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リステラス星圏史略

sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１７－０８

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2017年08月）

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

からの、 
  

 続きです…。
 

…（＾＾：）…
 
 

感想はこちらのコメントへ（ぜひ！）

http://p.booklog.jp/book/127517
 



（上旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０９月）

（上旬）
 
 
 



（９月１日）　…リアルでＳＦネタをやるのは、やめて下さいよぅ…（泣）

https://85358.diarynote.jp/201709010654046178/

【 泊原発 】プルサーマル計画【 やらせ 】発覚／もう第三次世界
大戦が始まってるかもしれませんね／今朝のミサイルでちょっと

北朝鮮の好感度上がってるの草。

2017年9月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

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】 

おはようございます。まだ０６：２８です。（＾＾）

ＢＧＭは「ゆく夏を惜しむ…」ということで、

本日もはや９月１日です☆

昨日は家事の予定は半分くらいしかやりませんでしたが

ＰＣ系は予定まで（？）

いちおう終わって、

まんが読んで定刻０：３０には寝たので、

今朝は午前５時の目覚ましでさっくり気持ちよく目が覚めて…

（コーヒー飲んで情報チェックしてツボ押ししながら二度寝と三度寝して、）

定刻６時から起きだしてナンチャッテ腹筋＆手抜き柔軟体操して、
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この時間にやらなくちゃいけない小家事、というのがあまりなかったので、

さくさく机前に座りました…

本日３連休の最終日。晴天。無風。

東側で直射日光が当たってしまった温度計が６時で２１℃…
（５時に見るのを忘れました★）

予定は家事（主に小掃除）と歯医者。

帰りに買い出し。寝る前に洗濯と入浴。

…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01日（金）【当日】 
01:00 0.038 0.038 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

たまに科学的異臭？が漂ってきますが、おおむね良好。

からりと乾いた「初秋の空」…で、紫外線がやたらと強い！（〜〜；）以外は…

文句ありません…。

小六 博和 日本研究会会長569  @ hirokazu · 8時間8時間前 

日本、特に北海道はどのくらいの危機にさらされているのか北海道民は分かっている

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


のだろうか。

8月29日の北海道上空を通過したミサイル危機
7月28日の奥尻沖に着弾したミサイル危機

マスゴミでは奥尻沖と言っていますが泊原発のすぐそばですよ！

もう第三次世界大戦が始まってるかもしれませんね。

…リアルでＳＦネタをやるのは、やめて下さいよぅ…（泣）

参照⇒http://p.booklog.jp/book/108705/read

忘却既報2011 @liarrumors · 29 分29 分前 
北電 #泊原発 ３号機プルサーマル計画で同社の #やらせ 発覚、道議会産炭地域振興エ
ネルギー問題調査特別委への佐藤佳孝社長参考人招致に「招致は応じるが非公開が

条件」と回答。北電側は理由について「企業秘密にかかわる情報が公の場で出される

ことは問題がある」と説明。道知事も経産省出身。

@N0NUKES @ST0NES · 21時間21時間前 
ここまでの連投RTで
日付がランダムになってしまったが

泊原発の深刻な汚染は

昨日や今日に始ったわけではないことは

もう理解できた？とおもう。

今のままでは泊村だけで済む問題ではない。

http://twilog.org/ST0NES/date-170829#d170829 …
http://twilog.org/ST0NES/date-170831/asc#tw903008240446750720 …
https://twitter.com/ST0NES/status/903049937868308480

おゆうさん @ikarostayuu · 23時間23時間前 
返信先: @ST0NESさん 
2012年9月の泊原発正門脇の海水浴場の地面。小樽からキロロに向かい、泊の対岸での
画像もあります。16GBSDカードに１万枚程入れて十人以上に配りました。 
https://twitter.com/ikarostayuu/status/903024817334398976

file:///tmp/puboo/127517/454884/book/108705/read
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世界危機研究所（WCL）さんがリツイート 
下澤田太志 @shimosawada · 8月30日 
やはり、今回は不具合が起きていたようで、その不具合によっては、日本を越えるこ

とができずに、落下してくる、場所は日本海側、新潟、秋田との話しでした。

今回不具合が起きたものの、無事、日本を越えることができ、最悪の事態は回避でき

たとのことでした。

https://twitter.com/shimosawada/status/902993069506625536

projim @projimsao · 8月29日 
返信先: @hyodo_masatoshiさん、@sakurasiratamaさん 

北海道積丹半島の泊原発沖に落下した北朝鮮ミサイル。

安倍晋三は一言も原発に落下する危険性に触れず北朝鮮の脅威を煽るだけ。

https://twitter.com/projimsao/status/902624801512071168

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
フック @F__eqaul__kx · 8月29日 

今朝のミサイルでちょっと北朝鮮の好感度上がってるの草

https://twitter.com/F__eqaul__kx/status/902392607484948480

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Simon_Sin @Simon_Sin · 8月29日 

『ニシン枯渇から学ばぬ日本の漁業　なぜ競争と乱獲が繰り返されるのか』

「日本人は昔から自然と共生し調和して生きてきた」なんてのが大嘘だってことがよ

くわかるよね。獲れるだけ獲って後は野となれ山となれ。それが日本流

https://twitter.com/shimosawada/status/902993069506625536
https://twitter.com/projimsao/status/902624801512071168
https://twitter.com/F__eqaul__kx/status/902392607484948480
https://twitter.com/Simon_Sin/status/902444026372042753


https://twitter.com/Simon_Sin/status/902444026372042753

　　↑

（アベこべどもがやたらと讃美する）

「明治政府」による、

「北海道（アイヌモシリ）侵略」の歴史を忘れるな。

「日本国外だから」

（定住する気のない／維新戦争敗戦難民を主とする季節労働者たちだから）

　持続性になぞ配慮せず、起こした悲劇。とも言える…。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
大下賢一郎 @kemuchiman · 8月30日 

安倍「ウ、ウラジーミル…」
これ、北方領土はロシアのものだゼと暗に言っているようなもの、一体安倍はプーチ

ンと何を話してきたのか。だから言ってるじゃないか、外交でも安倍は無能だって。

https://twitter.com/kemuchiman/status/902794351209734144

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月1日7:13
　

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

https://twitter.com/kemuchiman/status/902794351209734144
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


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。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月2日7:17
　

2017年09月01日（金）【前日】
01:00 0.038 0.038 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 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 0.038 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 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 0.038 0.038 6 
17:00 0.038 0.038 0.038 6 
18:00 0.039 0.038 0.038 6 
19:00 0.038 0.037 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 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.039 0.038 0.038 6

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（９月２日）　天中殺も終わったし！（＾＾）！

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…☆

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。

天中殺も終わったし！（＾＾）！

http://www.htb.co.jp/news/


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 

泊原発を動かさないでください。 
https://twitter.com/kyasuming/status/903555020196421632

https://twitter.com/Behind_the_Days/status/903612975667220480
https://www.youtube.com/watch?v=5eXnWVNXggk
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
　

2017年09月02日（土）【前日】
01:00 0.038 0.038 0.038 6 

https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw
https://85358.diarynote.jp/
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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２日）　居ないはずのアルパカ狼さん居た！(^O^)で超らっきぃ。

https://85358.diarynote.jp/201709021505459935/

…お次は熱〜い番茶がコワイ…ｗ

2017年9月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　

玉露だっけ？(^。^;)

居ないはずのアルパカ狼さん居た！(^O^)で超らっきぃ。

（本狼さん的には休日出勤トラブル対応で不幸。(^_^;)★）

しかし『エルさんが邪魔』（単純に物理的な『偶然』）で見えない！(-"-;)！

…という、何かどつぼに覚えのある状況再現ドラマ？

(・ω・;)(;・ω・)

エルさんと反対側のナナメ前に天使ちゃんで桂馬と香車の挟撃かって感じ？ヽ（・＿・；）ノ

隣に『副官級』さん。(^_^;)

…脳内が仕事になりません…

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

https://85358.diarynote.jp/201709021505459935/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201709021505459935/


 
　

　

 

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21:57
　　

先ほど無事帰投。(^o^)／

今日はワタクシ個人的には

悪くないイチニチでした♪

(‾ー+‾)ニヤリ

いつもこうなら文句言わないのに…(^_^;)…

地球的には洒落にならない級の大災厄が粛々と進行中。(-”-;)

空気と水の不味さ（汚染度）がはんぱねぇです。(-_-#)

死んでたまるか！(`ヘ´)Ｏ

まんが読んで、

ごはん食べて、

早めに寝ます！

o(`へ’)○☆パンチ！

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


　

　

 



（９月３日）

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/
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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？？）

　　↓
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http://85358.diarynote.jp/?day=20060903

http://76519.diarynote.jp/?day=20080903
http://76519.diarynote.jp/?day=20070903
http://76519.diarynote.jp/?day=20060903
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月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）

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　┫

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、

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


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。

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☆

 

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


（９月４日）　脳内（霊感？）的には、嘆き怒り狂っています…（幻視）。

https://85358.diarynote.jp/201709040728272342/

【 狙うとしたら 】⇒泊原発／【 ハワイって襟裳岬沖 】？／安倍
晋三がミサイル発射の事前通告を【 北海道民に伝えなかった 】
。　（未レイジ）

2017年9月4日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

ごろんごろん！（核いらん） @BoulderGorogoro · 13分13分前 

現在の札幌の自宅の線量率。 
https://twitter.com/BoulderGorogoro/status/904479902547759105

…え”〜と。ｗ（＾◆＾；）ｗ…小数点の位置が…★　あれ…？？？

（…たしかに空気はものすごくビリビリしてますが…★
　寒い！せいなのか太陽の有害紫外線なのか…？

　もはや、原因が判別できません…★★）（－－；）…★

しんちゃんさんがリツイート 
tom-yuk @kiyumotoup · 10時間10時間前 
tom-yukさんがしんちゃんをリツイートしました

https://85358.diarynote.jp/201709040728272342/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709040728272342/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170904/85358_201709040728272342_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170904/85358_201709040728272342_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170904/85358_201709040728272342_3.jpg
https://twitter.com/BoulderGorogoro/status/904479902547759105


言葉は言いようだね

https://twitter.com/kiyumotoup/status/904331625483329537

しんちゃんさんがリツイート 
浅井　寛 @Pon_1970 · 18時間18時間前 
返信先: @shinchann2008さん 

ハワイって襟裳岬沖だったんだな

しんちゃんさんがリツイート 
bun_2011 @bun_2011 · 9月2日 
bun_2011さんがしんちゃんをリツイートしました

こんな場所を襟裳岬沖とは言わない。

日本政府は明らかに北朝鮮からの危機感を煽っている。

https://twitter.com/bun_2011/status/904086722505355264

しんちゃん @shinchann2008 · 24時間24時間前 
安倍晋三が北朝鮮から、ミサイル発射の事前通告を受けていたにもかかわらず、

北海道民に伝えなかった

のなら犯罪だ。真実を明らかにすべき。『安倍首相公邸泊、ミサイル把握か＝野党が

指摘—衆院委』Jiji ドットコム2017年8/30(水)
https://twitter.com/shinchann2008/status/904128385990877184

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 20時間20時間前 

https://twitter.com/kiyumotoup/status/904331625483329537
https://twitter.com/bun_2011/status/904086722505355264
https://twitter.com/shinchann2008/status/904128385990877184


せっかく天気良いんだけど、念の為、洗濯物はとりこんでおいた方が良いだろうね。

（以上追記、以下本文）。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

遅め？のおはようございます。０６：５６になっちゃいました。

（＾＾；）

定刻６時発進。例によって小家事で手間取りましたが、窓辺にプランター群がお日さま浴びて

いて、布団も干しましたし、ナンチャッテ自炊の怪しいカレーが土鍋に満杯です。ワタクシ的に

は（カレーの匂いで空腹！という以外は）機嫌はよろしいので、さくさく情報チェックいき

ます…。

脳内（霊感？）的には、アイヌモシリカムイと思しいかた（かたがた？）が、

ぼたぼたと、怒りと哀しみの大粒の涙をほとばしらせながら、「

「この大地だけは護って見せる！」と、嘆き怒り狂っています…（幻視）。

午前５時の札幌は１５℃でした。

夜半に慣例全然が…は？（＾＾；）⇒寒冷前線が！通過したおかげで、

空気は清浄かつ冷涼♪　！（＾＾）！

今朝は直射日光がガンガンの晴天で、ほぼ無風。

日中は暑くなりそうです…？

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 2時間2時間前 

おはよう札幌

https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8


https://twitter.com/charlie24K/status/904437907179454464

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月04日（月）【当日】 
01:00 0.038 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.037 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

かくた⌒(ё)⌒ @hassakusougorou · 8月28日 

北海道で狙うとしたら一番効率良いのってやっぱ泊原発かな

　　↑

まぁ誰だって一番に（軍事的セオリーとして）そう考えるよね…★（－－；）★

ぶち @hithitsatoshi · 8月29日 

もしミサイルが泊原発に落ちたら北海道全域が放射能で汚染される。

日本の農水産業の最後の砦である北海道が壊滅したら、日本全体の食が壊滅する。

原発再稼働してる場合じゃない。

kyasu☆ming @kyasuming · 9月1日 

https://twitter.com/charlie24K/status/904437907179454464
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


泊原発を動かさないでください。 
https://twitter.com/kyasuming/status/903555020196421632

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/904337767194255360

junko @junko_in_sappro · 17時間17時間前 

空間放射線量率測定について／北海

道

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/kankyohozen/kankyokanshi/hosyasen.html
…

北朝鮮の核実験、泊原発の放射能のデーターに注意しながら

広い北海道のデーターも見られるサイト、チェックしよう!

