりますか 」⇒Part.２。

　（10月30日15時12分）。

2017年10月30日 就職・転職 コメント (4)
　

　

　

台風の影響で？

午前と聞いていた面接が

午後に。(-"-;)

それは不可抗力だが、その時間に聴かされたのが、

よりによってスネイピ！（＞＜。）！

聴いた瞬間にＰＴＳＤ発症。

しかも内容ぼろぼろ。

これだけ酷い仕事っぷりの奴に

『あなたなんか何もかもみんなダメよ〜っ！」…と、

みんな受電中のフロアの真ん中で泣きわめいて地団駄踏んで暴れだすようなキチガ〜に、

https://85358.diarynote.jp/201710310651524430/
https://85358.diarynote.jp/201710310651524430/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710310651524430/
https://85358.diarynote.jp/201710310651524430/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171031/85358_201710310651524430_1.jpg
https://85358.diarynote.jp/201710310651524430/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171031/85358_201710310651524430_2.jpg


パワハラされてた私って。

(`ヘ´)

そんなのを『手本にしろ』とか聴かされてる今の立場って…！

(ノ-o-)ノ　┫

胃が激痛すぎてごぱん食べられない。

面接オワッタ…。

労基署の前に内科。

パワハラ胃痛で訴状。

(-"-;)

参照⇒「わたくしのお声が聴こえておりますか？」

http://85358.diarynote.jp/201402121654148990/
 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年10月31日7:32
　

写真失敗。（＾＾；）

肉眼だと、とても綺麗な色だったんですが…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日11:55
　

OTL49さんがリツイート 
SIVA @sivaprod · 10月25日 

枝野が普通に喋ってるだけでこんなにも気持ちいいっての、

 
「聞かれたことに応える」って当たり前のことにいかに飢えてたか、安倍小池橋下松井その諸々

達の

「会話とはマウンティングであり勝ち負けである」にいかに疲弊しきってたのかを

 
つくづく実感しますなあ。

　　↑

そう！　スネイピは完ッ全に！

「ひとの話を聴く力がない」（いわゆるサイコパス）なのに、

「コールセンターで」「管理職」やってた、という、脅威…★

ｗ（－－＃）ｗ★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2017年10月31日11:55
　

OTL49さんがリツイート 
mko @trappedsoldier · 10月25日 
mkoさんがShou. Suzukiをリツイートしました
　

ソロスやネオコンのサイコ連中は、安定した福祉国家をテロリストが支配する破たん国家にし、

人々が殺され苦しむのを見ると全能感に酔い快感を得るモンスター！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日16:16
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
YOSHIDA Ken-ichi5  @ hed · 10月24日 
　

「体調不良で休みます」と会社に電話したので体調が全回復した。

　

電話すげえ。

https://twitter.com/5hed/status/922620082261442560
　

＞武者武者 @Romancitizen609 · 10月25日 
そんな時にはこちらの特効薬（有給）を併用してお使いになるとより効果的に休めるでしょう。(´
ε｀ )
　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（10月30日）　（だからちなみに、今のバイト先の名乗り試案とかマニュアルと入力
帳票（今月中で廃止）の原案とか、『ワープロ』打ったの、ぜんぶ私！σ(^◇^;)。。。

https://85358.diarynote.jp/201710310722083998/

（追記あり）　《 バスコ・ダ・ガマ 》 登場！(^。^;)！（黒幕は
アルマンディンに〜さま！(^_^#)！☆　（10月30日20時40分）

2017年10月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　 

　

　

バスコダガマ。（仮称）登場。

(^。^;)

たぶんだが、３０年前に本社の１階の『創業準備室』みたいなところで名刺をもらったことが

ある…？

わりと珍しい名字だし！

（まだ会社名とロゴの試案複数を回覧しておじぢどもが『ナウいのはどうも…(-_-#)』と難色を示
してるなか、『若い女性の意見をぜひ！』とか、リサーチに来た人…じゃなかった…？

（だからちなみに、今のバイト先の名乗り試案とかマニュアルと入力帳票（今月中で廃止）の原

案とか、『ワープロ』打ったの、ぜんぶ私！σ(^◇^;)。。。

私の任務は（結果として）アメンオサ。(-"-;)

あんど、

https://85358.diarynote.jp/201710310722083998/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201710310722083998/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171031/85358_201710310722083998_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171031/85358_201710310722083998_2.jpg


とにかく、「課題」は、

『どんな横槍が入ろうとも、今度こそ投稿原稿を書き上げる！』こと…☆

　σ(^◇^;)。。。

とりあえず穴が開きかけた胃袋の

緊急修復のせいで脾臓まで痛みだしたので、

補修材補給に、

美味しい野菜ラーメンを

食べました〜♪♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

以下次号！

※アメンオサ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%97%E8%A1%8C%E5%BE%A1%E5%8F%B2

 
　

　

 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%97%E8%A1%8C%E5%BE%A1%E5%8F%B2


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:41
　

OTL49さんがリツイート 
土屋アソビ @wtbw · 10月20日  
　

もう何回目の紹介か忘れたけども、またすごいケーキを発表されました。

建築家から転身したパティシエDinara Kaskoさんの作品
http://www.dinarakasko.com/algorithmic-modeling-cakes/ …
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:45
　

　　↑

https://twitter.com/wtbw/status/921234340016635904
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日15:50
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
猫好き@caneko_ki · 2016年12月23日 
　

もう一度！

https://twitter.com/caneko_ki/status/812535280443871232
　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/wtbw/status/921234340016635904
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https://twitter.com/caneko_ki/status/812535280443871232


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日16:25
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
かめじろう @Root_Tokyo · 10月23日 
　

幼稚園児でもできる掛け算の方法があるので知ってもらいたい

(例: 123×21)
https://twitter.com/Root_Tokyo/status/922479816107888642
　

　　↑

りすでも出来る！（＾０＾）！

いいこと覚えた〜ッ♪♪

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日16:30
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
中国住み @livein_china · 10月24日 
　

中国無人シリーズ

今度は上海に「無人ラーメン店」が登場

https://twitter.com/livein_china/status/922778932721598466
　

　　↑

日本には「落語」という文化がありましてね？

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/Root_Tokyo/status/922479816107888642
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/livein_china/status/922778932721598466


「無人化」を推し進めていくと、そのうち、

「食べる人間もいなくなる」という、予測が出ております…ｗ
　

　

 
 



（10月30日）　『 出勤したら 椅子がナイ 』。

https://85358.diarynote.jp/201710310725366978/

（10月30日23時32分）

2017年10月30日 就職・転職 コメント (11)
　

　

先ほど無事帰投。(^o^)／

ところで

『出勤したら椅子がナイ』は

めもしたっけ？

（座席表に名前はあったけど、

席に行ったら『椅子がなかった』のよ。（物理的に）(-_-#)

んで、しばらく突っ立ってたけど目の前のリータス奇ーターに完無視されたんで、

壊れた予備の椅子を無断で持ってきて勝手に座った。（犯人はキャパだった）

てことで無事帰投。(^_^;)

札幌は４℃。

雪だかミゾレだかアラレだか氷雨だか判然としないものがしきりに降っては融けてますが、

買い物は最小限にして身軽に元気に徒歩帰宅。

o(^-^)o

ａｕのポイント交換で無料入手した新品の雨カッパがなかなか具合がいいです。

https://85358.diarynote.jp/201710310725366978/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710310725366978/


ひとまず明日から『予定通り』４連休♪

o(^-^)o

あとのことは…

『あした考えるわ☆』

おやすみなさ〜い！

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日9:27
　

rin_earthさんがリツイート 
みわよしこ『おしゃべりなコンピュータ』 @miwachan_info · 10月28日 
みわよしこ『おしゃべりなコンピュータ』さんが有村悠@9/23砲雷撃戦さ-19をリツイートしまし
た

これ全部事実なら、指導の行き過ぎではなく意図的なのでは。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


見せしめ用ターゲット作って恐怖政治でクラスや学年を支配する教員は時々実在。

貧困家庭・母子家庭などの生徒はターゲットにされやすい。同調者増やしやすく反感買いにくい

から。

 
同じ学校、同じ教員が

過去にもやらかしてないか

 
調べる必要が。

https://twitter.com/miwachan_info/status/924396092170559489
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日9:31
　

rin_earth @rin_earth · 10月27日 
rin_earthさんが朝日新聞(asahi shimbun）をリツイートしました
　

そんなくだらん規則や解釈はとっとと変えて欲しいなあ・・・

 
ホント、21世紀の出来事ですか、
コレ→「・・・染色や脱色を禁じる「生徒心得」を理由に、黒く染めるよう指導した。

 
「生来的に金髪の外国人留学生でも、規則では黒染めをさせることになる」・・・」

https://twitter.com/rin_earth/status/924039799731654656
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:10
　

OTL49さんがリツイート 
神奈いです◆5wbYUif2XM @sazaeP · 23時間23時間前 

https://twitter.com/miwachan_info/status/924396092170559489
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/rin_earth/status/924039799731654656
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ここ数年で常識は変わってるので注意

ブラックを辞めたら仕事はない→いくらでもある

仕事は非正規しかない→正社員の募集も沢山

最低賃金を上げたら求人が減る→連続であげても求人が増える

サービス残業しないと会社が潰れる→潰してホワイトに入社

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:12
　

０６２

０１２３☆

　

OTL49さんがリツイート 
森木 一 @morikihajime · 23時間23時間前 
　

超手が早くて出来のいいコードを書く人が

・電車遅延による遅刻が多い

・電車遅延による遅刻以外で残業をほとんどしない

という「ルールは守っているが心証が悪い」というクッソくだらない理由で文句言われて

退職することになりました

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:24
　

OTL49さんがリツイート 
くろいわっ@p_kuroiwa · 10月29日 
　

中学の頃、友人が整髪料禁止なのに毎日バッチリ決めてくるんで教頭先生が注意したら

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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「お前はつけるもんないから楽しみ知らねぇんだろ!」とハゲの教頭に言ったのだが
「若いころ散々楽しんだ結果がコレなんだよ!」と言い返した翌日から卒業まで、
彼の髪は自然なヘアスタイルだった

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:27
　

OTL49さんがリツイート 
アイザック @Isaacsaso · 10月28日 

「厳しい校則」でルールの大事さを学んだはずの人達が労働基準法を守れない理由は、

「厳しい校則」で学ばされるのが『立場の強い人に逆らうな』というルールだけだからだろう

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:38
　

OTL49さんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 10月24日 
　

労働基本法守ったら会社が潰れるってのはおかしな理屈で、それは「みんな守らない。守らなく

ても罰せられない」という前提があるから「真面目に守ったらバカを見る」というだけなのにね

。みんなで守ってそれでも会社が潰れまくるってんならそれはもう国として経済が終わってると

しか言いようがないし。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:38
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OTL49さんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 10月27日 
　

どこの業界でも同じだと思うのだが、

人が足りなければ、待遇良くするしか無いだろうに。

資格を不要にするだの、外国人を連れてくるだの、意地でもカネだけは出さないって姿勢じゃ、

 
その業界全体が沈んでいくだけだわな。

 
ある程度以上沈んだら、再浮上は容易ではないのだけどねぇ…。
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日11:00
　

OTL49さんがリツイート 
伊咲ウタ　ブキミの谷のロボ子さん連載中 @uta_isaki · 10月28日 
　

昔マンガで、「髪の毛の色が明るいので染めさせられていやな思いをする主人公」を書いて投稿

した。

後日編集部の寸評に「こんな前時代的な教師はリアリティがない」とあった。

　

今回のことでそういう教師がまあまあ存在していることがわかった

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日11:11
　

OTL49さんがリツイート 
Dan Kogai�認証済みアカウント� @dankogai · 10月27日 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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Dan Kogaiさんが前野［いろもの物理学者］昌弘をリツイートしました
　

ほんとこれ。「どうしたら我が国にも天才が現れるようになるでしょう」の答えも

 
「バカを許すこと」以外の正解はないはず

https://twitter.com/dankogai/status/923711227116716033
　

　

おもしろ太郎 @sutekina0729 · 10月27日 
返信先: @dankogaiさん、@motoken_twさん 

後々既成概念超えた発明したエジソンも、バカ扱いされてたことを考えると、

 
今、自分たちがバカ扱いしてる奴がとんでもない思考持った奴かもしれんしね。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日11:18
　

OTL49さんがリツイート 
おかざき真里『かしましめし』発売中 @cafemari · 10月27日 
おかざき真里『かしましめし』発売中さんがれっどゴルゴ＠ANTIFAをリツイートしました
　

（ヒドイ…）
・４日ごとに指導

・度重なる染色で生徒の頭皮はかぶれ

・教諭から「母子家庭だから茶髪にしているのか」と中傷

・文化祭や修学旅行には茶髪を理由に参加させてもらえなかった

・指導の際に過呼吸で倒れ

・生徒の名前を名簿から削除。他の生徒や保護者には、退学したと虚偽の説明

https://twitter.com/cafemari/status/923816691569606656
　

　

https://twitter.com/dankogai/status/923711227116716033
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（10月31日）　「失業」は免れて、今日から４連休！（＾＾）！

https://85358.diarynote.jp/201710310749255581/

【 泊原発 ０．０ ７３ μ 】／【 札幌 ０．０ ６６ μ 】（＋４℃！
）／冬じたくが始まる季節になりました。　（未しん）

2017年10月31日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=dGX3temma5Q
sm21525892 ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
辻井伸行 / Nobuyuki Tsujii BBC Proms full Blind Pianist 

あらためまして、おはようございます。

前項と、その前３つの「日付修正＆追記」をやっていたら０７：３５になっちゃいました。

「パワハラ異動」問題につきましては、昨日は新展開がありまして。

（＾＾；）

書くのにもう少し頭を冷やす必要があります。

とにかくとりあえず１０月末での「失業」は免れて、「予定通り休んでください」との

 
バスコ・ダ・ガマ（仮名）氏のお言葉を頂戴したので、

今日から４連休！（＾＾）！

https://85358.diarynote.jp/201710310749255581/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710310749255581/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171031/85358_201710310749255581_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=dGX3temma5Q


（紅葉狩りはもう行っちゃったし、寒くなり過ぎだし、自転車はパンクしてリサイクルに出

しちゃったので、サイクリング予定は来年もちこし〜！

…で、とりあえず今日は、「静養と家事と原稿！」…予定…。）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月31日（火）【当日】 
01:00 0.049 0.045 0.048 6 
02:00 0.053 0.048 0.050 6 
03:00 0.052 0.049 0.051 6 
04:00 0.047 0.040 0.043 6 
05:00 0.040 0.038 0.038 6 
06:00

※昨日の線量は⇒http://85358.diarynote.jp/201710300819462126
（コメント欄参照）

気温４℃。曇天。

日照皆無できのうの湿気も残っているので、「底冷え」して感じます。

おなかすいた…（＾＾；）…（胃痛は（とりあえず）治った♪）

地震マップ @eq_map · 45 秒45 秒前 
【M4.5】根室半島沖 深さ48.3km 2017/10/31 08:00:54

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M3.0】苫小牧南方沖 深さ144.2km 2017/10/31 05:34:58

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.7】根室半島沖 深さ60.1km 2017/10/31 03:29:28

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.6】青森県西方沖 深さ193.5km 2017/10/31 00:29:48

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://85358.diarynote.jp/201710300819462126


地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.3】KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA 216.3km 2017/10/30 21:51:55
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M4.0】渡島半島 深さ174.2km 2017/10/30 15:49:43

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.8】胆振地方 深さ114.2km 2017/10/30 14:39:31

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.7】根室地方 深さ89.8km 2017/10/30 12:40:58

ホワイトフード @whitefood1 · 20 時間20 時間前 
10月30日12時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が226箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/924833722205011968

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報（解除） 2017年10月30日 11:46】

石狩・空知・後志地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.8】十勝地方 深さ106.5km 2017/10/30 10:03:26

ホワイトフード @whitefood1 · 24時間24時間前 
10月30日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/924772883481559040

Charlie（Lv51） @charlie24K · 10月29日 

北海道　台風以上の低気圧が? @tenkijp

https://twitter.com/whitefood1/status/924833722205011968
https://twitter.com/whitefood1/status/924772883481559040


http://www.tenki.jp/forecaster/diary/h_okamoto/2017/10/29/85871.html …

んあー(ρ_-)o
札幌は急激な気圧低下があったようだが、腰痛は酷くない。

やはり意味不な腰痛は体感なのだろう。

皆さんも、意味不な痛みがあるなら体感者かも知れんから覚えておくといい！

https://twitter.com/charlie24K/status/924711617006149632

Charlie（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp�認証済みアカウント� @tenkijp · 10月29日 

【知床横断道路がそろそろ閉鎖。北国の冬じたくが始まる季節になりました】 

http://www.tenki.jp/suppl/romisan/2017/10/29/10351.html … 東の羅臼（らうす）から西
の斜里町ウトロまで、知床半島を横断する「知床横断道路」。..
https://twitter.com/tenkijp/status/924569226064441344

　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日11:22
　

OTL49さんがリツイート 
てるる @teruru · 10月27日 
　

転勤族だった両親は私が一人暮らしを始める時に「その街の夜を見ろ。物件はRC造か鉄骨に絞れ
。他住人との隣接は最小限に留めろ。数千円高くても上階角部屋を狙え。休むべき家で他住人の

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/h_okamoto/2017/10/29/85871.html
https://twitter.com/charlie24K/status/924711617006149632
http://www.tenki.jp/suppl/romisan/2017/10/29/10351.html
https://twitter.com/tenkijp/status/924569226064441344
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生活音が聞こえるストレスに比べれば数千円は安い」という教えを説いてくれた。

経文に書いて後世に語り継ぎたい。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日16:34
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
t.marbleu @t_marbleu · 10月24日 
　

銭函の海岸で何の実験？

https://twitter.com/t_marbleu/status/922676936404373504
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日7:33
　

2017年10月31日（火）【前日】

01:00 0.049 0.045 0.048 6 

02:00 0.053 0.048 0.050 6 
03:00 0.052 0.049 0.051 6 

04:00 0.047 0.040 0.043 6 
05:00 0.040 0.038 0.038 6 

06:00 0.038 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 0.037 0.037 6 
09:00 0.037 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.036 0.037 6 

https://85358.diarynote.jp/
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https://twitter.com/t_marbleu/status/922676936404373504
https://85358.diarynote.jp/
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11:00 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.038 0.036 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 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 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.036 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 0.036 0.037 6
　

 



（一旦完！）

 
 

これにて、めでたく？

 
 

一

旦

完

！
 



（２０１７年１１月）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年１１月）
 
 
 
 



（11月１日）　「失職寸前」４連休の２日目。（＾＾；）

https://85358.diarynote.jp/201711010736331158/

【 札幌 ０．０ ５３ → ０．０ 38 μ 】（＋７℃！）／北朝鮮の核
実験場「崩壊」の恐れ　放射性物質が「北海道に飛来の危険性」

。　（未JUMP）

2017年11月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=-zLTurUfx0s
パイレーツ・オブ・カリビアン（サウンド・トラック・ハイライト）

うっかり遅くなりましたよう（＾＾；）の、おはようございます。

０７：２８になっちゃいました。（＾＾；）

ぃえ、「とりあえずかろうじて首の皮一枚でつながってるだけの失職寸前」

４連休の２日目。（＾＾；）

定刻６時の目覚ましで元気よく起きだして定例のナンチャッテ腹筋と小家事をやって、

１１月０１日、

０６時４１分。にはＰＣ起こしてたんですが…

昨夜作業分のうっかり読み返し（＾＾；）とかしてたら、この時間に…★

さくさく往きます！

https://85358.diarynote.jp/201711010736331158/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711010736331158/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171101/85358_201711010736331158_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171101/85358_201711010736331158_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171101/85358_201711010736331158_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-zLTurUfx0s


http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月01日（水）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.036 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 0.037 0.038 6 
06:00

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509489000/1011-0010-101000-
201711010730.gif?t=1509489664
（０７：２０〜０７：３０）

予定は終日ひきこもり。

ペットボトルのリサイクル出しと

洗濯と

台所かたしと

料理（今週分の「魔女鍋」仕込み）と

机の上の雑資料に目を通して、

ＰＣ内のごたごたデータを少し整理して、

夜は「原稿」！

地震マップ @eq_map 
【M2.8】十勝地方南東沖 深さ54.7km 2017/11/01 08:06:35

【M3.4】宗谷地方 深さ12.0km 2017/11/01 02:14:21

【M4.4】SAKHALIN, RUSSIA 10.0km 2017/11/01 02:14:08JST, 2017/10/31
17:14:08UTC

【M3.7】北海道南西沖 深さ205.1km 2017/11/01 01:36:17

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509489000/1011-0010-101000-201711010730.gif?t=1509489664


チャーリー（Lv51） @charlie24K · 9時間9時間前 

これは、あまりいい形ではないな？

あちこち…
https://twitter.com/charlie24K/status/925392047166537733

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
気温bot(北海道）9  @ n__ · 10時間10時間前 
23時現在の気温(道東)
雄武5.7
紋別3.5
遠軽1.5
網走1.4
津別-1.4
根室4.4
厚床0.4
釧路2.4
帯広2.2
広尾4.7

【M3.2】北海道東方沖 深さ8.1km 2017/10/31 22:24:36

【M2.5】釧路地方 深さ128.1km 2017/10/31 20:40:47

【M4.6】OFF THE COAST OF HOKKAIDO, JAPAN 54.8km 2017/10/31 08:00:55
JST[UTC+9]
　　↑

【最大震度1】(気象庁発表) 根室半島南東沖 深さ約60km M4.2 31日08時01分頃発生

OTL49さんがリツイート 
らん@マイナンバーとは全体主義のこと @ranranran_ran · 10月30日 

https://twitter.com/charlie24K/status/925392047166537733


◆餓死した母親（北海道札幌市）

◆生活保護「水際作戦」（2/12）
①昭和６２年。札幌市白石区。母子家庭の母親に保護受給の申請すらさせず餓死する

まで放置。

②つまり今に始まった事ではない。昭和の時代から延々と続いてる。批判されても直

らない。もはや地方公務員を染め上げる組織的体質。

OTL49さんがリツイート 
jp4africa@tokyo @jp4africa · 10月29日 
jp4africa@tokyoさんが千田有紀をリツイートしました

タイ人&ベトナム人 (高学歴＆専門職) 「日本って給料安いよねー」
オーストラリア人「初任給、わしらの半分」

全員「どうやって暮らしてんの？」

https://twitter.com/jp4africa/status/924429527006113793

https://www.youtube.com/watch?v=l0XdDKwFe3k
Stomp Live - Part 3 - Just clap your hands 

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ハル @esmhal · 10月30日

北朝鮮の核実験場「崩壊」の恐れ　放射性物質が「北海道に飛来の危険性」韓国紙報

道（J-CASTニュース） - Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20171030-00000011-jct-soci … @YahooNewsTopics
https://twitter.com/esmhal/status/924944804731011072

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201711010842471943/
！（－－＃）！

（もう来たし、とりあえず終わった！）

https://twitter.com/jp4africa/status/924429527006113793
https://www.youtube.com/watch?v=l0XdDKwFe3k
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171030-00000011-jct-soci
https://twitter.com/esmhal/status/924944804731011072
http://85358.diarynote.jp/201711010842471943/


　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月2日6:50
　

2017年11月01日（水）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.036 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 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 0.036 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.038 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.037 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 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.039 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 0.039 0.038 0.038 6 
24:00 0.039 0.038 0.039 6
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


 
 



（11月１日）　「総括」（まだ終わっていない段階での書き出し草案）。

https://85358.diarynote.jp/201711011803052401/

めも。（１７：５９）

2017年11月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)
　　

「ことの起こりは３０年前、そこそこ名前は知られているが通勤ラッシュ時の

乗降客数はそこそこでしかない山手線の西南側の某駅から徒歩なら１５分ほ

どの、

周囲は下町の古い家並が残るなか、バブルの地上げの産物とはっきり分る

そこだけ超高層なハイテクの、隣接する某庭園を見下ろすビルから始まった。」

「総括」（まだ終わっていない段階での書き出し草案）。

 

https://85358.diarynote.jp/201711011803052401/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201711011803052401/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171101/85358_201711011803052401_1.jpg


（11月２日）　高い金出して採用した人材を使えなくさせる上司の方が無能。

https://85358.diarynote.jp/201711022026391435/

「　総　括　」　　（まだ終わっていない段階での、「書き出し

草案」）。

2017年11月2日 就職・転職 コメント (4)
　

（承前）

まずこれね。（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201711011803052401/

めも。（１７：５９）

2017年11月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)

「ことの起こりは３０年前、そこそこ名前は知られているが通勤ラッシュ時の乗降客

数はそこそこでしかない山手線の西南側の某駅から徒歩なら１５分ほどの、周囲は下

町の古い家並が残るなか、バブルの地上げの産物とはっきり分るそこだけ超高層なハ

イテクの、隣接する某庭園を見下ろすビルから始まった。」

「総括」（まだ終わっていない段階での書き出し草案）。

曲はこれなんかどうかな…。

https://www.youtube.com/watch?v=KQKapIRYRFM
ドヴォルザーク： 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 《新世界より》
カラヤン / ベルリン・フィル 1964 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ことの起こりは３０年前、そこそこ名前は知られているが通勤ラッシュ時の乗降客数は当時まだ

まだまばらと言う以上にむしろわびしい風情を漂わせていた山手線の西南側の某駅から、徒歩な

ら緩い下り坂の商店街と飲み屋街を下って１５分ほどの、周囲は下町の古い家並が残るなか、バ

ブルの地上げの産物とはっきり分るそこだけ超高層なハイテクの、隣接する某庭園の緑を見下ろ

す美麗な社屋から始まった。

初めに私がそのビルに派遣されたのは遥か上の階の「儲かる最先端部門」色々ごたまぜフロア

ーの、

しかしよりによって…！

「六ヶ所村はリサイクルだから地球に優しい」推進部門。であった…。

！（－－；）！

そこに勤務したわずかな時日のあいだに見分した事象の詳細は割愛する。

（…時効だろ？とは思うが一応守秘義務もあることだし）

が、時はまさにチェルノブイリ原発事故の翌年だったかその次だったか。

https://85358.diarynote.jp/201711022026391435/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711022026391435/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171102/85358_201711022026391435_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/201711011803052401/
https://www.youtube.com/watch?v=KQKapIRYRFM


すでに私は敬愛する同人仲間？にして往時のペンネーム「猫の舌」氏こと現在「伊藤有壱」氏と

して世界的に活躍する有名人？となった実姉の同級生が描くところの反原発漫画（※）にドカン

！とアタマを殴られて、

「これからは生き方を変えよう！エコでオルタナティブな反戦・反原発ライフを送ろう！」

…という、決意を固めつつあるところだった。というのに…★（－－；）★

（

※

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9

コミックボックス

1980年代後半、編集長の才谷遼の方針から、原子力発電所の建設や運用に反対する姿
勢を誌面に明確に打ち出した。1988年8月号は『まんが・危険な話』（タイトルは広瀬
隆の著書から）と題して反原発特集号の様相を呈し、

まぁ嗤うに笑えないが嘲っておくしかないエピソード群を幾つか実体験した後、

これはもう、まちがいなく、

「こんな連中が推進しているなら、原発は危な過ぎる」という結論に達し…

超・大企業の原発推進部門のド真ん中で、「私は反原発なので、これ以上この内容のお仕事はお

請け致しかねます」と堂々「契約更新お断り」して、凱旋王のように胸を張って堂々退職したこ

とを覚えている。

（当時「派遣の賓客」として「ワープロ入力が早くて正確」なことでは定評があり、業界内では

引く手あまたで「仕事なんか幾らでもあるさ！」…と、バブル崩壊の寸前、まだ思っていたから
こその、芸当ではあった…。）

…で。

２階の社員食堂の美味しい肉まんが当時１個９０円で。お茶は飲み放題のタダだったので、彩り

の美しい隣接する某牙城苑（仮名）の庭を見下ろしながら優雅な気分で、肉まん２ケ１８０円で

昼食予算が収まるお気に入りの派遣先との関係は、それで終わった。と思っていたのだが…。

そのすぐ後に、同じビル内のたしか１階入り口わき、当時はまだ予備の会議室スペースを間借り

したような仮設スペースで、もうあと１〜２ヶ月で会社設立の運びとなる予定のバタバタした新

設部署へと、「偶然」派遣される運びとなった。

何を隠そう、その３０年前の立ち上げ当時、基本の電話応対マニュアルとか帳票入力画面の色指

定（眼に優しい緑色にして！）だとか、電話応対しながらの入力順序の使い勝手だとか…を、た
だの「ワープロ入力」派遣の職分をはるかに超えてあれこれ進言だの改良だのしまくった挙句に

、２ヶ月かそこらで

「おカネが貯まったので、また北海道で遊んで来ま〜す！」…と、一陣の風のような勢いで颯爽
と辞めた…

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9


そしてそのあと３０年の月日が流れ。

「あんなズサンな脳ミソの連中が保守管理をしているなら、原発は危険すぎる！」と唱え続けた

原発が、

事実、「３．１１」し…。

必死の避難移住の挙句、忘れかけていた「いつか北海道に引っ越す！」の「夢」が、何故か？実

現してしまい…。

…ｗ（＾□＾；）ｗ…★

…その３０年前の設立準備に立ち会った会社の北海道支店が、何故か？

今回のパワハラ事件の、舞台なのであった…。

…ｗ（－－；）ｗ…。

（そしてどうやら部署の総括責任者氏とは、

　３０年前に名刺をもらって何度か会話をしたことがある仲…？？）

不思議な因縁も、有ったもんである…。

　

（続く）。

https://www.youtube.com/watch?v=kpmn3WoZtKM
映画『六ヶ所村ラプソディー」予告編

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月2日20:46
　

あ”〜（〜〜；）…★

そぉいぇば、「反戦デモ」に参加して、機動隊に踏み殺されそうになって、

「この国は、危ない！」と「気がついた」のも、３０年前。だったかな…？

https://www.youtube.com/watch?v=kpmn3WoZtKM
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


参照⇒『正しい戦争』石坂啓

そんで、ＰＢコリアに乗ったり、アイヌモシリ一万年祭（第一回）に参加したりして、

 
「自分探し」の旅をしてたさ〜☆

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月2日20:59
　

あ、で、その往時、

私が使っていた「８インチフロッピーディスク」に、

「まーさん’ｓ」って、名前書いてたんだよ。

そしたら何故か？（＾＾；）いつの間にか、それが「システムの名前」に採用されてた…ｗｗｗ
ｗ

んで。（＾＾；）

今月２０１７年１１月をもって、そのシステムは、「運用廃止」と、なるのでありました…。

（だから、どうせ「その前に辞めよう」とは、思っていたのに…！

（転職活動を始める一瞬前に、干された！ｗｗｗｗｗ）

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月2日21:13
　

21:12 (^^;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年6月30日22:19
　

OTL49さんがリツイート 
ブラック企業の深い闇 @makkuro_ankoku · 6月28日 
　

鬱で会社に行けなくなった友人と話してたんだが、

上司からの「無能」だとか「俺なら採用しない」とかの罵倒とかで心を病んでしまったらしい。

普通に考えたら高い金出して採用した人材を使えなくさせる上司の方が無能な気がするんだがね

。

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/


なぜ上司は罰せられないんだろうか。

https://twitter.com/makkuro_ankoku/status/1012298374744141824
　

 

https://twitter.com/makkuro_ankoku/status/1012298374744141824


（11月２日）　「今すぐそのビルから飛び降りて死ね！」かける「録音３回！」

https://85358.diarynote.jp/201711022237084640/

「労基署にも話せる話」。

2017年11月2日 就職・転職 コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=2Sp4JyDNNr8
モルダウ・「我が祖国」より 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「労基署にも話せる話」

２０１７年１０月３０日１６時より、台風のなか来札した本社担当社員（役職名失念）と札幌の

異動希望部署の責任者と、別室にて面談。

上席を譲られる。

私が現在おかれている状況が耐えがたい精神的苦痛をともなう「パワハラ」（退職強要）状態だ

という

認識はしっかりあるらしく、挨拶の時点でまず大変低姿勢な謝罪がある。

ただし、「会社としての都合もご理解頂きたい」との説明。理は通っている。

しかし「ミス１回で即モニタリング（再研修）という名の退職強要」が

全社的に恒常的に行なわれているという背景も透けて視える。

続いて異動希望部署の業務内容と雇用条件について説明あり。

ここで私が「ああ勘違い」という痛い失点を犯していたことが判明。

現在勤務中の会社の別部署の「人材募集」記事の好条件を読んで、てっきり２５年前？にバイト

したことがある古巣の会社の仕事の件だと思いこんで舞い上がっていたのだが、それとは別件だ

った…。

懐かしい古巣の会社から委託されている業務も一部にあるが、それ以外の仕事量のほうが多く、

https://85358.diarynote.jp/201711022237084640/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711022237084640/
https://www.youtube.com/watch?v=2Sp4JyDNNr8


古巣対応専門の部署があるわけではないという。しかも、現在より時給が（かなり）下がる…。

そして異動希望先責任者の浮かないカオからして、他部署で「厄介者」扱いされている私を受け

容れさせられるのは大変不本意…そっちから断れ！…と読める。

予想外なことに、ここで「現部署に慰留」という提案が本社役員から入る。

（…仕事、「させてもらえない」（給料泥棒）の状態の「まま」…？？）

「時給が下がってもいいから、とにかく異動したい。」と、強い希望を伝える。

ついでに、我慢していたＰＴＳＤが爆発して切れる。

「今すぐそのビルから飛び降りて死ね！」かける「録音３回！」

「聞かされて反省文を書かされた」件を伝え、

「とにかくイジメのない部署に異動したい。どこでもいい。」と伝える。

いじめ・パワハラについて具体的に？半信半疑（ほぼこちらを被害妄想扱い）の質問があり、

具体例と個人名を挙げて恒常的かつ組織（集団）的にパワハラが行なわれていることを伝える。

理解される。

「異動の件については具体的には持ち帰って検討のうえ伝える」との話。

「それだけの結論」に至るまでに３週間も！待たされたことを伝え、他社への転職活動に支障を

きたし、

翌月（翌々日）からの仕事が決まっていない窮状を伝える。

「異動先とシフトが確定するまで現状（現部署従来シフト）維持で。」との提案にて了承。



帰室し、現部署責任者にその旨伝えて了承される。

その夜、現部署責任者は業務終了後、単独で本社役員に「飲みに」連行される。

そのまま私は４連休に入り、現在に至る。

（現時点で、以上）。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（以下、先に書いてた部分）

　　↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（ちょっと先にタイトルだけ）

http://85358.diarynote.jp/201710310749255581/

2017年10月31日

「パワハラ異動」問題につきましては、昨日はリアルと妄想？と両面で新展開があり

まして。

（＾＾；）

ごちゃごちゃなので切り分けて書くのにもう少し頭を冷やす必要があります。

とにかくとりあえず１０月末での「失業」は免れて、「予定通り休んでください」と

のバスコ・ダ・ガマ（仮名）こと「副官Ａ氏」？のお言葉を頂戴したので、

今日から４連休！（＾＾）！

http://85358.diarynote.jp/201710310749255581/


　んで。

　　↓　　（ちょっと待ってて）

（うえに戻るｗ）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月3日7:41
　

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 

「邪悪な人間が選ぶ見せかけの態度に最も共通して見られるのが、愛を装うことである。これは

、それとまったく正反対のものを隠そうとするものである以上、当然のことである。」

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11月3日8:55
　

OTL49さんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 11月1日 
兵頭正俊さんがサバネコをリツイートしました

母親が「未和はわが家のエースでした」と話すと、元同僚は「要領が悪く、時間管理ができなく

て亡くなる人はエースではない」と。この人種が増えてきました。これが上に立ったときの恐ろ

しさは、上司が竹中平蔵だと思ったら間違いないでしょう。

https://twitter.com/hyodo_masatoshi/status/925693953898192896
　

　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/hyodo_masatoshi/status/925693953898192896
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月4日8:19
　

リセットボタン連打 @rstbtr · 8時間8時間前 

またちょっと違う話かもしれないけど、二年兵になったら虐める側という「申し送り」文化をカ

リカリにチューンしたお化け、山田風太郎『太陽黒点』の別バージョンみたいな人は、実際いま

すね···

 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（11月３日）　明日からまた（パワハラバイト）かも？／…胃に鈍痛。

https://85358.diarynote.jp/201711030710175837/

【 札幌 ０．０ 39 μ 】／ ＋９℃。嫌な予感がする南からの強風
。予報は午後から雨。（－－；）。

2017年11月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

おはようございます。ＰＣ起きたのが０６：５３でした。

定刻６時に起きて、ナンチャッテ腹筋と洗濯物たたみと「窓辺に布団干し」までして、この時間

。

心身ともにおおむね堅調。多忙な４連休の最終日。

明日からまた「放置プレイ地獄」（パワハラバイト）かも？…と思うと
胃に鈍痛がはしりまして気が重いですが、

今回の件は何しろ３０年前からの仕込み？（伏線）つきの、

執念深さと性格の悪さから類推するに、どう考えてもアルマンディン兄様の、

計画的（霊格的？）犯行というか「ミッションあんびり〜ばる★」ですので…

（－－；）…終わるまで、付き合うしかナイですね…

（がんばれわたしの胃壁！）

閑話休題。

美しい朝焼けですね。（画像が。）（＾＾）

https://85358.diarynote.jp/201711030710175837/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711030710175837/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171103/85358_201711030710175837_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171103/85358_201711030710175837_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171103/85358_201711030710175837_3.jpg


　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=CaQ0EGXiAIs
【作業用BGM】北欧ファンタジー系音楽・癒しのケルト系BGMメドレー Celthic Music

今朝の札幌もちょうどこんな空です。

気温９℃。嫌な予感がする南からの強風。予報は午後から雨。（－－；）

家事の予定は台所の片づけの続きと、掃除と洗濯。

昨日というか今朝になって気がつきましたが、「原稿が書けない」時は、

家事をがんばろうとして昼寝の時間を３０分しかとらない！とか

無理に頑張っている時…＜（〜〜；）＞…

「妄想」だけならどんなに寝不足でも勝手に沸いてますが、

「それを文章化する」脳は、昼寝ガッツリしておかないと、スタミナ切れで？動かない。

…（－－；）…と、いうことのようです…★

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 

自分の病状に対する「否認」は命取りになる。

放射能汚染と同じように「否認せず」に果敢に行動しなければ…。

…昼寝時間確保のために、他の雑用時間を短縮するべく、さくさくがんばります…★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月03日（金）【当日】 
01:00 0.038 0.038 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 

https://www.youtube.com/watch?v=CaQ0EGXiAIs
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

…あ、いま気がつきましたが、今日は「世間様も祝日」ですね？

…皆様、ゆっくりお休みになれますように…。）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509660600/1011-0010-101000-
201711030710.gif?t=1509661260
（０７：００〜０７：１０）

…う”〜ん…（〜〜；）…★

もしかして、フクイチじゃなくて、

「北朝鮮の核実験跡」から、粉塵が来る…？？

（⇒画像３）

…ｗ（＾＾；）ｗ…日本人は、ほんとに「転生ネタ」が好きだなぁ…ｗｗｗ
　　↓

https://twitter.com/shonenjump_plus/status/925983077762871296

プロモツイート 
少年ジャンプ＋�認証済みアカウント� @shonenjump_plus · 15時間15時間前 

「どうせなら悟空とかベジータがよかったああ—————っ!!!」

起きたら転生してて…ヤムチャに!?

▼発売記念に #転生ガチャ する
https://tenseiyamcha.shonenjump.com

　　↑

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509660600/1011-0010-101000-201711030710.gif?t=1509661260
https://twitter.com/shonenjump_plus/status/925983077762871296
https://tenseiyamcha.shonenjump.com/


（…あ、でもこれは精確には「転生」じゃなくて、「なりかわり」（入れ替わり）ネタだと
思う…）

（＾＾；）（「生まれ変わって」（赤ん坊からやりなおして）ないもん！）

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 

ここでは過去の体験はまったく役に立たない。

チェルノブイリ後、私たちが住んでいるのは別の世界です。前の世界はなくなりま

した。

でも人はこのことを考えたがらない。このことについて一度も深く考えていたことが

ないからです。不意打ちを食らったのです。

チェルノブイリの祈り。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3 時間3 時間前 

おはっす…
ねもい(ρ_-)o
https://twitter.com/charlie24K/status/926189813450997760

OTL49さんがリツイート 
ハザードラボ【公式】防災ニュース @hazardlab · 22時間22時間前

カムチャツカ・シベルチ山が爆発！噴煙上昇1万5000m 雪崩発生…エベコ山も続く
http://www.hazardlab.jp/t/22555 #火山 #噴火
https://twitter.com/hazardlab/status/925910725012332544

https://twitter.com/charlie24K/status/926189813450997760
http://www.hazardlab.jp/t/22555
https://twitter.com/hazardlab/status/925910725012332544


OTL49さんがリツイート 
piko @m_x2piko · 11月1日

外食中、隣のテーブルの女子グループ(推定30代半ば)が◯先輩43だって。ババアじゃん
、ヤバない？独身だって〜と盛り上がってたら

娘が「43ババアだって、母ちゃんババアじゃんww」と予想以上に大きめな声で言った
ことで一瞬その場が静まり返った。

５３歳ですが、なにか？

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月3日7:14
　

…（＾＾；）…

わ〜い♪　（＾＾；）…（たいした中身も無いのに）

たくさん来てくれた〜♪（＾＾；）♪

　　↓

http://p.booklog.jp/book/118302/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－６ー？

《 タ〜ヤ 》　－東より来たる徒士－　（仮題） 
無料

12ページ
0ダウンロード
コメント（0）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


閲覧数：36
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月4日7:04
　

2017年11月03日（金）【前日】
01:00 0.038 0.038 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.039 0.037 0.038 6 
10:00 0.039 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 0.038 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 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.038 6 
20:00 0.039 0.038 0.038 6 

21:00 0.055 0.042 0.048 6 

22:00 0.062 0.058 0.060 6 
23:00 0.061 0.055 0.058 6 

24:00 0.059 0.052 0.055 6
　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（11月３日）　明日からのバイトが具体的に何がどうなるやら、まったく未定の状態
なので、

https://85358.diarynote.jp/201711031937597561/

「 微力を尽くします。 」

2017年11月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

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] 

おばんです。再びＰＣ起こしたら、眼にはいった数字が

１９：１９

でした…（＾＾；）…☆

なにしろ明日からのバイトが具体的に何がどうなるやら、まったく未定の状態なので、

精神的に落ち着かず、「原稿どころではない」状態なんですが…

★（－－＃）★

家事は予定（目標）達成までは行かなくても、ルーティンの掃除と洗濯にプラスアルファで

懸案事項の台所がだいぶマシな状態になりましたし…。

とにかくこれでも聴いて、何とか１行でも、「投稿用原稿」の続きを書けるか、

チャレンジだけしてきますぅ…★☆

https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg

https://85358.diarynote.jp/201711031937597561/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711031937597561/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171103/85358_201711031937597561_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171103/85358_201711031937597561_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171103/85358_201711031937597561_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8MG5qUk-9Ks
https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg


Dean Fujioka - History Maker (Yuuri!!! on Ice opening) 10 hours 

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509703800/1011-0010-101000-
201711031910.gif?t=1509704456
（１９：００〜１９：１０）

　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月3日19:50
　

謎。（＾＾；）

これ、わざわざダウンロードして、どーすんの…？？？

　　↓

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－６ー？

《 タ〜ヤ 》　－東より来たる徒士－　（仮題） 
無料　12ページ

2ダウンロード

コメント（0）
閲覧数：53
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月3日20:37
　

…雨が降ってきました…。
　

　

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509703800/1011-0010-101000-201711031910.gif?t=1509704456
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11月3日21:02
　

　

めも。

http://www.tagindex.com/html_tag/text_font/ruby.html

でもとりあえずルビは使わない。（＾＾；）
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（11月４日）　胃痛が酷いんですが、

https://85358.diarynote.jp/201711040712333507

【 十勝 Ｍ ５ ．０ 】（震度４）／【 十勝・日高 竜巻注意 】
／【 旭川 ０．０ ８４ μ】／★【 札幌　０．０ ７６ μ…！】★（
＋４℃）。　（未中津）

2017年11月4日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (6)
　

　 　

　

おはようございます。（＾＾）

今日はＰＣ起こしたら、

１１月０４日の、

０６時４４分でした…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

胃痛が酷いんですが、悠宙舞さんの「自動推奨」曲がコレ。

https://www.youtube.com/watch?v=SpYXISeKFPg
Spice and Wolf - "Tabi no Tochuu" | ENGLISH ver | AmaLee 

とにかく例によって作業予定は未達でしたがバタ足で微力は尽くして微速前進した４連休は終了

★

何が起こるか、はたまた何も起らないの（放置プレイ続行？）か…

全く読めませんが、

とにかくさくさく情報チェックして、元気に徒歩通勤しますぅ…★

https://85358.diarynote.jp/201711040712333507/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711040712333507/
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https://www.youtube.com/watch?v=SpYXISeKFPg


（悠宙舞さんの次の曲がコレ！）ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=L3yHWOFDXIo
Yuri!!! on ICE OP - "History Maker" | AmaLee Ver 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月04日（土）【当日】

01:00 0.061 0.054 0.058 6 

02:00 0.071 0.063 0.067 6 
03:00 0.076 0.074 0.075 6 
04:00 0.074 0.058 0.067 6 

05:00 0.055 0.043 0.048 6 
06:00

…なるほど？（－－＃）★

ホワイトフード @whitefood1 · 3 時間3 時間前 
11月4日3時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が108箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/926519618436456448

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 

【十勝地方 竜巻注意情報】

十勝地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。頑丈な

建物内に移動するなど安全確保に努めてください。この情報は04日04:50まで有効です

https://www.youtube.com/watch?v=L3yHWOFDXIo
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/whitefood1/status/926519618436456448


。

https://twitter.com/UN_NERV/status/926520435507830785

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 

【胆振・日高地方 竜巻注意情報】

胆振・日高地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。

頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。この情報は04日04:50まで有
効です。

https://twitter.com/UN_NERV/status/926519714389442560

ホワイトフード @whitefood1 · 10時間10時間前 
11月3日21時32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://twitter.com/whitefood1/status/926426959843696640

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M5.0】HOKKAIDO, JAPAN REGION 50.5km 2017/11/03 12:45:11JST, 2017/11/03
03:45:11UTC
　　↑

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【最大震度4】(気象庁速報)3日12時45分頃発生 震度4 十勝地方中部 震度3 十勝地方
北部 十勝地方南部 釧路地方中南部 http://bit.ly/2xRRhWj
　　↑

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M5.5】十勝地方南東沖 深さ65.9km 2017/11/03 12:45:13

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 

【胆振・日高地方 気象警報 2017年11月03日 11:13】
胆振地方では、３日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。

https://twitter.com/UN_NERV/status/926270977847148545

https://twitter.com/UN_NERV/status/926520435507830785
https://twitter.com/UN_NERV/status/926519714389442560
https://twitter.com/whitefood1/status/926426959843696640
http://bit.ly/2xRRhWj
https://twitter.com/UN_NERV/status/926270977847148545


ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
11月3日8時51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://twitter.com/whitefood1/status/926235358278193152

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
11月3日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/926222453403086848

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月4日8:50
　

OTL49さんがリツイート 
櫻井大典＠漢方のミドリ薬品 @PandaKanpo · 15時間15時間前 
　

「健康に長生きしたいなら息をしろ」

嘘じゃなくほんとに大学の時に教授（代替医療）に言われた言葉です。

人間、うっかりすると力がはいって呼吸してないときがあるので、いつも深呼吸をおわすれなく

。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://twitter.com/whitefood1/status/926235358278193152
https://twitter.com/whitefood1/status/926222453403086848
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2017年11月4日8:51
　

　　↑

https://twitter.com/PandaKanpo/status/926368751213150208
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月5日7:13
　

2017年11月04日（土）【前日】

01:00 0.061 0.054 0.058 6 

02:00 0.071 0.063 0.067 6 
03:00 0.076 0.074 0.075 6 
04:00 0.074 0.058 0.067 6 

05:00 0.055 0.043 0.048 6 

06:00 0.042 0.039 0.040 6 
07:00 0.039 0.037 0.038 6 
08:00 0.038 0.036 0.037 6 
09:00 0.038 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 0.038 0.037 0.037 6 
13:00 0.039 0.037 0.037 6 

14:00 0.053 0.047 0.051 6 
15:00 0.048 0.042 0.044 6 

16:00 0.041 0.038 0.039 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.036 0.037 6 

https://twitter.com/PandaKanpo/status/926368751213150208
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


21:00 0.037 0.036 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.036 6 
23:00 0.037 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.036 6
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日9:24
　

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
017年11月4日 ロシア
サハリンで数千匹のヒトデが上陸して死亡。

https://twitter.com/cmk2wl/status/936402548264640513
　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/cmk2wl/status/936402548264640513


（11月４日）　「 労基署 」 前 。

https://85358.diarynote.jp/201711041103437326/

（追記あり。）⇒　【 本日有給！】(`ヘ´)

2017年11月4日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

定時で出勤しました。

帰ります。

（詳細のちほど。）

11時03分

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　

グレてもヤケにはなりにくい街…札幌♪

画像１＋２⇒北海道庁（旧赤レンガ庁舎）前庭。

画像３⇒札幌合同庁舎（「労基署」在中）前庭。

ｗ（＾＾；）ｗ…☆
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年11月4日17:30
　

先ほど無事帰投。(^_^)v

色々楽しめました。o(^-^)o

「原稿前１時間半睡眠」を取るので、またのちほど〜☆

(^o^)／
　

 
 



（11月４日）　『 労働 組合 入門 』…／「 身につまされそう 」な本を借りて来ました
〜♪

https://85358.diarynote.jp/201711041927097300/

ＧＩＮＧＡ　ライオン伝説…ｗ

2017年11月4日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (2)
　

　 　

　

「新 銀河 立憲民主 国」記章。…にしか、見えないよね？

（＾＾；）⇒画像１！

画像２＋３⇒久しぶりの「エルぷら」で、「身につまされそう」な本を借りて来ました〜♪

　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年3月10日10:40
　

rin_earth @rin_earth · 11時間11時間前 
rin_earthさんがJ-CASTニュースをリツイートしました

やたらと恩賞を与えるのは窮迫している証拠だと古代の兵書にあります。

敗北から目をそらせる必要があるからだそうです(ヤン・ウェンリー) #gineiden

https://85358.diarynote.jp/201711041927097300/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=1
https://85358.diarynote.jp/201711041927097300/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171104/85358_201711041927097300_1.jpg
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https://twitter.com/rin_earth/status/972113051611623425
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年4月27日5:35
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年4月26日23:18

チャーリー（Lv53）さんがリツイート 
まとめ管理人1059  @ kanri · 3時間3時間前 
　

これはすごいなｗ

https://twitter.com/1059kanri/status/1121727705928437760

　

　

 

https://twitter.com/rin_earth/status/972113051611623425
https://85358.diarynote.jp/
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（11月４日）　（パワハラ胃痛〜★⇒労災申請?!）

https://85358.diarynote.jp/201711041932174379/

本日休業！（－－；）！

2017年11月4日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

（アップの順番まちがえた…）

画像１⇒日曜日。もちろんハロワはお休み…

画像２⇒同上。「労基署」もお休みですが…
とりあえず「場所を確認」。

（＾＾＃）

画像３⇒今回まだ必要なし。それより内科！

 
（パワハラ胃痛〜★⇒労災申請?!）

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年11月4日19:51
　

…あ、診療「内科」だから…鬱じゃなくて「ストレス胃痛」でも、いいのか…？
 
 



（11月５日）　（判る人だけ判って下さい…ｗ）

https://85358.diarynote.jp/201711050644102174/

（仕切り直し）　１

2017年11月5日 就職・転職
　

　 　

　

これも昨夜の分。

貼る順番を間違えてましたね…。

（なぜこの順番で貼りたいのか？

 
　は、判る人だけ判って下さい…ｗ）
 

https://85358.diarynote.jp/201711050644102174/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171105/85358_201711050644102174_1.jpg
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（11月５日）　僅かな落ち度を針小棒大／濡れ衣の容疑で／無期雇用を回避／労働契
約法の「5年ルール」が骨抜きに…

https://85358.diarynote.jp/201711050645408093/

（仕切り直し）　２

2017年11月5日 就職・転職 コメント (4)
　

　 　

　

（承前）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月5日7:11
　

０６２

０４２２☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月5日9:23
　

OTL49さんがリツイート 
ハフポスト日本版�認証済みアカウント� @HuffPostJapan · 23時間23時間前 

https://85358.diarynote.jp/201711050645408093/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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大手自動車メーカー、期間従業員の無期雇用を回避

労働契約法の「5年ルール」が骨抜きに…
https://twitter.com/HuffPostJapan/status/926615650893815808
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月5日10:16
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
spark @Yonge_Finch · 11月3日 
　

安倍は裏で買収したマスコミを使ったり、野党指導者の

僅かな落ち度を針小棒大して引きずりおろすだけでなく、検察を操って

　

濡れ衣の容疑で逮捕、起訴するのも普通に起こるだろう。

もうなんでもありの国だから。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月5日10:25
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
47NEWS47  @ news · 11月3日 

介護職員、８０％が「不満」　低賃金改善されず

https://twitter.com/47news/status/926344499986513920
　

　

 

https://twitter.com/HuffPostJapan/status/926615650893815808
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（11月５日）　胃痛。

https://85358.diarynote.jp/201711050720332036/

【 札幌 ０．０ ７６ μ！】（＋５℃）。　（なんか長文。（
＾＾；）☆）

2017年11月5日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

（参照）⇒http://85358.diarynote.jp/201711050637519248/

あらためまして、おはようございます。

０６時

４６分になりました。

悠宙舞さんの自動推奨で？これ聴いてます。

https://www.youtube.com/watch?v=RzweocK1BRA
1 Hour of Fantasy Music/民族系冒険ファンタジー音楽１時間
【作業用BGM】 

昨日は定時で徒歩通勤して、辿りついたとたんに「異動の話は週明けまで動かない」と判明…

またもや胃痛と激睡魔でカラダを痛めつけられる

拷問にさいなまれるのなんかマッピラごめんでしたので、

禁句スリーSV（もしかしてもう降格された？ｗ）に（強引に）

「今日と明日で残り２日分の有給使い切ります！」と宣言し…

https://85358.diarynote.jp/201711050720332036/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711050720332036/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171105/85358_201711050720332036_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171105/85358_201711050720332036_3.jpg
http://85358.diarynote.jp/201711050637519248/
https://www.youtube.com/watch?v=RzweocK1BRA


午前１０時５０分に出勤して、１１時ジャストに退勤？しました…ｗｗｗ

んで。そのまま「気分転換にハロワの看板を」拝みに行ったらジャスト

「札幌市街地の晩秋」タイミングでして…♪

観光客に混ざって絶好の紅葉を観賞。（＾ｗ＾）ｇ

⇒http://85358.diarynote.jp/201711041103437326/

はろわの看板を拝んで、（実は４月にもいちど拝みに来ていたので）

例によって失笑するしかない組み合わせの名札の写真を撮って…

「今度は労基署の場所も確認しとこう♪」とふらふら歩き始めたら、何故か？

「予定（直進ルート）と違う方向へ」（例によって）「引っ張られ」まして…ｗ

ふらふらと方向違いのほうへ左折してフト右を観ましたらば、

「偶然」（！）『新銀河 立憲民主 共和国』の旗（違ぅ）がありましたよと…ｗｗｗ

んで。

想定外でしたが丁度（偶然）エルプラに着いてしまったので、

「カミさまのご託宣ｗ」と思って本を選んで座って読んで。（＾＾；）

ちょっと無駄に迂回（迷った）ルートを辿らされたら、何故か？「心療内科」の看板が眼につ

いて…ｗｗｗ

実はエルプラの１つおいた隣！（すぐじゃん！）だったと判明した、労基署の

「場所だけ確認」して、「いつでも駆けこんで泣き喚けるｗ」と安心（？）して…

http://85358.diarynote.jp/201711041103437326/


ご飯を食べてから孵ろう…と思っていたら、何故か雨！（－－；）！

…で、予定外に地下街をウロウロして、そういえば！と、前々から覗きに行きたかった
パルコの「セントラル」（！）

⇒http://www.daimarufujii.co.jp/central/
【大丸藤井セントラル】

（…失礼しました。（＾＾；）「パルコの隣の」）…「大丸の」セントラルさんに立ち寄りま
して…。

もう２０年くらい毎年買っている（もちろんイマドキまだ紙の！）

「来年の手帳」を（縁起かつぎに？）買いまして…。

うろうろして久しぶりの「文具屋さん♪」ツアーを楽しみまして…。

（もちろん有隣堂やハンズの本店には負けますが、なかなか楽しめました♪）

外に出たら雨があがっていたので狸小路での買い物は最低限（重量的に）にして、徒歩で帰ろう

とふらふら歩き始めたら、「そういえば昼食をとっていなかった！」と気づき…

道すがらに「安くて美味しいお店は〜？」と…

探していたら、「偶然！」まえから行きたいと思っていた、

 
「なんぶ屋さん」に、たどりついたのでした…♪
⇒http://85358.diarynote.jp/201711041938303018/

！（＾◇＾）！

そんなわけで？期せずして「地元小旅行」（？）を楽しんだ後。

期せずして（結果的に）…６連休！（＠□＠）！…となった、最終？日…。

予定はひきこもり。（ーー；）

http://www.daimarufujii.co.jp/central/
http://85358.diarynote.jp/201711041938303018/


さて。

札幌は＋５℃。ほぼ無風。冷たい雨…。

空気は最低（〜〜＃）臭いんですが…

（現実逃避してないで！）情報チェック、逝きます…★

（０７：０９）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月05日（日）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.036 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

昨日のデータはこちらのコメント欄に。

⇒http://85358.diarynote.jp/201711040712333507

今また雨が降りだしてるんで、またどんだけ線量が上がるか？

（〜〜＃）不分明です…★★

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
11月4日9時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が26箇所以上存在します。
https://twitter.com/whitefood1/status/926610379035176961

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
11月4日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://85358.diarynote.jp/201711040712333507
https://twitter.com/whitefood1/status/926610379035176961
https://twitter.com/whitefood1/status/926584833819623425


https://twitter.com/whitefood1/status/926584833819623425

https://weather.yahoo.co.jp/weather/lightning/?c=10R
（０７：１０〜０７：２０）

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 

【M4.1】宗谷地方 深さ269.9km 2017/11/05 03:54:27

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
tunenti  @tunentl · 11月3日 

私の知人で農協の役員をしている方が「道内は１７年ほど前に遺伝子組み換えの大豆

に始まってからどんどんいろんな品種がもう遺伝子組み換えになってしまった。蕎麦

も麦も米もジャガイモ・玉ネギみんなそう。栽培反対の声もあったのに」と話してく

ださった。

まるで海外の事のように考えてるけど国内！！

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月6日7:00
　

2017年11月05日（日）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.036 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 

https://weather.yahoo.co.jp/weather/lightning/?c=10R
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


03:00 0.037 0.036 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00 0.039 0.036 0.038 6 
07:00 0.040 0.038 0.039 6 
08:00 0.040 0.038 0.039 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.038 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.038 6 
21:00 0.038 0.038 0.038 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
　

 
 



（11月５日）　「 管理者 」から 電話。

https://85358.diarynote.jp/201711051500393599/

続・「労基署にも話せる話」。（＋アルファ ｗ ）

2017年11月5日 就職・転職 コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=27jlARV2fT0
中央・総武線　天国と地獄（jubeat） 

再びこんにちは。ＰＣつけたら、

１１月０５日、

１４時４１分、でした…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

時刻をメモするのは忘れましたが、先程バイト先の「管理者」から携帯に電話あり。

私の異動に関する「面談」（最終？）は明後日の火曜日に決まり、しかし時刻は未定の段階との

連絡。

明日の月曜日は出勤しても「仕事がない」ので、

（「有給」は「今日で」使いきったので！）希望すれば公休の扱いにするが…との申し出あり。

（…嗚呼…！
　…やっと！「まとも」な勤労者として、「人間扱い」をしてもらった…！）

…と、内心で大いに溜飲を下げながらも、

（生活費の予算の都合があるので、激胃痛と闘いながらでも「不労所得」を稼ぎに…）

「明日も出社したい」旨を伝え、了承されて、終話。

https://85358.diarynote.jp/201711051500393599/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711051500393599/
https://www.youtube.com/watch?v=27jlARV2fT0


（11月５日）　復讐は、ビシソワズ。　（二年目） （２０１５年０７月）

https://85358.diarynote.jp/201711052340421473/

【 旭川 ０．０ ５５ μ 】。　（　サ行　りす皮算　活用☆　）

2017年11月5日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=NrxhwO-hjmw
FROZEN アナと雪の女王 Orchestral medley - Let It Go, 겨울왕국 subtitles 

…なぜカナトコ…？　ｗ（＠◇＠；）？

https://www.youtube.com/watch?v=mcq-JXEsDpo
Soundtrack Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 
(Best Of Music - Theme Song) - Musique 

…ぉ★（－－；）★

http://85358.diarynote.jp/201507132015425067/
＞死ね死ね死ね死ね死ね死ね！ 

…（ようやく？）　始まりました…★

ｗ（－－＃）ｗ…

＞（７月19日）　バイトはプチ厄日。客はディメンタア。当直はフィルチとリータ・スキーター
。

https://85358.diarynote.jp/201711052340421473/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171105/85358_201711052340421473_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171105/85358_201711052340421473_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171105/85358_201711052340421473_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NrxhwO-hjmw
https://www.youtube.com/watch?v=mcq-JXEsDpo
http://85358.diarynote.jp/201507132015425067/


…かと、思ったら、まだまだそんなでもなかったでした…（１１月から？）

で。

これふたつ、「７月分」まで終了しました。

http://p.booklog.jp/book/118325/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－７

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年７月） 

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161983
復讐は、ビシソワズ。　（二年目） （２０１５年０７月）

https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8
Pirates of the Caribbean Soundtrack Compilation 

https://www.youtube.com/watch?v=mcq-JXEsDpo
Soundtrack Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Best Of Music - Theme Song) -
Musique 

https://www.youtube.com/watch?v=k6zCLs1_LnI
The Star Wars Suite - The Danish National Symphony Orchestra (Live) 

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 

【2017年11月5日 22:26 NHK】
カタルーニャ州前首相らの身柄拘束 ベルギー司法当局
https://twitter.com/UN_NERV/status/927165284351320066

…ウルグアイまで、行くべきだったな…（－－；）…。

file:///tmp/puboo/127516/455282/book/118325/read
file:///tmp/puboo/127516/455282/book/116517/page/3161983
https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8
https://www.youtube.com/watch?v=mcq-JXEsDpo
https://www.youtube.com/watch?v=k6zCLs1_LnI
https://twitter.com/UN_NERV/status/927165284351320066


ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 7 時間7 時間前 

ニューカレドニアとサモアで地震が頻発しております。

それは当然バヌアツの火山噴火と関連があるのです。

この現状が地域限定なのかそれとも全地球的な減少なのかを見極めたいと思います。

仮に日本列島の火山噴火とも連携しているとするならば一大事です。

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/927070683229650945

寝まーす！　（２３：４０）

　

 
 

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/927070683229650945


（11月６日）　「 不労所得 」バイトに逝きます…。

https://85358.diarynote.jp/201711060710542409/

（　札幌　最高 ０．０ ４０ μ。 最低 ＋６℃ ）。　（未しん）

2017年11月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

ちょっと予定よりは遅れました。

おはようございます。

０６：５５です。

今日は、「不労所得」バイトに逝きます…。

…（－－；）…厭。
 
（参照⇒http://85358.diarynote.jp/201711051500393599/ ）。

https://www.youtube.com/watch?v=2y61Qu5a180
Hans Zimmer | Greatest Soundtracks (2017 Mix) 

札幌は＋６℃。無風。晴天！（＾＾）！

空気が清涼で、美味しいです！（＾＾）！

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

https://85358.diarynote.jp/201711060710542409/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711060710542409/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171106/85358_201711060710542409_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171106/85358_201711060710542409_2.jpg
http://85358.diarynote.jp/201711051500393599/
https://www.youtube.com/watch?v=2y61Qu5a180
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


2017年11月06日（月）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

（昨日分はこちらを参照）⇒http://85358.diarynote.jp/201711050720332036

南側の台所で「今週分の魔女鍋」（超安いプルゴギ肉とタマネギと人参のスープ♪）を仕込んで

いて、

ほぼすでに南東？まで移動した「日の出」を拝みました…♪

今日（今週？）は、きっと幸先いいです！

（…自己暗示…）。

さて…？？

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 17 分17 分前 

なんか最近、風もないのにメキメキ家鳴りするなぁ…

今朝は特に！

また腰痛も酷くなったし、札幌の大き目も近いのかもしれん。

…ウチも鳴るけど…（＾＾；）…

…朝晩の気温差のせいだと思いたい…。

プロモツイート 

http://85358.diarynote.jp/201711050720332036


MUSIC PLANET @news_ent214 · 11月1日 

東方神起、三浦大知、CHEMISTRYなど
有名アーティストを手掛けた

敏腕プロデューサーが遂に動き出す！

☆MUSIC PLANET ☆
新人アーティスト発掘オーディション2017

応募年齢：20歳〜50歳
https://twitter.com/news_ent214/status/925699206064488448

　　↑

…え”〜？　「５３歳」は、ダメぇ〜？？（〜〜＃）…★

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年4月17日 

名声を求めるな 
だが無名であることも求めるな 

誇りを持て 
だが世界に自分の行いを思い出させるな 

そうあらねばならない時は秀でよ 
だが世界より秀でてはならない 

多くの英雄はまだ生まれていない 
多くは既に死んだ 

生きてこの歌を聴くことは勝利なのだ　

アフリカの詩人

 
　

　

https://twitter.com/news_ent214/status/925699206064488448


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日7:00
　

2017年11月06日（月）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 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 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.037 0.037 0.037 6 
18:00 0.037 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 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
　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（11月６日）　胃が痛くていつもの固いパンが食べられない (T_T)

https://85358.diarynote.jp/201711060750318225/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月6日8:06
　

＞側に置いたものはそれだけで食べては危険な量の放射能を浴びているのだ。

「ゾンビ」って、まさに（被曝して）「まだ息がありながら腐って逝く」

（生ける死骸）なんだな…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月6日9:04
　

０６２

０４

９９☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月6日14:32
　

胃痛と激睡魔と闘いながら今日も元気に？「不労所得」を稼ぎ中。┐(’〜`；)┌

胃が痛くていつもの固いパンが食べられない(T_T)ので、
予備で持ってきたセブンイレブンの道山小麦粉の餡パンと、輸入物のシリアルバーで昼食。(^_^;)
 

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/


（11月７日）　今日は「決戦な火曜日」です…（＾＾；）…

https://85358.diarynote.jp/201711070704114612/

（ 札幌　＋７℃。　０．０ 38 μ ）。　（作業栗鼠１匹目）

2017年11月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (7)
　

https://www.youtube.com/watch?v=ybZINoDv8I8
Lord of the Rings Soundtrack live Orchestra HQ audio 
　　

少し遅めの、おはようございます。０６：５３です。

定刻６時で起きましたが、小家事で手間取りました。（＾＾；）

今日は「決戦な火曜日」です…（＾＾；）…
 
コンディションきちんと整えて出勤するべく、

情報チェックはさくさく片づけたいと思います…。

札幌は７℃。ほぼ無風。晴天。（＾＾）ｇ

料理をしながら、台所の南側の小さい小さい窓から、日の出を拝みました…。
（６時４０分頃）。

１０月分のガスと灯油の請求書が来まして。（－－；）

早くも６千円を超えて！しまいました…（－－；）…★

今年の越冬は手ごわそうだ…★失業なんか、している場合じゃないぞ…？？

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月07日（火）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 

https://85358.diarynote.jp/201711070704114612/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711070704114612/
https://85358.diarynote.jp/201711070704114612/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171107/85358_201711070704114612_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ybZINoDv8I8
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

う〜ん。今、

１１月０７日０７時０１分です…。（＾＾；）…（それがどうした！）

ちょっと砂金に、昨日の夜の分の「日付修正」を、やってきます…☆

（忘れてた。）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日7:24
　

…をいをいをいをいをい…！★

このページは表示できません

[詳細設定] で TLS 1.0、TLS 1.1、TLS 1.2 を有効にして、もう一度 https://m.emsc.eu に接続してみ
てください。引き続きエラーが発生する場合は、サポートされていないプロトコル、または安全

と見なされない RC4 などの暗号スイート ((詳細情報のリンク)) がサイトで使われている可能性が
あります。サイトの管理者に問い合わせてください。 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://m.emsc.eu/


…て出て、コピペして呆然としてる間に、自動修復してた…。

？（＠＠；）？

ナニ今日？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日7:26
　

https://m.emsc.eu/earthquake/map_latest.php

今日は「作業にならない」もよう…★（－－＃）★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日7:31
　

だめだこりゃ…★

このページは表示できません

•Web アドレス http://weather.yahoo.co.jp が正しいか確かめてください。
•検索エンジンでそのページを探してください。
•数分待ってから、ページを最新の情報に更新してください。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日7:33
　

やっと出たけど、このタイムラグ…

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510005600/1011-0010-101000-

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://m.emsc.eu/earthquake/map_latest.php
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510005600/1011-0010-101000-201711070700.gif?t=1510006265


201711070700.gif?t=1510006265
（０６：５０〜０７：００）

？？？？？？？？（－－；）？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日7:39
　

…ツイッターはちょっと重いくらいで何とか動いてる。

…ヤフー（東北？）のトラブル…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日8:40
　

OTL49さんがリツイート 
古洋天文館@DF両日D-353 @lunosphere · 11月3日 
　

突然ですが注意喚起です。

　

5万円も失いそうになったゾッとする実体験です、皆さんもどうかお気をつけ下さい｡ﾟ(ﾟ´ω`ﾟ)ﾟ｡
　

#注意喚起 #拡散希望RTお願いします
　

https://twitter.com/lunosphere/status/926457515566444546
＞ヤフーメールにログインしようとすると…
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/lunosphere/status/926457515566444546
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2017年11月8日6:50
　

2017年11月07日（火）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.038 0.038 6 
08:00 0.038 0.037 0.038 6 
09:00 0.039 0.037 0.038 6 
10:00 0.039 0.037 0.038 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.038 0.037 0.038 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.038 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 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
　

 
 



（11月７日）　試合終了！(^O^)！…

https://85358.diarynote.jp/201711072020237790/

試合終了！(^O^)！…魔クゴナガルの完無視。┐(’〜`#)┌

2017年11月7日 就職・転職 コメント (9)
　

　

まぁあした書きます…(^_^;)

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日21:25
　

ひとまず『ビシソワズ』全４巻プラス総括編？で終了見込み。

(^_^;)
　

まぁ次のところも色々！有りそうなんですけどね〜★

┐(’〜`；)┌
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日22:19
　

あたまわちゃわちゃして危ない狂騒状態。┐(’〜`；)┌

ひとまず重いものガッツリ買って、バスに乗りました〜☆

https://85358.diarynote.jp/201711072020237790/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711072020237790/
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11月7日22:31
　

まぁとにかく。(^_^;)

ひとつの職場に４年も居たのは生まれて初めてでした☆

σ(^◇^;)。。。
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日23:12
　

先ほど無事帰投。(’◇’)ゞ

そして何故か？(^_^;)
明日から（また！）５連休…

(・ω・;)(;・ω・)

（先週６連休だった…）(-”-;)

予定は原稿と

買い出しと大掃除！(^。^;)！

早めに寝ま〜す！

　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

 

   
霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月8日7:13
　

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 

「すべてはタイミングだ。それはコンピュータでは測る事ができない」

ハドソン川の奇跡

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月8日8:48
　

OTL49 @sukipparanisake · 8時間8時間前 
　

どーでもいーですよ〜

「求人：わが社の色に染まる即戦力」

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月8日9:39
　

まぁだから、長居をする気は（全く！）ナイ。（今ンとこ。）

　　↓

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11月5日 

バイトやパートの時給が右肩上がりに 1000円以上が当たり前の時代に？ #ldnews
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

　

 



（11月８日）　（異動）のはざまの、突発５連休！

https://85358.diarynote.jp/201711080652474167/

【 札幌 ＋…１２…℃！ 】（ ０．０ 38 μ）／竜巻など激しい
突風、落雷、ひょう、急な強い雨に注意。

2017年11月8日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　

　

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

おはようございます。ＰＣ起こしたのが０６：３６でした。

定刻６時発進。

何故か？転職（異動）のはざまの、

突発５連休！

初日…（＾＾；）…。

まぁ予定（やること）は山積みなので…

さくさく往きます…☆

（転職関連については、まだ脳内ごちゃぐちゃなので、もう少し冷えてから…☆

　確かなのは、とにかく「ぅ…嬉しいッ！！！！」というのが、心底本音。

https://85358.diarynote.jp/201711080652474167/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711080652474167/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171108/85358_201711080652474167_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171108/85358_201711080652474167_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


（＾＾；）

　やっと辞められた〜〜〜〜ッ！！！♪

　…っと、主に十二指腸と肝臓さんが大喜びをしています…☆ｗｗｗ）

（胃袋サンは昨夜とにかく「腹減った！」…と、主張なさいました…ｗｗｗ）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月08日（水）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.036 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00

今のところ数値的にはマトモに見える？んですが…（－－＃）★

気温１２℃！…も！ありまして…

皮膚にびったり！と貼りつくような、細かい粒子の、高い湿気。

うまく表現できない「化学的な異臭」混入…★（〜”〜＃）★

…あ、雨が降りだした音がしました…★

せっかく５連休！だというのに…★

うち、天気予報で晴れマークが１日しかない…★

今日の予報最高気温は１７℃なのに…

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


終末の予報は２℃！…雪マーク…☆ｗｗｗｗｗｗ

さて？　どうなりますやら…ｗｗｗｗｗ

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 41 分41 分前 

今朝もまた腰が痛いぞ？と思ったが、これは体感ではなく 気圧の急降下によるものみ
たいだwww
https://twitter.com/charlie24K/status/928017311566401537

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11月08日 05:04】

北海道地方は、８日朝から夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風、落雷、ひょう、

急な強い雨に注意してください。

中津川　昴 @subaru2012 · 10時間10時間前 

平成29年11月06日13時38分 気象庁発表06日13時35分頃地震がありました。震源地は
北海道南西沖で、震源の深さは約10km、地震の規模はM3.9と推定
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20171106133809395-061335.html …
https://twitter.com/subaru2012/status/927871594034163718

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
Tabatha @araran100 · 8時間8時間前 

https://twitter.com/charlie24K/status/928017311566401537
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20171106133809395-061335.html
https://twitter.com/subaru2012/status/927871594034163718


しんきろうで“四角い太陽”出現 北海道 別海町 | NHKニュース
https://twitter.com/araran100/status/927901176053379072

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月9日6:42
　

2017年11月08日（水）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.036 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 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 0.038 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 0.039 0.037 0.038 6 

12:00 0.041 0.040 0.041 6 
13:00 0.040 0.038 0.039 6 

14:00 0.048 0.040 0.045 6 

15:00 0.043 0.040 0.042 6 

16:00 0.040 0.039 0.039 6 

17:00 0.038 0.038 0.038 6 

https://twitter.com/araran100/status/927901176053379072
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


18:00 0.045 0.037 0.039 6 
19:00 0.046 0.041 0.043 6 

20:00 0.041 0.040 0.040 6 
21:00 0.040 0.039 0.039 6 

22:00 0.039 0.038 0.039 6 
23:00 0.039 0.038 0.039 6 
24:00 0.039 0.038 0.038 6
　

 
 



（11月８日）　沈黙したら、同じような被害者がまた出てしまう。

 
https://85358.diarynote.jp/201711081928579627/

【 ガン予防 ダイエット 】（ １０日で２kg！痩せ）／バイトは
当直ＳＶがフィルチとリータ・スキーター最悪コンビ、定番の「

故意に朝礼せず書類も情報も渡さない」という嫌がらせ。

2017年11月8日 ダイエット コメント (7)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=mcq-JXEsDpo
Soundtrack Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
(Best Of Music - Theme Song) - Musique 

てことで（下段参照）「８月２０日」分まで終わりました。

今回「バイトは夏休み」で…

何故か？「ダイエットと健康管理！」特集になっています…ｗ

（ガン予防！…にお勧め情報はいってます。お読み下さい…☆）

でわでわ。本日これまで〜☆（＾＾）／

（２１：３２）。

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161985
【復讐は、ビシソワズ。】（二年目）〜退職強要の記録まとめ〜 

https://85358.diarynote.jp/201711081928579627/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
https://85358.diarynote.jp/201711081928579627/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171108/85358_201711081928579627_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171108/85358_201711081928579627_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171108/85358_201711081928579627_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mcq-JXEsDpo
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/116517/page/3161985


無料589ページ
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：1,540

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

あ”〜ｗ（－－＃）ｗ★

始まった始まった…★★

＞バイトは当直ＳＶがフィルチとリータ・スキーターという最悪コンビで、この組み合わせ定

番の、

＞「故意に朝礼をせず書類も情報も渡さない」という嫌がらせをされています。

＞で、ミスが出たら私のせいにされるんだよな…ｗ

おばんです。１９：２６。（＾＾）

１７時過ぎで８月１０日分までやって、一旦アップしてあります。

いま仮眠から起きて、続きをやってます…☆　（１９：２８）
 
　

コメント　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月9日8:53
　

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 12時間12時間前 

伊藤詩織さん　元TBS記者の反論に思うこと https://dot.asahi.com/aera/2017110700043.html …

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://dot.asahi.com/aera/2017110700043.html


「私が声を上げたのは、彼と闘うためではなく、

 
　沈黙したら、同じような被害者がまた出てしまう。

 

性暴力をオープンに話せる社会にし、司法や捜査システムを改善したいためです。 」
 
　

 



（11月９日）　転職（異動）のハザマの予期せぬ５連休の２日目。

https://85358.diarynote.jp/201711090644347429/

【 札幌 ０．０ ７９ μ ！】（－－＃）★・（ ＋ ７ ℃ ）。

2017年11月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=Lo3rrP8u7Mw
Orchestral Music Mix | THE POWER OF EPIC MUSIC - Vol.1 

おはようございます。０６：３３です。

ＰＣ起こしたのは

１１月０９日、

０６時２９分、でした。（＾＾）

転職（異動）のハザマの予期せぬ５連休の２日目。体調はおおむね良好。

定刻６時発進で、今日もさくさく予定を進行させたいと思います…。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月09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 0.037 0.038 6 

04:00 0.055 0.038 0.044 6 

05:00 0.079 0.056 0.069 6 
06:00

https://85358.diarynote.jp/201711090644347429/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711090644347429/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171109/85358_201711090644347429_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171109/85358_201711090644347429_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171109/85358_201711090644347429_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Lo3rrP8u7Mw
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


………げ★（＠◆＠；）★！

…さっきまで穏やかな線量だったんですけどね〜…★（－－＃）★

（参照⇒http://85358.diarynote.jp/201711080652474167 ）
（昨日の最高は ０，０ ４９ μ…。）

今朝の札幌白石は午前６時過ぎから寒冷前線通過と思われる激しい雨（時々氷滴の音がする）に

見舞われてまして…★（－－＃）★

「北から来た雨」かと思って、線量は低いかと期待してたんですが…★

…「大荒れ」になりそうですかァ…？？？

気温は７℃。予報は「日中にかけてむしろ下がる」見込み…★

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 · 18時間18時間前 

【明日9日は寒いぞ　北海道!】

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/tajimegu/2017/11/08/86571.html … 昨日(7日)は立冬
とは思えないほどのぽかぽか陽気となった北海道。最高気温は昨日一昨日と全道各地

で2桁..
https://twitter.com/tenkijp/status/928122615524241408

（まぁとりあえず、こんな日にお休みな私はらっきぃ…☆）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510177800/1011-0010-101000-
201711090650.gif?t=1510178452
（０６：４０〜０６：５０）

http://85358.diarynote.jp/201711080652474167
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/tajimegu/2017/11/08/86571.html
https://twitter.com/tenkijp/status/928122615524241408
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510177800/1011-0010-101000-201711090650.gif?t=1510178452


ホワイトフード @whitefood1 · 43 分43 分前 
11月9日6時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が59箇所以上存在します。
https://twitter.com/whitefood1/status/928366864652124160

ホワイトフード @whitefood1 · 13時間13時間前 
11月8日17時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が43箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/928183466734133248

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年11月08日 15:56】

北海道地方は、引き続き８日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風、落雷、ひょう

、急な強い雨に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 

【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】
https://twitter.com/UN_NERV/status/928137554968244224

【胆振・日高地方 竜巻注意情報】
https://twitter.com/UN_NERV/status/928137027605839873

【上川・留萌地方 竜巻注意情報】
https://twitter.com/UN_NERV/status/928134670608359424

ホワイトフード @whitefood1 · 19時間19時間前 
11月8日11時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が17箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/928092686866714624

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 

https://twitter.com/whitefood1/status/928366864652124160
https://twitter.com/whitefood1/status/928183466734133248
https://twitter.com/UN_NERV/status/928137554968244224
https://twitter.com/UN_NERV/status/928137027605839873
https://twitter.com/UN_NERV/status/928134670608359424
https://twitter.com/whitefood1/status/928092686866714624


【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】
【胆振・日高地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【青森県 竜巻注意情報】

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 14時間14時間前 
そか！

腰いてーー!!と思ってたけど気圧の谷間ｖだったか…
でも金曜日までには良くなるだろう↗�
ちょっ！

待って！！！

土曜日〜〜 ↓ ドーン ↓ www　()
https://twitter.com/charlie24K/status/928188934617624577

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月10日7:11
　

2017年11月09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 0.037 0.038 6 

04:00 0.055 0.038 0.044 6 

05:00 0.079 0.056 0.069 6 

https://twitter.com/charlie24K/status/928188934617624577
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


06:00 0.074 0.058 0.065 6 
07:00 0.075 0.069 0.072 6 

08:00 0.063 0.048 0.055 6 

09:00 0.047 0.043 0.045 6 

10:00 0.057 0.050 0.054 6 
11:00 0.051 0.047 0.049 6 

12:00 0.045 0.040 0.042 6 

13:00 0.039 0.038 0.039 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.037 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.036 0.037 6 
17:00 0.038 0.036 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.037 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
　

 



（11月９日）　ぜんぜん違う職種にトバサレタ！…（－－＃）★

https://85358.diarynote.jp/201711092120044885/

どなたか僕の疑問を払拭して下さい。

2017年11月9日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (1)
　

　 　

　

…どぉりで、やたらと！眠かった…★（ーー；）★

中津川　昴 @subaru2012 · 48分48分前 

なぜか、寝ていたらいきなり深い眠りにドーーーンと落とされて

びっくりして起きてしまったけど、また寝た。ちょっと頭がいたい。

中津川　昴 @subaru2012 · 4時間4時間前 

【ものすごい睡魔がやってきたので、ちょっと横になる】

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 

【M6.0】IZU ISLANDS, JAPAN REGION 20.3km 2017/11/09 16:42:12 JST[UTC+9]
　　↑

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前◆◆緊急地震速報(最終第4報)◆◆

【M6.0】鳥島近海 深さ10km 2017/11/09 16:42:08発生 最大予測震度3

https://85358.diarynote.jp/201711092120044885/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201711092120044885/
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ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 4 時間4 時間前 

11月8日(ut)の太陽・地球データです。
オーロラ活動指数(KiA）が非常に高まりました。

大量のオーロラ電流が地球へ流入した可能性があります。

今のところフィジで深発地震が起こっている程度ですがこれから何がしかの地球規模

の異変があると思われます。

11月1日より無黒点太陽が続いています。
https://twitter.com/Birkeland2nd/status/928535458140712960

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

今夜（11/9）から、東電福島原発からの風は東海、関東へ。
https://twitter.com/cmk2wl/status/928479010211880960

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.2】HALMAHERA, INDONESIA 99.1km 2017/11/09 12:11:02JST, 2017/11/09
03:11:02UTC

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
11月9日
サンシャイン水族館 大型水槽で飼育の魚大量死
東京・池袋の「サンシャイン水族館」は大型の水槽で飼育しているトビエイなど１２

００匹余りが死んだと発表しました。

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M5.1】SUNDA STRAIT, INDONESIA 39.3km 2017/11/09 04:17:07JST, 2017/11/08
19:17:07UTC

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/928535458140712960
https://twitter.com/cmk2wl/status/928479010211880960


cmk2wlさんがリツイート 
高杉成雄 @kusunoki58 · 11月1日 

どなたか僕の疑問を払拭して下さい。

福島県で何台も見かけました。除染土って何？汚染土じゃないの？

建設省の説明では汚染土は容器に入れて云々。

なんでダンプカーで運ぶの？この厳重なシートは何？

汚染土を直にダンプカーに積んで運んでいるという疑問が湧く。

#福島原発事故
#汚染土
https://twitter.com/kusunoki58/status/925567603258433536

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月9日21:25
　

そういえば芽も。

前項に着手する前、１２時頃に「朝寝？」から起きる前。

大雨のなか大変な収穫（農）作業をやってる男の人に「手伝います！」と言ってるのに、

「ここはすぐ終わるから、じゃあお風呂を掃除しといて」と言われ、憮然として風呂場に向かい

つつ、

https://twitter.com/kusunoki58/status/925567603258433536
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


「私は有機農業をやりたくてここに来たのに、箱詰めとか選別とか、軽作業ばっかりやらされて

、

　これじゃ工場労働者！…ついには風呂掃除かよ！　家政婦かッ！★」
　

と激怒りしていたら、男の人のスタッフらしい女性から、

「私たちがこんなに気を遣って仕事を用意あげているのに！」と怨嗟の声を投げつけられる。

　

で、もう一回、

　

「私は有機農業をやりたくてここに来たのに、箱詰めとか選別とか、軽作業ばっかりやらされて

、

　これじゃ工場労働者！…ついには風呂掃除かよ！　家政婦かッ！★」
　

…って、叫んで、相手の恨めしそうな顔を見ながら、風呂掃除…あれ、ちゃんとやったっけ…？
　

と、思ったら、目が覚めてた…☆

★（＾へ＾；）★

これ「異動」のリアル夢？

「食の安全」関連の仕事に転職したかったのに、

ぜんぜん違う職種にトバサレタ！…（－－＃）★

…というたんなる「事実」が、恨みの夢になったって話…？？？

 
 



（11月10日）　転職（異動）切り換えのエアポケット５連休の、３日目。

https://85358.diarynote.jp/201711100719102599/

【 札幌 ０．０ ７９ → ０．０ 37 μ 】（＋ ５ ℃ ）／稚内に前震
シグナル。

2017年11月10日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=RzweocK1BRA
1 Hour of Fantasy Music/民族系冒険ファンタジー音楽１時間【作業用BGM】

おはようございます。あれ？

０７：０４になっちゃいました…（＠＠；）

定刻６時発進で、小家事をやって…

あ、ちょっとの間、ぼ〜っとしてましたかね…？

さくさく進行しましょう。転職（異動）切り換えのエアポケット５連休の、

３日目。

連休中唯一の！晴れマークの日…！

なので、予定はとにかく「外出して、歩き回る！」（ロコモ予防！）です…

…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

もし「シーズン終わり半額」とかあったら！自転車が買いたい！

https://85358.diarynote.jp/201711100719102599/
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…というのが最大のお題で。

あとは、まぁ…平場の街中と郊外？を、

例によって「狼さんが呼んでいるｗ」（ただの当て勘！）な漠然としたコースで、ぐるっと大

回り、してくる予定…。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月10日（金）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

気温５℃。強風は収まったように思えます。曇天。湿度は下がりました。

お散歩…服装は保温が優先。ですかね…（＾＾；）。

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510265400/1011-0010-101000-
201711100710.gif?t=1510266054
（０７：００〜０７：１０）

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年11月10日 05:08】
日本海側と太平洋側西部では、１１日未明から１２日にかけて、暴風や高波に警戒し

てください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【暴風と高波に関する全般気象情報 2017年11月10日 05:03】
急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に、１１日から１２日にかけて、非常

に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510265400/1011-0010-101000-201711100710.gif?t=1510266054


チャーリー（Lv51） @charlie24K · 8時間8時間前 
なんか今ちょっと、Wi-Fiも一瞬トラブってた…
これも前震？(^-^;)
　　↑

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 8時間8時間前 
北海道の事も言ってきたけど、稚内にも前震シグナル出てる。＞RT
怖い…
　　↓

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
Tabatha @araran100 · 9時間9時間前 
【要警戒継続（警戒度高め）】NICT稚内イオノグラム　03:00（赤短、茶柱混じりの柱
状ノイズ）、18:15、19:30（単発、低高度の密度の濃い超ロングEスポ、偽像も
発達）、21:45（低高度の濃いEスポ、偽像も発達）東北以北、注意継続。
https://twitter.com/araran100/status/928628065101475840

中津川　昴 @subaru2012 · 21時間21時間前 
北海道・東北は5度程度の気温か〜
https://twitter.com/subaru2012/status/928449175624105985

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
11月9日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/928396773894234112

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 

【1か月予報　早くも冬の到来　大雪も】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/rumi_tokuda/2017/11/09/86681.html … 最新の1か月
予報では、11月の予想がガラッと変わり、高温傾向から低温傾向になりました。来週
半ばから、..
https://twitter.com/tenkijp/status/928570517199527936

https://twitter.com/araran100/status/928628065101475840
https://twitter.com/subaru2012/status/928449175624105985
https://twitter.com/whitefood1/status/928396773894234112
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/rumi_tokuda/2017/11/09/86681.html
https://twitter.com/tenkijp/status/928570517199527936


sinwanohate・レイジさんがリツイート 
中村元弥1961  @ kumachin · 23時間23時間前 
先月のニュースですが。

日弁連、「恵庭OL殺人事件」の再審支援を決定…「受刑者のアリバイが成立する」|弁
護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_1009/n_6864/ @bengo4topicsから
https://twitter.com/1961kumachin/status/928450030087806976
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2017年11月10日（金）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.036 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 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.036 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.037 0.037 6 
15:00 0.039 0.037 0.038 6 

https://www.bengo4.com/c_1009/n_6864/
https://twitter.com/1961kumachin/status/928450030087806976
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


16:00 0.042 0.040 0.041 6 
17:00 0.042 0.039 0.041 6 
18:00 0.042 0.040 0.041 6 
19:00 0.040 0.038 0.039 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 0.037 0.036 0.037 6
　

 
 



（11月10日）　私をクビにした職場」は、確実に潰れる…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201711112010199137/

（きのうの話）。　（１１月１１日記入）　（※追記トリガーあ

りｗ）

2017年11月10日 就職・転職 コメント (2)
　

　 　

　

アップすんの忘れてた。（＾＾；）

（画像１＋２）⇒「ロコモ予防！散歩」…という名目のみでふらふらと歩き始めたらおなかが
すき…
ふらふらと最寄りの店のポスターを観たら、「本日特価」の情報…

食べました。美味かった♪　（＾ｗ＾）ｇ

もやしと白菜とタマネギがごろごろ入って歯ごたえシャキシャキ♪

塩スープも無駄なくあっさり美味しい。

かなりの大どんぶりですが、汁ごと飲み干しました♪

食後にミニアイスがもらえる！お得〜♪

（画像３）そんでそのままふらふらと「数年前に通い慣れていた」三角点通りを直進しましたら

…

やっぱり！（＠＠；）！

https://85358.diarynote.jp/201711112010199137/
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元・バイト先は、潰れて跡形もなくなっておりました…！ｗｗｗ
http://www.hku.co.jp/sen/
　　↑

（だいたいいつも「私をクビにした職場」は、数年以内に確実に潰れてる…ｗ）

参照⇒http://85358.diarynote.jp/?day=20120831
「試合終了！」

ｗ（－－；）ｗ

…「お風呂は良かった」んですけどね〜☆

…「経営者が、（例えて言えばアベぞうりのような）不適格者」でしたからね〜★

…あれだけの人気店でありながら！【不渡り】出して【競売】ときたか…★

http://yumeguri.net/p-kizi/kizi/sen.php

…客と従業員の恨みを背負ってとっとと転生地獄に墜ちやがれ…★
ｗ（－－；）ｗ

んで。スタッフに悲壮感が無かったというのは、おそらく、それぞれ近隣の店舗に転職が決定済

みだったからだと思います…☆

（札幌にはお風呂やさん多い！経験者は優遇だっ！）

　　↓

http://yumeguri.net/basyo.html
http://iiofuro.com/hokkaido/sapporoshi/chuo/

※関連⇒http://yumeguri.net/p-kizi/kizi/taiyou.php
＞ 「サッポロスーパー銭湯　太陽」は、２０１７年４月３０日（日）をもって閉店となります。

http://www.hku.co.jp/sen/
http://85358.diarynote.jp/?day=20120831
http://yumeguri.net/p-kizi/kizi/sen.php
http://yumeguri.net/basyo.html
http://iiofuro.com/hokkaido/sapporoshi/chuo/
http://yumeguri.net/p-kizi/kizi/taiyou.php


…ま、新しい人気店がいくつも出来たし。地下泉の湧出量にも限界があるし…

…生存競争も、けっこう激しいようですね…☆（－－；）★

 
　

 

コメント
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あっ、そんで！

さんぱちラーメンのチャーシュー！

でっかくてッ！　美味しかった〜ッ♪♪

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日20:19
　

wwwwww
⇒http://85358.diarynote.jp/201208271307181517/
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（11月11日）　「思い出せない。」ｗ（－－；）ｗ

https://85358.diarynote.jp/201711110722227952/

…【 記憶ブロック 】 なう…。（－－；）。　（＋あるふぁ）。

2017年11月11日 就職・転職 コメント (14)
　

https://www.youtube.com/watch?v=mQMfUkJLEtY
陣内大蔵 - Blow wind blow , 風よ吹け 

おはようございます。ＰＣ起こしたのは

１１／１１、

０６：３６、でした。

時空のハザマな？５連休の４日目。定刻６時発進。

昨日たらたら６時間ほど街歩きをしただけで下半身が筋肉痛。（－－；）

という困ったロコモ婆ぁになりつつあるところが問題点ですが。

精神状態は安定？

はてさて、今朝になって気がついたのですが、

昨日の予定は「退職（異動）に関するまとめ」文を書こうと思っていたはずなのですが…

脳内が空白…というか、いくらなんでも記憶を消去してはいないと思うのですが…

「思い出せない。」ｗ（－－；）ｗ

…自覚していた以上にはるかにストレスだったらしく…

「今は胃痛その他の治癒に傾注させてッ！」と間脳以下補修関係担当者サマずが主張しているら

しく…☆

https://85358.diarynote.jp/201711110722227952/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711110722227952/
https://www.youtube.com/watch?v=mQMfUkJLEtY


「嫌だったこと」を思い出そう…とすると…みごとにストップがかかってしまって…

「思い出せません」…ｗｗｗ（－－；）☆

…ってことで。ルーティン作業と家事に往きます…☆

復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：1,672

（＾ｗ＾）ｇ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日7:43
　

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 

運命とは、最もふさわしい場所へと、貴方の魂を運ぶのだ。

ウィリアム・シェイクスピア

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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中津川　昴 @subaru2012 · 7時間7時間前 

［汚染度検査］

dirty
╔═╗

║█║

║█║

║█║◀subaru2012（70％）
║▓║

║▓║

║▓║

║▒║

║▒║

║▒║

╚═╝

pure
（検査結果）悪人

#心の穢れ検査
https://shindanmaker.com/652859 

【あの世では等価値なんだよw】
　

　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://shindanmaker.com/652859


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日9:06
　

https://shindanmaker.com/652859
［汚染度検査］dirty

(♦)◀霧樹里守（999％）
╔═╗

║█║

║█║

║█║

║▓║

║▓║

║▓║

║▒║

║▒║

║▒║

╚═╝

pure

（検査結果）闇の支配者 

…ｗ（＾◆＾；）ｗ…☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日9:56
　

…「今年の４月」、再発して、大変でしたよ…★（－－＃）★
　　↓

OTL49さんがリツイート 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://shindanmaker.com/652859
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


西江 @xNorthernlights · 11月9日 

ほんと何度も呟いてるけどストレスからまぶたのピクピク痙攣

(比較的左がなりやすい？)が数日に渡って続いたりし始めたら気を付けてね下さいね。進行性で自
然完治しないからそれがいずれ下まぶたに移って頰に来たら手術しないと治らなくなってしま

うよ。

瞼痙攣起きたらストレス軽減に努めてくだされ

https://twitter.com/xNorthernlights/status/928463782610845696

　　↑

小学生の時からクラスのイジメや母の虐待などで悪化してたけど、

２５歳で業務（過労）から悪化した時には放置し過ぎて…

痛くて開けられない瞼は閉じたまま、手探りで眼医者に行った時には、即、

「これはもう失明しています。一生治りません！」と、宣告された…。

ｗ（＾＾；）ｗ…★　（自力で治した！）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日9:59
　

OTL49さんがリツイート 
ユカHACHIMITSUDESIGN @hachimitsu_yuka · 11月9日 
　

この間絵描きの友人にも話したんですが、過去仕事中に突然指が痺れてペンを握れなくなり病院

に行ったら肘部管症候群、指や手ではなくPC作業中デスクの縁に置いた肘が圧迫されていたこと
が原因でした。

ペンタブを常用している方は利き手側の肘下に薄いクッションや畳んだタオル敷くと対策になり

ます。

＞肘部管症候群

https://twitter.com/xNorthernlights/status/928463782610845696
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（ちゅうぶかん・しょうこうぐん）ね。（＾＾；）

「チューブ管」じゃ、ないのよ…！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日10:00
　　↑

https://twitter.com/hachimitsu_yuka/status/928688290126893056
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日10:06
　

OTL49さんがリツイート 
ゆず姉 @ikeike3103 · 11月9日 
ゆず姉さんがぽにょをリツイートしました

　

これだよこれ！本来あるべき指導は。いじめ防止対策推進法にも書いてある！

以外と知らない先生多い。

実際のところは、被害者が集団不適応になり、別室登校になって、

クラスに入れないから成績がつかなくなり不利になる。

加害者は変わらずにクラスで学び平然としている…が多いんじゃないかな？

https://twitter.com/ikeike3103/status/928558634623148032

　　↑

あいからわず「こちらを被害妄想扱い」deathので…

自力で「別室」に「異動」を「獲得」しましたよ…★

ｗ（－－＃）ｗ

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/hachimitsu_yuka/status/928688290126893056
https://85358.diarynote.jp/
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https://twitter.com/ikeike3103/status/928558634623148032


　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日11:01
　

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 10時間10時間前 

親戚から性被害、言えず自暴自棄「気づいてほしかった」

http://www.asahi.com/articles/ASKBW5JHWKBWUTFL00B.html …

「虐待を受けた子どもは「自分には価値がない」「自分が悪い」「汚い存在になった」と感じる

。

周囲の大人は『あなたは悪くない』『あなたを守りたい』と伝えることが大切。」

https://twitter.com/sinwanohate/status/929002529987293184
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日11:32
　

ミライノシテン-本部 @mirainoshiten · 11月6日 

1000年の孤独
https://twitter.com/mirainoshiten/status/927344463009189889
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月12日8:40
　

Blackmambazo @Baidalka · 21 時間21 時間前 
返信先: @mnm55kyさん 

虐待された児童には「時効無し復讐権」を与えて欲しい。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/sinwanohate/status/929002529987293184
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/mirainoshiten/status/927344463009189889
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


恐怖と苦痛と絶望しか与えなかった「毒親」が

なぜ何の罰もなしにのうのうと生きていられるのか？

https://twitter.com/mnm55ky/status/928536684752334848
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月12日8:42
　

とみたけ_頭わるい人 @let_enjoy_rally · 18 時間18 時間前 
返信先: @mnm55kyさん 
　

体罰とかパワハラとかモラハラとかセクハラとかいじめとか全部

他人の勝手な上から目線の立場でしてくるものと思う

で、大概した方は何にも気にして無いけど、受けた方は大なり小なり傷を負って引きずってくん

だよね

自分を否定され続けたら辛いに決まってるじゃんか

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月12日9:45
　

禮次郎 @k_i_l_r_o_y · 17 時間17 時間前 
返信先: @mnm55kyさん 
　

体罰反対派は人前で語れる。

体罰賛成派は陰でコソコソ、時には一対一で、

　

だいたいは自分が完全に安全で、かつ優位な時にだけその主張を突然始めます。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月12日10:20
　

あ、私コレｗ（…なので、「突然キレル」怖い人。と、思われている…★）
　　↓

OTL49 @sukipparanisake · 22時間22時間前 
OTL49さんがたまやんをリツイートしました
　

話は変わるけど、日本海溝系と南海トラフ系も、こんな感じかな。（私見）

https://twitter.com/sukipparanisake/status/929181061401124870
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月12日11:09
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
yunishio @yunishio · 17時間17時間前 
　

白菜の黒いブツブツ、何だか知っている？実は白菜が頑張った証拠なんだよ！

- Togetterまとめ https://togetter.com/li/1170205 via togetter_jp
https://twitter.com/yunishio/status/929267351396130816

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
乃南アサ @asanonami · 11月10日 
　

また知人から。

https://twitter.com/asanonami/status/928804002958950400
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（11月12日）　「明日から自分が何の仕事をするか全く判っていないッ！」…という
ストレスが…★

https://85358.diarynote.jp/201711122042433485/

♪　書いた　♪　（＾ｗ＾）ｇ

2017年11月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

　

（沙魚　鵜…にならないりすッ★）

オカン @okan_desu_nen_ · 11月4日 

おはようございます

https://twitter.com/okan_desu_nen_/status/926916086968172544

https://www.youtube.com/watch?v=ZCviMuYbdPU
【盛り上がる曲】モチベーション - ワクワク - ハッピー ソング

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…今日の作業予定はこれなんですけれども…★
　　↓

１．《 涙滴大陸 》（後期）

　

…「書くべき文章」が…ｗ（－－；）ｗ

…ひとっかけらも！

https://85358.diarynote.jp/201711122042433485/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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…浮かんで来ませんのよ…★＜（〜”〜；）＞★…★

https://www.youtube.com/watch?v=2xGGnDUpe0I
Yuri on Ice opening (Dean Fujioka - History Maker) 1 hour 

…やっぱり、被曝超過と、

「明日から自分が何の仕事をするか全く判っていないッ！」

…というストレスが…★（－－＃）★…。

オカン @okan_desu_nen_ · 11月1日 

おはようございます

https://twitter.com/okan_desu_nen_

　　↑

…「猫は液体である」仮説が証明された…！（＠◆＠；）！…☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

オカン @okan_desu_nen_ · 11月7日 

ばいばーい

https://twitter.com/okan_desu_nen_/status/928021578754822144

…もぅダメｗ　笑い死ぬ…ッｗｗｗ
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=2xGGnDUpe0I
https://twitter.com/okan_desu_nen_
https://twitter.com/okan_desu_nen_/status/928021578754822144
https://twitter.com/okan_desu_nen_


https://twitter.com/okan_desu_nen_

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=Erbm8xq2dbc
【アフリカ 音楽】 チルアウト 

とりあえず書いた！（＾ｗ＾）ｇ（やっぱＢＧＭって大事！）

１．《 涙滴大陸 》（後期）

１－６．《石の帝国》

１－７．《谷》の民のその後。

１－８．身分の分割。

１－９．四民平等。

１－10．大陸の滅亡。

推敲は、後でするッ☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
ひみつ日記

　

　

１．《 涙滴大陸 》（後期）

１－６．《石の帝国》

竜種とその《谷》出身の養子たちが大陸各地に散在し、その漠然とした権力関係の集合体をさし

て《帝国》と称していた時代を後の世には「竜の帝国」と尊称し、白鱗の乱の後の再興帝国は区

https://www.youtube.com/watch?v=Erbm8xq2dbc


別して《石の帝国》と呼んだ。

１－７．《谷》の民のその後。

焼失した広大な《谷》から避難した一族はごく一部を除いてひこばえの萌え始めた《森》へ戻る

ことはなく、生き残った竜尾族と増え続ける二つ足に生きのびるための技術と叡智を伝え、安定

して供給される水源の管理法と嵐や地震にも耐え得る石の家の造りかたを教え、それぞれの集落

を結んで往来しやすい街道と石造りの都市と、それらを管理する機能的な官僚機構を築いた。

１－８．身分の分割。

やがて二つ足たちはふたつに分かれた。

定住し権力を握り、使役し驕慢に振る舞うもの達と、流浪し旅を愛し、技芸をなりわいとして自

由と平等をたっとしとする者たちである。

権力を持つ者たちは持つことを拒否する者たちを蹴散らし、弾圧した。

民は貧富と階層に区分され、自由は制限され、奴隷が売買された。

１－９．四民平等。

やがて藩都ズードリブルより女領主が立ち、女と男との平等を訴えた。

まもなく遼原の火のごとく万人の自由と富と身分の四民平等を説く教えが広がった。

救世主サラ・ティスの世直しが行なわれ、帝都《石》には議会が開かれた。

世は栄え、安定し、出自によらず本人の選択と努力による職業や富が約束された。

１－10．大陸の滅亡。

突然、天空に大いなる暗黒の丸い幻影が現われた。



地の人々はそれを《闇の太陽》と呼び怖れた。

その巨大な円盤は、宙に浮かぶ都市であった。

降り来たる人々は、それを《 光より速い船 》と呼んだ。

船人たちは石の帝国の男を殺し、女を犯し、子どもを産ましめ、その子を奪った。

船の女たちが病により絶滅していた故である。

帝国の男たちは戦いを挑み、殺され、女たちは泣き叫び逃げ惑った。

姦計を用いて《 光より速く飛ぶ 》に潜りこんだ子どもらがあった。

内部で暴れた。

巨大なる円盤の船は傾き…落ちた。

大地はありえぬほどに鳴動し、炎上し、開いた大穴からは熔けた大地が溢れ出し、すべてのもの

が焼けて崩れた。

その跡に生き残ったわずかな人々の上に、はるか天高くそびえる津波が襲い掛かった。

津波の引いた後、大地は泥と氷に沈み、はるか山脈よりも高く深く降り積んだ雪に埋もれた。

これが《水の島》として産まれ、《涙滴大陸》と呼ばれ、《石の帝国》の版図であったアタ・ル

アンタイスの、最期であった。

　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

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11月12日23:24
　

０６２

０８

７８☆
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（11月13日）　！（仮称）「闇鍋バイト」初日…。

https://85358.diarynote.jp/201711130719151543/

（本日休刊？！）　（りす１匹目）

　【 札幌 ０．０ ６１ ⇒ ０．０ 37 μ 】（＋ ３ ℃ ！）。

2017年11月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=bTKXLf6UMR8
KOKIA - Road to Glory〜 for Dragon Nest White Version〜

おはようございます。０７：０１です。

定刻６時発進でしたが、小家事に手間取りました。

…胃が痛いです…（＾へ＾；）…★

本日より、いまだ自分が何をさせられることになるのか！

まったく判っていない！（仮称）「闇鍋バイト」初日…。

…ｗ（－－；）ｗ…★

しかしながら考え得る最悪のシチュエーションというのは。

逝ったら、「はァ？　ナニそれｗ　聞いてないねぇ〜ｗｗｗ」

と白々しく門前祓いされて。

元職場のほうに抗議に行ったら「勝手に自己都合退職の離職票」が手続き済み。

https://85358.diarynote.jp/201711130719151543/
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…とかの、「退職強要サギ」とか…？（－－；）★

なんですけど…。ｗ（０－０；）ｗ…。

（時々、自分の豊富すぎる想像力が恨めしくなります…★）

まぁとにかく。（－－；）

時間帯も全くこちらの希望は無視されそうな勢いで。

とりあえず今日は「１０時出社」なので…（今までより１時間早い！）

情報チェックをまともにやってる暇はないです！

…てことで、「本日休刊」告知…★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月13日（月）【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 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.039 0.037 0.038 6 
06:00

https://www.youtube.com/watch?v=LjGGOoyrUCw
KOKIA - Believe in the Spirit 
　　↑

…あはははは☆

「悠宙舞さん自動推奨」で、「偶然」この曲でした…！

ｗｗｗｗｗ

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=LjGGOoyrUCw


まぁ、「最悪事態ではない」ことを、祈りましょう…！

札幌は午前５時の気温が＋３℃。ほぼ無風。

現在は太陽燦燦たる晴天！（＾＾）！

…とりあえず、「往きの通勤ルート♪」は、楽しめそうです…♪

（帰りの降水確率が７０％。なんですけどね〜★…）

…それにつ〜け〜て〜も…！（－－＃）！…★

せっかくせっかく頑張ってガンバッテ！

やっと！「原稿を書ける環境」を「整えられた！」…と、思った瞬間に…ッ★

「環境が整っていなくてもとにかく書く！」に…ｗ（〜”〜＃）ｗ…★

勝手に課題（目標設定）を吊り上げるの、

　やめて下さいアルマンディン兄様ッ!!!!

…ｗ（＝へ＝＃）ｗ…★

https://www.youtube.com/watch?v=F1cLL2ndPCs
I believe 〜海の底から〜 

 
　

https://www.youtube.com/watch?v=F1cLL2ndPCs


　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月14日6:06
　

2017年11月13日（月）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.039 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.036 0.037 6 
11:00 0.037 0.036 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.037 0.037 0.037 6 

15:00 0.042 0.038 0.040 6 
16:00 0.042 0.040 0.041 6 

17:00 0.039 0.038 0.038 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 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 0.041 0.037 0.038 6 

23:00 0.049 0.041 0.045 6 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


24:00 0.048 0.045 0.047 6
　

 



（11月13日）　『書き取りアンブリッ児』＝「悪趣味がらタイツ（元？）ベルクカ
ッツェ」を視認…★(-_-#)★

https://85358.diarynote.jp/201711140551344591/
 
（ウサギ11月13日飽きさせた12時23分） 

とりあえず最悪の予想と

最悪の２番目（行ったら仕事はあったが原発推進だったとか）は、

免れましたが…(^。^;)

…なにゆえ、『ハルアキくん関連企業』…！？(-"-;)？！

会社は違うかも知れないけど、少なくとも激似の同業他社？の

『設立準備のための出資金勧誘プレゼン資料』の元データ

 
検索してハルアキくんにリスト出したの私だぞ…？

(・ω・;)(;・ω・)

…んで、まさかと思うが、この配色…。(^_^;)

…使用ソフト、作ったの、ハルアキくんだったり…？（違うかな？）

で。(-_-#)
 
『書き取りアンブリッ児』＝「悪趣味がらタイツ（元？）ベルクカッツェ」を室内に視認…★(-_-
#)★

https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171114/85358_201711140551344591_1.jpg


『犯人はオマエだッ★』を…

 
する機会は、いつですか…？

┐(’〜`；)┌★
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

　

2019年
8月24日18:50
　

　　↑

…そぉいぇば…

「ハルアキ君」と「暗愚ブリッ児」の外見（体形）が、酷似している。

…とぃう「偶然の一致」も、あったな…★ｗ（－－；）ｗ★
 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（11月13日）　『がらタイツ山猫』が、『最悪パワハラばばぁ書き取りアンブリッ児
』だということ。

https://85358.diarynote.jp/201711140558295483/

必然的偶然。(^。^;)　明日から１時間早起き！

2017年11月13日 就職・転職 コメント (3)
（11月13日21時42分） 

先ほど無事帰投。(^_^;)

 
本日『偶然』遭遇、

ベルクカッツェ魔クゴナガル、

風呂土間吟ず『管理者』、

がらタイツ山猫、

その他色々。（タイミング合い過ぎ！）

んで『がらタイツ山猫』が、

『最悪パワハラばばぁ書き取りアンブリッ児』だということは、

異動手続きの書類の捺印のついでに、さっくり申告してきましたが…

こちらがキチガイ被害妄想扱いされて終わり。(-_-#)

…ま、私についてあること無いこと、先に悪評ばかりばらまかれているので。
(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201711140558295483/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711140558295483/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171114/85358_201711140558295483_1.jpg


『何もかもみんなダメな反抗的で非常識で無能なスタッフ』という

『事実に反する悪評』（先入観）を…

『悪意に満ちた歪んだ噂をばらまいているほうが、アタマおかしい』…と…、

自らの行動価値をもって示すしか、

手はないですね…★(-_-#)★

あと。

時給が１５円も下がり、

さらに交通費が不至急になり、

『いつクビにされても文句は言えない』なる念書をとられ…(-_-#)…★

こちらの希望を故意に完無視された『報復（懲罰）的異動』という結果になってますが…

(-_-#)

まさかの『金土日』休み！

　＼(◎o◎)／

年末年始も…休み…？！

(・ω・;)(;・ω・)



…という望外のラッキーを拾ったので…

（もう一生？「土日休み」って縁がないかと思ってた…）

　(^。^;)

話が勝手に転がるまではオトナシク、

『闇鍋ムショ勤め』しますぅ…

　ヽ（・＿・；）ノ

あと何かあったけど忘れた☆

明日から１時間早起き！(^。^;)

早めに寝ま〜す…！

 
 
 

コメント

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11月14日6:34
　

cmk2wlさんがリツイート 
Lila @BabysisterLila · 12時間12時間前 
Lilaさんがcmk2wlをリツイートしました

2017年度ゴミ弁連総会in日の出町

「どんなに強力な証拠を裁判所に提出しても、判決には一切取り上げられない」ーーこれが日本

の裁判所の実態です。

＂司法のみならず、政治も行政も、メディアも然りです。民意が無視され、民主主義が蹂躙され

る先にあるのはどんなに恐ろしい社会でしょうか。＂

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月14日6:34
　

　　↑

https://twitter.com/BabysisterLila/status/930008026383130624
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月14日6:35
　

cmk2wlさんがリツイート 
木陰の午睡 @hiyorimi1969 · 8時間8時間前 
木陰の午睡さんがcmk2wlをリツイートしました

嘗ては産学協同が批判の対象だったが、今では、縄張りと身内優遇に加え産学協同が大学教員の

必須条件。本物は大学の外にしかいない。これ、数時間前に元大学教授と話した事。

https://twitter.com/hiyorimi1969/status/930073220396474374
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://twitter.com/BabysisterLila/status/930008026383130624
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https://twitter.com/hiyorimi1969/status/930073220396474374


 
 



（11月⒕日）　カラダがラクです！（＾_＾）！

https://85358.diarynote.jp/201711140620261485/

【！岩見沢 = 欠測 = ?! 】／【 札幌 ０．０ 49 μ 】（ ＋ ７ ℃ ）
。　（おはようございますの帽子屋さん的な…作業栗鼠１匹目）

2017年11月14日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=0swsfLK_3VQ&spfreload=1
KOKIA battle of destiny

あらためまして、おはようございます。（＾＾）

前２項の日付修正＋画像追加してました。

現在０６：００ジャスト。

前項参照で、本日より勤務時間が１時間くりあがった

（※２時間早く来い！と言われたけど１時間に値切ったｗ）

ため、起床時間も１時間くりあげまして、「定刻５時発進」となります…

（…冬ダイヤ…？？）

まぁもともと新聞配達や「毎朝のマラソン（ジョギング）」をしていた時もあったので、

目覚まし時計がちゃんと鳴ってくれさえすれば、（あと、寝不足でも慢性過労症候群でもなけ

れば）

早起きする分には、苦にはならないんですよね…☆

https://85358.diarynote.jp/201711140620261485/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711140620261485/
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https://www.youtube.com/watch?v=0swsfLK_3VQ&spfreload=1


（ただ、光熱費が余分にかかりますが…！）

午前５時の札幌の気温、＋７℃。無風。

雲は多いですが晴れ。暖かく感じます。（＾＾）

予報は雨…？？

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月14日（火）【当日】 

01:00 0.045 0.039 0.042 6 

02:00 0.039 0.037 0.038 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

雨は降っても線量はたいしたことなく。（＾＾；）

とにかく！　けさ起きたら、カラダがラクです！（＾_＾）！

…今まで、どんだけ、ストレス溜めてたんだ…ッ？？

って感じで、胃痛が治まり、十二指腸の慢性的な腫れ？が引き、まだ肝臓あたりがじくじくいっ

てますが、腰の骨もばっきり鳴って歪みが納まったようです。

（＾＾）

んで昨日の午前中、新業務の研修を受けてる間からすーーーーっと！

ずっと胃部膨満感に深層リンパ管が圧されて滞留していた「下半身むくみ」が、

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


脱け始めてくれまして…！（トイレに行きたくなって困りましたが）（＾＾；）

ラクです！　ココロもカラダも「軽い」…ッ！！

　　！（＾◇＾）！

…てことで、とりあえず少なくとも「アルパカ狼さんのメアドゲット！できるまでは…」

おとなしく、勤める予定…☆

さくさく情報チェックに往きますぅ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=2xGGnDUpe0I
Yuri on Ice opening (Dean Fujioka - History Maker) 1 hour 

ホワイトフード @whitefood1 · 10時間10時間前 
11月13日20時23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://twitter.com/whitefood1/status/930033254735872000

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
11月13日14時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が18箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/929940005333614592

 
　

　

 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=2xGGnDUpe0I
https://twitter.com/whitefood1/status/930033254735872000
https://twitter.com/whitefood1/status/929940005333614592


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月15日6:23
　

2017年11月14日（火）【前日】

01:00 0.045 0.039 0.042 6 

02:00 0.039 0.037 0.038 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 0.037 0.037 6 
07:00 0.037 0.036 0.037 6 
08:00 0.037 0.036 0.037 6 
09:00 0.037 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.039 0.036 0.037 6 

12:00 0.050 0.041 0.045 6 

13:00 0.049 0.042 0.045 6 
14:00 0.041 0.038 0.040 6 

15:00 0.039 0.037 0.038 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.038 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
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（11月⒕日）　営業成績悪。(∋_∈)

https://85358.diarynote.jp/201711140640595992/
　　　

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 

津波耐えた桜を伐採へ 気仙沼 | 2017/11/13(月) - Yahoo!ニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/930025879245221888

…そしてさらにヤオヨロズを怒らせるのか…★（－－＃）★
 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月14日12:35
　

ヤオヨロズより厄介な？

オヤシラズ上下左右同時攻撃。

(∋_∈)

営業成績悪。(∋_∈)

早くも暗雲が…
(・ω・;)(;・ω・)

 

　

 

https://twitter.com/subaru2012/status/930025879245221888
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（11月⒕日）　クビを切られそうです…★（－－；）★

https://85358.diarynote.jp/201711150601447720/

【★ …リャマさんが…ッ ★】　o（ＴへＴ；）o

2017年11月14日 就職・転職 コメント (3)
　

　 　

　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月14日12:35

ヤオヨロズより厄介な？

オヤシラズ上下左右同時攻撃。

(∋_∈)

営業成績悪。(∋_∈)

早くも暗雲が…
(・ω・;)(;・ω・)

…心は折れないけど、

クビを切られそうです…★（－－；）★

https://85358.diarynote.jp/201711150601447720/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711150601447720/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171115/85358_201711150601447720_1.jpg
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（てかそもそも、おべんちゃらと営業売り込みが得意なよーなやつだったら、

　今ドキこんな低時給な発信業務なんてやってないし、

「今すぐそのビルの屋上から飛び降りて死ね！」とか…

「オマエなんか生きてる価値はないよな？」とかとか天

　暗愚ブリッ児に非人道的激烈パワハラされて、

オトナシク（？）

泣き寝入りなんかしてねーよな〜ッ…？？）

https://www.youtube.com/watch?v=HSOtku1j600
【BGM】美しいピアノ音楽 2時間 

（歌が11月14日川遊び20時10分）
2017年11月7日 就職・転職 

へろへろしながら８kg背負って河原を徒歩帰宅途中。(^_^;)

ちなみに今朝『何故か？』

私の席だけ

『ヘッドフォンが無かった』のは…

(-_-#)

間違いなく『書き取りアンブリッ児の嫌がらせ』だと思う…

（前も何度もやられた★

https://www.youtube.com/watch?v=HSOtku1j600


酷い時はルーピン先生が来るまで２時間放置。とかされた…★(∋_∈#)★

（11月14日22時01分）
2017年11月7日 環境は、生命圏で、生存権。 

先ほど無事帰投。(^_^;)

今日は疲れました…

┐(’〜`；)┌

明日も早起きです。

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11月15日6:02
　

そんで昨夜は書くのを忘れたが★（＾＾；）★

どうも隣の部屋（昨日から私がいる部屋）にトバサレテ以来、

ずっと元気のなかった「リャマさん」が。

どうも昨日と一昨日はるかチラ見で観察してみたところ。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


…書き取り【暗愚ブリッ児】に。★（－－＃）★

…【陰湿イジメ】の現在のターゲットにされている？らしい…★★

…（＝＝＃）…★
　

　

 



（11月15日）　２日続けて『 私の席だけヘッドフォンがない 』。

https://85358.diarynote.jp/201711160544472381/

事実のみ。

2017年11月15日 就職・転職 コメント (1)
　

　

　

（11月15日12時16分）

２日続けて『私の席だけヘッドフォンがない』

さらに今日は『原因不明の謎なブロックがかかっていてソフトウェアが開けない』まで追加。

ＳＶ二人がかりで解決まで所要１５分。もちろんその無駄な待機時間分も私の時給は発生する

ので、

すべて会社の損害。

前の部署でも同現象が頻発した時期あり。当直のアンブリッ児が「うひひっｗ」とか笑って、別

のＳＶが来るまで２時間以上？「私に仕事をさせなかった」などは枚挙にいとまがない。

リータス奇ーターいわく

「あなたがいる席だけそういうこてが起こる！」とか、まるで怪奇現象ででもあるかのように

嘲笑っていたが、

「私が来る前に」何故か？

「壊されている」のである。

https://85358.diarynote.jp/201711160544472381/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171116/85358_201711160544472381_1.jpg
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/10140/epub/OEBPS/image/85358_201711160544472381_2.jpg


そしてアンブリッ児は今また同室内で、すぐ目の前をうろうろしている…

昨夜、最後まで居残ったり…

していなかったか？

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日4:42
　

画像２追加。（＾＾）

けっこう美味かった。１１０円だっけ？
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（11月15日）　上司に、暗愚ブリッ児が、あること無いこと、悪評を？

https://85358.diarynote.jp/201711160550193127/

★　ｗ（－－＃）ｗ　★

2017年11月15日 就職・転職
　

　 　

　

（うなぎ11月15日21時52分）

先ほどなんとかへろよろ生還。

(^_^;)

ストレス買い？して総計１４〜１５kgの荷物を担いで、さすがにバス帰宅…（座れた！♪）

(^。^;)

初日が１勝＿８３敗。(^_^;)

昨日が０勝１４２敗。

(ノ-o-)ノ　┫

今日が２勝１４３敗…。(^。^;)

今回の担当上司を相手に、すぐ目の前で

暗愚ブリッ児が、これ見よがしにあること無いこと？悪評を？

https://85358.diarynote.jp/201711160550193127/
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吹き込みまくっています…★

★　ｗ（－－＃）ｗ　★

　

 
 



（11月16日）　「バカを相手にする」の、大ッ嫌い。なんだよ…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201711160619405415/

バイカル湖【－６０℃】／ウラジオストク【－４０℃】／【 旭川
（欠測）】／【 泊原発 ０．０ ７２ μ 】／【 札幌 ０．０ ５
２→37 μ 】（＋ ２ ℃）／ダイエッター戦士 みちゆき ♪

2017年11月16日コメント (1)
　

　 　

　

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 20時間20時間前 

左図が250hPa(上空約10000m)、右図が500hPa(上空約5000m)の気温図。
hPa(ヘクトパスカル)とは気圧の単位です。

バイカル湖上空10000mに －６０℃以下の強烈寒気があり、降下してウラジオストッ
ク5000mの ー40℃以下の大寒波となって、日本海を渡って湿気を含んで日本列島に襲
い掛かってくるのです。

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/930630454188720128

（前２項参照）

おはようございます。０５：５５の３分前です。

札幌は＋２℃。キンと冷えた空気です。無風。

薄雲が広がって、

細い月の光は薄らぼんやりと透けて見えていますが、

晴れるのかな…？

空気は清涼。（＾＾）

https://www.youtube.com/watch?v=Eth_YQg7ERc
君の名は／Radwimps Full OST【作業用BGM】

　

…あ、御報告で〜す！（＾＾）！

先週から（だっけ？）行きは５９分ジャストの強歩で、帰りは２時間近くかけて８〜１２kg担い
で背負って、せっせと徒歩通勤（すでに競技スポーツｗ）していたら…

下腹部のむにもにお肉が…

「掴めなく」なってきました…！（＾◇＾）！

（…やっぱダイエットは「王道」に限るわ〜！（＾ｗ＾；）！

　…アヤシイ「痩せ薬」なんぞにバカ高いカネを払って

「努力なんか何もしたくない！」なんてぇ、

　バカの相手は…（〜〜＃）★

…ほんっとう〜に！ハラに据えかねた…！！！！！（怒））

https://85358.diarynote.jp/201711160619405415/
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（…「異動」できて…良かったッ…！）ｗｗｗ

（うん、いや、だから。（＾＾；）

「バカを相手にする」の、大ッ嫌い。なんだよ…ｗ

　時々つい「イラッとした声」が出てしまっていたのは、すなおに認めるｗ…★）

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました

飢餓で検索したら出てくる。

https://twitter.com/cmk2wl/status/930731761247514627 …

こういったデリカシーのなさや意識の延長線上に原発問題があるような気がしてなら

ない。

https://twitter.com/cmk2wl/status/930731761247514627

※「ダイエッター戦士みゆき」

https://wikimatome.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BCMIYUKI
＞『しんぶん赤旗日曜版』に連載。

…ん”〜？（〜〜；）？

…なんかまた、ＰＣの反応が、やたら遅いな…？？？

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 

時間をケチケチすることで、ほんとうはぜんぜん別のなにかをケチケチしているとい

うことには、誰ひとり気がついていないようでした。

自分たちの生活が日ごとに貧しくなり、日ごとに画一的になり、日ごとに冷たくなっ

ていることを、誰ひとり認めようとはしませんでした。

ミヒャエル・エンデ ”モモ”
https://twitter.com/cmk2wl/status/930674723872235521

（情報チェック往きまーす！）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月16日（木）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 · 3 時間3 時間前 
11月16日3時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が283箇所以上存在します
。

https://twitter.com/cmk2wl/status/930731761247514627
https://twitter.com/cmk2wl/status/930731761247514627
https://wikimatome.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BCMIYUKI
https://twitter.com/cmk2wl/status/930674723872235521
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


https://twitter.com/whitefood1/status/930865806556110848

ホワイトフード @whitefood1 · 9時間9時間前 
11月15日21時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が98箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/930773063108399104

ホワイトフード @whitefood1 · 15時間15時間前 
11月15日15時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が52箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/930682355940982784

ホワイトフード @whitefood1 · 21時間21時間前 
11月15日9時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が17箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/930591580276133888

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
11月15日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/930571101754630145

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 

【M2.5】内浦湾 深さ127.1km 2017/11/16 03:16:06

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 ◆◆緊急地震速報(最終第5報)◆◆
【M3.5】内浦湾 深さ130km 2017/11/16 00:35:26発生 最大予測震度2
　　↑？

　？↓

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M4.6】内浦湾 深さ134.1km 2017/11/16 00:35:26 [AQUA-REAL]

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.0】十勝地方南東沖 深さ64.7km 2017/11/15 15:49:39

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 

世界をほんの少し、良い場所にして去ること。

ラルフ・ワルド・エマーソン

    
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月17日8:36
　

2017年11月16日（木）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.038 0.038 6 
08:00 0.038 0.037 0.038 6 

https://twitter.com/whitefood1/status/930865806556110848
https://twitter.com/whitefood1/status/930773063108399104
https://twitter.com/whitefood1/status/930682355940982784
https://twitter.com/whitefood1/status/930591580276133888
https://twitter.com/whitefood1/status/930571101754630145
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09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 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 0.037 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 0.037 0.037 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.037 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
 
 



（11月16日）　営業の基本は、【三方一両得】。

https://85358.diarynote.jp/201711170643514606/

本日【 ボジョレー・ヌーボー解禁 】日…。　★（ーー＃）★

2017年11月16日 お仕事 コメント (1)
　

　 　

　

絶対わたしは悪くない。

酒屋は忙しい日に決まってる。

営業の基本は、まず

相手に寄り添い、

相手の立場で考え、

相手のメリットを鮮明化して、

【三方一両得】を編み出すこと。

季節イベントも昼休みも無視した営業攻勢なんて、断られるに決まってる。

(-_-#)

アレが【私の営業成績と評判を落とさせる為の意図的な嫌がらせ】…では、ないとするならば。
(-_-#)

あのネエチャンは根本的に、『空気が読めない』

営業オンチである…(-_-#)★

https://85358.diarynote.jp/201711170643514606/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=202
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（業界ごとに定休曜日があるとか朝早いとか夕方忙しいとか、

せめてググってから架電スケジュールを決めろよ…！

(ノ-o-)ノ　┫

（文字通りの「行き当たりばったり」。業種ごとに時候の挨拶を入れるとか販促提案を入れる

とか、

 
【首都圏営業戦士の鉄板常識】が、まるっと抜けてる！

(ノ-o-)ノ　┫

挙げ句の果てにオッサンが、

「指示通りに仕事」して（案の定）惨敗した新米スタッフに、

帰り支度した定刻１分過ぎから不毛な説教？始めて、

 
たたのイビリの為だけに、１５分も残業させた…！(`ヘ´)！

（会社に損害与えて）「残業代はつけて結構です」とか、ふんぞり返ってればいいってもんじゃ

ない！

定時であがってダッシュで行きたかった用事が、まるっとダメにされた…ッ
（＞＜。）。。

目の前のスタッフにすら「一般常識的配慮」ができないアヤツラに、



営業が、出来るわけがない！

(ノ-o-)ノ　┫

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日11:34
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
sivad @sivad · 11月17日 

　

こうやって支援職を粗雑に扱っておいて支援職が足りないと大学が騒いでも、

なんの説得力もないわけですな。

 
/ “「研究室の母」が雇い止めに…？「大混乱」と現場反発：朝日新聞デジタル”
https://twitter.com/sivad/status/931340604994236416

（たぶん、私が「４年目」（１２月で５年目！）なので、

　「退職強要のためのパワハラ」に遭っている…★（－－＃）★）
　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/sivad/status/931340604994236416


（11月16日）　戦略皆無の「無能すぎる上官」。

https://85358.diarynote.jp/201711170658023070/

元『営業サポート』職ならびに『経営コンサルティング』資料作

成係…経験者の、タワゴトでした…！

2017年11月16日 お仕事 コメント (2)
　

　 　

　

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] 

（承前）

ついき

まさかあそこまで何も考えずに「営業ごっこ」をやってるとは思わなかったよ。

(-_-#)

あそこまでずさんな「他社丸投げ・未精査リスト」なら、

『１０００件に１件釣れれば上出来』ぐらいが、

首都圏営業戦士のカウントだぜ？

２０件に１件？（；‾Д‾）

https://85358.diarynote.jp/201711170658023070/
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ナニ甘い妄想ミテンノ…？？

つい先ほど無事帰投。(^_^;)

気温プラス１℃。

水溜まりがパリパリに凍りついている中を、関東の１０月くらいの軽装で

汗かいて元気に徒歩帰宅。(^。^;)

結局きょうのはイヤガラセじゃなくて、

カタイナカ札幌育ちの青二才な若造どもが

無知で非常識でバカすぎる(-"-;)

…というだけの話らしい。

┐(〜〜；)┌

はいはい。(^。^;)

私の脳内の『経営コンサルティング会社資料作成係』

（江戸下町老舗の和菓子店・再興プロデュース担当）だの、

かの！（＞＜ｐ）！

胃痛と心労で死ぬかと思った『パンダ便』電話営業だのの…



||||(・ω・;)(;・ω・)||||

思えば「遠大すぎる伏線」を延々と引っ張った挙げ句に、

『札幌文化圏に、活きたタイムカプセルとして、首都圏「営業文化」を伝承しろ。

』と…

ｗ(^。^;)ｗ

（…ま、サイワイ、「そういうノウハウと伝統文化があるからググれ！」と、

　「示唆する」だけで済むから、簡単だしな〜？…☆）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

隣の部署では私が「アメンオサ」で…、

結果的に（「エサ」で釣られて目的外にシャカリキにがんばった！）⇒アルパカ狼さ

んが、実質的に『正義の新代官』でしたが…

(^。^;)

（だって、アルパカ狼さんとリャマさんが両部署またがって室内くまなく走り回って

たら…

　いじめ、起こりようがない。でしょ…！？）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今度は「バスコダガマ氏の営業サポートセンター」ですかい…(^_^;)



（室内の無能因子、粛清！）

詳細については…

長いので明日！

おやすみ〜(^o^)／

（ウハウハ11月16日来たな22時45分）(^_^;)

https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月17日7:01
　

だからつまりだね。（＾＾＃）

戦略皆無の「無能すぎる上官」の指示通り！

タタカワサレたら、戦術の発揮しようすらない。という話さ…！

https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


…実わ（ヤル気になりさえすれば）「営業（宣伝）」脳力、低くくはナイわたくし…☆）
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日7:59
　

OTL49さんがリツイート 
ニュース速報Japan @breakingnews_jp · 14時間14時間前 
　

【 クラス名簿から名前外す 】

大阪府立高校で、地毛が茶色の髪の女子高生に黒染めを強要し不登校にした問題があり、

学校側が女子高生の名前を在籍しているのにも関らずクラス名簿から外していたことが明らかに

なりました。

https://breaking-news.jp/2017/11/17/036650 …

「学校から排除しようとしているとしか思えない」

https://twitter.com/breakingnews_jp/status/931442938994757632

　　↑

最初コレだよ。（＾＾；）

なにしろ前日に暗愚ブリッ児とカオつきあわせて何やらこそこそ私の悪口？言いまくってたんで

…
（こちらをチラ見しながら、悪意しか感じない笑い方してた）

「私に無能のレッテルをムリヤリ貼って、退職に追い込むためのイヤガラセ」

かと、てっきり勘違いしたんで、対処が遅れた…ｗｗｗ

（まさか本当に、「ボジョレーヌーボー解禁日」もオカマイナシに

　テレアポ営業の「責任者」してたとわ…ｗｗｗ）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://breaking-news.jp/2017/11/17/036650
https://twitter.com/breakingnews_jp/status/931442938994757632


ほんと、あの会社、ダメ過ぎるッ！

ｗ（０◆０＃）ｗ

　

 
 



（11月17日）　営業の成功率UPが狙える時間帯とNG例。

https://85358.diarynote.jp/201711170752222439/

【　営業　】の基礎（すぎる！）知識…★（－－＃）★⇒【 ボジ
ョレーヌーボー解禁日 】に、【酒販業界にテレアポ】…「かけさ
せられた」…惨敗の責任は【指示した上司】にある！（－－＃）
！

2017年11月17日 お仕事 コメント (7)
　

https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs
紅蓮の弓矢 歌詞付き 

☆「せめて（最低限）このくらい調べてから発信スケジュールを決めなさい！」

http://ougonnetlife.com/seo-accessup/calender-year.htm
年間の販促・祭日カレンダー

http://www.asaori.co.jp/sales/orikomi/calendar
販促カレンダー

http://hansoku-legend.jp/making-promotional-calendar/
効果的な販促カレンダーと売上目標の作り方

https://okwave.jp/qa/q1052989.html
業種別の曜日休日は？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013548060
定休日が決まっている業種

https://careerpark.jp/36053
営業の成功率UPが狙える時間帯とNG例

https://85358.diarynote.jp/201711170752222439/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=202
https://85358.diarynote.jp/201711170752222439/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4087851168/
https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs
http://ougonnetlife.com/seo-accessup/calender-year.htm
http://www.asaori.co.jp/sales/orikomi/calendar
http://hansoku-legend.jp/making-promotional-calendar/
https://okwave.jp/qa/q1052989.html
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013548060
https://careerpark.jp/36053


★　ｗ（－－＃）ｗ　★

☆「【１日当たりの発信件数と獲得件数の目標】数値は、

　【一番最初に】スタッフ全員で共有しておくこと！」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

★来週（月曜日）、「オッサンに抗議」する点。

・水曜日（１１月１５日）に「菓子業界」に発信するよう指示があったこと。

・同日夕刻「築地」関係店舗（昼には閉店）に発信するよう指示があったこと。

・水曜日（１１月１５日）夜に、

　「マニュアル通りに読むのよ！絶対これ以外は言っちゃダメ！」という

　「指示があった」こと。

・木曜日（１１月１６日）朝に、

　「昨日のマニュアルでお願いします。もう１つ別のマニュアルと比較します」

　との指示あり。（隣のスタッフは別のマニュアルで１件（だけ）獲得。）

・同日（午後３時頃）

　「酒販業界は本当に忙しそうなので、今日はやめたほうが…」
　「だめ！　忙しいのはいつだってそうなんだから、全部やって！」という、

　「指示」あり。

　　↑

・この時点で私はうすらぼんやりと

　「…今日ってボジョレーヌーボー解禁日でわ…？」



　と思い出していたのだが、バカネーチャン怒るだけ怒って、あっという間に去って行ったため

、確認できず。

「…まさかそんなこと調べずに指示してるわけないわよねー？」

　と考え直してしまい、そのまま発信を続け…

・【ボジョレーヌーボー解禁日】に、ワインの

　「試飲を配りまくって」多忙を極める業界に、

　（それとかぶる…というか「邪魔をする」企画を売り込んで…）

・「１９０件、全敗」という「結果」になったのは、

　「私の責任ではない」と思う…。★（－－＃）★

・　私が無能であるとか、反抗的であるとか、勝手な判定を下すのは、やめて頂きたい。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=EoJgkgRxUfc
Berserk OST - Forces 10 hours

  

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日8:44
　

…「学校（文部省教育）の成績の良さ」…って、…

https://www.youtube.com/watch?v=EoJgkgRxUfc
https://85358.diarynote.jp/
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…こんな「クダラナイ」ところに、ポイント有ったの…？？（＠＠；）？？

　　↓

OTL49さんがリツイート 
いだっち @tomohiro_ida · 11月16日 
いだっちさんが楢原もか（元・木原ねこ）をリツイートしました

この問題、何がしたいんだろうか？

こういうの繰り返して、国民の算数力を削りたいの？

理不尽な不正解は、学習意欲を理不尽に削る。

https://twitter.com/kiharaneko/status/931039577569083392
　　↑

…どぉりで私、「ＩＱ高いのに、偏差値低い」わ…ｗ（＾■＾；）ｗ…☆

…どぉりで「上司」（学歴「だけ」高い）って、「非常識なバカ」が多いわ…ｗ

「学校の算数」なんぞ、やってる暇があったら…

『マスター・キートン』でも読んでたほうが…ずっと「賢く」なれるぞ…！ｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日9:25
　

OTL49さんがリツイート 
鈴木だんこ @dankosuzu · 11月14日 

クマがかわいそうだからやめろという強硬派が現地まで来たとき、近くの藪でガサゴソ音がした

。

とっさに私の後ろに下がる強硬派の人たち。

え？まさか私を盾にするの？撃っちゃうよ？いいの？と聞いても無言だった。

https://twitter.com/kiharaneko/status/931039577569083392
https://85358.diarynote.jp/
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実際の現場って、頭で考えるのとはぜんぜん違う。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日9:31
　

OTL49さんがリツイート 
古川 @furukawa1917 · 11月15日 
　

劣悪な環境に曝されている労働者が、

「自分は(中卒・高卒・三流大卒or中退・病気・障害etc)だから仕方ない」といって
搾取を自ら正当化する例が実にたくさんあって、

習慣、伝統、文化が数千年かけてつくりあげた支配のための上部構造の力はマルクスが考えたよ

りも強い

のではないかと思う機会が多い

https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日9:41
　

OTL49さんがリツイート 
ゆか＊fuwari  @fuwarihonwaka · 11月14日 
　

ウチの可愛い息子は発達障害（アスペルガー）なんやけど

Twitter開くと、「ガイジ」とか「アスペ」とかいう障がい者差別用語を使って他人をdisってるヤ
ツらがおるやんか

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
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ウチの息子は、アンタらのいう「ガイジ」で「アスペ」だけど、差別用語を使って人様をdisるよ
うなことはしないよ

いい子だよ

　

　　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日10:37
　

OTL49さんがリツイート 
渡邉葉 @YoWatShiinaEsq · 11月17日 
　

「日本、モノ作りすごい」神話は、これからも崩れていくと思う。

なぜか？

労働者が守られていないから。派遣を使い切って凌ぐ「ブラック企業」体質が生産部門に定着し

たことで、

職人を大切にする文化ならば職業倫理に組み込まれるような製品へのコンプライアンス意識が失

われたから。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日10:42
　

OTL49さんがリツイート 
replore @replore · 11月16日 
　

プログラマーの履いてる靴大体こんな感じ。

https://twitter.com/replore/status/931128449145565189
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（11月17日）　惨敗全敗潰走の「 腐敗 の 冥将 」。

https://85358.diarynote.jp/201711170859462371/

【？ 稚内 ＋ 泊 原発？】（★ 欠測 ★）／【 岩見沢 ０．０ ６１
μ 】／（札幌 ０．０ 38 μ ）（ ＋ １ ℃ ）。　（未OTL）

2017年11月17日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

（ルーティン作業栗鼠１匹目）

https://www.youtube.com/watch?v=j-oa77ATXuY
Berserk - Kaji Wo Tore 

特務機関NERV @UN_NERV · 5 時間5 時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年11月17日 04:54】
北海道地方は、１８日から１９日にかけて急速に発達する低気圧の影響で荒れた天気

となる見込みです。強風や高波に十分注意してください。

中津川　昴 @subaru2012 · 15時間15時間前

今週末もダブルで前線を伴う低気圧が本州を挟み込み、シベリア寒気団が南下してく

るので、大荒れになりそうだ！

https://twitter.com/subaru2012/status/931103189377486849

あらためまして、かなり遅くなりましたよう（＾＾；）ございます。

https://85358.diarynote.jp/201711170859462371/
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０８：２９になっちゃいました☆

昨夜は心身ともに疲れ果てて、逆にバスで帰ったら疲れをひきづること確実だったので、あえて

＋１℃の寒いなか、水たまりが氷結している豊平河畔を１０kg前後かついで歩いて、清涼な水流
の「氣」を浴びてリフレッシュして帰宅。

寝たのが遅かったので「旧帝国」定刻に戻りまして６時起床。

ＰＣを起こしたのは０６：３６でした。（前３項参照）

波乱の新章に突入しまして、惨敗全敗潰走の「腐敗の冥将」と化したまま、

３連休に突入。（＾ｗ＾；）

晴れマークが今日だけなので、もう今日は情報チェックは最低限にして、心身修復のため、

「銭湯出撃！」予定…☆

時間がずれこんじゃいましたが、さくさく数値データだけ保存してきます…★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月17日（金）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 · 11時間11時間前 
11月16日21時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が62箇所以上存在します
。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/whitefood1/status/931140545988018177


https://twitter.com/whitefood1/status/931140545988018177

ホワイトフード @whitefood1 · 17時間17時間前 
11月16日15時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が74箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/931049816779395072

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
11月16日9時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が189箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/930956601518841856

ホワイトフード @whitefood1 · 11月15日 
11月16日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/930933489968357376

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 

【M4.7】ウラジオストク付近 深さ470.2km 2017/11/16 15:05:54

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 2 時間2 時間前 

そういえば、日の出前にベランダ行ったんだった。

今日は風がなかったのと、ガッツリ着込んで出たので寒さは感じなかったが、

現実はこんなもんw
https://twitter.com/charlie24K/status/931292411413774336

https://twitter.com/whitefood1/status/931049816779395072
https://twitter.com/whitefood1/status/930956601518841856
https://twitter.com/whitefood1/status/930933489968357376
https://twitter.com/charlie24K/status/931292411413774336


眠い…異様に眠い…（－－；）…★（０９：３４）

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11月15日

そういえば、今日も寝不足ではないのに 体感睡魔があったな…

まだ大きめ残ってるかもだから最低1週間は気をつけておきましょう！

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11月13日 

ありゃ、寝てた…

しかもまだ眠い(ρ_-)o

これも体感だとすると大きめ残ってるのかもしれない？

ただ体調が悪いとか寝不足（記憶ない）かもだけど…
https://twitter.com/charlie24K/status/930047855200411648

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11月12日

凄い！

札幌はこんなに遠いのに

蛍光灯の紐、2cmくらい揺れてるよ(O_O)
https://twitter.com/charlie24K/status/929838222158393344

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11月12日 

また抗えない睡魔に襲われている。

って書きながら一瞬寝落ったw

座ってるのに何度もwww
体感かもだから気をつけて！

https://twitter.com/charlie24K/status/930047855200411648
https://twitter.com/charlie24K/status/929838222158393344


腰痛もまた悪化してきたし…
あと10分耐えたら寝る(( _ _ ))..zzzZZ

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日5:11
　

2017年11月17日（金）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 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 0.037 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 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
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（11月17日）　本当にハラ立った！　あの脳足りんバカ顧客ども…ッ★

https://85358.diarynote.jp/201711171034517955/

【 移転 の お知らせ 】（＾＾；）

2017年11月17日 就職・転職 コメント (8)
　

　 　

　

お世話になっております。（？）

この件につきましては、今後「続き」は、

こちらのトリガーに移行させて頂きます。

　　↓

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=202
お仕事 

（昨日と本日分）

http://85358.diarynote.jp/201711170643514606/

本日【 ボジョレー・ヌーボー解禁 】日…。　★（ーー＃）★

http://85358.diarynote.jp/201711170658023070/

元『営業サポート』職ならびに『経営コンサルティング』資料作成係…

経験者の、タワゴトでした…！

https://85358.diarynote.jp/201711171034517955/
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http://85358.diarynote.jp/201711170752222439/

【　営業　】の基礎（すぎる！）知識…★（－－＃）★

⇒【 ボジョレーヌーボー解禁日 】に、【酒販業界にテレアポ】

…「かけさせられた」…惨敗の責任は【指示した上司】にある！（－－＃）！

ｗ（－－＃）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=rZM45dQEmt0
【100分耐久】六兆年と一夜物語【kemu】

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月17日13:28
　

…イマイチ中らないａｕの無料星占いと、自分の強運…（特に買い物運！）…

どっちを信じる？(^。^;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月17日20:59
　

先ほど無事故で元気に帰投。

http://85358.diarynote.jp/201711170752222439/
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o(^-^)o

今日はしつにとても素晴らしい休日でした！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

お天気がちょうど良くて

買い物運が絶好調♪o(^-^)o

なんと！(*^m^*) ムフッ

とても状態の良い新品かと思うような中古自転車を６５００円で！(≧ω≦)b

入手しちゃいました…♪
へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

家業を継いだらしいイケメン？兄弟もナイスだったわ〜♪

(^-^)g

眠いのでまた明日。(^。^;)

エルプラで借りた本読んで、

早めに寝ます〜！(^o^)／
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日3:33
　

…ッて、眠って起きたら、
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１０cmくらい、雪がつもってる…ッ

(‾○‾;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日8:54
　

そうそう！（－－＃）★

本当にハラ立った！　あの脳足りんバカ顧客ども…ッ★
　　↓

オーミ @miki_o_y_s · 11月16日 
返信先: @shimosan0410さん 

凄いわかります。

仕事で電話で住所を聞くんですが建物名聞いても、それで郵便も届くから大丈夫！とか自信満々

で言われる方も結構います。

担当者が現場で困るのでなんとか聞き出しますが、その住所はその物件しかないとか理由つけて

絶対教えてくれない方もいます。

ホント必要ですよね建物名…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日8:56
　

TEA仁 @chikanananiteru · 23 時間23 時間前 
返信先: @shimosan0410さん、@kurohige1975_dqさん 

　

まあ一つでも減ったら幸いだけど…
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言ってたらキリないから

それで配達遅れても「しゃーないわぁ♪」のスタンスで

怒られたとしても「ちゃんと書かん客が悪いし〜」て

割り切るかな俺なら( ´Д`)y━·~~

それでやってけないなら辞める。

この世には山ほどお金を稼ぐ手段があるのだから。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日8:59
　

ｗｗｗ　早くそういう身分になりたい…ｗｗｗ
　　↓

Tokumizman@奈良鹿製作所 @tokumizman · 21 時間21 時間前 

葉書の宛先に、亀有区公園前派出所 両津勘吉 これで作者の秋元さんに届いてしまいますから。

良いのか悪いのか、そこに甘えてしまう。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日9:21
　

SUN @misakigyda · 18 時間18 時間前 

私はヤマト運輸でまだ1年ちょいですけど、届けてもらって当たり前再配指定しといていない、
注文しといてピンポン鳴らされてうざいとかゆう投稿みつけてぶちぎれました笑

そうゆうやつは2度とネットで買い物するな！と思いますね笑
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宮田裕章 @F6pSgrvXx6oULPw · 11月16日 
返信先: @shimosan0410さん 

この収入でやってみよう!!って人いますか？
やっと見付けた家が留守だと持って帰るんですよ!!