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 10時間10時間前 
さっきな？

そろそろヤバイ豆腐と茄子とベーコンで、なんかアヒージョっぽいものを作ったんだ

！

殺菌も含めてw

https://twitter.com/kyasuming/status/903555020196421632
https://twitter.com/Behind_the_Days/status/904337767194255360
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/kankyohozen/kankyokanshi/hosyasen.html


でも味付けはね？

なんか甘辛味噌みたいな中華風にしたんだけど、具材に比べてな？

調味料が多過ぎるのは判っててんw
おかずならご飯が進むだけやねんけど…

炊いてへん(T-T)

　　↑

あるあるｗ（＾＾；）ｗ

 
　

　

 

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7:51
　

…このあとＰＣが変なところでフリーズしてしまい…（－－；）…★

やむなく何も保存できずに再起動して、３０分くらいの作業がぱーに…★
（－－；）…

本日も厄日のもよう…★★（ＴＴ；）★★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月5日7:26
　

2017年09月04日（月）【前日】
01:00 0.038 0.038 0.038 6 
02:00 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/


03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00 0.039 0.037 0.038 6 
07:00 0.039 0.038 0.038 6 
08:00 0.039 0.038 0.039 6 
09:00 0.039 0.038 0.038 6 
10:00 0.039 0.038 0.038 6 
11:00 0.039 0.038 0.038 6 
12:00 0.039 0.039 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 0.039 0.039 6 
16:00 0.039 0.039 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 0.038 6 
23:00 0.039 0.038 0.039 6 

24:00 0.040 0.038 0.039 6
　



（９月４日）　隣のコージーコーナーちゃん。

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21:16
　

いよいよ終わりが始まった。

┐(’〜`；)┌

肺の痛さがはんぱねぇ。(-_-#)
　

　

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
　

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22:39
　

凄いよ空気の悪さが。(-_-#)

そして不吉感満載の満月。

ヽ（・＿・；）ノ

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/
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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/?theme_id=18
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https://85358.diarynote.jp/201709050728541792/


（９月４日）　ダレムアスも日常的にそんなもんです。（＾＾；）

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)
　

　

　

そういえば数日前？に脳内に浮かんだメッセージ、めもしてなかった？(^_^;)

エルさん典型的な

『蛇似』キャラ。(-"-;)

扇子型ＰＣ（須磨帆）、

傘型転送器、

折り畳みテント型宇宙船、

折り鶴型エアクラフト。

(^。^;)

『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…

https://85358.diarynote.jp/201709050728541792/
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(・ω・;)(;・ω・)

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21:16

いよいよ終わりが始まった。

┐(’〜`；)┌

肺の痛さがはんぱねぇ。(-_-#)

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日連続で隣のコーナーコーナ

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

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・)

 
　

 
 



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9:12
　

rin_earthさんがリツイート 
烏賀陽　弘道  @hirougaya · 9月3日 
烏賀陽　弘道さんが宇治家之都をリツイートしました

ご賢察です。次のテーマとして控えているのは「日本の失敗パターンの分析」です。ウォークマ

ンがiPodに惨敗し、CD市場すら失う二重の大敗北は、たった１０年で起きた。これはいかなる思
考ミスによって起こったものか？福島第一原発事故のミスと共通点は？第二次世界大戦は？と調

べ始めています

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日18:31
　

ダレムアスも日常的にそんなもんです。（＾＾；）

　　↓

OTL49さんがリツイート 
たられば @tarareba722 · 9月2日 

「平安期の日本人はよく歌った」って話。これ「短冊に和歌をサラサラ書いて送ってたって話

でしょ」と思ってる人も居るみたいですけど、やつら「朗詠」といってインド映画なみに突然声

を張り上げて、和歌やら漢詩をリズムつけて歌ってましたからね。そのための歌ガイド（和漢朗

詠集）も出てたくらいで。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日19:37
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…エルさん…ッｗｗｗｗ
　　↓

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
バズ笑いずむ @buzzwaraizm · 9月2日 

貫禄ありすぎやろwwwwwwこんなん絶対道譲るわwwwwwww
https://twitter.com/buzzwaraizm/status/903862868516405248
　

　

 

https://twitter.com/buzzwaraizm/status/903862868516405248


（９月５日）　接触テレパスっていう超能力があって、

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/127517/454884/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）

https://www.youtube.com/watch?v=mlVPfRjg01k
https://twitter.com/rin_earth/status/904830017527439362
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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５日）　相変わらずアルパカ狼さんが／かわいいから、まぁ赦すｗ

https://85358.diarynote.jp/201709050838596613/

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23:27
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

今日は個人的には、かなり良いイチニチでした♪o(^-^)o

相変わらずアルパカ狼さんが

典型的なＢ層のぐ〜民っぷりを

発揮してましたが、…(^_^;)…

かわいいから、まぁ赦すｗ

(^。^;)

晩ごパンは帰りに創成川公園のベンチでテレビ父さん観ながら

買ったばかりのどんぐりのパンで夜のピクニックと洒落て来たので…（かなりはまりますｗ）

まんが読んで、

早めに寝ます！(^O^)/~~
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日6:39
　

０
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６１

６１

６３☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日7:36
　

しんちゃんさんがリツイート 
鈴木　耕 @kou_1970 · 15時間15時間前 
　

テレビ、少し異常じゃないかな。すべてのニュースやワイドショーが「北朝鮮の脅威」を一斉に

がなり立てる。ドイツのメルケル首相は「話し合い以外の解決手段はない」と言っているので

すが、日本のテレビはほぼ強硬論一色…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日7:48
　

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 

ポジショナル・リリース・セラピー：筋骨格系機能障害の評価と治療

http://goo.gl/2J8zQu 
腰痛は筋膜から起こっている可能性があると書かれている。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ちなみに不肖ワタクシは自称「筋骨格系」整体師…☆（＾＾；）☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日7:55
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cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 

重金属は筋膜に蓄えられるらしい。

　　↑

喫煙者は自業自得らしい。（－－＃）★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日7:55
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年9月2日 

Googleトレンド検索 地域は東京都

壊死性筋膜炎（※手足が急速に壊死していく恐怖の病）

骨壊死

壊死性リンパ節炎

壊死性血管炎

菊池病（※組織球性壊死性リンパ節炎。HIVと関連しているとも）

https://twitter.com/cmk2wl/status/506771240405581824
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日10:22
　

OTL49さんがリツイート 
鮫島浩 @SamejimaH · 9月4日 

米国が先制攻撃する場合、北朝鮮の反撃に備え、日韓在留の自国民に予め退避を呼びかけるだ

ろう。そうなると軍事的緊張はピークに達し、日本国内はパニックに陥る可能性が高い。社会的

混乱への対応策を冷静かつ具体的に検討すべき時期に来ている。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（９月６日）

https://85358.diarynote.jp/201709060658479201/

【 札幌医科大学 】はこんなイカれたおっさん雇ってんのか。
／（札幌 ０．０３９μ 。１７℃）。　（未宇宙）

2017年9月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

　 　

　

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！（＾＾）！

気がついたら９月もあっという間に６日。

０６：３９でした。

３連休の初日！（＾０＾）！

予定は貴の住む…気の済む！まで情報チェックと、家事と机事とビシソワズ。

あいまに惰眠と漫画♪　終日ひきこもり〜…♪♪

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月06日（水）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.040 0.038 0.039 6 

https://85358.diarynote.jp/201709060658479201/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709060658479201/
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00

なにやら「空気のビリビリ感」と、ソコハカとない「化学的（放射性？）異臭」が「混入」して

ますが…

まぁおおむね「ただちに健康に影響は」…無いことを祈りますが…★

…（－－；）…。（喉が痛くて、声が出ませんが…★）

午前５時半で１７℃。晴天。微風。乾燥。

お出かけ日和がしばらく続く？ようなので、明日と明後日の予定はやや流動的ですが…。

とにかく、洗濯物は、よく乾きそうですね…♪

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
YellowTail  @YellowTail_1000 · 9月4日 
YellowTailさんが高田純　理学博士をリツイートしました

札幌医科大学はこんなイカれたおっさん雇ってんのか

https://twitter.com/YellowTail_1000/status/904709721327755264

 
 
 

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9月6日8:13
　

＞気の済む！まで情報チェック

…（＾＾；）…。

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 

思考においても感情においても能動的になり、一日中目と耳を駆使すること。

そして、何でも受け取ってはためこむとか、単に時間を浪費するといった内的な怠惰を避ける

こと。

エーリッヒ・フロム

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2015年5月3日 

何もかもを疑う姿勢は大切だけど、人が言ったり提示した「疑い」を、そのまま自分の「疑い」

とするなら、テレビを信じる人たちとまるで同じことになってしまう。

それは付和雷同であって、懐疑的な姿勢とは違う。

疑ってるポーズと、懐疑は違う。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日9:31
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Mami Tanaka @mami_tanaka · 20時間20時間前 

あと哲学科という恐ろしいが恐らくは

大学たるものの元々の核

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


みたいなものも文学部に伝統的にあって、そういう学問がこの混沌とした多様な価値観や文化が

交錯する時代に生きる上でめちゃくちゃ出番来た感あるのに、その発信力は極度に弱いのが我々

の住む社会。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月6日10:13
　

なにやら１時間ほど前から

トンデモな狂風が吹き荒れています…

★（南から！）★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月7日6:47
　

2017年09月06日（水）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 

03:00 0.040 0.038 0.039 6 

04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00 0.039 0.038 0.038 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 

08:00 0.040 0.038 0.039 6 

09:00 0.039 0.038 0.038 6 
10:00 0.039 0.037 0.038 6 

https://85358.diarynote.jp/
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11:00 0.039 0.038 0.039 6 
12:00 0.039 0.038 0.039 6 
13:00 0.039 0.038 0.038 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 0.039 6 
17:00 0.039 0.038 0.038 6 
18:00 0.038 0.038 0.038 6 
19:00 0.038 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
 



（９月６日）　地球至高神 エル ・カンターレ／…あれ？　いつのまにリステラスのネ
タばらし欄に…？？？

https://85358.diarynote.jp/201709061958528872/

また【 幸福の科学 】から内容証明郵便が来たけど、【 至高神の
霊力は⇒郵便局に劣る 】のか。

2017年9月6日 チベット有問題 ！ コメント (2)
　

　 　

　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
MIDORI @Chako2013Rucky · 24時間24時間前 

貧困高齢者　介護費捻出のため熟年離婚ならぬ“晩年離婚”も
（NEWS ポストセブン）
https://twitter.com/Chako2013Rucky/status/904872769845854208

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 · 9月3日 
マッキ世も末（アベと麻生は学歴もペテン）さんが장복려（福をもたらすたんぼに麗

らかな春）をリツイートしました

この米軍の在日特権はスルーか、糞ウヨども

https://twitter.com/akhila7/status/904361799667015680

sinwanohate・レイジさんがリツイート 

https://85358.diarynote.jp/201709061958528872/
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yuuki @yuukim · 22時間22時間前 
無知だから差別するのではなく、差別したいから無知でいる。まあ実際にそこまでキ

レイに分けることはできないが、差別意識が先にあるのは間違いないよ。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Robert Geller�認証済みアカウント� @rjgeller · 1日1日前 
1927年にフレッド・トランプ氏(トランプ大統領の父、当時21歳)はクー・クラックス
・クラン(KKK)のデモ隊に参加して、警察の解散命令を無視して逮捕された(不起訴
処分)。その後フレッド氏の賃貸アパートで黒人に対しての差別があった。
https://twitter.com/rjgeller/status/904865874821038080