私達生協は重さ10キロでも100キロでも配達料は最大108円
配達料無料の家も沢山あるのに不満言われます。高い!!って、

宅配なんて絶対辞めた方が良いしか言えません!!

リスク＠結ぷろじぇくと @Risk0704 · 11月16日 
返信先: @shimosan0410さん 

FF外より失礼
運送業の営業兼事務員やってるのですがよくわかります。

荷物が予定通り届くのは適切な対応と頑張ってくれる配達員さんたちのおかげなんですよね。

不適切な対応（記入不備、時間指定不在など）をしておきながら逆ギレされるのはほんと理不尽

です…

cryingsnakerainmaker @cryingsnake12RM · 11 時間11 時
返信先: @shimosan0410さん 

建物名を省略して相手に伝える人って何なんだろう。

メンツかな。

相手からマウントを獲るためにわざと省いているのかな。

かっこ悪い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日9:52
t abe @takeshiabe2 · 11月15日 
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返信先: @CyberIguanaさん 

外野から失礼します。仙台の警備会社ではすぐ入院しろと言われた方に「限界まで頑張れ」、

勤務中車で轢かれた方に「自己責任」、

若手に転職活動ができないよう徹底的に休みを与えず短期間での転勤を強要、

「何の価値もない社会の泥棒」と洗脳が行われていました。

 
そういう会社が実に多いのだと思います

　

　

 



（11月18日）　波乱というか暗雲の新バイト４連勤（営業成績ほぼ全敗＆壊滅！）後
の３連休の２日目。

https://85358.diarynote.jp/201711180535366035/

【 札幌 ０．０ ５６ μ 】／【 積雪！ ２０ cm 】（＋１℃）／【
北海道は 零下 】なので大雪か／【 11月最強 】 シベリア寒気団
がやってくる!!

2017年11月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

　 　

　

（早朝３時半に目が覚めた寝落ちりす　作業１匹目）

https://www.youtube.com/watch?v=i9SEZCyHKK0
【作業にならないBGM】グリムノーツ 旅人はワルツを踊る 1時間耐久 
　　↑

（ナニこのタイトルｗ）（悠宙舞さん自動推奨）

あらためまして、おはようございます。

ほんとに早いです。０５：００ジャスト。

（＾＾；）

ＰＣ起こしたのは０４：４６でした。（＾＾；）

いえ、きのう布団に入ってエルプラから借りてきた本を読んでたら１５分ももたずに寝落ちして

しまって、晩御飯も食べずに爆睡して「４時間半」（睡眠ターン１回９０分カケル３回）後に自

動的に目が覚めた…ってハナシなだけなんですが…ｗ

波乱というか暗雲の新バイト４連勤（営業成績ほぼ全敗＆壊滅！）後の３連休の２日目。
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昨日はとても素晴らしい休日で、お天気は最適だったし、気温３℃で帰宅しても全然寒さも感

じず、

新しい自転車は実に快適で力強い漕ぎ具合で…♪

すばらしかったんですが。（＾＾；）

…起きたら雪！

自転車買ったのに…雪！（＾＾；）★

…そして何故か？　（前項画像ではわかりにくいかもですが）

…「あやしい紫ピンク」に、空が発光している。という…（－－＃）…★

トリチウム雪ですね〜？

きのうフクイチ「露天臨界」してましたからね〜？

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201711170928184758/

cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 
2017年11月17日　
福島第一ライブカメラ（４号機側）

16日の昼間から、廃気塔の下に青白い光が見える。
https://twitter.com/cmk2wl/status/931184726479474688

…ってことで早速★（ＴＴ；）★

新しい自転車は【被曝劣化で金属疲労】が早まってしまいました…★
★（＞＜ｐ）★

http://85358.diarynote.jp/201711170928184758/
https://twitter.com/cmk2wl/status/931184726479474688


…ぐれながら情報チェックに逝きます…★

（－－＃）★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月18日（土）【当日】 
01:00 0.039 0.037 0.038 6 
02:00 
03:00 
04:00 
05:00 
06:00

　　↑

…情報が更新されてません。（欠測？）…

…体感としては、かなりの高線量なのでわないかと…★（－－；）★

…グラフのデータだと「０．０５６μ」…うん…★

…たぶん０．６台。は逝ってる…。と、思う…★★（－－＃）★

で。気温＋１℃。ほぼ無風。積雪はすでに２０cm近くに達しました。

…土日「休み」でらっきぃ…ッ♪♪♪

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510949400/1011-0010-101000-
201711180510.gif?t=1510950031
（０５：００〜０５：１０）

　　↑

…のひゃひゃひゃひゃひゃ…ｗｗｗ

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510949400/1011-0010-101000-201711180510.gif?t=1510950031


…ｗ（＾◆＾；）ｗ…

特務機関NERV @UN_NERV · 35分35分前 
【北海道地方 気象情報 2017年11月18日 05:20】
太平洋側東部では、１８日朝から夕方にかけて暴風に警戒してください。日本海側南

部や太平洋側西部では１８日は大雨による土砂災害に、北海道地方では１９日にかけ

て強風や高波に十分注意してください。

中津川　昴 @subaru2012 · 1 時間1 時間前 

北部の雨は多分、雪になっている。北海道網走西部ではー6.3℃、十勝北部ではー6.1℃
、北海道は軒並み零下なので大雪か

https://twitter.com/subaru2012/status/931615741085757440

中津川　昴 @subaru2012 · 1時間1時間前 

強風注意報・暴風警報など

朝から雪が降っていそう

https://twitter.com/subaru2012/status/931615159759413248

中津川　昴 @subaru2012 · 4時間4時間前 

北日本　日曜にかけて吹雪のおそれ　真冬の寒気（ウェザーマップ） - Yahoo!ニュー
ス

https://twitter.com/subaru2012/status/931566841385775104

中津川　昴 @subaru2012 · 4時間4時間前 

北日本荒天 19日は大雪恐れ | 2017/11/17(金) - Yahoo!ニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/931566675635322880

https://twitter.com/subaru2012/status/931615741085757440
https://twitter.com/subaru2012/status/931615159759413248
https://twitter.com/subaru2012/status/931566841385775104
https://twitter.com/subaru2012/status/931566675635322880


特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年11月17日 11:02】
北海道地方は、１８日から１９日にかけて急速に発達する低気圧の影響で荒れた天気

となり、１８日は太平洋側東部では大荒れとなる見込みです。暴風に警戒し、高波に

十分注意してください。

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 

天気図上にある寒気（11月最強寒波：ー36℃ at 5,500m）の形は逆ピラミッド状態で上
空へ上がれば上がる程、気温が下がっていく。これは毎時30kmくらいで北海道〜関東
まで降りてくる。斜辺の一辺が1000kmくらいの超でかい物体だ。
https://twitter.com/subaru2012/status/931377854981353472

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 

【ロシア・中国・日本周辺における地上付近と高度5,500m(500hPa)の気流と気温】
地理的には中露国境付近に寒冷渦や高気圧があってそこから日本に向かって寒気が吹

き込んでくる。高度5500m付近の気流は速くて、気温も格段に低いけれど、その中で
も紫色のエリアは

寒気の中心

https://twitter.com/subaru2012/status/931374913646034944

中津川　昴 @subaru2012 · 18時間18時間前 
【11月最強(1052hPa)のシベリア寒気団がやってくる!! 初冬にしてはかなり強い寒気だ
。二十四節気通りなら11/22までに日本海側で大雪・暴風雪になりそうなレベルだ！首
都圏で見つかった雪虫、それから一週間以内に降雪が起こるという自然のサイクルが

あるけど、直前に前線を伴う低気圧が通過する】

https://twitter.com/subaru2012/status/931369167529189378

　

 

https://twitter.com/subaru2012/status/931377854981353472
https://twitter.com/subaru2012/status/931374913646034944
https://twitter.com/subaru2012/status/931369167529189378


　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日6:48
　

データ続き出ましたｗ

01:00 0.039 0.037 0.038 6 
02:00 0.043 0.039 0.041 6 
03:00 0.054 0.044 0.050 6 
04:00 0.056 0.054 0.056 6 
05:00 0.057 0.056 0.056 6 
06:00 

　　↑

★自分が早起きした★

…ということを失念しておりました。すいません…ｗｗｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日7:18
　

陽射しはまったく見えませんで分厚い雲に覆われていますが明るくはなり、

気温４℃まで上がって小雨に変わり、あっという間に融け始めています☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日8:34
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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晴れた！（＾＾）！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日6:57
　

2017年11月18日（土）【前日】
01:00 0.039 0.037 0.038 6 

02:00 0.043 0.039 0.041 6 

03:00 0.054 0.044 0.050 6 
04:00 0.056 0.054 0.056 6 
05:00 0.057 0.056 0.056 6 
06:00 0.056 0.050 0.053 6 
07:00 0.053 0.050 0.051 6 

08:00 0.049 0.046 0.047 6 
09:00 0.046 0.040 0.042 6 
10:00 0.041 0.038 0.040 6 

11:00 0.039 0.038 0.039 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.038 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.037 6 
16:00 0.039 0.036 0.038 6 

17:00 0.051 0.040 0.044 6 

18:00 0.068 0.057 0.065 6 
19:00 0.068 0.062 0.065 6 

20:00 0.059 0.053 0.055 6 
21:00 0.058 0.052 0.055 6 
22:00 0.053 0.044 0.048 6 

https://85358.diarynote.jp/
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23:00 0.046 0.043 0.045 6 

24:00 0.051 0.047 0.049 6
 
 



（11月18日）　目標！「時給１０００円（以上？）の、お客がディメンターでもベク
レ低脳でもない、上司が暗愚でなくてパワハラもされないコールセンター！」

https://85358.diarynote.jp/201711181752369962/

（　アルマンディン兄様へ！　）

2017年11月18日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=UEl6BLsCq-4
カッコイイ和風戦闘BGM《ゲーム風》《疾走感あり》 

おばんです。１７：４３。札幌は＋２℃。

昼間いったん雪やんで気温＋１０℃くらいまで上がって一気にぜんぶ融けてたんですが。

気がついたらまた降りだしてて…（＾＾；）…また、積もってます…☆

…まだ根雪にならないでほしいんだけどな〜、どぉかな〜…？？？

（風はオホーツクから来てるので、線量は下がる…と思う…）

そんで本日は定例の原稿前「昼寝１．５時間」のつもりが、

何故か４時間？も爆睡してしまい…（＾＾；）…？

家事の予定が半滅しましたが、諦めずにガンバッテ、

ぐたぐたの西の部屋を少し（かなり！）整理＆整頓しました…☆

！（＾＾）！

https://85358.diarynote.jp/201711181752369962/
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…これで少しは金運がアップするかな〜…？？？

…o（＾ｗ＾；）o…☆

ってことで、★

今回は（いつもか？）まんまと騙されてしまいましたが…ッ！★★

「西の部屋が片付いたら」私、転職活動を…しますからねッ？！

目標！

「時給１０００円（以上？）の、お客がディメンターでもベクレ低脳でもない、

　上司が暗愚でなくてパワハラもされないコールセンター！」

もしくは、

「時給９００円以上で、やりがいがあってイジメのない」肉体労働バイトッ！

…も、とにかく頼みますから、「原稿に集中させて下さい」…ッ！！

（それでもストレス過労で必要最低限以上の家事やる元気が出なくて、４年間放置していた西の

部屋を「片付ける」に着手できただけ…（＾＾；）
 
　…とにかく「あの部屋」からは逃げられて、ありがたかったです…☆）

さて。（＾＾；）

『ビシソワズ』殺ってきまーす…ッ☆



 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日8:03
　

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 

辛いことこそがあなたを強くする。

フリードリヒ・ニーチェ
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（11月18日）　「２０１５年９月１〜１０日まで」。

https://85358.diarynote.jp/201711182130111421/

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年９月

2017年11月18日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=6MC79J0vr5c
“侍の心”　和風BGM　全28曲 

…ってことで（承前）「２０１５年９月１〜１０日まで」やりました〜☆

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161987
復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 

https://www.youtube.com/watch?v=f66TDwLK7Qg
【和風BGM】33曲メドレー 〜かっこいい 武士道〜
-The Samurai Spirit - 

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
11月18日19時33分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が223箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/931832644513423360

ホワイトフード @whitefood1 · 8時間8時間前 
11月18日13時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が150箇所以上存在し
ます。
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https://twitter.com/whitefood1/status/931741800905064448

ホワイトフード @whitefood1 · 14時間14時間前 
11月18日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/931658267310174208

ホワイトフード @whitefood1 · 15時間15時間前 
11月18日7時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が231箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/931651000712151040

 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日0:03
　

水道水がむちゃくちゃ臭い★

★（＞＜;）★

でも洗濯しないとバイトに着てく服がないし…(-”-;)

関東の2011年のセシウム汚染とはまた違う。ストロンチウムやトリチウムとも違う。
(・ω・;)(;・ω・)

なんだろう？しいて言うなら、

『無臭の弱アンモニア』みたいな刺激感？なんだけど…
(-.-;)

そして地震が多い！

https://twitter.com/whitefood1/status/931741800905064448
https://twitter.com/whitefood1/status/931658267310174208
https://twitter.com/whitefood1/status/931651000712151040
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天気予報カンペキ雪！マーク！

ヽ（・＿・；）ノ

メシ喰って寝ますッ

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日8:00
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年2月18日 

「放射性物質で病気にならない」これはある意味ある部分においては正しい。

なぜかといえば、放射能が触媒のように

別の化合物を大量に作り出して、それが人体に作用するから。

御用学者は、最後の逃げをここで打つだろう。

しかし、直接のキッカケでないにせよ原因であることに間違いない。
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（11月19日）　（転職１週間めで、すでに胃が痛い…★）

https://85358.diarynote.jp/201711191952538185/

（早くも転職活動なう★）　（＾＾；）

2017年11月19日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
トレイン（PV） ケツメイシ 

おばんです。１９：０９。

…「やっぱり３連休じゃ足りないッ！」と、黒企業勤務の営業戦士のかたなどが読んだら回し蹴
りをくらいそうな腐ったセリフを吐きながら、とにかくよろよろと最低限のルーティン家事を（

途中まで）回して

ＰＣ前に戻って来ましたよと。

（＾＾；）

札幌は一度２０cm積もって融けて、また降って一気に積雪５０cm（＠＠；）。

一昨日＋１０℃あった気温が、－２℃まで下がりました…★（＠◆＠；）★

…寝る前に、忘れずに「水落とし！」しないと…！！

…という季節に、イキナリ突入しました…★★

んで。この後、突貫工事で「雑資料整理」をして、原稿に突入。…したいんですが…

https://85358.diarynote.jp/201711191952538185/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711191952538185/
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https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU


その前に忘れずに、「履歴書ファイル」も発掘しておかないとね…！

（転職１週間めで、すでに胃が痛い…★）

 
（明日、行きたくないッ！）…という気持ちをなだめるためには…

（「今月いっぱいで辞めてやるッ！」くらい思ってないと…★

　乗り切れません…★★）

…ｗ（－－＃）ｗ…★★

https://www.youtube.com/watch?v=883HeXl3_kg
ケツメイシ　トレイン 

…とりあえず「時給１０００円・交通費全額支給・ＪＲ札幌駅直結」に、

「応募のボタンをぽちっとな」してきましたよ…☆
（でもこういう簡単な応募方法のやつは、たいがいダメなんだけどね…ｗ）

「１１月１３日研修開始」だったあのバイト！

あれの条件のほうが絶対良かったのに！

　

　

 
 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=883HeXl3_kg


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日21:05
　

…なんだか虚しくて悲しすぎて涙が出てきました…

今日は（ついに！）原稿は無理そうです…

（私にだって、限界。ってものが、あるんだ〜ッ！！）

　

　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（11月19日）　「とにかく一度、ナイフで人間を斬ってみたかった」…

https://85358.diarynote.jp/201711192014169665/

「 私の特技 … 肉を、切り刻むこと！」…（違ぅ）　【 血わき肉
おどる 】特殊な職業…☆

2017年11月19日 就職・転職 コメント (2)
　

前項とコレ参照。

⇒http://85358.diarynote.jp/201711050645408093/
⇒http://85358.diarynote.jp/201711050720332036/

エルプラから借りてきた本。（＾＾；）

ぃゃ、さすがに体力的と性格的に屠殺業務には向いていない（＾＾；）

とは思うんだが、「生きた動物を殺せないなら食肉を喰うな」が基本ポリシーなのと、

たまたまもう一冊借りた「ブラック企業対策」の本の隣りに置いてあったのと、

ぱらぱらめくってみたら著者が、神奈川（湘南）→札幌→関東でもどり→働きながら小説書いて

作家に…という来歴で、なにやらとても親近感がわいたので…

ついでに借りて来て、面白かったので一気に読みました…♪

今もまだ「差別」はあるのかなぁ…？

そこんとこは判らないけど。

北海道と畜産（屠畜）は切っても切れない産業のカナメだし、必要とされてる以上、そんなに悪

い扱いは受けない。んじゃないかなぁ…？？

で。（＾＾；）

「 私の特技 … 肉を、切り刻むこと！」…な人（いるのか？）とか…

https://85358.diarynote.jp/201711192014169665/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711192014169665/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4759267247/
http://85358.diarynote.jp/201711050645408093/
http://85358.diarynote.jp/201711050720332036/


「とにかく一度、ナイフで人間を斬ってみたかった」…なんていって、

犯罪にはしっちゃいそーな昏い衝動を抱えている？人とか…

案外、お勧めかも？しれませんよ…

屠殺　業界…（＾＾；）…♪

（乳牛飼育したけど、「美味しそ〜♪」とか思って観てたケダモノな私…ｗ）

（だから嫌われてたのか〜？）（＾＾；）★

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日20:17
　

※　うっかり悠宙舞でタイトル画像だけ見たら、けっこうエグかった…★ｗｗｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月25日11:34
　

…喰うか喰われるか、の緊張感。なんだと思うけど…？ｗｗｗ
　　↓

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ケイミ @keimi_vg · 11月19日 

めっちゃ珍しい光景がw

いつの間にかウチの庭に野生の鷹が鎮座してて、

普段やかましいウチのインコ達が一斉に整列してじっと動かないw

まるで王の凱旋を迎える国民達w
https://twitter.com/keimi_vg/status/932127194825900032

　　↑

「脳ミソがお花畑」な人だな〜ｗｗｗ

　

　

https://twitter.com/keimi_vg/status/932127194825900032


（11月20日）　煉獄な新バイト第２週の１日目。

https://85358.diarynote.jp/201711200611424293/

【 札幌 （！情報停止中！）】（－３℃）。　（午前５時起きた
そうしの作業栗鼠１匹目）

2017年11月20日 就職・転職 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

あらためまして？おはようございます。０５：５５の４分前です。

地獄とまでは言いませんが、なかなか煉獄な新バイト第２週の１日目。

（－－；）

胃痛と吐き気…★

前項日付修正してきました。

お風呂と洗濯したら心が少し落ち着きましたですよ。（＾＾；）

（前々項と http://85358.diarynote.jp/201711191952538185/ 参照）

文章は雑になりましたが、とにかく書きました…♪

（加筆修正は来年やります〜☆）

んで。たくさんご来場ありがとうございます〜♪

　　↓

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－９

https://85358.diarynote.jp/201711200611424293/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711200611424293/
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（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年９月）48ページ
2ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：146

『復讐は、ビシソワズ。』（二年目）〜退職強要の記録まとめ〜 609ページ
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：2,127

…「ダイエット編」に入ってから御来場者サマが増えました…ｗ

…どなたか、ぽちっと感想なんかも（プラス方向限定で！）頂けると嬉しいんですが…（
＾＾；）☆

…悠宙舞さん自動推奨でこれがかかりました…♪
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk
若旦那　信じろ

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

2017年11月19日（日）【当日】

…ヲイ。（＝＝＃）★（今日、２０日…！）

とりあえずいきなり「マイナス３℃」（＾＾；）★

１１月末なのに１ヶ月は速く根雪になりそーな勢いで天気予報はマイナス気温が続いてまして…
カチカチです★

https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


（…自転車、買ったばかりなのにぃ…ッ！（＞＜ｐ）！★）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511125800/1011-0010-101000-
201711200610.gif?t=1511126465
（０６：００〜０６：１０）

https://www.youtube.com/watch?v=1GRiwtqvKIs
やってもないのに / RAY 

ホワイトフード @whitefood1 · 4 時間4 時間前 
11月20日1時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が86箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/932290163698368512

ホワイトフード @whitefood1 · 10時間10時間前 
11月19日19時43分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が559箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/932197649175818240

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
11月19日13時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が173箇所以上存在し
ます。

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
11月19日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/932020639740784640

https://www.youtube.com/watch?v=kXqek2NX1PU
RAY / 言葉の力 （STEP UP RIDDIM） 【MV】

…私は「ことばを操る」人間だ…

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511125800/1011-0010-101000-201711200610.gif?t=1511126465
https://www.youtube.com/watch?v=1GRiwtqvKIs
https://twitter.com/whitefood1/status/932290163698368512
https://twitter.com/whitefood1/status/932197649175818240
https://twitter.com/whitefood1/status/932020639740784640
https://www.youtube.com/watch?v=kXqek2NX1PU


「嘘」なんか、つけないのだ…

「相手の得にならない商品を、得になるかのように嘘ついて売り込む」なんて、

　「出来ない。」…

…（＾＾）…。

　これは「ポリシー」（思想信条）によるものであって、能力の欠如とかいう問題では、ナイ。

私が関東の人に言える唯一の言葉は、これだけだ…。

「関東の水道水なんか、飲めない！

　水が飲めないような土地に、棲んでいてはいけない！

　今すぐ！　逃げろ…！」（全力＋全速力でッ！）

　…はい。さっさと転職！ to 天職〜ッ！！（＾＾；）！！…☆

https://www.youtube.com/watch?v=Db5wB_jCa2o
HISATOMI / MY DREAM (STEP UP RIDDIM) 【MV】 

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 

苦しまねばならないなら、

毅然として苦しもうではないか。

ヴィクトル・ユーゴー

　

https://www.youtube.com/watch?v=Db5wB_jCa2o


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月20日7:35
　

札幌じまんの公共除雪がまだ動いていない（１１月中）ので、

道路状況がわかりません。（＾＾；）

遅刻防止に、３０分早く出ることにしますので、本日情報チェックは途中〜☆

（…まじめ？な自分の性格が、恨めしいわ…★）

（「雪だから休みまーすｗ」くらい、いっぺん逝ってみたい…ｗｗｗ）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月21日6:07
　

2017年11月20日（月）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.034 0.033 0.033 6 
05:00 0.034 0.033 0.034 6 
06:00 0.034 0.033 0.033 6 
07:00 0.034 0.033 0.033 6 
08:00 0.033 0.032 0.033 6 
09:00 0.035 0.033 0.034 6 
10:00 0.035 0.034 0.034 6 
11:00 0.034 0.034 0.034 1 
12:00 - - - 0 
13:00 - - - 0 

https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/


14:00 - - - 0 
15:00 - - - 0 
16:00 - - - 0 
17:00 0.032 0.032 0.032 3 
18:00 0.032 0.032 0.032 6 
19:00 0.033 0.031 0.032 6 
20:00 0.033 0.032 0.032 6 
21:00 0.033 0.032 0.032 6 
22:00 0.033 0.032 0.032 6 
23:00 0.033 0.032 0.033 6 
24:00 0.033 0.032 0.032 6 

…ｗ（－－；）ｗ…？

----　は、「欠測」なのか「不検出」なのか…？

そこが問題だ…★
　

 
 



（11月20日）　「今すぐそのビルの屋上から飛び降りて 死ねよ！」

https://85358.diarynote.jp/201711210554403971/

２Ｂ or ＮＯＴ ２Ｂ？

2017年11月20日 就職・転職 コメント (6)
　

　

　

（伊香輪11月20日秋葉原12時26分）

昨年１０月の大雪に除雪の準備が間に合わず多数の通勤遭難者や自宅から出られない

要救助者あげくは灯油のタンクローリーが入れずに暖房が切れて零下１４℃を徒歩移

動で公民館に避難生活など多大な犠牲者が出たことを重く見たのか、さすが札幌の誇

る公共除雪！(^O^)

まだ１１月なのにガッツリ子どもの通学ルート最優先で除雪がしてあって…

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

通勤らくらく雪上散歩♪

平地最短ルート５９分のところ雪上第２最短ルートで６９分で快踏♪o(^-^)o

通勤と防寒装備には何ら問題はありません！

(‾ー+‾)ニヤリ

https://85358.diarynote.jp/201711210554403971/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711210554403971/
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（続く）

２Ｂ or ＮＯＴ ２Ｂ？

画像あとで貼りますが。

(^。^;)

転職すべきか留まるべきか？

…タロットカードを発掘しようかな…

(・ω・;)(;・ω・)

┐(’〜`；)┌

（11月20日22時17分）

先ほど無事帰投。o(^-^)o

最終的には１５kg

…揺れてる！(‾○‾;)！

…震度１くらいでした…(^_^;)

くらい担いであちこち寄り道？てか大回りして元気に雪中徒歩帰宅。o(^-^)o

誰が何と言おうと私にとっては大荷物担いで悪路を長距離踏破することほど



楽しい遊びは他になく、無上の娯楽であり最高のストレス解消法なんですから、

ほっといて下さい。(^_^;)

てことでマイナス２℃ですが夏ズボン一枚の弱装で滝汗かいて帰宅。(^。^;)

んで。(-"-;)

昨夜応募したバイト職場からは何故か延々１２分半の『留守録保留音攻撃』を喰らい

…(-"-;)★

現バイト先ではガッツリこないだのボジョレー・ヌーボー電話の件の抗議を入れたら

さすがにイビりもなくなり。(^_^#)

相方が契約とり。私が契約とれないところのもぐら叩き。…で分業体制？

ここを踏ん張ればそもそも希望した異動先に移れるかも？な可能性もゼロではない

ので…

┐(’〜`；)┌

明日も早起きです。

半額ギョウザ粥喰らって、

暖かくして早めに寝ます♪

  
 

コメント



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月21日7:36
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
47NEWS47  @ news · 11月14日 
　

ヤマト、年末の時給２千円　一部地域、人手不足で上昇

https://twitter.com/47news/status/930400228137623552
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月24日23:28
　

OTL49さんがリツイート 
みかん@適度にがんばる @naroming81 · 11月21日 
　

1人でも多くの人がJAFの現状を知ってくれたらな。。
https://twitter.com/naroming81/status/932879955079266304

ちなみに私は、閉店？１分前にかかってきた電話でイキナリ、

「◆◆って◎◎って言うよな？」と話し始めた、どう考えてもヘンな客に、

「はぁ。一般的にそう言われておりますね。」と、とりあえず同意しただけで、

「一般的ってどういう意味！」

「何て雑誌の何年何月号の何頁何行目！」…と、

いきなり逆上され…||||（＠◆＠；）||||…

答えに窮していたら

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/47news/status/930400228137623552
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⇒「そんなことも答えられずに喋るよーなオマエなんか社会の迷惑。

生きてる価値ないよな。今すぐそのビルの屋上から飛び降りて死ねよ！」

…と、延々２０分、「死ね！死ね！」と罵られ続け…（－－；）…★

それを盗聴？しているＳＶ暗愚ブリッ児にげらげら嗤われ…

あげく、「残業代ナシ」で、「死ね！」連呼２０分間かける３回聴かされ…

「なぜお客様をそこまで怒らせてしまったのか」なる、

「反省文」まで、書かされましたッ！

暗愚ブリッ児いわく、⇒「ぜんぶベルクカッツェ魔苦ゴナガル様のご指示！」

だそうですッ！★

★　ｗ（０□０；）ｗ　★

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月24日23:42
　

OTL49さんがリツイート 
ほっしー @hossy_fe_ap · 11月21日 
　

うつ病は

１．体からエネルギーを吸い取られ

２．景色が悪いようにしか映らないメガネをかけさせられ

３．うまく行かなかった部分にしか着目しない呪いをかけられ

https://85358.diarynote.jp/
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４．熱のないインフルエンザにかかったようなだるさが全身を襲い

５．甘えだから気合いで治せよｗ

と言われる病気です。

https://twitter.com/hossy_fe_ap/status/932957272698949634
　

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月24日23:59
　

OTL49さんがリツイート 
あの佐々岡 @anosasaoka · 11月20日 
　

インターネットに理解のあるお婆ちゃん利用者さんが｢今はいいじゃない、嫌な事があったらイ

ンターネットで愚痴を言える人がいつでもいるんでしょ？昔じゃあ嫁の愚痴のはけ口は神社の裏

に藁人形で五寸釘刺すぐらいしか無かったからいい時代じゃないの。｣って言ってて、多分Twitter
は現代の藁人形。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月25日0:10
　

OTL49さんがリツイート 
あまおう @co9ts · 11月20日  
　

暇だったので私が接客業時代に最もストレス値を爆上げさせてきたお客さんの話を描きました(笑)
 
全く話は盛っておらず、むしろ４枚に収めるためにかなり内容を削いだわけだけど、

接客業してるとたまに本当によくわからない人間に遭遇するから、世界の広さを感じますよね

https://twitter.com/hossy_fe_ap/status/932957272698949634
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://twitter.com/co9ts/status/932583132754087936
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月25日0:14
　

OTL49さんがリツイート 
pato @pato_numeri · 11月19日 
　

今日、引越しのバイトを長くやってきてたやつが言ってた

「ドラム式洗濯機が洗面所に入らなくてその場で夫婦喧嘩になることが多い」

って話はもっと世間に広めるべきだと思う。
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（11月21日）　今日もバイトです。

https://85358.diarynote.jp/201711210619228317/

【 泊原発 ０．０ ５５ μ 】／（札幌 ０．０ 34 μ。 －４ ℃ ！）
。　（目からウロコが白鱗人の　霧樹＠ 作業 栗鼠 １匹目）

2017年11月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

　

　

あらためまして、おはようございます。０５：５６です。

札幌はマイナス４℃！（＠＠；）！…まで下がりました…★

先週の金曜日はプラス１４℃くらいまで上がった？のに…★

…（－－；）…★

どうも夏も冬も「今までの暦よりも１ヶ月くらい速く来てすぐに去る」な前倒しがパターン化？

しているようにも思えるのですが…。

公私ともに、今季の越冬は、大変なことになりそうです…★

（とりあえず昨日から「いつもの」カラスさんに給餌を始めました…☆）

（覚えててくれて、待ち構えててくれたんだよ〜♪♪）

ところで。（＾＾；）

フト先程、（遅い！）気がついたんですが…☆ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201711210619228317/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201711210619228317/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171121/85358_201711210619228317_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171121/85358_201711210619228317_2.jpg
http://85358.diarynote.jp/201711200542515370/


これ、⇒http://85358.diarynote.jp/201711200542515370/
　　　「ヤツリーダムの物語 ３」

⇒　 （携帯から）　（11月19日23時47分）
　　　　　↑

…コレでいいなら、私、１年３６５日、毎日１枚ずつでも、「書けるはず」！

…じゃね…？？ｗ（＠□＠；）ｗ？？

…ってことで、今までのオノレの散文的な（？）毎日の、時間の無駄というか安閑とした過ごし
方に、

ガクゼンとしているところでございます…ｗｗ

（１日１枚で、「１冊分」の「下書き」が出来るんじゃんか〜ッ？？）

（…て、書いた後の情報チェックで、これ拾った…☆）
　　↓

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 

考えた結果が状況を作る。

シェイクスピア

https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg
Dean Fujioka - History Maker (Yuuri!!! on Ice opening) 10 hours

閑話休題。今日もバイトです。情報チェック逝きます…。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月21日（火）【当日】 

https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


01:00 0.033 0.032 0.032 6 
02:00 0.033 0.032 0.032 6 
03:00 0.033 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00

！（＾◇＾）！

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
11月20日13時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が30箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/932471560287305728

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
11月20日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/932383031301509121

…（－－；）…？

⇒参照：http://85358.diarynote.jp/201711200611424293/
（コメント欄）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511212200/1011-0010-101000-
201711210610.gif?t=1511212859
（０６：００〜０６：１０）

 
　

　

 
 

https://twitter.com/whitefood1/status/932471560287305728
https://twitter.com/whitefood1/status/932383031301509121
http://85358.diarynote.jp/201711200611424293/
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511212200/1011-0010-101000-201711210610.gif?t=1511212859


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月21日7:24
　

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11月14日 
　

高校の歴史教科書に載る用語が半分に？坂本龍馬が消える可能性も #ldnews
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/930550889772748801
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月21日8:02
　

…７時半に作業終わりのはずなのに！

…８時半のつもりでやってた…ッ！？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月22日6:51
　

2017年11月21日（火）【前日】
01:00 0.033 0.032 0.032 6 
02:00 0.033 0.032 0.032 6 
03:00 0.033 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00 0.033 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.032 0.032 6 
08:00 0.033 0.031 0.032 6 
09:00 0.032 0.032 0.032 6 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/930550889772748801
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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10:00 0.032 0.032 0.032 6 
11:00 0.032 0.032 0.032 1 
12:00 0.033 0.032 0.032 6 
13:00 0.033 0.032 0.032 6 
14:00 0.032 0.032 0.032 6 
15:00 0.033 0.032 0.032 6 
16:00 0.033 0.032 0.032 6 
17:00 0.032 0.031 0.032 6 
18:00 0.033 0.032 0.032 6 
19:00 0.033 0.032 0.033 6 
20:00 0.033 0.032 0.033 6 
21:00 0.033 0.032 0.032 6 
22:00 0.033 0.032 0.032 6 
23:00 0.033 0.032 0.032 6 
24:00 0.032 0.032 0.032 
　

 



（11月21日）　間に合った☆o(^-^)o

https://85358.diarynote.jp/201711210805219134/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月21日9:08
　

ほがらかになりすぎましたｗ

(^。^;)

「雪降ったから３０分早く出なくちゃ」だけしっかり覚えていて、

「バイト変わったから６０分早く出なくちゃ」のほうをばっくり失念。★(-”-;)★

はたと気づいたのが８時過ぎ。

ヽ（・＿・；）ノ

本来なら玄関を閉めてなきゃのタイミング…

…！(‾○‾;)！…

とっさにバスの時刻表みて、

朝ごはん抜きでダッシュで支度して、（水道の水抜きは忘れずに！）８時３０分に鍵かけて…

一瞬、（このタイミングならまだ歩ける！）と計算したのですが、

空腹と「良識」（楽しいから歩きたい、で遅刻したらどうする！）…に邪魔をされ…

(・ω・;)(;・ω・)

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


ジャスト余裕で間に合うはずの４０分のバスに間に合うようにバス停に行ったら

２分前に２本前のバスが「３５分遅れで！」到着。(-”-;)

現在車中の人。(^_^;)

とりあえず昼飯用のドーナツ食べちゃいましたｗ

道泣かば、いや半ば。(^_^;)

現在４６分遅れで猛烈牛歩状態

…┐(’〜`；)┌

あ、曲がった曲がった♪

…なんとか間に合うかな〜？

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月21日9:12
　

…これだから、

「通勤は歩いたほうが速い」んだよ…☆
　

　

 

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11月21日9:28
　

間に合った☆o(^-^)o

（バス的には最終１時間遅れの見込み…）
　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（11月21日）　お客様から、怒られたさ★

https://85358.diarynote.jp/201711220557351505/

「酒販店営業」を…なめるなぁ………ッッ！！！！★

2017年11月21日 お仕事
　

　

(ToT) （11月21日12時20分）

細いおねーちゃん（ＳＶだ！）が、あまりにも不勉強というかそれ以上に、

【無常識】すぎて泣けてくる…★(ToT)★

混むから昼休みを１３時からにしろとか言うので、

「営業の電話を１２〜１３時にかけろという指示は非常識すぎる」という

「常識」をやんわりと指摘したら、

 
こちらがワガママを言ってるかのようなフクレッツラをされた…┐(’〜`#)┌

 
ボジョレー・ヌーボーも「全然知りませんでしたぁ〜！」とか軽く言うし、

さっきはランチタイムの１２〜１３時の喫茶店に「諦めないで、頑張ってかけて！」とかのたま

った…★

…(-_-#)…

アッテンボロー風に言ってみよう。

「幼稚園からやり直せ！」

(ノ-o-)ノ　┫

その他…かえすがえすも…

営業！　とくに「酒販店営業」を…なめるなぁ………ッッ！！！！★

★o（＞＜＃）o★

…逆にお客様から、怒られたさ★

「エリア・マーケティングぐらいちゃんとしてから電話して来いッ！」

参照

：

https://kotobank.jp/word/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-
22900
エリア・マーケティング【area marketing】

https://85358.diarynote.jp/201711220557351505/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=202
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4063726681/
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-22900


（11月23日）　無能でも不適格でもないことを立証 ♪

https://85358.diarynote.jp/201711230740558154/

【 稚内 ０．０ ６３ μ 】／（ 札幌 ０．０ 41 μ 。…＋ ４ ℃…。
）　（おねぼうございますの作業栗鼠１匹目）

2017年11月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
【MV】 ハレルヤ／セカイイチとFoZZtone [Official] 

あらためまして、遅めになりましたおはようございます！

ＰＣ起こしたのが０７：０１。現在０７：３７。

前２項の日付修正やってきました。

札幌は＋４℃！あります。（－－；）

本降りの雨ですが、融けきれない雪がかなり残ってます…

…汚染雪。ってことです…（－－＃）…★

個人的には心身堅調。

いきなり雪中行軍２往復分も歩いたので膝から下が筋肉痛ですが。（＾＾；）

（平面を歩くのと雪道を歩くのでは、使う筋肉が違うのよ〜☆）

https://85358.diarynote.jp/201711230740558154/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711230740558154/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171123/85358_201711230740558154_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171123/85358_201711230740558154_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171123/85358_201711230740558154_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


昨日は新バイトもようやく運が？向いてきて、「実力が発揮」できて、

私が無能でも不適格でもないことを立証できましたし♪

…ってことで心置きなく休める４連休！（＾＾）！

予定は基本「ひきこもり」〜♪♪

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月23日（木）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.039 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.036 0.037 6 
04:00 0.036 0.035 0.036 6 
05:00 0.038 0.035 0.036 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 · 6時間6時間前 
11月23日2時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が87箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/933379817361219584

ホワイトフード @whitefood1 · 12時間12時間前 
11月22日19時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が108箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/933287188506087425

 
 
 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/whitefood1/status/933379817361219584
https://twitter.com/whitefood1/status/933287188506087425


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月24日6:45
　

2017年11月23日（木）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.039 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.036 0.037 6 
04:00 0.036 0.035 0.036 6 
05:00 0.038 0.035 0.036 6 

06:00 0.045 0.040 0.043 6 
07:00 0.044 0.040 0.042 6 

08:00 0.039 0.036 0.038 6 
09:00 0.037 0.036 0.036 6 
10:00 0.036 0.036 0.036 6 

11:00 0.048 0.038 0.045 6 
12:00 0.047 0.042 0.045 6 
13:00 0.041 0.039 0.040 6 
14:00 0.040 0.039 0.039 6 

15:00 0.039 0.038 0.039 6 
16:00 0.038 0.038 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 0.037 0.038 6 
20:00 0.038 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 0.038 0.038 6 
24:00 0.038 0.038 0.038 6
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（11月23日）　新バイト（異動先の部署）は…続けられそう？です…。

https://85358.diarynote.jp/201711231527529200/

（※　労基署には言えない話　※）

⇒（伏線の説明はすっ飛ばしたままで、続き。）

2017年11月23日 お仕事 コメント (8)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=JwwOfxBH34s
大神 BGM 作業用 - 妖怪退治 - 

あらためまして、こんにちは☆

１５：００です。

昼寝９０分のつもりがツボ押しゴロ寝も含めて３時間もぬっくりしてしまいましたが、

まぁそれだけ疲れも溜まっていたということで。（＾＾；）

結論から言えば、新バイト（異動先の部署）は…続けられそう？です…。

（＾＾；）

当初、暗愚ブリッ児とつぅかぁの仲？であるらしい「こわいばかねーちゃん」の

マイナスオーラがビシバシ飛んで来るので、かなり辛かったのですが…、

不在の時に周囲に聞こえよがしに、「こわいですよねー！」

https://85358.diarynote.jp/201711231527529200/
https://85358.diarynote.jp/201711231527529200/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171123/85358_201711231527529200_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171123/85358_201711231527529200_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171123/85358_201711231527529200_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JwwOfxBH34s


…と、新相方と噂をしていたら、

怖くない「細いねーちゃん」が交代要員的にあいだに入ってくれまして…

！（＾◇＾；）！

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201711220557351505/
「酒販店営業」を…なめるなぁ………ッッ！！！！★

…細いねーちゃんは今のところ、若くて未経験で不勉強で、頼りないことはなはだしいのですが
…

根がまじめそうでおそらくそれなりには努力家で、

「ひとを温める（はげます）言動」が自然に身についている「優良素材」なので…

本人が「なにをどう勉強したらいいのか」の「勘どころ」さえ掴めれば、

数年後には、なかなか頼もしい上司に、育ってくれると思います…☆

　んで。

変な時期に変な（…前の部署で「不良スタッフ」の烙印を捺されて退職強要されている境遇で…
）

ムリクリ「異動の希望」を出したので、

「今そこは空きがない。とりあえず空きが出るまで別の仕事をするなら受け入れてやる」

という条件を提示されて、とりあえずＯＫし…

☆（＾へ＾＃）★

…とんでもなく！

http://85358.diarynote.jp/201711220557351505/


「…なるほど！誰もやりたがらなくって、募集に人が集まらなかったのね〜ッ★

　それで私のよーな【迷惑な問題児】ですら、受け入れざるを得なかったのね〜ッ★」

…という、「トンデモ悪条件な仕事」に突っ込まれたので…

「…辞める…ッ★」

…と、叫んでいたわけですが…（＾＾；）…★

たまたま機会があって、

「環境保護系の仕事に関わりたくて、環境破壊系の部署から異動の希望を出したのだっ！」

…ということを、フロア中に聞こえるような声で宣伝？（自己主張？）する機会がありまして…
♪

　そしたら、今までも４年間、廊下ですれ違っていて顔だけは知っていた人が…

「…異動していらしたんですね〜？」…と、

…声を、かけてくれるようになりました…！（＾＾）！

…今度こそ！「職場の友達」が、フツーに！

…出来るかなぁ〜…ッ？？？

（とりあえず相方さんとは話が合わせられる程度には気があってる…。



　…「甲状腺に異常あり」な人だけど…っ（－－；）…★）

　待て次号。（＾＾；）☆

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月23日15:38
　

とりあえずここで私が、

「けして無能でも不良でも嘘つきでもない、ちゃんとした仕事をするスタッフだ。」

ということを、事実をもって立証できれば…

まともな人間のフリをしている「暗愚ブリッ児」が、

「おまえなんか生きてる価値はない！　今すぐ屋上から飛び降りて死ね！」

…という罵声を（きちがいクレーマー客から）浴びせられているのを、

「げらげら嗤って観ていた」上に、

「３回も「聴きなおし」をさせて、反省文まで書かせた」という訴えが…

「事実である。」と…

　信じてもらえる。と、思います…。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　（－－＃）★

「社会的（会社的）制裁」は、…その後だな…ッッ★★★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月23日16:17
　

…（〜〜＃）★

なんか変な（刺激的な）悪臭がしてる…★

…プルーム…来てる…？？？★（〜〜＃）★
　

　

 
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月23日17:09
　

2015年9月21日12:25
cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
　

「他人を裁くと、自分自身の影の部分のエネルギーを感じ取り、その裁いた否定的エネルギーを

自分自身に取り込んでしまいます。

思い切って、他人や自分を批判する善悪の思考の枠組みを手放してください。」

サネヤ・ロウ

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


しかしだね。その行いを放置することが「不正義」であるならば、

「個人的なことは社会的なこと」だろう…？
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月24日7:15
　

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
　

行いの悪い者に腹を立てるのは時間の無駄である。

動かない車に怒るのと同じようなものだから。

　

バートランド・ラッセル

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月24日7:15
　

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 

真実はそれだけで成り立つ。虚偽だけが援護が必要なのだ。

今が鎖を取り除く時であり、目を見開きあなた方の周囲全体の状況をはっきりと見る時だ。

M・キーン
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日16:17
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OTL49さんがリツイート 
sakamobi @sakamobi · 11月26日 
　

会社のウォーターサーバー「正社員以外禁止」…派遣社員と差をつけることは違法？
https://sakamobi.com/news/prohibited-except-for-regular-employees …

たかが水で浮くコストより、恨まれたり気力無くなったりして生産性が落ちる方が高くつきそう

。

どうせろくな会社じゃない(#·∀·)
https://twitter.com/sakamobi/status/934773799735631872
　

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

　

2019年
8月25日21:33
　

 
　　↑

そーいえば、「怖くない細いねーちゃん」は、

『五星物語』「ファティマ」ねーちゃん似でしたｗ

その後おみかけしないが、もっと良い仕事に転職したのかな…
　

 
 

https://sakamobi.com/news/prohibited-except-for-regular-employees
https://twitter.com/sakamobi/status/934773799735631872
https://85358.diarynote.jp/
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（11月23日）　復讐は、ビシソワズ。（二年目）閲覧数：2,366

https://85358.diarynote.jp/201711231726225875/

【 ９月１０〜１１日まで 】 終わりました。／ツルムラサキ。甲
状腺に良いってさ。

2017年11月23日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=nCzdiaNAsLM
’Chrono Break!’ Chrono Trigger & Chrono Cross Remix Collection (2016) 

あらためまして、１９：２０です。

以下、９月１０〜１１日まで、終わりました。

 
…たくさんのご来場、ありがとうございま〜す…！

http://p.booklog.jp/book/116517/read
『復讐は、ビシソワズ。　（二年目）』〜退職強要の記録まとめ〜 
620ページ
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：2,342

https://www.youtube.com/watch?v=pMMaH4AMJfM
クロノトリガー『時の回廊』全部俺の声

（CHRONO TRIGGER Corridors of Time） 

https://85358.diarynote.jp/201711231726225875/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201711231726225875/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171123/85358_201711231726225875_1.jpg
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http://85358.diarynote.jp/201509161750517396/
2015年9月16日 AKIRA 2024さんがリツイート 
tunenti @tunenti · 8月5日

ツルムラサキ。くせがあるから、みんな食べにくいかもしれないけど、鉄分豊富だよ

！それにね、以前私がバセドー病だった時、あまり夏の暑さが辛くて、何とかならな

いかあちこち調べていたら見つけたのがこのツルムラサキだった。甲状腺に良いっ

てさ。毎日少しずつ食べて乗り切った。医食同源！

http://85358.diarynote.jp/201509141002135755/
2015年9月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
「９月１３日 学級閉鎖」 東京で多発／【@TOHRU_HIRANOは非公開設定です。】

AKIRAさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 9月7日 

２０１１年の段階で、中国とロシアは、何千万人もの日本人移住者の受け入れを“諒解”
していた！

あの時…、健康だった日本民族が何千万人も生き残るチャンスは、あったのだ。悔や
んでも悔やみきれない。

（飯山一郎） http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09071

https://www.youtube.com/watch?v=IgdsO6PiDLk
5人で「クロノクロス〜時の傷痕〜」とか色々演奏してみた 

https://www.youtube.com/watch?v=6gqcjoITX8U
Chrono Cross Epic Orchestral Medley
　

 

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09071
https://www.youtube.com/watch?v=IgdsO6PiDLk
https://www.youtube.com/watch?v=6gqcjoITX8U


 
ひみつ日記

　

（　SA　漁鵜　沖　）　
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月23日19:36
　

中津川　昴 @subaru2012 · 11月21日 

謎の天体が太陽系を通過中、外から飛来なら観測史上初

https://twitter.com/subaru2012/status/932824045757673472
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月23日19:36
　

…ダメだ。眠い★

…もう今日は、これで寝ちゃいます〜ッ！

（たぶん★）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月24日6:35
　

…わ〜い♪
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たくさんご来場、ありがとうございま〜す…♪

 
復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 〜退職強要の記録まとめ〜
閲覧数：2,366
　

 



（11月25日）　『 ビシソワズ 』 やりまーす★★

https://85358.diarynote.jp/201711252144347718/

【 旭川 ０．０ ６６ μ 】／【 泊原発 ０．０ ６７ μ 】／（ 札幌
０．０ ４４ μ 。－ ３ ℃）。　（こりない夜行りす。発進準
備中…。）

2017年11月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=kGndjiXrE8s
【アフリカ 音楽】ドラム - ハッピー ソング - 明るい BGM

おばんです。２１：２１の１分前です。（＾＾；）

今日は中年ロコモ予防（＾＾；）ということで昼寝もせずに午後１時に家を出て小雪が舞うなか

のたのた歩いて外回りの用事を順番にかたし。

まぁ完遂とはいきませんでしたし何故かいつも「どこかで美味しいものを食べよう♪」という目

標がすかっと消滅して結局セイコーマートのかつ丼だったり。

（－－；）

するのが悲しいところなんですが、とりあえず必要最低限のものはガッツリ底値で？買いこんで

きましたし…

戻って来てきちんと予定の洗濯もしたので、まぁ一勝一敗一引き分け？くらい…？

でも昼寝はしてないしＰＣ脇に堆積している雑資料が目障りなので（－－；）

投稿用原稿にはたどり着けそうにありません…（ーー；）★

https://85358.diarynote.jp/201711252144347718/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711252144347718/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171125/85358_201711252144347718_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171125/85358_201711252144347718_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171125/85358_201711252144347718_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kGndjiXrE8s


時間を無駄にしないよう、『ビシソワズ』のほうやりまーす★★

（画像１は今日エルプラに一週間遅れで（＾＾；）返してきた本。）

『うちの職場は隠れブラックかもしれない』

http://nomichan2001.cocolog-nifty.com/epsiloncafe/2013/08/post-98bd.html
http://getnews.jp/archives/404438

わたし的には「もう知ってる内容」だけだったけど、初心者サンにも解り易いよう簡潔な文章で

、あくまでも「安心させ、励まし、自信をつけさせ、行動を起こさせる」という意図で編まれて

いる章立てと文章には大いにテンション上げて頂いた。

♪（＾＾）♪

…ちなみに「出版社が」闇鍋会社だったらしい…？（＾＾；）

…潰れてる…ｗｗｗ
　　↓

http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1710/06/news081.html
三五館が事業停止　「一流アスリートの食事」など発行

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月25日22:33
　

あ、今、２２：３３を観た♪
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（11月25日）

https://85358.diarynote.jp/201711260057544141/

（寝落ちッ）

2017年11月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=GI6dOS5ncFc
1 Hour of Ancient Egyptian Music 

「いつものやつ」２冊、９月末までつっこみました。

　（＾＾；）

http://p.booklog.jp/book/118516/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－９

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年９月） 
閲覧数：433

http://p.booklog.jp/book/116517/read
復讐は、ビシソワズ。　（二年目）

閲覧数：2,440

途中なんどか寝てた★　変になってるかもだけど、チェックする体力ない。

寝ますぅ…（０：５３）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

あ、転記すんの忘れてた…☆
　　↓

目も。いかなる11月25日、集まりだ14時44分。(^。^;)
2017年11月7日 リステラス星圏史略　（創作） 

https://85358.diarynote.jp/201711260057544141/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201711260057544141/
https://www.youtube.com/watch?v=GI6dOS5ncFc
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/116517/read


えってけ、

れってけ、

せってけ、

へってけ、

うぇってけ、

べってけ、

とかとか、る〜ん♪

訳

一歩

二歩

三歩

四歩

五歩

六歩

歩け歩け元気に！

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月26日6:45
　

閲覧数：497
閲覧数：2,445

…みなさん夜更かしですね…（＾＾；）☆

ご来場、ありがとうございまーす ♪
　

　

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11月26日8:22
　

歌詞？は、なんだか歩いている間にあたまに浮かんだんですよ…。
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（11月27日）　再び４連勤の１日目…（＾＾；）☆

https://85358.diarynote.jp/201711270619002839/

【 旭川 ０．０ ６４ μ 】／【 札幌 ０．０ ５８ μ 】⇒０．０ 35 μ
。（－ ３ ℃）。　（未チャ）

2017年11月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (6)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=WTJSt4wP2ME
K’NAAN - Wavin’ Flag (Coca-Cola Celebration Mix) 

おはようございます。０５：４２です。

再び４連勤の１日目…（＾＾；）☆

ちょっと先に、昨夜分の「原稿」書いてきます…☆

（前項参照）

…たくさんお立ち寄りくださりありがとうございま〜す☆♪
　　↓

リステラス星圏史略　０－０－０　『自己紹介シリーズ』（仮題） 
13ページ
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：42

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－９

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年９月） 

https://85358.diarynote.jp/201711270619002839/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711270619002839/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171127/85358_201711270619002839_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171127/85358_201711270619002839_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171127/85358_201711270619002839_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=WTJSt4wP2ME


98ページ
2ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：580

https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0&spfreload=1
Shakira - Waka Waka (This Time for Africa) 
(The Official 2010 FIFA World Cup™ Song)

…ってことで、書いてきました！（＾＾）

０５：５５の１分前です…。

札幌はマイナス３℃。無風。静かでカチンカチン。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月27日（月）【当日】 
01:00 0.036 0.035 0.035 6 
02:00 0.035 0.035 0.035 6 
03:00 0.035 0.035 0.035 6 
04:00 0.035 0.034 0.035 6 
05:00 0.035 0.034 0.035 6 
06:00

空気は良し。（＾＾）ｇ

水道水の汚染は「やや気になります」。（まぁお風呂と洗濯には使える…）

ホワイトフード @whitefood1 · 10時間10時間前 
11月26日20時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が89箇所以上存在します

https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0&spfreload=1
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


。

https://twitter.com/whitefood1/status/934741762660110336

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
11月26日14時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が113箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/934650949137702912

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
11月26日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/934557368955764736

特務機関NERV @UN_NERV · 12 時間12 時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2017年11月26日 19:22】
上川地方では、２６日夜遅くから２７日明け方まで大雪に警戒してください。

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月27日6:19
　

…なんか変に、ＰＣの反応が遅いな…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年11月27日6:30
　

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

幸福になる秘訣をお教えしよう。

できるだけいろいろなものに興味を持ち、物ごとであれ人間であれ興味を感じるものを無視せず

、

できるだけ好意的に接することだ。

バートランド・ラッセル

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月27日6:30
　

https://www.youtube.com/watch?v=c6rP-YP4c5I
Shakira - Try Everything (Official Video)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月27日6:59
　

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 

高く登ろうと思うなら、自分の脚を使うことだ。

高い所へは、他人によって運ばれてはならない。

人の背中や頭に乗ってはならない。

ニーチェ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月28日6:01
　

2017年11月27日（月）【前日】
01:00 0.036 0.035 0.035 6 
02:00 0.035 0.035 0.035 6 
03:00 0.035 0.035 0.035 6 
04:00 0.035 0.034 0.035 6 
05:00 0.035 0.034 0.035 6 
06:00 0.035 0.034 0.035 6 
07:00 0.035 0.034 0.035 6 
08:00 0.035 0.034 0.035 6 
09:00 0.035 0.034 0.035 6 
10:00 0.035 0.034 0.035 6 
11:00 0.035 0.034 0.035 6 
12:00 0.035 0.034 0.034 6 
13:00 0.035 0.034 0.034 6 
14:00 0.035 0.034 0.035 6 
15:00 0.035 0.034 0.035 6 
16:00 0.035 0.034 0.035 6 
17:00 0.035 0.034 0.035 6 
18:00 0.035 0.034 0.035 6 
19:00 0.035 0.034 0.035 6 
20:00 0.035 0.034 0.035 6 
21:00 0.035 0.035 0.035 6 
22:00 0.035 0.034 0.035 6 
23:00 0.035 0.035 0.035 6 
24:00 0.035 0.035 0.035 6
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月1日9:11
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チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11月27日 

うへー！

https://twitter.com/charlie24K/status/935178055424786432
　

 
 

https://twitter.com/charlie24K/status/935178055424786432


（11月28日）　ちなみに私の職歴（一部）。

https://85358.diarynote.jp/201711290549121531/

（以下や11月28日赤さ多12時34分）

2017年11月28日 就職・転職 コメント (2)
　

　 　

　

　

どうも希望の部署にはまわして貰えず、このまま『人の嫌がる最低条件の業務』だけでタライマ

ワシにされそうな気がする。

昨日『こわいね〜ちゃん』（※暗愚ブリッ児のお仲間）に提出したはずのシフト希望書が今日は

担当者から受け取ってないとか言われ、昨日きちんと説明した話を再度した…だけならいいが、
更にこちらの要望の要点を完全に聞き流された。

(-_-#)

まぁやつらの目的は最初から、

嫌がらせを尽くして自主退職に追い込むことだ。

今日も厄日らしい。

早く帰りたい…

(∋_∈)

https://85358.diarynote.jp/201711290549121531/
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

隣の席の人がまさに『私がやりたい業務』をやってる。

(^_^;)

…そんなツマンナサソウナ顔して暗い声で対応するくらいなら、私と代わってくれよぅ…ッ

（＞＜。）。。

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月29日5:57
　

０６２…１７７１☆

ちなみに私の職歴（一部）

夢市場（ポラン広場）（加工品倉庫仕切り／パート３人の管理職）

ナチュラル・ローソン（コンビニ店員）

自然食レストランさんるーむ（調理）

軽井沢の有機農業畑（もうなくなった★）（農作業）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


自称（嘘だった）有機乳業牧場（牛飼い）

…ですが…（＾＾；）…☆

お願いッ！　希望の職務に配属して…ッ！！！

（でないと１０月のあの我慢の嵐がすべて無駄に…（－－＃）★）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月29日6:18
　

あぁ、（＾＾＃）

「興部の冨田ファーム」と

「軽井沢の有機畑」（あんまり嫌すぎて名前が出て来ない★）については、

２０１１〜１２年の過去ログ参照してくださいな…★

…騙された！

「…また！」

　騙されたァぁぁぁぁぁ…ッ！（＞＜ｐ）！
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（11月29日）　メンタル直撃、急降下キリモミ状態です…（ＴＴ；）…★

https://85358.diarynote.jp/201711290628395828/

【 札幌　＋ ８ ℃ !! 】＋【 ０．０ ５２ μ 】。　（出遅れ＆「鬱
病再発？」危険水域…の、作業栗鼠１匹目）（－－；）★　（未
ビル）

2017年11月29日 就職・転職 コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=VnwD8zsGl2Y
1 Hour of Medieval and Fantasy Inn Music 

遅めの？おはようございます。この一行を書き始めたのが０５：５９だったのに、

何故かすでに０６：０５になってます。危険です。（－－；）

日付修正しました昨日の分、前々項と追記したコメント欄ご参照。（－－；）

精神状態は色々よろしくないです。てか、

本来の１１月の今頃の「鬱病再発」危険水準です…（－－；）…★

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年11月28日 16:04】
日本海側では、２９日昼前から暴風に、２９日夕方から３０日にかけて

猛ふぶきや吹きだまり

による交通障害に警戒してください。また、北海道地方では引き続き３０日にかけて

https://85358.diarynote.jp/201711290628395828/
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高波に十分注意してください。

　　↑

札幌の気温は現在、　プラス　８℃…！

本降りの雨。（－－；）

このまま根雪になるかと思われていた積雪は、すべて融けてしまいました…★

…いや…「本来なら」１１月２９日にこれは、べつにおかしくないんですが…。

「降っても２〜３日でまた融ける」はずの１１月初旬の雪が、そのまま根雪化？…と、
私だけではなく、札幌市民すべてがすでに「このまま越冬！覚悟モード」に入っていたと思うん

ですが…★

（－－；）

昨日からイキナリ気温があがりはじめ…雪ではなくて雨…（－－；）…。

…体調が…ついていかなくて…湿度と半端な気温に弱い私は、昨日のダメージもあって、
メンタル直撃、急降下キリモミ状態です…（ＴＴ；）…★

（だってね！昨日ね！「あきがない」と言ってた環境系の部署に…！）

（５人くらい？新人さん集めて、「さあ！」って…研修開始してたんだよ…ッ！！）

…（また！）【騙された】〜ッッッッッ★！（＞＜ｐ）！★

（あいつら本当に！私に対して！



【利用できるトコだけトコトン利用して、】

【ボロ雑巾のようにダメージ与えまくって、】

【さっさと追い出そう！】という…

【　悪 意　】（害意）しか…、ないよな…ッ？？？？！）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月29日（水）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.036 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.037 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 

05:00 0.052 0.039 0.045 6 

06:00

★（＝＝＃）★

（…と、ここで「作業栗鼠６匹目の、「騙し商品」広告を見つけてしまって、

　さらにダメージ受けて怒り狂っている０６：２１現在…★）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…そんなわけで精神状態かなり悪。なので、『自己紹介』はお休みです…★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


（てか「語りたいやつ」がどんどん増えて、予定の順番が狂ってる…）

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 

【石狩・空知・後志地方 気象警報 2017年11月29日 04:56】
石狩地方では、２９日昼前から暴風に警戒してください。

地震マップ @eq_map · 3 時間3 時間前 
【M2.5】上川・空知地方 深さ135.2km 2017/11/29 04:13:50

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.6】石狩平野 深さ20.1km 2017/11/28 14:15:15
　　↑

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 胆振地方中東部 深さ約20km M2.4 28日14時15分頃発生

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月29日6:29
　

精神状態すげー悪い今。（－－；）

何も考えられない。考えたくない。

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11月29日7:32
　

mada,1771nomama...
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月30日6:18
　

2017年11月29日（水）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.036 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.037 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 

05:00 0.052 0.039 0.045 6 
06:00 0.056 0.051 0.054 6 
07:00 0.050 0.041 0.045 6 
08:00 0.040 0.037 0.039 6 

09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.039 0.038 0.038 6 

12:00 0.040 0.039 0.039 6 
13:00 0.047 0.043 0.045 6 
14:00 0.044 0.042 0.043 6 
15:00 0.044 0.041 0.043 6 
16:00 0.042 0.040 0.041 6 
17:00 0.040 0.039 0.040 6 
18:00 0.041 0.040 0.040 6 

https://85358.diarynote.jp/
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19:00 0.040 0.039 0.040 6 
20:00 0.040 0.038 0.039 6 

21:00 0.039 0.038 0.038 6 

22:00 0.040 0.039 0.040 6 
23:00 0.040 0.039 0.040 6 

24:00 0.039 0.039 0.039 6
　

 
 



（11月29日）　『 マトモな同僚 』

https://85358.diarynote.jp/201711300604289283/

（五十嵐11月29日飽きた12時24分）

2017年11月29日 環境は、生命圏で、生存権。

吹雪で大荒れの予報だったのに気温上昇してまとまった雨の後きれいに晴れた(^。^;)ので
半月ぶりに雪のない豊平河畔を平靴で徒歩通勤。(^_^;)

案の定、わずか半月で平地歩行用の前太腿と足首の筋肉が退化(^。^;)していて時間がかかりました
…
☆(-"-;)★

（雪靴だと使うのは膝から脛のバランス反射筋がメインなんですよね〜☆）

(^。^;)

細いおね〜ちゃん、私をなだめすかしておだてて仕事させるのが上手い〜…☆

d(‾ー+‾)

相方もノリが良くてポジティブで、常識人で苦労人。(^-^)g

こういう『マトモな同僚』が

欲しかった！(^O^)！

てことで『細いＣ〜ちゃん似』に乗せられて本日は営業成績も良し。(^_^)v

https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6


鬱を悪化させないように踏ん張り升目用紙…(^_^;)。
 
 



（11月29日）　（無能なのか卑劣なのか、どっちだッ？）

https://85358.diarynote.jp/201711300606194977/

【本日の嫌がらせ】(`ヘ´)★

2017年11月29日 就職・転職 コメント (1)
（11月29日19時27分）。

来月のシフト！(`ヘ´)

こっちの希望を聞いてるよ〜なフリして、勝手に勤務時間を１時間減らしてる！

あした修正されてなかったら、労基署！

(｀ε´)d

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月30日6:07
　

どんだけコスイんだ？（＝＝＃）

で、もし「イヤガラセでない」なら、

「管理者として不注意すぎるミス」だろう！

https://85358.diarynote.jp/201711300606194977/
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（無能なのか卑劣なのか、どっちだッ？）

　

 



（11月29日）　前職の現ＳＶと現リーダー（最古参）「産休明けで出戻ってきた」
連中ッ！★）

https://85358.diarynote.jp/201711300611083323/

私と仲良くなんかしていたら、虐めの巻き添え喰らうこと必至。

（－－＃）★

2017年11月29日 就職・転職 コメント (8)
（胃から11月29日極まり22時07分。）

先ほど無事帰投。(^_^;)

まぁとりあえず、

『細いＣちゃん似』はいいこだ…(^_^;)☆

でも私と仲良くなんかしていたら、虐めの巻き添え喰らうこと必至なので、距離を開けないとね

…(-_-;)★

相方さんは良い同僚だが明らかに甲状腺が腫れ上がっていて、知的後退と言語麻痺が始まってい

るので、

一緒に働ける日々もあまり長くはあるまい。(T_T)

てなことで神を罵り倒しつつ、雪がないので買い物も最低限にして、

 
元気に河原を歩いて帰って来ました。

o(^-^)o

にしても行きがプラス１２℃で帰りがマイナス２℃！しかも強風。ってどうなの…？(-"-;)★

まぁもちろん、「こんなこともあろうかと」。

https://85358.diarynote.jp/201711300611083323/
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常備している長丈レインコートをウィンドブレーカー代わりに羽織って、少しも寒くなく、

 
楽しく歩きましたけどね…？

(‾ー+‾)ニヤリ

まぁとりあえず、塩味の魔女鍋にジャガイモとカレー粉を投入してリメイクしたので、

ごはん炊いてまんが読んでごはん食べて早めに寝ますわ〜…☆

(ノ-o-)ノ　┫

 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月30日7:02
　

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
返信先: @cmk2wlさん 
　

ヨウ素が欠乏していると、非放射性のヨウ素も、放射性のヨウ素も取り込みやすくなってしまう

。

原発事故のときにヨウ素剤（非放射性）を飲むのはこの理由から。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月1日18:11
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rin_earthさんがリツイート 
全日本もう帰りたい協会 @mou_kaeru · 11月28日 
　

拒んでいるんだ。

https://twitter.com/mou_kaeru/status/935621857268547584
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日12:25
　

派遣社員News【公式】 @haken_news · 2 時間2 時間前 
返信先: @araichuuさん 
　

接客の現場では従業員が疲弊するぐらいの顧客志向が強要されているのに、

 
採用試験で横柄な態度をとって企業の評判を落とすのを

 
企業がなぜ許容するのか理解に苦しむ。

現場の努力台無しじゃないか？

　　↑

人事窓口の人が一生懸命カキアツメテ募集して送り込んでくれる人【 財 】を、

自分が好きに使い捨てていい「オモチャ」としか思わず、

「ねぇねぇ、誰さん辞めるって！」

「やったぁ♪　次、誰いじめるッ？」

…とフロアの真ん中で嬉々として会話していた、

前職の現ＳＶと現リーダー（最古参の連中）。

https://twitter.com/mou_kaeru/status/935621857268547584
https://85358.diarynote.jp/
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（新参ゆえに「いじめに参加」せざるをえなかった（参加を強制された）エルさんには、

　その点では罪はない。）…を、

どうにかするべきだと思う…★

（特に！「産休明けで出戻ってきた」連中ねッ！★）

　

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日12:34
　

OTL49さんがリツイート 
Nostradamus @Nostradamus1566 · 11月30日 
　

「よこしまな人、悪しき人は偽りの言葉をもって行きめぐり、目でめくばせし、足で踏み鳴らし

、指で示し、よこしまな心をもって悪を計り、絶えず争いをおこす。それゆえ、災は、にわかに

彼に臨み、たちまちにして打ち敗られ、助かることはない」（箴言 6.12-15）#twirobo
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日13:14
　

OTL49さんがリツイート 
らん@マイナンバーとは全体主義のこと @ranranran_ran · 12月1日 
らん@マイナンバーとは全体主義のことさんが大江昇をリツイートしました
　

中身が完全に同じで片や千円以下、片や１万円以上になる代表的業界が化粧品です。

昔、目隠し調査をした事がありまして。女性って価格のプラセボ効果が強烈に高いんです。

目隠しだと評価は平均的なのに、教えた途端に価格が高い商品を断然良いと言う。

　　↑

https://85358.diarynote.jp/
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詐欺も同然の（半額を名乗った実は高価格の）劣悪サービス商品を、

（ＴＶＣＭを観ただけで）嬉々として電話注文してくる、

 
バカすぎるベクレゾンビどもの相手をする前職よりは、

詐欺も同然の（無料を装った実は計算すると大損の）劣悪キャンペーンを、

（電話営業の社名を聞いただけで）ソッコー「がちゃ切り」する、

　

少なくとも常識的な警戒心は十分にある法人向け

営業電話の

現職のほうが、

　

…絶対にマシ…ｄ（＾＾；）…★
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日15:25
　

OTL49さんがリツイート 
電機・情報ユニオン大阪支部 @denkijohokansai · 11月28日 
電機・情報ユニオン大阪支部さんがえみちゃんをリツイートしました

・パナソニックアドバンストテクノロジー

月２１３時間でストレス訴え

　↓

社長のパワハラで精神疾患

　↓

嫌がらせで休復職繰り返し

　↓

パソコンを取上げ自殺念慮へ

　↓

自殺念慮３日後に昼休み・昼食なしで８時間半叱責

　↓

上司の暴力等で３度目の休職

https://85358.diarynote.jp/
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　↓

１７件の懲戒事由濫発で不当解雇

https://twitter.com/denkijohokansai/status/935527114765246467

そぉか！【 懲戒事由 濫発 】てのが、専門用語ね！（＠ｗ＠＃）！

（これだ〜！　「やられた」の…!!）
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日15:32
　

OTL49さんがリツイート 
盛田隆二『焼け跡のハイヒール』祥伝社 @product1954 · 11月27日 
　

神戸高2自殺未遂、机に大量紙切れ
　

机や椅子に大量の紙切れを貼りつけられ、「高校をさっさとやめろや、ブス」と言われた女子生

徒は、

この証拠写真を撮った後、そのまま授業を受けたという。あまりに異常な光景。

教師はこの陰惨ないじめを知りつつ放置した。断じて許せない。

https://twitter.com/product1954/status/935025473062498304

　　↑

ていうか、ＳＶの「いじめ」だし！

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月3日10:16
　

https://twitter.com/denkijohokansai/status/935527114765246467
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/product1954/status/935025473062498304
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


sinwanohate・レイジさんがリツイート 
bandeapart72 @bandeapart72 · 11月29日 
　

東北大、無期雇用採用試験で１３１人不合格　雇い止めか：朝日新聞デジタル

https://twitter.com/bandeapart72/status/935714763425714176
　

　

 
 

https://twitter.com/bandeapart72/status/935714763425714176


（11月30日）　労災申請が出来ない…★★（－－＃）★★

https://85358.diarynote.jp/201711300633325351/

【 泊原発 沖 ０．０ ６５ μ 】／【 札幌 ０．０ ５６ μ 】（－ ３
℃）／【 － ２６ ℃ の寒冷渦 】南下中。シベリア高気圧（冬
将軍）到来です。　（中中津）

2017年11月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=BMCID4I9Gnw
鉄道員 (poppoya railway man) 

（承前３項）（－－；）

おそよう？ございます。

ＰＣ起こしたのが０５：５４で５５を見損ね、日付け修正作業をしていたらさらに遅くなりま

した。

現在０６：１２。

札幌は午前４時にマイナス２℃。午前５時にはマイナス３℃まで下がっていました。

無風。雪なし。

４連勤の最終日。精神状態は底辺を這ってますが、体調はいつもの視力低下とストレス性の右足

疼痛が悪化している以外は（内臓系は）堅調。

…右脚が痛いです…（ＴＴ；）…何やっても、何もしてなくても、とにかく痛いんです…★（＞
＜ｐ）ッッ★

（整体師仲間なら「あぁなるほど。」と言ってくるんだが…
 
【精神的苦痛⇒右脚疼痛】。というメカニズムを、現代外科医学では診断書書いてもらえない

ので…
（－－；）…労災申請が出来ない…★★（－－＃）★★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月30日（木）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.039 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 
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06:00

…まぁ、昨日の線量の高さが、不調の原因でしょうね…★
　　↓

http://85358.diarynote.jp/201711290628395828
（コメント欄）

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
11月29日14時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が35箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/935743191378165761

https://www.youtube.com/watch?v=npJ5mamoHhE
坂本美雨【CHILD OF SNOW】

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2017年11月30日 06:03】
留萌地方では、３０日朝まで暴風雪に警戒してください。上川地方では、３０日昼前

まで大雪に警戒してください。

https://twitter.com/UN_NERV/status/935977656482373632

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2017年11月29日 15:43】
石狩地方では、３０日昼前まで暴風雪に警戒してください。

https://twitter.com/UN_NERV/status/935761228739284996

　　↑

札幌平野部（赤い部分）は、全く何もなし。むしろ晴れてた…。

中津川　昴 @subaru2012 · 3時間3時間前 

大陸には1044と1048hPaの非常に強い寒気の塊があり、そこからー26℃（高度5,500m
付近)の寒冷渦が南下中。満を持してシベリア高気圧（冬将軍）到来です。

さらに本州の南岸沖には前線が東進中で、週末に発達して低気圧になると、寒気は西

から九州南部まで降りて来て、木枯らしが吹き関東も雪の模様。

https://twitter.com/subaru2012/status/935958751202312192

中津川　昴 @subaru2012 · 3時間3時間前 

大陸からの寒気と暴風がすごい

https://twitter.com/subaru2012/status/935956309886754816

中津川　昴 @subaru2012 · 3時間3時間前 
大雪・暴風雪警報が北海道に発令中、青森は風雪注意報も

https://weather.yahoo.co.jp/weather/zoomradar/ …

http://85358.diarynote.jp/201711290628395828
https://twitter.com/whitefood1/status/935743191378165761
https://www.youtube.com/watch?v=npJ5mamoHhE
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http://www.jma.go.jp/jp/warn/
https://twitter.com/subaru2012/status/935955945972047872

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 15時間15時間前 

次の添付図は日付は同じ12月4日午前零時(ut)の500hPa(上空5000ｍ）の気温・気流図
です。

https://earth.nullschool.net/jp/#2017/12/04/0000Z/wind/isobaric/500hPa/overlay=temp/orthographic=117.97,36.85,700/loc=120.945,37.491
…
偏西風の蛇行により寒気が南下しており、山東半島上空で－30℃と激烈です。
次第に寒気は日本列島全体を覆うでしょう。

中央アジアには寒冷低気圧が生じており次第に東方へ移動します。

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/935775606612025345

　　↑

「これは予報よ！」ｗ（＾-＾；）ｗ…（１２月４日）…。

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月30日7:03
　

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました
　

メルマガ「トレンドでみられる筋膜の症状の多さや様々な情報を統合していくと

「筋膜 and 足」の関係に行き着くのです。平易に書いていますが相当な時間を費やしました。
 
「筋膜からの排毒」が内部被曝に対する起死回生の打開策になるかも、とお伝えしたようにここ

に希望が…」
https://twitter.com/cmk2wl/status/935833709357424640
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月1日7:20
　

2017年11月30日（木）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.039 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 
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06:00 0.040 0.038 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 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 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 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 0.037 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 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.036 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.037 0.037 0.037 6
　

 



（11月30日）　シフトの件は無事解決。(^_^;)

https://85358.diarynote.jp/201712010703477351/

（いさわ11月30日、秋味12時21分。）

2017年11月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

シフトの件は無事解決。(^_^;)

恐いね〜ちゃんが変なとこに？

ほっぽって帰って

『翌日休み』だったらしい

(^_^#)

月曜日に私が書いた

希望シフトの通り。(^。^;)

実に１５年ぶり？ぐらいに、

『☆年末年始が休み。』

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

白熊さんが

黒熊さんになってて、

可愛かった♪ (≧ω≦)b

※

白熊さんが、

黒フェイクファー付きの

https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201712010703477351/


黒コート着ていて、（ちょっと熊の着ぐるみ状態でｗ）

すごく似合ってた♪　o(^-^)o

とにかくあと６時間を乗りきって

明日はよく寝て

態勢を建て直して、原稿に戻るぞッ☆

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月1日7:06
　

【　11月30日23時55分　】

一時間ほど前に無事帰投。

(^o^)／
 
ごはん食べました。

精神状態ニュートラルまで戻しました。

まんが読んで寝ま〜す☆

マイナス４℃！

ヽ（・＿・；）ノ

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　　

　

 



（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（借景資料集）
 
 



（２０１６年１１月２１日）　気持ちはワカル…★

https://85358.diarynote.jp/201611212258439014/

ダイナマイトヘブン…（－－＃）★

2016年11月21日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

ロケットニュース24 @RocketNews24 · 48分48分前 
【注意喚起】日本各地の市役所に次々と爆破予告メールが送信されている模様 / 予告時
間は11月22日10時30分

https://www.youtube.com/watch?v=_iDgUOu40BY
Doki Doki Densetsu Mahoujin Guru Guru OST 1. ダイナマイトヘブン(2Shy 4U) 

…ナニゴト…（＠＠；）…★
　↓

https://twitter.com/UN_NERV

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【福井市からのお知らせ】

市役所及び市内施設に対する爆破予告メールについて

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【山口市からのお知らせ】

市役所等の爆破予告に対する対応について

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【「大阪市施設内４万カ所に高性能爆弾」　市が爆破予告のメール受信を発表】

大阪市は７日、「市内の施設内約４万カ所に爆弾を仕掛けた」とするメールが届いた

と発表した。

https://85358.diarynote.jp/201611212258439014/
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特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【神戸市役所ＨＰに爆破予告、威力業務妨害容疑で捜査】

神戸市は２１日、市役所（中央区）を２２日に爆破するとの投稿が市のホームページ

にあったと発表した。庁舎内で不審物は見つかっておらず、兵庫県警生田署が威力業

務妨害容疑で捜査している。

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【徳島市からのお知らせ】

徳島市役所本庁舎等の爆破予告を受けての対応

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【高知市からのお知らせ】

高知市に対する施設爆破予告について

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【熊本市からのお知らせ】

爆破予告への対応について

特務機関NERVさんがリツイート 
鳥取市 @tottori_shi · 4時間4時間前 
【新着情報】 鳥取市役所への爆破予告がありました

特務機関NERVさんがリツイート 
NHK福岡 @nhk_fukuoka · 4時間4時間前 
福岡市役所に爆破予告の投稿

市は公共施設に点検をよびかけるとともに、教育委員会は市内の小中学校などに通学

路の見回りを強化するよう指示しました。

特務機関NERVさんがリツイート 
奈良市役所　公式ツイッター @naracity_tweets · 4時間4時間前 
【11月21日午後5時現在】奈良市の施設への爆破予告への対応について2／2
◆今後の対応

施設の巡視については警察の協力を得るなど体制を強化します。

明日の市立学校園を含む市施設については、開庁（校）前に点検を実施、異常がなけ

れば通常開庁（始業）します。

特務機関NERVさんがリツイート 



長野市 @nagano_city · 6時間6時間前 
【危機管理防災課】本市ホームページに爆破予告の書込みがあり、現在、警察に通

報し、緊急点検を実施する等の安全確保を図っています。

特務機関NERVさんがリツイート 
埼玉県警察犯罪情報官 @spp_jyouhoukan · 8時間8時間前 
【爆破予告・さいたま市】

さいたま市役所に対し、「11月22日(火)の午前10時30分に、市役所内700箇所・市内施
設数カ所を爆破する」との予告がありました。

市役所も、不要不急の来庁を控えるようお知らせしていますので、十分注意をお願い

します。#埼玉県警

特務機関NERVさんがリツイート 
岡山市南区（実り区） @OkayamaMinoriku · 9時間9時間前 
本日，「岡山市役所と市内施設に爆弾を仕掛けた。11月22日午前10時30分に爆破
する。」旨の爆破予告メールが届きました。... 