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。

OTL49さんがリツイート 
まんりき @manriki · 9月3日 
永井豪「デビルマン」では飛鳥了がテレビを使って「デーモンの正体は人間」と言う

デマを拡散して疑心暗鬼に陥った人類は互いに殺しあって絶滅していくんだけど、そ

の疑心の声のほとんどが要するに「我々に差別されている奴らが復讐に来るかも知れ

ないから先に殺せ」って声で凄く虐殺の本質を捉えてる。

OTL49さんがリツイート 
ひろみ @hiromi19610226 · 9月3日 
マジに 北朝鮮が 日本人を標的にして 攻撃してきて 国土を蹂躙して日本人を全員殺す
と信じてる人がいるんだなぁ…
政府のプロパガンダが よく効いてる。
でも 国土を蹂躙して 日本人を殺してるって これだけ聞くと、米軍人のことかと思う。

https://twitter.com/rjgeller/status/904865874821038080


OTL49さんがリツイート 
LSD @lsd_wrestling · 9月1日 
正味な話、過去に震災のドサクサで朝鮮人をパニックで殺すやつなんか本当にいたの

かよと懐疑的だったけど、ここ何年かで現在進行形で極右が跋扈してるの見ると「あ

、今の人たちでこうなんだから昔のことなんて推して知るべしだな」と見解変えまし

たよ。

OTL49さんがリツイート 
kita @kitakazuo · 9月2日 
焼きつくされたロヒンギャの村。衛星写真とのこと。ここには焼死体もあるはず。

ミャンマーのロヒンギャに対する弾圧は、死者400名、バングラデシュへの避難民3万8
千と報道されているが、400人どころでない。ツイッターには焼死体や水死体、あるい
は木に縛り付けられた死体が無数に出てる。

https://twitter.com/kitakazuo/status/904040866385281026

OTL49さんがリツイート 
異邦人 @Medicis1917 · 9月4日 
武井咲さんのニュースを見て、結婚や妊娠を禁ずる契約というのは明らかに自己決定

権を不当に侵害しているし、いちいち論ずるまでもなく余裕で一般市民法秩序に抵触

するから明白に無効だろうと思ったのだが、芸能事務所でなく武井さんを叩く声が多

いという現実には思わず目を疑った。この国ヤバいよ。

OTL49さんがリツイート 
どーも僕です。（どもぼく） @domoboku · 9月3日 
「武井の結婚・妊娠が、契約に反し、イメージ保持ができていないと判断される可能

性もある」

事務所に違約金払わせるのは「女性は結婚/妊娠したら価値が下がる」と考えてる企業
です。

僕は、女性に鎖をつける企業の商品を買いたいとは思いません。

https://twitter.com/domoboku/status/904489406127423488

https://twitter.com/kitakazuo/status/904040866385281026
https://twitter.com/domoboku/status/904489406127423488


OTL49 @sukipparanisake · 9月4日 
OTL49さんがsengenをリツイートしました

「本土日本人は渡来系が濃い」、ここは変わらない模様。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/904550622803800065

OTL49さんがリツイート 
数学 Ｍ @rappresagliamth · 9月4日 
【ネト〇ヨ】「貧しい人ほど独裁的な指導者を支持する」英研究チームが発表（14万
人調査）「自分で人生をコントロール出来てない」と感じる人ほど独裁者を支持（朝

日新聞）

http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/33530健康法.jp/archives/33530 

バカウヨ…(失笑)
https://twitter.com/rappresagliamth/status/904697468532563969

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 · 9月4日 
水平社に参加した植木徹誠は息子に人間平等の「等」と名づけた

https://twitter.com/akhila7/status/904728169684492289

中津川　昴 @subaru2012 · 1日1日前 
B地区のすごい所は3人会議（シンクタンク）という代表者が複数いる所だ、班に分け
て他の地域と競いながら美観を保ち、治安を維持し、あらゆる産業のスポンサーを取

り入れ、企業の研修としての留村も盛んになったり、全国の子供たちが交流できる

場所、3地区の住民による運動会や祭も揃った。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/904550622803800065
http://???.jp/archives/33530
https://twitter.com/rappresagliamth/status/904697468532563969
https://twitter.com/akhila7/status/904728169684492289


中津川　昴 @subaru2012 · 1日1日前 
B地区は「優秀な人材」だけでなく、この「多様性」を維持するため、「障害者」「高
齢者」「児童を抱える世帯」やあらゆる人々を国籍や人種の差別なく受け入れ非常に

面白い村が出来上がったため、国際色豊かになり、毎週語学学校が繁盛したり、あら

ゆる祭りが自然に出来上がった。雇用も伸びた。

中津川　昴 @subaru2012 · 1日1日前 
A地区に選ばれた世帯に、優秀な人が多かったのは否めないが、社会をバランス良く作
るなら「多様性」は必要で、地方の学者の話を聞くべきだったと思う。「優秀な人材

」は自分だけの生き残り策だけを考えるので、都市が丸ごと地方にやってきて同じ生

活水準を要求する所に問題がある。

中津川　昴 @subaru2012 · 1日1日前 
2024年の7月に発売されたSF小説「永遠のB地区」に詳細が語られていたけど、3年後
のA地区崩壊とB地区大成功が描かれていた。政府の仕事はやはりうまくいかないのか
、民間でできることは民間にとは言うけど、3年後に国立から私立でなんとかやって行
きなさいと放り出されるからだろう。

中津川　昴 @subaru2012 · 1日1日前 
果たしてどちらがうまくいくのだろうな〜　政府は特地を作って運営するけど、民間

も似たような場所を提供する動きが始まっていた。政府の支援はないけど、その分、

実験ではなく現実的な構想なので、成功する可能性は高いだろうね。民間特地のこと

を当時の人々はB地区と揶揄していた。

中津川　昴 @subaru2012 · 1日1日前 
その時のツイートで「なんだかみんな、宇宙飛行士みたいだね」という子供の発言

ツイートがニュースになっていた。募集は3か月間、審査を経て1月に発表、募集対象
は「健康な日本国籍を有する成人」だったので、ある特定の層の人々は、反発を示

して、独自の限界集落復興村づくりを始めた。

中津川　昴 @subaru2012 · 1日1日前 
募集は全都道府県から選ばれた100人×47都道府県で、選抜試験と面接で移住世帯を絞
っていったようだ。村民が4700人からスタートである。全職種と公務員(上限10%)以外
特に差別なく、男女比率も50:50に分けられた。年齢層は18歳以下〜80代以上を除く全
世代だった。



中津川　昴 @subaru2012 · 1日1日前 
ただ人口を増やすのではなく、行政サービスも充実させ、非課税地域の発展ぶりを内

外に周知させ観光、見学者の呼び込み、社会実験として村を作っていくという壮大な

計画はうまくいくのか、世界が注目していた。ただし、人口の上限に達した時点でモ

ニター募集は終了するから、抽選に落ちた人は残念だ

中津川　昴 @subaru2012 · 1日1日前 
ここで間違って欲しくない件が、ハードだけを作ってあとは放置すると、集落が崩壊

することだ。全戸の年間所得水準が全国平均を上回り税金が払えるようになってから

の課税だから、3年間何もしなくても生きていける訳じゃない。運用するにはソフトや
人為的なイベント作り、触れ合いなどのサポートだ

中津川　昴 @subaru2012 · 1日1日前 
これを見たけど、前年の夏から土地収用や賃貸物件等、公共住宅建設が勢い良く伸

びて、施行後の人口増、5年間のインフラ整備なども国からの交付税に当てられていた
。雇用増進計画、第一次産業への手厚い保護政策、第６次化への支援、オンラインで

結ぶ高齢者と移住家族を結び、病院・消防・派出所も

中津川　昴 @subaru2012 · 1日1日前 
今朝、2024年の未来の日本に行ってきた。政府が打ち出した暫定的（期間限定）の離
島における限界集落復興特措令が施行されていた。日本中のシングルマザーと低所得

者層の大移動が始まっていた。いわゆる期間3年の社会実験なんだけど、究極の限界集
落復興方法としての非課税地域が離島に誕生！

　…あれ？　いつのまにリステラスのネタばらし欄に…？？？

…ｗ（＾■＾；）ｗ…

中津川　昴 @subaru2012 · 1日1日前 
【アニメやドラマには「科学考証」という仕事の人がEDに出てくるけど、必ずしも全
てが反映されている訳ではない、ということが大人になってから分かった。「大人の

事情」とか「演出」が「科学考証」を超える事案が多々あることに悩んだだろうなw　
ロボットの操縦者の服が宇宙空間の移動で動く】



https://www.youtube.com/watch?v=2YqM6P62p2Q
【心よ原始に戻れ】高橋洋子(歌詞付)EVANGELION_新世紀エヴァンゲリヲン

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
松尾 貴史 @Kitsch_Matsuo · 22時間22時間前 

参りました。素晴らしい作品です。物語としても、メディア・リテラシーの教材とし

ても、印象操作を学ぶためにも（笑）これは観ないと損です。

映画『女神の見えざる手』｜10月20日（金）ＴＯＨＯシネマズ シャンテほか全国ロー
ドショー

https://twitter.com/Kitsch_Matsuo/status/904901369814908928

OTL49さんがリツイート 
やや日刊カルト新聞社総裁 @daily_cult · 9月2日 

また幸福の科学から内容証明郵便が来たわけだけど、いつも思うんだ。誰の霊とでも

交信できる地球至高神エル・カンターレが、藤倉という悪魔に圧をかけるためになぜ

日本の郵便制度に頼るのか。至高神の霊力は郵便局に劣るのか。
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sinwanohate・レイジさんがリツイート 
channel__3 @channel__3 · 9月5日 
　

ミネアポリスのバーのオーナーが、KKKの元リーダーで白人至上主義者のデヴィッド・デューク
に500ドルを寄付していた事が発覚。それを知った全従業員がバーを退職。バーは閉店。
https://twitter.com/channel__3/status/904880594747670528

https://www.youtube.com/watch?v=2YqM6P62p2Q
https://twitter.com/Kitsch_Matsuo/status/904901369814908928
https://85358.diarynote.jp/
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OTL49さんがリツイート 
小池一夫 @koikekazuo · 9月5日 
　

抱かれたくない男2017というバカみたいなランキングが発表されていましたが、抱きたくない女
ランキングが許されますか？女が駄目なら、男も駄目なんだよ。子どもの世界で、クラスの、嫌

いな男、嫌いな女ランキングが許されますか？いい加減、マスコミも安易な企画、止めればいい

のにね。
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（９月６日）　「昔の恥さらし」無料公開！第２だ〜ん…ッ☆

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。（－－；）

だって「中身が３分冊」（？）なんだもん…★ｗｗｗ

http://p.booklog.jp/book/116517
『 復讐は、ビシソワズ。』　（二年目） 

http://p.booklog.jp/book/113059
リステラス星圏史略　古資料ファイル

Ω－Ｘ（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（仮題） 

http://p.booklog.jp/book/108710/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

３－２－０　『 水 恋 』 

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

https://85358.diarynote.jp/201709062032307344/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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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 …

…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 

http://d.hatena.ne.jp/hibiky/20051120/1132481634
https://www.youtube.com/watch?v=e6-H9xKSPpw&list=PLA801FF4DB8F42470&index=9
file:///tmp/puboo/127517/454884/book/20469/read#none
https://twitter.com/teacher19960206/status/541796630387625985/photo/1


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 

 
　

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8
https://85358.diarynote.jp/
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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）！

　

　

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 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/hiroaoya/status/905265974626025473
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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
　

　

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/T_oogami/status/904914654001954817
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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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 

『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
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（９月７日）　予定は家事と机事と「投稿用！原稿」〜♪　（＾＾）

https://85358.diarynote.jp/201709070657466576/

（ 札幌 ０．０４０ μ 。　２０℃ ）。

2017年9月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=cfauoCQg7-Y
.YouTube再生回数10億回以上の洋楽ヒット超名曲 - Full Songs Playlist 2017 (10/5) 

おはようございます。０６：３９でした。

３連休の中日。（＾＾）

予定は家事と机事と「投稿用！原稿」〜♪　（＾＾）

札幌は今ようやく陽射しが東の地平の雲海から上がって来たところ。

直射日光がほんのり当たっている温度計が２０℃。

ほぼ無風。乾燥。薄雲が広がっていますが晴れのうち。

予報降水確率ほぼ０％…。（＾ｗ＾）ｇ

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月07日（木）【当日】 

01:00 0.040 0.038 0.039 6 
02:00 0.040 0.038 0.039 6 

https://85358.diarynote.jp/201709070657466576/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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03:00 0.039 0.038 0.039 6 
04:00 0.039 0.039 0.039 6 

05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

昨日の南風のせいでやや上がっていますが、

まぁもういちいち文句は言いますまい…（－－＃）…★

泊原発の廃炉をめざす会 @tomarihairo · 9時間9時間前 
HAIROニュース23号発行のお知らせ
https://twitter.com/tomarihairo/status/905409317406359552

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月8日6:58
　

2017年09月07日（木）【前日】

01:00 0.040 0.038 0.039 6 
02:00 0.040 0.038 0.039 6 

03:00 0.039 0.038 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 

https://twitter.com/tomarihairo/status/905409317406359552
https://85358.diarynote.jp/
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07:00 0.040 0.039 0.039 6 
08:00 0.040 0.039 0.039 6 

09:00 0.039 0.039 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 0.038 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 0.038 0.037 0.038 6 
17:00 0.039 0.037 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 0.039 6 
21:00 0.039 0.038 0.039 6 
22:00 0.039 0.039 0.039 6 
23:00 0.039 0.038 0.039 6 
24:00 0.039 0.039 0.039 6
　



（９月７日）　明日、（電脳）世界が、滅びるかもしれないってのに…ｗ（－－；）ｗ

https://85358.diarynote.jp/201709072359336970/

【　恐れ観よ！ 】　　（♪　OH　SOLE　MIO　♪）　⇒　【
通常の1000倍】最強クラスの太陽フレア 磁気嵐到達はあす（
８日）／太陽系の範囲外まで逃げると安全です。

2017年9月7日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

　 　

　

とってぃ 元LINE民(?) 有名人！笑 @WEARELIKE2PARTY · 26分26分前 

明日の午前3時（3時間後）

太陽フレアの影響で北海道でもオーロラが見れるみたいです。

北海道の方は夜中3時に窓を開けて空を見てみましょう 
https://twitter.com/WEARELIKE2PARTY/status/905805880288919553

もぉヤケｗ　（前項参照ｗｗｗ）

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=YnxMfl7U_Ls&nohtml5=False
Luis Cobos MEXICANO 

なぜか脱線してこっち「分冊」とかしてました…ｗ
　　↓

http://p.booklog.jp/book/117103/read
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リステラス星圏史略　古資料ファイル　Ω－Ｘ－０

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（前史） 

「復讐！」とか根暗いことやってる場合でもないでしょう。

明日、（電脳）世界が、滅びるかもしれないってのに…ｗ（－－；）ｗ

やしろあずき @yashi09 · 42分42分前 

太陽フレアの影響で原稿遅れます

https://www.youtube.com/watch?v=gmbFdVE_jt0
LUIS COBOS Mas Zarzuela 1999JOSERAFAEL V° SESSIONS 

宇宙天気ニュース @swnews · 21分21分前 
[速報] X1.3 の大規模フレアが発生しました。X線強度は、9月7日23:36 JST (7日14:36
UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

世界の裏側 @sinzitu_2 · 2時間2時間前 
2017年9月6日に太陽フレアが2回発生。8日〜9日ごろにコロナガスが到来する見込み
。数日間、通信衛星や放送衛星の障害、GPS誤差の増大、短波通信障害や地磁気変動
に伴う送電線への影響などが生じる恐れがある。 
https://twitter.com/sinzitu_2/status/905781233501716485

星が好きな人のための新着情報 @localgroupjp · 3時間3時間前 
9月6日発生の大規模太陽フレアについて
このフレアで放出されたコロナは、日本時間9月8日15時から24時ごろにかけて、地球
に到来の予想 
https://www.nict.go.jp/press/2017/09/07-1.html …

宇宙天気ニュース @swnews · 5時間5時間前 
[速報] M8.0 の中規模フレアが発生しました。X線強度は、9月7日19:15 JST (7日10:15

https://www.youtube.com/watch?v=gmbFdVE_jt0
http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
https://twitter.com/sinzitu_2/status/905781233501716485
https://www.nict.go.jp/press/2017/09/07-1.html


UT) に最大に達しました http://swnews.jp/rt/goes_xray.html … #swnews

ハザードラボ【公式】防災ニュース @hazardlab · 5時間5時間前 

【通常の1000倍】最強クラスの太陽フレア 磁気嵐到達はあす8日
http://www.hazardlab.jp/know/topics/detail/2/1/21829.html …

日本時間8日午後3時以降、高温のコロナガスが地球に到達すると予想される。

今後1週間は、GPSの誤差、通信障害や送電線への影響などに注意が必要。
https://twitter.com/hazardlab/status/905736875729608704
#太陽フレア

宇宙天気ニュース @swnews · 14時間14時間前 
[記事] X2.2、X9.3の大規模フレアが発生しました。X9のフレアは11年ぶりです。
http://swnews.jp #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 23時間23時間前 
X9.3のフレアでは、激しいCMEも起きています。太陽の向こう側のSTEREO Ahead衛
星の写真をどうぞ(SOHO衛星の写真はまだです)。飛び出したガスは、地球へもやって
来るでしょう。 https://stereo-
ssc.nascom.nasa.gov/browse/2017/09/06/ahead/cor2/1024/20170906_132424_d7c2A.jpg
… #swnews

片岡龍峰 @ryuhokataoka · 9月6日 
ひゃー（太陽プロトン出てるからコロナ質量放出も出たかな、、） 
https://twitter.com/ryuhokataoka/status/905421191506100225

https://www.youtube.com/watch?v=Mre10d7u1D0
LUIS COBOS - Mexicano Con Royal Philharmonic (JOSERAFAELV° SESSIONS) 

とぶはち8000  @ _hachi · 21分21分前 

明日は太陽フレアによるコロナガスの影響により学校はお休みになりません

http://swnews.jp/rt/goes_xray.html
http://www.hazardlab.jp/know/topics/detail/2/1/21829.html
https://twitter.com/hazardlab/status/905736875729608704
http://swnews.jp/
https://stereo-ssc.nascom.nasa.gov/browse/2017/09/06/ahead/cor2/1024/20170906_132424_d7c2A.jpg
https://twitter.com/ryuhokataoka/status/905421191506100225
https://www.youtube.com/watch?v=Mre10d7u1D0


　　↑

『 悲 報 』…ｗ

鉄棒先生 @tetsubousensei · 20分20分前 

太陽フレア、お願いだから何もかもハチャメチャにして休日増やしてくれ

でもDNさんの鯖とうちのＰＣだけは生き残らせて下さい…（切に！）。

ゴミクルーン @DustCroon · 2時間2時間前 

ニュース「北朝鮮からミサイルが発射されました」

Twitter「はいはい」「またかよ」「ミサイルきたきた北朝鮮wwwww」

ニュース「太陽フレアで携帯使えません」

Twitter「は？無理」「誰か助けて」「日本終わった」

先味タクヤ @takuya_zantou · 5時間5時間前 

太陽フレアによる電子機器の異常。しかし地球を襲ったのはそれだけではなか

った！！ 太陽の放った宇宙放射線は特殊なエネルギーに満ち人類の半数を超能力者と
して目覚めさせたのだ！！

…しまった、そのネタだったか…ッｗ
⇒http://p.booklog.jp/book/112797/read

争乱に前後して超能力者が生まれる確率が増えるのか、

超能力者が増えるから争乱が起こりやすくなるのか。

わたしとしては争乱の次代を乗りこえるために超能力者が生まれ

file:///tmp/puboo/127517/454884/book/112797/read


て来るんだと思いたいけど、超能力者が騒ぎの元凶になってる事も

事実なんだよね。

しんく @___Think___ · 7時間7時間前 
（ﾟДﾟ）　現在、太陽にて大規模なフレアが発生しており、地球に大量の #放射線 
が降り注いでいます。

放射能が嫌いな放射脳の方々は、すぐに地球から逃げてください。

太陽系の範囲外まで逃げると安全です。

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月8日0:32
　

寝まーす！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月8日7:00
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月8日9:14
　

世界危機研究所（WCL） @Andy_Jepherson · 9時間9時間前 

なぜ時間は一方向にしか進まないのか?
 
東大が解明に向け前進 〜量子力学から熱力学第二法則の導出に成功 #SmartNews
https://twitter.com/Andy_Jepherson/status/905804636774318080
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（９月８日）

https://85358.diarynote.jp/201709080713422185/

【 浦河沖　Ｍ ４ 】／（ 札幌 ０．０３９ μ 。 １９℃ 。）。　

2017年9月8日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=ZWyL0Zk6kU4&list=RDYnxMfl7U_Ls
Luis Cobos-Sol y Sombra-Hifi-Pro-DJ.NEUMANN . Lo Maximo. 

おはようございます。０６：５３です。

昨夜のコレの細かいミスを訂正しようとしたら、早くもネット不具合？で、

書き込みが「保存できない」！（－－；）！という状況に…？？

http://p.booklog.jp/book/117103/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　Ω－Ｘ－０

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（前史）（〜２０１４） 

まぁ今日はほんと、どうなることでしょう。（＾＾；）

文明社会の終わりの一日？

に、ならずに済みますように〜…★

（まだ非常事態に気づいていない、というかたは、前項＋前々項、参照★）

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

https://85358.diarynote.jp/201709080713422185/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201709080713422185/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170908/85358_201709080713422185_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170908/85358_201709080713422185_2.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=ZWyL0Zk6kU4&list=RDYnxMfl7U_Ls
file:///tmp/puboo/127517/454884/book/117103/read
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月08日（金）【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 0.039 0.039 6 
05:00 0.040 0.039 0.039 6 
06:00

札幌は午前６時半に１９℃。降水確率１０％ですが、一面の霧。ほぼ無風。

視界１００ｍくらいかな…？（＾＾；）

観光地であればロマンチックで良い景観ですが、通勤車両の運行には、やや支障があるもよう…
★

私は３連休の最終日。（＾＾；）

当初の予定は外出（買い出しと宅急便出し）でしたが、

昨日おとといの作業予定が全く捗っていない上に、

今日の午後から磁気嵐（？）…？？？（＠＠；）？？？

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 56 分56 分前 
なんだ!?
スマホに文字入力してたら、ジャーッ ジャーッって変な音出た。
太陽フレアか？

壊れんなよー！

ま、アプリ側の原因かもだけど…
どさんこアプリなw

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3時間3時間前 

小笠原でM6.1あったのね…
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20170908022751.html …

https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20170908022751.html


ところで、早めに眠剤飲んで寝たのに途中で目が覚めてしまった。

ちょうどいいので、ベランダに出てオーロラが見えていないか確認したんだが判らん

！

北の方が赤いのだが、雲が港の明かりで赤いのかも…
https://twitter.com/charlie24K/status/905863108446404609

　　↑

この色は水銀灯じゃないので、

おそらく「赤光」（低緯度地方へのオーロラ反射光）だと思われます…。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
札幌市観光・MICE推進部�認証済みアカウント� @Sapporo_tourism · 16時間16時
間前 

【今年で１０回目！さっぽろオータムフェスト】

9/8〜30、大通公園に北海道の味覚が集合！ご当地グルメにビールやワイン、市内人
気シェフによる芸術祭コラボメニューや１０回記念メニューなど、食欲の秋を満喫し

よう♪

http://www.sapporo.travel/event/autumn/sapporo_autumn_fest/ …
https://twitter.com/Sapporo_tourism/status/905675356786483200

仮にネットが落ちても、（停電にならない限りは）やってそうだな…♪

…ということで…。ｗ（＾＾；）ｗ…

まぁ発作的に面白半分で街の様子を見に逝っちゃうかもしれないですが、

今んとこ予定は「おうちでおとなしく様子見」（あんど家事と原稿！）です…。

特務機関NERV @UN_NERV · 9月7日 

https://twitter.com/charlie24K/status/905863108446404609
http://www.sapporo.travel/event/autumn/sapporo_autumn_fest/
https://twitter.com/Sapporo_tourism/status/905675356786483200


【各地の震度 2017年9月7日】
震度2：
［北海道］函館市泊町

［青森県］東通村砂子又沢内

https://twitter.com/UN_NERV/status/905607746757640193

特務機関NERV @UN_NERV · 9月7日 
【地震情報 2017年9月7日】
10時39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50km、地震の規
模はM4.0、最大震度2を北海道、青森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://twitter.com/UN_NERV/status/905607740654891009

　

 
　

 

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7:06
　

2017年09月08日（金）【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 0.039 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 0.039 6 

09:00 0.039 0.038 0.039 6 
10:00 0.039 0.038 0.039 6 

https://twitter.com/UN_NERV/status/905607746757640193
https://twitter.com/UN_NERV/status/905607740654891009
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11:00 0.039 0.038 0.039 6 

12:00 0.040 0.038 0.039 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 0.038 6 

16:00 0.040 0.038 0.039 6 

17:00 0.039 0.038 0.039 6 
18:00 0.039 0.038 0.038 6 
19:00 0.039 0.038 0.038 6 
20:00 0.039 0.038 0.038 6 
21:00 0.039 0.038 0.039 6 
22:00 0.039 0.039 0.039 6 
23:00 0.039 0.038 0.039 6 
24:00 0.039 0.038 0.039 6
　



（９月８日）　…マジで「電波受信」な「アブナイひと」でしたか、私…（＾＾；）…
★

（０９月０８日）

 
https://85358.diarynote.jp/201709080813085436/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中津川　昴 @subaru2012 · 14時間14時間前 

一つ気になる件がある。X級の磁気嵐が発生すると、東京の山手線や武蔵野線のような環状線上に
、異世界への扉が開くことがあるので、深夜の遅い便に乗車する時は気をつけてほしい。乗客が

全員降りて、見知らぬ駅名や古い路線に入っても降りないように、話さないように、飲食しない

ように言われる

…ネタだらけだな…ｗ
⇒http://p.booklog.jp/book/108976/read
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://85358.diarynote.jp/201709080824342840/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月8日15:31
　

…どうも昨夜から急に（変に）メヒコが気になる…(・ω・;)(;・ω・)…と思っていたら、

Ｍ８！(‾○‾;)！

出ましたか…(ToT)…

大好きな音楽が沢山あるチアパスが震源？(‾○‾;)

歴史的建造物が壊滅でしょうか…（＞＜。）！

file:///tmp/puboo/127517/454884/234ab69f1c2f85e624dc/book/108976/read
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（そして前から言ってるけど、

パナマ運河が割れたら、

生態系が激変するよ…！）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://85358.diarynote.jp/201709082346503243/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月8日23:49
　

数分前から変な耳鳴り？がしています。

高音のホワイトノイズのような、

雪が降る時の「しんしん」音のような…、

可聴領域外の波形のような…

そんな変な耳鳴り…。

…え（＠＠）え…

寝ますッ！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月12日9:01
　

あった！これだ！（＠＠；）！

　　↓

中津川　昴 @subaru2012 · 9月8日 
【地球から遥か彼方の太陽黒点No. AR2673から地球に向けて送信された電子ビーム！
　プラズマと23〜25MHzのラジオ波（ホワイトノイズ）が記録された。】
http://www.spaceweather.com/images2017/07sep17/SunSep072017_1840ut_25.23MHz_Ashcraft_01.mp3?