特務機関NERVさんがリツイート 
大分市 @OitaCity_PR · 10時間10時間前 
爆破予告情報について http://dlvr.it/MjLBbY #oita

特務機関NERVさんがリツイート 
宇都宮市役所 @city_utsunomiya · 8時間8時間前 
本市に届いた爆破予告について　

特務機関NERVさんがリツイート 
奈良市　危機管理課 @naracity_bosai · 8時間8時間前 
【奈良市に爆破予告あり】「奈良市役所内700箇所と市内の施設数カ所に手製爆弾を仕
掛けた。爆弾は11月22日午前10時30分に爆破する。」というものです。奈良市内で身
の回りに不審物を発見した場合は、直ちに警察に通報願います。

…どうせなら全都道府県＆市区町村を網羅しやがれ…
　↓

XPF@金かけずに端末コレクションしたい @jm3xpf · 5時間5時間前 
1755現在

http://dlvr.it/MjLBbY


爆破予告があったらしい自治体

仙台

宇都宮

さいたま

千葉

富山

金沢

福井

長野

大阪

神戸

奈良

岡山

広島

鳥取

徳島

松山

高知

福岡

熊本

大分

まだ公表せずに隠してる市もあるんだろうなあ。

…便乗＆模倣犯がいっぱい涌きそうだなぁ…★

★（－－＃）★

https://www.youtube.com/watch?v=sF7PeKo4eqY
「戦場のメリークリスマス」/はなわちえ
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sF7PeKo4eqY


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年5月19日13:53

まぁ「何もかも爆破したくなる！」気持ちはワカル…★

★（－－＃）★
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（２０１６年１１月２２日）　「左翼雑誌」と攻撃を受けても怯まなかった「通販生活
」に感動！

https://85358.diarynote.jp/201611220707175251/
 
amaちゃんださんがリツイート 
litera @litera_web · 20時間20時間前
　 
「左翼雑誌」と攻撃を受けても怯まなかった「通販生活」に感動！

その反骨の歴史を改めて振り返る

https://t.co/GUGhxR6Ktp

…「あの時」「ちがう選択」をしていたら…？
…（＾＾；）…

バイトは楽しかったかもしれない…

 
 
 



（２０１９年１１月２７日）　（ちなみに今のバイト先の親会社（本社）…ｗ）

https://85358.diarynote.jp/201611270817156103/

不思議な国のニュース。

2016年11月27日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)

（承前）

　　↓

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月25日 
今日の中米のM7.0の巨大地震
海外の報道で「このところイタリア、ニュージーランド、日本の福島で巨大地震が

起こってますね。地球はどうなってるんでしょうか？」みたいな報道がある。こうい

う風に報道すれば「警戒した方が良いね」となるけど、日本は海外の事は報道しない

から国民が無警戒になる

tk_mot @tk_mot · 11月23日 
11月の降雪を温暖化が要因だと煽る学者たちが、罵倒されるのを楽しみに待つ。直
近１ヶ月の太陽黒点出現数がほぼゼロに近かったことを報道するメディアはない。小

氷期を迎える長期プロセスからみれば、太陽活動低下による影響が地球全球で現れ初

めていると言えるのではないだろうか。
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https://www.youtube.com/watch?v=yYIFm8k_ICQ
【ファミマ入店音】ファミマ小室店に入ったら店員が変になってた 
　↑

…………本日の拾いモノ………ッッッッ（笑い死に中…☆彡）

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
#福島高校 の生徒さん達へ。
反論や疑義があればその旨を伝えてください。SNSは大勢の人が見ているし、密室の
授業。言外の利益誘導や不利益。背後に権威を纏ってないので私が皆さんのマインド

コントロールはできません。筋の通った会話であればどこまでもおつきあいします。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月25日 
不思議な二国間のニュース

今日、アメリカでは『国民にマリファナを販売する企業が上場した」というトッ

プニュースで、一方で今日の日本の報道では「長野でマリファナ所持で２０人が逮捕

」というもの

こういう矛盾。敗戦国ならではの事。アメリカは一般市民に販売するマリファナの税

収を見込んでる

https://pbs.twimg.com/media/CyHNhwVVIAAx3QR.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=LnHjtLEIdGQ
俺らゲットワイルだ’８９／IKUZO+TM NETWORK （ニコニコ字幕つき） 
　↑

…だめ救けて笑い死ぬ…ッッッッｗｗｗッ☆彡

https://www.youtube.com/watch?v=5PV3Myyp8No
【IKZO】PERFECT FARMER【オリラジ】 

https://www.youtube.com/watch?v=VjCjVwdNaSI
吉幾三　×　マイケルジャクソン　IKUZO スリラー 

https://www.youtube.com/watch?v=yYIFm8k_ICQ
https://pbs.twimg.com/media/CyHNhwVVIAAx3QR.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LnHjtLEIdGQ
https://www.youtube.com/watch?v=5PV3Myyp8No
https://www.youtube.com/watch?v=VjCjVwdNaSI


…やっぱ人類を滅ぼすのは勿体ないよ神様…ッｗｗｗ

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【キューバ フィデル・カストロ前国家評議会議長が死去】
ロイター通信など複数の欧米メディアは、キューバの国営テレビが1950年代にキュー
バ革命を主導し、反米の社会主義政権を半世紀にわたって率いたキューバのフィデル

・カストロ前国家評議会議長が亡くなったと伝えていると報じました。

　↑

…これは、「霊界招集」が、かかったものと推測されます…

…（－－；）…★

（つまり、近々に「大勢死ぬ」事変があるよ…★）

https://www.youtube.com/watch?v=DGtc9EKiZ0s
「IKZO」ゴーストバスターズ 

https://www.youtube.com/watch?v=5_Al1d3vIwM
【IKZO】ジュリアナ農協【2unlimited】

…どこまで逝くんだこれ…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=FNSPh3AA6GI
(MAD) Bomb A Head! m.c.A.T & IKZO（吉幾三） 

…ｗ（＾＾；）ｗ…秋田…★

https://www.youtube.com/watch?v=AB-gP0Ll1oU
Little House on the Prairie TV Show Intro 

https://www.youtube.com/watch?v=DGtc9EKiZ0s
https://www.youtube.com/watch?v=5_Al1d3vIwM
https://www.youtube.com/watch?v=FNSPh3AA6GI
https://www.youtube.com/watch?v=AB-gP0Ll1oU
https://www.youtube.com/watch?v=4EBBZiP56o4


https://www.youtube.com/watch?v=4EBBZiP56o4
大草原の小さな家　日本語主題歌 

https://www.youtube.com/watch?v=tEKkUEawGZI
赤毛のアン (Anne of Green Gables) OP ED.flv 

「…何者も、持って生まれた空想の力や、夢の理想世界を私から奪い取ることは出来ません…。
」

　（＾ｗ＾）

https://www.youtube.com/watch?v=yakFjIV9Vto
Home,Sweet Home 　埴生の宿　『火垂るの墓』挿入曲　【ビクター　ＳＰ盤】 Amelita Galli-
Curci 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月25日 
Japanese troops in South Sudan for first overseas deployment since WWII. (Video: ©
FRANCE 24)
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/802121592335544322

https://www.youtube.com/watch?v=Nc8jHAlLBhA
映画予告編『ビルマの竪琴』＋唱歌 

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
いい子ちゃんってよくない。

盗んだバイクで走りだすのもよくない（なんだっけ？）

若い世代なら心をニュートラルな状態で解放してやれば、本質が何か見えてくるはず

。妙な追従も葛藤も不良化する必要もない。透徹した心で見ればいいだけ。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11月25日 
ISIS Bomb Aimed at Shiite Pilgrims in Iraq Kills at Least 80.
http://www.nytimes.com/2016/11/24/world/middleeast/islamic-state-bombing-shiites-
iraq.html …
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/802060649811447808

https://www.youtube.com/watch?v=tEKkUEawGZI
https://www.youtube.com/watch?v=yakFjIV9Vto
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/802121592335544322
https://www.youtube.com/watch?v=Nc8jHAlLBhA
http://www.nytimes.com/2016/11/24/world/middleeast/islamic-state-bombing-shiites-iraq.html
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/802060649811447808


https://www.youtube.com/watch?v=tfKMId_Z8Wk
埴生の宿　唱歌　ウクレレ　ソロ　　HOME, SWEET HOME　ukulele solo 

…オメラスからは、歩み去れ。

　りすは「卵から出なければならない」のだから。

　卵は、狭い世界だ。

　二度と…

　欺瞞だらけの【月収３０万円】の世界…には、

　私は、

　戻 ら な い …。

（「六ヶ所村はリサイクルだから地球に優しい」なんて…嘘でしかない文章をワープ
ロ打ちさせられる仕事に戻るくらいなら…（ちなみに今のバイト先の親会社（本社）
…ｗ）

　一生「平均年収１２０万以下」の暮らしのほうが、よっぽど満足だ…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=nBCjtE_m_jU
銀河鉄道の夜 【Night on the Galactic Railroad】劇場アニメED曲 細野晴臣1985 

…ほんたふのさいわひとは、なんだらふ…？？

https://www.youtube.com/watch?v=tfKMId_Z8Wk
https://www.youtube.com/watch?v=nBCjtE_m_jU


https://www.youtube.com/watch?v=ZV0W0rzIA0M
ミュージカル座『マザー・テレサ　愛のうた』伊藤アルフプロモーション映像 

…いずれかならず、そこまで行くから…。

　

（あと何万回、転生してでも必ず育つ！）

https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
Lord of the Rings - Sound of The Shire 

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 

長い話を切り詰めて、

短い言葉で適切に語れるのは賢い人である。

エウリピデス

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月27日15:36

https://www.youtube.com/watch?v=ZV0W0rzIA0M
https://www.youtube.com/watch?v=chLZQtCold8
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

激睡魔。(∋_∈)
締め付けられるような

変な頭痛。(∋_∈)

とある会社に通販の問い合わせをした途端、痛メールが１７通…(-_-#)…★

まぁどうせガッカイ系の痛メールはガッカイ系な携帯会社が自動で止めてくれるのだが。

┐(’〜`；)┌

「何か」が凄く変。

(・ω・;)(;・ω・)

水面下の足の裏の下で「津波の前の引き波」が始まってる感じ…？

。。。(〃_ _)σ‖
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月27日22:17
　

無事帰投。心身ともに壮健。

o(^-^)o

今日は個人的には、

まぁ良い日のうちでした。

（欲を云えばキリがない…☆）

(^。^;)

何かが凄く変ですが。(-.-;)

確認するのは明日にします…。
漫画読んで

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


ごはん食べて

寝ま〜す☆(^o^)／
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年11月28日7:25
　

０５９０００９☆

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（２０１９年１１月２９日）　【 毛根 直撃！】⇒

https://85358.diarynote.jp/201611290839513845/

【 毛根 直撃！】⇒【酸化ウラン】311後に降った黄色い物質／【
T.HIRANO 非公開 】 継続中／２２日の地震で福島第２原発の核
燃プール漏れ。「知ってたけど公表しなかったよ」。

2016年11月29日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (3)

　

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
cmk2wlさんがsevere-weather.EUをリツイートしました
　

レッドスプライトやブルージェットが日本で観測されている。

https://twitter.com/severeweatherEU/status/802494475457142784 …
ショートでメルマガを出します。

このアカウントのツイートは非公開です。

@TOHRU_HIRANOさんから承認された場合のみツイートやプロフィールの表示がで
きます。[フォローする] をクリックすると承認リクエストが送信されます。

https://85358.diarynote.jp/201611290839513845/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201611290839513845/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161129/85358_201611290839513845_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161129/85358_201611290839513845_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161129/85358_201611290839513845_3.jpg
https://twitter.com/severeweatherEU/status/802494475457142784


https://www.youtube.com/watch?v=GTYyR-OFbq0
機動新世紀ガンダムX OP DREAMS(歌詞) 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 11月26日

【変わらぬ隠蔽体質】

２２日の地震で福島第２原発の使用済み核燃料プールで漏れ。

東電「当日に知ってたけど第２は通報案件じゃないから公表はしなかったよ」

https://t.co/ELJFaQ6ZWt

プロモツイート

ナノインパクト100 @nanoimpact100 · 4月11日

100兆個のナノ粒子が毛根に直撃！ナノテク100年目の育毛への答え。

育毛剤【薬用ナノインパクト100】
https://www.nanoimpact.jp/cp01/?
utm_source=twitter&utm_medium=sns&utm_campaign=promo

固定されたツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年6月5日

311後に降った黄色い物質。放射性硫黄だという話だけど、本当は使用済みの核燃料が
炸裂したことによる「酸化ウラン」だったんじゃないの？量的にも厖大だから、あら

ゆるところに降下しておかしくない。

写真は劣化ウラン弾の酸化ウラン。

https://pbs.twimg.com/media/BpWtE3vIYAA0rBP.png

https://www.youtube.com/watch?v=Yv4bzCyw69w
もう一つの未来 

https://www.youtube.com/watch?v=GTYyR-OFbq0
https://t.co/ELJFaQ6ZWt
https://www.nanoimpact.jp/cp01/?utm_source=twitter&utm_medium=sns&utm_campaign=promo
https://pbs.twimg.com/media/BpWtE3vIYAA0rBP.png
https://www.youtube.com/watch?v=Yv4bzCyw69w


特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前

【新潟 関川村 ニワトリ５羽から鳥インフルエンザの陽性確認】（続き）

新潟県は詳しい検査を行うとともに、この養鶏場の半径10キロ以内にある養鶏場など
に対して、ニワトリや卵などの移動を自粛するよう要請しました。

（2016年11月28日 18:21 NHK）
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前

【新潟 関川村 ニワトリ５羽から鳥インフルエンザの陽性確認】

新潟県によりますと、関川村にある養鶏場でけさニワトリが相次いで死んでいるのが

見つかり、県が簡易検査を行った結果5羽から鳥インフルエンザの陽性反応が確認され
たということです。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
核心を突くツイ&RT心がけます @kenshimada · 1日1日前

電車内で急に倒れた人たちのツイートを見ていくと、貧血というのが多い。

つい5年前を考えてみると、貧血になっても倒れるまでの症状は稀だったと思う。
「チェルノブイリ」「再生不良性貧血」でググってみると色々分かると思います。

cmk2wlさんがリツイート 
kumakuma @kumasan1111 · 9時間9時間前 
kumakumaさんがcmk2wlをリツイートしました

そう。この写真の黄色い異常な粉のような物質は、原発事故後初めて雨が降った日の

翌日、雨の降り込んだベランダや、その手すり、屋根からはみ出た自転車の荷台部分

、車の通らない道路脇など、至る所で観察された。が、気象庁は「花粉」と発表。主

婦の定点観測力を侮るなよ

が、ほとんどの人が納得。

https://twitter.com/cmk2wl/status/474475637088845824

https://twitter.com/cmk2wl/status/474475637088845824


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
HIROKO HIROKO @yanko165 · 1日1日前

見えてる世界

３１１でマスコミに違和感を感じたかどうかが分かれ目なんだよね

私も311がなければ安倍の「全電源喪失は起こらない」も知らなかったから

支持率操作はしてるだろうけど

安倍にそこまでの危機感を感じてない人は思ってたより多そう

@digital_comic12
JUMPILIKEYOUさんがリツイート

若者徴兵・中年徴用！安保実現に改憲必須！ @digital_comic12 · 1日1日前

…そうなんだよね…内閣支持率が、マスコミ操作じゃない可能性を考えると、ホント
に背筋が寒くなる…同じ場所にいて、同じ時代を生きてるはずなんだけど、見えてる
世界がまるで違う…
@yanko165

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
HIROKO HIROKO @yanko165 · 2日2日前

昨日は昔の同僚５人と久しぶりの飲み会

トランプになったらから

戦争しそうでこわいと

え？一番戦争したがってるの安倍じゃん

っていったらきょとんとされた

世間はやはりそんなものなのか

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
m TAKANO @mt3678mt · 2日2日前

内閣支持率が60％を超えた。もはや国民は国会で起きていることに全く関心を払わな
くなったらしい。年金カットも、TPPゴリ押しもどうでもいいのだろう。安倍政権に
よる家畜国家化計画が完成の域に近づいている。

【内閣支持率、60％に上昇】



cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年9月12日

たかがパレード、たかが制服、たかが集団行動と甘くみてはいけない。

同調行動から全体主義、ナショナリズムにまでつながっていく。

もちろん目的はそこにある。

人間は行動、それも単純な起居からトレーニングできるのだから。

https://www.youtube.com/watch?v=YJ8aclIW_b8
AMTV 機動戰士鋼彈0083 OP1 The Winner 獲勝者

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ8aclIW_b8


（２０１９年11月30日）　監禁、脅迫、無意味な競争が闊歩する／耐えられない子供
は多い。

https://85358.diarynote.jp/201611301103023982/

【こっそり法案を通すため】⇒ASKAを逮捕／『見たくない真実
』より『安心できるウソ』／北朝鮮よりヒドい日本のテレビ報道

／【 T.H. 非公開 】継続中⇒【　逃　げ　ろ　現実だ。】…

2016年11月30日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

@TOHRU_HIRANOさんのツイートは非公開です。

https://www.youtube.com/watch?v=LeO0glTZOsA
進撃の巨人　[MAD]自由の代償 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
瀬名　南　（脱原発に一票） @senadesuga · 12 時間12 時間前 
瀬名　南　（脱原発に一票）さんがOMP(さらば暴政)をリツイートしました
毎回こうだもの・・・・ＡＳＫＡ逮捕って、聞いたときすぐに

採決するんだなって、思ったよ〜

https://85358.diarynote.jp/201611301103023982/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161130/85358_201611301103023982_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161130/85358_201611301103023982_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161130/85358_201611301103023982_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LeO0glTZOsA


採決するんだなって、思ったよ〜

https://twitter.com/ompfarm/status/803591114598977536

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
higa kureta @higakureta · 14時間14時間前 
higa kuretaさんがこうをリツイートしました
高齢者の医療費を上げて年金をカットすれば政府にとっては一石二鳥ってところです

かね。医者にかかれない高齢者が早く死ねば政府は年金も払わなくて済むからなあ。

https://twitter.com/Satan_02/status/803564789377048576

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 16時間16時間前 
JUMPILIKEYOUさんが47NEWSをリツイートしました
こっそり法案を通すためASKAを逮捕しました。
https://twitter.com/47news/status/803495744258740224

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
えいこだん @denpa_hoihoi · 19時間19時間前 
天皇制維持には270億、在日米軍には7600億を注ぎ込むが、教育投資や貧困対策には「
財源が」どうこう理由をつけて金を出し渋る国くーるじゃぱん

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Pierre84 @spaptre · 11月28日 
"@syouwaoyaji: 国民年金は年間約4万円減、厚生年金ではなんと年間約14.2万円も減る
という。安倍政権は年金運用の方式を変えた結果、わずか15カ月で10.５兆円の年金
をパーにしてしまったが、その責任をとることなく国民にツケを回そうとしている！

！

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
レオナルド・ヘボシショウ【V7】 @carpfan_club · 11月28日 
「国民が受け取る年金が減ることが決まりました」

というニュースを隠すために

「ASKAが逮捕されました」
というニュースを流してるんですか？

北朝鮮よりヒドい日本のテレビ報道。

@nhk_news #nhk

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
yukan @yukankmr · 11月27日 

https://twitter.com/ompfarm/status/803591114598977536
https://twitter.com/Satan_02/status/803564789377048576
https://twitter.com/47news/status/803495744258740224


ずっと言ってるけど、言葉が通じない、辞書を共有できない恐ろしさが安倍政権には

あるねん。最近では戦闘を衝突と言ったり武器を防衛装備と言い換えたり、安保法制

を平和なんたらて言い換えたりね。今回の「ご冥福」の間違いを官邸は全く気にして

ないとしたらもう壊れてるにも程があるよ。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
非自公民の脱原発に一票（しろ） @xciroxjp · 12時間12時間前 
つかコイツぶっ殺されたいのかな？（笑

↓

"安倍「私の言った事を全くご理解頂いてない
私は(年金)３割カットしない、と云うことは一言も言ってない
ちゃんと聞いてないから

皆さんも３割減る中で何も出来なかった "
https://twitter.com/xciroxjp/status/803593670108712960

https://www.youtube.com/watch?v=ngcIIpT5wxs
高田渡　値上げ

渡邉哲也� 認証済みアカウント � @daitojimari · 3時間3時間前 
特報！ フィリピン ドゥテルテ大統領 『人権派がドラックの蔓延に関与しているとして
、殺す』 と表明

産経ニュース� 認証済みアカウント � @Sankei_news · 4時間4時間前 
ドゥテルテ大統領の警備車両を攻撃か　警護隊員ら９人負傷　掃討作戦への報復の可

能性

https://t.co/TqgyIkzcOO

林雄介 @yukehaya · 9時間9時間前 
フィリピンのドゥテルテ大統領、中国の不法就労者１３００人拘束。中国政府から、

拘束した中国人の「人道的な取り扱い」（中国人１３００人の射殺はやめて）を要請

される。中国政府から、真剣に自国民の犯罪者の人権保護求められた政府、ドゥテル

テ大統領がはじめてじゃないですかね？。

https://twitter.com/xciroxjp/status/803593670108712960
https://www.youtube.com/watch?v=ngcIIpT5wxs
https://t.co/TqgyIkzcOO


Kan Kimura (on DL) @kankimura · 15時間15時間前 
韓国。何で日本のメディアはあの大統領の記者会見を「辞任表明」的に報じているの

だろう。余りにピントハズレではないのか。

Bungoro @shanti_land · 17時間17時間前 
考えさせられる言葉に出会った。

「隣国を変な国だと思っているときはだいたいそう思っている自国のほうがおかしい

ことが多い」

トマーシュ・マサリク(チェコ初代大統領、哲学者)

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【韓国 パク大統領 任期満了待たずに辞任する意向表明】
知人や側近らが起訴された事件で窮地に立たされていた韓国のパク・クネ大統領は、

29日午後2時半からテレビなどを通じて国民向けの談話を発表し、再来年2月の任期満
了を待たずに辞任する意向を表明しました。

Shinta Yabe 257@syabe · 20時間20時間前 
パククネ大統領が辞任の意向を発表した。「このままでは生活が脅かされる」と声を

漏らした若者が「だから声を上げ続け引きずり降ろさなければならない」と語った。

土曜に150万人がソウルに集い僕もその1人になった。国は違えどあの歴史的な抗議の
頭数だった。感動だ。デモで政治は変わるんだ。 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
フランコーネ @tatsujpn · 11月28日 
これをほとんど無視しておいて韓国のデモを生中継で報じる意味が全く分からない。

https://pbs.twimg.com/media/CyVq2H3VEAA1lfp.jpg

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【コロンビアでチャーター機墜落 サッカー選手ら７２人搭乗】
AP通信など各国の主要メディアは、南米のコロンビアでブラジルのサッカーチームの

https://pbs.twimg.com/media/CyVq2H3VEAA1lfp.jpg


選手ら72人を乗せたチャーター機が墜落したと伝えました。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
狼たちは知っている @wolvesknow · 19時間19時間前 
コロンビアはAPECもTPPも不参加。安倍は今月１９日にサントス大統領と会談して
るね。内戦が長い国だから、米系Aチームには草刈り場のひとつなんだろうな。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
47NEWS 47@news · 11月25日 
速報:コロンビアのサントス大統領と左翼ゲリラ、コロンビア革命軍最高司令官が、内
戦を終結させる新和平案に署名。

https://t.co/qmvMkZSE8l

https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs
紅蓮の弓矢 歌詞付き

かおなし @cocorono121 · 2時間2時間前 
隣国の大統領ゴシップ辞任や2度目の覚醒剤で逮捕された芸能人のニュースをお茶飲話
にし紅白歌合戦にあのアイドルが出るのかどうかが楽しみのまんまとテレビに踊らさ

れるテレビの前の人たち…安倍政権がまだまだ続くわけだよ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
川原茂雄 @skawahara1217 · 18時間18時間前 

大衆は、『見たくない真実』より『安心できるウソ』を好むそうです。

・日本は民主主義国家である

・原発は安全である

・100Bq/kg以下なら安全である
・日本は言論の自由がある

・日本に不正選挙はない

・日本は法治国家である

・景気は緩やかに回復している

・ＴＰＰで経済成長する

https://t.co/qmvMkZSE8l
https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs
https://pbs.twimg.com/media/CyagiJhVQAAEJ5N.jpg


https://pbs.twimg.com/media/CyagiJhVQAAEJ5N.jpg

山際澄夫 @yamagiwasumio · 20時間20時間前 
日本の不幸は中国と朝鮮、という福沢諭吉の脱亜論に賛成ですが、朴槿惠の辞任受け

入れ会見は切ないですね。父上は日本からの資金で、漢江の奇跡を達成した朴正煕。

娘も慰安婦で日本に謝罪させたタフネゴシエーター。それなのになぜ、毎度毎度こう

なのか。韓国民って大統領弾劾が趣味なんですか。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 23時間23時間前 

映画「君の名は。」

三葉と瀧

彗星落下

尖塔

映画「この世界の片隅に」

すず

広島原爆炸裂

原爆ドーム

共通項

・主人公が、絵が上手い

・破滅的殺戮

・復興

・放射能の影響はない

・展望、生き延びる

共通項

・文化庁助成金

・製作委員会方式

・同時期の製作

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
如月さっちゃん @mutsukikisaragi · 11月28日 



瓦礫の上に新しい家を建てようって曲は復興ソングなのかなぁ。

原発のことがなければそれはそれは美しい曲だった。

「５年前にあんなことがあったけど、誰が悪いとか今さら言ったって一文の得にもな

らない。前向いていこうや」とうたいだす前のＭＣ。

私は心のなかでそうは行かないと呟く。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
如月さっちゃん @mutsukikisaragi · 11月28日 
原発のこと、なかったことには出来ない。

目を瞑って、知らないふりして、そこに新しい街ができても、そこに暮らす人々の健

康は蝕まれてる。

何世代にもわたって続く被曝被害。

なかったことにしちゃったら、きっとまた何処かで繰り返されるよ？

その度に新しい家をつくろうって前向きに歌うの？

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年3月13日 
”バカをつくる学校” 　ニューヨーク最優秀教師賞ジョン・ガット著 
「国の教育制度全体が、子どもたちを自分で考えて行動することから遠ざけ、依存的

な人間にしようとしている」

cmk2wl @cmk2wl · 2014年3月12日 
米国ではホームスクーリング（自宅学習）を行う子供が100万人いる。
自殺する子供の大半は、貧困家庭ではなく、裕福な家庭である。監禁、脅迫、無意味

な競争が闊歩する学校制度に耐えられない子供は多い。

ニューヨーク州最優秀教師賞受賞ジョン・ガットのベストセラー　”バカをつくる学校”

大統領 @daitoryodasu · 3時間3時間前 
高畑充希と坂口健太郎の交際報道のせいかわからないけど、今日会社に来る途中、道

端に倒れてる男女を38人ぐらいみかけた。

固定されたツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 4月23日 
「何年も検査してきて、魚を基本としたのエサを食べている犬は水銀のレベルが。イ



ワシを食べている犬はストロンチウムが上昇する原因となっている。福島原発事故に

よりストロンチウムは連続的に海に放出されていますが、一般に多くの人々に知らさ

れていないのです。」

獣医師 ピーター・ドビアーシュ

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 3月16日 
16年　原子力技術者アーニー・ガンダーセン　
「南相馬の市役所の屋根は去年に除染したのだが、そこのホコリを調べたら非常に高

い数値だった。この理由は空中を漂うホコリです。福島のコンビニの足拭きマットに

付いている土からも、放射能が検出されました。つまり放射性物質は動いているの

です」

cmk2wl @cmk2wl · 2014年11月10日 
Nature 2014年8月
人類は海洋上層部の水銀レベルを3倍にした
海洋上層部の水銀レベルは産業革命の開始時と比べて3倍になったと研究者らは発表。
多数の海水のサンプルを収集した調査結果。

マグロの水銀レベルは、周囲の海水の水銀レベルよりも1,000万倍高い。

cmk2wl @cmk2wl · 2013年6月29日 
マグロには、「オーガニック食品」という選択肢はない。マグロは食物連鎖の頂点に

いる捕食者なので、メチル水銀はマグロの筋肉組織である可食部で濃縮される。ロレ

ッタ・シュワルツ=ノーベル著 「アメリカの毒を食らう人たち」

https://www.youtube.com/watch?v=ZZTDzWIs2HM
#メルトダウン　（#高田渡の「値上げ」の替え歌） 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Kuniko Norman-Taylor @KunikoNT · 9月8日 
150年前　奴隷廃止を訴えた者は笑われ
100年前　女性の選挙権を提唱した者はバカにされた
50年前　黒人の平等を主張した者は気が触れたと言われ
25年前、ゲイの権利を支持する者は変態だと言われた
動物の扱いに抗議する私たちは今笑われている

https://www.youtube.com/watch?v=ZZTDzWIs2HM


けれども、いつか誰も笑わない日がくる

　逃　げ　ろ　。

https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw
Berserk mmv : "Kajiwotore" Susumu Hirasawa
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw


（12月６日）　バカ高い「不健康」ドリンクなんか買うより…

https://85358.diarynote.jp/201612060654591816/

なんちゃって『ノン・アルコール・ワイン』の密造…ｗ　（嘘）

2016年12月6日 Ｃ級ぐるめ？倶楽部☆
　

「最近ハマっているもの」その２。

（＾ｗ＾；）

「野菜ジュースの

　グレープフルーツ・ジュース割り」ｗｗｗ

なんか思いつきで造ってみたらｗ

あら不思議ｗ

見ためは濁ってますけど、飲み口がワインにそっくり…（？）。

☆（＾ｗ＾）ｇ

しかもコレ呑み始めてから、ぐっと体調が良くなりました…♪♪

まぁ下手にバカ高い「不健康」ドリンクなんか買うより…

よっぽど、リーズナブルな贅沢（？）なので、是非一度、お試しください…♪

（たぶん「なんちゃってホットワイン」にしても、美味しいんじゃないかな…）

 
 
 

https://85358.diarynote.jp/201612060654591816/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=9


（12月20日）　和民の会社は本当に創価学会が関係している…

https://85358.diarynote.jp/201612210716193829/

【前項オチ】⇒ 『 毒を盛って毒を 清 された？ハナシ』…ｗ（＾
◇＾；）ｗ…☆

2016年12月20日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　

　

（ ※ 前項参照 ※ ）

https://calendar.google.com/calendar/event?
eid=cmFiM242MWdoOWFub2JmNDE2OGZlYW04OGMgb2RvcmlfcGFya0BzYXBwb3JvLXBhcmsub3IuanA&ctz=Asia/Tokyo
第36回さっぽろホワイトイルミネーション（大通公園会場）
日時 2016/11/18 (金) 〜 2016/12/25 (日) 

大通公園なう。(^_^;)

心が洗われます…(^。^;)

呪詛と悪口は、

朝の光の中でね☆

┐(’〜`#)┌

（…まぁイジメと葬科学怪獣は日本全国どこに転職しても居るけど、

https://85358.diarynote.jp/201612210716193829/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161221/85358_201612210716193829_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161221/85358_201612210716193829_3.jpg
https://calendar.google.com/calendar/event?eid=cmFiM242MWdoOWFub2JmNDE2OGZlYW04OGMgb2RvcmlfcGFya0BzYXBwb3JvLXBhcmsub3IuanA&ctz=Asia/Tokyo


　大通公園は札幌にしかないしな…☆彡）

https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs
前前前世 (movie ver.) RADWIMPS MV 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月20日22:04

せたな町の

有機ピザと

有機いもグラタンが

天国のように美味かったし

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

会場スタッフの兄ちゃんズが

地仙のように清々しかったので、

(*^_^*)

今なら罪３等ぐらい

恩赦減刑してやるｗ

(^。^;)

( ^ _ ^)∠☆PAN！

（キッチリ『報復外交』は

するけどな！★）(`ヘ´)★ 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2016年12月20日23:10

先ほど無事帰投。(^_^;)

最終バスに余裕で座れて

らくらく帰宅。

とりあえずおなかいっぱい♪

https://www.youtube.com/watch?v=PDSkFeMVNFs


ベルクカッツェ呪殺計画は明日以降にして、

まんが読んで寝ます☆

(^。^;)

https://www.youtube.com/watch?v=sokKczASq4c
【フル】RADWIMPS／スパークル（映画『君の名は。』主題歌）
cover by 宇野悠人 

…んで…（＾＾；）…★

「宣伝に」貼ろうと思って、今朝（２１日）検索したら…☆★

　↓

http://setanakankou.iinaa.net/ajiwau/s_watami.html
ワタミファーム瀬棚農場

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1253480057
和民の会社は本当に創価学会が関係している…

…ははははは…ｗ（＾◆＾；）ｗ…★

ガッカイの毒気を、

ガッカイで嫌されてしまったぜ…っ★
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sokKczASq4c
http://setanakankou.iinaa.net/ajiwau/s_watami.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1253480057


（12月21日）　…どぉりで、「どこにいってもイジメられてる」わけだよ…★

https://85358.diarynote.jp/201612210832255843/

【 すい臓がん⇒１２倍 】／【 人使いの荒さで有名 】。

2016年12月21日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

…ちょ〜ぜつ！好み〜ッ♪♪♪♪
　↓

https://www.youtube.com/watch?v=F405zJKK_vE&feature=youtu.be
キミの新しい音楽：母のテクノ編 

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【辺野古埋め立て訴訟 沖縄県の敗訴確定 最高裁】
沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設先とされる名護市辺野古沖の埋め立ての承認をめ

ぐり、国が沖縄県を訴えた裁判で、最高裁判所は、翁長知事が承認を取り消したのは

違法だとする判決を言い渡しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前
【NHKニュース速報 15:02】
辺野古沖埋め立て訴訟　沖縄県が敗訴

最高裁判決　普天間基地移設工事再開へ

…ちばりよ〜！　うちなーっ!!

https://www.youtube.com/watch?v=ebyJ74ifJ8s
琉球國祭り太鼓 (ドゥシンチャー チバリヨー) in 新宿エイサーまつり 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=1ypNqOv_-Mw
千葉ロッテマリーンズ #5伊志嶺翔大選手 応援歌 2011年〜 

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
救急車出動、６年連続で最多更新　全国で６００万件超に

http://news.livedoor.com/article/detail/12443407/ …
２０１５年の救急車出動過去最多。　

６年連続の更新。

https://t.co/sq5FXxHrCA

cmk2wl @cmk2wl · 12月20日 
「日本では戦後から現在にかけて、すい臓がんが12倍にもふくれあがっている。スト
ロンチウム90が電子を放出してイットリウム90になると、骨から肺、心臓、生殖器な
どに移動するのだが、すい臓に最も高い集中見られたのだ」スターングラス博士

cmk2wl @cmk2wl · 12月20日 
2016年12月17日　イギリス
死んだニシン、イワシ、サバなどの魚がコーンウォールのビーチで大量死。

https://twitter.com/cmk2wl/status/811003233162260481

cmk2wl @cmk2wl · 12月19日 
宮崎・川南町で殺処分開始＝約12万羽—鳥インフル
28万羽の処分終わる＝埋却は継続—北海道清水町
韓国・全羅北道、鳥インフル拡大…週末2日で15万羽を追加殺処分
原因を疑いもしないで、気が狂ってる。

固定されたツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 4月23日 
「何年も検査してきて、魚を基本としたのエサを食べている犬は水銀のレベルが。イ

ワシを食べている犬はストロンチウムが上昇する原因となっている。福島原発事故に

https://85358.diarynote.jp/201612210832255843/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161221/85358_201612210832255843_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161221/85358_201612210832255843_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161221/85358_201612210832255843_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=F405zJKK_vE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ebyJ74ifJ8s
https://www.youtube.com/watch?v=1ypNqOv_-Mw
http://news.livedoor.com/article/detail/12443407/
https://t.co/sq5FXxHrCA
https://twitter.com/cmk2wl/status/811003233162260481


よりストロンチウムは連続的に海に放出されていますが、一般に多くの人々に知らさ

れていないのです。」

獣医師 ピーター・ドビアーシュ

k2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年12月24日 
腹膜播種

腹膜に、種が播かれたようにがん細胞が散らばって転移した状態。大腸の壁のもっと

も内側の粘膜から発生したがんが大腸の壁に入り込んで、さらに壁を突き破る。

Googleトレンド検索　東京都
遅れて症状が出てきている。予後が悪い。

https://pbs.twimg.com/media/CXCQ5azUkAAedxK.png

mk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年7月2日 
ワクチンのアルミと水銀は反応を起こす事がわかっていて、脳での反応はかなり酷い

損傷を与えます。どちらも生涯に渡って脳に蓄積されるし、水銀は脳でイオン化水銀

に変わって、毒性が大変に強くなる。

これらはみんな神経科学的に立証済みです。 ラッセル・ブレイロック博士

…【鶏】の飼料って…【 魚粉 】…。

https://www.youtube.com/watch?v=EBvWyu6LZMU
【作業用BGM】 絶対にテンションが上がる神洋楽メドレーBEST30 
【MY TOP 30 POP】

（参照：http://85358.diarynote.jp/201612210716193829/ ）
【前項オチ】⇒ 『 毒を盛って毒を 清 された？ハナシ』…ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆
　　↓

http://shadowcameron.tumblr.com/post/46420852034/%E5%89%B5%E4%BE%A1%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E7%B3%BB%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88
★創価学会系企業リスト★

＞ブックオフ

＞人使いの荒さでも有名で労働争議あり　

…まぁ私の人生から、もはやブクオフは外せないしな…ｗｗｗｗ

…ｗ（＾■＾；）ｗ…★

（「損害補填」ということで…☆）

＞パソナ

＞社長の南部靖之はバリバリの創価学会員　

…どぉりで、「どこにいってもイジメられてる」わけだよ…★

（どう考えても、私はまったく悪くない…（＾＾；）…
「イジメル怪人集団」が、あっちにもこっちにもいる。だけだ…★）

…う〜ん…（＾＾；）☆

じゃまだでんきとか、けっこう使ってるんですけど…ｗｗｗ

（いかんこのＰＣ買ったのも、ガッカイ企業からか…ッ!!）

https://www.youtube.com/watch?v=6AxLp-mRIts
FLorentiner March 

んで、おまけ。

　↓

2016-12-20 (火) 121 ☆ 日記更新 
2016-12-19 (月) 108 ☆ 日記更新 
2016-12-18 (日) 129 ☆ 日記更新 
2016-12-17 (土) 132 ☆ 日記更新 
2016-12-16 (金) 143 ☆ 日記更新 

2016-12-15 (木) 191 ☆ 日記更新 
2016-12-14 (水) 214 ☆ 日記更新 
2016-12-13 (火) 186 ☆ 日記更新 
2016-12-12 (月) 176 ☆ 日記更新 
2016-12-11 (日) 154 ☆ 日記更新 

https://pbs.twimg.com/media/CXCQ5azUkAAedxK.png
https://www.youtube.com/watch?v=EBvWyu6LZMU
http://85358.diarynote.jp/201612210716193829/
http://shadowcameron.tumblr.com/post/46420852034/%E5%89%B5%E4%BE%A1%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E7%B3%BB%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88
https://www.youtube.com/watch?v=6AxLp-mRIts


2016-12-10 (土) 164 ☆ 日記更新 
2016-12-09 (金) 179 ☆ 日記更新 
2016-12-08 (木) 187 ☆ 日記更新 
2016-12-07 (水) 189 ☆ 日記更新 
2016-12-06 (火) 152 ☆ 日記更新 
2016-12-05 (月) 142 ☆ 日記更新 
2016-12-04 (日) 165 ☆ 日記更新 
2016-12-03 (土) 168 ☆ 日記更新 
2016-12-02 (金) 167 ☆ 日記更新 
2016-12-01 (木) 240 ☆ 日記更新 
2016-11-30 (水) 235 ☆ 日記更新 
2016-11-29 (火) 156 ☆ 日記更新 
2016-11-28 (月) 163 ☆ 日記更新 
2016-11-27 (日) 153 ☆ 日記更新 
2016-11-26 (土) 151 ☆ 日記更新 
2016-11-25 (金) 197 ☆ 日記更新 
2016-11-24 (木) 185 ☆ 日記更新 
2016-11-23 (水) 216 ☆ 日記更新 
2016-11-22 (火) 227 ☆ 日記更新 
2016-11-21 (月) 177 ☆ 日記更新 
2016-11-20 (日) 159 ☆ 日記更新 
2016-11-19 (土) 197 ☆ 日記更新 
2016-11-18 (金) 186 ☆ 日記更新 
2016-11-17 (木) 193 ☆ 日記更新 
2016-11-16 (水) 234 ☆ 日記更新 
2016-11-15 (火) 162 ☆ 日記更新 
2016-11-14 (月) 201 ☆ 日記更新 
2016-11-13 (日) 167 ☆ 日記更新 
2016-11-12 (土) 155 ☆ 日記更新 
2016-11-11 (金) 230 ☆ 日記更新 
2016-11-10 (木) 221 ☆ 日記更新 
2016-11-09 (水) 225 ☆ 日記更新 
2016-11-08 (火) 161 ☆ 日記更新 
2016-11-07 (月) 226 ☆ 日記更新 
2016-11-06 (日) 240 ☆ 日記更新 
2016-11-05 (土) 162 ☆ 日記更新 
2016-11-04 (金) 192 ☆ 日記更新 
2016-11-03 (木) 194 ☆ 日記更新 
2016-11-02 (水) 184 ☆ 日記更新 
2016-11-01 (火) 179 ☆ 日記更新 
2016-10-31 (月) 168 ☆ 日記更新 
2016-10-30 (日) 194 ☆ 日記更新 
2016-10-29 (土) 201 ☆ 日記更新 
2016-10-28 (金) 235 ☆ 日記更新 
2016-10-27 (木) 211 ☆ 日記更新 
2016-10-26 (水) 215 ☆ 日記更新 
2016-10-25 (火) 207 ☆ 日記更新 
2016-10-24 (月) 161 ☆ 日記更新 
2016-10-23 (日) 152 ☆ 日記更新 
2016-10-22 (土) 204 ☆ 日記更新 
2016-10-21 (金) 207 ☆ 日記更新 
2016-10-20 (木) 267 ☆ 日記更新 
2016-10-19 (水) 229 ☆ 日記更新 
2016-10-18 (火) 239 ☆ 日記更新 
2016-10-17 (月) 163 ☆ 日記更新 

2016-10-16 (日) 71 ☆ 日記更新 
2016-10-15 (土) 84 ☆ 日記更新 
2016-10-14 (金) 11 ☆ 日記更新 
2016-10-13 (木) 109 ☆ 日記更新 
2016-10-12 (水) 87 ☆ 日記更新 
2016-10-11 (火) 86 ☆ 日記更新 
2016-10-10 (月) 99 ☆ 日記更新 
2016-10-09 (日) 94 ☆ 日記更新 
2016-10-08 (土) 91 ☆ 日記更新 
2016-10-07 (金) 106 ☆ 日記更新 
2016-10-06 (木) 113 ☆ 日記更新 
2016-10-05 (水) 135 ☆ 日記更新 
2016-10-04 (火) 99 ☆ 日記更新 
2016-10-03 (月) 117 ☆ 日記更新 
2016-10-02 (日) 83 ☆ 日記更新 
2016-10-01 (土) 89 ☆ 日記更新

…なんなの…？？



ｗ（＾◆＾；）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=m20LnRnSNDM
エルガー作曲　 行進曲「威風堂々」第一番 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m20LnRnSNDM


（12月22日）　両耳に新しい毛が生えてきましたよ。(それまでは全部抜け落ちてた
のが)

https://85358.diarynote.jp/201612220846022922/

いつかはバレる【 再臨界 】／汚染水【海に捨てる】⇒【 海のチ
ェルノブイリ 】 福島 ／【 もんじゅ 廃炉 】正式決定／自衛隊
が行ってる南スーダンは【 戦場 】だよね…。

2016年12月22日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ぴよこ13 @manukahany · 12月20日  @jumpilikeyou @rop_pon

初めてまして。ウチの老犬もペットフードをやめて、

手作りの「キャベツと鶏ササミ煮」にしたら、

両耳に新しい毛が生えてきましたよ。(それまでは全部抜け落ちてたのが)

https://www.youtube.com/watch?v=PwYgMMBfxDA
Dead Or Alive - Turn Around and Count 2 Ten 

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【ノロウイルス 遺伝子の異変で感染リスク増大か】
大きな流行になっているノロウイルスは、遺伝子に複数の変化がおきて、ヒトへの感

染の危険性が高まっているおそれのあることが国立感染症研究所などの調査でわかり

ました。

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【ノロウイルス患者数 １３都県で警報レベルに】
激しいおう吐や下痢を引き起こすノロウイルスなどによる感染性胃腸炎の患者数が東

京や埼玉など１３の都県で警報レベルに達していて、国立感染症研究所は、食事前の

手洗いの徹底を呼びかけています。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 21時間21時間前 

https://85358.diarynote.jp/201612220846022922/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20161222/85358_201612220846022922_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PwYgMMBfxDA


ノロ猛威 宮城のカキ出荷休止 | 2016/12/21(水) - Yahoo!ニュース
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6224811 #Yahooニュース
⇒ノロがアレのことだと言ってるようかものだね。広島のカキを出荷停止にしないの

であれば。

https://t.co/Lb9BR6QW4a

cmk2wl @cmk2wl · 12月19日 
宮崎・川南町で殺処分開始＝約12万羽—鳥インフル
28万羽の処分終わる＝埋却は継続—北海道清水町
韓国・全羅北道、鳥インフル拡大…週末2日で15万羽を追加殺処分

原因を疑いもしないで、気が狂ってる。

https://www.youtube.com/watch?v=yRYFKcMa_Ek
Daryl Hall & John Oates - Maneater 

cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました
実際、この報道は科学者がたまたま見つけたから。

世界中で鯨類が漂着しているし、漂流中のものも、海の底にも大量の死骸があるはず

。

https://twitter.com/cmk2wl/status/688383988210073600

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
桁がいくつも違う「海のチェルノブイリ」が福島原発事故。

彼らは先に死んでいくだけ。

皆は世界を投げ出してる？自分が存在するから世界があるのに。

https://twitter.com/cmk2wl/status/811576663796350976

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
アイルランド、カリフォルニア州デイリーシティ、カリフォルニア州コヨーテヒル

ズリージョナルパーク、オーストラリア。

私が Twしているのはほんの一部。
https://twitter.com/cmk2wl/status/811571099305582593

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6224811
https://t.co/Lb9BR6QW4a
https://www.youtube.com/watch?v=yRYFKcMa_Ek
https://twitter.com/cmk2wl/status/688383988210073600
https://twitter.com/cmk2wl/status/811576663796350976
https://twitter.com/cmk2wl/status/811571099305582593


cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
ほかにもたくさん。

アラブ首長国連邦、カリフォルニア、ハワイ、イギリス。

人の目にふれて報道されているだけで、実態はこの何百倍、何千倍かも。

https://twitter.com/cmk2wl/status/811565599289528320

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
2016年12月18日 フィリピン　
サマル島に 38フィート（約12m）のマッコウクジラの死骸。
https://twitter.com/cmk2wl/status/811563174751145984

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
2016年12月4日　インド　
オリッサ州のビーチに 42フィート（約13m）のクジラの死骸が漂着。
https://pbs.twimg.com/media/C0M-gEEUoAAifNX.jpg

cmk2wlさんがリツイート 
岡口基一 @okaguchik · 12月19日 

汚染水は，結局，海に捨てることに(^_^)

捨てる時期をいつにするかの議論をしてるね

大事な国土を汚染しまくり・愛国心なさすぎ世代

https://t.co/3u5UntNJP5

https://www.youtube.com/watch?v=dRHetRTOD1Q
Pet Shop Boys - It’s A Sin 

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 12月20日 
東京の水道水がヤバイのでしょう。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
チューリップ 2015@tulips · 12月20日 
チューリップさんがJUMPILIKEYOUをリツイートしました
２０１１年暮れから１か月間に実家と隣２軒の犬が死亡。

https://twitter.com/cmk2wl/status/811565599289528320
https://twitter.com/cmk2wl/status/811563174751145984
https://pbs.twimg.com/media/C0M-gEEUoAAifNX.jpg
https://t.co/3u5UntNJP5
https://www.youtube.com/watch?v=dRHetRTOD1Q


下血と心筋梗塞。

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/811164208289103872

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 12月20日 
そういう性質のものなんだ、という認識がないと、死ぬ。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 12月20日 
ちゃんと観察していれば、起きていることが腑に落ちる。

現代医学や現代科学がなんと言おうと、目の前で起きてることが事実。

まわりくどい言い回しや、言葉遊びにいつまでも振り回されてる時間なんか無いよ。

桑ちゃん @namiekuwabara · 12月19日 
空間線量率γ線測定で安心してしまう「放射脳軍団」

ストロンチウム90はβ線しか出さずγ線測定器（モニタリングポスト）計測されない。

Ｓｒ90（半減期28.74年）
↓（β-：0.546ＭｅＶ）
Ｙ90（半減期64時間）
↓（β-：2.28ＭｅＶ）←怖いよ！
Ｚｒ90
と壊変する

cmk2wl @cmk2wl · 12月18日 
「ストロンチウム90。この物質が何よりも恐ろしいのは、ほかの放射性物質よりも格
段に毒性が強いこと。セシウム137やヨウ素と比べて放射能が及ぶ範囲は狭いですが、
エネルギー量がケタ違いに多く、危険性はセシウムの300倍ともいわれています。」小
川進博士

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 12月18日 
東北・関東で人口が急減している件

・東北・関東で人口減少が不自然に加速　放射能の影響だろう。

・宮城がダントツなのは避難生活の影響もあるのか。

・２位の福島は今後の推移に要注意。

・埼玉、千葉、神奈川の危険性が今回明らかになった。

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/138376d9bf97638ba98ff73b725a9042 …

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/811164208289103872
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/138376d9bf97638ba98ff73b725a9042


https://pbs.twimg.com/media/Cz9TfzjUsAQFrql.jpg

フクシマから国の偽装を暴く @Anti_Jigokudama · 12月18日 
【フクシマ疑獄事件＝原発推進の為の目晦まし】１

空間線量を先ず計らせなかった。(海外支援ガイガー４万器隠匿)
４割性能落ちモニタリングポスト

２階屋上での降下物調査

ザルの目の濾紙でダストサンプラー

４割性能落ちガラスバッジ

法廷罰則規定「放射性同位元素」＝黒い物質を認識しない

戸谷真理子 @irukatodouro · 12月17日 
｢小児甲状腺の等価線量10mSvに相当する大気中ヨウ素－131濃度（24時間
吸入）610Bq/m3｣なのに、11年3月15日だけで、1万〜10万Bq/m3(黄色)の気団が東京
神奈川も通過したんだよ。更に高濃度の321〜322も追加したら、小児甲状腺等価線量
はどれ程か 
https://twitter.com/irukatodouro/status/810066660992356352

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ひるまま @hirumama49 · 12月17日 
ひるままさんがikuをリツイートしました
これほんま。スーパー内の匂いが酷くてめったに行かなくなった。あの空気を吸い続

けるだけでも病気になると思う。

https://twitter.com/bondouce/status/805623199429865472

惻隠之心 @jikoukitai · 12月16日 
【注意喚起】　隠してもいつかはバレる 何が起こっているの？ 福島の線量の異常値 東
京でも線量が上昇　福島第一原発が再臨界の可能性 http://www.rui.jp/ruinet.html?
i=200&c=400&m=303091&g=131207 … ……
https://pbs.twimg.com/media/CPwwgnrVAAECJGi.jpg

大森真 @yard_1957 · 12月15日 
（発災直後にあれだけの個人線量計を手配し社員に携帯させたことは、前職の会社の

英断だったと思う．これにより社内の混乱は驚くほど速やかに収拾した）

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
そめ@YOIが熱い @some_shio · 12月14日 

https://pbs.twimg.com/media/Cz9TfzjUsAQFrql.jpg
https://twitter.com/irukatodouro/status/810066660992356352
https://twitter.com/bondouce/status/805623199429865472
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=303091&g=131207
https://pbs.twimg.com/media/CPwwgnrVAAECJGi.jpg


35歳の兄が突然料理を作るようになり、その写真をクラウドにあげてくるようにな
った。へぇー、と思っていたが、母が尋ねると「友人の嫁が亡くなった。子供は5歳。
父子家庭になった。もし僕が同じことになったら、●●(甥の名前)を育てていけない」
と危機感に駆られたらしい。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
CC @_cc_bangkok · 12月12日 
もう、こうやって大手が販売するものにまでセシウムが。そのうち137は体に害がない
とかの見解が出そうで怖いJapan。
ミツカン　味ぽん http://beguredenega.com/archives/11834 @metabokenopapaさんか
ら

https://t.co/VTSK8wxIkz

ひろみ @hiromi19610226 · 12月11日 
子どもって 興味があれば 地面に腹ばいになったり、溝に手を突っ込んだりするよね
空間線量だけを言うなよ

https://www.youtube.com/watch?v=0ZKNzs35GP8
Dead Or Alive - Something in My House 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
せっかく政府が

「福井県：もんじゅは廃炉にする」と決定したのに、福井県の知事は『なんで廃炉に

するんだ。ふざけんな！』と怒ってる。アタマが「お金」に毒されて、おかしくなっ

てる。この22年間で、たったの250日しか稼働できず、巨額の維持費を食いつぶしてる
。福島の事は他人事の知事だなぁ

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【政府 もんじゅ廃炉方針を正式決定】
政府は原子力関係閣僚会議を開き、安全管理上の問題が相次いだ高速増殖炉もんじゅ

について、時間的、経済的コストが増大しているとして、原子炉として運転を再開

せず、およそ30年かけて廃炉にする方針を正式に決めました。

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 19時間19時間前 
Dozens injured in blast at Mexican market.

http://beguredenega.com/archives/11834
https://t.co/VTSK8wxIkz
https://www.youtube.com/watch?v=0ZKNzs35GP8


http://edition.cnn.com
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/811433976027975680

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Matsue Huruta @HurutaMatsue · 12月20日 
Matsue Hurutaさんが原発ニュース（Bot）をリツイートしました
美浜原発3号機、１月１０日に起動。
１６日頃に出力100％
2月上旬に営業運転
こ、怖い((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
https://twitter.com/Genpatsu_News_J/status/811242281642565632

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 12月20日 
tomoko isobe（脱被曝に一票）さんがNemesisネメシスをリツイートしました
もしかして、もしかして、これがメインのひとつだったり？

https://twitter.com/zodiac0088/status/811061485753352192

https://www.youtube.com/watch?v=b2-pIW_Mz0s
Alphaville Discoteka 80 Moscow 2013 Forever Young Big In Japan 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
岩上安身 @iwakamiyasumi · 12月18日 
岩上安身さんがkazukazu88をリツイートしました
北方領土を、鼻先にぶら下げられて。待てっ、お預けっ！て言われたのに、飛びつ

いて、3千億円出して、国内ではさも成果があったかのように吹聴して。
https://twitter.com/kazukazu881/status/809744847686881280

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 12月18日 
トヨタの社内はプリウス暴走問題をどう決着する方向で動いているんだろう。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 12月17日 
トヨタ、レクサス3万台をリコール　意図せず発進の恐れ：日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16HBY_W6A211C1CR8000/ …
福岡のプリウスタクシー３人殺人も、このプログラムミスではないのか？

http://edition.cnn.com/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/811433976027975680
https://twitter.com/Genpatsu_News_J/status/811242281642565632
https://twitter.com/zodiac0088/status/811061485753352192
https://www.youtube.com/watch?v=b2-pIW_Mz0s
https://twitter.com/kazukazu881/status/809744847686881280
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16HBY_W6A211C1CR8000/


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
AMATO OFFICIAL @AMATORECORDZ · 12月17日 
オスプレイてローターだかピンクローターだかに、ストロンチウム90使ってるん
でしょ？

RT @CAGATAY_SGNM: 失礼しました！部品が放射能部品を使ってるって事ですか？
https://twitter.com/AMATORECORDZ/status/810063362847490048

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
renrenpapa @rentapapa808 · 12月17日 
2011年…あの時…
https://pbs.twimg.com/media/Cz46HIDUAAAqlbK.jpg

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 12月17日 
日立に税金を１兆円献上するお話

　↓

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
hatimitu_boy @uneamaryllis · 12月14日 
頭大丈夫か？

英原発に１兆円支援　政府、日立受注案件に　　：日本経済新聞

https://twitter.com/uneamaryllis/status/809116593011593216

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
セナ（思うは招く〜どーせ無理を無くそう） @senna1994may1 · 12月9日 
国が東電を潰させないのは、１銀行が東電に融資したお金を回収できなくなる為。２

多くの東電の大口株主を損させてしまう為。③未だに原子力ムラのお世話になってる

政治家連中が困るから。明らかに国民ではなくステークホルダーの方を向いて政治を

行う安倍政権。@hanayuu @xciroxjp

https://www.youtube.com/watch?v=VFcQ3gI4IDo
Susumu Hirasawa-Parade パレード 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
宇宙人ぶー @Bu_uuu · 12月16日 
米国債保有高、日本首位＝中国抜く－ http://www.jiji.com/jc/article?

https://twitter.com/AMATORECORDZ/status/810063362847490048
https://pbs.twimg.com/media/Cz46HIDUAAAqlbK.jpg
https://twitter.com/uneamaryllis/status/809116593011593216
https://www.youtube.com/watch?v=VFcQ3gI4IDo
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121600099&g=int


k=2016121600099&g=int … 悲しいニュース……
https://t.co/iw456QOXK0

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
kaz hagiwara（萩原 一彦） @reservologic · 12月13日 
沖縄タイムス　オスプレイ墜落

TBS　墜落
中日新聞　不時着、重大事故

スポニチ　不時着、重大事故

日テレ　不時着

毎日　不時着

日経　不時着

産経　不時着

NHK　不時着
時事　不時着

東洋経済　不時着

西日本新聞　不時着

ニコニコニュース　不時着

朝日　不時着水

読売　着水

https://www.youtube.com/watch?v=hpIBYO88n38
Summer In Berlin - Alphaville 

T.HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
さっき、テレ朝でやってるけど

自衛隊が行ってる南スーダンは戦場だよね。だれが見たってね。だって殺害された人

とか、道路に横たわってる動画とか、いっぱいあるよ。（この動画の最後の方）で、

国際社会からしてみたら「第二次世界大戦以来、初めて、日本軍は、そこに行くの？

」という表現になる

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/811565333995626496

　↑

あれ？　ＷＡＣもいる…？？（＠＠；）？？

https://t.co/iw456QOXK0
https://www.youtube.com/watch?v=hpIBYO88n38
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/811565333995626496
https://www.youtube.com/watch?v=La4Dcd1aUcE


https://www.youtube.com/watch?v=La4Dcd1aUcE
Nena - 99 Luftballons 
　↑

（ちなみに「清クンの声」モデル♪）

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
小室健一 @komuronext · 12月19日 
ASKAが自分の尿をお茶にすり替えたところ、そこで覚醒剤陽性反応が出たとすれば、
警察がそのお茶に覚醒剤を入れた可能性がある。お茶だから本人証明ができず、改め

て本人から尿を取ると陽性反応が出なかったのでは。嘘かと思うかもしれないが、十

二分にあり得る話。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
hiino @iinoh · 12月18日 
@_yanocchi0519 
昔エンパイアステート ビルにB25爆撃機が突っ込んだ時でも写真の通り何とも無いの
に遥かに強靭なWTCビルに旅客機に2〜3機突っ込んだ位ではビクともしないのは素人
でも解ると思うけどなぁ……
https://pbs.twimg.com/media/Cz9ikKqUcAAmeVg.jpg

今後の行方 @way_of_tomorrow · 12月18日 
今後の行方さんがやのっちをリツイートしました

飛行機の燃料で燃えたのではなく

核爆弾を使用した。

証拠は、

事件時の被害者や救助隊員25000人がガンになっている。
証拠隠しも悪辣で

9/11メモリアルを作り、
鉛入りセメントで

放射線を閉じ込めて線量計で測れなくしている。

来年はこの件で

ブッシュが逮捕収監される！ 
https://twitter.com/_yanocchi0519/status/810466348006416384

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
村山正 @youarescrewed · 2011年9月8日 
「10分後に２つ目のビル爆破があって・・・」報道管制がしかれていなかった911直後

https://pbs.twimg.com/media/Cz9ikKqUcAAmeVg.jpg
https://twitter.com/_yanocchi0519/status/810466348006416384


のフジテレビの報道 http://bit.ly/ao9Zvb

https://www.youtube.com/watch?v=Co-caRv83ak
【チャイム】授業が始まったらもっとテンションがあがった fromニコ動 

ｗｗｗ座布団１０枚ｗｗｗ

　　　　　↓

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
マッキ世も末（アベと麻生は学歴もペテン） @akhila7 · 12月16日 
永田町で新しい「気体」発見の大ニュース！

専門家によりますと、安倍首相の口から今まで人類に知られていなかった気体が出て

いるということです。酸素でもなく、窒素でもなく、全く新しい気体で、「ウ素」と

名付けられ、近々学会に発表される予定です。

https://twitter.com/akhila7/status/809606853344669696

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
KAMEI Nobutaka @jinrui_nikki · 12月15日 
近未来の言い換え語録を予測します。

徴兵制→給付型奨学金

軍事教練→インターンシップ

軍事研究→大学の社会貢献

原発→クリーンエネルギー

学徒動員→フィールドワーク

強制無償労働→ボランティア

子ども産んで家事やれ→ワークライフバランス

非正規雇用・失業→みんな違ってみんないい

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
KAMEI Nobutaka @jinrui_nikki · 12月15日 
語彙がまたひとつ増えましたね。どんどん集めましょう。

戦争→事変

戦闘行為→衝突

武器輸出→防衛装備移転

公約違反→新しい判断

産めよ増やせよ→結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援

http://bit.ly/ao9Zvb
https://www.youtube.com/watch?v=Co-caRv83ak
https://twitter.com/akhila7/status/809606853344669696


年金カット→持続可能性

賭博→リゾート

差別→区別

事故→事象

墜落大破→不時着 ←イマココ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
イケザえもん大障害 @ikezaemon01 · 12月12日 
政府「年金を払ってね」

若者「金がないから無理」

政府「結婚して子供を育ててね」

若者「金がないから無理」

政府「金曜日は午後３時に仕事を終えてお金を使ってね」

若者「だから金がねえって言ってんだろ！」

#プレミアムフライデー

https://www.youtube.com/watch?v=t1TcDHrkQYg
Alphaville - Forever Young ~Official Video 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
死ヶ崎 @haieki · 12月17日 
「戦前は狂気に突き進んだ時代」みたいなの、嘘だったな。今も圧倒的に「正気」

で「正常」で「普通」で「まとも」な日本人たちが戦争に突き進んで、反戦を唱える

者は「サヨクｗｗｗｗ」とか言われているのだから。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 12月17日 
東京のあれだけの放射能汚染（当初Csだけで合算平均約800Bq/kgの汚染）に関して、
ことごとく研究者やメディアが触れないのは、命に関わることだからだよね。命に関

わらないことなら、気軽に発表し、報道してる。

何が起きても、最後までシラを切るつもり。

https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw
Berserk mmv : "Kajiwotore" Susumu Hirasawa 

https://www.youtube.com/watch?v=t1TcDHrkQYg
https://www.youtube.com/watch?v=-pk3IBlxBaw


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
清水 潔 @NOSUKE0607 · 12月17日 
清水 潔さんが青木　俊をリツイートしました
「当店のガスコンロが爆発しました。事故補償のために今後は酒代に乗せてお客様に

請求します。ちなみにご来店頂かなくてもご請求しますのでご安心下さい」と、最近

行かなくなった飲み屋から突然に請求書が来た感じか。低コストな原発が聞いて呆

れる。

https://twitter.com/AokiTonko/status/809911247818788864

https://www.youtube.com/watch?v=8Ak-59_EpLw
進撃の巨人自由の翼歌詞付き 

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 12月20日 

軍隊と原発のない自由な土地で暮らしたい

https://www.youtube.com/watch?v=oUjpjZnA4Pw
Alphaville - Return To Paradise 

…　NEVER END !!　…

https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA
Alphaville - Afternoons In Utopia (Full Album + B Sides From Vinyls)
 
 
 

https://twitter.com/AokiTonko/status/809911247818788864
https://www.youtube.com/watch?v=8Ak-59_EpLw
https://www.youtube.com/watch?v=oUjpjZnA4Pw
https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA


（２０１７年０１月０８日）　髪毛が５分の１抜け、胸が痛いと、

https://85358.diarynote.jp/201701080724539321/

【 北茨城 ０．１０４ μ 】／太平洋岸の広い範囲は東電福島原発
の風下です／『走行中は、絶対に窓を開けるな！』／群馬県を中

心に積雪の恐れがあります。

2017年1月8日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。

cmk2wl @cmk2wl · 56 分56 分前 
PM2.5 
千葉県の広域で値が高くなっています。

http://soramame.taiki.go.jp/DataHyou.php?Time=2017010806&BlockID=03 …

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前 
8日　太平洋岸の広い範囲は東電福島原発の風下です。
風は速度が早く、朝の 9:00頃には紀伊半島に到達する予報。
https://pbs.twimg.com/media/C1mfuaqUsAAGUrH.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 
8日6:30分　
福島第一ライブカメラ（４号機側）

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html …
もやもやしています。

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 

https://85358.diarynote.jp/201701080724539321/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170108/85358_201701080724539321_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170108/85358_201701080724539321_2.jpg
http://soramame.taiki.go.jp/DataHyou.php?Time=2017010806&BlockID=03
https://pbs.twimg.com/media/C1mfuaqUsAAGUrH.jpg
http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/camera/index-j.html


【関東の天気 2017年1月8日】
今日は雲が広がり天気は下り坂。南部から段々と雨が降り出して、沿岸では風が強ま

ります。お出かけの際は雨具の用意を忘れずに。群馬県を中心に雪やミゾレが降って

、積雪の恐れがあります。

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【中央線(快速)[東京—高尾] 運転再開 2017年1月7日 21:23】
八王子—西八王子駅間で発生した人身事故の影響で、八王子—高尾駅間の運転を見合

わせていましたが、21:15頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。
　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【中央本線[高尾—大月] 運転再開 2017年1月7日 21:23】
八王子—西八王子駅間で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、

21:15頃、運転を再開しました。なお、列車に遅れが出ています。

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【停電情報 2017年1月7日 16:32】
東京電力停電情報によりますと、東京都 江東区の約500軒で停電が発生しているという
ことです。

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
1月7日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/C1hddeqUQAITk-Q.jpg

すぱひた @s_hitachi_651 · 24分24分前 
車掌は何しているのかな。220m行きすぎって…進入時ホーム監視してないの？明らか
にオーバーランしないと車掌弁を扱わない？

ＪＲ常磐線：睡魔で電車オーバーラン…北松戸駅 - 毎日新聞 
https://t.co/wAIxpJdH8H

千葉県松戸市ニュース @MatsudoCityNews · 1時間1時間前 
睡魔で電車オーバーラン…北松戸駅: ７日午前９時半ごろ、千葉県松戸市上本郷のＪＲ

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/
https://pbs.twimg.com/media/C1hddeqUQAITk-Q.jpg
https://t.co/wAIxpJdH8H


常磐線北松戸駅で、我孫子発代々木上原行き普通電車（１０両編成）が停止位置を約

２２０メートル過ぎ、車掌が ... https://goo.gl/RtE3Ne

インフル伍長 @Korporal_Orion · 7時間7時間前 
運転手｢場内進こ( ˘ω˘ ) ｽﾔｧ…｣
車掌｢ちょちょちょちょ！！！｣

ＪＲ常磐線：睡魔で電車オーバーラン…北松戸駅 http://bit.ly/2jeAZ20

地震マップさんがリツイート 
気象庁震源リストのまとめ @eq_sum · 11時間11時間前 
12月31日-1月6日の地震活動(気象庁発表)
茨城県北部 3286回
福島県沖 1023回
熊本県熊本地方 651回
鳥取県中部 371回
宮城県沖 248回
茨城県沖 155回
以下省略　計9149回
http://j.mp/1oo8wnC

とれいんふぉ 首都圏エリア @NEXTRAINFO · 13時間13時間前 
Trainfo NEWS α 
7日の9:30頃に常磐線各駅停車の上り電車が北松戸駅を約220m通り過ぎるトラブル
発生。異変に気付いた車掌が非常ブレーキをかけて停車させたとのこと。運転してい

た29歳の運転士は「強い眠気におそわれてしまった」と話しているとのこと。

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 
【常磐線[上野—水戸] 運転再開 2017年1月7日 14:15】
ひたち野うしく駅で発生した人身事故の影響で、取手—水戸駅間の運転を見合わせて

いましたが、14:08頃、運転を再開しました。なお、一部列車に遅れが出ています。

リバティはがれん @revaty2017 · 22時間22時間前 
またまたバイト先の先輩から一報

先程、北松戸を通過した常磐線各駅停車は、北松戸に引き返しました。

通過したら引き返すの⁉�∑(ﾟДﾟ)
　↑

ば〜そん @kkkhiroaikkk · 22時間22時間前 

https://goo.gl/RtE3Ne
http://bit.ly/2jeAZ20
http://j.mp/1oo8wnC


常磐線緩行線が北松戸駅通過したからん？ってなったけど逆走してきたからも

っと？？？ってなってその電車に乗ってる

一般に公正妥当なびい @kb7564 · 1月5日 
先から電車止まってるけど5分おきに車掌が電車の外には絶対に出るなってアナウンス
してて常磐線の民度がうかがい知れるな…

ＡＯまん【あおまん】 @yuri_923ne · 2016年12月24日 
JR常磐線代行バス、添乗員付きの2名体制。
帰宅困難地域を走行する為、バスの車内には放射線測定モニターが設置される物々し

さ((((；ﾟДﾟ)))))))
『走行中は、絶対に窓を開けるな！』との警告のアナウンスに、これからヤバい地帯

を通過することを実感する(＞_＜)

☆地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M2.5】岩手県北東沖 深さ26.7km 2017/01/08 06:21:38

★地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.6】福島県東方沖 深さ23.5km 2017/01/08 02:07:33

◇地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M2.7】岩手県南部 深さ85.7km 2017/01/08 01:35:27

☆地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.2】青森県東方沖 深さ2.9km 2017/01/07 23:39:26

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M4.3】日本海東部 深さ283.0km 2017/01/07 22:34:51

★地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.9】福島県東方沖 深さ22.2km 2017/01/07 21:14:58

★地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.2】福島県東方沖 深さ22.3km 2017/01/07 20:28:01



★地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M2.5】福島県東方沖 深さ18.7km 2017/01/07 16:58:18

★地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.8】福島県東方沖 深さ21.9km 2017/01/07 09:15:48

電源車@ツイ減@低浮上 @uni0305 · 3時間3時間前 
車掌「常磐線のお客様〜」

乗客＼ｲｪｰｲ／ 
車掌「取手までのお客様〜」

乗客＼ｲｪｰｲ／

車掌「柏までのお客様〜」

乗客＼ｲｪｰｲ／

車掌「上野までのお客様〜」

乗客＼ｲｪｰｲ／

車掌「それでは聞いて下さい。この電車は上野行き始発電車です」

るりるりん( �ة � )相互フォロー @ruriru_advanced · 1月6日 
車掌「常磐線のお客さーん！盛り上がってるかーい！」

乗客＼いえーい／ 
車掌「柏までのお客様ー！」

乗客＼いえーい／

車掌「北千住までのお客様ー！」

乗客＼いえーい／

車掌「上野までのお客様ー！」

乗客＼うおおぉ！／

車掌「それじゃ聴いてくれ、この電車は上り我孫子行き最終です」

ミルキィ財務ズ @ogaki · 2016年12月12日 
最高に許せないのが朝遅延してる時に常磐線の車掌は「東京メトロ千代田線内混雑の

ため…」とか言っててメトロの車掌は「常磐線のお客様混雑のため…」とか言って責
任を2社でなすりつけ合う所。
そして最後は全部小田急のせいにする。



…アタマ沸いてますか常磐線…ｗ（－－；）ｗ★

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
neko-aii @neko_aii · 1月6日 
2012年8月21日
千葉

友人の息子の髪毛が５分の１抜け、胸が痛いと

どうも被曝じゃないかと

学校給食を止めさせ食材も西に切替

ペクチン剤を教え飲ませたら、二週間で髪が生えてきた

あきらかに給食だったよ

写真も記録も取ってある

https://t.co/3c9Owz4ImQ

 
 

https://t.co/3c9Owz4ImQ


（１月11日）　「イイトシしたはずのオトナの幼稚化」（職場の馬鹿馬鹿しいほど厨
２病なイヂメとか★）。

https://85358.diarynote.jp/201701110936214074/

【 飯舘村 １ ．０ ０ μ㏜/h 】／【必死になって隠そうとする。】
／【政府が日立にカネあげる】／【年金 支給開始 ７５才】⇒払
うだけ払って一銭も受け取らず死ぬ／なぜだ？と考える必要あり

。

2017年1月11日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (5)

 

@TOHRU_HIRANOさんのツイートは非公開です。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 1月10日 
これからが地獄の本番でしょうね。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Dj-funchan @murataofumisan · 1月9日 
Nスペ「原発から5年、それでも生きようとした」
震災後5年が経って自殺率が増えている。SMRの上昇。この原因は除染など無意味なこ

https://85358.diarynote.jp/201701110936214074/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201701110936214074/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170111/85358_201701110936214074_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170111/85358_201701110936214074_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170111/85358_201701110936214074_3.jpg


とをし、戻れる希望を与えてしまった政府の放漫な殺人だ。あの時、福島は二度と戻

れないと宣言していたらこの自殺は無かった。結局は殺人教唆をしたんだ。

https://www.youtube.com/watch?v=A_MjCqQoLLA
The Beatles - Hey Jude 

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 16時間16時間前 
英原発に1兆円支援　政府、日立受注案件に：日本経済新聞
　↑

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ittaru @soundandfury68 · 17時間17時間前 
ittaruさんがUCDをリツイートしました
え、政府が日立にカネあげるようなもんじゃん。

https://twitter.com/ILLMATIC_UCD/status/818500498768543744
https://t.co/Q2bL2dbkRi

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
東電が燃料プールに核燃料があると主張したいその理由は、使用済み核燃料の中には

大量の核分裂生成物と親物質あるから。使用前や使用中の燃料より生物への毒性がは

るかに高い。

炉のメルトダウンよりある意味で深刻なのが燃料プールのジルコニウム火災や即発臨

界核爆発。

必死になって隠そうとする。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
核心を突くツイ&RT心がけます @kenshimada · 1月10日 
現役キャリア官僚が告発

「結論から言えば、いずれ汚染水は薄めて海に流すしかなくなるでしょう。これは福

島第一原発事故の発生当時から、原子力関係者の間で共有されてきたいわば「前提」

であり、いまはそのための時間稼ぎをしているにすぎません」

https://t.co/ClArRSyBbJ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ＮＨＫ国際部 @nhk_kokusai · 1月10日 
ニューヨーク市の近郊にあり、安全性の問題が指摘されていた原子力発電所が、２０

https://www.youtube.com/watch?v=A_MjCqQoLLA
https://twitter.com/ILLMATIC_UCD/status/818500498768543744
https://t.co/Q2bL2dbkRi
https://t.co/ClArRSyBbJ


２１年までに運転を停止して、廃炉になること決まる。原発数が世界最多のアメリカ

では、採算性の悪化などを理由に原発撤退の動き相次ぐ

。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170110/k10010833901000.html?utm_int=news-
international_contents_list-items_001 …

Kugayama_397 @KimiGasa · 1月9日 
ガラスバッジ(個人線量計)のメーカー千代田テクノが実際の被曝量よりも3〜4割低い値
になると認めた記事。

スクープ「個人線量計が最大4割低く表示」福島県内の子供が危ない！
https://dot.asahi.com/wa/2015012700082.html … dot_asahi_pubより

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 1月9日 
＜洗車汚泥＞風評被害恐れ公表されず | 河北新報オンラインニュース / ONLINE NEWS
http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201611/20161106_63028.html …

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
FRCSRJP @FRCSRJP · 1月9日 
こんな近くに人を戻して、戻れば生産、出荷も始まるのでしょうね。

https://pbs.twimg.com/media/C1t1wkXUcAAi-JN.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 1月9日 
人の住んでいる家や畑に取り除けないゴミをぶちまけた犯人がでかいツラでのうのう

としているんだから。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 1月9日 
今日のNスペの録画見てる | シリーズ東日本大震災それでも、生きようとした〜原発事
故から５年・福島からの報告　http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?
aid=20170109 …
何年も経ってから増えだした自殺。その要因の一つは「曖昧な喪失」だそうだ。曖昧

さの原因の一つは事故責任追及の甘さだろう。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
バカボンのパパなのだ！ @HGe2 · 1月9日 
バカボンのパパなのだ！さんが小川一をリツイートしました

原発事故なのだ！震災じゃ自殺しないのだ！ まぜるな危険なのだ！

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170110/k10010833901000.html?utm_int=news-international_contents_list-items_001
https://dot.asahi.com/wa/2015012700082.html
http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201611/20161106_63028.html
https://pbs.twimg.com/media/C1t1wkXUcAAi-JN.jpg
http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20170109
https://twitter.com/pinpinkiri/status/818446067918192641


https://twitter.com/pinpinkiri/status/818446067918192641

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 1月8日 
東京新聞:川内６２０ガル、大飯８５６ガルなのにトルコ４００ガル　輸出原発　揺れ
小さめ想定:社会(TOKYO Web)
https://t.co/HouxLL08MW

飯舘村農民見習い伊藤延由 @nobuitou8869 · 1月8日 
今日（８日）飯舘村小宮野手神のＭＰ（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ）1.00μ㏜/h。
事故前の20倍の空間線量率です。今年三月末に事故前の線量率に下がらない。でも、
避難解除されます、帰りたくない人は帰らなければ良いと言いますが今まで村で得ら

れた自然の恵みは戻らない、帰らない人も含めて。 
https://pbs.twimg.com/media/C1opKJaVEAAXqk4.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
インドア派キャンパー @I_hate_camp · 1月6日 
年金支給開始が75才からになると、男の４人に一人、女の７人に一人、は払うだけ払
って一銭も受け取らず死ぬ事になる。

https://pbs.twimg.com/media/C1edNIlVIAMftFP.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
zerohedge @zerohedge · 2016年12月25日 
Japan population
https://pbs.twimg.com/media/C0i9VnUVQAAAYax.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
みえないばくだん @hopi_domingo · 2013年11月13日 
改めて、恐ろしい…一億総被曝…これが、政府の基本方針@hiromi19610226
@koharanana 山下俊一
『ぜひ逃げ出す事のないように。事故による被曝は地震国で原発立国を進めてきた日

本の宿命です。』

（朝日新聞）

https://pbs.twimg.com/media/BY6yjEiCIAAqIoI.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=6zTc2hD2npA
Pirates of the Caribbean (Auckland Symphony Orchestra) 1080p 

https://t.co/HouxLL08MW
https://pbs.twimg.com/media/C1opKJaVEAAXqk4.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C1edNIlVIAMftFP.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C0i9VnUVQAAAYax.jpg
https://pbs.twimg.com/media/BY6yjEiCIAAqIoI.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6zTc2hD2npA


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
核心を突くツイ&RT心がけます @kenshimada · 10時間10時間前 
日本は6組に1組が不妊カップル。不妊治療を行う病院数、治療件数も世界トップ。
まぁ、農薬や添加物使用が世界トップクラス、しかもブラック労働大国。そして３１

１後は放射能汚染。この社会に生まれたいと思う子供がいるのだろうか？

https://t.co/r8YOcUmCgU

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
放射能漫画描く人(放射能呪子) @houshanoumanga · 1月9日 
放射能漫画描く人(放射能呪子)さんがClara Brahmsをリツイートしました
震災前から、「ちょっとヤバ目のものを扱う理系研究者の子は、たいてい女児しかう

まれない」ってよく聞きましたよね。

https://twitter.com/ClaraBrahms/status/818113757696049152

https://www.youtube.com/watch?v=J4jdUhxOz0M
James Bond Medley - BBC Proms 2011 Last Night Celebrations in Scotland 

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 16時間16時間前 
J1新潟 白血病のDFと契約凍結 | 2017/1/10(火) - Yahoo!ニュース
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6226778 #Yahooニュース

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
梅毒患者数、４０年前と同水準…５年で５倍に増加
２０１１年以降、再び増加。感染研は「増加のはっきりした要因は分からない」とし

ている。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
井上敬志 @tksinue_tmngy · 1月10日 
ラーメン食べてていきなり鼻血ふきだすやーつ。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 1月10日 
ぼくも心臓が痛い。年明け頃からかな。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 1月9日 

https://t.co/r8YOcUmCgU
https://twitter.com/ClaraBrahms/status/818113757696049152
https://www.youtube.com/watch?v=J4jdUhxOz0M
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6226778


宮城＜ノロ猛威＞人で流行し海へ　カキに蓄積か | 河北新報オンラインニュース /
ONLINE NEWS http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201612/20161222_13021.html …
▶�つまり、ノロは牡蠣が原因ではなく人が原因といいたいらしい。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 1月8日 
東京都、難病・がん患者雇用助成に２億円計上へ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
前島康太 @abikokouta1 · 2016年12月22日 
隣でラーメンすすってんかな思って横見たら大鼻血出してた

https://www.youtube.com/watch?v=vccYZjRvJ0M
Mission Impossible 

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 1月10日 
2019年から新元号 政府検討か | 2017/1/10(火) - Yahoo!ニュース
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6226719 #Yahooニュース
平成は長くて30年までで了へ。皇太子家愛子さん女帝の道はなくなり、秋篠宮へ宮家
移行の道筋を決めるための生前退位也。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ハル @esmhal · 1月9日 
福一の事故以降 つくづく感じたのは、日本人は命の危険にさらされても「誰かの指示
の元にいたい」ということ。

その指示する者は肩書きが大きければ大きいほど、ありがたがられる。

自分の考えで動いて自分で責任を負うことを避けて大多数に属し、少数意見をとこと

ん嫌う。

命より大事なのだ。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
m TAKANO @mt3678mt · 1月8日 
完全に思考回路がおかしくなってますね、この人たち。人権を制限したり、監視社会

にしたりしなければならないなら、オリンピックをやる必要も意味もないですよ。そ

もそも人権制限の思想はオリンピック精神の対極ですよ。

http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201612/20161222_13021.html
https://www.youtube.com/watch?v=vccYZjRvJ0M
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6226719


https://t.co/DoK5qHQGeS

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
昭和おやじ 【打倒安倍政権】 @syouwaoyaji · 1月8日 
ふ〜ん。

明治の精神？

国のために役立つ人材となることが正しかった時代？

富国強兵？

明治憲法？

日清・日露の勝利？

大陸進出？

あれっ？

日本会議が目指してる日本感じゃん！！

明治維新の映画支援検討、政府150年事業

https://www.youtube.com/watch?v=GXhJxLWemxE
The Beales - Hey Jude (2009 Stereo Remaster) 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
内海　聡 @touyoui · 9時間9時間前 
前からわかってることをいまさら言ったらしい。

むしろなぜだ？と考える必要ありかな。

https://t.co/OeqGbter4e

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
こころころ @corolin_aki · 15時間15時間前 
今、明らかに異変を感じているとしたら、どういう人達だろう。

私はネットで情報収集していなければ、大きな異変を感じることはなかったかもしれ

ないとも思う。

健康な人が減っていって多くの人が気づく頃には、正常な判断ができる人がどれだ

け残っているのか。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
北風ロビン @oldblue2012 · 1月9日 
ご用心、そばにスマホあるだけでも注意力低下 : 読売新聞

https://t.co/DoK5qHQGeS
https://www.youtube.com/watch?v=GXhJxLWemxE
https://t.co/OeqGbter4e
http://www.yomiuri.co.jp/science/20170109-OYT1T50037.html?from=tw


http://www.yomiuri.co.jp/science/20170109-OYT1T50037.html?from=tw …スマートフォ
ンが、「歩きスマホ」時だけでなく、そばに置いてあるだけでも持ち主の注意力を低

下させることを、北海道大学の河原純一郎特任准教授らが実験で確認した。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Dj-funchan @murataofumisan · 1月8日 
Dj-funchanさんがasukaをリツイートしました
日本人のバカは加速している。

https://twitter.com/asuka_250/status/816640120551927808

…あぁ…ｗ（－－；）ｗ

「イイトシしたはずのオトナの幼稚化」（職場の馬鹿馬鹿しいほど厨２病なイヂメとか★）は…

たしかに「スマホやりすぎ」ばばぁどもだわ…ｗ（－－＃）ｗ★

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 1月9日 
妻に暴行した疑いで夫を逮捕、死亡との因果関係など捜査（TBS系（JNN）） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20170109-00000029-
jnn-soci … #Yahooニュース

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 1月9日 
就寝中の夫を金属バットで殴打　41歳女逮捕　宇都宮市（ホウドウキョク） -
Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170109-00005483-houdouk-soci
… #Yahooニュース

https://www.youtube.com/watch?v=0bsv9cSn0_c
The Beatles - Let It Be (2009 Stereo Remaster) "Past Masters" 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhQMj1LE24U
Jude 1996 OST Full (Adrian Johnston) 

https://twitter.com/asuka_250/status/816640120551927808
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20170109-00000029-jnn-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170109-00005483-houdouk-soci
https://www.youtube.com/watch?v=0bsv9cSn0_c
https://www.youtube.com/watch?v=ZhQMj1LE24U


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月11日9:37
　

だめだ異様睡魔…

ちょっと気絶してくる…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月11日15:40
　

あらためて書いておくが。

飯舘村の絵本図書館には、

「亡父が郡山生まれの私」が、

寄贈した本だって、あったんだよ…？？

返せ。あの、幸せだった、ちいさな田舎を…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月11日16:01
　

amaちゃんだ @tokaiama · 3 時間3 時間前 

１３時現在、猛烈な耳鳴り

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


またＭ７クラスか？

昨夜遅くＭ７．３が起きたばかり

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月11日16:02
　

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 

凄まじいカルトとしての原子力信仰→洗脳がなければ、倒産寸前で企業価値が限りなくマイナス

それも数十兆円以上の負債を抱えた英ウェスチングハウス社を買収しようなどと思うはずがない

洗脳から離脱していたユダヤ系金融資本は手の付けられないお荷物を東芝に押しつけ5000億円も
の利益を手にした

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年1月11日16:16
　

amaちゃんだ @tokaiama · 8時間8時間前 
現在の自民党員、経団連などの首脳は、まるで毛沢東を信仰する中国民衆のように原子力を信仰

していた

自民党員にとって「日本国家の国威発揚には核武装が不可欠」との岸信介→正力松太郎による核

技術蓄積、核武装構想を実現する段取りとしての原発があった

国家の威信こそ自分たちの利権座布団だった

amaちゃんだ @tokaiama · 10時間10時間前 
乗客、店員、警備員、警官など立ち寝する人が続出　危険な立ち寝は起こしてあげよう 
http://www.asyura2.com/16/genpatu47/msg/273.html …

地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 
【M3.6】積丹半島北西沖 深さ206.9km 2017/01/11 14:25:37
　↑

…私の【異様睡魔】は、コレ体感だったかな…？

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


 
 



（2017年02月10日）　参照；『本日の嫌がらせ。』(-_-#)。

https://85358.diarynote.jp/201702101021102630/

「脳に来てますね。」／【若者の突然死】／昨日までぴんぴんし

ていた人がころりと死ぬ。

2017年2月10日 家族・子育て

 
（高速増殖炉中の栗を拾う作業栗鼠６匹目）　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 2日2日前 
１万人に１人のロシアンルーレットじゃないよ。

条件が揃ったら、1000人でも5000人でもやられます。

https://www.youtube.com/watch?v=fYWQ9MZq1TQ
’Whisper of Hope’ | Best of Gothic Storm | 1 Hour of Most Beautiful & Emotional Music 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ゆり @Liliumoon · 18時間18時間前 
健康な若者の突然死、３つの大きな要因とは　医師が解説— スポニチ

https://85358.diarynote.jp/201702101021102630/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=232
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170210/85358_201702101021102630_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170210/85358_201702101021102630_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170210/85358_201702101021102630_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fYWQ9MZq1TQ
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2017/02/09/kiji/20170209s00041000107000c.html


http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2017/02/09/kiji/20170209s00041000107000c.html
…
…１８歳以下の健康な男女の突然死の大きな要因として（１）ウイルス性感染症によ
る脳症（２）突発性心不全（３）てんかんが挙げられるという。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 22時間22時間前 
不気味に増加していた「リンパ・造血細胞がん」「乳がん」

スリーマイルが教えるフクシマの未来（その12）
2014.3.7（金） 烏賀陽 弘道 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/40116 … @JBpressさん
から

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
onodekita @onodekita · 1日1日前 
昨日までぴんぴんしていた人がころりと死ぬ。ヒロシマでもよく見られた状態だ。

最近、多すぎ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
どるぴん @carapowa1 · 2日2日前 
どるぴんさんがかにちゃんと世界線をリツイートしました

立て続けに亡くなったのは昨年10月。リプでも30ちょいの方が突然死したと。ツイさ
れてるご本人も、酷い目眩やら蕁麻疹やら風邪やら酷い胃痛やら顎関節症やら、、、

一見元気そうでも沢山の症状が出てる。恐らくこの状態の人が多いのだろう。。。

https://twitter.com/hunterkani/status/785116728749469696

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
メルマガで「一親等と、直接のご友人、直接の知人の範囲で、福島原発によると思わ

れる複数の健康被害があれば教えてください。」と、呼びかけたところ、事態はかな

り悪化していることがわかりました。3.11からずっと急な坂道を下っていたのです。
順次お返事をさせていただきます。いましばらく。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ヨッシーの素 @yossynomoto · 1月25日 
ヨッシーの素さんがNerryをリツイートしました
嫌だなぁ。私と同じです。

指輪を食事したテーブルに忘れ、娘のマフラー失くし、コンサートのチケットを忘れ

てしまいました。ここ最近ヤバイと本当思う。

食事、水気をつけていてもコレ！西に移ったら治るの？と…
　↓

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/40116
https://twitter.com/hunterkani/status/785116728749469696


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Nerry @styhn00 · 1月24日 
ここ1ヶ月で…割った食器２つ、落し物３つ。
怖いのはiPod touchをカバンから落とした時で「今、何か落とした」と分かっていなが
ら何故か確認せずにそのまま歩いて行った事。iPodは後ろにいた人が拾って渡してく
れた。

脳に来てますね。食事に気をつけてもこんな感じ。

https://www.youtube.com/watch?v=Vl6zv192eNI
【ニコカラ】とても痛い痛がりたい【on_vocal】 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 2日2日前 
こんなにバタバタと屍れてゆくのに、まだわからないか…

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
h a @AYamatoji · 2日2日前 
@kazu8hokkaido 会社内でこのニュースについて、ホでしょ！って私が言った瞬間凍
りついたけど、その後みんな聞かなかったふりしてる。認めたくないみたいです。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ゆり @Liliumoon · 2月7日 

放射性物質というものは、何もかもを真っ二つにするんだね。

小さな細胞から、人と人との繋がりまで…何もかも。

参照；

http://85358.diarynote.jp/201612200643476121/
『本日の嫌がらせ。』(-_-#)。
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
【 就職・転職 】 

https://www.youtube.com/watch?v=Vl6zv192eNI
http://85358.diarynote.jp/201612200643476121/
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


 
 



（2017年2月17日）　前頭葉がヤられた場合は、性格が粗暴になり他者に危害を加える
。

https://85358.diarynote.jp/201702171026021792/

【 TOHRU_HIRANOさん の ツイートは非公開です。】／【福島
２号機】想定以上の破損／外にも高線量の線源／若い人で認知症

、増える。

2017年2月17日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

　

https://www.youtube.com/watch?v=-A8tWul_RmQ
Thunderstorms & Music of the Wild West - 80 minutes 

【継続中】⇒【 TOHRU_HIRANOさん の ツイートは非公開です。】
【参照】⇒http://85358.diarynote.jp/201702162337099864/（2017年2月16日）

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 3 時間3 時間前 
＜福島２号機＞想定以上の破損

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170216-00000130-mai-soci …
サソリ型は、レール上を２メートル余り進んだ地点で走行用ベルトが動かなくなり、

溶融燃料の状況を確認することはできなかった。

https://85358.diarynote.jp/201702171026021792/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170217/85358_201702171026021792_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170217/85358_201702171026021792_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170217/85358_201702171026021792_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-A8tWul_RmQ
http://85358.diarynote.jp/201702162337099864/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170216-00000130-mai-soci


やのっち @_yanocchi0519 · 2月14日 
2012年の計測では73シーベルト。2月2日の測定では530シーベルト。そして、2月9日
に公表された線量は650シーベルトだった。今後の再測定で、さらに高い線量が検出さ
れれば、地下で起こっていることは新たなステージに移ることになる。

http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-4794.html?sp …

日刊工業新聞電子版 BizLine� 認証済みアカウント � @Nikkan_BizLine · 2月10日 
【Newscast動画】東電、福島第一原発2号機で過去最高線量を観測－毎時650Sv－ペデ
スタルの外にも高線量の線源が存在 
https://twitter.com/Nikkan_BizLine/status/829977682976894976

シェフ @sendagiwalker · 3時間3時間前 
今まさに自動車の爆走クラッシュが増加している。もし中枢神経の内部被曝が関与し

ていれば全くその可能性すら発表されないだろう。何故かペダルの踏み違えや高齢者

なら認知症の疑いとだけ報道されその後は曖昧に隠蔽される.当局が核心を発表できな
い事情が理解される.#爆走クラッシュ

シェフ @sendagiwalker · 3時間3時間前 
運転の８８歳男性を処分保留で釈放　横浜・小１死亡：正に認知症でない中枢系の障

害が問題になる.
高齢者ほど中枢系の障害を受けやすい内部被曝なら問題だ.それが問題だ.　　

ミーりかちゃん @G36Qhq4axLp9z6q · 2月10日 
わたしは毎日、毒の薬で認知症になってしまった高齢者や

無駄な精神病薬を飲まされている障がい者のお世話をしているが、被曝と毒薬と毒食

品できりがない。。。

次々にみんな死んで行くだけだ。。。

よーすけ @yoshimichi0409 · 2月8日 
↓怒りっぽくなるのも被曝症状の表れと見るべき。認知症になり易くなるのも事実だ

。

amaちゃんだ @tokaiama · 2月7日 
高齢老人による事故が頻発しているが、私の記憶では昔と比べても異常激発状態であ

http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-4794.html?sp
https://twitter.com/Nikkan_BizLine/status/829977682976894976


ろう

認知症はアルツハイマーより脳血管障害の方が多く、知られていない大きな要因とし

て精神異常を起こす肝性脳症がある

いずれも内部被曝と大きな関係がある

https://health.goo.ne.jp/medical/108B0500 …

HIRO 89@Geigers · 2月7日 
「被曝＝甲状腺癌や白血病」というのも、ある意味情報操作だよな。だってそれだ

けじゃないから。65歳以下の認知症、増えるんじゃないかな。いや、もっと若い人
でも。

yumi gj　舞露ゆみ @ygjumi · 1月15日 
＜被曝による脳への障害＞高齢者

認知症の悪化

足が攣りやすい

刺激時に体が硬くなって、骨折捻挫をしやすくなる。

初期は、興奮しやすくなり、

後に刺激に鈍感になる。

精神疾患の増加

遊びたがる

http://blog.livedoor.jp/ygjumi/archives/67779826.html …

よーすけ @yoshimichi0409 · 2016年12月24日 
最近急増している交通事故や人的要因による火災、猟奇的事件などは、放射能汚染な

くしては考えられない。3.11以前は今ほどこうした事件事故は多くはなかった。被曝に
より脳が萎縮し認知症の様になる事は、チェルノブイリなど世界各地の被曝汚染地域

の例からも明白である。

amaちゃんだ @tokaiama · 2016年12月24日 
被害額は数十億円か…糸魚川大火災の賠償責任はどうなる
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161225-00000016-nkgendai-life …
何を寝ぼけてるんだい？

今年起きている高齢老人の事故激発や糸魚川火災も、すべて認知症と被曝発症の問題

だ

今年から始まりピークは2018年あたり
日本全国、本当の地獄がやってくる

https://health.goo.ne.jp/medical/108B0500
http://blog.livedoor.jp/ygjumi/archives/67779826.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161225-00000016-nkgendai-life


Lightworker @Lightworker19 · 2016年12月6日 
【拡散】aoooooooooo0718　被曝で中枢神経がやられると脳にくる。話が通じにくく
なるし、認知症みたいになる。東京都民に脳ミソがやられてるような人が多い、参っ

たな、と思っていたらどうやら私自身も例外では無いみたいだ。まさか新しい携帯の

番号を間違って覚えているとは。

シェフ @sendagiwalker · 2016年11月12日

同じだけ内部被曝を負っても高齢者では致命傷になり易い。これは東葛地区で3.11直後
に高齢者の死亡が続出したことでも解る.高齢者の中枢系の障害も酷いように思う。自
動車が突っ込む事故が続いているが認知症だけが原因だろうか？東欧では自動車事故

が顕著に増加した.　#そろそろ気づきなさい

よーすけ @yoshimichi0409 · 2016年10月27日 
よーすけさんがLulu__19をリツイートしました
脳は被曝に最も脆弱な器官の1つである。脳細胞が破壊されると認知症に近い状態にな
るか前頭葉がヤられた場合は、性格が粗暴になり他者に危害を加える様になる事も

ある。そして症状が更に進行すると突然死する可能性が高くなる。放射能を舐めては

ならない。 

星月夜☆ @bluemoonnblue · 2016年10月18日 
前頭葉が萎縮する前頭側頭型認知症http://ur2.link/z6q7 ⇒衝動が抑えられず万引きなど
の犯罪を起こす。

被曝との因果関係認めないが、チェルノブイリ痴呆症彷彿…
http://ur2.link/z6py 
http://ur2.link/z6pB

シェフ @sendagiwalker · 2016年10月17日 
前頭側頭型認知症が若い場合には被曝症状を仮定した方が良いかも知れない。#大人の
幼稚化　#そろそろ気づきなさい

よーすけ @yoshimichi0409 · 2016年10月6日 
↓2016年から被曝症状が露わになると5年前に言われていた事が現実化しつつある。大
人の幼稚化といった退行現象も脳が放射能に破壊され起きている事だといえる。チェ

ルノブイリでも多く見られた。キレ易くなるのもその表れである。もっと症状が悪化

すると認知症に様になるか突然死だそうだ。

http://ur2.link/z6q7
http://ur2.link/z6py
http://ur2.link/z6pB


SHIMIZU Akiko（清水晶子） @akishmz · 2月13日 
SHIMIZU Akiko（清水晶子）さんがCharles M. Blowをリツイートしました
米国オクラホマ州の議員が「妊娠した女性の体は女性自身のものではない、妊娠した

女性はいわば『ホスト』だ」と発言したという報道に一瞬腰抜かしそうになりました

けど、まあうちはもう10年も前にしかも厚労大臣が「女性は産む機械」って言ってた
からこんなことでは驚かない余裕余裕。 
https://twitter.com/CharlesMBlow/status/831259711454507009

シェフ @sendagiwalker · 2016年10月4日 
幼稚化したように利己的で何でも他人事のようになるのは認知症に似た精神や言動に

なる前頭葉に内部被曝で障害を負った症状です。現在の豊洲・五輪・衝動的事件がこ

れに矛盾しない。#放射能で地獄の未来　#内部被曝　#大人の幼稚化

重戦車 @tescowaitrose · 2016年10月11日 
数年前、右脳の血流が殆ど無い＝右脳が機能していない、とγ線被曝する検査(脳腫瘍や
認知症やアルツハイマー検査応用編)で判明してビックリしたけれど、それ以上に、ヒ
トの脳の可能性に驚いています。左脳だけで、物凄い量の情報処理が出来ているわけ

ですから。よく頑張っていると思う、自分の身体。

bass3721 @bass3721 · 2時間2時間前 
原発、ロボ調査失敗　溶融燃料確認できず

東京電力は１６日、福島第１原発２号機の原子炉格納容器内を本格調査するため、カ

メラと線量計を搭載した自走式ロボットを初投入したが、圧力容器直下の作業用足場

に到達できなかった。

http://goo.gl/x3wxjS （産経フォト）

神様bot 8@million_Gods · 2月7日 

その米と海苔の線量を計りなさい。 #hibaku

https://twitter.com/CharlesMBlow/status/831259711454507009
http://goo.gl/x3wxjS


 
 



（３月23日）　（しかもアレ【送り付け】詐欺だし、【次々販売】詐欺だし…ｗ）

https://85358.diarynote.jp/201703231002054170/

【 鼻血 咳 下痢 】⇒被ばく／安定ヨウ素剤で完全防護は無理／Ｎ
ＨＫがニュースの見出しに 【 メルトダウン 】 を使い始めた／【
小林多喜二を政治利用】するな！】…君たち、多喜二のこと知っ
てる？

2017年3月23日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

　

https://www.youtube.com/watch?v=qdX6XrDOOrM
I Don’t Want To Miss A Thing Aerosmith アルマゲドン 【日本語字幕】.flv 

amaちゃんださんがリツイート 
tsuto @karrento · 19 分19 分前 
事故から６年。数を増してきた健康被害に死亡者増加、人口減少。「正常化バイアス

」の中で生活する国民・・。見ないふりもそろそろ限界ではないか・・。まず原発ぶ

らぶら病（慢性疾患）、白血病、ピークは５年後、がんのピークは７年後にやって

来る。肥田舜太郎氏（全日本保険医新聞）

https://85358.diarynote.jp/201703231002054170/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170323/85358_201703231002054170_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170323/85358_201703231002054170_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170323/85358_201703231002054170_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=qdX6XrDOOrM


amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
ありふれた病気になってしまった白血病　　今や自分のまわりで二人、三人は当たり

前　

http://www.asyura2.com/16/genpatu47/msg/702.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
311後、ほとんど更新の止まったことのない「めげ猫たまブログ」が、すでに三日間、
更新されていない

http://mekenekotama.blog38.fc2.com/ 
大阪の彼を思い出すな　えーと名前が出てこない

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 14時間14時間前 
低線量被曝の症状

放射線は、最終的には

以前に予想もしなかった損傷を起こしてしまう。

これには

インフルエンザ、肺炎などの感染症、

その他加齢による病気、

肺気腫、心疾患、甲状腺疾患、

糖尿病などが含まれる。

(日本DEATHS　2013/05/09)より

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 14時間14時間前 
2011-08-18
私の周りでも既に被ばく症状

体力あり風邪なんか引いたことない

家族が肺炎で入院中

私自身も下痢が続き腹が常にゆるい

全年齢層におよぶ突然死

口内炎、喉や鼻腔の痛みと出血、下痢と血便

ウツ、奇形のある赤ちゃん、無脳症など奇病が発症

今は非常事態なんです

http://www.asyura2.com/16/genpatu47/msg/702.html
http://mekenekotama.blog38.fc2.com/


amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 14時間14時間前 
"hazukiaki14 2013年10月6日
今日所用で仕事終わりに

渋谷 新宿寄って東京駅から帰ったんだけど、
渋谷で倒れてるおっさんみて、

新宿で頭から血を流して倒れてるおっさんみて、

東京駅で倒れてるおばちゃんみた...何がおきた((((；ﾟДﾟ)))))))"

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
あきらりつこ @akirarituko · 3月20日 
肥田舜太郎先生が言っておられた。

『放射能の中で、「鼻血」「咳」「下痢」がそろったら、被ばくしたと自覚しなさい

。そして、健康を害さないように生きて行きなさい』

復興だの帰村だのと言ってるけど、忘れちゃいけないね。

福島原発事故は収束していない

今も常時放射性物質を吐き出してるよ

https://www.youtube.com/watch?v=1bKuXbnGDqI
Céline Dion - If You Asked Me To 

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
≪放射能フリー空間の地球が発狂：画像多数≫大自然のしっぺ返しが全生物個体と環

境に対して始まり、本当の終末が近づいている

http://www.asyura2.com/16/genpatu47/msg/698.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
利根川に架かる利根大堰（おおぜき　/群馬県千代田町・埼玉県行田市）への遡上サケ
、２０１６年は４０３８尾　/　前年比減少率、なんと過去最大の６７％
http://www.jomo-news.co.jp/ns/9614877745284004/news.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=1bKuXbnGDqI
http://www.asyura2.com/16/genpatu47/msg/698.html
http://www.jomo-news.co.jp/ns/9614877745284004/news.html


「初の１００万トン割れ」/　北海道での２０１６年漁獲量　前年１４％減の８６万５
０００トンに！　ホタテやサケなどが不漁！★　主力魚種のイカ・サケホタテ……そ
して「昆布」までも！　「フクイチ放射能海洋プルーム」の影響か

https://news.nissyoku.co.jp/news/detail/?id=DOI20170216105907433&cc=01&ic=050 …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 14時間14時間前 
2012/8/9
東京都内では高汚染の葛飾区

採取した４７８０Bq／kgのセシウムが
検出された土壌の上に直置きした蚕が

６０匹中３匹つまり９５％が３週間程度で死滅

直置きの生存した３匹の蚕は

巨大化したようであり遺伝子に異変

https://t.co/PekklxyGwN

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
2017年03月18日 アメリカ
ノース・カロライナ州ハッターラス島に 29フィートのクジラの死骸。
https://twitter.com/cmk2wl/status/844485262071627776

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
2017年3月15日 ニュージーランド
ワイヒビーチに何百万の pipi（あさりのような貝）の死骸が打ち上げられる。
https://www.youtube.com/watch?v=cIbyrD_z3GY …
https://twitter.com/cmk2wl/status/844449584797667329

cmk2wlさんがリツイート 
nzherald�認証済みアカウント� @nzherald · 3月15日 
’Millions’ of dead pipi blanket Waihi Beach http://nzh.nu/VwOU309V0ya
https://pbs.twimg.com/media/C6726TjXAAEUQZr.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=lIjJ5mvjjiA
Toni Braxton - Let It Flow 

https://news.nissyoku.co.jp/news/detail/?id=DOI20170216105907433&cc=01&ic=050
https://t.co/PekklxyGwN
https://twitter.com/cmk2wl/status/844485262071627776
https://www.youtube.com/watch?v=cIbyrD_z3GY
https://twitter.com/cmk2wl/status/844449584797667329
http://nzh.nu/VwOU309V0ya
https://pbs.twimg.com/media/C6726TjXAAEUQZr.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=lIjJ5mvjjiA


cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
KK（柏崎刈羽）原発の原子力防災/安定ヨウ素剤で甲状腺の完全防護は無理(2)　
http://hatake-eco-nuclear.blog.so-net.ne.jp/archive/20160513 …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 14時間14時間前 
ロシアは電子レンジ使用が禁止されている

”電子レンジで温めた水を与えた植物は育たない”

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
原発で30年働いたドミニク・ユエズ医師
（金属を）たとえ除染したとしてもその状態は保たれない。なぜなら最も厄介な放射

性汚染物質は金属の内部にあるからです。

これが後で放出されるのです。こうした金属部品を切断するとプラズマ蒸気が発生し

、それ自体が放射性汚染物質を運びます。

https://www.youtube.com/watch?v=znlFu_lemsU
Mary J. Blige - Family Affair 

…今さら「何を」「何から」護衛するんだろう…
…逃げようとする国民から、「利権」を。かな…？
　　↓

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 3 時間3 時間前 
海自最大の護衛艦「かが」就役　２４８ｍのヘリ空母型（朝日新聞デジタル） -
Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170322-00000035-asahi-
pol.view-000 … #Yahooニュース

amaちゃんだ @tokaiama · 3時間3時間前 
下水道（資産９０兆円・国内最大のインフラ）の運営権を仏ヴェオリア含む企業連合

が取得。下水道第１号

http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/28239健康法.jp/archives/28239 
下水道量激値上げは不可避

そんなときは

http://blogs.yahoo.co.jp/tokaiama/28507858.html …

http://hatake-eco-nuclear.blog.so-net.ne.jp/archive/20160513
https://www.youtube.com/watch?v=znlFu_lemsU
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170322-00000035-asahi-pol.view-000
http://???.jp/archives/28239
http://blogs.yahoo.co.jp/tokaiama/28507858.html


JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 8時間8時間前 
共謀罪閣議決定の翌日にロンドン同時テロ。

依頼したの？

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 14時間14時間前 
電力不足で電気が停まるのではない。

電力会社が自らの都合のいいように

電気を停めるのである。

それは「3・11」直後に起きた
東電の計画停電でも指摘された。

関西電力が関西広域連合に圧力をかけ

「再稼働を飲ませた」

https://t.co/hOZnZ6qZqh

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
GuciYama @GuciYama · 15時間15時間前 
来た

敵基地攻撃能力の検討、自民が3月中に政府へ提言＝関係者
"敵基地攻撃能力は、Ｆ３５のようなステルス戦闘機による空爆や、巡航ミサイルとい
った打撃力を使って敵国内のミサイル発射装置などを破壊する能力"
https://t.co/trFCI6M8cl

https://www.youtube.com/watch?v=NaGLVS5b_ZY
Céline Dion - A New Day Has Come (Official Video) 

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【ＧＭＯに措置命令 消費者庁】
「今なら最大６カ月無料」などと割引キャンペーンが月末で終了するような広告表示

をしながら、実際にはその後も続けていたとして、消費者庁は、景品表示法違反で「

ＧＭＯインターネット」に措置命令を出した。

https://t.co/66sRhuq6uk

https://t.co/hOZnZ6qZqh
https://t.co/trFCI6M8cl
https://www.youtube.com/watch?v=NaGLVS5b_ZY
https://t.co/66sRhuq6uk


　　↑

ｗ（＾◆＾；）ｗ

これ、バイト先ぜったい、波及してるわ…ｗｗｗ

（しかもアレ【送り付け】詐欺だし、【次々販売】詐欺だし…ｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=HLeYvefzUFA
Céline Dion - To Love You More (Official Audio) 

amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
籠池証人喚問

自民党が目論んでいたＷＢＣ決勝中継によるスピン報道回避が不可能になり、全国民

の注視のなかで行われる10時と15時からだが、犬ＨＫは中継拒否　政権にまずいこと
は完全に隠蔽する露骨な忠犬報道局

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170323/k10010921121000.html …

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
なんとか学園フィーバーは終わった？

汚いカネが好きな連中なんてほっておけばいい。それもスピンニュースで時間泥棒す

るのが目的なんだから。

全ては放射能汚染問題から耳目をそらすためのもの。

amaちゃんださんがリツイート 
kinokuniyanet @kinokuniyanet · 3月22日 
馬鹿な３代目が国ごとオモチャにして、勤労者は貧困にあえぎ、女子は体を売り、特

権階級はパーリー三昧、国際社会からはDQNあつかい、それでも指導者を称える国営
放送。と北朝鮮の話をしてたら、共謀罪で逮捕されるかな？

https://www.youtube.com/watch?v=T6wbugWrfLU
Céline Dion - That’s The Way It Is 

amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
アマさんのツィッターにアクセスすると「注意: プロフィールに不適切な内容が含まれ

https://www.youtube.com/watch?v=HLeYvefzUFA
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170323/k10010921121000.html
https://www.youtube.com/watch?v=T6wbugWrfLU


ている可能性のあるアカウントです。

不適切な内容の画像やテキストをツイートしている可能性のあるアカウントです。表

示してもよろしいですか？」と。ボタンを押して、やっと表示される状態になってい

ます。

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
衝撃報告！予防接種ワクチン内にモンサント社の農薬成分を検出

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=325208 …

https://www.youtube.com/watch?v=przJ8xNAJ1Y
Céline Dion - Only One Road 

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
『文豪とアルケミスト』ファンが「赤旗」紹介記事に「小林多喜二を政治利用す

るな」！　君たち、多喜二のこと知ってる？

http://lite-ra.com/2017/03/post-3011.html …

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 14時間14時間前 
nanana0_0na
東京ディズニーランドの

入り口付近が、約0.22-0.24マイクロsv 。
チェルノブイリ立ち入り禁止区域

入口が0.23マイクロsv 
これが何を意味するかわからない人は、

元気に長生きするのは難しいよ。

https://pbs.twimg.com/media/C7hKSxFVAAADS79.jpg

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 14時間14時間前 
１号機メルトダウン 冷却装置経験者不在はなぜ｜NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2017_0321.html …
▶�ＮＨＫがニュースの見出しにメルトダウンを使い始めるまでに６年かかったな。
https://t.co/Yb3bTvWhkE

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=325208
https://www.youtube.com/watch?v=przJ8xNAJ1Y
http://lite-ra.com/2017/03/post-3011.html
https://pbs.twimg.com/media/C7hKSxFVAAADS79.jpg
https://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2017_0321.html
https://t.co/Yb3bTvWhkE


https://www.youtube.com/watch?v=pRFEz2MjZgg
Toni Braxton - Breathe Again

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 

若い人は、日本から逃げちゃえ！

http://inventsolitude.sblo.jp/article/179102591.html …
古里原発や伊方、若狭の原発がフクイチなみ巨大事故を起こすのは時間の問題

若者達は南半球の民主的国家に逃げなさい

https://www.youtube.com/watch?v=mFs2v_nREAM
007nside - Alternative Spectre Theme / Soundtrack 

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 14時間14時間前 
sudan0312

今、無関心で無頓着で

食欲全開で内部被爆している人々は、

おそらくあらゆる疾患が

表れ去っていくと思う。

今避難してる人、

食事に気をつけ生延びた人々も、

それらの多くの友人たちを見送ることになる。

…ただ生き延びても悲しい現実が
次から次へと襲ってくる

https://www.youtube.com/watch?v=pRFEz2MjZgg
http://inventsolitude.sblo.jp/article/179102591.html
https://www.youtube.com/watch?v=mFs2v_nREAM


https://www.youtube.com/watch?v=BbRfapWaOKk
Céline Dion - Alone

https://www.youtube.com/watch?v=em328ua_Lo8
Mary J. Blige - No More Drama 

https://www.youtube.com/watch?v=1BdPDaFXcEo
Celine Dion - My Heart Will Go On - Titanic Theme - Lyrics
　

　G O　O N ！
　

　

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BbRfapWaOKk
https://www.youtube.com/watch?v=em328ua_Lo8
https://www.youtube.com/watch?v=1BdPDaFXcEo


（０４月０７日）　公然と表社会に飛び出してきている統一教会。

https://edit.diarynote.jp/home/diary/new/

プラカード【 持っていただけで逮捕 】そのさい首締め／治安維
持法 で逮捕・取調べは数十万、拷問等で９３人が死亡／「自分の
子どもにそういう目に合わせるのは絶対に嫌だ」。

2017年4月7日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

　

https://www.youtube.com/watch?v=H-2He8cNHdw
I Know Were I’ve Been 

amaちゃんださんがリツイート 
チェブ夫 @shunichitakano · 2時間2時間前 
プラカードを持っていただけで逮捕、そのさい首締めって、あり得ないでしょ、これ

。

https://pbs.twimg.com/media/C8w3qxTVoAAKeOk.jpg

amaちゃんださんがリツイート 
たけたけ @taketake1w · 2時間2時間前 
#共謀罪 （#テロ等準備罪 ）が審議入りした

https://85358.diarynote.jp/201704070935048704/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170407/85358_201704070935048704_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170407/85358_201704070935048704_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170407/85358_201704070935048704_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=H-2He8cNHdw
https://pbs.twimg.com/media/C8w3qxTVoAAKeOk.jpg


#治安維持法 で逮捕・取調べを受けたのは数十万、送検が6万8千人超、6550人が起訴
、拷問等で93人が死亡したという
義父が「北海道綴方教室連盟事件」で逮捕された神谷忠孝氏「一般市民には適用しな

いとしたのは治安維持法も同じだった」

https://pbs.twimg.com/media/C8wzYswUQAAjVzb.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
オルタナ編集長 @setsumori · 8時間8時間前 
「こんなものを認めたら、私の学者生命が終わる。それ以前に、自分の子どもにそう

いう目に合わせるのは絶対に嫌だ」ーー佐古内閣官房参与辞任、20ミリシーベルト
問題。もう６年前の話だが、改めて必見。胸にぐっと迫るものあり。

https://twitter.com/setsumori/status/850016995487522816

cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
福島第一ライブカメラ　

悪化しています。

https://pbs.twimg.com/media/C8uhV-jU0AE12_6.jpg

しんちゃんさんがリツイート 
*ゆみ@福島* @kyurimaju · 4月4日 
*ゆみ@福島*さんがしんちゃんをリツイートしました

自己責任って。原因を作ったのは原発を作った、国じゃないの？

https://twitter.com/shinchann2008/status/849385953361833985

amaちゃんださんがリツイート 
戸谷真理子 @irukatodouro · 4月3日 
戸谷真理子さんが小畑幸三郎をリツイートしました

知り合いのおじいさん

「日本の６人に一人の子どもが腹すかせているときに、天ぷらや寿司食っていられる

総理が祖国を守ろうとしてるわけがないべ」

https://twitter.com/batayanF3/status/847776073471348736

https://www.youtube.com/watch?v=uCW-iFgUbKY
Hairspray Miss Baltimore crabs (HQ) 

https://pbs.twimg.com/media/C8wzYswUQAAjVzb.jpg
https://twitter.com/setsumori/status/850016995487522816
https://pbs.twimg.com/media/C8uhV-jU0AE12_6.jpg
https://twitter.com/shinchann2008/status/849385953361833985
https://twitter.com/batayanF3/status/847776073471348736
https://www.youtube.com/watch?v=uCW-iFgUbKY


イワシカレー @marukuh · 13時間13時間前 
今でも福島県の天気予報では空間線量の数値が出るんだよ。安心じゃないから。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
おしどり ♀マコリーヌ @makomelo · 15時間15時間前 
東電会見なう。1/2号排気筒、あらたに破断が見つかったと…66m付近の破断5ヶ所、変
形3ヶ所に加え、45m付近で1ヶ所の破断。うっすら向こう側が見えて、パックリ
…2013年から規制庁がさんざん「排気筒倒壊に伴うリスク評価を出せ！」と言ってる
のに、全く倒壊のリスク評価を出さない東電

https://pbs.twimg.com/media/C8t8Qd8UwAEXr9L.jpg

しんちゃん @shinchann2008 · 4月5日 
日本の新聞テレビは異常だ。2017年3月31日から、原発20km圏内、年間20ミリシーベ
ルトまで住民が帰還させられているのに、批判しない。唯一3月9日報道ステーショ
ンが、飯舘村の長谷川健二さんの言葉を借り「東京は年間1ミリなのに、何故、飯舘は
年20ミリなんだ！」と批判したぐらい

しんちゃんさんがリツイート 
桑ちゃん @namiekuwabara · 4月5日 
桑ちゃんさんがNHK科学文化部をリツイートしました
免疫力低下起こしてるのかな？

https://twitter.com/nhk_kabun/status/849610542784303104

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
FRCSRJP @FRCSRJP · 4月3日 
今夏、南相馬に搾油所　福島大が被災地営農支援 　被災地などで生産した菜の花を南
相馬市に新設する搾油所で精製し、菜種油や食品に加

工http://www.minpo.jp/news/detail/2017040340373 …
南相馬がどこなのか。ここです。

https://pbs.twimg.com/media/C8fL-LAUQAALdbj.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
47NEWS47  @ news · 4月3日 
文化庁の京都拠点が本格始動　地域創生本部、３８人態勢

https://pbs.twimg.com/media/C8t8Qd8UwAEXr9L.jpg
https://twitter.com/nhk_kabun/status/849610542784303104
http://www.minpo.jp/news/detail/2017040340373
https://pbs.twimg.com/media/C8fL-LAUQAALdbj.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=lu5zrI3eUL0
(Hey mama) Welcome to the 60’s - Hairspray 

amaちゃんださんがリツイート 
菅野完 @noiehoie · 2時間2時間前 
縁故があれば国家機密を漏洩し、縁故があれば予算化措置を事前通告し、縁故があれ

ば東電の株を大臣在職中に売買するけど、縁故がない人には「説明する必要ない」で

押し通す。

江戸時代以下ですよこんなもん。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
かおなし @cocorono121 · 8時間8時間前 
アメリカは必ず自国より遥か離れたところで戦争をする あれだけ揉めてた共産主義国
で隣国のキューバとでさえ長年の国交断絶はあったものの戦争することなく和解して

いる…やればできるのである つまり自国民に被害があるかないかが最優先の判断基準
北朝鮮との戦争で被害が出るのは韓国と日本

しんちゃん @shinchann2008 · 9時間9時間前 
News23、北朝鮮の弾道弾ミサイル発射実験をきちんと報道。どこかの読売新聞みた
いな、「北朝鮮が危ない」報道はしない。アメリカの海兵隊の基本的作戦は「斬首

作戦」。金正恩委員長をテロで殺害する作戦を実行中。北朝鮮がテロ国家なら、米韓

もテロ準備国家。日本で「共謀罪」に相当しますね。

しんちゃん @shinchann2008 · 14時間14時間前 
今日から審議入り、「共謀罪」法案。ネーミングを変えたら？「市民運動家、逮捕

拘禁・法案」「お国の言うこと、逆らっちゃダメよ、法案」「安倍ちゃん、やりたい

放題、法案」「戦争国家、市民監視社会法案」この法案に、ぴったりなネーミングを

考えよう！「イスラム国テロ、誘発法案」もいいかも。

しんちゃんさんがリツイート 
ラン8(旧名soundora8) @sundora8 · 15時間15時間前 
返信先: @shinchann2008さん 
今村 雅弘 (いまむら まさひろ)復興相（70歳）福島原発事故再生総括担当 は、東京電力
の株式を8000株、九州電力の株式を4000株保有し、原発推進派、核武装容認派、改憲
支持者。

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 4月3日 

https://www.youtube.com/watch?v=lu5zrI3eUL0


共謀罪で最初に裁かれるのは、国民の資産である国有地を戦争好きな子供達を養成す

る学校に不当に安く払い下げる共謀を働いたやつらでいいんじゃないの？

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
清水 潔 @NOSUKE0607 · 3月28日 
清水 潔さんが共同通信公式をリツイートしました
政府専用機に無料で乗るファーストレディは、各国首脳と面会し、日本を代表し講演

もする。あるいは首相公邸を事務所に使い、五人の公務員を自ら秘書と呼ぶ。しかし

都合が悪くなると一瞬で「私人」に変身できる…なんて理屈通るはずもないだろ。
https://twitter.com/kyodo_official/status/846566019082567681

https://www.youtube.com/watch?v=zW5wwKPIb-o
The Nicest Kids in Town - Hairspray 

amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
公然と表社会に飛び出してきている統一教会

桜田淳子

http://www.asagei.com/excerpt/17684 
早稲田原理研出身、世耕経産相

http://ameblo.jp/vita-sana/entry-12203674868.html …
http://www.kyoto-up.org/genri
https://t.co/HwjF7p2ef1

　　↑

まったくの余談ですが、ワタクシ２１歳？のみぎり、ウッカリ

これのダミー組織の勧誘に引っかかりまして…（＾＾；）…★

しばらく喜んで通いつめて、しかしながら『ムー』を愛読していたおかげで（？）、「げ！頭逸

脱狂怪だったか！」と気がつき…

合宿がえりの強制勧誘（印鑑つかせられる）に果敢に抗戦して、居合わせた数十人ひきつれて、

無事脱会。

…という、武勇伝（？）の持ち主でして…☆彡

https://twitter.com/kyodo_official/status/846566019082567681
https://www.youtube.com/watch?v=zW5wwKPIb-o
http://www.asagei.com/excerpt/17684
http://ameblo.jp/vita-sana/entry-12203674868.html
http://www.kyoto-up.org/genri
https://t.co/HwjF7p2ef1


それ以来「ブラックリスト」に載っている？

おかげで、現在、札幌で、職場イジメに遭っている…？？

…という、オチがつく？　のでした…？？

（ニホンで、ソウカガッカイとトウイツキョウカイとコーアンとついでにエホバも敵にまわして

生きのびてんだから…

　あともう、怖いものなんか無いわね！ｗｗｗ）

amaちゃんださんがリツイート 
PICTOMANCER @pictomancer · 3時間3時間前 
おおおお！具体的な話まだ読めないけどこれ結構画期的。いよいよアマゾンお急がな

くていいです便の実装待った無しだな。／アマゾンの当日配送撤退　ヤマトが方針：

日本経済新聞

https://t.co/l6ToytmQRJ

特務機関NERV @UN_NERV · 22時間22時間前 
【同性カップルを「養育里親」に認定 大阪市】
さまざまな事情で実の親元で暮らせない子どもを一定期間、預かり育てる「養育里親

」に、大阪市が市内に住む男性のカップルを認定したことがわかりました。

https://t.co/mRxcMdp4nf

https://www.youtube.com/watch?v=AZnt-0fEiT0
You Can’t Stop The Beat 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
岩上安身�認証済みアカウント� @iwakamiyasumi · 4月2日 
さらに、戦闘と関係のない一般人の中学生になぜ銃剣道を義務化する必要があるのか

。まったくない。義務教育の貴重な期間に学ぶべきことは他に多々ある。白兵戦で人

を刺殺する技術を全国民が学ぶ切迫した必要性があるか!?　まったくない。
https://twitter.com/iwakamiyasumi/status/848582080573329408

https://t.co/l6ToytmQRJ
https://t.co/mRxcMdp4nf
https://www.youtube.com/watch?v=AZnt-0fEiT0
https://twitter.com/iwakamiyasumi/status/848582080573329408


https://www.youtube.com/watch?v=nm2iTP1NaB4
Zac Efron - Ladies’ Choice ("Hairspray") 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
かおなし @cocorono121 · 8時間8時間前 
話し合いでは解決しない

そうみんな思ってるけど

金正恩氏と話した要人は

世界にひとりもいないよ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
かおなし @cocorono121 · 8時間8時間前 

戦争の準備をするより

戦争にならない準備を

https://www.youtube.com/watch?v=ApNp4L1H3vs
Big, Blond And Beautiful 

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 4月3日 

銃剣でミサイルに敵うわけないだろ

　　↑

インターネットはＩＣＢＭより強い場合があるけどなｗ

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ）
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nm2iTP1NaB4
https://www.youtube.com/watch?v=ApNp4L1H3vs
https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4




（４月27日）　オペレーターが迷惑しますので、

【 花粉症 】 と思っていると【失神、失明、命 】の危険！／「人
手不足倒産」／【全面マスクゾーン】…「除染土」ってより　「
汚染土」…。

2017年4月27日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

　

https://www.youtube.com/watch?v=9VIjNTxI8-g
NieR: Automata OST Mix Volume 1「ニーア オートマタ Original Soundtrack」

【継続中】↓（…４日目…？）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO

@TOHRU_HIRANOさんのツイートは非公開です。

ごめん。（－－；）

「ソウカガッカイ」だと思ってた。

（…訂正して謝罪します…。）
　　↓

https://85358.diarynote.jp/201704270904231830/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170427/85358_201704270904231830_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170427/85358_201704270904231830_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170427/85358_201704270904231830_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9VIjNTxI8-g
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO


amaちゃんだ @tokaiama · 38分38分前 
SPPEDIデータを勝手に隠蔽指示して、飯舘村方面に退避した数万の人々を被曝させた
最高責任者、細野豪志は統一教会だったのか！

http://www.worldtimes.co.jp/politics/77278.html …

をきなつ @okinatsu · 43 分43 分前 
　↓RT×4
国会で山添議員が家の中の除染は住人がやらなければならなくて、帰れないんだと言

ってた。なんの責任もない住人がなぜ？

避難してた間に積もったホコリが高線量で、除染を業者に頼むお金もなく、自分たち

でやるのは危険。

なのに、この3月で自主避難の住宅補助は打ち切られた。

しんちゃん @shinchann2008 · 6 時間6 時間前 
『いま自主避難者を「本人の責任」と発言したことには、国際基準で平常時の一般人

の限度とする年間被曝（ひばく）値が１ミリシーベルトなのに、国は避難指示解除の

目安を年間２０ミリシーベルトとしていることを挙げ「この基準で『戻れ』と言う方

がおかしい」と批判した。

kazusan @kazusan41932975 · 9時間9時間前 
福島の復興なくして日本の再生なし。の復興の中身は食べて応援とかまだ線量の高い

中への帰還政策。自主避難者の補助金打ち切りだったり。結局復興とは福島の我慢や

痛み。それなくして日本の再生はないという。原発と同じように復興をおしつけてい

ないか。

amaちゃんださんがリツイート 
金子勝�認証済みアカウント� @masaru_kaneko · 23時間23時間前 
【原発事故で焼け太り】中間貯蔵施設方式は安上がりのぼた山方式。その汚染土を運

び込む「中間貯蔵会社」が官僚１９人受け入れ。福島原発事故を起こした役人は一切

責任が問われず、事故処理の予算を食いながら焼け太りしていく。

https://t.co/Ck2ARHVZf2

https://www.youtube.com/watch?v=8xBBcfjM7xg
Suming 舒米恩-不要放棄Aka pisawad(第52屆金馬獎最佳電影原創歌曲) 

http://www.worldtimes.co.jp/politics/77278.html
https://t.co/Ck2ARHVZf2
https://www.youtube.com/watch?v=8xBBcfjM7xg


amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
1962年大気圏核実験被曝世代の大半が飛蚊症にかかっている
ベラルーシ国立放射線医学研究所の調査結果

（1996年。事故後１０年目）
ベラルーシ国内の放射能汚染地に住む６歳から１５歳の子供３０００人調査

年３ミリSv以上の被ばく受けた４００人の子供のうち６０％に飛蚊症が見つかった

kiwico @kiwicoconico · 10時間10時間前 
返信先: @kiwicoconicoさん 
全面マスクゾーン　6,154Bq/kg、空間線量1.36μSv/h。
《除染土　8,000Bq/kg以下　空間線量1.8μSv/h近く？》
チェルノ移住ゾーン　8,538Bq/kg、空間線量1.89μSv/h。
...「除染土」っていうより「汚染土」だよなぁ。言葉の印象操作。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 12時間12時間前 
"bun_2011 2013年3月
テレ朝系KBC
失神、失明、命の危険も！？

　「花粉症？」実は怖い病が…
　　副鼻腔炎。

　　咳喘息。

　　肺炎。

花粉症だと思っていると失神、失明、命の危険も！

　って放射能汚染による健康被害じゃないか。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 12時間12時間前 
kinono
福島の渡利地区の

掃除で出たホコリが

放射性廃棄物の埋め立て基準

8000Bq/kg超の19500Bq/kg
寝る時も風呂でも



食事中でも仕事中でも

マスク付けっぱなし生活は

不可能だし

生活の全てが原発作業員並みの

危険作業になる

憲法25条違反よ、これ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
あかぺぱ8  @ a5433231387425 · 17時間17時間前 
「ジャングルジムから飛び下りて地面に両手をついて手首骨折」

「ドッジボールでボールを受けて指骨折」

「跳び箱で手を着くタイミングを逃して腕を骨折」

極めつけは‥…
「校庭でマラソンをしていて足首を骨折」

全校で骨折の報告が沢山あがっています。

次男の学級懇談会で、担任より

　　↓

amaちゃんださんがリツイート 
まゆ084  @ mayu · 50分50分前 
何回も言ってるけど年金廃止して全額返金してね。

＞【！？】自民党「年金受給開始年齢を７０歳以降からも選択できるようにしよう！

高齢者も働こう」 - 情報速報ドットコム http://saigaijyouhou.com/blog-entry-16521.html
…

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
嗚呼、ニッポンの人手不足はここまで深刻になっていた！

「人手不足倒産」が起こる可能性も

https://t.co/yz9xNB4isb

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 15時間15時間前 
「年金受給開始、７０歳後も選択肢に」　自民ＰＴ提言へ（朝日新聞デジタル） -
Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170426-00000055-asahi-pol …
@YahooNewsTopics

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-16521.html
https://t.co/yz9xNB4isb
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170426-00000055-asahi-pol


▶�といいながら原発再稼働で放射能を、ケムトレイルで病原菌をばら撒き70以下に平
均寿命を下げます。

https://www.youtube.com/watch?v=l9BGcwsulzE
為自己喝彩 Suming舒米恩（官方完整版ＭＶ）

cmk2wlさんがリツイート 
しぇりー @cake_madness21 · 4月25日 
ワクチン推進派のメッセージ「お前のクソガキにワクチン接種しろ」に対して、

大勢のワクチン被害者の親が写真を出して応答、「したよ」

http://www.cheeseslave.com/march-for-science-vaccinate-your-kids-parents-of-vaccine-
inured-respond-we-did/ …
https://twitter.com/cake_madness21/status/856894393516609536

しんちゃんさんがリツイート 
まーぶ(固定ツイート見てねごめんね) @nemutaimabuta · 4月25日 
今朝退院出来たので描きました〜。実は数日前アレルギーで救急車搬送されちゃって

たよ！という話です。アレルギーってこわいね！

https://twitter.com/nemutaimabuta/status/856794053115080704

　　↑

メーカーのコールセンターの、

ワープアな奴隷オペレーターの、

霧樹りすが迷惑しますので、

チキンレースに挑戦するのは、辞めて下さい…★（－－＃）★

amaちゃんださんがリツイート 
文鳥さん ぶんちょうさん ( ⁰⊖⁰) @komatsunotsuma · 2016年10月14日 
返信先: @komatsunotsumaさん 
除菌ウェットティッシュや殺菌石鹸は人体に危険！大口病院中毒死の猛毒を含有

http://biz-journal.jp/2016/10/post_16861.html … 除菌シート、ウェットティッシュ。ベ
ンザルコニウム塩化物配合。合成洗剤だから除菌されるが細胞毒があり皮膚の細胞に

よくない》試しに色々使うと私もダメで治りません…

https://www.youtube.com/watch?v=l9BGcwsulzE
http://www.cheeseslave.com/march-for-science-vaccinate-your-kids-parents-of-vaccine-inured-respond-we-did/
https://twitter.com/cake_madness21/status/856894393516609536
https://twitter.com/nemutaimabuta/status/856794053115080704
http://biz-journal.jp/2016/10/post_16861.html
https://twitter.com/komatsunotsuma/status/787109103298420736


https://twitter.com/komatsunotsuma/status/787109103298420736

https://www.youtube.com/watch?v=STz8AehZMk4
Return to Innocence 反璞歸真---- Elders Drinking Song 老人飲酒歌.wmv 

amaちゃんださんがリツイート 
中野晃一　Koichi Nakano @knakano1970 · 1時間1時間前 
すごいなー、世界日報（統一教会）までいっちゃったか、細野さん。

政権を変えられないような国で

憲法を変えていいことはないと思いますよ。

http://www.worldtimes.co.jp/politics/77278.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 2時間2時間前 
安倍政権が米食料産業 モンサント　カーギル社の利権のために実現した種子法廃止が
、日本の食生活をどのように破壊してゆくか？

https://mainichi.jp/articles/20170421/ddm/013/040/004000c …
極右の三橋ですら

https://t.co/xfSc3guyA1

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
蓮舫代表「国民をバカにしている」　復興相辞任、野党攻勢　首相の任命責任追及

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170426-00000554-san-pol …
本当に国民を馬鹿にしてきたのは蓮舫の御主人、野田佳彦だろう

フクイチ事故後「最後までTEPCOを守り抜く」と勝俣にメールした男

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
とみ @meow164 · 14 時間14 時間前 
アベノミクスを応援すれば、

クソみたいな自分（私も含めた）の収入が

上がると思ってる人、

多すぎ。

給料より物価のが上がってるでしょ。

https://www.youtube.com/watch?v=STz8AehZMk4
http://www.worldtimes.co.jp/politics/77278.html
https://mainichi.jp/articles/20170421/ddm/013/040/004000c
https://t.co/xfSc3guyA1
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170426-00000554-san-pol


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
名もなき投資家 و(*ˋ�ˊ)٩ @value_investors · 4月20日 
郵便はがきが52円から62円へ。アベノミクス始まって50円が52円になったから、2014
年から実質24％の値上げ。その間のお給料は24％も伸びましたか？伸びませんよ。こ
うやって給料ほぼ据え置きのままモノの値段が上がって実質賃金低下。なのに未だに