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


PHPSESSID=1bv6hmsg3tidooijavk0a9a354 …

…マジで「電波受信」な「アブナイひと」でしたか、私…（＾＾；）…★
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
 



（９月９日）　

https://85358.diarynote.jp/201709090723424651/

【 泊原発 ０．０５８ μ 】（雨べくれ）／（札幌 ０．０４０ μ。
１８℃。）＝無問題＝。　（未OTL）

2017年9月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

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

少し遅めのおはようございます。（＾＾；）

９月９日の６時５５分でした。３連勤の１日目。

前２項参照。（－－；）

メヒコのＭ８（震度６強）に続く、（００；）

アキタのＭ５（震度５強）の報に、（＠＠；）

気をとられて寝るのが遅れまして。（ーー；）。

いつもより起きるのが４５分ずれこんだ後で、

いつものごとく「連休のあいだにやっとけよ！」の

積み残し家事に時間をとられて…この時間。（＾＾；）

しかしながら災厄があると顕著にアクセス数が増える。（－－；）

　　↓

アクセス解析

これまでのカウンター増加数の推移

https://85358.diarynote.jp/201709090723424651/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709090723424651/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170909/85358_201709090723424651_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170909/85358_201709090723424651_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170909/85358_201709090723424651_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8


　　日付　　アクセス数

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 
2017-09-01 (金) 66  ☆ 日記更新 
2017-08-31 (木) 77  ☆ 日記更新 
2017-08-30 (水) 102 ☆ 日記更新 
2017-08-29 (火) 65  ☆ 日記更新 
2017-08-28 (月) 70  ☆ 日記更新 
2017-08-27 (日) 56  ☆ 日記更新 
2017-08-26 (土) 46  ☆ 日記更新

うちのブログ…（あまり役に立ってるとも思えないのですが）（＾■＾；）

さくさく情報チェックします…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月09日（土）【当日】 
01:00 0.040 0.039 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

（－－＃）★

午前５時半の気温１８℃。

昨朝の予報では今日の午後の降水確率５０％でしたが、

今朝の予報では今日の未明の降水確率５０％に変わっていまして、

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


先程ざーーーーーっと！

いきなり降り始めて、寒冷前線通過…。

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
9月9日5時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が16箇所以上存在します。
https://twitter.com/whitefood1/status/906246061101948928

もうやんだの？と思いますが、空は暗くて、陽射しはどんよりしてます。

（＾＾；）

…ま、紫外線よけと、空気洗浄になって、ありがたいんですが…。

通勤手段は、どっちにしましょうか…。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4 分4 分前 

津別峠は雲海 満開！
https://twitter.com/charlie24K/status/906276955896426496

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 16分16分前 

美幌！どうした？

　　↑

ナニが？（＾＾；）

これか。（＠＠；）

　　↓

https://twitter.com/whitefood1/status/906246061101948928
https://twitter.com/charlie24K/status/906276955896426496


チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地震情報 @TakumiSoftware · 31分31分前 
【強震モニタ】 06:39 鳥取県 河原 210、福岡県 大刀洗 23、岐阜県 上宝 14、青森県
岩木 8、茨城県 つくば 8 高萩 3、長野県 阿智2 6、北海道 標茶南 3 阿寒北 2 幌延 1、秋
田県 西木北 2 西仙北
https://twitter.com/TakumiSoftware/status/906270760817143808

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
つばさ @Tsubasa0283xx · 7時間7時間前 
オーロラ赤くてうっすいのが見れたみたいね

津別でははっきり見えたらしい

てか、ノルウェーのがやばい。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地震情報 @TakumiSoftware · 9時間9時間前 
【強震モニタ】 22:33:23 震度2 胆振
https://twitter.com/TakumiSoftware/status/906148624622526464

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 9時間9時間前 
太陽フレアの影響を、最も受けていた時間帯。

日本時間09月08日の09時30分ごろから、

北海道付近以外は、

日本列島は真っ赤。（NICT：TEC値・電離圏の全電子数）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/906151466250887169

　

 
　

 

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15:47

https://twitter.com/TakumiSoftware/status/906270760817143808
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札幌００５１魔異黒…(ToT)…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月10日7:22
　

2017年09月09日（土）【前日】

01:00 0.040 0.039 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 0.050 0.040 0.043 6 
07:00 0.051 0.045 0.048 6 

08:00 0.045 0.041 0.043 6 
09:00 0.041 0.039 0.040 6 

10:00 0.040 0.039 0.040 6 
11:00 0.040 0.039 0.039 6 

12:00 0.039 0.039 0.039 6 

13:00 0.040 0.039 0.040 6 
14:00 0.040 0.039 0.039 6 
15:00 0.040 0.039 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 0.039 0.039 6 
19:00 0.039 0.038 0.039 6 

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


20:00 0.039 0.038 0.039 6 
21:00 0.039 0.038 0.039 6 

22:00 0.040 0.039 0.039 6 

23:00 0.039 0.038 0.039 6 

24:00 0.040 0.039 0.040 6
　



（９月９日）　『夕凪の時代』に突入？(‾○‾;)

https://85358.diarynote.jp/201709090822353695/
 
 

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年7月24日 

化学物質過敏症の人は 10億分の一 の濃度の化学物質でも検知できるそうな。化学物質
の多くは、気化して家具などに付着。そして手について、口に入る。多くの化学物質

は脂肪質に良く融けるため、男性より栄養分を脂肪として蓄える体質を持つ女性に発

症率が高い。微量だろうなどど言えないのだ。

 
 
　

 

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15:37
　

…お昼の蒸しパンの
『中の栗』が、

ベクレ高い。(-_-#)…と、
感知してしまう精度の高さは、

７枚のシーツの下の１粒の豆で眠れないがごとき不便さで、

むしろ呪い…(-”-;)…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月9日22:45
　

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


先ほど無事帰投。(^_^;)

個人的には小吉または

吉凶シマ模様な一日。(^_^;)

街の様子がなんだか変でした。

日曜日にはいつも売り切れてるはずのスーパーの弁当惣菜類が異様な勢いで売れ残っていて？

半泣きで半額以下の叩き売りにしてる店とか。(・_・;)

オウタムフェスト中なのに変に人影の少ない？静かな大通公園とか。(・ω・;)(;・ω・)
　

逆に、というかまさか私が先週書いたせいじゃないと思うが、

創成川公園で夜のピクニックと洒落こむ人口が急に倍増？してたりとか…

？(^。^;)？

明らかに札幌でも『健康人口』は激減しつつあるのですが…、

残った人々はみたさん妙に満ち足りたというか清貧というか、

欲はないけど十分らっきぃ♪という雰囲気の…

(‾ー+‾)ニヤリ

なんというか『夕凪の時代』に突入？(‾○‾;)

してる…

ような感じが、してたのでした…



ヽ（・＿・；）ノ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月10日0:03
　

そんな予報じゃなかったけれども突然の激しい雨。(‾○‾;)。

温暖前線かな？

(・ω・;)(;・ω・)

やはり何かが、

むちゃくちゃおかしい。

(ノ-o-)ノ　┫
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（９月10日）　さくさく逝きます…。

https://85358.diarynote.jp/201709100729438131/

【 泊原発 ０．０６０ μ 】／（札幌 ０．０５０ μ 。１６℃。）
　（未ねるふ）

2017年9月10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death。（－－；）

私のアタマもぼーーーーーっとしてますが、ＰＣの動きも鈍いです。（－－；）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月10日（日）【当日】 
01:00 0.050 0.044 0.048 6 
02:00 0.053 0.049 0.052 6 
03:00 0.052 0.049 0.051 6 
04:00 0.054 0.053 0.053 6 
05:00 0.052 0.051 0.051 6 
06:00

　　↑

まぁ機嫌と体調がいいきゃナイですね？えぇ…★（－－；）★

札幌は１６℃。今朝まで強い雨。げんざいは曇り。ほぼ無風。

ゆうべ本を（マンガじゃなくて）読んじゃって、寝るのが１時間遅れ…

https://85358.diarynote.jp/201709100729438131/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709100729438131/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170910/85358_201709100729438131_1.jpg
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（そうなっちゃうので、「ほぼ１時間で１冊読み終われるマンガ」を普段は読むのですが★

　昨夜はたまたまウッカリ読み止しの小説本を手にとってしまった…★）

起きるのも１時間遅れて、２度寝と自力整体の時間のほうを３０分に短縮し、しかしやっぱり小

家事に時間をとられてＰＣ起こしたのが０７：０７…。
（－－；）

さくさく逝きます…。

ホワイトフード @whitefood1 · 1時間1時間前 
9月10日6時11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://twitter.com/whitefood1/status/906626081439883265

ホワイトフード @whitefood1 · 24時間24時間前 
9月9日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/906291116114247680

ホワイトフード @whitefood1 · 9月8日 
9月9日5時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が16箇所以上存在します。
https://twitter.com/whitefood1/status/906246061101948928

…喉が痛い…（－－＃）…★

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 7 時間7 時間前 
ん？

心臓体感か…
オホーツクかなー？

青森かなー？

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地震情報 @TakumiSoftware · 12時間12時間前 
【強震モニタ】 19:51:57 震度0 十勝 日高
https://twitter.com/TakumiSoftware/status/906470442201780224

https://twitter.com/whitefood1/status/906626081439883265
https://twitter.com/whitefood1/status/906291116114247680
https://twitter.com/whitefood1/status/906246061101948928
https://twitter.com/TakumiSoftware/status/906470442201780224


チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地震情報 @TakumiSoftware · 12時間12時間前 
【強震モニタ】 19:13:24 震度0未満 宗谷 留萌 上川
https://twitter.com/TakumiSoftware/status/906460686498152448

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 23時間23時間前 
北海道は根室から稚内にかけてと、その周辺のロシアに大きめありそうな気がするよ

！

違えば十勝沖（保険w）

cmk2wlさんがリツイート 
Franz Kafka bot @kafkafbot · 18時間18時間前 

何が、おまえを煩わし、おまえの心の支えをゆさるぶのか？ 何が、おまえの部屋のド
アの把手をまわそうとするのか？ 何が、通りからおまえを呼び、しかも門が開いてい
るのに入って来ようとはしないのか？

　

『断片』

プロモツイート

サマリーポケット�認証済みアカウント� @SumallyPocket · 9月6日 

大切だから捨てられない、でももう部屋に置ききれない！

そんなマンガや本、お預かりします。

空調・セキュリティを徹底管理した倉庫でお預かりするから安心。1箱から預けられて
、いつでも取り出し可能。

https://twitter.com/SumallyPocket/status/905431424173359104

　　↑

https://twitter.com/TakumiSoftware/status/906460686498152448
https://twitter.com/SumallyPocket/status/905431424173359104


その月額分、「もっと広い部屋」に引っ越したほうが良いのでわ…？？
 
　

　

 

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7:07
　

2017年09月10日（日）【前日】

01:00 0.050 0.044 0.048 6 
02:00 0.053 0.049 0.052 6 
03:00 0.052 0.049 0.051 6 

04:00 0.054 0.053 0.053 6 

05:00 0.052 0.051 0.051 6 
06:00 0.051 0.042 0.047 6 
07:00 0.042 0.039 0.040 6 

08:00 0.039 0.038 0.038 6 
09:00 0.039 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 0.038 0.038 6 
13:00 0.039 0.038 0.038 6 
14:00 0.038 0.038 0.038 6 
15:00 0.039 0.038 0.038 6 
16:00 0.038 0.038 0.038 6 
17:00 0.039 0.037 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 0.037 0.038 6 
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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 0.038 0.038 0.038 6
　

 



（９月10日）　

https://85358.diarynote.jp/201709100810413431/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月10日22:31
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

地震はべっくらしましたが大渦なし。(^。^;)

札幌は震度３でした。

詳細あした。(^_^;)

いつ何が起こるか判りません。

体力温存のため、

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！

L(・o・)」
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月11日8:26
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 9月7日 
　

「医聖」ヒポクラテス

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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・月に一度断食をすれば病気にならない

 
・満腹が原因の病気は空腹によって治る

 
・汝の食事を薬とし、汝の薬は食事とせよ

 
・人は自然から遠ざかるほど病気に近づく

 
・食べ物で治せない病気は、医者でも治せない

 
・人間は誰でも体の中に百人の名医を持っている

 



（９月10日）　『エルさんが相変わらずメンドクサイ性格でオモシロイｗ』。

https://85358.diarynote.jp/201709110656529354/

めも。

2017年9月10日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

「イーディーホークと申します」。

副官ＡとＢの話。

もうひとつあったんだけど

すでに忘れた★(^。^;)

朝はプチ厄日モードだったけど途中から

『副官級』さんが隣に来てくれたので機嫌は回復。

(^_^;)

しかしながら、

いっそ頭痛を感じるほどの異様睡魔。（＞＜；）。。

業務は異様に暇ラヤ杉だし、

気絶寸前です…(ToT)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月10日22:31

先ほど無事帰投。(^_^;)

https://85358.diarynote.jp/201709110656529354/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201709110656529354/


地震はべっくらしましたが大渦なし。(^。^;)

札幌は震度３でした。

詳細あした。(^_^;)

いつ何が起こるか判りません。

体力温存のため、

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！

L(・o・)」

 
 
 

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14:35
　

　

忘れてためも。

『エルさんが相変わらずメンドクサイ性格でオモシロイｗ』

┐(’〜`；)┌
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（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０９月）

（中旬）
 
 
 
 



（９月11日）　災厄「特異日」の９．１１。

https://85358.diarynote.jp/201709110735497535/

【 昼までに でかいの 】あるやもしれん{((＞_＜))}　／【 Ｍ ５
．９ 】／（ 札幌　震度３。最高 ０．０５４μ 。最低 ＋１４℃。
）　（中中津）

2017年9月11日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　 

　 　

　

OTL49 @sukipparanisake · 11時間11時間前 
OTL49さんが地震マップをリツイートしました

この時刻にここで起きるのなら、24時頃に北海道側で起きてもおかしくはないですな
。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/906874930205044736

https://www.youtube.com/watch?v=oH8HEfliP6s
08 Dream - Def Tech [歌詞あり] 

あらためまして？

おはようございます？

遅くはないですね。０６：５９です。（＾＾；）

３連勤の最終日。心身ともに堅調？

災厄「特異日」の９．１１。地震が「起こされる」ものなら、今日だろう…？

https://85358.diarynote.jp/201709110735497535/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://www.youtube.com/watch?v=oH8HEfliP6s


札幌は午前５時で１４℃まで下がりました！

関東だったら「冬」認定です？

あたま動いていませんが、出勤準備と小家事は順調です。

情報チェックをさくさく逝きます…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月11日（月）【当日】 

…ＰＣの動作がどうにも不安定です。突然フリーズしたり、断線？したりします…（－－；）…
。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 8時間8時間前 
なんか部屋で聞いた事ない大きさのミシ音した…
前兆かな？

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地動儀dode @dodensuru · 12時間12時間前 
地動儀dodeさんが地動儀dodeをリツイートしました

北海道コンーパス対応地震

9月10日 17時44分頃　浦河沖　M5.7　最大震度4
気になる逆転があるのでまだあるかも。起きなければそれでよし。

https://twitter.com/dodensuru/status/906830134895796224

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 12時間12時間前 
がっつり寝たのに、まだ睡魔が抜けん…
明日の昼までにでかいのあるやもしれん{((＞_＜))}

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/dodensuru/status/906830134895796224


チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地震NEWS byBuzzNews.JP @jishinnewscom · 12時間12時間前 
2017年09月10日浦河沖でM5.7・震度4が発生、最近の特徴は「同日中にM5以上・震度
5弱」が起きやすい？ http://jishin-news.com/archives/2718
https://twitter.com/jishinnewscom/status/906821153766998016

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 12時間12時間前 
そういえば、今日の昼間は酷い睡魔だった。

浦河沖のが対応なのかな？

そして今は頭がなぜか重い…
こういうのは今まで無かった。

十勝沖のは小さくないかもしれない！

それこそTSUNA…{((＞_＜))}

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 13時間13時間前 
18:43 左耳鳴り長め、東南東？
次が十勝沖かな？

少なからず影響受けてるだろうし…

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 14時間14時間前 
浦河沖だったか…
そこも言おうとして忘れたとこだ orz
　　↓

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
◆◆緊急地震速報(最終第9報)◆◆【M5.9】浦河沖 深さ40km 2017/09/10 17:44:24発生
最大予測震度4 http://bit.ly/2gTewvw
　　↑

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 14時間14時間前 

ゆれゆれ！

でかいの来たー{((＞_＜))}

http://jishin-news.com/archives/2718
https://twitter.com/jishinnewscom/status/906821153766998016
http://bit.ly/2gTewvw


TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 15時間15時間前 
09月10日 17時44分
浦河沖（モーメントマグニチュード：Mw5.6：深さ46km　最大震度4）　防災研の速報
値（地震のメカニズム：震源球では「逆断層型」の地震）

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/906804649516187650

ホワイトフード @whitefood1 · 24 時間24 時間前 
9月10日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/906653507276521472

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 9月9日
ん？

心臓体感か…
オホーツクかなー？

青森かなー？

ホワイトフード @whitefood1 · 9月9日 
9月10日6時11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://twitter.com/whitefood1/status/906626081439883265

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地震情報 @TakumiSoftware · 9月9日 
【強震モニタ】 19:51:57 震度0 十勝 日高
https://twitter.com/TakumiSoftware/status/906470442201780224

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地震情報 @TakumiSoftware · 9月9日 
【強震モニタ】 19:13:24 震度0未満 宗谷 留萌 上川
https://twitter.com/TakumiSoftware/status/906460686498152448

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 9月8日 

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/906804649516187650
https://twitter.com/whitefood1/status/906653507276521472
https://twitter.com/whitefood1/status/906626081439883265
https://twitter.com/TakumiSoftware/status/906470442201780224
https://twitter.com/TakumiSoftware/status/906460686498152448


北海道は根室から稚内にかけてと、その周辺のロシアに大きめありそうな気がするよ

！

違えば十勝沖（保険w）

…重力変動を断続的に感じてます。

実際にはまだ揺れてないのに、イキナリからだのほうが振れる…★（－－；）★

（そして画像がアップできなくなった…？？）
 
　

　

 
 

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8:08
　

　　↑

時間ナイのに再起動しましたよッ★（－－＃）★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月11日8:25
　

何故か？

登校中の小学生（低学年？）たちが、「狼の遠吠え」の声真似をしながら歩いている…。

…（＾＾；）…

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9月11日14:34
　

コピぺ忘れたけど

線量は００３９で推移。

鈍重な頭痛を伴う異様睡魔。

(∋_∈)
むしろ撲殺？(-”-;)

昨日コレの後Ｍ５.９発震。
(-”-;)

今日はどうなる…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月12日7:14
　

2017年09月11日（月）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.038 0.038 0.038 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 0.038 6 
06:00 0.039 0.038 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 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 0.038 6 
12:00 0.039 0.038 0.038 6 
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13:00 0.039 0.038 0.038 6 
14:00 0.039 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 0.039 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 0.038 6
　



（９月11日）　アルパカ狼さんにまで完無視された…（＞＜。）。。

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‖
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（９月12日）　寝不足とは違うイミフな睡魔は体感の可能性大。

https://85358.diarynote.jp/201709120734284718/

【 Ｍ ４ ．０ 】根室半島沖／【 泊原発 ０．０５ μ 】（公称）
／【 札幌 欠測 】／（ 札幌 （公称） ０．０４２ μ ）（ ＋ １６
℃。）

2017年9月12日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

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

遅めようございます。ＰＣ起こしたのが０７：０３でした。

昨日の体調の悪さをひきずり、睡眠時間確保を優先したので、３０分遅れでの発震です。

４連休の初日。想定外の雨。（－－；）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1505175600/1011-0010-101000-
201709120920.gif?t=1505176234
（09:10〜09:20）

予定変更。終日ひきこもり…。（－－；）…。

やることは山積みですので、さくさく進行したいと思います…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月12日（火）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.038 6 

https://85358.diarynote.jp/201709120734284718/
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02:00 0.039 0.038 0.039 6 
03:00 0.040 0.038 0.039 6 
04:00 0.041 0.039 0.040 6 
05:00 0.042 0.041 0.042 6 
06:00

線量は低め？ですが、「燃やしてはイケナイ金属を燃やしてしまった」焦げ臭い悪臭が充満して

いて、

気分が悪くなります…

頭痛とめまいは継続中ですが、昨日ずっと続いていた揺動感（火山性？の重力変動？）は少し

収まったのかな…？？

札幌の外気温１６℃。だらだら雨。ほぼ無風。

室温は無暖房２０℃。

「寒さに弱い」ドサンコ連中は、早くもストーブ点火？してたりするもよう…

ｗ（＾＾；）ｗ

（変に「焦げ臭い」のは、そのせいもあるのかな…？）

私？「寒さに強い」（？）「東北系南関東人」なので、

長袖着用＆ひざ掛けのみ。ですよ…？

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 48 分48 分前 
今朝はGPSがいつもよりズレてる…
フレアの所為かな？w
ところで赤いのは千葉？茨城？

あと小笠原も赤いけど、これは2:35の硫黄島なんだね？
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20170912023604.html …
https://twitter.com/charlie24K/status/907355190159851520

https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20170912023604.html
https://twitter.com/charlie24K/status/907355190159851520


チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M4.0】根室半島沖 深さ84.9km 2017/09/12 04:02:25 [AQUA-REAL]
http://bit.ly/1Oa4kZU

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 12時間12時間前 
酷い睡魔が…
寝不足とは違うイミフな睡魔は体感の可能性大。

3〜4日は厳重注意でいこう！
北海道〜東北、関東、近畿、沖縄…

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 
カムチャツカ半島南端沖M5級が来そうだ。

…あ”〜…（〜”〜＃）…やっぱりか…★★★
　　↓

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
9月11日15時22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/907127158610391040

もぉヤケｗ（画像注意ｗ）

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=z-4MdHCSOUU
YOI: ROCKABYE AMV 

忘れちゃダメ!! 