アベノミクス効果を信じる国民（笑）

https://pbs.twimg.com/media/C93NrXvUQAAlmH-.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=u0rgcWyuQbY
KANO 電影主題曲 - 勇者的浪漫 MV 
(中孝介、Rake、范逸臣、舒米恩、羅美玲演唱) 

東京新聞 原発取材班さんがリツイート 
佐藤 剛(sato go) @gosan5553 · 14時間14時間前 
佐藤 剛(sato go)さんが東京新聞 原発取材班をリツイートしました

春に菜の花 夏には祭り 
秋の七草 木枯らしの冬に 
帰りたい 帰れない 
帰りたい 帰れない

「帰りたい帰れない」という歌を、共有していくときです。

https://twitter.com/kochigen2017/status/857109021349859328

https://www.youtube.com/watch?v=oqnHujKcEpk
羅美玲「勇者的浪漫(中文版) 」(官方完整上字HD版) 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
けりけり@4/29.30EDC(R→L) @home_pta · 4月23日 

くっそ可愛いオフ会してるwww

https://pbs.twimg.com/media/C93NrXvUQAAlmH-.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=u0rgcWyuQbY
https://twitter.com/kochigen2017/status/857109021349859328
https://www.youtube.com/watch?v=oqnHujKcEpk
https://pbs.twimg.com/media/C-EDaVuUAAAILxX.jpg


https://pbs.twimg.com/media/C-EDaVuUAAAILxX.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=oqeoKrKDffc
Rock Meets Rachmaninoff - The Piano Guys 

人生、至る所に　青山あり…

⇒http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oqeoKrKDffc
http://85358.diarynote.jp/?theme_id=6


（４月28日）　いじめとか飼い殺しとかイヤガラセによる出版権の差し止めとかとか
…

https://85358.diarynote.jp/201704280706091357/

【 泊原発 Ｍ３．４ 】／【 倶知安 ０．０５９ μ 】／（札幌
＋８℃。　０．０３３ μ ）／化学物質過敏症「たばこの煙で頭痛
」／アレルギー体質の人間は、普通人の千倍もの劇症反応を示す

のだ。

2017年4月28日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

 
https://www.youtube.com/watch?v=S8eilh3QwsM
【MV】 GO WAY GO WAY〜NO WAY NO WAY／FoZZtone [Official] 

おはようございます。

０６：５２になっちゃいましたが、

明日からのまたまた地獄バイト４連勤に備えて、

定刻６時には起きて家事とか雑事とかやってました…

（＾＾）

https://85358.diarynote.jp/201704280706091357/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201704280706091357/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170428/85358_201704280706091357_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170428/85358_201704280706091357_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170428/85358_201704280706091357_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=S8eilh3QwsM


そんで昨日の話。

http://85358.diarynote.jp/201704271438348490/
…うまい話…？？　（には、オチが、ありました…★）
＞マンガボックス原作賞

やっぱこっちにも「度胸つけ」のために応募してみることにしました…しようかな…してみる
とい…いいんじゃないかな…ぅん…⇒（「関白宣言」的に腰砕け…☆）

やっぱ「プロの（商業的）作家」を目指すなら、そもそも一社だけとしか付き合わない、という

ことも有り得ない選択なわけで…（＾＾；）…

ただ、「政治的に正しくない」親企業の傘下の出版社だと、いじめとか飼い殺しとかイヤガラセ

による出版権の差し止めとかとか…

いかにもヤラレソウな悪い事態の数々が脳裏をよぎるので二の足さんのまいを踏むだけで…（
＾＾；）…★

でも歯医者さんでも虐められないで済んだしね？

悪い事ばっか考えて、予防線ばっか張ってても…結局、現にバイトで虐められてるけど、死んで
やしないしね…？

「本命」は秋の講談社Ｘデーで！

６月（…まさに無駄に終ること間違いナシの天中殺中！…）に、

「滑り止め」で「度胸試し」のスカイハイさん（そもそも名前があれだｗ）にも、

「応募！」してみよう…うん…（＾＾；）…★たぶん…★

https://www.youtube.com/watch?v=TG8A4iY7a2s
FoZZtone "Reach to Mars" (Official Music Video) 

…さて。小説より奇なりな事実のほうをチェックしておきましょう…★

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

http://85358.diarynote.jp/201704271438348490/
https://www.youtube.com/watch?v=TG8A4iY7a2s
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
01:00 0.032 0.032 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.031 0.031 6 
04:00 0.032 0.031 0.032 6 
05:00 0.032 0.031 0.032 6 
06:00

northland44  @ n142e · 13分13分前 
#Radidas 2017/04/28 07:00(JST),0.06±0.01μSv/h,in33min,
北海道旭川市,14670,5974,22,0.057,0.055,0.062 edea6975

https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map

4月28日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。詳しくはこちらでご確認いただけます。

http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?
utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social …
https://pbs.twimg.com/media/C-dF7HdVwAArqm9.jpg

4月28日5時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が135箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C-coY_pUwAQ7hp9.jpg

★【M3.7】青森県東方沖 深さ46.0km 2017/04/28 01:39:03

4月27日23時43分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が153箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C-bUIu9V0AQNmSq.jpg

※【M3.4】積丹半島北西沖 深さ250.1km 2017/04/27 22:40:37
4月27日17時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が151箇所以上存在します

https://twitter.com/whitefood1
https://twitter.com/UN_NERV
https://twitter.com/eq_map
http://news.whitefood.co.jp/radiationmap/?utm_source=twitter&utm_campaign=radiation&utm_medium=social
https://pbs.twimg.com/media/C-dF7HdVwAArqm9.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C-coY_pUwAQ7hp9.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C-bUIu9V0AQNmSq.jpg


。

https://pbs.twimg.com/media/C-Z_WGdUQAMj4E4.jpg

4月27日11時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が137箇所以上存在します
。

https://pbs.twimg.com/media/C-Ysu-bUQAAZAVv.jpg

4月27日の朝08時の空間線量です。
https://pbs.twimg.com/media/C-X8V4rVYAE_MB-.jpg

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
化学物質過敏症「たばこの煙で頭痛」「変わり者扱い」

「通学できない」「働けず実家暮らし」（北海道新聞）

http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/29545健康法.jp/archives/29545 
アレルギー体質の人間は、普通人の千倍もの劇症反応を示すのだ

https://t.co/myVVzrBWLu

　　↑

…「アルパカ狼さんの半径５０cm以内」に「近づけない」んだよ…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=LUB6zCGrD_E
【歌詞つき】GO WAY GO WAY (live ver) / FoZZtone[official]
 
 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年4月29日7:07
　

2017年04月28日（金）【前日】

https://pbs.twimg.com/media/C-Z_WGdUQAMj4E4.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C-Ysu-bUQAAZAVv.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C-X8V4rVYAE_MB-.jpg
http://???.jp/archives/29545
https://t.co/myVVzrBWLu
https://www.youtube.com/watch?v=LUB6zCGrD_E
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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05:00 0.032 0.031 0.032 6 
06:00 0.032 0.031 0.031 6 
07:00 0.032 0.031 0.032 6 
08:00 0.032 0.031 0.032 6 
09:00 0.031 0.031 0.031 6 
10:00 0.031 0.030 0.031 6 
11:00 0.032 0.031 0.032 6 
12:00 0.032 0.031 0.031 6 
13:00 0.032 0.031 0.031 6 
14:00 0.032 0.031 0.031 6 
15:00 0.031 0.031 0.031 6 
16:00 0.032 0.031 0.031 6 
17:00 0.032 0.031 0.032 6 
18:00 0.033 0.032 0.032 6 
19:00 0.032 0.031 0.032 6 
20:00 0.032 0.031 0.031 6 
21:00 0.032 0.031 0.031 6 
22:00 0.032 0.031 0.032 6 
23:00 0.032 0.031 0.031 6 
24:00 0.032 0.031 0.031 6
 
 
 



（４月28日）　どこの業界も人手不足ですよね

https://85358.diarynote.jp/201704281059344788/

【 共謀罪のある日常 】／【 北より日本 】 やばいでしょ／【 激
ヤセ 】は末期癌／【 人手 不足 】。

2017年4月28日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=0swsfLK_3VQ
KOKIA battle of destiny 

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
マスコミは何も言わないけれど、今は「原子力緊急事態宣言発令中」なん

です。安倍さんが解除宣言できない理由とは？ 
http://www.asyura2.com/16/genpatu47/msg/821.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
必要なら海兵隊を東京にと吉永小百合さん！　

http://www.asyura2.com/17/senkyo224/msg/742.html …

東京新聞 原発取材班さんがリツイート 
本間　龍　　ryu.homma @desler · 11 時間11 時間前 

必読です。

「世界」今月号の特集「共謀罪のある日常」冒頭を無料公開中！

本来、月刊誌が最新号記事を公開することは稀です。それでも敢えてしているのは、

この法案の危険性を出来るだけ多くの人に周知するためです。是非危機感を共有して

ください。

https://www.iwanami.co.jp/files/sekai/conspiracy.pdf …

【継続中】（５日目！）

　　↓

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO

https://85358.diarynote.jp/201704281059344788/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201704281059344788/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4150106746/
https://www.youtube.com/watch?v=0swsfLK_3VQ
http://www.asyura2.com/16/genpatu47/msg/821.html
http://www.asyura2.com/17/senkyo224/msg/742.html
https://www.iwanami.co.jp/files/sekai/conspiracy.pdf
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO


@TOHRU_HIRANOさんのツイートは非公開です。

https://www.youtube.com/watch?v=Hh9yZWeTmVM
ONE OK ROCK - The Beginning [Official Music Video] 

連人権理事会特別報告者bot @kokurenjinken · 2 分2 分前 
当初の避難区域はホットスポットを無視したものでした。これに加えて、日本政府は

、避難区域の指定に年間20 mSv という基準値を使用しました。これは、年間20 mSv
までの実効線量は安全であるという形で伝えられました。

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
福島第一原発は、日本が秘密裏に保有してきた核弾頭のプルトニウム再生事業を行っ

てきた疑いが非常に強い

でなければ、自民党がここまで東電を守り抜く理由がない

もし支援しなければ東電は事実を暴露して自民党が一巻の終わりになるから

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
兵器級プルトニウムは数十年で劣化する　プルトニウム供給のため核関連施設の維持

が不可欠

http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/383.html …
投稿者 魑魅魍魎男 日時 2015 年 3 月 24 日

plethysmogram @plethysmogram11 · 9時間9時間前 
軍—産—学の国際原子力ムラ複合体が存在し、連中は、核事故が起きて放射能汚染が

起きても、その汚染された大地から人々が逃げ出してしまって無人の荒野とならない

ように、日々工作活動している。低線量被曝などという言葉を作って、低線量なら放

射能と共存可能だという幻想を振りまいている。

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 13時間13時間前 
(バンビの独り言)より
田中優氏

「先日、偶然に政府が唯一認める

日立アロカ社の放射能測定器を

新旧2台並べて測定することになった。

https://www.youtube.com/watch?v=Hh9yZWeTmVM
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/383.html


1台は福島原発事故以前のもの、
もう1台は事故後のものだ。
なんと、明らかに

新しい測定器のほうが感度が悪いのだ。」

amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 13時間13時間前 
TOHRU_HIRANO
1970年「政府：水銀は直ちに健康に影響ない」
⇒2003年頃【死ぬみたい】 
1985年「政府：薬害エイズは直ちに健康に影響ない」
⇒2002年頃【やっぱり死ぬみたい】
2011年「政府：放射能は直ちに健康に影響ない」← ｲﾏｺｺ ⊂(・_・)

amaちゃんださんがリツイート 
一井唯史（元東電社員 原子力事故賠償） @ichii_tadafumi · 19時間19時間前 
週刊プレイボーイGW号の記事について
東京電力は公的資金注入にあたって「親身親切な賠償」を約束したのだから、東京電

力が行ってきた被災者切り捨ての理不尽な賠償は社会の問題です

東電ファーストは許されません

https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1306613619414600&id=100001979231953 …
#東電ファースト

amaちゃんださんがリツイート 
こたつぬこ @sangituyama · 4月26日 
こたつぬこさんがこたつぬこをリツイートしました

覚えときましょう吉野新復興大臣の発言「私は原発が大好きな人間だった。好きだか

ら良くしたいという思いで原子力安全保安院の経済産業省からの分離・独立を訴えて

きた。それが実現できないまま事故が起きた。もう福島に原発はいらない。40年廃炉
のルールを厳格に守り新規立地は認めるべきではない」

https://twitter.com/sangituyama/status/857050861582798848

めいちゃん @snoopymaygon · 4月16日 
「フロンが原因でオーストラリア上空にオゾンホールがあって、皮膚がんが多い」っ

てのもウソっぽい↓

「核実験に加え、世界規模のプルトニウム汚染は1964年原子力電池を搭載した衛星が

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1306613619414600&id=100001979231953
https://twitter.com/sangituyama/status/857050861582798848


南半球の上層大気で燃え尽きたことから起った。この時、0.63 PBqの238Puが大気中
に放出。」

https://www.youtube.com/watch?v=npJ5mamoHhE
坂本美雨【CHILD OF SNOW】

amaちゃんだ @tokaiama · 1時間1時間前 
今村雅弘の急激な痩せっぷりは彼が末期癌にある可能性が強い

昔、愛知癌センターに客の送迎をたくさん行ったが共通する特徴があった

①肌が薄黒くなる

②頬がこける

③近寄ると何ともいえない生臭い臭いがする

自分の経験でいうと、とにかく朝起きるとき全身が痛む

平時でも、どこか痛んで苦しい

Lulu__19 @Lulu__19 · 2時間2時間前 
低線量被曝は免疫系を破壊する。福島エイズ、東京エイズだ。早い段階で西に移住す

れば、自己免疫作用で症状は回復するだろう。しかし汚染地帯に留まれば、完全に免

疫系が破壊され、あらゆる細菌に感染し死ぬことになるだろう。

つい速ワンワン @pokemon5go · 3時間3時間前 
ディズニーリゾートが深刻な人手不足・・・お前ら夢の国で働きたくないの？

http://www.jackandmaggieforgeorgetown.com/?p=39276

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
飯館村　帰還村民は「１週間に１度、胸部Ｘ線照射を浴びていく」計算

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2017/04/post-fee9.html#more …
今から50年以上前、法強制された結核集団X線検診では、一枚撮影するのに実に20ミ
リシーベルトの被曝量があった

当時、胸部被曝した女児たちに乳ガンが激発してる

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
４６人死亡…昨年、県内の困窮者宿泊所　今後増の可能性、その背景は （埼玉新聞)　
http://www.asyura2.com/16/genpatu47/msg/816.html …

https://www.youtube.com/watch?v=npJ5mamoHhE
http://www.jackandmaggieforgeorgetown.com/?p=39276
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2017/04/post-fee9.html#more
http://www.asyura2.com/16/genpatu47/msg/816.html


amaちゃんださんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 13時間13時間前 
ヨウ素131汚染度
チェルノブイリ事故時ミュンヘン９万２千Bq
宮城県南部、茨城県全域、千葉県東部など１０万Bq超
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/342caec3144ce13f274fe343c83a1bda …
チェルノブイリ５年後ミュンヘン知人

外に出してた飼猫５匹とも癌で失った

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
こころころ @corolin_aki · 13時間13時間前 
こころころさんがJUMPILIKEYOUをリツイートしました
福島だけの未来じゃなくて、日本の未来だけどね。

見つめないとね。

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/857554040456044544

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ゆり @Liliumoon · 15時間15時間前 
胃腸の調子おかしいって言ってる人が多い気がする最近。

LIKEYOUさんがリツイート 
(株) ずかし と たくい @ZukashiT · 4月23日 
変な形だなとは思ったけど、まさかの双子

https://twitter.com/ZukashiT/status/856274991721181184

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年9月19日 
【重要】

痙攣 で Googleトレンド検索
福島県

和歌山県

愛媛県

岡山県

沖縄県

筋肉が不随意に急激な収縮を起こす現象。収縮と弛緩を繰り返す間代性の場合と持続

的に収縮する強直性がある。完全に全国的です。

https://pbs.twimg.com/media/Bx6cmaxCAAEt3k8.png

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/342caec3144ce13f274fe343c83a1bda
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/857554040456044544
https://twitter.com/ZukashiT/status/856274991721181184
https://pbs.twimg.com/media/Bx6cmaxCAAEt3k8.png


cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年4月5日 
パーキンソン病 で Googleトレンド検索　岡山県 京都府 茨城県 長野県 広島県
大都市圏はもちろんのこと、いろんな地域で急激上昇してます。

https://pbs.twimg.com/media/BkcLYVYCMAAe45G.png

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年3月3日 
ADHD （注意欠陥・多動性障害：多動性、不注意、衝動性を症状の特徴とする発達障
害もしくは行動障害）で、Googleトレンド検索　
茨城県 岡山県 宮城県 京都府 新潟県　他の地域でも急激上昇。
https://pbs.twimg.com/media/Bh0B5LUCAAAtFYo.png

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年10月1日 
世界は地球史上6回目の大量絶滅を迎えつつあり、これまでの約100倍のペースで生物
種の消滅が進んでいる。米スタンフォード大学、プリンストン大学、カリフォルニア

大学の専門家らが率いた研究。地球では現在、6600万年前に恐竜が絶滅して以降、最
も速いペースで生物種が失われているという。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年8月17日 
返信先: @cmk2wlさん 
海水を濾過して摂食する生物は放射性物質を溜め込みやすい。

その生物が死ねば組織は分解されて、蓄積された放射性物質は放出される。

ジンベエザメ、マンタ、ある種のクジラ、牡蠣、フジツボetc.,
そして二枚貝。

言うに事欠いて「伝染性の癌」

https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow
鬼束ちひろ - 月光 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan · 14 時間14 時間前 

https://pbs.twimg.com/media/BkcLYVYCMAAe45G.png
https://pbs.twimg.com/media/Bh0B5LUCAAAtFYo.png
https://www.youtube.com/watch?v=iyw6-KVmgow


ミサイル飛んできたらこうしてね、みたいなものを学校で配るとか、ほんとにどうか

と思う。保護者にも子どもにも、戦争が近付いてると思わせて、どうしたいんだろう

。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
大下賢一郎 @kemuchiman · 15時間15時間前 
ミサイルが〜、ミサイルが〜、と煽っておきながら、安倍はロシアで、GWには大臣11
人が外遊だとか、まあ、そういう事ですよ。

amaちゃんださんがリツイート 
日刊ゲンダイ @nikkan_gendai · 20時間20時間前 
北朝鮮との危機を散々煽っておいて、自分たちは“GW外遊”とは。交渉窓口である外務
省の大臣、副大臣が全員、4日間も日本を離れるということは、危機など最初からない
のか、どうでもいいと思っているのか、いずれかということでしょう。記事は本日の3
面に掲載。日刊ゲンダイは駅売店かコンビニで！

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
masako @hoppeko · 23時間23時間前 
日本がどうみても挑発してるでしょ。過剰に。韓国の友人も日本の状況を危険視し

てた。北より日本やばいでしょ。って

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年7月30日 
いたるところに役者が配置されている。それぞれ別々の役割が与えられ無理なく潜

伏し、特定の問題になると出てくる。それまでの信用や醸し出した雰囲気を背景に…
。江戸時代の幕府が諸国に配置した「草」と同じ。デモや市民団体の主催者だけで

なく、SNSにも存在する。

https://www.youtube.com/watch?v=XJ_rQnIh6Ys
【 高画質 フル MAD】 永遠の0 
ONE OK ROCK FIGHT THE NIGHT new アルバム 35xxxv full film eternal zero 

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Zooey Minemura @zoy3 · 23時間23時間前 
Zooey MinemuraさんがT.Kamadaをリツイートしました

https://www.youtube.com/watch?v=XJ_rQnIh6Ys


アルバイトの時給と、マシーンの減価償却費・導入費用との間で、声なき死闘が繰り

広げられている戦場。

https://twitter.com/Kamada3/status/857400460646285312

キャプテン☆マクドナルド@心の貴族 @M0x9LP86a4TtunO · 4月26日 
テレビ「今、日本中の職場で人手不足が深刻！」

俺「そうだよねー」

テレビ「こちらの会社では、機械化により人手不足を解消！！」

俺「ええやんけ」

社長のおっさん「これで従業員を2人削減できました！！」
俺「削減したらアカンやんけ。」

https://www.youtube.com/watch?v=GmoD2adMuwE
坂本美雨【The letter after the wound】

amaちゃんださんがリツイート 
ジャーナリスト　田中稔 @minorucchu · 1時間1時間前 
くにたち上原景観基金。４月27日時点で３０,９８９,９９９円 (前回より415,000円ア
ップ)。元金の3,123万円まで、あと２５万円と近づいてきた。上原公子元国立市長個人
に対するスラップ（嫌がらせ）がいかに卑劣かを物語っている。

https://pbs.twimg.com/media/C-dQedRV0AAA5Is.jpg

東京新聞 原発取材班さんがリツイート 
東京新聞政治部�認証済みアカウント� @tokyoseijibu · 2時間2時間前 
「共謀罪」対象２７７犯罪の内訳判明　分類変え「テロ」最多に　資料入手

永久保存版！！２７７の罪を５つの分類に分けた一覧を今朝の東京新聞で掲載してい

ます。５つの分類では「テロの実行」が一番多いのですが、それも意図的に多くした

形跡も…
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017042890070213.html …

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
＜狂気＞10万冊収容のツタヤ図書館、3万5000冊はダミー本、1万冊は読めない飾りの
洋書（税金で購入）

http://www.asyura2.com/17/hasan121/msg/380.html …

https://twitter.com/Kamada3/status/857400460646285312
https://www.youtube.com/watch?v=GmoD2adMuwE
https://pbs.twimg.com/media/C-dQedRV0AAA5Is.jpg
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017042890070213.html
http://www.asyura2.com/17/hasan121/msg/380.html


amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
「報道の自由度ランキング」日本は72位！「政権側がメディア敵視を隠そうとしな
くなっている」

https://t.co/xeGLOzVeDX

amaちゃんだ @tokaiama · 4時間4時間前 
トランプ、ル・ペンは大イスラエル帝国建設への道を歩む(1)
https://t.co/4xqqbBeaBr

amaちゃんださんがリツイート 
Tad @CybershotTad · 12時間12時間前 
クロ現

スノーデン氏。日本の報道自由度ランキングが低いことに触れ、「真実を知る手段が

なければ民主主義は死んでしまいます」と。

amaちゃんださんがリツイート 
非一般ニュースはアカウント凍結 @kininaru2014111 · 14時間14時間前 
安倍政権が共謀罪にこだわる理由は、まさに「もの言う市民を逮捕すること」「もの

言わぬ市民を萎縮させること」公権力の私物化行為は対象外。一般市民をいくらでも

捜査対象にできる一方で、自分たちがしょっちゅう繰り返している犯罪は対象にして

いないhttp://lite-ra.com/2017/04/post-3113.html …
https://twitter.com/kininaru2014111/status/857554181602791425

…やれやれ…ｗ（－”－＃）ｗ

このまんま、『物語世界』へ続くぅ〜

⇒http://p.booklog.jp/book/108706/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－？　（暗闇の童話集） 

https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
トレイン（PV） ケツメイシ

amaちゃんださんがリツイート 
０次郎 @zerojirou · 21時間21時間前 

https://t.co/xeGLOzVeDX
https://t.co/4xqqbBeaBr
http://lite-ra.com/2017/04/post-3113.html
https://twitter.com/kininaru2014111/status/857554181602791425
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/108706/read
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU


イタリアにマツコのそっくりさんがいた！と先週あたり話題になっていたが、ベルギ

ーの厚生大臣も負けてないな。就任時に「肥満問題に取り組む」と言って「お前が言

うな」と大人気になったらしい。しかも名前がデブロック。

https://pbs.twimg.com/media/C-ZDJa1UMAIYccC.jpg

quuya @quuya · 4月18日 
日本の大手コンビニエンスストアは深刻化する人手不足を解消するために、コストを

かけ全商品にICタグを貼りつけ最新の設備を全てのコンビニに用意し無人レジを導入
することにした。　

一方田舎の農家では大昔から無人販売を導入していた。

　　↑

ひとつ提案ですけどね？

日本全国「ヤマギシ実顕地」化。とか…（＾＾；）

絶賛「オドー主義」導入。とか、どうでしょうか…？？

http://p.booklog.jp/book/114445/read
＞たとえば軍事独裁より民主主義の方が優れている理由 

こら待てｗ　どこのヤン・ウェンリーだおまえさんは！…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=2Zp6ml5bxzA
EXEC_COSMOFLIPS/. KOKIA 
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たちばな @tachi191959n · 4月18日 

春なのに人手不足ってこれもう改善出来ないのでは？ってなってます。

どこの業界も人手不足ですよね。

 
 



（５月28日）　給料安すぎだふざけんな。

https://85358.diarynote.jp/201705280900257830/

（作業チュウだん栗鼠…ｗ（TへT；）ｗ…★

2017年5月28日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (2)
　

 
（前項参照）（－－；）

いっこ前のバージョン発掘してきましたが★

これの後に追加してた分は、ぜんぶ消えました…★

（ＴＴ；）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

タイトル（作業栗鼠５匹目）

◆ 本文

https://www.youtube.com/watch?v=0vrM7MSqtsg
ERIKA - I Believe featuring TERRY 

OTL49さんがリツイート 
株式会社たりん? @_f_u_t_o_n_ ? 5月26日

ジブリの求人記事、世界からの反応は

ワクワクコメント及び日本語勉強しなくちゃ！どうしよう！？かと思いきや、

給料安すぎだふざけんなというの、最高だな

https://m.facebook.com/cartoonbrewjobs/photos/a.1208107272585975.1073741828.831001206963252/1509983079065058/?
type=3 …

OTL49さんがリツイート 
asuka? @asuka_250 ? 5月26日 
asukaさんがYahoo!ニュースをリツイートしました

民進党が審議拒否しないと言う事は、また強行採決されてしまいます

日本人の人達は民進党に抗議しないのですか？

今こそ動かないと日本は北朝鮮と同じになります。SNSで文句や抗議していても何も
変わりません。日本人は言い訳だけは世界一の民族だと思いますが、取り返しのつか

ない事になりますよ

https://www.youtube.com/watch?v=UsxiHclfJ9M
ＴＥＲＲＹ - Be Alright with ERIKA

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
onodekita? @onodekita ? 5月26日

https://85358.diarynote.jp/201705280900257830/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201705280900257830/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170528/85358_201705280900257830_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0vrM7MSqtsg
https://m.facebook.com/cartoonbrewjobs/photos/a.1208107272585975.1073741828.831001206963252/1509983079065058/?type=3
https://www.youtube.com/watch?v=UsxiHclfJ9M


無脳児はもう珍しくない

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
onodekita? @onodekita ? 5月26日

渋谷某が、乳がんの増加は検査のやり過ぎ と言い出すのももうすぐ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
onodekita? @onodekita ? 5月26日

若い人の乳がんがなぜ増えているのか。その原因は探らずに、検診を受けましょうと

連呼するのみ

OTL49さんがリツイート 
amaちゃんだ? @tokaiama ? 5月26日

体内に入った放射能はガンマ・ベータ・アルファ線という放射線を出して細胞を破壊

する

染色体二重螺旋が同時に破壊されたなら、もう二度と修復できず細胞は暴走、遺伝子

が変化してしまう

あらゆる遺伝病、奇形が放射線によって発生する

東日本の人は毎日放射能を体に入れている

遺伝子はどうなる？

https://www.youtube.com/watch?v=uuD4TkzbdTU
TERRY / ありがとう featuring ERIKA 

OTL49? @sukipparanisake ? 8時間8時間前 
OTL49さんが地球@相互支援 #MGWV #IFBをリツイートしました

米国に売る場合だけは、売国とは言いません（???
https://twitter.com/aichikyu369/status/868470486430121985

OTL49さんがリツイート 
きっこ? @kikko_no_blog ? 11時間11時間前

天皇の生前退位とか真子様のご婚約とか、週刊誌や民放テレビ局がスクープを流すな

らともかく、天下のNHKが宮内庁の許可も取らずに皇室のスクープを垂れ流すな
んて、10年前には考えられなかった。それも、どちらのスクープも安倍晋三の政治
スキャンダルを隠す目的で報じられている。

OTL49さんがリツイート 
昭和おやじ 【打倒安倍政権】? @syouwaoyaji ? 20時間20時間前

https://www.youtube.com/watch?v=uuD4TkzbdTU
https://twitter.com/aichikyu369/status/868470486430121985


笑えないのは、こんな漢字の読み方も知らない人間が、常用漢字を選定し、学校での

漢字教育の方針を決めている省庁のナンバー2で、常々「日本の伝統を教育しろ」など
とがなりたてているという事実！！

http://lite-ra.com/2017/05/post-3194.html …

OTL49さんがリツイート 
じんかんに光あれ? @FYvet5869 ? 20時間20時間前

じんかんに光あれさんが500円をリツイートしました

私は獣医師だ。

獣医師は不足していない。

現在、保健所における旅館の許可、美容所の検査など、獣医師でなくてもできる仕事

を獣医師が行なっている。

既存の大学に予算を投入し、日本の獣医学のレベルを上げて、優秀な獣医師を育成し

、獣医師の待遇改善が必要である。

デマを流すな。

https://twitter.com/_500yen/status/868114806921875457

OTL49さんがリツイート 
ハイジ@P-GB＆はちやどアフター? @haijiijiah ? 5月21日 

チベットスナギツネのケーキ…すごい…どこから撮ってもこっちを見てる…
https://twitter.com/haijiijiah/status/866277561407373312

JUMPILIKEYOU? @jumpilikeyou ? 22時間22時間前 

インターネットで

世界と繋がるなんて全くウソ

むしろ

分断して統治するための

言論統制に使われている

ゲーム

音楽

映画

ポルノ

スポーツ

テレビ

ＳＮＳ

マスゴミニュース

３Ｓどころじゃないよね

世界と繋がったら

この戦乱は

http://lite-ra.com/2017/05/post-3194.html
https://twitter.com/_500yen/status/868114806921875457
https://twitter.com/haijiijiah/status/866277561407373312


なかったはずだよね

プラグに繋がってる

OTL49さんがリツイート 
異邦人? @Medicis1917 ? 5月26日 
異邦人さんが???＠大阪???団亡者戯をリツイートしました

問題の本質から目を逸らさせる為に政権が総力を挙げて個人攻撃を行うという、およ

そ法治国家とは思えないような蛮行が平然と繰り広げられている。この際、不法を犯

し続ける安倍政権こそが、地位に恋々としがみついている寄生虫の類であるとハッキ

リ明言しておくべきだろう。

https://twitter.com/tohohodan/status/867667673189982209

OTL49さんがリツイート 
澤田愛子? @aiko33151709 ? 5月25日

安倍首相がサミットに出発する前に「人権、自由、民主主義の価値観を共有する国

々と」と言った。ずっこける。彼が人権、自由、民主主義という普遍的価値観を敵視

し日本国内でそれと反対の強権政治をしている事をG6の首脳達は熟知している。専制
政治を進める日本がG7から除外される日も近い。

https://www.youtube.com/watch?v=_csUbnVFkNc
TERRY / BOOGIE WOOGIE MV 

OTL49さんがリツイート 
山崎 雅弘? @mas__yamazaki ? 5月26日

あの文部科学省の天下り処分問題、腐敗が除去されたかと感じる一方、なんで文科省

だけ？　経産省など、もっと酷い役所もあるのに？　という不可解さ、違和感を感じ

たのも事実。加計学園の件とリンクしているなら、身内への利益誘導の為なら官庁の

公正性も犠牲にする完全な腐敗国家以外の何者でもない

https://pbs.twimg.com/media/DAuoMyhV0AAwMLL.jpg

OTL49さんがリツイート 
カラパイア? @karapaia ? 17時間17時間前  【RT200UP】

未来に備えて植物の種を保管していたスヴァールバル世界種子貯蔵庫がついに使用さ

れる。シリア内戦の為

http://karapaia.com/archives/52239751.html …
https://pbs.twimg.com/media/DAzy-6_V0AAa-Kc.jpg

https://twitter.com/tohohodan/status/867667673189982209
https://www.youtube.com/watch?v=_csUbnVFkNc
https://pbs.twimg.com/media/DAuoMyhV0AAwMLL.jpg
http://karapaia.com/archives/52239751.html
https://pbs.twimg.com/media/DAzy-6_V0AAa-Kc.jpg


…はいはいはい。

　…物語に続く〜…（－－；）…★

OTL49さんがリツイート 
やのっち(????)d? @_yanocchi0519 ? 2015年12月17日 

【モンサント包囲網 in パリ】GMOがネズミに対して腫瘍の原因になることを突き止め
た科学者が、モンサント側の情報攻撃を退け、名誉毀損訴訟に対して画期的な勝訴を

収める。

http://ameblo.jp/wake-up-japan/entry-12107154359.html …
https://pbs.twimg.com/media/CWcNaO8UYAEGnNh.jpg

いけめんっ♪（＾０＾）♪

https://pbs.twimg.com/media/CWcNaO8UYAEGnNh.jpg
MY LOCAL / CHARLIE feat. TERRY MV 

OTL49さんがリツイート 
????? @dontbetrue ? 5月25日
https://twitter.com/dontbetrue/status/867664447837425664

https://www.youtube.com/watch?v=z2Kn5K1-PDc
MONTA、BIG BEAR ＆ 卍LINE ありがとう 

https://www.youtube.com/watch?v=1zmxHSeOt0E
TAK-Z / テリーのうた

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

これを貼ったことだけは覚えている…（＾＾；）…。
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=j_EyYtSBAwc
[PV] 卍LINE - IKIRO 

今日はもう、「これだけ」で生きのびます…☆

（時間切れッ！）
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https://www.youtube.com/watch?v=1zmxHSeOt0E
https://www.youtube.com/watch?v=j_EyYtSBAwc


（５月31日）　「 食べて応援 」 狂信団体／（つまり「私を苛めてきた人たち」で
すが…）

https://85358.diarynote.jp/201705310801098413/

【 被曝 ⇒ 心筋梗塞 】／汚染も無かった事にする狂気。　（作業
栗鼠５匹目）

2017年5月31日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (9)
　

https://www.youtube.com/watch?v=rxqo5bgf_rA
坂本 龍一作曲　映画「オネアミスの翼」よりオープニングテーマ 

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年10月25日 

Ｑ：　では、私たちは誤った歴史を聞かされていると言っているのですか？

Ａ：　はい、まさにその通りです。

ワクチンは常に安全で効果的だと人々に信じ込ませるように捏造されてきた歴史です

。

http://nikusiminorensa.at.webry.info/201202/article_5.html …

https://www.youtube.com/watch?v=VQBs5G-
oq3g&index=2&list=PLZTHsCbrLqze5RIituQ_aN2OQnRmRzMxx
Ryuichi Sakamoto - The Wings of Honneamise 

やまもとReduce exposure! @Yamamoto0509 · 6 時間6 時間前 
被爆者を対象とした免疫学的調査で、被曝線量の増加に伴いヘルパーＴ細胞の割合が

有意に減少することが示されました。

更に、ヘルパーＴ細胞の割合が低い人は心筋梗塞の有病率が有意に高い、ということ

も分かりました。

http://www.rerf.or.jp/general/qa/qa5.html …

https://85358.diarynote.jp/201705310801098413/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201705310801098413/
https://www.youtube.com/watch?v=rxqo5bgf_rA
http://nikusiminorensa.at.webry.info/201202/article_5.html
https://www.youtube.com/watch?v=VQBs5G-oq3g&index=2&list=PLZTHsCbrLqze5RIituQ_aN2OQnRmRzMxx
http://www.rerf.or.jp/general/qa/qa5.html


国連人権理事会特別報告者bot @kokurenjinken · 13時間13時間前 
低線量の放射線でも健康に悪影響を与える可能性はあるので、避難者は、年間放射線

量が1mSv以下で可能な限り低くなった時のみ、帰還することを推奨されるべきである
。

元原発技術者·平井憲夫 bot @hirainoriobot · 15時間15時間前 
56.帰ってきて、被曝した方に会うと、その人はまだ、通常の300倍くらいの被曝線量
が残っていた。

放射性物質を体に入れたまま。これほど怖いことはないんです。

その時、すぐに会社に辞表を出した。

特務機関NERVさんがリツイート 
NHKニュース�認証済みアカウント� @nhk_news · 21時間21時間前 
【防ごう熱中症】 全国的に晴れて気温が上がり、熱中症への警戒や注意が必要です。
特設サイトでみると「厳重警戒」というところも多くなっています。午後からもお気

をつけて。 http://www3.nhk.or.jp/news/heatstroke/ … … #nhk_news

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
返信先: @cmk2wlさん 
アントシアニンと葉緑素を同時に失うと、花は白くなるらしい。

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
生まれなくなって、そして死んでいく。

汚染の拡散を阻止しない限り、歯止めが効かない。

　　↓

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 5月28日 
【重要】総務省統計局 2017年5月22日公表
人口推計（平成28年(2016年)12月確定値，平成29年5月概算値）
https://pbs.twimg.com/media/DA7hcVEUQAEoJ7D.jpg

ちなみに、札幌のバイト先ですら、「食べて応援」狂信団体の人たちを中心に…

…（－－；）…（つまり「私を苛めてきた人たち」ですが…）

http://www3.nhk.or.jp/news/heatstroke/
https://pbs.twimg.com/media/DA7hcVEUQAEoJ7D.jpg


【 甲状腺 が腫れてる 】のが、はっきり目視確認できまして…

…もはや、手遅れ。ということが、簡単に、診てとれる…（－－；）…

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
紙コップ、缶、クッキングシートにまで使われているビスフェノールA 。
食品衛生法では 2.5ppm （1ppmは 百万分の1 ）以下だけど、実験で脳に影響が出た濃
度は 0.003ppm 。

甲状腺にも当然影響する。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年8月31日 
スーパーにダンボールをカットして展示してある ”熊本県産” の梨。
ほんとかな？とダンボールを持ち上げてみると、”JAほくさい” つまり埼玉。
店員にとって意味がないから、なんでもそこいらにあるタグをつけるんだろうね。

https://www.youtube.com/watch?
v=k7urVoEhZFM&index=10&list=PLZTHsCbrLqze5RIituQ_aN2OQnRmRzMxx
王立宇宙軍 オネアミスの翼 TAKEOFF / SPEECH / HISTORY HD 
　　↑

…似たようなのが幾つあるんだ…？？

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【米 大陸間弾道ミサイル撃ち落とす初の実験】
アメリカ国防総省の当局者によりますと、アメリカ軍は30日、アメリカ本土に向かっ
てくるICBM=大陸間弾道ミサイルを、西部カリフォルニア州の基地に配備した迎撃ミ
サイルで撃ち落とす実験を実施しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 5月29日 
【北朝鮮 弾道ミサイル発射実験に成功と発表】
北朝鮮は、日本時間30日午前6時半すぎ、国営メディアを通じて、キム・ジョンウン(
金正恩)朝鮮労働党委員長の立ち会いのもと、弾道ミサイルの発射実験に成功したと発
表しました。

https://www.youtube.com/watch?v=k7urVoEhZFM&index=10&list=PLZTHsCbrLqze5RIituQ_aN2OQnRmRzMxx


katsuhiro放射能健診署名運動京都 @katsuhiro223 · 7時間7時間前 
返信先: @datugennohiさん、@marihoshikawaさん 
空間線量だけしか見てない日本政府。

意味無いのに。

放射能汚染ももう無かった事にする魂胆とは、狂気的です。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
盆＠自販機ガチ勢 @max18000rpm · 11時間11時間前 
上司から「そのクソゆとりに1年でお前のCAD技術を全部教えろ」て言われて初日に出
した問題の1例。④なんて問題ですら無い。
もちろん全部不正解だったんだが、なぜか「ココは○○度っぽいですね」みたいな憶

測だけは言ってくる(当然それも間違い)

1年どころか、お昼前にギブアップｗ
https://pbs.twimg.com/media/DBEtQZRUAAQbz-v.jpg

　　↑

…サインコサインタンジェントが解らず赤点を採った私ですら…

…いくらなんでも、これくらいは判るぞ…？？（＠＠；）？？…

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
しかのつかさ @sikano_tu · 12時間12時間前 
ピックアップも販売終了になると言うのに、カールみたいに買い占められてないのは

なぜなんだぜ

https://pbs.twimg.com/media/DBEeyz4UMAAd9XY.jpg

　　↑

そんなお菓子があることすら知りませんでしたぜ…ｗ

★更新停止中？★⇒https://twitter.com/sa3605

https://pbs.twimg.com/media/DBEtQZRUAAQbz-v.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DBEeyz4UMAAd9XY.jpg
https://twitter.com/sa3605


sa360 @sa3605 

https://www.youtube.com/watch?v=S-opl3GWB58
映画に観る名シーン08「宇宙へ」王立宇宙軍 オネアミスの翼 

https://www.youtube.com/watch?
v=szF2ILxONJw&index=4&list=PLZTHsCbrLqze5RIituQ_aN2OQnRmRzMxx
Wings of Honneamise - Fade

…それでも、あした…

　私は、物語の、大樹を植えよう…。

https://www.youtube.com/watch?
v=FvMk8EEc_Ac&list=PLvvz5VPgYNIrkY8zSOpUhaRSJKKJzXmJJ
Night on the Galactic Railroad Soundtrack - Temo Finala (Credits) 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年5月31日8:27
　

ちなみにもちろん、

「大人のＡＤＨＤ」とか、

「めったになかったはずの」症例をことごとしく、

「莫大な広告費をかけて」周知しようとしているのは…（－－＃）…

https://www.youtube.com/watch?v=S-opl3GWB58
https://www.youtube.com/watch?v=szF2ILxONJw&index=4&list=PLZTHsCbrLqze5RIituQ_aN2OQnRmRzMxx
https://www.youtube.com/watch?v=FvMk8EEc_Ac&list=PLvvz5VPgYNIrkY8zSOpUhaRSJKKJzXmJJ
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


「被曝による脳ベクレ発狂」を、隠蔽せんがため…

だよ？（－－＃）ｄ

 
 



（０６月０１日）　上司を殴ろう。

https://85358.diarynote.jp/201706012240497213/

【 川崎だけゲリラ豪雨 】／【 東芝 原子力 】技術研究所 【 臨界
】 実験装置…川崎市 川崎区 浮島！

2017年6月1日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)
　

OTL49 @sukipparanisake · 1 時間1 時間前

線量計警告音、設定レベル0.2μSv/h。21:54

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 2 時間2 時間前

たしかにマズイね

2017.6.1　20:05
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/870235081691996160

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
たか @crazy_hare · 8時間8時間前

横浜から見た東京方面。真っ暗なんだけど

https://twitter.com/crazy_hare/status/870149142151970816

OTL49さんがリツイート 
Holly(チームじゅくじょ) @hollyzombie · 13時間13時間前

川崎市のあたりだけゲリラ豪雨中(・。・)どうしたのかしら
https://pbs.twimg.com/media/DBMkYjBXoAAmOD3.jpg
　↑

参照：https://togetter.com/li/491583
＞東芝原子力技術研究所　臨界実験装置　川崎市川崎区浮島！

https://www.youtube.com/watch?v=yHeTg_C5NpU
DV & LM率いる重低音系DJ軍団
「Smash The House」の人気曲まとめ！ [BEST EDM] 

https://85358.diarynote.jp/201706012240497213/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201706012240497213/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4091848435/
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/870235081691996160
https://twitter.com/crazy_hare/status/870149142151970816
https://pbs.twimg.com/media/DBMkYjBXoAAmOD3.jpg
https://togetter.com/li/491583
https://www.youtube.com/watch?v=yHeTg_C5NpU


中津川　昴 @subaru2012 · 5月31日

レバーを食べたのに、なぜか、低血圧でフラフラする。今朝、チョコレートが無性に

食べたくなったけど、買うの忘れた。鉄分補給できたと思ったけど、なぜか変。

中津川　昴 @subaru2012 · 5月31日 
返信先: @subaru2012さん

二時間くらい仮眠したけど、頭がクラクラして具合が悪くなった。夢の中で猫がいた

、かなり大きな猫で、懐で寝ることにした。気持ちよくて、途中で起きたら、なぜだ

か全身がだるい。体力吸い取られたか？

中津川　昴 @subaru2012 · 5月31日 
返信先: @subaru2012さん

強烈な睡魔がやってきたのでちょっと昼寝を

…同じよーなタイミングで、似たよーな体調だな…ｗ（－－；）ｗ…。

…やっぱ他人と思えん…ｗｗｗ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 9時間9時間前

うつの原因は鉄分不足！

鉄分を集めて鉄塊で上司を殴ろう

sa360さんがリツイート 
どるぴん @carapowa1 · 24時間24時間前

睡眠講座より‥‥「脳を休ませる唯一の方法は眠る事です。フル回転して疲れた脳、

老廃物が溜まった脳を休息させる為には眠る事しかないんです」。。。



OTL49さんがリツイート 
きよくらならみ @kiyokura · 5月31日

Excelの自動計算の結果信用できずに事務員に電卓で検算させてたおっさんが『これか
らはAIの時代だからお前らの仕事なんかなくなるんだぞ！』息巻いてた話、聞きたい？

OTL49さんがリツイート 
ｷｬｵ＠大阪ﾄﾎﾎ団亡者戯 @tohohodan · 5月31日

「あすの財務省の情報システム入れ替えを前に証拠保全の申し立ては却下された」

完全にデータなくなるのか…
https://twitter.com/tohohodan/status/869908671211290624

OTL49さんがリツイート 
ボケて（人気） @bokete_pop · 5月31日

ヤマトの不在通知が増えていく

https://pbs.twimg.com/media/DBI98cSUMAAvaav.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
読売新聞 政治�認証済みアカウント� @YOL_politics · 5月28日

「強制労働省」返上へ、厚労省が午後８時に消灯

https://t.co/ycJxwQ21g5

　　↑

んで、懐中電灯の明かりの下で、コッソリ「サービス残病」しろと…？？

OTL49さんがリツイート 
こたつぬこ @sangituyama · 13時間13時間前

かつて天木直人駐レバノン大使がイラク戦争への政府対応を批判する公電を打ち更迭

されたといわれている(外務省はただの人事と主張)。しかし今回のケースは私的な会話
のなかでの批判でありかつ私的な会話への制裁だと公然と認めている。秘密警察国家

https://t.co/cj24Y7hTM9

https://twitter.com/tohohodan/status/869908671211290624
https://pbs.twimg.com/media/DBI98cSUMAAvaav.jpg
https://t.co/ycJxwQ21g5
https://t.co/cj24Y7hTM9


OTL49さんがリツイート 
香山リカ @rkayama · 5月31日

女性が被害者になる事件が起きるたび、「女性が夜8時にジョギングするのが問題」「
女性が夜の公園をひとりで横切るのが問題」「女性が男とふたりで酒を呑むのが問題

」との声が上がる。女性はふつうの社会生活を送るなってことか。つーかそんな危険

な国じゃオリンピックなんてできないだろ？やめとけ。

OTL49さんがリツイート 
Minako @MinakoDB · 5月31日 
Minakoさんが今一生＠固定ツィ見たらRTをリツイートしました

今まさにこの「レイプした男のこともわかってやれ」的なツイートが山ほど流れて来

ている（涙）

https://twitter.com/conisshow/status/862957828444610560

sa360さんがリツイート
Out Of Our Heads @N0NUKES · 3時間3時間前 
返信先: @CIAさん

悪い宇宙人と交信して

宇宙戦争を仕掛けようとしているのか？今。

@CIA
https://pbs.twimg.com/media/DBL7SGvWAAAaBtT.jpg

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
tae @pe5pes · 5月28日

電話で「長崎バイオパーク動物いっぱい触れあえてめっちゃたのしかったー！」って

言われて えーいいなー！行きたーい！ってなった瞬間送られてきた写真がどう見ても
ホラー

https://pbs.twimg.com/media/DA8xRbuU0AAitBQ.jpg

https://twitter.com/conisshow/status/862957828444610560
https://pbs.twimg.com/media/DBL7SGvWAAAaBtT.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DA8xRbuU0AAitBQ.jpg


AZUMIJUNKO @azumijunko · 5月12日

笹塚の火災なんだが　近いんだよ　瘡守稲荷神社（幡ヶ谷二丁目

）http://glassesmaiden.blog81.fc2.com/blog-entry-3723.html

…魚籃観音があるんだが　釜石の山火事の巨大観音像のある寺にもhttp://kamaishi-
daikannon.com/

中国由来の観音信仰らしいが　魚はキリスト教徒の象徴でもあるよね。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
 @__for_good__ · 5月30日

耳を疑うようなセックスの同意の解釈が飛び交っているので、イギリスの警察署

が2015年に公開した 性行為においての同意を紅茶に例えた動画 (にふわっと訳をつけ
たもの)を置いておきます

人と人の関係において性行為以外のあらゆるものに通じるのかなと。小学校高学年で

も見れるね

https://twitter.com/__for_good__/status/869561522690772996

　　↑

…なごむなぁ、チャーリーさん…♪（＊＾ｗ＾＊）♪

 
https://twitter.com/charlie24K

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 14時間14時間前

あのさ、やってはいけないことで 誰でも知ってるのに他殺ってあるよね？
でも 自殺ってのも絶対やってはいけないことなんだよ？
おいらは禅寺の二男だからそれだけは言っておくよ…
悩みは人に話せ！

でも、SNSは最後まで信用するな‼�

おいらのことも信用するな！(^-^;)

http://glassesmaiden.blog81.fc2.com/blog-entry-3723.html
http://kamaishi-daikannon.com/
https://twitter.com/__for_good__/status/869561522690772996
https://twitter.com/charlie24K


https://twitter.com/subaru2012

中津川　昴 @subaru2012 · 11時間11時間前

今日は「電波な日」

いろんな電波を発信しようかなwww

【日本が持つ仮想兵器】

23.　神仙道 
中国古来の崑崙派の気功法と奇門遁甲と日本の仙術を組み合わせた時空間を自在に移

動でき、自然を動かせる体術。亜空間への飛翔や隠遁も可能。山や海をおもちゃのよ

うに動かすことが可能。軽気功、硬気功、軟気功、飛翔、雲隠れが可能。

【日本が持つ仮想兵器】

22. 時間停止及び高速移動術
日本人が100年前に創始した人体術で、呼吸法と気の錬成と真理の探究によって会得で
きる技術。停止しか時空の中を移動でき、その中で物理攻撃ができる。攻撃不可能な

体術。

【日本が持つ仮想兵器】

17. 高周波睡眠加速装置
高磁界・高電界の極長短波を発生させる装置で、人間の睡眠機能を誘発させ、戦意を

削ぐ技術。小型化出来、遠隔操作もできる上、遮蔽技術によって被弾することもない

。副作用は漏れが発生すると電池の電力を奪う可能性が高い。

【日本が持つ仮想兵器】

15. 耐自然放射性崩壊元素解毒抗体
温泉に比較的多く含まれ、皮下吸収されやすく、水中では刺激物を産生するミネラル

の一種。温泉に入る習慣のない国の人々には毒性があり、自然放射線に対する耐性が

ない。無毒化しているのは腸内フローラと還元性酵素を持つ為。

【日本が持つ仮想兵器】

14. 海洋性植物
希少なハロゲン元素を有して、海中で光合成を行い、99%を海水で構成する日本人の
伝統的食べ物だが、2,000年の間に消化酵素と解毒化をDNAに取り込むことに成功。日
本人以外は消化もできない上に、ヘルシーでありながら中毒を起こす植物兵器

https://twitter.com/subaru2012


【日本が持つ仮想兵器】

12. 日本の山野に繁茂している植物兵器。一度繁殖するとほぼ無限に増殖できる。もっ
とも厄介なつる性植物、乾燥や多湿、寒さにも強く根が残っていれば枯れずに一年中

繁茂し、大陸に上陸すると農地をこれで埋め尽くす。弱点はイノシシ。日本及びミャ

ンマー人のみ食せる

【日本が持つ仮想兵器】

10. 津波破壊の水晶球
超古代文明の遺物で、ムー大陸の女神から授かった物とされる二つの水晶球。一つは

山佐知毘古、もう一つは海佐知毘古。古来、チリ地震などで発生した津波を予測し、

これを防いだとする玉は宮崎県の神社に現存、津波発生時に玉を投げると鎮まる。

【日本が持つ仮想兵器】

8. 鳥居
神道の社に入る参道の門として異界への入り口、神の通り道として機能する。石、木

、金属、セメントなどでできている。稀に隕石が原料のものがあり、錆びずにあらゆ

る災厄を免れる完全な守護兵装。霊道の通り道や霊的エネルギーの集約地、天災イベ

ントの記録庫

OTL49さんがリツイート 
柞刈湯葉（イスカリユバ） @yubais · 14時間14時間前

地質時代の名称候補となっている「千葉時代」は64万年続くらしい。奈良時代がわず
か84年で終わった奈良県は千葉県との格の違いを思い知らされることになるだろう
https://twitter.com/yubais/status/870062687866150912

中津川　昴 @subaru2012 · 5月30日

砲弾かお供え物か？無人島「神楽島」で謎の鉄球発見　長崎市文化財課 用途を検証
中（長崎新聞） - Yahoo!ニュース
https://t.co/lIlShfOqzX

OTL49さんがリツイート 

https://twitter.com/yubais/status/870062687866150912
https://t.co/lIlShfOqzX


ゆるふわ怪電波☆埼玉 @yuruhuwa_kdenpa · 5月30日

地域住民に力比べなどに使用され長年親しまれた金属の置物

神社「これ神事の邪魔だから処分したいんやけど」

市役所「それ不発弾では...」

→ 神社を緊急閉鎖
https://twitter.com/yuruhuwa_kdenpa/status/869490336501977088

OTL49さんがリツイート 
菅野完 @noiehoie · 5月31日 

噺家が世事を話さない時代になったら日本も終わりだな。

で、実際、噺家が世事を話さない時代ってのはあった。昭和十二年から昭和二十年の

８年間ってのはそういう時代だ。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
クロコダイル @CrocodileSir · 5月31日

ＡとＢの男がジャングルにいた。ライオンが近づいていることに気付く。Ａがランニ

ングシューズを取り出し、履き始めた。もう一人のＢが「いったい何のつもりだ？ラ

イオンより速く走れるわけがないじゃないか。」Ａは答えた「ライオンより早く走る

必要なんてない。君より早く走らないといけないからね」

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Dj-funchan @murataofumisan · 5月30日 
Dj-funchanさんがLightworkerをリツイートしました

防ぎようがあると思いますか？

https://twitter.com/Lightworker19/status/869576643035119616

https://twitter.com/yuruhuwa_kdenpa/status/869490336501977088
https://twitter.com/Lightworker19/status/869576643035119616


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
からなっとう @karanatt000 · 5月30日 

このまま生きていれば確実に地獄を見ることになる。

見たくないから早く死にたい。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
fine @fine13212885 · 5月28日 

今は戦時中です。自覚してね。

OTL49さんがリツイート 
チャンプ @cororra · 5月31日 

うちの猫恐いな

https://pbs.twimg.com/media/DBJ-bELUwAAJ_yD.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=mavRy9NzVZE
[EDM初心者向け] 日本人の耳に合うキラキラ系EDMまとめ！(15曲) 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月1日22:50
　

https://pbs.twimg.com/media/DBJ-bELUwAAJ_yD.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mavRy9NzVZE
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


０６０…
８８８８…☆彡

♪（＾０＾）♪

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月1日23:39
　

寝マース！

…（今日これだけで終わった…ｗｗｗ）
　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（６月25日）　私なんかバイト先（当時）の労損で、ガッカイな店長に履歴書盗まれ
たから、

https://85358.diarynote.jp/201706250734073990/

【 日産のリーフ 】（電気自動車）【 放射性物質 】検出／飛行機
の中の線量は本当にヤバくβ線は桁が違った。

2017年6月25日 情報はベクれトル…（〜〜；）★

　

https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
進撃の巨人 OP - "紅蓮の弓矢" - Linked Horizon (1 hour size) 

※更新停止中※

　　↓

https://twitter.com/sa3605

sa360さんがリツイート 
sa360 @sa3605 · 6月16日 
2017/06/17 #放射線 #名古屋 #体調不良 #土岐核融合 #原発 の　#放射能　です。
目にはさやかには見えねども影響は生物植物すべてを蝕む　#放射能　

状況はよくなるハズはありません。各自お気をつけください。

https://85358.diarynote.jp/201706250734073990/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170625/85358_201706250734073990_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170625/85358_201706250734073990_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170625/85358_201706250734073990_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
https://twitter.com/sa3605


https://pbs.twimg.com/media/DCd052oUMAAbTXv.jpg

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 
アースベルト

http://store.shopping.yahoo.co.jp/autobacs/4903482110174.html?sc_e=slga_pla …

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
日産のリーフ（電気自動車）から特に放射性物質が検出されたのなら、帯電がまずい

のかも。地面にアースしたほうがいい。

https://twitter.com/cmk2wl/status/326623948957691904

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
車種名も出ているので新車の可能性。

電場を発生しやすい電気自動車が集めたか、タイヤか、船積み前の駐車場で放射性物

質を浴びたか。

海外にもリーフの工場があるけれど北米と英。

（電場による誤測定の可能性は？）

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 
6月20日　日本から輸入された電気自動車から高い放射性物質が検出され、ウラジオス
トクの税関が輸入差し止め。

https://jp.sputniknews.com/incidents/201706203784340/ …
日産の「リーフ」。生産ラインは主に日産追浜工場。

部品のうちバッテリーは座間。モーターは横浜。インバータは座間と埼玉。

https://twitter.com/cmk2wl/status/878664719145385984

　　↑

…「母と弟の家」の、すぐ近くだな…★

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
医療ニュース速報 @Medical_News_J · 11時間11時間前 
【感染症】 「感染ルート見いだせぬ」川崎の園児２人死亡、原因いまだ不明 「偶然」
説も…不安拭えぬまま:… http://dlvr.it/PPl5j0 #感染症

https://pbs.twimg.com/media/DCd052oUMAAbTXv.jpg
http://store.shopping.yahoo.co.jp/autobacs/4903482110174.html?sc_e=slga_pla
https://twitter.com/cmk2wl/status/326623948957691904
https://jp.sputniknews.com/incidents/201706203784340/
https://twitter.com/cmk2wl/status/878664719145385984
http://dlvr.it/PPl5j0


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Nob @Nob_hsj · 22時間22時間前 
ikiaiko
最近お世話になっている人が心筋梗塞で倒れてまだ意識が戻っていない。今日お世話

になってる方の親友が癌で危篤と聞き、その方は急いで病院に駆けつけたが間に合わ

なかった。そして小林麻央さんの追悼。それぞれの魂修行を考えさせられる。

0:23 -場所: 神奈 川崎市 麻生区

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
コニー @konney0721 · 6月23日 
突然すみません、コニーの妹です。兄が今朝駅で倒れて病院に運ばれ、いったん意識

を取り戻したのですが、５時過ぎに亡くなりました。肺塞栓でした。Twitter上で色々
な人と約束をしているので、もし助からなかったら謝っておいてほしいと言われ、報

告させていただきました。

junko @junko_in_sappro · 2時間2時間前 
原爆による人体実験

獣医学部・製薬会社による動物実験

医師会・性悪会社による抗癌剤実験

東日本の低線量被爆実験

731部隊による人体実験IN戸山
海外派兵のための徴兵令・日本人抹殺

まるで、地獄列島だな。。。

そのうち、分割統治でまとまったら

日本人なんて要らないもんな・・・

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11時間11時間前 
2020年に日本が参戦する戦争でも予定されているのだろう。
　　↓

松井計 @matsuikei · 12時間12時間前 
松井計さんが朝日新聞(asahi shimbun）をリツイートしました
やっぱり、なんかおかしいね。特に急ぐ必要のないことを、必要以上に急いでる感が

あるし、ご本人も〈急ぐ〉という言葉をわざわざ使ってますもんね。どうにも奇妙だ



。

https://twitter.com/asahi/status/878577464187830272

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 13時間13時間前 
安倍の友人が学校法人を税金で作ってもらえるのはそれだけでは終わらない。

学校法人は非課税なのだ。

惻隠之心 @jikoukitai · 13時間13時間前 
【 福島第一原発の事故収束作業によるガン発症を確認 】《後篇》
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=309958&g=131205 … …：事故後も止め
られない放射性物質。男性の被ばく線量が比較的低いものなのにガンを発症した 

おしどり マコリーヌ @makomelo · 14時間14時間前 
おしどり マコリーヌさんがこいたろうをリツイートしました
そうなんですよね、本当に信じられないんですけど、事実なんです、2011年７月に放
射性物質は出ていないと言い切ってた東大の先生のシンポジウムでのご発言は『低線

量被ばくのモラル』という書籍に入っているのでご覧あれ！そんで私が引き出した情

報は内閣府の議事録に入ってます！ 
https://twitter.com/koitarow/status/878481244123570177

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 16時間16時間前 「原発は安全」はデマだ
った。「メルトダウンは起こっていない」もデマだった。「ストロンチウムは重たい

から遠くへ飛ばない」もデマだった。「事故は収束した」もデマだった。「汚染水は

完全にブロックされている」もデマだった。こんなデマばかり流してきた人達が今度

は「鼻血はデマ」と言い出した。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Nob @Nob_hsj · 23時間23時間前 
a1*
今日、昼頃お父さんが倒れて

原因が薬局で処方された薬が

胃腸炎やったのに薬局の人が

間違えて糖尿病の薬を入れてた

らしくて低血糖で倒れて学校途中で

抜けてきたけどさっき様態が安定して

やっと帰ってこれた。

https://twitter.com/asahi/status/878577464187830272
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=309958&g=131205
https://twitter.com/koitarow/status/878481244123570177


体調戻ったから良かったけど結構危なかったし間違えるとか意味わからん

https://www.youtube.com/watch?v=g-O5XX3UucM
【進撃の巨人ED】この美しき残酷な世界 

OTL49さんがリツイート 
HOM55 @HON5437 · 8 時間8 時間前 
現在大変困っています。@Fukasawaboy 氏が私と同じアイコンを使い、殆ど同じ名前
を使い、近似したプロフィールを記し、周囲の方々に罵詈雑言をバラまいています。

どうしたものかと思っていますが、私とは全く別の人間ですので皆様お気を付けくだ

さい。

　　↑

私なんかバイト先（当時）の労損で、ガッカイな店長に履歴書盗まれたから、

個人情報まるごとさらされて、ニセモノが跳梁跋扈してる（らしい）ぞ…？

（さすが！公明党の支持母体!!）

OTL49さんがリツイート 
昭和おやじ 【打倒安倍政権】 @syouwaoyaji · 5時間5時間前 
あれっ？

自国民よりも他国民の方が自国の事を知ってるって、それ北朝鮮じゃん！！

OTL49さんがリツイート 
岩上安身�認証済みアカウント� @iwakamiyasumi · 6時間6時間前 
岩上安身さんがやのっち(｡·ɜ·)dをリツイートしました
自民党の河村建夫元官房長官は、豊田真由子議員の絶叫暴行に、「あんな男の代議

士いっぱいいる」と発言して非難されたが、豊田擁護の意図は問題だとしても、その

発言内容は事実だった！ 秘書を蹴って怪我までさせて。自民党では、暴行が当たり前
？

https://twitter.com/_yanocchi0519/status/878361680895455233

https://www.youtube.com/watch?v=g-O5XX3UucM
https://twitter.com/_yanocchi0519/status/878361680895455233


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Da Zhu Yiu Jiang @pallmalld · 6月23日 
マレーシア在住の方は日本領事館からの注意喚起メールなどでご存知かとは思いま

すが、現在、マレーシアの都市部ではひったくりなどの犯罪が急激に増加しています

。理由は沢山ありますが、一番の原因は消費税導入による物価上昇や工場が閉鎖され

るなど景気の冷え込みにあると思います。どうぞご注意を。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
どーも僕です。（どもぼく） @domoboku · 6月23日 

銀座で「小林麻央さんが亡くなりました。感想はありますか？」って取材に絡まれた

から「嬉々として報道するマスコミに強い憤りを感じます」って答えといた。絶対に

使われないだろうけど。

 



（６月25日）　「俺もお前もフリーター　いつか夢から醒めるのか」。

https://85358.diarynote.jp/201706252227529156/

祝！河内家菊水丸…ッ♪ へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪　（数曲追加♪）

2017年6月25日 友達 コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=OKeHSjre2Ak
河内家菊水丸 - ホレホレ ハレハレ 
　

http://www.oricon.co.jp/article/232248/

2017-06-25 20:31 
河内家菊水丸「あきらめない」がん完治5年寛解へ

河内音頭家の河内家菊水丸(54)が25日、大阪市内のホテルで「盆踊りツアー2017 出陣
式パーティー」を開催した。西川きよしら約300人が出席した。和太鼓のリズムに合わ
せて菊水丸が河内音頭を歌唱すると、会場から大きな拍手が起こった。 

「ステージ4の甲状腺乳頭がんからきょうでちょうど4年半。(出陣式が)1つの区切りの5
年目と重なって身が引き締まる思いです」。 

12年秋に甲状腺乳頭がんと診断された。診断された当初は声帯を失う危険性も指摘さ
れたが、河内音頭家として声を失うことに「あきらめない」とセカンドオピニオンを

受け、同年12月に手術した。気管支に巻き付いていたがん細胞、リンパに転移したが
ん細胞を摘出し、手術は成功した。がんの完治となる5年の寛解(かんかい)まであと半
年となったこの日を新たなスタートとした。

…「誰？」という人は、まずこちらをｗ
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=mmIsjFS4k5o
カーキン音頭 河内家菊水丸 

https://85358.diarynote.jp/201706252227529156/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=204
https://85358.diarynote.jp/201706252227529156/
https://85358.diarynote.jp/items/music-jp/B00005MRIO/
https://www.youtube.com/watch?v=OKeHSjre2Ak
http://www.oricon.co.jp/article/232248/
https://www.youtube.com/watch?v=mmIsjFS4k5o


ピースボートで一緒に踊った仲（つまり他人）ですともo(^-^)o

カンカイ歓迎♪

帰ったら一曲貼るさっ♪

（優中部さんにあれば…）

あったあった♪

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=zhKiV2PSoEE
河内家菊水丸　happy

ってことで無事帰投♪　（＾＾）／

ＰＣの前で躍りながら、情報チェックしますわ〜♪♪

さすが♪　 JLY兄は、しっかりチェック♪
　　↓

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 35 分35 分前 
JUMPILIKEYOUさんが日刊スポーツをリツイートしました
河内家菊水丸

ステージ４の甲状腺乳頭がんからきょうでちょうど４年半。

（出陣式が）１つの区切りの５年目と重なって身が引き締まる思いです

#病気怪我死亡芸能人著名人2017
https://twitter.com/nikkansports/status/878940489952538625

日刊スポーツ�認証済みアカウント� @nikkansports · 2時間2時間前 
河内家菊水丸「あきらめない」がん完治５年寛解へ

https://www.nikkansports.com/entertainment/news/1845843.html?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=nikkansports_ogp … #河内家

https://www.youtube.com/watch?v=zhKiV2PSoEE
https://twitter.com/nikkansports/status/878940489952538625
https://www.nikkansports.com/entertainment/news/1845843.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=nikkansports_ogp


菊水丸

https://t.co/BH6Y0Y4I00

CMから生まれた流行語 @love__cm · 6月21日 
カーカキンキン カーキンキン（リクルート:フロム・エー 河内家菊水丸））

天野譲二@3/25新刊が徳間書店より発売 @TOKYOMEGAFORCE · 6月1日 
天野譲二@3/25新刊が徳間書店より発売さんがブラック企業アナリスト 新田 龍をリ
ツイートしました

アルバイト雑誌のCMに使われていた河内家菊水丸『カーキン音頭』だと、

「俺もお前もフリーター　いつか夢から醒めるのか」と辛辣に歌っていたり。 
https://pbs.twimg.com/media/DBIyDOeUwAA4NmO.jpg

参照⇒http://peaceboat.org/oldsite/cruise/report/okinawa/index.shtml
ピースボート沖縄クルーズ

…つながりで〜♪
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=3Hc_gKq-fGU
ソウル・フラワー・ユニオン／エエジャナイカ(1996) 

https://www.youtube.com/watch?v=_XOCTyCkIi4&list=PLDui5ErrMV__ITg1-kApUhnKvCFIMJB7d
ソウル・フラワー・ユニオン - 月光ファンファーレ
〜満月の夕 @ ボロフェスタ2013 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年6月26日0:22

https://t.co/BH6Y0Y4I00
https://pbs.twimg.com/media/DBIyDOeUwAA4NmO.jpg
http://peaceboat.org/oldsite/cruise/report/okinawa/index.shtml
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情報「補完」してきました☆

寝まーす！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日13:58
　

OTL49さんがリツイート 
たかばし子 @Dond518_845 · 11月29日 

一人映画だけじゃなくて、ヒトカラとかぼっち飯とか単独行動を「恥」とする風潮あるけど、別

に他人が単独行動してるのなんて大概の人は気にしないし、「うわ、あの人一人で…」ってか
らかってるのも、ごく少数の、自分が一人で何にもできない人が言うものだし、そんな恥ずかし

がるものではないと思う

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日14:01
　

　　↑

…少なくとも、
向かいのセブンで買った弁当持って、

道を渡ってローソンのトイレにこもって、

ローソンのトイレに座ってセブンの弁当喰って、

しかも喰い残して喰い散らかしたセブンの弁当箱を

ローソンのトイレの床にぶちまけて、

注意しても不貞腐れて帰っていく…（そして毎日来る！）…していた某大生の行動のほうが、

「ひとりぼっちで学食で飯を食う」より

「恥ずかしい」行動だと思うのだが…（－－；）。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（※２００８年のバイト中の実話）

…おばさん、最近の若いコの価値観ってワカラナイ（わかりたくない）わ〜★

…ｗ（－－；）ｗ…★
　

　

 
 



（７月２日）　「報われさえすれば」、

https://85358.diarynote.jp/201707020906263925/

★ 心不全パンデミック ★／【 死んでいく子供たち 】⇒事実を隠
し続けるマスコミ／【 ＮＨＫしか見ない人 】は、真実を知らさ
れず／『投票率が低い』と自民党が自動的に勝っちゃいますか

らね。

2017年7月2日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)

　

https://www.youtube.com/watch?v=1NKWop13q7I
Top 30 Two Steps From Hell Songs 

OTL49さんがリツイート 
桐谷育雄 @kiriyaikuo · 14時間14時間前 
残念。

ＮＨＫニュースは、

見事に編集して、

まるで安倍が、

理路整然と語ったかのような映像を流した。

　たしかにあの時、誰の耳にも聞こえた、

帰れコールは、

デジタル処理で消されていた。

ＮＨＫしか見ない人は、

https://85358.diarynote.jp/201707020906263925/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201707020906263925/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170702/85358_201707020906263925_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170702/85358_201707020906263925_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1NKWop13q7I


真実を知らされず

https://t.co/mLYAqYh984

dMinerva owl @minervaowl_fly · 10時間10時間前 
返信先: @lllpuplllさん 
放射能隠しても自分の子どもが甲状腺癌や多様な癌にかかっていく。親よりもはやく

先立って死んでいく東京の子供たちに、事実を隠し続けてるのがマスコミです。記者

の子ども危ないのだよ。チェルノブイリと同じデータだし、関東は管理区域状態な

のに、ずっと隠してる。空間線量も関西より3倍も高いのに

adajiji39 @dadajiji · 14時間14時間前 
福島はチェルノブイリの４倍の汚染。

食べて応援ではなく、食べて被曝で死亡。

除染でOKではなく、除染で悪化。
風評被害ではなく、健康被害。

放射線ではなく、放射性物質。

そして問題は空間線量ではなく、土壌汚染度。

しんちゃんさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を4  @ _Sea_ · 21時間21時間前 
恐怖！ 日本は今、★心不全パンデミック★　心不全学会「東北大震災後に増加」
http://matome.naver.jp/odai/2135773505739505501 …　原因と思われる情報も。放射
性セシウムが疑わしい印象。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan · 24時間24時間前 
農家バイト、来週の予定を確認したら、寝不足で頭が回らない、最低でも2日はある
かなぁ…みたいな心許ない返事が来たので、急遽今日も3時間だけ手伝うことに。野菜
は待ってくれない、人の都合なんてお構いなしだ。そして、少しでも育ち過ぎた野

菜は、誰にも見向きもされず棄てられる。

https://t.co/mLYAqYh984
http://matome.naver.jp/odai/2135773505739505501


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan · 15時間15時間前 
農家さんが、汗だらだらかいて作業しながら、いつかは自分達が報われると思ってや

ってきたけど、サラリーマンには勝てんわ、みんな年金貰って悠々自適や、ガンにも

なるし、もう楽しみは資本主義の崩壊だけや、とかいうのを聞くの、辛いよー。

　　↑

「報われさえすれば」、農業ほど

「やり甲斐のある」「楽しい」「充実した」「手ごたえのある」仕事も、他にはないのだが…。
（－－；）

しんちゃん @shinchann2008 · 41分41分前 
安倍晋三広報紙、読売新聞がひどい。批判もせずに、安倍晋三のこの言説をそのまま

書く。「首相は周辺に『文科省ほどひどい役所はない。政権の足を引っ張り続けて

いる』と不満を爆発させている」あんたがやったことの記録が文科省から出ているだ

け

https://pbs.twimg.com/media/DDrxDLKU0AAtXcL.jpg

しんちゃん @shinchann2008 · 49分49分前 
『【都議選】アキバに響いた「安倍辞めろ」　 王様は裸だった』田中龍作ジャーナル
2017年7月1日 20:42 http://tanakaryusaku.jp/2017/07/00016208 …

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
安倍首相に対し「帰れ、辞めろコール」の野次

選挙なら初日から街頭演説するはずが、今回は「野次」を恐れて、やらなかったんだ

よね、安倍首相は。多くの国民を敵にまわしたから大変な事になってますね

でも、無党派層が投票に行かないで『投票率が低い』と自民党が自動的に勝っちゃい

ますからね

https://pbs.twimg.com/media/DDqMcVHUIAAf_Wd.jpg

　　↑

「ソレを報道するマスコミ」に…ちょっとびっくり。（＠＠；）

https://pbs.twimg.com/media/DDrxDLKU0AAtXcL.jpg
http://tanakaryusaku.jp/2017/07/00016208
https://pbs.twimg.com/media/DDqMcVHUIAAf_Wd.jpg


しんちゃん @shinchann2008 · 22時間22時間前 
復興庁、震災関連死の死者数等について http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-
cat2/sub-cat2-6/20140526131634.html … 何が「復興」庁だ。放射能問題に一切触れず
、避難、仮設住宅住まい、ふるさとに戻れないストレスだけに、福島震災関連死の原

因を矮小化、曲解。これで復興など出来るわけがない。

cmk2wlさんがリツイート 
Lulu__19 @Lulu__19 · 6月30日 
Lulu__19さんがcmk2wlをリツイートしました
リツイートが削除されてる。

https://twitter.com/cmk2wl/status/798596034427371520

※更新停止中⇒https://twitter.com/sa3605

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
NW @Pi4759AsdlMuM1g · 2 時間2 時間前 
NWさんが宋　文洲をリツイートしました

こいつの敵は国民らしいw。何だよそれ？
https://twitter.com/sohbunshu/status/881262257199390720

OTL49さんがリツイート 
ロジ @logicalplz · 12時間12時間前 

これが自民党マインド。

長勢甚遠「国民主権、基本的人権、平和主義をなくさないと」

稲田朋美「国民の生活が大事なんて政治は間違ってる」

今村雅弘「震災が東北でよかった」

山本幸三「学芸員はガン」

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-6/20140526131634.html
https://twitter.com/cmk2wl/status/798596034427371520
https://twitter.com/sa3605
https://twitter.com/sohbunshu/status/881262257199390720


片山さつき「四国は離れ小島」

安倍晋三「こんな人たち(国民)には負けない」

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Noritaka Ubukata @ubieman · 14時間14時間前 
首相が国民を指さして「こんな人達に負けない」って言ったの、自分に反対する国民

を敵と決めつけたってこと。これ、もの凄いことだよ。負けないというのは戦って勝

つということだし。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ptzd @dztp · 16時間16時間前 
返信先: @dztpさん 
必死に政権批判の横断幕を隠そうとする自民党の皆さん。 #0701AKIHABARA
https://pbs.twimg.com/media/DDogg7SUAAAM6SX.jpg

OTL49さんがリツイート 
三宅雪子（野党共闘！）�認証済みアカウント� @miyake_yukiko35 · 10 時間10 時
間前 
菅直人元首相を好きな人も嫌いな人も。菅さんは、１年凄まじいヤジに一切反論せ

ずに、顔色も変えずに反原発集会に参加。１年後ヤジはなくなりましたよ。

　　↑

好きではないが、（現物を間近で見たことあるので、その結果。）

ハマオカ原発を停めてくれたことだけは、本当に感謝している…。

Compass Rose @hms_compassrose · 22時間22時間前 
円城塔・田辺青蛙『読書で離婚を考えた』、読書日記じゃなくて高線量ののろけを発

する交換日記だった。俺はもう致死量を浴びてしまったのてお前らは俺を置いて先に

行くんだ

https://pbs.twimg.com/media/DDogg7SUAAAM6SX.jpg


中津川　昴 @subaru2012 · 7時間7時間前 
【最近の中学校の教科書の参考書がすごすぎる、もうゲーム攻略本並みに面白そうww
】

「勉強しないと世界滅亡」　スマホゲームと連動した中学参考書が登場　人気声優

起用、ゲームは課金なし - ITmedia NEWS
https://t.co/kLwEciXt1I

　　↑

…う”〜む。（＾＾；）★

…また、ネタが、リアルに…☆ｗｗｗ
　　↓

http://76519.diarynote.jp/200612150149370000/
＞「迎夢者（げいむしゃ）」思想の浸透、

＞　初期のゲーマーズ・アソーシアが結成される。

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 

明日間違えたくなければ、

今日真実を話せ。

ブルース・リー

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ）
　

　

 
 

https://t.co/kLwEciXt1I
http://76519.diarynote.jp/200612150149370000/
https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4


（７月12日）　仕事の 『 辞め時 』。

https://85358.diarynote.jp/201707122351386551/

めもめも。

2017年7月12日 就職・転職 コメント (5)
　

おばんです。コレやってました。（＾＾；）

　　↓

http://p.booklog.jp/book/114795/chapter/178274
『復讐は、ビシソワズ。（仮）』

２０１４年７月分でもたもた。（＾＾；）

…遊ぶのと放射脳で忙しくて、バイトのストレスは二の次だったみたいです…

ｗ（＾＾；）ｗ

貼ってある画像はこっちのやつ。

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201707121510585501/

気絶（寝落ち）して、いつもと違う変な夢？…の記憶は抜けて…

時計の音で起きた…らしいですが…その前、例によって「心臓が停まってた」らしくて…

脳死？までしてた？らしくて…

しかも寝落ちした時は曇ってたのに、起きたらカンカン照ってて室温急上昇して

熱中症も起こしかけてて…★

起き出して動き出せるまで、自律神経失調？と、ものすごい水様便の連発で、

しばらく使い物にならず…（－－；）…★

作業予定が停まったところで、うっかり寝床に戻って手にとってしまった漫画に…

https://85358.diarynote.jp/201707122351386551/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201707122351386551/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4593880718/
file:///tmp/puboo/127516/455282/425c29c4db8bfa9de77a/book/114795/chapter/178274
http://85358.diarynote.jp/201707121510585501/


「夢ッセージ」の続きが…ｗ（＾◆＾；）ｗ…

という、オチだかアゲだか？だったのでした…ｗｗｗｗ

以下、発掘副産物〜☆

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201407022223256955/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2014年7月2日23:34

とりあえず個人的に厄日決定。

隣に今日引っ越してきたらしい馬鹿どもが、初日から大人数で馬鹿騒ぎした挙げ句に

夜中に外階段で喧嘩。

(-_-#)

…近所の派出所直通の電番を調べておこう…
(`ヘ´)

♭長崎は今日も雨だった…
2014年7月3日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! 

５０年ぶりの大雨とやら報道されてるようだが、

原爆投下直後の

「黒い雨」以来の

「高濃度放射性汚染の

ケムトレイル性強制降雨」と、

…真実を正確に報道しろよ…
(-_-#)

http://85358.diarynote.jp/201407022223256955/


http://85358.diarynote.jp/201407061940484870/

札幌０.０３８μ。

2014年7月6日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)

札幌０.０３８μ。

この数字を嬉しいとか、

笑っちゃうほど低いとか、

…感じるようになってる自分がこわい…
(・_・;)

http://85358.diarynote.jp/201407180853154461/
＞勇者はおらんのか？

http://85358.diarynote.jp/201407210704167530/

２００５年／原発テロ攻撃を想定した全国初の住民動員の国民保護実働訓練が行われ

ました。。

2005年11月28日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! 

（2014.07.21.転記）
…そんなもんを「想定」するぐらいなら、なぜ、
原発を、造るのを止めておかなかったんだ…？？

http://85358.diarynote.jp/201407250848003038/
原子力は危険すぎるエネルギーだと口をすっぱくして主張し続けてきた我々にとって

、今回の原電事故は「だから言ったのに！」と身もだえしたい口惜しさで。

2014年7月25日

http://85358.diarynote.jp/201407061940484870/
http://85358.diarynote.jp/201407180853154461/
http://85358.diarynote.jp/201407210704167530/


https://www.youtube.com/watch?v=7Iweue-OcMo
The Top 25 Final Fantasy Songs of All Time 

てことで時間切れ！

洗濯と入浴は放棄して、寝ます☆

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月12日23:57
　

…今度は名古屋が洪水…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月13日0:00
　

茨城で記録的大雨。

石川で竜巻警報。

岡山もなんとやら？

　

　

https://www.youtube.com/watch?v=7Iweue-OcMo
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月13日0:01
　

荒れ過ぎててとても把握しきれないｗ

洗濯むり。（－－；）

寝まーす！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月13日6:55
　

チャーリー（Lv51）さんがリツイート  
労働者 @Black_Post_Bot · 7月10日 

前の上司が言ってた事をふと思い出した。「社会人になったら最低週に一回は定期的に行う趣味

が必要。

 
そして、時間的理由にしろ精神的理由にしろ、その趣味の継続が難しくなった時が、その仕事

の『辞め時』」との事だった。

 
社会人にとっての趣味は、自分を見失っていないかを確認する物差しなんだそうな

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年7月13日8:18
　

cmk2wlさんがリツイート 
銀の葉 ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙおよみください @poporasuyukari · 7月11日 
返信先: @cmk2wlさん 
すみません cmk2wlさん　相乗りをお許し下さい。

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/


柔軟剤等からの #香害 も勿論として、制汗ｽﾌﾟﾚｰ、ｺｰﾙﾄﾞｽﾌﾟﾚｰ、ｱｲｼﾝｸﾞｽﾌﾟﾚｰ、虫よけなどもすべ
て揮発性で化学物質の空中濃度を上げます。人数が多いほど増す事付け加えさせて下さい。

香料は蜂も呼び寄せます

　

　

 
 



（７月24日）

https://85358.diarynote.jp/201707240754203914/

【 鬱病 】 過半数は【 誤診 】 だった！？／「ニュースで熱中症
という言葉が毎日出てくるんですけど、３年後の明後日が【 東京
オリンピックの開会式 】だ。　（作業栗鼠　増殖６匹目）

2017年7月24日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)

　

https://www.youtube.com/watch?v=SwtX8baSvag
でかんしょ節/ 土取利行（唄・三味線・太鼓）

OTL49さんがリツイート 
金沢京子 @kanazawakyoko · 11時間11時間前 
自民党の終わりの始まり

『朗報ですヽ(^o^)丿仙台市長選、ムサシ使わず。』

⇒ http://ameblo.jp/minakatario/entry-12295267793.html … #アメブロ @ameba_official
さんから

https://t.co/Rqy5xPFpRi
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OTL49さんがリツイート 
Tad @CybershotTad · 12時間12時間前 
久米宏さん「ニュースで熱中症という言葉が毎日出てくるんですけど、何で3年後の明
後日が東京オリンピックの開会式だってことをアナウンサーは誰も触れないんだろう

。こんなに暑かったら3年後のオリンピックは大丈夫なんですかと誰も言わないのは不
思議でしょうがない」

#kume954

OTL49さんがリツイート 
えぼり @eboli_ef · 7月21日 

うちの父が搬送されて最初の4日間の医療費が総額これだけ。
https://pbs.twimg.com/media/DFR7URkUAAEISSG.jpg

OTL49さんがリツイート 
やまぐちさん @tyamagch · 7月22日 
やまぐちさんさんが朝日新聞医療サイト「アピタル」をリツイートしました

おいおい、「国立」の病院が無菌室をクラウドファウンディングで作らなければなら

ないなんで。オリンピックにつぎ込むムダ金を一部回すことはできないのか？

https://twitter.com/asahi_apital/status/882534161751212033

OTL49さんがリツイート 
有 @heiwa_spi · 7月22日

鬱病の過半数は誤診だった！？原因は副腎疲労で治療は◯科を受診する

https://t.co/wNQNcGvqIS

https://pbs.twimg.com/media/DFR7URkUAAEISSG.jpg
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　　↑

そう。コレ整体師やってた時に「自分は理由もないのに鬱病になった人間失格者で…」って号泣
するお客さんに受診を勧めたら次の週には全開の笑顔で、

「肝臓の病気だったんです！」

…ｗ（＾＾；）ｗ…

…肝臓コワレルほど過労だったんだから、過労ウツと言えないこともないんだけど…「鬱病にな
るような奴は人間失格！」て社会環境に育てられてたんだから、ココロも病んでた、とは思う

けど。ねぇ…ｗｗｗ

OTL49 @sukipparanisake · 1日1日前 
OTL49さんが異邦人をリツイートしました

日本を食い潰す（ｷﾘｯ

https://twitter.com/Medicis1917/status/888603917348519936

OTL49さんがリツイート 
ゆうき まさみ�認証済みアカウント� @masyuuki · 7月22日 
「最も絶滅の危険度が高い種」って書いておきながら、なお「供給に影響が」という

心配をするのか。 // ニホンウナギ、絶滅危険度最高に　個体数急減で台湾政府が指
定へ | 2017/7/21 - 共同通信 47NEWS

OTL49さんがリツイート 
朝日新聞デジタル編集部�認証済みアカウント� @asahicom · 7月22日 
マンボウの仲間の新種が発見されました。ほかのマンボウ類にまぎれて、その存在が

長らくベールに覆われていたことにちなんで「カクレマンボウ」と名付けられま

した。 http://www.asahi.com/articles/ASK7P5KMYK7PPLBJ006.html …
https://pbs.twimg.com/media/DFUOSsYXgAAi8Ng.jpg
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OTL49さんがリツイート 
池田としえ（利恵） @toshi2133 · 7月22日 
インフルエンザにタミフルは効かない！高確率で嘔吐や精神障害すでに欧米では利用

わずか！

実は、タミフルの売り上げの約8割は日本市場で、もはやタミフルは日本なしでは立ち
ゆかない商品になっています。

日本は誰のために税金を使っているのか？

http://biz-journal.jp/2015/11/post_12422_2.html …
https://pbs.twimg.com/media/DFUftk0UIAEI0kN.jpg

OTL49さんがリツイート 
トラ子 @moma_roasso · 7月20日 
トラ子さんが佐藤スポーツ整体／海老名店をリツイートしました

私の友達の娘さんが中学生の時に子宮頸がんワクチン接種が始まり、その子の仲良し

の女の子が「わたしは打たないよ？パパが打っちゃダメだって」って言ってたらしく

…父親はとくだせんせのとこの系列の内科医です。
医者が身内には打たせないってのはホントの話よ。

https://twitter.com/satoseitai3/status/887637136488357888

OTL49さんがリツイート 
きむらとも @kimuratomo · 10時間10時間前 
内閣支持率続落26%に「反日メディアの偏向調査だ」と騒いでいる向き、その通り。
内閣支持率なんて鵜呑みにするもんじゃない。だが、そんなくだらないメディアの「

偏向調査」データを鵜呑みして、しかも国会の場で得意満面になって野党攻撃に嬉々

として利用したのは確か、安倍首相ご本人だったよな。

http://biz-journal.jp/2015/11/post_12422_2.html
https://pbs.twimg.com/media/DFUftk0UIAEI0kN.jpg
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OTL49さんがリツイート 
シュミーシャ@的言語力 @usspqr · 7月20日 

安倍内閣支持率51.7って何かと思ったら
ニコニコか、

あそこ母集団に偏りあるから、

NHKが無作為に世論調査するより、
各新聞社が読者だけを対象に調査するのに近いぞ

つまり、あのアンケート結果からわかるのは、ニコニコのユーザー層がどれだけ普通

の国民とズレているか

OTL49さんがリツイート 
oomisuzi @oomisuzi · 7月21日 

ネトウヨや冷笑って「サヨクはこれこれこういう的外れな批判をしている！」とか捏

造すんの大好きだけど、少なくともここ最近の左派やリベラルは、政治に対してほ

ぼたった一つのことしか言ってない。

「ウソをつくな」だ。

そしてそのたった一つの批判に対しては、誰も一言すらも答えようとしない

…画像を貼ってみました…ｗ

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
とり・みき/TORI MIKI @videobird · 14時間14時間前 



久しぶりに夕方と夜明けを間違えた

 



（７月25日）

https://85358.diarynote.jp/201707260917361960/

【 香りが持続する 柔軟剤 】／日本人２０人に１人が緑内障／若
死にするし／【 もっと早く判っていれば、止められましたよ。】

2017年7月26日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (2)

 
https://www.youtube.com/watch?v=bkkkc46Pit4
Yuri!!! on Ice ED - You Only Live Once【Full】Kuraiinu 

OTL49さんがリツイート 
K2? @K2ikiru66 ? 7月22日 
「スズメバチは、香りを言語にしており、総攻撃という蜂の言語に合致してしまう香

りがあるということ」「香水がダメというのは、アウトドア好きなら知っている人

は知っている情報」「柔軟剤まで気をつけていない人が多いのではないでしょうか？

」

https://t.co/rX3apU8N6H

【※要注意※】更新停止中⇒https://twitter.com/TOHRU_HIRANO

有? @heiwa_spi ? 19時間19時間前 
まるで取り出せるかのようだ。こんな高線量をどうやって取り出せるのか？

↓

福島第１：燃料デブリの取り出し「９月めどに決定」経産相 - 毎日新聞 
https://t.co/fju36pIfmp

https://www.youtube.com/watch?v=gaKChQ8J3OE
【YURI!!!on ICE AMV】 A Thousand Years【勇ヴィク】 

　逃げろ。
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JUMPILIKEYOU? @jumpilikeyou ? 26 分26 分前 
JUMPILIKEYOUさんがタニ　センゾーをリツイートしました
福島第一原発事故による被曝が死因かどうかを究明するわけね。

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/889985520591192064

国連人権理事会特別報告者bot? @kokurenjinken ? 2 時間2 時間前 
多くの疫学研究において、年間100 mSv を下回る低線量放射線でもガンその他の疾患
が発生する可能性がある、という指摘がなされています。研究によれば、疾患の発症

に下限となる放射線基準値はないのです。

JUMPILIKEYOU? @jumpilikeyou ? 14時間14時間前 
JUMPILIKEYOUさんがYahoo!ニュースをリツイートしました

日本にいくと若死にするしな

https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/889599118955298816

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
HIROKO HIROKO? @yanko165 ? 11時間11時間前 
HIROKO HIROKOさんが渡邉正裕をリツイートしました
いつのまに

40歳以上の日本人の20人に1人が緑内障
になったんだろう

https://twitter.com/masa_mynews/status/889005577405317122

しんちゃんさんがリツイート 
おしどり マコリーヌ? @makomelo ? 18時間18時間前 
「ICRPは2007年勧告において、放射線感受性が最も高い組織として、水晶体、生殖腺
、骨髄を挙げている。Publ.118でしきい線量が引き下げられたことを / 水晶体の放射線
防護検討会

https://twitter.com/makomelo/status/889724568083980289

しんちゃんさんがリツイート 
おしどり ♀マコリーヌ? @makomelo ? 18時間18時間前 
２）勘案すると、水晶体の放射線感受性は、従来考えられてきたよりも、さらに高い

ことになる / 水晶体の放射線防護検討会
https://twitter.com/makomelo/status/889724667698618373

JUMPILIKEYOU? @jumpilikeyou ? 20時間20時間前 
自民党の木村太郎衆院議員が25日、膵臓がんのため死去 52歳 #ldnews
http://news.livedoor.com/article/detail/13382512/ …
#病気怪我死亡芸能人著名人2017

OTL49さんがリツイート 
八木明々? @nrg34331 ? 23時間23時間前 
我が家の畑に毎年自然発生するヒマワリさん。

何だか様子が変。

https://twitter.com/nrg34331/status/889661667851853824

JUMPILIKEYOU? @jumpilikeyou ? 7月24日 
黄砂？花粉？原発？黄色い雨

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/889504199662116864
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JUMPILIKEYOU? @jumpilikeyou ? 7月24日 
核燃料とみられる塊が散在　福島第一３号機の動画公開（朝日新聞デジタル） -
Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170724-00000092-asahi-soci …
@YahooNewsTopics

??関東に振った黄色い粉に似ていないか？
https://www.google.co.jp/search?
q=%E5%8E%9F%E7%99%BA%E4%BA%8B%E6%95%85+%E9%BB%84%E8%89%B2%E3%81%84%E7%B2%89&client=safari&hl=ja-
jp&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq0sf-
maLVAhVCTrwKHbzNCeMQ_AUICSgB&biw=375&bih=559&dpr=2 …

OTL49? @sukipparanisake ? 20時間20時間前 
OTL49さんが盛田隆二をリツイートしました

中学補習校か？

https://twitter.com/product1954/status/889640570280456193

しんちゃんさんがリツイート 
岩上安身??認証済みアカウント? @iwakamiyasumi ? 7月24日 
若年人口が減少すれば、伝統校すら消滅してゆく。需要（若年人口）に対して、供

給（学校数）がだぶつけば閉校となる学校が出てくるのは当然の成り行き。そこへ新

設校を認めるのは供給過剰をすすめるだけ。→青山学院女子短大、募集停止

https://t.co/bft9yUgszP

OTL49? @sukipparanisake ? 8時間8時間前 
OTL49さんがやのっち(????)dをリツイートしました

怖いわ！

https://twitter.com/_yanocchi0519/status/889824349921845249

しんちゃんさんがリツイート 
おしどり ♂ケン? @oshidori_ken ? 15時間15時間前 
眼の水晶体の放射線防護検討部会後の記者のぶら下がりは何とマコちゃん一人。

記者一人というか芸人一人？

規制庁の方も「取材が全然来てない」と仰ってました。

https://pbs.twimg.com/media/DFkXZrIUIAAaj7H.jpg

sa360? @sa3605 ? 20時間20時間前 
返信先: @N0NUKESさん 
不具合が意図しない出方で続いています。相変わらずあなたのtwは見られないし、お
知らせは放射能関連の方のは届きません。今、突然全ての垢がログアウトに強制的に

されました。日本全体の線量は災害で気をそらせようとしているが、上昇しています

。とても危険な雰囲気があります。

OTL49さんがリツイート 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170724-00000092-asahi-soci
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今村秀樹? @hideki_imamura ? 21時間21時間前 
国会議員でも簡単に入れない官邸に 今治市職員が訪問したと今治市に記録あるのに官
邸側が誰も把握してないってすごいなと思った。

#国会中継

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 ? 7月23日 
戦争中、大陸や南方で、いかに日本人が悪辣で糞意地の悪いことをしてきたかは、今

のあんたら、ネトウヨを見れば想像がつくってもんだろ、なあ？

OTL49さんがリツイート 
エビ2? @AB_MkIII ? 17時間17時間前 

ウナギが指定されてる絶滅危惧IB類って、生物系の論文書くときに学術目的でさえサ
ンプル採取するのを躊躇うレベルだし、データ上重要である生息地情報も黒塗で隠匿

され非公開にされるような区分だってことだけは伝えておきますね

OTL49さんがリツイート 
勝川 俊雄? @katukawa ? 7月22日 
大正11年から、昭和5年の間に、レンコダイもマダイもあらかた獲り尽くしています。
当時、この海域で操業していたのは、日本船だけ。こういう過去がありながら、「日

本は昔から獲っていたので問題ない」とか、「日本はルールを守るので乱獲はしない

」などと言い張るのだから、恥ずかしくなります。

https://pbs.twimg.com/media/DFYAtZsUMAAzmzD.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=FaVb-N7KfEo
UNRAVEL ? TOKYO GHOUL (Spanish cover)
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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（旧ファイル破損につきデータ移転作業中）（予定）
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（８月９日）　働いた記録を抹消された上に、適切な支援も受けられない。／国際競争
力とやらはついたか？

https://85358.diarynote.jp/201708090834265115/

【 働いた記録 】を抹消された上、支援も受けられない／日本っ
て昔と比べてどんだけ貧しくなってんのかなー。

2017年8月9日 くたばれ！カイザー（ん）！

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 19時間19時間前 
日本会議ファースト

経団連ファースト

原発ファースト

官僚ファースト

自民ファースト

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
島田雅彦 @SdaMhiko · 8月8日 

バカでも政治家になれる規制緩和をしたのが自民党で、

その二番煎じが維新で、
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三番煎じが日本ファーストという理解でいいようです。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
太安萬侶 @onoyasumaro · 8月7日 
太安萬侶さんがテレ朝newsをリツイートしました

まーた「第三極」詐欺政党設立かよ。

https://twitter.com/tv_asahi_news/status/894392115588759552

OTL49さんがリツイート 
hayami @kaapumaru · 20時間20時間前 
「真綿で首を締められるように苦しゅうなる」消費税が導入された時父親がこのよう

に警告していた。税率は上げない、消費税はすべて社会保障に。全部噓だった。税率

が10％になったら誰が生きてゆけるの？金持ちは優遇して、弱者には情け容赦ないこ
の国の政府は悪魔なのか　#消費税増税

OTL49さんがリツイート 
Nirone @Via_Nirone7 · 8月7日 

日本って昔と比べてどんだけ貧しくなってんのかなー

と思って、試しに1996年と2016年の所得比率をグラフにしてみてゲゲッとなる。
96年(青)にいた年収500〜1500万円の層がごそっと消滅して、2016年(赤)の年収400万
以下の層が一気に増えてる。確かに格差拡大してんだねぇ…
https://twitter.com/Via_Nirone7/status/894499760945610752

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
白ふくろう（抵抗勢力） @sunafukin99 · 8月5日 
かつて「日本人労働者の賃金が高すぎるのでこれを下げないと国際競争力がつかない

」という議論は真面目にやられてたよ実際。で、実際それが実現した結果が今なんだ

けど、

国際競争力とやらはついたか？

https://twitter.com/tv_asahi_news/status/894392115588759552
https://twitter.com/Via_Nirone7/status/894499760945610752


OTL49さんがリツイート 
岡口基一 @okaguchik · 11時間11時間前 

新入社員を洗脳するのは簡単だよ。

逃げられない研修施設のようなとこで徹底的に落とす。自信を完全に失わせる。

心が完全にズタボロになったところで上司が優しく声をかける。俺と一緒に頑張ろ

う(^_^)
思わず泣き出し上司に抱きつく新入社員

https://t.co/5pUT3ITdau

OTL49さんがリツイート 
大神 @T_oogami · 21時間21時間前 
戦時中長崎で強制労働に従事させられた挙句に被爆し、戦後被爆者健康手帳を取ろう

としたものの名簿が破棄されたせいで申請を却下されたと。

自分の働いた記録を抹消された上に、適切な支援も受けられない

このコリアンは非常に悔しい思いだろう。

https://t.co/3ZFf4YgyLQ

OTL49さんがリツイート 
kinokuniyanet @kinokuniyanet · 8月7日 

「留学生を盆踊りに参加させてほしい、

　ただしアジア人や黒人は不可、白人だけ」

と、阪外大で地元自治会長から頼まれ、断ったことがある。……今の京都市の観光政
策が同じことを。町内会ではなく政令市でこれ言える厚顔さは凄い。

https://t.co/5pUT3ITdau
https://t.co/3ZFf4YgyLQ


中津川　昴 @subaru2012 · 2 時間2 時間前 
北朝鮮、核小型化成功か＝爆弾60発保有の推定も—トランプ氏「火力に直面」と警
告（時事通信） - Yahoo!ニュース
https://t.co/bZ1cLOummv

OTL49さんがリツイート 
アグネス @agnes2001hisae · 12時間12時間前 

恐ろしいのは、オスプレイが東京上空を飛び回る日が近づいていることだ。

東京・横田基地に配備されるのは時間の問題だという

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/211055 … #日刊ゲンダイDIGITAL

OTL49さんがリツイート 
鳩山由紀夫�認証済みアカウント� @hatoyamayukio · 15時間15時間前 
オスプレイが豪州で墜落した際、小野寺防衛相は国内飛行の自粛を要請した。名護に

墜ちたとき6日で飛行再開した。さて今回は自粛要請に何日もつかと思ったら、1日も
もたなかった。「運用上必要なら構わない」と条件つければ常に運用上必要と言うに

決まっている。

米軍にこんなに馬鹿にされて良いのか。

OTL49さんがリツイート 
かおなし @cocorono121 · 17時間17時間前 
アメリカは本当に人権を大切にする国だよ 在日米軍の家族の居住地区の上は絶対に軍
用機を飛ばさないんだよ…何故って？墜落したら危険だからだよ とても自国民を大切
にする国なんだね…

日本人の居住地区の上？ビュンビュン飛行しますよ これがアメリカ

しんちゃんさんがリツイート 
孫崎　享 @magosaki_ukeru · 23時間23時間前 
米国防総省のデービス報道部長は７日の会見で、「現時点でオスプレイの飛行が制限

https://t.co/bZ1cLOummv
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/211055


されている区域はない」。別の表現で言えば「あんたの国は隷属国家なのだ.奴隷の身
分で、軍活動に制限加えられると思っているのか」、日本を奴隷国と書いたのはトル

ーマン大統領。その構図は今日まで変わっていない。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
フクシマから国の偽装を暴く @Anti_Jigokudama · 8月6日 

ビキニも人体実験だった。

況や広島、長崎をや。

有色人種は人に近い猿。

実験動物。

アメリカが正しく

日本国が正しいと

貴族身分を保障された

公務員が言う。

https://www.youtube.com/watch?v=suLYNVtzvOQ
死ね死ね団のうた

OTL49さんがリツイート 
想田和弘�認証済みアカウント� @KazuhiroSoda · 10時間10時間前 
不公平な地位協定を見直すべきというのは日本にとって当然の主張です。

それを大臣が言うだけで物議を醸すくらい日本は米国の属国だということ

が分かるニュース。→「地位協定見直しを」「分祀を」 江崎大臣 異例発
言次々（TBS系（JNN））
https://t.co/ZsSWudgZys

https://www.youtube.com/watch?v=suLYNVtzvOQ
https://t.co/ZsSWudgZys


OTL49さんがリツイート 
大貫剛 @ohnuki_tsuyoshi · 8月8日 
大貫剛さんがとくダネ！スタッフをリツイートしました

テレビ局がTwitterで呼び掛けること自体に文句を言うつもりはないが、これはない
なあ。30分以内に誰も来なかったら畑のスイカを戴きますよ、と言ってるようなも
のだ。まあ、放送されてから「使用料請求します」と内容証明送るチャンスかもしれ

ないけど。

https://twitter.com/tokudane_info/status/894663924527669249

OTL49さんがリツイート 
GｰMOTHER4  @ everMm7 · 14時間14時間前 
GｰMOTHERさんがYahoo!ニュース 速報や地震情報もをリツイートしました
病院閉鎖するからって途中で放り出してどーすんの？せめて受け入れ病院探してから

閉鎖すんのが筋じゃん！

何のための病院なの？

何のための医者なの？

最近は『え？これが病院の扱い？』『は？医者だからって何？』ってそんか感じの増

えてますよね。初心にもどれ！

https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/894855757161574400

OTL49さんがリツイート 
リーガン美香 @Mika_Regan · 19時間19時間前 
日本にいるときはアメリカ人は訴訟に訴えすぎだと思っていたけれど、こちらに来て

からは、実は日本人が法律に訴えて解決することを避けすぎなのだと気付くようにな

った。法律は自分を守ってくれるものなのに、法的契約や訴訟を避けすぎる。

OTL49さんがリツイート 
ゆう７(ゆうセブン)（個人用） @yu7newskozin · 21時間21時間前 
"検察職員が東大運動施設で深夜に大騒ぎ 1年間利用禁止に"
https://pbs.twimg.com/media/DGbVRV9U0AEoifj.jpg

OTL49さんがリツイート 
大神 @T_oogami · 8月7日 

https://twitter.com/tokudane_info/status/894663924527669249
https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/894855757161574400
https://pbs.twimg.com/media/DGbVRV9U0AEoifj.jpg


「（国会答弁では）役所の答弁書を朗読する」と言って炎上した江崎氏が「何で私の

発言を報道した」と逆ギレしてるけど、素人の稲田氏が散々失態を犯した後なのに新

閣僚のそうした発言が注目されるのは当然だろう。

自分の放言を報道しないでくれとか、素人以前に極めて無責任で為政者として不適格

。

OTL49さんがリツイート 
異邦人 @Medicis1917 · 8月7日 
安倍首相が一度嘘をつくと、その嘘に合わせて政府が論理構成をするから更にややこ

しくなる。森友や加計の問題が長引いているのは野党のせいではなく、時間稼ぎと嘘

の誤魔化しに狂奔する安倍政権に原因があるとハッキリ明言する必要がある。

OTL49さんがリツイート 
buu @buu34 · 8月7日 

えー、山梨市長、

「便宜をはかって」「妻も関わって」って

どっかで聞いたような話やなー

え、「逮捕」ですかー

OTL49さんがリツイート 
100%GOVOTE ALL Japan100  @ _govote · 8月7日 
7月4日の日テレ、安倍首相の生出演でポロッと言っちゃった言葉…
加計さんと今治進出の話は1月20日までしていなかったはず？
でも、この時言った言葉は

《彼とはこの件、「ほとんど」話してない》

ほとんど？

これ、総理どころか議員も辞め、刑事事件の被告になるべきですよね？

https://twitter.com/100_govote/status/894548734670888960

https://twitter.com/100_govote/status/894548734670888960


OTL49さんがリツイート 
異邦人 @Medicis1917 · 14時間14時間前 
日本の都合で朝鮮人を徴用しておきながら、

本来保存されていて然るべき名簿を廃棄してしまったというのは余りにも酷い。

彼らには当然被曝者として援護を受ける権利がある。

長崎地方法務局：被爆徴用工の名簿廃棄　手帳申請困難に - 毎日新聞
https://t.co/9pg9Zo64lx

OTL49さんがリツイート 
ｷｬｵ＠大阪ﾄﾎﾎ団亡者戯 @tohohodan · 17時間17時間前 
朝日「ある政治家が

『政府があらゆる記録を国民に残すのは当然で、議事録は最も基本的な資料。

その作成を怠るということは国民への背信行為だ』

と本に記されてた。どなたかご存知ですか」

官房長官「知りません」

朝日「官房長官の2012年の著作です。現状と照らし合わせて忸怩たる思いはないか」
https://pbs.twimg.com/media/DGsD1SbUQAAF05y.jpg

OTL49さんがリツイート 
清水 潔 @NOSUKE0607 · 8月7日 
清水 潔さんが朝日新聞(asahi shimbun）をリツイートしました

また「破棄」かよ。

この段階での破棄は「隠蔽」と同義語だろう。

言い換えれば、飲酒運転事故の運転手が隠蔽のために更に「ひき逃げ」したのと同じ

だよ。

https://twitter.com/asahi/status/894488304753573888

OTL49さんがリツイート 

https://t.co/9pg9Zo64lx
https://pbs.twimg.com/media/DGsD1SbUQAAF05y.jpg
https://twitter.com/asahi/status/894488304753573888


mushuneko @mushuneko · 8月6日 
返信先: @iwakamiyasumiさん、@ktcathouseさん 
わー読売。1年も前からしれっと「首相動静」から加計氏の名前を消してた。こりゃそ
うとう悪質。

OTL49さんがリツイート 
Tad @CybershotTad · 8月5日 
#報道特集
桂歌丸さん「戦争を知らない政治家が戦争に触れるなと言いたい。あるいは戦争を知

らなかったら戦争をもっと研究しろと。戦争はいいものなのか悪いものなのかきっち

り判断をしろと言いたい。上辺だけで喋ってるからおかしくなる。いいものと思って

る政治家だったら我々は絶対に選ばない」

https://pbs.twimg.com/media/DGdP4SuU0AA9h0e.jpg

　　↑

かく老いたし！

https://www.youtube.com/watch?v=QMq6v9xHllQ
ドリフ大爆笑’83 オープニング [一番長く使われたもの] 

あ、違？（＾＾；）

OTL49さんがリツイート 
三谷 純 Jun MITANI @jmitani · 21時間21時間前
錯視立体で有名な杉原厚吉先生と昼休憩にいろいろ話をさせていただきました。

杉原先生の、鏡に映すと違う立体に見える作品が会場に展示されています。

写真は、4つ並んだハートの断面が、鏡の中ではスペード、ハート、クラブ、ダイヤに
見えるというもの。

https://pbs.twimg.com/media/DGrhc1VVwAAaceQ.jpg

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 8月7日 

https://pbs.twimg.com/media/DGdP4SuU0AA9h0e.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QMq6v9xHllQ
https://pbs.twimg.com/media/DGrhc1VVwAAaceQ.jpg
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このロゴを

マラソン男女計６時間見ると

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
真 奈 実 @Eternalshm · 8月7日 
八景島シーパラダイスのエイが、展示されてるアオリイカを捕食してて唖然

(;;°;ё;°;;) こわいよ！
https://twitter.com/Eternalshm/status/894518137449619458

…一切皆空…

OTL49さんがリツイート 
ネズミさん @Nezmi_san · 8月6日 
返信先: @Nezmi_sanさん 
そもそも「一夫一婦制」は江戸時代に「貞操観念を重視するキリスト教」が伝来し「

宣教師」により根付かせようとした。それまでは妻と妾（めかけ）を同等の二親等だ

った。福沢諭吉やなどが一夫多妻制を禁止にかかった。明治１３年の戸籍法、明治１

９年に「妾」は姿を消した。

ちなみにその前の日本は、「一妻多夫」（通い婚）制でしたが…？

 
 

https://twitter.com/Eternalshm/status/894518137449619458


（８月10日）　『ストレスをおかしいと思って拒絶する力』。

https://85358.diarynote.jp/201708100747197238/

【 韓国 政府】来年から最低賃金を16.4%引き上げ／『エアコン
はつけっ放しの方が電気代が安い』／『ストレスをおかしいと思

って拒絶する力』を。

2017年8月10日 労働／対価　

OTL49さんがリツイート 
黒口リ子様 @_Black_Lolita_ · 24時間24時間前 

本日は猛暑日ですので、もう一度。

電気代がもったいないから、昔はエアコンなしで過ごせていたからと言い張るジジバ

バには、

『エアコンはつけっ放しの方が電気代が安い』

『熱中症で搬送入院コースは、お値段なんと7万円から』
とお伝え下さいませ。

#猛暑日 #熱中症

https://85358.diarynote.jp/201708100747197238/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=5
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170810/85358_201708100747197238_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170810/85358_201708100747197238_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170810/85358_201708100747197238_3.jpg


OTL49さんがリツイート 
umekichi @umekichkun · 8月8日 
これが「経済最優先」の政策。

早死にしても税金取られる。

長生きしても75歳まで年金貰えない。
滅茶苦茶。

年金の75歳受給とセットで懲罰的な「死亡消費税」導入か
https://t.co/6SiObhqPnb

OTL49さんがリツイート 
大神 @T_oogami · 9時間9時間前 

【韓国政府】

・来年から最低賃金を16.4%引き上げ
・大企業や富裕層に増税をかけ、中小企業を優遇

・貧困層の医療費を補助

【日本政府】

・社会保障費を1300億円削減
・年金カット法案を強行採決

・介護報酬を減額

・2019年に消費税を増税
…etc

おい何だこの差は。

OTL49さんがリツイート 

https://t.co/6SiObhqPnb


たくみ＠高江＆辺野古NO! @takumi0507j · 9時間9時間前 
たくみ＠高江＆辺野古NO!さんがラハブ師をリツイートしました

本来であらば保守を叫んでいる人ほど日米地位協定のおかしさを叫ぶべきなんだけ

どな！！自称保守の連中はアメポチだらけ・・・

https://twitter.com/LAHAB_BSC/status/895289510262521856

OTL49さんがリツイート 
菅野完 @noiehoie · 23時間23時間前 
みんな久しぶりに「昔の自民党の人」をみて驚いてるのが面白い。

江崎さんみたいなんが昔の自民党のデフォなの。あれが浮くつーのが、今の自民党が

変質したってことの何よりの証明。

しんちゃんさんがリツイート 
孫崎　享 @magosaki_ukeru · 8月8日 
米国防総省のデービス報道部長は７日の会見で、「現時点でオスプレイの飛行が制限

されている区域はない」。別の表現で言えば「あんたの国は隷属国家なのだ.奴隷の身
分で、軍活動に制限加えられると思っているのか」、日本を奴隷国と書いたのはトル

ーマン大統領。その構図は今日まで変わっていない。

OTL49さんがリツイート 
大神 @T_oogami · 23時間23時間前 
『男性は、会社から「ウソの病気で、会社を欺いて一方的に退社した」として、

約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされた。』

精神疾患で辞めた社員に対して訴訟を起こす物凄く悪質なブラック企業。

返り討ちにあったようで何よりです。

https://t.co/ouNsVeEeZl

参照ｗ

⇒ブラック牧場★冨田ファーム★労働実態記録

http://85358.diarynote.jp/201204110441392506/

https://twitter.com/LAHAB_BSC/status/895289510262521856
https://t.co/ouNsVeEeZl
http://85358.diarynote.jp/201204110441392506/


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ケルビン＠斜壊人 @legendkelbin · 15時間15時間前 
ケルビン＠斜壊人さんが米村歩@日本一残業の少ないIT企業社長をリツイートしました

残業は本当に感覚を狂わせる。残業まみれの会社を辞めて次の会社で「これが貴方の

今月の仕事です」って渡されたタスクを見て「わかりました。で、メインタスクはな

んですか？」って聞いてしまって苦笑された。作業ボリュームが残業前提でしか考え

られなくなっている自分に愕然としましたね。

https://twitter.com/yonemura2006/status/895142396446482432

しんちゃん @shinchann2008 · 19時間19時間前 

誰かのツィートをリツィートしたり、facebookのコメントに「いいね 」を押すより、
その現場に行って自分の見方や感じたことを書きませんか。

2017年8月9日、長崎原爆忌、田上富久市長の平和宣言全文。 
http://nagasakipeace.jp/japanese/peace/appeal.html … 
川根は今長崎に着きました

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ぽき田5700  @ g · 8月7日

イギリス人「日本のニュース番組を見ていると鬱になりそうだ。

内閣は汚い、総理大臣は悪いヤツ、国民は金に職に病んでどんどん死んでる、老人が

若者の重荷になってる、子供が幸せじゃない。

僕は思うね、メディアが無くなれば国民は大きな憂鬱から開放されるって。」

言うよなぁ

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Tad @CybershotTad · 8月8日

https://twitter.com/yonemura2006/status/895142396446482432
http://nagasakipeace.jp/japanese/peace/appeal.html


荻上チキさん「社会に出るときに『ストレスに耐える力』を身につけるのではなく、

『ストレスをおかしいと思って拒絶する力』を身につける方が大事」

ほんとこれなー。いいかげん根性論やめてほしい。 #ss954



（８月20日）　強いストレスの継続は死につながりかねない。

https://85358.diarynote.jp/201708200808027541/

【 突然死 】 が起こるのは／【 読売新聞 】批判／強いストレス
の継続は死につながる／炭を埋めるのは絶対にやめてください。

　（未しん）

2017年8月20日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

　 　

　

OTL49さんがリツイート 
ねとらぼ�認証済みアカウント� @itm_nlab · 14時間14時間前 

　炭を埋めるのは絶対にやめてください

砂浜に埋められた“炭”で小2男子が両足をやけど　「二度と同じ事故が起きて欲しく
ない」と家族・旅館が注意喚起 
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1708/19/news029.html … @itm_nlabから

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
sivad @sivad · 8月18日 
返信先: @sinwanohateさん、@korimaru0206さん 

突然死が起こるのは自己免疫を生じさせた場合のみですからね。

どちらかといえば、自己免疫疾患のおそれがある場合に

https://85358.diarynote.jp/201708200808027541/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201708200808027541/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170820/85358_201708200808027541_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170820/85358_201708200808027541_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170820/85358_201708200808027541_3.jpg
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1708/19/news029.html


強いストレスの継続は死につながりかねない、という感じですね。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
sivad @sivad · 8月18日 
この論文を「心因性」に持っていきたいアレな人もいるのかもしれないけど、話は全

く逆で、ストレスのみでは重篤な損傷には至らず、自己免疫性の細胞を加えて注射し

た場合に死に至る。つまり重大なダメージは自己免疫で生じるわけです。

https://t.co/XjFrFWHRqK

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 8月18日 
sinwanohate・レイジさんがこりこをリツイートしました
不安がる子供や親をどうやって説得してワクチンを打たせるか？という戦略を調査・

研究した論文もたくさんありますね。ひどい話です。

https://twitter.com/korimaru0206/status/898456811526799360

固定されたツイート 
sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 1月1日 
胎児性水俣病を”発見”して医学の常識を覆した原田正純医師の言葉。「いちばんの専門
家は、医者じゃなくて患者さん」「人類が初めて経験したこと。教科書はない。彼ら

から学ぶしかない」「圧倒的に被害者のほうが弱いんですからね。中立ってことは…
結果的に、加害者に加担しているわけです」

桑ちゃん @namiekuwabara · 11時間11時間前 
桑ちゃんさんが竜田一人をリツイートしました

チェルノブイリと日本の最大の違いは、ゲートで一般人が出入りできない状態になっ

ていると言う事。

空間線量率0.3μ以上でも日本の場合は出入り自由。

https://t.co/XjFrFWHRqK
https://twitter.com/korimaru0206/status/898456811526799360


今の子供達が働き盛りになった時再度TWして下さい。私は見る事もできないでしょ
うが、若い方は固定して保管でき確認する事もできるでしょう。 
https://twitter.com/TatsutaKazuto/status/898850650083086336

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 8 時間8 時間前 
続き) 「実効線量推計値が1mSv超の人の悪性率は、1mSv未満の人の2倍以上になる。
」 
https://pbs.twimg.com/media/DHmXEYOVoAA1gdD.jpg

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 14時間14時間前 
「福島の甲状腺検査の本格検査、地域間で悪性率に有意差。被曝推計量が高いほど悪

性率が高い。」「科学」8月号 牧野先生。
https://pbs.twimg.com/media/DHlDTOFUMAEFAVX.jpg

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
yuuki @yuukim · 8月18日 
読売新聞「社説」への根底的批判　　(上)　＝「100ﾐﾘＳｖ以下無害説」　は被曝防護
の歴史を無視した暴論＝ http://chikyuza.net/archives/75742

OTL49さんがリツイート 
ゆるふわ昆虫図鑑64  @ zukan · 11時間11時間前 

本当にあった怖い話。「赤い屋根の家」

https://twitter.com/64zukan/status/898886171605950464

OTL49さんがリツイート 
やおよろず @kamikawa6666 · 22時間22時間前 

やめとけ！　いいことないぞ！

https://twitter.com/TatsutaKazuto/status/898850650083086336
https://pbs.twimg.com/media/DHmXEYOVoAA1gdD.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DHlDTOFUMAEFAVX.jpg
http://chikyuza.net/archives/75742
https://twitter.com/64zukan/status/898886171605950464


Windows10をインストールしないほうが良い理由 
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=315388&g=132203 … 
https://pbs.twimg.com/media/CjyDE-KVEAAUwPU.jpg

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Chihiro @ChiVillain · 8月18日 
救出された赤ちゃんが玩具からダンスを学ぶ。フクロウは人に懐き易い為、過度な接

触を持つと自然に帰すことが困難になるそう。そこでフクロウの玩具で安心感を与え

、食事の時間には同種アメリカワシミミズクの鳴き声を再生して、そっと給餌。

https://goo.gl/Ygcv5L
https://twitter.com/ChiVillain/status/898517503961251840

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 8月18日 
以前、あるテレビマンが書いていた話。

取材内容は事実であるのだが、どう考えてもテレビ局上層部に放送を止められそうな

内容の番組を作りたいときには、

一旦、上層部も許可を出すようなパイロット版を作って許可をもらった後「つなぎ方

が粗い所微調整します」と直前に内容を変える。

勿論内緒で。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=315388&g=132203
https://pbs.twimg.com/media/CjyDE-KVEAAUwPU.jpg
https://goo.gl/Ygcv5L
https://twitter.com/ChiVillain/status/898517503961251840


（８月21日）　安い店ほど店員の愛想が良く、

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

 
 

https://85358.diarynote.jp/201708220655054981/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=19
https://85358.diarynote.jp/201708220655054981/
https://85358.diarynote.jp/
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（８月24日）　脳（中枢神経）が真っ先に影響を受ける。／性格が攻撃的になる。

https://85358.diarynote.jp/201708240850146856/

【 キムタク 免停 】／いまごろ報道／【 クッキングシート
】⇒【 甲状腺に 最悪 】／「症状がどんどん悪化し、将来を思い
描くことができない」。

2017年8月24日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

　 　

　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ベクレーヌ八千代 @bqn_yachiyo3 · 8月9日 
いまごろ報道

:(；ﾞﾟ’ωﾟ’):

社員の自家用車など約４６０台が外部に持ち出され、一部は汚染されたまま中古車市

場などに流通していたことが８日、東電などへの取材で分かった。避難や帰宅に使わ

れた後、転売されたとみられる。

https://twitter.com/bqn_yachiyo3/status/895208586619404288

OTL49さんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 2016年8月9日 
jaytakeda916 

このベンチのデザインを

憶えておくように。 

座ってはいけないどころか、

https://85358.diarynote.jp/201708240850146856/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170824/85358_201708240850146856_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170824/85358_201708240850146856_2.jpg
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https://twitter.com/bqn_yachiyo3/status/895208586619404288


近づかないようにね。 

原発廃棄物で作ったベンチ。

https://twitter.com/neko_aii/status/763009894161129472

しんちゃんさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を4  @ _Sea_ · 10時間10時間前 

キムタク「瓦礫は放射能が問題。瓦礫と呼ばれない形で現地処理を。

太陽光を電気にしたのは日本人なのに何故遅れてる？」

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LYgyt1ijr7Q# …!　
→交通違反で2回検挙→免停
https://twitter.com/4_Sea_/status/900362676806627329

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 12時間12時間前 
「学び舎中学歴史教科書」では、福島第一原発事故もしっかり記述されている。「放

出された放射性物質から出る放射線は、

　低線量でも長期にわたって被曝すればガンになる可能性が高まる。」。

自主避難者の苦難にも言及。そして「原発事故は警告されていた」と、国の責任にも

。

https://twitter.com/sinwanohate/status/900336432606175233

rin_earthさんがリツイート 
立川談四楼  @Dgoutokuji · 22時間22時間前 

「原発やめるってそんなに左派的なんですか？ 絆や家族が壊されたんですよ。

大事な国土を汚染して、人が住めない状況を作ってしまった。

https://twitter.com/neko_aii/status/763009894161129472
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LYgyt1ijr7Q
https://twitter.com/4_Sea_/status/900362676806627329
https://twitter.com/sinwanohate/status/900336432606175233


(家族や国土を大切にする)保守派こそ脱原発に賛成すべきではないですか？」
この論理を以って私は枝野幸男さんを支持する。矢面で得たリアリズムだと思うか

らだ。

★更新停止中★⇒https://twitter.com/TOHRU_HIRANO

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
こりこ @korimaru0206 · 1 時間1 時間前
栃木・下野新聞

2017年8月24日”子宮頸がんワクチンの行方”

「将来、思い描けない」

損害賠償訴訟で原告陳述、東京地裁

22歳原告女性
「症状がどんどん悪化し、将来を思い描くことができない」

「なりたかった弁護士ではなく、被害者として法廷に立つことが悔しい」

https://twitter.com/korimaru0206/status/900496450890498048

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
漢方薬から放射性セシウム 1910Bq/kg 
静岡の日本茶から放射性セシウム 1000Bq/kg
そんな事実に、目をつぶっていられる？

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
yamada mamiko @daizu316 · 22時間22時間前 
yamada mamikoさんがsinwanohate・レイジをリツイートしました
娘のデーターも掲載されている。どの子も多くの症状に苦しんでいる。機能性身体症

状ではなく脳の器質異常がHPVワクチン副反応だと思う
https://twitter.com/daizu316/status/900193915910840320

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年8月1日 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO
https://twitter.com/korimaru0206/status/900496450890498048
https://twitter.com/daizu316/status/900193915910840320


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。

甲状腺に最悪。

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
「わしの一族を見ろ！みんな小さくバカになりつつある。このままではわしらはただ

の肉として…」 
乙事主 （おっことぬし）”もののけ姫”

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
リン・マーギュリス説

「精子は宿主細胞（頭の部分）にスピロヘータが共生し鞭毛が形成される。」

人間は細菌類に必要な役割をアウトソーシングしている。

そうしないと全部を自前でまかなわなければいけなくなってしまうから。

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
メルマガ読者、内部被曝症状にありますし、これからも危険な人が増えていくのでし

ょう。脳神経に影響出てきた人は、先々どうなるのでしょうか？癌みたいに亡くなる

わけでなく、狂ったまま、生き続ける？、としたら、恐い世界になりますね。 」

cmk2wlさんがリツイート
cmk2wl @cmk2wl · 8月22日 
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。

cmk2wlさんがリツイート 
ホワイト労働を広める会 @WhiteworkJP · 8月18日 
チェルノブイリ事故の被曝者をずっと診察してきた医師が指摘するのは、被曝者のほ

ぼ全員が「中枢神経障害に罹る」という事実。脳の機能低下・知能の低下・無気力症

状という形で表れ、自殺も増加した。問題なのは、これを「自分自身が気がつかない

」ということ。



cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年9月23日 
被曝が直接引き起こす健康被害にはまた、身体又は精神に障害を持つ子供の増加があ

ります。女性の卵巣は胎児の状態ですでに形成されることをよく知っておかなければ

なりません。そして細胞の多くは約8百万個の卵胞に発達します。母体が受けている傷
はすべてこうした細胞に伝達されます。デルテ医師

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年8月23日 
医療関係者から聞いた話。

1. 病院が国民健康保険等へ請求する診療報酬請求。この審査で注文をつけられ目的と
する検査ができなくなっていると。

保険診療と保険外診療を併用すると病院、患者ともに罰則が。患者側から検査をお願

いされてもできない状態に。過剰診療ということにされてしまうと。

cmk2wlさんがリツイート 
ベクレーヌ八千代 @bqn_yachiyo3 · 2016年1月28日 
被曝障害は、統計に取れるものだけが論文になっているのです。甲状腺機能障害での

知能低下は、脳では良く起こる事ですが、知能低下に気付かない人の方が多いので、

統計を取る意味がないのです。だからといって、それが無いわけではないのです。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ogawabfp @ogawabfp · 8月19日 
これ、鶴田まこみさんが演説でよく触れる、ドイツのシーメンス社と、アメリカのゼ

ネラル・エレクトリック社が「原発と距離を置いた」ことによって業績が伸びている

事を報じた日経の記事(2017.05.05)。彼女が言う通り原発は斜陽産業なのである。
https://twitter.com/ogawabfp/status/898872160306864128

しんちゃんさんがリツイート 
ほうきネット @hokinetwork · 2016年11月23日 
「ウラン節約」ウソだった　再処理「原発維持のため」

https://twitter.com/hokinetwork/status/801610889636052992

https://twitter.com/ogawabfp/status/898872160306864128
https://twitter.com/hokinetwork/status/801610889636052992


OTL49さんがリツイート 
盲亀の浮木 優曇華の花4  @ kametar · 20時間20時間前 
すっかり高須院長の影に隠れてしまったが、2013年に講演で

「ナチスの手口を学んだらどうかね」

と発言したにも関わらず、お咎めなしどころか、未だに日本国の副首相という地位

に堂々と居座っている

麻生太郎

という男の事も忘れないであげてください。

#ナチ須クリニック #高須克弥

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
有田芳生�認証済みアカウント� @aritayoshifu · 24時間24時間前 
【速報】アメリカの人権保護団体（サイモンウィゼンソールセンター）が、高須克弥

氏のナチ擁護発言を理由にアメリカ整形外科医学会からの追放（会員剥奪）を要求（

呼びかけ）しました。今朝リリースされたのでのちほどここに掲載されます

。http://www.facebook.com/simonwiesenthalcenter …

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
大石智之＠祈共生社会実現 @tomoyukio198207 · 8月22日 
医師がナチスを讃えるなど、絶対許されない。ナチスのT4作戦では障害者（特に精神
障害者、難病患者）が大量虐殺された。それに加担したのは医師である。ナチスの意

向を忖度して、精神障害者などをどんどん山奥の収容施設に送り、虐殺した。現在の

ドイツの精神医学会は過去の過ちを反省している。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
廃墟/怖音 @haioku · 8月22日 
廃墟/怖音さんがのこらをリツイートしました
ナチスによる科学の発展なんてのは買い物は全部万引きにしたらお金が貯まるっての

と同じで支払うべきリスクを無視してたんだからむしろ忌むべきもんなんだよ(;´Д`)
https://twitter.com/haioku/status/899892774266298369

http://www.facebook.com/simonwiesenthalcenter
https://twitter.com/haioku/status/899892774266298369


sinwanohate・レイジさんがリツイート 
クリエネ（東京五輪招致疑惑追及しろ） @morecleanenergy · 2016年11月4日 
高須氏のナチス擁護は「科学」という点を突破口としているわけで、科学を民主主義

や人権といった価値観の上に置いてしまうところが科学憲兵隊と共通していると思う

。

OTL49さんがリツイート 
くたびれはてこ @kutabirehateko · 18時間18時間前 
高須クリニック院長のナチス礼賛発言を容認してきた人たちが、高須院長はナチスを

礼賛していると外からいわれると怒り出し、英文に訳されると訴訟だと噴くのって、

再三注意されてもどこが悪いのかと開き直ってきたことを表沙汰にされたくないって

ことでしょ。悪いことだとわかっているんだね。

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

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2012年12月24日 

ロバートＡ．ハインライン　人間の愚かさが持つ力を決して見くびるな。

https://www.youtube.com/watch?v=R9N5X4q6Unc
Stunning Studio Ghibli Soundtracks (No Vocals)

https://www.youtube.com/watch?v=R9N5X4q6Unc


cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 

泳ぎ出したほうがいいよ。

そうしないと石のように沈んでしまう。

ボブ・ディラン

https://pbs.twimg.com/media/DH6yReRV0AAWXhb.jpg

https://pbs.twimg.com/media/DH6yReRV0AAWXhb.jpg


（８月24日）　脳（中枢神経）が真っ先に影響を受ける。／性格が攻撃的になる。

https://85358.diarynote.jp/201708240850146856/

【 キムタク 免停 】／いまごろ報道／【 クッキングシート
】⇒【 甲状腺に 最悪 】／「症状がどんどん悪化し、将来を思い
描くことができない」。

2017年8月24日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

　 　

　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ベクレーヌ八千代 @bqn_yachiyo3 · 8月9日 
いまごろ報道

:(；ﾞﾟ’ωﾟ’):

社員の自家用車など約４６０台が外部に持ち出され、一部は汚染されたまま中古車市

場などに流通していたことが８日、東電などへの取材で分かった。避難や帰宅に使わ

れた後、転売されたとみられる。

https://twitter.com/bqn_yachiyo3/status/895208586619404288

OTL49さんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 2016年8月9日 
jaytakeda916 

このベンチのデザインを

憶えておくように。 

座ってはいけないどころか、

https://85358.diarynote.jp/201708240850146856/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170824/85358_201708240850146856_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170824/85358_201708240850146856_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170824/85358_201708240850146856_3.jpg
https://twitter.com/bqn_yachiyo3/status/895208586619404288


近づかないようにね。 

原発廃棄物で作ったベンチ。

https://twitter.com/neko_aii/status/763009894161129472

しんちゃんさんがリツイート 
4-Sea　太平洋が死んだ311に黙祷を4  @ _Sea_ · 10時間10時間前 

キムタク「瓦礫は放射能が問題。瓦礫と呼ばれない形で現地処理を。

太陽光を電気にしたのは日本人なのに何故遅れてる？」

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LYgyt1ijr7Q# …!　
→交通違反で2回検挙→免停
https://twitter.com/4_Sea_/status/900362676806627329

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 12時間12時間前 
「学び舎中学歴史教科書」では、福島第一原発事故もしっかり記述されている。「放

出された放射性物質から出る放射線は、

　低線量でも長期にわたって被曝すればガンになる可能性が高まる。」。

自主避難者の苦難にも言及。そして「原発事故は警告されていた」と、国の責任にも

。

https://twitter.com/sinwanohate/status/900336432606175233

rin_earthさんがリツイート 
立川談四楼  @Dgoutokuji · 22時間22時間前 

「原発やめるってそんなに左派的なんですか？ 絆や家族が壊されたんですよ。

大事な国土を汚染して、人が住めない状況を作ってしまった。

https://twitter.com/neko_aii/status/763009894161129472
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LYgyt1ijr7Q
https://twitter.com/4_Sea_/status/900362676806627329
https://twitter.com/sinwanohate/status/900336432606175233


(家族や国土を大切にする)保守派こそ脱原発に賛成すべきではないですか？」
この論理を以って私は枝野幸男さんを支持する。矢面で得たリアリズムだと思うか

らだ。

★更新停止中★⇒https://twitter.com/TOHRU_HIRANO

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
こりこ @korimaru0206 · 1 時間1 時間前
栃木・下野新聞

2017年8月24日”子宮頸がんワクチンの行方”

「将来、思い描けない」

損害賠償訴訟で原告陳述、東京地裁

22歳原告女性
「症状がどんどん悪化し、将来を思い描くことができない」

「なりたかった弁護士ではなく、被害者として法廷に立つことが悔しい」

https://twitter.com/korimaru0206/status/900496450890498048

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
漢方薬から放射性セシウム 1910Bq/kg 
静岡の日本茶から放射性セシウム 1000Bq/kg
そんな事実に、目をつぶっていられる？

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
yamada mamiko @daizu316 · 22時間22時間前 
yamada mamikoさんがsinwanohate・レイジをリツイートしました
娘のデーターも掲載されている。どの子も多くの症状に苦しんでいる。機能性身体症

状ではなく脳の器質異常がHPVワクチン副反応だと思う
https://twitter.com/daizu316/status/900193915910840320

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年8月1日 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO
https://twitter.com/korimaru0206/status/900496450890498048
https://twitter.com/daizu316/status/900193915910840320


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。

甲状腺に最悪。

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
「わしの一族を見ろ！みんな小さくバカになりつつある。このままではわしらはただ

の肉として…」 
乙事主 （おっことぬし）”もののけ姫”

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
リン・マーギュリス説

「精子は宿主細胞（頭の部分）にスピロヘータが共生し鞭毛が形成される。」

人間は細菌類に必要な役割をアウトソーシングしている。

そうしないと全部を自前でまかなわなければいけなくなってしまうから。

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 
メルマガ読者、内部被曝症状にありますし、これからも危険な人が増えていくのでし

ょう。脳神経に影響出てきた人は、先々どうなるのでしょうか？癌みたいに亡くなる

わけでなく、狂ったまま、生き続ける？、としたら、恐い世界になりますね。 」

cmk2wlさんがリツイート
cmk2wl @cmk2wl · 8月22日 
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。

cmk2wlさんがリツイート 
ホワイト労働を広める会 @WhiteworkJP · 8月18日 
チェルノブイリ事故の被曝者をずっと診察してきた医師が指摘するのは、被曝者のほ

ぼ全員が「中枢神経障害に罹る」という事実。脳の機能低下・知能の低下・無気力症

状という形で表れ、自殺も増加した。問題なのは、これを「自分自身が気がつかない

」ということ。



cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年9月23日 
被曝が直接引き起こす健康被害にはまた、身体又は精神に障害を持つ子供の増加があ

ります。女性の卵巣は胎児の状態ですでに形成されることをよく知っておかなければ

なりません。そして細胞の多くは約8百万個の卵胞に発達します。母体が受けている傷
はすべてこうした細胞に伝達されます。デルテ医師

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年8月23日 
医療関係者から聞いた話。

1. 病院が国民健康保険等へ請求する診療報酬請求。この審査で注文をつけられ目的と
する検査ができなくなっていると。

保険診療と保険外診療を併用すると病院、患者ともに罰則が。患者側から検査をお願

いされてもできない状態に。過剰診療ということにされてしまうと。

cmk2wlさんがリツイート 
ベクレーヌ八千代 @bqn_yachiyo3 · 2016年1月28日 
被曝障害は、統計に取れるものだけが論文になっているのです。甲状腺機能障害での

知能低下は、脳では良く起こる事ですが、知能低下に気付かない人の方が多いので、

統計を取る意味がないのです。だからといって、それが無いわけではないのです。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ogawabfp @ogawabfp · 8月19日 
これ、鶴田まこみさんが演説でよく触れる、ドイツのシーメンス社と、アメリカのゼ

ネラル・エレクトリック社が「原発と距離を置いた」ことによって業績が伸びている

事を報じた日経の記事(2017.05.05)。彼女が言う通り原発は斜陽産業なのである。
https://twitter.com/ogawabfp/status/898872160306864128

しんちゃんさんがリツイート 
ほうきネット @hokinetwork · 2016年11月23日 
「ウラン節約」ウソだった　再処理「原発維持のため」

https://twitter.com/hokinetwork/status/801610889636052992

https://twitter.com/ogawabfp/status/898872160306864128
https://twitter.com/hokinetwork/status/801610889636052992


OTL49さんがリツイート 
盲亀の浮木 優曇華の花4  @ kametar · 20時間20時間前 
すっかり高須院長の影に隠れてしまったが、2013年に講演で

「ナチスの手口を学んだらどうかね」

と発言したにも関わらず、お咎めなしどころか、未だに日本国の副首相という地位

に堂々と居座っている

麻生太郎

という男の事も忘れないであげてください。

#ナチ須クリニック #高須克弥

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
有田芳生�認証済みアカウント� @aritayoshifu · 24時間24時間前 
【速報】アメリカの人権保護団体（サイモンウィゼンソールセンター）が、高須克弥

氏のナチ擁護発言を理由にアメリカ整形外科医学会からの追放（会員剥奪）を要求（

呼びかけ）しました。今朝リリースされたのでのちほどここに掲載されます

。http://www.facebook.com/simonwiesenthalcenter …

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
大石智之＠祈共生社会実現 @tomoyukio198207 · 8月22日 
医師がナチスを讃えるなど、絶対許されない。ナチスのT4作戦では障害者（特に精神
障害者、難病患者）が大量虐殺された。それに加担したのは医師である。ナチスの意

向を忖度して、精神障害者などをどんどん山奥の収容施設に送り、虐殺した。現在の

ドイツの精神医学会は過去の過ちを反省している。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
廃墟/怖音 @haioku · 8月22日 
廃墟/怖音さんがのこらをリツイートしました
ナチスによる科学の発展なんてのは買い物は全部万引きにしたらお金が貯まるっての

と同じで支払うべきリスクを無視してたんだからむしろ忌むべきもんなんだよ(;´Д`)
https://twitter.com/haioku/status/899892774266298369

http://www.facebook.com/simonwiesenthalcenter
https://twitter.com/haioku/status/899892774266298369


sinwanohate・レイジさんがリツイート 
クリエネ（東京五輪招致疑惑追及しろ） @morecleanenergy · 2016年11月4日 
高須氏のナチス擁護は「科学」という点を突破口としているわけで、科学を民主主義

や人権といった価値観の上に置いてしまうところが科学憲兵隊と共通していると思う

。

OTL49さんがリツイート 
くたびれはてこ @kutabirehateko · 18時間18時間前 
高須クリニック院長のナチス礼賛発言を容認してきた人たちが、高須院長はナチスを

礼賛していると外からいわれると怒り出し、英文に訳されると訴訟だと噴くのって、

再三注意されてもどこが悪いのかと開き直ってきたことを表沙汰にされたくないって

ことでしょ。悪いことだとわかっているんだね。

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

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2012年12月24日 

ロバートＡ．ハインライン　人間の愚かさが持つ力を決して見くびるな。

https://www.youtube.com/watch?v=R9N5X4q6Unc
Stunning Studio Ghibli Soundtracks (No Vocals)

https://www.youtube.com/watch?v=R9N5X4q6Unc


cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 

泳ぎ出したほうがいいよ。

そうしないと石のように沈んでしまう。

ボブ・ディラン

https://pbs.twimg.com/media/DH6yReRV0AAWXhb.jpg

https://pbs.twimg.com/media/DH6yReRV0AAWXhb.jpg


（８月28日）　死ぬな、にげろ。

https://85358.diarynote.jp/201708280800081560/

弾道 ミサイル 飛来に備え 【 自殺 訓練 】／【 死ぬな　逃げろ】
⇒待ってるよ。朝からクーラーつけてます｡　（半OTL）

2017年8月28日 【 西 は 水 に 沈 む 】 コメント (1)
　

　 　

　

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1503873000/1011-0010-101000-
201708280730.gif?t=1503873634
（０７：２０〜０７：３０）

おっさん＠いの町 @kaccyan59 · 5分5分前 
私設モニタリングポストテスト中2017年08月28日 07時18分頃の高知県吾川郡いの町
枝川の簡易線量計表示値（簡易校正）は約 0.045μSV/h（15.1cpm）設置場所室温
＝14.0℃気圧＝1014.0でした。,, #Mark2bot

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
中川　均 @naka8952 · 9時間9時間前 
中川　均さんがLN BB-45をリツイートしました

本当に、わが三重県の県庁所在地で、何をやってくれてるのか。

ミサイルは爆弾なんだから、防空壕が一番いいに決まっているし、体育館なんぞで頭

をかかえているよりも、横の側溝に飛び込んだ方が数倍安全だ。

政権に迎合して愚かな訓練、してくれるな

https://85358.diarynote.jp/201708280800081560/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=13
https://85358.diarynote.jp/201708280800081560/
https://85358.diarynote.jp/201708280800081560/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170828/85358_201708280800081560_1.jpg
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https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1503873000/1011-0010-101000-201708280730.gif?t=1503873634


　　↓

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
LN BB-45 @BB45_Colorado · 9 時間9 時間前 

"弾道ミサイル飛来に備え住民の避難訓練 津 | NHKニュース"
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170826/k10011113631000.html …　←この姿勢では
、死ぬか大けが｡そして、体育館のような建物では逆効果｡

これは自殺訓練｡

https://twitter.com/BB45_Colorado/status/901812177287254016

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。

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。

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
https://twitter.com/logicalplz/status/900552179156529152

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170826/k10011113631000.html
https://twitter.com/BB45_Colorado/status/901812177287254016
https://twitter.com/logicalplz/status/900552179156529152


sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ぶりぶり@肉球新党 @buri_bijou · 8月26日 

沖縄で不当逮捕された添田充啓さんの報告会。

冷暖房のない独房は外も見られず、自由に横になれない。ひとり言さえも禁止され、

199日の勾留で鬱病を患った。検察官の妄想だけで起訴され、最後の検事調べでは「刑
特法もつけときますね」と言われたのが忘れられないと。

https://twitter.com/buri_bijou/status/901319117717643264

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
沖縄への偏見をあおる放送をゆるさない市民 @nonewsjyoshi · 22時間22時間前 

辺野古 ひき逃げ事件
ネットには被害者を中傷するコメントが続く

一方、「私は彼を憎んでいない」と、被害者の女性

https://twitter.com/nonewsjyoshi/status/901627845360750592

ちばりよ〜！　うちなー！！

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 21時間21時間前 
「植物はなぜ薬を作るのか」斉藤和季著。中日新聞書評から→「動かず、物言わず、

の植物たちは、化学物質を生成して敵となる動植物に対抗し、活性酸素から身を守り

、化学物質によって昆虫や鳥を引き寄せ繁茂する。人間はそれを薬として利用する…
」　

https://twitter.com/sinwanohate/status/901633297704304640

OTL49さんがリツイート 
谷本仰 @aogoomuzik · 8月25日 

https://twitter.com/buri_bijou/status/901319117717643264
https://twitter.com/nonewsjyoshi/status/901627845360750592
https://twitter.com/sinwanohate/status/901633297704304640


死ぬな、にげろ。

9/1が近づく。1年で18歳以下のこどもたちが最も多く自死する日。

とりあえず逃げろ、

南小倉バプテスト教会へ。朝からクーラーつけてます。

飲み物も用意しておきます。

誰でも、おいで。待ってるよ。

南小倉バプテスト教会：小倉北区弁天町11-19、093-571-5072。

 
 
 

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15:39
　

私が小学校４年の時に１年だけ通っていたのはルーテル教会だったけど、あそこの牧師さんも良

い人だった…(^o^)／
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（９月３日）　創価学会のトンデモナイ、マニュアル！

https://85358.diarynote.jp/201709030929177566/

【 創価学会のマニュアル 】／【知らされないのは日本国民
だけ。】／そもそも質問って不確かな情報を確かにしていくため

にするものだろ／【 麻生太郎は投獄 】。

2017年9月3日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

　 　

　

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
撃し精神疾患に追い込む。

https://twitter.com/onsenlike/status/866928679590416385

https://www.youtube.com/watch?v=9aJVr5tTTWk
米津玄師 MV「ピースサイン」Kenshi Yonezu / Peace Sign 

OTL49さんがリツイート 
Kaoru Kusaka,No War! @pocorapi · 11時間11時間前 
ドイツでナチス・ヒットラーがどんな扱いになっているか、

https://85358.diarynote.jp/201709030929177566/
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改めて知ることはたいせつですね。

（以下本文より）

ドイツでは、麻生太郎の発言は「ドイツ刑法典130条」の民衆扇動罪に当たり、投獄さ
れるレベルだそうです。

https://twitter.com/pocorapi/status/903959950816194560

しんちゃんさんがリツイート 
エリン［反核・反戦・全世界の原発に反対】 @kazumyagu · 9月1日 
安倍晋三が、どうしてあの日に限って公邸に泊まってたのか、これではっきりしたね

。

北朝鮮は事前連絡していて、あいつらは知ってたんだよ。やっぱりね。

https://twitter.com/kazumyagu/status/903739209965420544

OTL49さんがリツイート 
しま子 @saoriaki · 9月1日 

アパホテルを批判した人がクビになって、ナチス賛美した医者がレギュラー獲得って

、

テレビ業界はビョーキにかかってるとしか思えないです。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
内田樹�認証済みアカウント� @levinassien · 21 時間21 時間前 
内田樹さんが市民メディア放送局をリツイートしました

頻用される「回答を控えたい」という定型句の意味は

「その質問は、それに正しく答えると私が失職し、きびしい社会的制裁を受ける可能

性が高い質問です」

ということに確定したので、どこかの国語辞典に採用してください。

https://twitter.com/levinassien/status/903789897433145344

https://twitter.com/pocorapi/status/903959950816194560
https://twitter.com/kazumyagu/status/903739209965420544
https://twitter.com/levinassien/status/903789897433145344


しんちゃんさんがリツイート 
想田和弘�認証済みアカウント� @KazuhiroSoda · 9月1日 
何じゃそりゃ。質問で誤解が生じるなら、その場で官房長官として否定すりゃあ済

む話。

そもそも質問って不確かな情報を確かにしていくためにするものだろ。→首相官邸広

報室、東京新聞に注意　菅義偉官房長官会見での社会部記者の質問めぐり

https://twitter.com/KazuhiroSoda/status/903718924247760897

しんちゃん @shinchann2008 · 2時間2時間前 
『安倍官邸が東京新聞と望月記者に不当抗議！ 菅官房長官への厳しい質問封じを狙い
撃ちした卑劣な言論弾圧を許すな』リテラ2017年9月2日
https://twitter.com/shinchann2008/status/904074472507949056

OTL49さんがリツイート 
Nobuo Okamoto @okamotonobuo · 15時間15時間前 
Nobuo Okamotoさんが歴史的惨敗の象徴をリツイートしました

【報道特集】「虐殺はなかった。作り話だ」とＴＢＳ取材班に逆ギレする墨田区議。

だが、たとえ数人でも災害のドサクサに紛れて殺害したのであれば、朝鮮人虐殺事件

は史実として永遠に遺り、私たちの心から消えることは無い。

自己満足のために歴史を捏造する人間こそ、真面目に生きている日本人の敵だ。

https://twitter.com/okamotonobuo/status/903905966390784001

OTL49さんがリツイート 
想田和弘�認証済みアカウント� @KazuhiroSoda · 20時間20時間前 
アメリカの記者会見などを見れば分かるように、東京新聞の望月記者の質問ぶりは、

ジャーナリストであれば普通のことです。にもかかわらず彼女が目立ってしまい官邸

やネトウヨの攻撃を一身に集めてしまうのはなぜか。そのことを、日本の報道界の方

https://twitter.com/KazuhiroSoda/status/903718924247760897
https://twitter.com/shinchann2008/status/904074472507949056
https://twitter.com/okamotonobuo/status/903905966390784001


々にはよく考えていただきたいと切に願います。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
志葉玲�認証済みアカウント� @reishiva · 9月1日 

望月記者は、ジャーナリストとしてやるべきことをしている。皆で全力で応援しよう

。東京新聞に圧力に負けるな、頑張れ、と伝えよう。

首相官邸広報室、東京新聞に注意　菅義偉官房長官会見での社会部記者の質問めぐ

り（産経新聞）

https://twitter.com/reishiva/status/903753926482300928

OTL49さんがリツイート 
m-take @takeonomado · 9月1日 
m-takeさんがファッケルをリツイートしました

イギリスの「産業革命」とか、その殺した5000万人のインド人が原資。

もっと言えば、ヨーロッパ資本主義の原資は新大陸から奪った金と何億人という原住

民達の命。正に悪魔の収奪。

それをプロテスタントは伝統的に清貧で貯蓄に励んだ結果とか、マックスウェーバー

は狂気の御用学者だと思うよ。

https://twitter.com/takeonomado/status/903695637740269568

https://www.youtube.com/watch?v=lNRjt4rCymM
Hans Zimmer - Hoist The Colours - Pirates of the Caribbean: At World’s End 

★【更新停止中】★⇒https://twitter.com/rin_earth

L49さんがリツイート 
松田未来 新連載待機中 @macchiMC72 · 9月1日 

https://twitter.com/reishiva/status/903753926482300928
https://twitter.com/takeonomado/status/903695637740269568
https://www.youtube.com/watch?v=lNRjt4rCymM
https://twitter.com/rin_earth


TwitterJPの無能っぷりはともかく、通報をもとに個人を処断する制度の歪み具合を見
せられると、著作権の非親告化がどれだけ恐ろしいことかわかる。

https://www.youtube.com/watch?v=FFaAsFEOXIE
ファイト！吉田拓郎

 

https://www.youtube.com/watch?v=FFaAsFEOXIE


（９月３日）　制汗スプレー等のこと。

【 のどの異常と日焼けに似た症状 】／【 橋本病 】の症状が⇒「
鬱病」と診断され／【 県民の被曝を黙認する 】姿勢を日本政府
に示している福島県庁／【 制汗スプレー 】⇒乳癌。

2017年9月3日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=Tb7tr45lCu0
中田ヤスタカ 「NANIMONO (feat. 米津玄師)」MV FULL ver.