@take1102w1 · 18時間18時間前 
「福島県民に放射線による健康被害はない」「原発の門の前まで行ったが、累積被曝

線量はたったの0.1ミリシーベルトと意外な結果だった。防護服を着る必要すらなか

http://bit.ly/1Oa4kZU
https://twitter.com/whitefood1/status/907127158610391040
https://www.youtube.com/watch?v=z-4MdHCSOUU


った」と発言。（高田純　2011年7月「福島支援シンポジウム」　札幌医科大学教授）

　#日本会議

北海道本部理事

…あ”〜…揺れてる揺れてる〜……（〜〜；）…。（幻揺）
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月12日7:35
　

０６

１６

８

１６…☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月13日6:46
　

2017年09月12日（火）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.039 6 

03:00 0.040 0.038 0.039 6 
04:00 0.041 0.039 0.040 6 
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05:00 0.042 0.041 0.042 6 
06:00 0.044 0.043 0.043 6 
07:00 0.044 0.043 0.044 6 

08:00 0.047 0.045 0.046 6 
09:00 0.050 0.048 0.049 6 
10:00 0.051 0.048 0.049 6 
11:00 0.052 0.048 0.050 6 
12:00 0.050 0.048 0.049 6 

13:00 0.057 0.050 0.053 6 
14:00 0.062 0.058 0.060 6 
15:00 0.058 0.047 0.052 6 
16:00 0.046 0.044 0.045 6 
17:00 0.045 0.043 0.044 6 
18:00 0.050 0.046 0.048 6 
19:00 0.049 0.046 0.048 6 
20:00 0.046 0.042 0.044 6 

21:00 0.042 0.039 0.040 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.037 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6
　



（９月12日）　物語が！　増えた〜ッ！！

https://85358.diarynote.jp/201709121605468347/

（沙魚　宇宙めも）　【とあるSF作家が50年前に予言した
こと】。

2017年9月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=3oUu7N65s6I
Epic and Powerful Hiroyuki Sawano Music Collection 

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 19時間19時間前 
ゲロゲロ!!
本格的にヤバイかも…
{((＞_＜))}
https://twitter.com/charlie24K/status/907082043791568898

中津川　昴 @subaru2012 · 20時間20時間前 
水星・金星に直撃したと思われる。

https://twitter.com/subaru2012/status/907130560446787584

中津川　昴 @subaru2012 · 20時間20時間前 
よく見たら、火星ー水星ー月（地球）ー海王星が並んでいた。

https://twitter.com/subaru2012/status/907125314978848769

中津川　昴 @subaru2012 · 20時間20時間前 
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【今朝9/11早朝01:06amJSTに太陽の西側の黒点No. AR2673で発生したX8.2級の爆発
方向は地球直撃方向ではないですが、太陽の自転に引きずられて地球の公転方向前方

を通過していく予定。ただ紫外線、X線は急上昇した。数時間前の太陽風速は最
大666km/s】
https://twitter.com/subaru2012/status/907129376541630464

かくかくしかじかな @sika1234 · 20時間20時間前 
これだけ端だと、影響はないか、あっても軽微でしょう。むしろ、コロナホールによ

る高速太陽風の影響の方が強いですね。　⇒太陽フレア再び 12日にも到達 |
2017/9/11(月) - Yahoo!ニュース 
https://twitter.com/sika1234/status/907088634909646848

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
BuzzFeed Japan�認証済みアカウント� @BuzzFeedJapan · 9月10日 

【とあるSF作家が50年前に予言したこと】

著名なSF作家、アイザック・アシモフは1956年、もし2014年の万国博覧会に足を踏み
入れたら何があるだろうか、と予想した。その予言の内容は、恐ろしいほど当たって

しまった…

予言はこちら

https://twitter.com/BuzzFeedJapan/status/906694988494405632

＞「だが、それでも人類は退屈という病にひどく苦しむ」 

…あ、【 リスタルラーナの病 】に、たどりついてしまった…ｗ（ーー；）W

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
luuuupiiii  @luuuupiiii · 9月8日 

https://twitter.com/subaru2012/status/907129376541630464
https://twitter.com/sika1234/status/907088634909646848
https://twitter.com/BuzzFeedJapan/status/906694988494405632


千代の介書店すごかった。

https://twitter.com/luuuupiiii/status/906169908496523266

もひとつ参照

⇒http://85358.diarynote.jp/201501100858427181

裏設定ｗ（作業用）

2015年1月10日 連載 コメント (8)

「オジラ」

「キヌタ」

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月12日12:17

キヌタいたし☆（＾＾；）★

　　↓

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
NHK科学文化部�認証済みアカウント� @nhk_kabun · 23時間23時間前 

【グーグル ＡＩスピーカーを日本で来月発売へ】
アメリカのグーグルは、人工知能を搭載し、

音声でさまざまな機器を操作できる「ＡＩスピーカー」を、来月、日本で発売する方

針を固めました。

※「オジラ」…ｗｗｗ
⇒https://www.youtube.com/watch?v=pBBBvS0tvJk

https://twitter.com/luuuupiiii/status/906169908496523266
http://85358.diarynote.jp/201501100858427181
https://www.youtube.com/watch?v=pBBBvS0tvJk


BuzzFeed Japan�認証済みアカウント� @BuzzFeedJapan · 2時間2時間前 

今日は #宇宙の日 です。

まだまだ宇宙には謎だらけ。私達はこれからも宇宙に魅せられ続けるでしょう（国立

天文台）

https://twitter.com/BuzzFeedJapan/status/907468936429625345

BuzzFeed Japan�認証済みアカウント� @BuzzFeedJapan · 8時間8時間前 

#宇宙の日 ですが…

地球：コットンキャンディ味

土星：グァバ味

木星：キーライム味

火星：洋ナシ味

水星：トロピカルパンチ味

金星：チェリー味

太陽：マシュマロ味

天王星：ブラックベリー味

海王星：マンゴー味

冥王星：いちご味

https://www.buzzfeed.com/jp/sumirenakazono/wakusei-candy …
https://twitter.com/BuzzFeedJapan/status/907385790841454593

BuzzFeed Japan�認証済みアカウント� @BuzzFeedJapan · 12時間12時間前 

ネギです。イモです。ニャンコです！

https://www.buzzfeed.com/jp/saoriibuki/miyagi-cat-torosan …
https://twitter.com/BuzzFeedJapan/status/907318086667304960

BuzzFeed Japan�認証済みアカウント� @BuzzFeedJapan · 19時間19時間前 

https://twitter.com/BuzzFeedJapan/status/907468936429625345
https://www.buzzfeed.com/jp/sumirenakazono/wakusei-candy
https://twitter.com/BuzzFeedJapan/status/907385790841454593
https://www.buzzfeed.com/jp/saoriibuki/miyagi-cat-torosan
https://twitter.com/BuzzFeedJapan/status/907318086667304960


エイがカワイイということを証明する画像たち

https://www.buzzfeed.com/jp/bfjapan/cute-stingrays-pictures-19 …
https://twitter.com/BuzzFeedJapan/status/907212365741129728

BuzzFeed Japan�認証済みアカウント� @BuzzFeedJapan · 9月11日 

普段もかわいいけど、ほっぺたパンパンの「貯リス」はもっとかわいいってことを証

明する写真

https://twitter.com/BuzzFeedJapan/status/907106480599564288

…「無駄な収集癖」は、やはり本能だったか…。（－－；）。

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月12日16:08
　

＞水星・金星に直撃したと思われる。

…あれ？…（＾□＾；）…。

「エルシャムリア遺跡」が崩壊し、

「ボルドムが崩壊の危機に瀕してダレムアスに攻め込んだ」って…、

この、タイミング…？？？？

（いやそんなはずは…根本設定が「全とっかえ」になっちゃうだろ…？？）

https://www.buzzfeed.com/jp/bfjapan/cute-stingrays-pictures-19
https://twitter.com/BuzzFeedJapan/status/907212365741129728
https://twitter.com/BuzzFeedJapan/status/907106480599564288
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12日16:12
　

…「恐ろしい時代」を、満喫しているもんだ…。
　　↓

BuzzFeed Japan�認証済みアカウント� @BuzzFeedJapan · 11分11分前 

食べ物であふれかえった冷蔵庫を、さくっと整理整頓しませんか？

https://twitter.com/BuzzFeedJapan/status/907499092980453377
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月12日16:32
　

０

６１

６８

６８…☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月12日18:11
　

０

６１

６８…７７…♪
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月12日18:12
　

………………

ぅわぁぁぁぁぁッ！（Ｔ■Ｔ；）！

モノガタリが！

増えた〜〜〜ッッ！！

　

　

 



（９月12日）　「なかのひと」エルさん！？

https://85358.diarynote.jp/201709121708445021/

（　沙魚　雨中　）

2017年9月12日 詩とか詞とか句とか歌とか、写真とか☆ コメント (1)
　

　 　

　

まず本日、これを「無料公開」処刑にさらしましたDEATH…ｗ
　　↓

http://p.booklog.jp/book/20552/read

春まだき　（３）

続きです。（＾＾；）中学３年生の一学期です。

……まじめに「受験生していた」はずなのに……　読み返してみると、なんでしょう
、この、大量の書き物の山は……（－－；）……☆

200円　43ページ
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：4,444
販売数：0

あったあった（＾＾；）

　　↓

　山のすそ野に　さしかかり

https://85358.diarynote.jp/201709121708445021/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=12
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file:///tmp/puboo/127517/454884/book/20552/read


　道を探して　足迷う

　いまだ　頂（いただき）　見えずとも

　いつか　この上　山の上

　空をあおいで　立たんとて

　一人　高みに　立たんとて

　いつか　この上　いつの日か

　心に念じて　足　運ぶ

　足をすべらせ　落ちようと

　霧に　迷って　泣こうとも

　いつか　高みに　着くだろう

　いつか　頂　見えるだろう

　心に念じて　足運ぶ

　一歩　一歩　と　足運ぶ

　わたしは　山に　登りたい

　　↑

この詩は自作ながら気に入っていて、ことあるごとに脳内で暗誦？しているのだが、

（そして「続編」も幾つか書いているのだが）



こんなに古かったか…ｗ

 
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月12日17:20
　

＞サキやマーシャたちと別れたくない!!

…ひでぇ…ｗ（＾＾；）ｗ…★

…今ごろになって、どっちも「なかのひと」エルさん！？

ギワクになるなんて…！ｗｗｗ

ｗ（＾■＾；）ｗ

 

https://85358.diarynote.jp/
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（９月12日）　102144年 神になる。

https://85358.diarynote.jp/201709122019372758/

…何かの「オツゲ」ですか、これ…？？　「被曝による中枢神経
系の損傷」。　（　沙漁　雨中　２　）⇒（終わり）。

2017年9月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=HSOtku1j600
【BGM】美しいピアノ音楽 2時間 

http://85358.diarynote.jp/201501241503134917

　　↑

…ｗ（－－；）ｗ…。

どうも「この日」から、「本格的に」「変成意識状態」（幻覚幻聴妄想）…に、

ハマッタもよう…。

あ、これは改めて、熟読しておいてね…？
　　↓

http://85358.diarynote.jp/201501271937014377/

肥満が激増している理由は「被曝による中枢神経系の損傷」。

2015年1月27日

War Is Over @kenshimada · 2時間2時間前 
いまだに食べて応援とか言ってる人には、安部首相から福島県・佐藤知事に出された

https://85358.diarynote.jp/201709122019372758/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201709122019372758/
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出荷停止品目を見せてあげてください。

http://ln.is/www.kantei.go.jp/sai/m4LC …

こうちあきお @akiokohchi · 2013年8月4日 
報道されていないが、つい先日の7/30に、政府から福島県に、膨大な数の出荷停止品
目の通達がなされていた。

汚染はまだ続いており、除染だ、風評被害どうのではなく、抜本的に対応していかな

いと。

http://fb.me/HeOaQBdp

…てことで、下記作業、２０１５年１月分の「仕切り直し」完了しました。
（＾＾；）

…ちょうどそこで、悠宙舞さんがこの曲かけてくれたわよ…ｗｗｗ
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=YVh91Ednqjw
『Full Album』Kimi no Na wa (Your Name) Amazing Soundtracks 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=1NKWop13q7I
Top 30 Two Steps From Hell Songs 

…どぉにも落ち着かないので、やむなく、２ステップ戻ることにしました…★

（ってことで、コレ分冊☆　沙魚雨中〜　）

　　↓

http://p.booklog.jp/book/117220/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－１

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年１月） 

https://www.youtube.com/watch?v=y8SUbCP-4QI
Top 30 Two Steps From Hell Songs (Vol.2) 

さぎょうちゅう副産物。（＾＾；）

　　↓

http://ln.is/www.kantei.go.jp/sai/m4LC
http://fb.me/HeOaQBdp
https://www.youtube.com/watch?v=YVh91Ednqjw
https://www.youtube.com/watch?v=1NKWop13q7I
file:///tmp/puboo/127517/454884/book/117220/read
https://www.youtube.com/watch?v=y8SUbCP-4QI


そして何故か？？（＠＠；）？？

勝手にコレを「検索」してトップ画面に表示しておいてくれたんですが…
https://twitter.com/search?q=%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA&src=typd

…あの…（＾＾；）…
何ですか、カミサマ。（＾＾；）

何かの「オツゲ」とかの類なんですか、これ…？？

　　↓

projim @projimsao · 14時間14時間前 
返信先: @tokyo_satokeiさん、@hiroki_raelianさん 

日本海に向け打ち込まれた北朝鮮ミサイルは北海道積丹半島沖に落下した。

そのすぐ先にある、北海道電力泊原発。この危険性を政府は伝えない。 
https://twitter.com/projimsao/status/907355003198758912

８２EXPRESS （多忙で休ツイ中） @vanningexpress · 9月9日 

岩内港から見た積丹半島と、泊原発１〜３号機でオマ

https://twitter.com/vanningexpress/status/906518318101622784

IWJ 実況ch1 @IWJ_ch1 · 9月9日 

105.末延氏「ましてや泊原発あたりだったらば、一時間ぐらいで、30キロ圏内ぐら
いだったら、汚染できますよね。札幌だって、5時間や10時間もあれば、放射能汚染で
きますからね。はっきり言って、

原発を大規模に破壊できれば、根室あたりまで放射能いきますよね」@iwakamiyasumi

エム（Behind the Days） @Behind_the_Days · 9月8日 

「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

https://twitter.com/search?q=%E6%B3%8A%E5%8E%9F%E7%99%BA&src=typd
https://twitter.com/projimsao/status/907355003198758912
https://twitter.com/vanningexpress/status/906518318101622784
http://bit.ly/2nZ6YGb