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 8 時間8 時間前 
「イージス・アショアを設置するのは容易ではない。その一因は強力な電磁波。イー

ジス艦のレーダー作動時には、乗員は甲板外出が禁じられるほどシステムが発する電

磁波は強い。陸上での運用は、周辺住民の健康・生活への影響が出かねない。」

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10時間10時間前 
さっきのNHK
長周期地震動や一瞬で建物を破壊する長周期パルスの揺れ

日本の地震はヤバいと、何も知らない国民に正直にバラすなら、最後のナレーション

で

「日本は断層だらけで地球上でも稀な国。この現実の中、

原発を動かすなど正気の沙汰ではないのである」と言って番組を終えたらどうでしょ

う

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/903965404032245762

https://85358.diarynote.jp/201709030930118042/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201709030930118042/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170903/85358_201709030930118042_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170903/85358_201709030930118042_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170903/85358_201709030930118042_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Tb7tr45lCu0
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/903965404032245762


sinwanohate・レイジさんがリツイート 
宍戸俊則（shunsoku2002) @karitoshi2011 · 11時間11時間前 
3月15日早朝の、放射性物質最大漏出に対する住民への対応の不手際の責任は、
この時点で既に

福島県民の被曝を黙認する姿勢を日本政府に示している福島県庁

と県知事にあったことになるのではないだろうか？

実際、翌日の福島県立高校の合格発表を中通りと会津で強行したのは、福島県独自の

判断だ。

OTL49さんがリツイート 
まろにー @maronii_ms · 14時間14時間前 

社員が自殺した事がある企業から先日、｢部屋の灯りが漏れないようブラインドを2重
にしてくれ｣と申し入れがあった事を聞いた

残業させてる事を知られない為である

つまり、ブラック企業は変わらない

若者よブラック企業と知ったら死にものぐるいでその会社から離れて

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 22時間22時間前 
密林で買った本だけどさ？

こんなラベルの貼り方は初めて見たよwww
https://twitter.com/charlie24K/status/903775259148648448

OTL49さんがリツイート 
ハッピー @Happy11311 · 9月1日 
会見で言ってた体調不良者の人…ご冥福をお祈りいたします。

※8月31日、福島第一原子力発電所構外協力企業棟脇で体調不良者が発生し、午後3時
に救急車を要請。当該協力企業作業員については、搬送先の病院にて、午後4時12分に

https://twitter.com/charlie24K/status/903775259148648448


死亡が確認。

http://www.tepco.co.jp/press/report/2017/1450708_8981.html …

neko-aii  @neko_aii · 8 時間8 時間前 
momoa_mjlove 2014年10月

子供が橋本病の症状が出ていたので

小児科に連れて行った

血液検査では異常なしと要観察。

ついには「鬱病」と診断され小児科医に！

そして院内の精神科を勧められた。

地元ではヤブなのに繁盛してる大病院にて。

私は低線量被曝だと思ってる

cmk2wl @cmk2wl · 11 時間11 時間前 
「味」を感じたスリーマイルの周辺住民は、同時に

のどの異常と日焼けに似た症状

と、目が充血して下まぶたが張りを失って眼球から離れるような症状もあったと。の

どに何かがつまって息ができないほどだったという住民も。

しんちゃんさんがリツイート 
ぶん2  @ buta · 8月31日 
存在していた。

福島医科大「甲状腺がんデータベース」 | OurPlanet-TV：特定非営利活動法人 アワー
プラネット・ティービー http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2158

http://www.tepco.co.jp/press/report/2017/1450708_8981.html
http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/2158


放射能汚染から子どもを守る @savethechild311 · 8月24日 

子どもの甲状腺は大人に比べて感受性が高く、ヨウ素の取り込み率も高くなります。

甲状腺のサイズも小さいため、線量が数倍高くなりますので放射性ヨウ素で汚染され

ているものには気をつけましょう。

見えない天使 @Revelation2219 · 35分35分前 
（by someone ）事故以前の線量・・
http://members3.jcom.home.ne.jp/ip-jk/
　https://pbs.twimg.com/media/CeG33vtVAAAP0IA.jpg …

OTL49さんがリツイート 
哲夫：反ファシズム @bbtetsuo · 2時間2時間前 
哲夫：反ファシズムさんがひろみをリツイートしました

同じパターンで2度失敗したら、「あほ」だよなあ。
https://twitter.com/bbtetsuo/status/904093249962258432

cmk2wl @cmk2wl · 11 時間11 時間前 
キレる人々と放射能汚染

OTL49さんがリツイート 
Tad @CybershotTad · 9月1日 

「死ぬ勇気があれば生きられた」

という意見。この記事で尾木ママが言う通り「本当はみんな生きたかった。心身衰弱

で判断力を失ったのです」というのはもっと認識されてほしいし、だからこそ周りの

人が支えてほしいし、逃げ場所ももっとあればいいと思う。（記事は河北新報より）

https://twitter.com/CybershotTad/status/903588500892565504

http://members3.jcom.home.ne.jp/ip-jk/
https://pbs.twimg.com/media/CeG33vtVAAAP0IA.jpg
https://twitter.com/bbtetsuo/status/904093249962258432
https://twitter.com/CybershotTad/status/903588500892565504


しんちゃんさんがリツイート 
bun_2011 @bun_2011 · 3時間3時間前 
Ｏ－１５７感染“ポテサラ同型”全国に拡大（日本テレビ系（NNN）） - Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20170902-00000035-nnn-soci …
@YahooNewsTopics

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 

紫外線対策は真夏と同じようにしてください。

UVカットのサングラスで。

水蒸気が見えなくなっても福島原発事故は終息してません。

生物への影響は悪化するだけです。

OTL49さんがリツイート 
菅野完 @noiehoie · 9月1日 

いまNHKでやってる、「子供の口腔崩壊」の特集、無茶苦茶やな。

「ひどい虫歯の子が増えている」→「虫歯のひどい子の家には貧困という傾向がある

」

ここまではええ。しかし、その後何故か

「親の意識を高める施策が必要」て。

なんでそこいきなり自己責任論になるねん

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 3月4日 

デオドランド製品の乳癌への影響「一般に腫瘍はどの場所にも平均して発現します。

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20170902-00000035-nnn-soci


乳房で言えば、五分割した各々で 20%ずつの確率になるわけです。ところが、全乳
癌の 60%までが、腋窩（腋の下）に最も近い上外側4分円に偏って発現しているの
です。」ダーブレ博士 

制汗スプレー等のこと。

OTL49さんがリツイート 
菅 直人 (Naoto Kan)�認証済みアカウント� @NaotoKan · 16時間16時間前 
今日の日経新聞朝刊で、日立がイギリスで建設する原発への銀行融資に政府が全額補

償という記事。福島原発事故以降、世界の原発の建設コストが暴騰し、銀行が融資

を渋っている。それを日本国民の負担で貸し倒れリスクを全額補償するというのはも

ってのほか。

採算が合わなければ建設しなければいいだけ。

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 

平和な原子力に殺されることがあるなんて、

私たちにはまだ納得できないことでした。物理の法則の前で人が無力だなんて。

チェルノブイリの祈り

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2月17日

４号機燃料プール　

NRC「プールに亀裂が入り冷却水がなくなった」「ジルコニウム火災」

今中哲也「使用済み燃料がどんどん・・　4号機がドン！あの瞬間涙が出た」

槌田博士「4号機は試験運転のために燃料を原子炉に移動中に地震が起きた。 燃料が原



子炉の底に落ちて核暴走が始まった。」

https://twitter.com/cmk2wl/status/832406439456956416

https://www.youtube.com/watch?v=e3Ze62AL9r0
Kimi no Na wa.『君の名は。』Official MV - Sparkle 

OTL49さんがリツイート 
ソニックユースケ @sonicyouthke · 11時間11時間前 
電車で隣に座った方が僕のスマホの待ち受けを見て「サザン好きなんですか？私も好

きなんですよ。桑田さんの新譜出ましたね…」みたいな話を一駅ほど
結局、待ち受けは「桑田佳祐さんではなく長門裕之さんです」と言い出す事が出来ず

に一期一会

https://twitter.com/sonicyouthke/status/903973249427451906

https://twitter.com/cmk2wl/status/832406439456956416
https://www.youtube.com/watch?v=e3Ze62AL9r0
https://twitter.com/sonicyouthke/status/903973249427451906


（９月13日）　「てめえの会社は従業員の子供に大学行かせるだけの給料払ってねえ
のに大卒要求すんじゃねえ」。

https://85358.diarynote.jp/201709130820002973/

「 は？　ばかじゃないの？ 」／「 無防備な状態で 高濃度の残
骸を 処理させられ」（not only＠JAPAN）／家政婦 【 最低賃金
／月 ２２ 万円 】（中国）。

2017年9月13日 労働／対価
　

 

　 　

　

rin_earthさんがリツイート 
本田由紀 @hahaguma · 12時間12時間前 
経産省、保育園の幼児車に「車道を走れ」と判断(国沢光宏) - Y!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/kunisawamitsuhiro/20170912-00075675/ …

は？ばかじゃないの？

https://twitter.com/hahaguma/status/907584819067994113

OTL49さんがリツイート 
さんぴん茶太郎　TM @t0051 · 22時間22時間前 
電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」…車道を通行し、警音器を設置　グレーゾー
ン解消

》子供満載で車道歩かせるの？バカ？

https://twitter.com/t0051/status/907435973855739904

https://85358.diarynote.jp/201709130820002973/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=5
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https://news.yahoo.co.jp/byline/kunisawamitsuhiro/20170912-00075675/
https://twitter.com/hahaguma/status/907584819067994113
https://twitter.com/t0051/status/907435973855739904


OTL49さんがリツイート 
白金ちな @shirogane_tina · 24時間24時間前

在学中の妊娠は「もってのほか」で、

社会人になってからの妊娠は「職務放棄」で、

35歳過ぎてからの妊娠は「無責任」ときたら、
 
もう子供は桃から生まれるしかないですね。もしくは竹。

OTL49さんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 9月1日 

昨日NHKでやっていた「プルタブ集めは意味がないむしろリサイクルの邪魔、車いす
に交換するならアルミ缶丸ごと集めろ」という。アルミ業界団体の現実に対して、

「教育上価値がある」「連帯感が生まれる」と言った精神論で対抗する教育業界と財

界の阿呆どもに日本の不景気の原因に一端を見た。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Erscheinung41 @Erscheinung35 · 2時間2時間前 

日本、教育公的支出また最下位

14年のOECD調査 | 2017/9/12 - 共同通信 47NEWS
https://this.kiji.is/280329168264626179 …
これで屁の役にも立たんミサイル防衛だのに兆単位の金ぶち込むんだろ。

こんな国もう何の未来もねえぞ

https://twitter.com/Erscheinung35/status/907723062186975233

OTL49さんがリツイート 

https://this.kiji.is/280329168264626179
https://twitter.com/Erscheinung35/status/907723062186975233


ねこひげ＠UNLIMITED @inemurinuko · 22時間22時間前 
ねこひげ＠UNLIMITEDさんがあの佐々岡@転職活動中をリツイートしました

企業「たすけて！人材不足なの！

志望者「給料いくらくれますか？残業代ちゃんと出ますか？」

企業「お前はいらない

企業「たすけて！人材不足なの！

志望者2「休日はどれくらいですか？有休取れますか？」
企業「お前もいらない」

企業「たすけて！人材不足なの！！なんで人が集まらないの！！

https://twitter.com/inemurinuko/status/907439085161037824

OTL49さんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 9月11日 

「人手不足なのに給与が上がらない」という意味不明な状況で、さらに「人手不足だ

けど給料を上げたくないから移民を受け入れよう！！」とか言い出す経団連は滅べば

いいんです。まず給料を上げろ。

OTL49さんがリツイート 
日本 @Black_Work_Fuck · 9月10日 

「てめえの会社は従業員の子供に大学行かせるだけの給料払ってねえのに大卒要求す

んじゃねえ」って国がぶん殴れ

OTL49さんがリツイート 
電機・情報ユニオン大阪支部 @denkijohokansai · 20時間20時間前 
電機・情報ユニオン大阪支部さんがNOパワハラ！あかるい職場応援団をリツイートし
ました

パワハラの判断って難しい

厚生労働省

https://twitter.com/inemurinuko/status/907439085161037824


　「バカ」「アホ」　は【ひどい暴言】

北大阪労働基準監督署

　「バカ」「アホ」

　「殺すぞ」「殺したろか」

　「しばき倒すぞ」「殴ったるで」

　「人間力ゼロ」「我が社の恥」　は【業務指導の範囲内】

一般人には理解不能

https://twitter.com/denkijohokansai/status/907459414159851520

　　↑

なんの合理的理由もなく「いきなりキレた」客に

「まきこまれオロオロ対応」を「しなかった」から…という「だけの」理由で、

「あなたの人格に問題がある。辞めてもらう」とか…

言い放たれたんですけど去年。「ボーバトンＳＶ」から…。
 

https://twitter.com/sinwanohate

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 13時間13時間前 
「清水ディレクターがこの問題を追求していることは、大きな救いだろう。無罪を

訴え、最後まで刑務官に怒りを隠さなかったという久間氏。その無念と、背後でおこ

なわれていた警察の卑劣な見込み捜査や証拠のでっち上げ、改ざん、司法の闇に対す

る追求と真相解明を、今後も期待したい。」

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 13時間13時間前 
…当時から『足利事件で大きな批判を浴びているのに、死刑案件の飯塚事件まで冤罪
が明らかになれば司法当局のメンツがもたない。そのため臭いものに蓋をしたのでは

ないか』『死刑執行で冤罪を隠蔽した』といった批判や疑惑が指摘されていた。」

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 13時間13時間前 
飯塚事件、なぜ再審を行わない？ DNA鑑定の捏造、警察による見込み捜査…やっぱり
冤罪だ！ http://lite-ra.com/2017/09/post-3445.html …
「問題は、この死刑執行のタイミングだ。足利事件のDNA型再鑑定の方針が報じられ

https://twitter.com/denkijohokansai/status/907459414159851520
https://twitter.com/sinwanohate
http://lite-ra.com/2017/09/post-3445.html


て約10日後というタイミングで、久間氏の刑は執行されたのだ。…
https://twitter.com/sinwanohate/status/907566000505184256

OTL49さんがリツイート 
岡口基一 @okaguchik · 14時間14時間前 

実は，とっても不公平だった裁判所　

なんと！

刑事裁判で，

裁判所が，完成前の判決原稿を，検察官側にだけ提供することが半ば慣行になってい

るそうです。（もちろん，被告人側には渡さない）

現職検事が証言

https://twitter.com/okaguchik/status/907550112431226880

OTL49さんがリツイート 
数学 Ｍ @rappresagliamth · 21時間21時間前 

「政府の言うことに従わないと殺す」だなんて、許し難い言論弾圧である(日刊ゲン
ダイ)

絶対に逮捕しろ。

https://twitter.com/rappresagliamth/status/907454126740561921

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ぐちうら @guchirubakari · 9月11日 

東京新聞:徳島県警が女性を誤認逮捕　１９日勾留　成り済まし中３書類送検:社
会(TOKYO Web) http://www.tokyo-
np.co.jp/article/national/list/201709/CK2017091102000072.html …

日本の場合、 勤め先によっては解雇も減給もあり得る冤罪。で、警察は謝罪一つで済
ませるの？こんなもの訴えないと似た事例がまた起きる。

https://twitter.com/sinwanohate/status/907566000505184256
https://twitter.com/okaguchik/status/907550112431226880
https://twitter.com/rappresagliamth/status/907454126740561921
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201709/CK2017091102000072.html
https://twitter.com/guchirubakari/status/907133065121562624


https://twitter.com/guchirubakari/status/907133065121562624

OTL49さんがリツイート 
異邦人 @Medicis1917 · 9月11日 

籠池氏の印象を官邸ぐるみで徹底的に悪くした上で、必死に批判の矛先を逸らそうと

してきた安倍政権だが、新たな録音データが出てきたことにより、疑惑の本丸である

土地不正値引きが、国が全面的かつ確信犯的に主導していた事実が露見した。後はこ

の国家的詐欺行為の司令塔を暴き出していくだけだ。

OTL49さんがリツイート 
清水 潔 @NOSUKE0607 · 9月11日 

籠池夫妻は詐欺罪で起訴される見込み。詐欺は重罪だから当分出られまい。

しかし名誉校長やその夫はなんら変わらぬ生活を。道義的責任すらも無いらしい。

https://twitter.com/NOSUKE0607/status/907118410542153729

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
望月衣塑子 @ISOKO_MOCHIZUKI · 9月11日 

#8億円 値引きで 森友側 #大阪航空局 と #近畿財務局 の間で 「 口裏合わせ 」？のやり
とり #FNN これだけ物が出ながら 東京の #最高検 #法務省 は「背任は問えない」と言
い続けてるよう。

政権と対峙した かつての検察庁に
https://twitter.com/ISOKO_MOCHIZUKI/status/907184323584856064

OTL49さんがリツイート 
古賀茂明@フォーラム4�認証済みアカウント� @kogashigeaki · 9月10日 
古賀茂明@フォーラム4さんが古賀茂明@フォーラム4をリツイートしました

東京新聞頑張れ！

https://twitter.com/NOSUKE0607/status/907118410542153729
https://twitter.com/ISOKO_MOCHIZUKI/status/907184323584856064


警察庁にはあの中村格総務審議官がいる

菅官房長官の秘書官時代に私の報ステでの発言に対して圧力メールを送り

警視庁刑事部長時代には詩織さん事件で山口敬之元ＴＢＳ記者のレイプ疑惑をもみ消

した

完全安倍派

警察に相談すれば逆介入される恐れ

望月さんを守れるのは市民だけ

https://twitter.com/kogashigeaki/status/906768936271732736

固定されたツイート 
sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 1月1日 
胎児性水俣病を”発見”して医学の常識を覆した原田正純医師の言葉。「いちばんの専門
家は、医者じゃなくて患者さん」「人類が初めて経験したこと。教科書はない。彼ら

から学ぶしかない」「圧倒的に被害者のほうが弱いんですからね。中立ってことは…
結果的に、加害者に加担しているわけです」

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11時間11時間前 

脱被曝派が一斉に自民党に大量献金したら、安倍は、原発推進をやめるか

OTL49さんがリツイート 
☆ 光 ☆9393  @ k_k · 13時間13時間前 

出国税ってなんだよ?
観光財源てなんだよ?
自分らの懐に

入れることばっか

考えるなよな

復興財源だってどこいったんだよ?

https://twitter.com/kogashigeaki/status/906768936271732736


デタラメしてるくせに

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ホワイト労働を広める会 @WhiteworkJP · 15時間15時間前 
死語になりつつある #アベノミクス で

激増したもの

・富裕層上位40人の資産

・自民党への企業献金

・大企業の配当金

・貧困、過労死、過労自殺の増大

https://twitter.com/WhiteworkJP/status/907563500515426304

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
maritake @maritake1 · 17時間17時間前 

6年半経っても仮設住宅2万戸って先進国じゃないよ、もはや。

東京オリンピック招致すべきじゃなかった。復興名目にしてたけど人手も資材も横取

りして結局、復興の邪魔しただけじゃん。その後熊本とか大きな地震相次いでるのに

どこも追いついてない。

#東日本大震災 
#東日本大震災から6年半

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 12時間12時間前 

何が日の丸だ。

何がオリンピックだ。

https://twitter.com/WhiteworkJP/status/907563500515426304


何も学ばないバカ国家。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Toru_Nan @Toru_Nan · 9月11日 

こんだけやられても、まだ他人である政治家に期待してガンバレヨと声をかけてるだ

けで世の中が311前に戻ると思えてるって、ある意味すごい。

OTL49さんがリツイート 
ひろみ @hiromi19610226 · 9月2日 

・同調圧力に弱い

・お上の言うことは すべて正しいと思い込み自分で考えない、もしくは考える能力が
ない

・なんとなく多勢に流されとくのが楽

・正義と言われると弱い

いいけど、こういうことで一度 失敗してるんですけどね、日本国民
https://twitter.com/hiromi19610226/status/903969736727306240

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
山下 歩 @neko_yamashita · 9月11日 

朝鮮高校の子どもたちに笑顔を！！

「高校無償化」裁判東京判決集会のお知らせ

http://mushokashien.blog.fc2.com/blog-entry-85.html …

https://twitter.com/hiromi19610226/status/903969736727306240
http://mushokashien.blog.fc2.com/blog-entry-85.html


9月13日午後2時、東京地裁で判決が言い渡される。
https://twitter.com/neko_yamashita/status/907094826683850752

cmk2wlさんがリツイート 
No war ☆ほんとうの愛ある世界へ。 @yoriyori3 · 9月11日 

友達がいる国と戦争をしようなって気持ちには 誰もならない。 それが一番の抑止力
だよ。

武力は抑止力なんかには 絶対ならない。
https://twitter.com/yoriyori3/status/907164392633991168

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
斉藤玲子 @chocorei · 9月10日
 
息子の小学校にはいろんな国のルーツを持つ子がいる。息子の友達の名前からあの子

はどこの国なの？と質問したら知らないと答えるので仲良いのにそういう事話さない

んだ〜と言うと「ママ、そんなことより僕たちには話す事がいっぱいあるんだよ」っ

て言われ、なんかちょっと素敵だなって。

OTL49 @sukipparanisake · 7時間7時間前 
OTL49さんがぽんたをリツイートしました

「嫌なら出てけ」ってのは、結構的確なのかも知れない。国の没落を無視すれば。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/907666837004967938

OTL49さんがリツイート 
あのにます @hiroaoya · 19時間19時間前 
知人にノーベル賞候補級物理学者が居る。彼は現在米国研究機関所属。そこは中国韓

国インド勿論欧米白人も黒人も優秀な研究者が居るそうだ。国別では日本人が最小

人数。中韓印の研究者はプロジェクト終えたら自国の大学に戻ると…日本人は行き場

https://twitter.com/neko_yamashita/status/907094826683850752
https://twitter.com/yoriyori3/status/907164392633991168
https://twitter.com/sukipparanisake/status/907666837004967938


が無く路頭に迷うそうだ。

これが10年後の国力差になる。

OTL49さんがリツイート 
Willy OES @willyoes · 9月11日 

「日本スゴイ」の副作用。読んでてかわいそうになった。- アメリカ留学で僕には日本
人としての価値なんてなかった【海外留学体験談】

https://twitter.com/willyoes/status/907098651109068800

OTL49さんがリツイート 
Mikio Oishi @mikionz · 8月5日 

中国がフィリピン人家政婦の受け入れを始めるが、その最低賃金が月20万円とは仰
天（マレーシアでは1.5Kリンギ≒３万９千円）。本当なら、中国の国力と富裕層の増
大の凄まじさの表れだと言える。中国で多くの日本人家政婦が働く日も遠くないかも

。

https://twitter.com/mikionz/status/893647585386283008

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
JJ @justinjiro · 9月10日 

ラジコンレース！！！

クオリティやばい

最後悲しいけど…笑
https://twitter.com/justinjiro/status/906824348803018752

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 

https://twitter.com/willyoes/status/907098651109068800
https://twitter.com/mikionz/status/893647585386283008
https://twitter.com/justinjiro/status/906824348803018752


ヤン・ウェンリー @_Yang_Wen_li · 11時間11時間前 

戦術は戦略に従属し、戦略は政治に、政治は経済に従属するというわけさ

https://twitter.com/_Yang_Wen_li/status/907611744465436672

 
 
 

https://twitter.com/_Yang_Wen_li/status/907611744465436672


（９月21日）　「高時給にすれば誰もやめないから教育コストが減る」。

https://85358.diarynote.jp/201709211157249385/

【アベで給料 ５４万 消えた】／【 時給は先進国の半額 】／運動
できない、睡眠時間ない、食事不規則、ストレス、なにもかも★

★のせいだよ／「駄目だったら死んじゃってもいいや。来世あ

るし」。

2017年9月21日 反★貧困!! コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=OPNPxWiVO1Q
スタジオジブリピアノメドレー【作業用、勉強、睡眠用BGM】

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Mami Tanaka @mami_tanaka · 9時間9時間前 

オリンピックの費用はプレゼンでぶち上げた資産の3倍で、オスプレイの購入費は国内
価格の倍で、加計学園に突っ込む無駄金は天井知らずで、日本の大学教育は青息吐息

、

時給は先進国の半額ってかんじ。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ブラック企業の深い闇 @makkuro_ankoku · 14 時間14 時間前 

「生活習慣病」って言うのやめろ。

https://85358.diarynote.jp/201709211157249385/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=11
https://85358.diarynote.jp/201709211157249385/
https://85358.diarynote.jp/201709211157249385/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170921/85358_201709211157249385_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170921/85358_201709211157249385_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170921/85358_201709211157249385_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=OPNPxWiVO1Q


運動できないのは労働のせいだし、睡眠時間が少ないのも労働のせいだし、食事の時

間が不規則なのも、ストレスも、なにもかも労働のせいだよ。

労働災害病って言え。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
マッキ世も末（アベと麻生は学歴もペテン） @akhila7 · 21時間21時間前 

アベノミクソ

https://twitter.com/akhila7/status/910364475206881282

OTL49さんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 9月19日 

なんかテレビで「若い人が旅行に行かないのは何故か」みたいなことやってるんだ

けど、単純に非正規雇用の割合が増えたからだろ…収入が低い上に休みを取ると給料
が減るんだよ…何が「スマフォに使う金が増えてるからじゃないか」だよ…余暇も金
も無いんだよ…

正規雇用増やして有給使わせろって…

OTL49さんがリツイート 
済州島みかん99mina_jeju · 9月19日 

最近の日本って、堅実に生きると貧困化するから、イケハヤとかホリエモンみたいな

山師たちが「豊かになりたければリスクを喰え」とか大見得切ってるの、とても先進

国の様相じゃないでしょ。

そこそこ働いて、そこそこ食えるのが先進国じゃないの。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
佐藤剛裕 @goyou · 9月19日 

https://twitter.com/akhila7/status/910364475206881282


これは衝撃。大手のコンビニや配送業はバイトの留学生に給料に加えて奨学金も出す

べきだと常々言ってきたが、まさか業界ぐるみで外国人技能実習生制度にたかってく

るとは思わなかった。あんなもん

現代の人身売買だぞ。 http://buzzap.jp/news/20170919-gaikokujin-ginou-jisshusei-cvs/
…
https://twitter.com/goyou/status/910135337237618688

OTL49さんがリツイート 
けふ @kef_in_kyoto · 9月19日 

コストコの「高時給にすれば誰もやめないから教育コストが減る」っての、一向に誰

も真似ようとしないよね

https://twitter.com/kef_in_kyoto/status/910049819103682560

rin_earthさんがリツイート 
70seeds70  @ seeds_ · 15 時間15 時間前 

【新着記事】「駄目だったら死んじゃってもいいや。来世あるし」 

日本人の知らない宗教の世界ーイスラム法学者・中田考（@HASSANKONAKATA）イ
ンタビュー https://www.70seeds.jp/hassankonakata-296/ …
https://twitter.com/70seeds_/status/910436427640356864

演劇集団オルメカ @Olmeca_reg · 9月18日 

最終稽古、終わりました。

始動してから今日まで、２回台風が来ました。

太陽フレアも来たし、Jアラートも鳴りました。

「もう一度、生まれたいと思う？」

http://buzzap.jp/news/20170919-gaikokujin-ginou-jisshusei-cvs/
https://twitter.com/goyou/status/910135337237618688
https://twitter.com/kef_in_kyoto/status/910049819103682560
https://www.70seeds.jp/hassankonakata-296/
https://twitter.com/70seeds_/status/910436427640356864


この話のラスト、私はピノッキオにそう問われている気がします。

ご予約DM、お待ちしてます。
https://twitter.com/Olmeca_reg/status/909906990234722304

…ネタだらけだ…。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Köksal Akın @Koksalakn · 8時間8時間前 

https://twitter.com/Koksalakn/status/910565447321387008

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
゛ @tintin45450721 · 8月24日 

これから丸洗いされる事を察した一声

https://twitter.com/tintin45450721/status/900755100972404736

　…生きろ…。

　

OTL49さんがリツイート 
もひかん@祝！書籍ドラマ化！！ @mohikan1974 · 9月19日 
中学の美術担任が最後の授業で言った

『英語が上手いと17億人に伝わるけど、絵が上手いと70億人に伝わる』

という一言で、休み時間に絵ばっか描いてた僕を冷やかす人がいなくなった。

https://twitter.com/Olmeca_reg/status/909906990234722304
https://twitter.com/Koksalakn/status/910565447321387008
https://twitter.com/tintin45450721/status/900755100972404736


https://www.youtube.com/watch?v=zeRoEBvBL4Y
ネバーエンディング・ストーリー テーマ曲 The Neverending Story - Limahl
 

https://www.youtube.com/watch?v=zeRoEBvBL4Y


（10月12日）　最低賃金だって22日の8時間労働で手取り29万円行かないのを行政指導
するべきではないのか…

https://85358.diarynote.jp/201710121235035816/

【 ブラック過ぎて笑うしかない 】。　（作業栗鼠　増殖５匹目
）

2017年10月12日 労働／対価　 コメント (2)
　

　 　

　

OTL49さんがリツイート 
五重塔 @gojyuunotou · 7月6日 

恐るべきは、最低賃金が714円の沖縄県でも、883円の大阪府でも、932円の東京都
でも、国民年金保険料(月16490円！！)はどこも同じだということ。この逆進性はキ
ツイ。

https://twitter.com/gojyuunotou/status/882968269816119296

OTL49さんがリツイート 
産婦人科医 @syutoken_sanka · 10月8日 

オリンピック選手村で働く薬剤師の募集要項

ブラック過ぎて笑うしかない

https://mettagiri.com/black/ 
・報酬なし

・宿泊施設の提供なし

https://85358.diarynote.jp/201710121235035816/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=5
https://85358.diarynote.jp/201710121235035816/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171012/85358_201710121235035816_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171012/85358_201710121235035816_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171012/85358_201710121235035816_3.jpg
https://twitter.com/gojyuunotou/status/882968269816119296
https://mettagiri.com/black/


・交通費自腹

・2ヶ月の開催期間中、最低10日働く
・英語ができる

・日本アンチドーピング機構認定のスポーツファーマシスト

https://twitter.com/syutoken_sanka/status/916873113937133568

OTL49さんがリツイート 
アヲカゲ＠おふとん幸せ @aokage_2013 · 10月8日 
返信先: @syutoken_sankaさん、@rodimus2010さん 

誰でもできる仕事を善意でやるのはボランティアで良いが、専門知識や技術が必要な

仕事をボランティアと称して最初からタダで使おうとするのは間違っていると思う。

その人が経験目的や善意で無償協力するのは全然構わないが。

OTL49さんがリツイート 
ムチャチの肉球 @nikukyumusashi3 · 10月9日 

東日本大震災で沢山の方々が滅私・厚意で行動したボランティアという行動が、逆に

金払わんでも人集まるやん♪

と言う国や儲け主義の輩に良いように利用されとる…(›´ω`‹ )。

騙されちゃアカン。オリンピックを開催し国を好景気にしたいならキチンと雇用して

金を払って仕事とし金を回さなアカン。

OTL49さんがリツイート 
松井計 @matsuikei · 20 時間20 時間前 

そりゃね、どんな人だって、自分の米櫃に手ぇ突っ込んでくるような奴は容赦しませ

んよね。ところが今は、政治家がみんな一緒になって主権者の米櫃に手ぇ突っ込んで

https://twitter.com/syutoken_sanka/status/916873113937133568


きてるような時代なんですよ。そういう社会をいつまでも続けるわけにはいきません

よね。

OTL49 @sukipparanisake · 23時間23時間前 
OTL49さんがアグネスをリツイートしました

上納金で締め付け過ぎたんじゃないかな？会長さんよ。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/917951053261242368

OTL49さんがリツイート 
田淵隆明 @TakaakiTabuchi · 10月10日 
返信先: @mayuki_kiryuさん、@rena_7034さん、他31人

実は希望の党のベーシック・インカムは、社会保障の廃止を伴っている。従って、予

算組み替えだけなら、国民年金も生活保護も約２万円になる。

これは、国民年金生活者や生活保護受給者に「死ね」と言っているに等しいと言わざ

るを得ない。

https://twitter.com/TakaakiTabuchi/status/917876957089427456

OTL49さんがリツイート 
gero - NO MORE ABE @garirou · 10月10日 
＜＜＜再分配なくして成長なし＞＞＞

今はデフレなので、生産性を上げても景気は良くならない。デフレは生産性が低いか

らではなく買う人にお金がないから景気が悪い。きちんと再分配をして圧倒的多数の

中間層に富が行き渡る様にする事が必要。

https://twitter.com/garirou/status/917730947818078208

OTL49さんがリツイート 
irr @IrrTenko · 10月9日 
町工場の７０代の社長が「そろそろ会社を畳もうかと思ってる」と言ってても、その

人の年収、３百万くらいだったりするんですよ。で、何十年も前に建てたボロい家に

住んでたり。グローバリズムで国際大企業と正面から「競争」させられる今、「起業

https://twitter.com/sukipparanisake/status/917951053261242368
https://twitter.com/TakaakiTabuchi/status/917876957089427456
https://twitter.com/garirou/status/917730947818078208


」に旨みがないことに、若い世代はちゃんと気付いてる。

OTL49さんがリツイート 
あおき ひでみつ @aoking_8327 · 10月10日 

現在、4カ月の子どもを妻とマンションで育てています。夜泣き等、大変ですが二人で
必死にやりくりしています。そんななか、本日、以下のような紙がポストに入ってい

ました。とても悲しい思いをしました。

https://twitter.com/aoking_8327/status/917651918133936128

OTL49さんがリツイート 
naoko watanabe @watanabenao · 10月10日 
猫の寿命は猫が決める。ということを、私は最初の猫から教わった。人が助けたつも

りでいても、実は猫が、仕方ない今回は助かってやるか、と決めたに過ぎないし、手

を尽くしてもすり抜けていくときは、猫が自分でそう決めたということなのだ。

OTL49さんがリツイート 
Shigure @Shigure_gure · 10月10日 
4.
母親が子どもを思う気持ちは人も猫も同じです

殺処分を前にしても、自分の子ども達を必死で隠そうとしている母猫さん、悲しすぎ

て涙がとまらない、、

もう殺処分なんてやめてほしい、、早く動物愛護法が改正されてほしい(ノ_・。)

#猫#ニャンコ#親子猫#殺処分反対
https://twitter.com/Shigure_gure/status/917764591714689025

OTL49さんがリツイート 

https://twitter.com/aoking_8327/status/917651918133936128
https://twitter.com/Shigure_gure/status/917764591714689025


心が乱れた時に見るgif @kokoromidaregif · 10月10日 
#心が乱れた時に見るgif
https://twitter.com/kokoromidaregif/status/917619048330022918

OTL49さんがリツイート 
兵庫三菱Web編集局 @HyogoMitsubishi · 10月8日 

ボンネットの中で子ネコが発見、その後スタッフが飼うことになるという事案が発生

しました。寒くなると猫はボンネットの中やタイヤの上などに隠れるそうです。不幸

な事故を避けるためにも、猫バンバンしていきましょう！ https://www.hyogo-
mitsubishi.com/shop/taishi/20171003153436.html … #猫バンバン #ネコ
https://twitter.com/HyogoMitsubishi/status/916851551100006400

OTL49さんがリツイート 
stop vivisection @hana_ko45 · 2014年3月6日 

毛皮反対！！この神々しい後ろ姿は、ヴィーガンで有名なケイ＆リル氏。

皆さん！御一緒に合掌致しましょう！南無阿弥陀仏。。

https://twitter.com/hana_ko45/status/441576524018229248

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月13日12:56
　

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 21時間21時間前 
JUMPILIKEYOUさんがNewsPicksをリツイートしました

喜んでちゃいけない。ソフトバンクが社員の給料を上げる気がないという宣言だよ。

https://twitter.com/kokoromidaregif/status/917619048330022918
https://www.hyogo-mitsubishi.com/shop/taishi/20171003153436.html
https://twitter.com/HyogoMitsubishi/status/916851551100006400
https://twitter.com/hana_ko45/status/441576524018229248
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


https://twitter.com/jumpilikeyou/status/918375723202519040
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月13日13:03
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ブラック企業の深い闇 @makkuro_ankoku · 10月10日 

月額29万円の生活保護がおかしいのは確かだが、国から29万円が最低ラインとして支出されると
いうなら、最低賃金だって22日の8時間労働で手取り29万円行かないのを行政指導するべきではな
いのか…
　

 

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/918375723202519040
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（10月20日）　「頭皮炎」「顔面・腕の急激なシミ増加」。

https://85358.diarynote.jp/201710202125122505/

「頭皮炎」「顔面・腕の急激なシミ増加」 による来院が増えて
いる。　（サ行　算段　活用）。（終わる）。

2017年10月20日 就職・転職 コメント (2)
　　↑

「何故このタイトルなのか？」は、判る人のみ解る。（－－＃）★

　

Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前 
【拡散】eye_s_only 友人の都内皮膚科医より。

「頭皮炎」「顔面・腕の急激なシミ増加」 による来院が増えている。
http://amba.to/WBj6sU

Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 

【不正選挙】

選挙システムを日本全国で独占的に提供している民間会社

「株式会社ムサシ」の社外監査役でもある浅野修一氏が、

社団法人

原子燃料政策研究会 監事を兼務しているという驚愕の事実が判明した
。http://bit.ly/TZVpIN

Lightworker @Lightworker19 
· 8時間 8時間前 

https://85358.diarynote.jp/201710202125122505/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710202125122505/
http://amba.to/WBj6sU
http://bit.ly/TZVpIN


「全電源喪失は起こらない」と答弁していた当時の安倍総理大臣 - NAVER まとめ
http://matome.naver.jp/odai/213916901828098101 ……

森本たかおん＠米国債を売りませうさんがリツイート 
哲夫：小沢一郎・生活の党支持 @bbtetsuo 
· 18時間 18時間前

心臓病・・・個人を死に追いやる。

晋三病・・・国家を死に追いやる。

@TakaoMorimoto RT　心臓と晋三の見分け方 
https://pbs.twimg.com/media/CFu9aJWUEAAU-0K.jpg …
@bun_2011

2015年5月24日8:54

Lightworker @Lightworker19 
· 2時間 2時間前 

仲間から浮いた存在になり排除されろ！！　それが君のミッションだ！！

T. HIRANOさんがリツイート 
黒澤明「生きる」言葉 @AkiraK_Bot 
· 5 時間 5 時間前 

良いアイデアは、追い詰まった時　生まれるものだ「人間は弱い物だからね、平穏無

事に生きている時は大して良い考えなんか出てこないのさ。

ここを踏み外したら真っ逆さまだぞと追い詰まった時、やっとこさっとこ頭がフル回

転し始める。」 #kuroken

http://matome.naver.jp/odai/213916901828098101
https://pbs.twimg.com/media/CFu9aJWUEAAU-0K.jpg


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

めも。

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 13時間13時間前 
”「国境なき医師団日本」会長の加藤寛幸さんは、世界各地の過酷な現場で働いてきた

▼そんな加藤さんが「あれほどすさまじいとは…」と語るのは、ミャンマーからバン
グラデシュに逃れてきたロヒンギャの人々が置かれている状況だ

https://twitter.com/sinwanohate/status/921152371366838272

…でも確かに、「イスラム教徒による仏教徒に対するテロ（暴力＆残虐殺人）」

が、今まで激し過ぎた。という黒歴史も、あるのだ…。（＞＜；）…。

http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/blog/staff/blog/53981/
ビデオ：太平洋マグロ漁船の悲劇。元漁師の証言

（－－；）

OTL49さんがリツイート 
ここあ(49)@生涯ましlむ推し @mk_qagw · 10月16日 

昔クリーニング屋でバイトしてた時CHANELの60万円位するブラウスが色落ちして
クレームになった事があった。CHANELの窓口？みたいなとこへ電話したら

「わたくしどもの商品は洗う事を想定しておりません」言われた。

何度か袖を通したら捨てるらしい（着捨て）

本物の金持ちの世界を覗けた気がして震えた

https://twitter.com/mk_qagw/status/920076055854989312

https://twitter.com/sinwanohate/status/921152371366838272
http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/blog/staff/blog/53981/
https://twitter.com/mk_qagw/status/920076055854989312


…そして「人間」（以下の屑？）も、「使い捨て」…。
…（－－；）…。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
深町秋生地獄の犬の重版＆死は望むところ @ash0966 · 20時間20時間前 

アルミから調査まで、この偽装の雪崩現象は一体なんなんだろう。呆れるのを通り越

して、ひたすら恐ろしくなる。 / “商工中金 企業から聞き取りせずに景気動向作成 |
NHKニュース”
https://twitter.com/ash0966/status/921053058074738688

いや、農水省なんか、３０年前、実数地に全く何の根拠もなく、

「だってこんな数値を発表したらみんなビックリしちゃうから。」という説明で、

１．５「かけて」作況指数を作成したから。ね…？

（私が「清書させられた」んだよ…ッ！）

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
山田あつし 千葉5区 立憲民主党 @Yamaatsu2311 · 1日1日前 

「企業は利益だけ、今だけ、自分だけ、という考えで進めている。そのせいで労働者

の過労死が増える。こんな経済システムはおかしい。会社は人を幸せにする物でなく

てはならない。私は金より人の心を大切にした経済システムを構築する。底辺から経

済を温める」

#山田あつし #立憲民主党 #千葉５区
https://twitter.com/Yamaatsu2311/status/920955528641048577

https://twitter.com/ash0966/status/921053058074738688
https://twitter.com/Yamaatsu2311/status/920955528641048577


sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 21時間21時間前 
米軍トモダチ作戦を追ったドキュメントで番組改変！ http://lite-ra.com/2017/10/post-
3522.html … 

「削除されたのはトモダチ作戦被曝兵士の存在を広めるのに貢献したキーマン

小泉元首相。担当者は「日テレ報道の魂は『AB（安倍）に忖度』という事」と吐露。
」

https://twitter.com/sinwanohate/status/921032797329932288

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
岡口基一 @okaguchik · 10月18日 

ソ連って，権力者を批判するなんて絶対に許されない全体主義国家だったんだけど，

俺は，自分がそんな国に生まれなくて本当によかったと，子供の頃思ってたよ。

首相の風刺画を描いたり，自由に批判できる国だったよ。俺が子供の頃の日本は

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 22時間22時間前 

「高齢者や障害者のみならず、子どもや生活困窮者、病気の人など弱い立場にある人

にどのようなまなざしを持っているか、その国の政治がもっとも表れる部分だろう。

そしてそのような弱い立場の人々にどのような目線で接するか、政治家がもっとも問

われる部分でもある。」

OTL49さんがリツイート 
prometheus @prometheus2054 · 10月17日 

IH調理器「近くで使うときは出力を下げて」スイス政府勧告　http://bit.ly/TmJNDw 　
◇送電線も携帯電話も発癌可能性、IH調理器は？◇家電の電磁波ばく露ワースト１◇
スイス政府勧告「近くで使う時は出力を下げて」◇5cmの距離で妊婦や6歳子供でばく
露限度超　#健康
https://twitter.com/prometheus2054/status/920429056331526144

http://lite-ra.com/2017/10/post-3522.html
https://twitter.com/sinwanohate/status/921032797329932288
http://bit.ly/TmJNDw
https://twitter.com/prometheus2054/status/920429056331526144


　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日21:40
　

０

６１９

５００☆

　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

　

2018年
3月24日7:52
　

…「辞めたかった理由」の１つを殆ど書いて無かったことに気がついた…
ｗ（－－；）ｗ

　

…ので、とりあえずコレをこの辺に貼っておこう…。
　　↓

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました

20分ぐらいで視界から消えたけど、真っ白い画面を数秒見たことでそうなった。

ディスプレイは危ないかもね。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


https://twitter.com/cmk2wl/status/977060628069171200

　　↑

「元部署」に、「まだいる」人たち…（どんどん減ってるけど！）

ものっそい！

体調が、悪そうだ…（－－；）…。
　

　

　

https://twitter.com/cmk2wl/status/977060628069171200


（11月２日）　フッ素の神経毒。

https://85358.diarynote.jp/201711020759491725/
　

★参照★

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-748.html
http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2014/08/2126.html

　

フッ素の神経毒

広く普及しているフッ素であるが、その常識に反して非常に毒性の強い物質であるこ

とを知っているだろうか。19世紀初期のフッ素研究の開拓者の多くは、フッ素毒で重
症を負い、あるいは死亡している。

このフッ化ナトリウムは、ネズミやゴキブリを殺す毒や麻酔剤、また睡眠薬や精神治

療剤、そして軍の神経ガスに共通する成分である。

つまりブロザックや、日本の地下鉄テロに使われたサリン神経ガスの基本成分の一つ

なのだ。

フッ素はさまざまな精神障害の原因となり、

人々を鈍く、大人しく、従順にする。しかも寿命を縮め、骨格を損傷する。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
かにちゃんと世界線 @hunterkani · 9時間9時間前 

風邪なんか都市伝説だろ

マイナス十度でエンジン切って車中泊よくしてもならないよ(笑)

体が壊れてるのさ

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-748.html
http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2014/08/2126.html


https://twitter.com/hunterkani/status/925756661221924864

https://www.youtube.com/watch?v=5ns_-GnVJNg
【スウィング・ジャズ - ジャズ 】作業用BGM - 勉強用BGM

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月3日7:43
　

cmk2wlさんがリツイート 
Stray Rabbit(野良兎) @kmatsui4533 · 11月1日 
　

家族には何も言わないことにした。テレビで言っていること、政府が言っていることがすべてだ

という姿勢。

原発の電気は安い、放射能汚染はもう終わった。福島の食材は安全だから率先して食べろ。

 
バカは何も考えるな迷惑だから。テレビを見ろ、政府のいうことだけ黙って従え・・・

いい加減うんざり

　

　

 

https://twitter.com/hunterkani/status/925756661221924864
https://www.youtube.com/watch?v=5ns_-GnVJNg
https://85358.diarynote.jp/
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（11月２日）　「会社まるごとグレーゾーン」／怒鳴る会社の製品はボイコット。

https://85358.diarynote.jp/201711020929252929/

【 週４勤務で ４０万 】貰えたらそりゃそっち行くわ。／仕事内
容はコールセンター。ブラックすぎるシステム。

2017年11月2日 就職・転職 コメント (4)
　

　 　

　

https://twitter.com/ktkr4510/status/925273554773409792

ポジティブバカ @seabmx · 11月1日 
返信先: @ktkr4510さん 

ff外から失礼します。いまこっちで技術職目指してますが、今は

週３の仕事で月３０万ちょっと貰ってます。

やはり、日本で就職はあまり視野に入りませんね。せっかく、英語話せるように努力

はして来たつもりなので。失礼しました。

ちなみに、23歳男性です。

しんちゃんさんがリツイート 
やまもとこうこ(脱原発に一票) @okouchan44 · 11時間11時間前 
やまもとこうこ(脱原発に一票)さんがしんちゃんをリツイートしました

海外への留学にも奨学金が出るのです？

https://85358.diarynote.jp/201711020929252929/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711020929252929/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171102/85358_201711020929252929_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171102/85358_201711020929252929_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171102/85358_201711020929252929_3.jpg
https://twitter.com/ktkr4510/status/925273554773409792
https://twitter.com/okouchan44/status/925716488933146624


https://twitter.com/okouchan44/status/925716488933146624

しんちゃん @shinchann2008 · 14時間14時間前

(訂正)海外大学学部進学への給付型（返済不要）奨学金が今年からスタート。現在募集
中で2017年11月13日登録締切です。あまり知られていないようなのでぜひシェアを。
平成３０年度海外留学支援制度（学部学位取得型）募集要項

http://www.jasso.go.jp/ryugaku/ct_banner1/1269607_1585.html …

しんちゃんさんがリツイート 
yoyo@naha @orange519827 · 17時間17時間前 
yoyo@nahaさんがしんちゃんをリツイートしました

若い人に向けてこのような情報こそシェアされてほしいですね。海外大学の給付型奨

学金 http://www.jasso.go.jp/ryugaku/ct_banner1/1269607_1585.html …

海外大学→就活もボスキャリでそのまま海外勤務という選択肢も。

https://twitter.com/orange519827/status/925619937804042240

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ぱんだまつり@減量中 @ktkr4510 · 10月31日 

去年から薄々感づいていたけど大学生の新卒、本気でとりにくくなってる。

英語がぼちぼち使える、程度だと簡単にオーストラリアで働いて奨学金返そうとして

るわな。そうだよなあ。

週4勤務で22歳で40万貰えたらそりゃそっち行くわ。

週1日は勉強の時間に費やして、向こうで就職、のパターン多すぎる
https://twitter.com/ktkr4510/status/925273554773409792

ぱんだまつり@減量中 @ktkr4510 · 10月31日 

http://www.jasso.go.jp/ryugaku/ct_banner1/1269607_1585.html
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/ct_banner1/1269607_1585.html
https://twitter.com/orange519827/status/925619937804042240
https://twitter.com/ktkr4510/status/925273554773409792


顧問先が新卒取れなくて発狂してるパターン多いんですが。特に

安く使いたい営業戦士

としての偏差値中堅私立卒の商学部・経済学部あたりがもう取れなくなってる。

残ってるのは海外に行けないレベルの、マジでｳｪｲしかできないタイプの子。

まぁ、給料と将来性の差で切り捨てられてるのよ、日本の企業。

　　↑

※あくまでも、「海外で、現地企業に」就職した場合。です…。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　↓

【！要注意！】

rin_earth @rin_earth · 2時間2時間前 
rin_earthさんがマガジン９をリツイートしました

絶句・・・するしかないなあ・・・ #maga9
https://twitter.com/rin_earth/status/925828747206451201

金夏@格ゲーFGO雑多 @kinca150 · 24 時間24 時間前 
返信先: @ktkr4510さん 

現地にいますけど、週4勤務で月40万はローカル企業に入り込んでる賃金だと思います
。

英語がかなり話せるか特殊技術や免許を持ってる場合かと。

日本人がいる職場は日本以上にブラックですよ。最低賃金守らない。

　　↓

http://maga9.jp/karin171101/

０８年、私はそんな男性に取材している。時給３００円で中国に派遣されていた日本

https://twitter.com/rin_earth/status/925828747206451201
http://maga9.jp/karin171101/


人だ。

男性は７４年生まれ。就職氷河期世代で仕事に恵まれず、派遣などを転々としていた

彼は、ネットで「成長著しい中国で語学を身につけ成功しよう!」「働きながら語学を
身につけられる」というある派遣会社の広告を見つけ、「どうせ日本にいても非正規

にしか就けないのだから」と３０代前半で中国行きを決める。

仕事内容はコールセンター。日本からかかってくる電話に日本語で答えるというも

のだ。

そうして彼は中国・大連に派遣されるのだが、ビザ代は自己負担。必要と言われた中

国式の健康診断書もやはり自腹で、１万２０００円かけて取得。面接のための上京代

３万円も自己負担、大連に送る段ボールふたつ分の郵送料３万円も自己負担、更には

大連までの飛行機代往復６万円も自己負担、海外保険料も自己負担というブラックす

ぎるシステム。

また、渡航前、担当者に「年に一度くらいは日本に帰りたい」と告げると「中国が楽

しすぎて帰りたいと思う人なんていないよ」と言われ、病気になったらどうすれば、

という質問には「病気にはならないよ」という返事を返されたという。

　そうして大連に着いた途端、「１年以内に退職した場合は罰金５万円、同業他社へ

の転職を禁ずる」などという誓約書に強制的にサインさせられ、働き始める。同じコ

ールセンターで働く日本人は５０人ほどで、３０代後半が多かったという。日本の工

場で派遣で働いていた人や、営業の仕事を辞めて来た人など、様々な訳ありっぽい人

がいたそうだ。

　肝心の「無料で中国語を学べる」方はどうかというと、週に一度、中国人の大学生

が来るだけ。語学学習というよりは「お遊び程度」で、上達とかいうレベルではない

。が、辞めることもできない。１年以内に辞めれば罰金５万円という誓約書にサイン

しているし、そこのコールセンターで働くことでビザが出ているので、辞めると不法

滞在になるおそれもある。

が、時給３００円では月収５万円程度。大連のアパートの家賃は１万８０００円、光

熱費が８０００円ほど、食費やサウナ代(部屋に風呂がないため)もかさむ。その上、日
本の口座からは国民年金保険料や税金が引き落とされていく。

そのような状況に不満が募り、彼は会社と喧嘩して退職するのだが、中国語は学べず

、日本の貯金が減り続けただけの「中国派遣」だったのであった。



…あ〜はははは…★

やっぱ、「会社まるごと限りなくグレーゾーン」だったか…ｗｗｗ

OTL49さんがリツイート 
ちゃっぴー3 @Infat7ZnXsM4zGn · 10月31日 

【海外発！Breaking News】

爆弾探知犬24頭殺害される　契約解消が原因か（クウェート） - Techinsight
http://japan.techinsight.jp/2016/06/post-274982.html … @Techinsight_JPさんから
https://twitter.com/Infat7ZnXsM4zGn/status/925463277848616961

rin_earthさんがリツイート 
AEQUITAS /エキタス @aequitas1500 · 13 時間13 時間前 

命より大切な仕事はない。

それが当たり前になっていないこの国って何なんだろう。

ＮＨＫ：過労死事件を問う　ある若手記者の悲劇　佐戸未和さん３１歳に捧げるレク

イエム

＝下村健一 - 毎日新聞
https://twitter.com/aequitas1500/status/925669321396781056

原発はいますぐ廃止せよ @kokikokiya · 17時間17時間前 

退職か“被ばく隠し”か 迫られ/自ら線量計外し作業/福島原発の元作業員が告白 
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-08-17/2012081701_04_1.html …

ストラバイト2020オリンピック開催返上4126  @ hidecodomo · 10月26日 

http://japan.techinsight.jp/2016/06/post-274982.html
https://twitter.com/Infat7ZnXsM4zGn/status/925463277848616961
https://twitter.com/aequitas1500/status/925669321396781056
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-08-17/2012081701_04_1.html


増田さんは亡くなられたかたがいたことを冒頭に報告したあと、いかに福島第一原発

が線量が下がって働きやすくなったかという報告を棒読みしてたんですよ。直後に。

https://twitter.com/4126hidecodomo/status/923572816716296193

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
LN BB-45 @BB45_Colorado · 20時間20時間前 

"「だから日本は少子化だ」三菱UFJモルガンから休職命令を受けた幹部が激白

| BUSINESS INSIDER JAPAN"
https://twitter.com/BB45_Colorado/status/925594569701388288

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
umekichi @umekichkun · 22時間22時間前

安倍首相とフィリピンのドゥテルテ大統領が会談。日本側は、総事業費約８０００億

円のマニラ首都圏の地下鉄事業に、約６０００億円の円借款を検討することを表明。

円借款とはいえ、総工費の８割近くををポンと出す、バカ総理。

Reuters
https://twitter.com/umekichkun/status/925559343151329280

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
テレビ見るな捨てろ今すぐ @ceezneverdiffer · 2016年12月21日 

政府系企業、役人。ほんと他は何も考えずに自分のことだけしか考えられない全体主

義者の吹き溜まり。キモい。

https://twitter.com/4126hidecodomo/status/923572816716296193
https://twitter.com/BB45_Colorado/status/925594569701388288
https://twitter.com/umekichkun/status/925559343151329280
https://twitter.com/ktkr4510/status/925273554773409792


https://twitter.com/ktkr4510/status/925273554773409792

ぱんだまつり@減量中 @ktkr4510 · 10月31日 

こんなセミナー受講してコンサル入れるぐらいなら従業員の賃金上げた方がいいよと

は思う。言わないけど。

後、従業員の賃金の上げ方を知らない企業が99.9％。日本企業恐ろしい。

だからこれから先スキルついたら転職ってのを常に考えてた方がいいよ。

給与は上がらない。企業が上げ方を知らないから

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ゆう @always_with_yu · 17時間17時間前 

飼い主が離れても、横になり続けるのか実験してみました。#犬の日

ミルメール・葵 @DgXfxA6AiLUhOF5 · 10月31日 
返信先: @ktkr4510さん 

数年も働けば愛着もわきますし、特に日本に愛着なければ賃金的にもそうでしょうね

。

週5でほぼ給料が上がらない日本と、給料倍以上で休みもちゃんともらえるオーストラ
リアなら普通に後者を選ぶでしょう。

↓↓地上氣温高杉↓↓ @uzuuzukiTokyo · 10月31日 
返信先: @ktkr4510さん 

もう日本はブラック企業とかそれ以外でも賃金低すぎ多すぎて



(笑)な状態に本当になってますよね

予備校の講師の先生も余裕があってもあまりなくても海外行くのもありとか言ってま

す

ホワイトフード @whitefood1 · 10月29日

10月30日6時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が305箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/924742959324545024

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
おかさん @yamabitocom · 10月31日 

うちの猫、ささみが出産して二日後、わざわざ子猫を見せに来た。

咥えて、私の手に子を置いた。

信頼されている・・・と本当にうれしかった。

(写真は夫にも同じことをした時のスナップです)
https://twitter.com/yamabitocom/status/925152306638741504

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月2日10:54
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０２６

………６…☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年1月14日21:34
　

OTL49さんがリツイート 
サエキ @saekid__ · 1月5日 
　

クレーマーやキレやすい人、対応者スタッフや店員さんに当たり散らす人、

 
最早それ以外の全人間にも言いたい。

『良いサービスを受けたくば良い客であれ』

良いお客さんには最善最良のサービスをとこちらも頑張るが、

 
質の悪い客はそれなりの最低のサービスしか受けられないと思ってもいい。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年6月29日16:03
　

ひろくん(Hirokun) @okrnhrkn · 6月27日 
　

色んな人の話聞くほど、誰にでもできるとか言われてる仕事ほど

雇用も不安定で低賃金、

精神的にも肉体的にも劣悪な環境で長時間労働、

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


辞めた人員もまた求人出して補い、消耗品のように扱っての繰り返し

と言った感じですね……。

アフリカのダイヤモンドの採掘場かよとwww
https://twitter.com/tora_3399/status/1011538801242431488
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年6月29日16:09
　

　　↑

生しらす丼の翠鹿 @tora_3399 · 6月26日

些細な間違いで怒鳴られてるのを横で聞いてるだけでもげんなりしました

　

　

　

２０００円マスター @asamai24 · 21 時間21 時間前  

私の勤め先は怒鳴るのをやめました。その方が生産性は上がりました。

　

怒鳴る会社の製品はボイコット。
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（11月13日）　立ち上がったことに 自信をもとう。

https://85358.diarynote.jp/201711130736017502/

「 立ち上がったことに 自信をもとう。」　（本日休刊！　りす
５匹目）

2017年11月13日 労働／対価　
　

　 　

　

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 

金を手に入れるため費やされた労力が、

その金で購入されるものが与えてくれる満足に相当するかどうか

ーーー そんな考慮はもうとっくの昔に失われてしまった。

”アンナ・カレーニナ” トルストイ

https://www.youtube.com/watch?v=YWlNv3uCqoM
桜の樹の下　KOKIA 「最遊記外伝」OP Full | Saiyuki Gaiden OVA Opening Full 

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 

信じるもののために 立ち上がろう。
立ち上がったことに 自信をもとう。

マイケル・ジャクソン

https://85358.diarynote.jp/201711130736017502/
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（11月17日）　柔軟剤は臭い。

https://85358.diarynote.jp/201711171024176979/

【 柔軟剤は臭い 】／【 大気汚染と骨粗しょう症 】／現実を直視
しなければ、共生は実現しない。　（未OTL）

2017年11月17日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

　 　

　

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO
このアカウントのツイートは非公開です。

中津川　昴 @subaru2012 · 14時間14時間前 
洗濯が終わって、風呂場に干しているんだけど、やっぱり

柔軟剤は臭い。

これをどうすればいい匂いだと業界は考えているんだろう。洗濯液・柔軟剤に香料は

いらない、ただ匂いを消してくれればいいのだ、匂いを香りで上書きするなと言い

たい。石鹸の匂いでいい。手に付いた香りで吐きそうだ。

cmk2wlさんがリツイート 
ハル @esmhal · 11月15日 

居住地の大気汚染と骨粗しょう症に関連性、PM2.5中の重金属が影響か
（Forbes JAPAN） 
https://twitter.com/esmhal/status/930608398172688387

https://85358.diarynote.jp/201711171024176979/
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rin_earthさんがリツイート 
猛禽類医学研究所　齊藤慶輔 @raptor_biomed · 11月14日

山積みにされた大きな袋。これらは全部、

風力発電用の風車に衝突して死んだオジロワシだ。

温室効果ガスを出さない発電方法として、エコの代名詞的に取り上げられることもあ

る風力発電。その裏で絶滅の危機に瀕した猛禽類が次々と死んでいる

現実を直視しなければ、野生動物との共生は永遠に実現しない。

https://twitter.com/raptor_biomed/status/930400911267991552

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
明日の動画 @ashitanodoga · 11月13日 

オシャレでしかも超役立つ便利家具グッズwwww
https://twitter.com/ashitanodoga/status/930019822301200384

…ほ〜し〜い〜ッッッッｗｗｗｗｗ！（＾◇＾；）！

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
フォレ @foog_m · 11月12日 

近所のセブンイレブンで緑のたぬきが誤発注で山積みになってたんだけど

隣に貼ってあった文章もかなりじわじわ来たwww
https://twitter.com/charlie24K

https://twitter.com/raptor_biomed/status/930400911267991552
https://twitter.com/ashitanodoga/status/930019822301200384
https://twitter.com/charlie24K


…ピンチはチャンスなんだ〜ｗｗｗ

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
中川いさみ @isaminakagawa · 11月12日 
https://twitter.com/isaminakagawa/status/929535960181760001

https://www.youtube.com/watch?v=I6QmJZaBuxs
【100分耐久】千本桜 
　

 

https://twitter.com/isaminakagawa/status/929535960181760001
https://www.youtube.com/watch?v=I6QmJZaBuxs


（11月24日）　「 するする 詐欺 」。

https://85358.diarynote.jp/201711240757243120/

【 爪 】は血液の健康状態に影響され易い。　（未OTL）　（番
狂わせ？で、作業栗鼠５匹目）

2017年11月24日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

　 　

　

rin_earthさんがリツイート 
長澤秀行 @naga8888 · 11月20日 

日経朝刊。社会面。

この広告 すごいな。

言葉を失う文字の力。

https://twitter.com/rin_earth

　　↑

　かくありたし。

https://www.youtube.com/watch?v=MmMUevQ_ffc&spfreload=1
太陽は昇る 作業用BGM 

rin_earthさんがリツイート 
Fonzy @kazparis · 11月22日 

ロシアのルテニウム106検出、二ヵ月もたってからの報道、しかもその後のメディア報
道はなし。ヨーロッパの人々は事故を知りたくないのか。原子力がある限り危険は常

https://85358.diarynote.jp/201711240757243120/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171124/85358_201711240757243120_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171124/85358_201711240757243120_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171124/85358_201711240757243120_3.jpg
https://twitter.com/rin_earth
https://www.youtube.com/watch?v=MmMUevQ_ffc&spfreload=1


にある(仏メディアパール紙)
Ces impalpables nuages radioactifs via @Mediapart
https://twitter.com/kazparis/status/933257489126223872

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2月25日 
Hard Duty

「原子炉をシャットダウンするための「スクラム」ボタンを押し遅れたのだ。

　その後4秒間でパワーが原子炉の稼動最大値の100倍になり、温度が摂氏7000度に
上がった。

　一分以内に1200トンの溶融した核燃料と他の物質が混ざったものが形成された。」

チェルノブイリの話。

https://twitter.com/cmk2wl/status/835454465142489089

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO
このアカウントのツイートは非公開です。

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 

・爪は血液の健康状態に影響され易い。

・爪が化学薬品（マニキュアを含む）等に接触し、脱脂、脱水状態に継続的に晒され

ると水分量を失い、表面が荒れて極端に脆く割れ易くなる事がある。

・爪は病気や外傷により欠損する事がある。

・爪は細菌、アレルゲンなどを移動、伝播させる。wiki

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 9月23日 

11. 重金属が筋膜に蓄えられる…。

https://twitter.com/kazparis/status/933257489126223872
https://twitter.com/cmk2wl/status/835454465142489089


福島原発事故で放出量が多いウランやプルトニウム等、多くの放射性元素は重金属

です。

アルカリ金属のセシウムやアルカリ土類金属のストロンチウムも筋膜に溜まるとし

たら？

放射毒性と別に、重金属毒性を考えなければいけない段階に来ているかも。

https://twitter.com/cmk2wl/status/911520339330351104

　　↑

※　長文。重要参照。※

…昨日と今日、やたら「全身が痛い」のは、

「ふつうの筋肉痛」だけじゃ、ないのかも…

（先週どう考えても吸気被曝量が多かった…！）
…（〜〜＃）★

rin_earth @rin_earth · 11月22日 
rin_earthさんがライブドアニュースをリツイートしました

「異常行動」の原因が「インフルエンザ」って、そんな簡単に判断できるのかねえ。

異常行動を起こしたとき、たまたまインフルエンザが流行していて風邪ひいてた・・

・という可能性の方が大きいと思うが。単なる風邪の一種に過ぎないインフルエンザ

をここまで特別視してどうするのかねえ・・・

https://twitter.com/rin_earth/status/933467058750160896

　　↑

インフルエンザ予防？の薬【 タミフル 】服用に関する注意…！！

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 
「避難移住を予定している」として、その国へ先に避難移住した人を観光ガイドとし

て利用するケースがあるらしい。

「避難するする詐欺」だとかw

https://twitter.com/cmk2wl/status/911520339330351104
https://twitter.com/rin_earth/status/933467058750160896


…ｗ（－－＃）ｗ…★

国内には、「仕事するする詐欺」が大量発生しておりますよ？

「研修期間２週間」とかの「研修（有給）だけ」受けて、いよいよ明日から業務に着く…という
タイミングで、

「自分のやりたい仕事と違ってたので〜♪」とか言って、辞める。（－－＃）★

さらには「内部資料」ガッツリ盗み出して…（買い取り業者がいるらしい）

かなり、オイシイ商売らしいです…★（－－＃）★

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年9月14日 

何事にも疑問を持って学ぶのだ。表面だけ見て満足していたらいけない。彼らの騙し

の手口は練りに練られたもの。何世紀にもわたり実践で鍛えあげられてきた手口だ。

彼らはあらゆる「真実」をねじまげる。大衆を納得させ受け入れさせる。あなたたち

はずっと騙されてきたのだ。

M・キーン

中津川　昴 @subaru2012 · 2時間2時間前 
中津川　昴さんがガイザーをリツイートしました

これはこの時期によく見られる現象だ

https://twitter.com/imp_sgt/status/931413949248978945

　

https://twitter.com/imp_sgt/status/931413949248978945


（続きます。）

 
 
 
 
 
 
 
 

 

復讐は、ビシソワズ。

 
（五年目〜未完）

http://p.booklog.jp/book/127520
 

 
 

 
 
 

に、続きます。

 
 
 



奥付

復讐は、ビシソワズ。　（四年目）

http://p.booklog.jp/book/127516
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