とがん」 斉藤武一・著 http://bit.ly/2nZ6YGb

稲荷 @inari_otya · 9月8日 

泊原発も下にあったんですね・・・・やばくないかそれ

さくや @saku_hozu81 · 9月8日 

活断層っぽいのが下にある泊原発の話でもします？？？

 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月12日23:42
　

チャーリーさんに釣られたｗ

　　↓

https://shindanmaker.com/746928

（本名）の人生

2029年 入院する
2045年 ニートになる
2060年 宝くじが当たる
2064年 就職
2103年 死亡 

え〜と…１９６４年生まれだから…

「１５０歳」の目標には、ちょっと欠けるかな…ｗ
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://shindanmaker.com/746928


　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月12日23:46
　

【きりぎりすの人生】

2030年 宝くじが当たる
2036年 ニートになる
2054年 病気になる
2075年 病気になる
2104年 行方不明になる

102144年 神になる 

…だいたい、当たってますね…ｗｗｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月13日0:00
　

予定オーバー…。

線量高すぎ！で意識もーろーとしてますね…

寝ます…
　

　

 

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


（９月13日）　「幻揺れ」体感…。

https://85358.diarynote.jp/201709130715413769/

【！ 泊原発 沖！】（深発地震）／【 札幌 ０．０６２ μ ！】★（
－－＃）★…（ 気温 １６℃ ）…。

2017年9月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)
　

　 　

　

（連日雨でヤケ起こした　作業栗鼠１匹目）

（…コレ、「著作権侵害」じゃないか…？？）
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=YVh91Ednqjw
『Full Album』Kimi no Na wa (Your Name) Amazing Soundtracks 

（むだに）お早うございます！

まだ０６：３６です！

ＰＣ起こしたのは０６：２９でした！

本日も雨！（－－；）！

「４連休！」の予定が、（ほぼ）全崩壊！

ヤケでさくさく！出発進行！したいと思いまーす…!!!!

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

https://85358.diarynote.jp/201709130715413769/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709130715413769/
https://85358.diarynote.jp/201709130715413769/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170913/85358_201709130715413769_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170913/85358_201709130715413769_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170913/85358_201709130715413769_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YVh91Ednqjw
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


2017年09月13日（水）【当日】 

01:00 0.040 0.037 0.039 6 
02:00 0.041 0.041 0.041 6 
03:00 0.041 0.038 0.039 6 

04:00 0.039 0.037 0.038 6 

05:00 0.045 0.041 0.043 6 
06:00

…本州や九州に比べれば何ほどのことはナイとは云え、きのう最高０．０６２μまでアガリまし

たし、被曝カナリア体質の私の機嫌と体調がイイはずはないですねッ★（－－＃）★

（昨日⇒コメント欄：http://85358.diarynote.jp/201709120734284718 ）

本日も断続的に強く降るだらだら雨。

…今日までなら、ガマンしようと思っておりましたが…

…明日も雨？！…だとう…ッ？？？！（ーー＃）！

べくれ雨だわ、寒いわで、御機嫌よろしくないですよ…ッ★

気温は現在の気温が＋１６℃。

予報「最高」気温が…１７℃…。

…（ーー；）…さいですか…。

気温が低いのに線量は高いって…そりゃ、新ワザだ…ッ★★

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
9月12日15時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が24箇所以上存在します

http://85358.diarynote.jp/201709120734284718


。

https://twitter.com/whitefood1/status/907492082901671936

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
9月12日9時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が208箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/907401290551922688

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
9月12日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/907378282424786944

ホワイトフード @whitefood1 · 9月11日 
9月12日3時31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://twitter.com/whitefood1/status/907310557283328000

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 7時間7時間前 
【チャーリーの人生】

2026年 死亡
#あなたの人生を超簡単にまとめる
https://shindanmaker.com/746928 

60歳でか…
おいらの人生設計は65歳やったんやけどなぁ…
てか簡単過ぎるやろ！www

　　↑

んで、昨夜やっちゃった結果がコレねｗ

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201709122019372758/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://twitter.com/whitefood1/status/907492082901671936
https://twitter.com/whitefood1/status/907401290551922688
https://twitter.com/whitefood1/status/907378282424786944
https://twitter.com/whitefood1/status/907310557283328000
https://shindanmaker.com/746928
http://85358.diarynote.jp/201709122019372758/


2017年9月12日23:42

チャーリーさんに釣られたｗ

　　↓

https://shindanmaker.com/746928

（本名）の人生

2029年 入院する
2045年 ニートになる
2060年 宝くじが当たる
2064年 就職
2103年 死亡 

え〜と…１９６４年生まれだから…

「１５０歳」の目標には、ちょっと欠けるかな…ｗ

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月12日23:46

【きりぎりすの人生】

2030年 宝くじが当たる
2036年 ニートになる
2054年 病気になる
2075年 病気になる
2104年 行方不明になる

102144年 神になる 

…だいたい、当たってますね…ｗｗｗ

（…うっかり2000年代の全キャラ名でやりそうでこわい…ｗ）

https://shindanmaker.com/746928


チャーリー（Lv51）さんがリツイート 

ノザキ(ノザキのコンビーフ)【公式】 @nozaki1948 · 21時間21時間前 

今朝、情報番組で、自虐キャッチコピーが流行っていると見かけました。

自社製品を自虐するなんて、信じられません…！！！
#自社製品を自虐してみた
https://twitter.com/nozaki1948/status/907401706039689216

　　↑

私もこういうセンスは大好きです♪ w

…あれ？ネット停まったわ…０７：０１…。？

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
そい @owo_dai · 9時間9時間前 

研修旅行は津別がオススメ(ﾎﾞｿｯ)

ファームステイなのに海の幸食べ放題、もちろん野菜も食べ放題

ホテル泊では豪華すぎるバイキング

しかも時期が秋だから気候も暑すぎず寒すぎず

そして世界遺産の絶景も見れるの！

観光も食べ物も全部揃った津別くそ楽しいよ

もはや私が行きたい

https://twitter.com/owo_dai/status/907585311458209792

　　↑

超〜「遠い」けどなｗ

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 8時間8時間前 
これだもん。

これ、どう考えてもおかしいでしょ。かつて（現ロシア）が、戦争で侵略した日本領

https://twitter.com/nozaki1948/status/907401706039689216
https://twitter.com/owo_dai/status/907585311458209792


だけど、どう考えても日本の北海道の領土ですよね。北海道の人も困ってる。沖縄の

問題と同じなんだけど、北海道の北方領土問題は日本国民が無関心な人が多い。ひど

いんです。ほんとはね。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/907614172451454976

　　↑

まちがってまーす！（－－＃）★

かつて松前藩（江戸幕府）が武力で侵略し、絶滅にまで追い込んだ、

【 アイヌ と オロチョン や ゲンダーヌ 達の領土 】でーす……！

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月13日7:33
　

０

６１

６９

３９…☆

高空に北風はいって、雲が切れてきた…♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月13日8:11
　

晴れた♪

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/907614172451454976
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13日11:38
　

…と、思ったら…（－－＃）…★

どんより曇っているのに、空気が乾いてきたら、

今度は変に「粉っぽい」悪空気が…★★★（＞＜。）★★★

「３１１後」の関東のようだよ…！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月13日11:39
　

そしてまたへんな「幻揺れ」体感…。

（ちょっと気絶してきます★）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月14日6:44
　

2017年09月13日（水）【前日】

01:00 0.040 0.037 0.039 6 
02:00 0.041 0.041 0.041 6 
03:00 0.041 0.038 0.039 6 

04:00 0.039 0.037 0.038 6 

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


05:00 0.045 0.041 0.043 6 
06:00 0.047 0.043 0.045 6 
07:00 0.044 0.040 0.042 6 

08:00 0.039 0.037 0.038 6 
09:00 0.037 0.037 0.037 6 
10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 

16:00 0.041 0.037 0.039 6 
17:00 0.041 0.039 0.040 6 

18:00 0.038 0.037 0.038 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.037 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
 



（９月13日）　人生は短い。時間泥棒は致命的、

https://85358.diarynote.jp/201709131957086164/

（　沙漁　雨中　）　（　りす　五里霧中…）

2017年9月13日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=7faK86EUlEU
創生のアクエリオン音源 

「２歩さがって３分の１戻る」までやりました…（＾＾；）…

　コレをね。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/117239/read
リステラス星圏史略

　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－２

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年２月） 

「上旬」までやったんだけど、睡魔さんが迎えに来ちゃった…。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 1時間1時間前 

北海道と東北は無くなってしまうんかのぅ…(T-T)

なんてねw
https://twitter.com/charlie24K/status/907899471438135297

https://85358.diarynote.jp/201709131957086164/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170913/85358_201709131957086164_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170913/85358_201709131957086164_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170913/85358_201709131957086164_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7faK86EUlEU
file:///tmp/puboo/127517/454884/book/117239/read
https://twitter.com/charlie24K/status/907899471438135297


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】
【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】

…（－－；）…。

特務機関NERV @UN_NERV · 27 分27 分前 

【群馬県 竜巻注意情報】
【栃木県 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【桜島 噴火に関する火山観測報 2017年09月13日 17:52】
13日 17時42分頃、桜島（昭和火口）で噴火がありました。噴煙高度は火口上1400m、
噴煙の流向は北東です。

（※　桜島、多すぎ　※）

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 

【宮古島地方 竜巻注意情報】

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 

明日（14日）の夕方頃から、東電福島原発からの風は関東に吹きます。

風は金曜日にかけて紀伊半島あたりまで到達する予報になっています。

https://twitter.com/cmk2wl/status/907827165600907269

https://twitter.com/cmk2wl/status/907827165600907269


宇宙天気ニュース @swnews · 7 時間7 時間前 

[記事] CMEによる太陽風の乱れが到来し、速度は650km/秒に高まりました。 

http://swnews.jp #swnews

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
my knack7  @ nindekensyou · 13時間13時間前 

秋田内陸南部今日は現時点で有感地震9回と多いです

分散してくれてるならOK

随時、経過を上げていきますm(_ _)m
https://twitter.com/7nindekensyou/status/907730174132621312

https://www.youtube.com/watch?v=c9V3FBJ8FoA
Wonderful movie soundtracks 

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年1月14日 

人生は短い。時間泥棒は致命的、

セージカ、ゲーノージン等々の情報はあなたに関係ない。

くだらない連中に自ら関わりを持つ必要はどこにもない。

読むべき本も、観察する力も、考えるべき時間も、すべて自分に与えられたもの。

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1505299800/1011-0010-101000-
201709131950.gif?t=1505300439
（１９：４０〜１９：５０）

 

http://swnews.jp/
https://twitter.com/7nindekensyou/status/907730174132621312
https://www.youtube.com/watch?v=c9V3FBJ8FoA
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1505299800/1011-0010-101000-201709131950.gif?t=1505300439


（９月13日）　爆睡魔が襲撃中。／ここは戦場だ。自分の運命は自分で切り開け。

https://85358.diarynote.jp/201709140005294558/

【 この記事、ガンガン拡散してほしい。 】／東海地方に出まく
っている真っ赤な夕焼けは天候激変の兆し／（沙魚鵜　秋涼〜）

。

2017年9月13日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=hP3S0G3rS90
【作業用BGM】テンションが上がるサントラ 最強にかっこいいアニソンメドレー Vol.2 

（承前）

例によって辺な夢を視て人間の赤ん坊とコーギー？捜索＆救出劇に一役果たした後、以前と違っ

て

「上下」（垂直）移動ではなく「河原を自転車で」（水平）異動して…「現実界に」戻って
きて…。

さっきの続き、「２月１５日」まで殺りました…（違？）
　　↓

http://p.booklog.jp/book/117239/read
リステラス星圏史略

　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－２

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年２月） 

発掘副葬品　ｗ（＾◇＾；）ｗ

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201502142122177968/
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いずいっと、みー？…（＠◇＠；）…
2015年2月14日 日常 
　

どわははははッｗ（＾◇＾：）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=Be9w8KA-6CA
キリギリス　ＫＡＮ　歌詞付き 高音質 

知らなかったこの曲！

「偶然」発見…ッ！ｗｗｗｗ

…あ、あと、今週はコレも「無料公開」したので、お立ち寄りくださ〜い…♪
　　↓

http://85358.diarynote.jp/201709121708445021/

http://p.booklog.jp/book/20552/read
春まだき　（３）

…あ、もっとヒマ？　じゃあこれ…？
　　↓

http://85358.diarynote.jp/?page=8&theme_id=12

…ｗ（＾＾；）ｗ…。

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1 時間1 時間前 
Typhoon Talim slams Miyakojima, Japan
http://www.asahi.com/articles/ASK9F5R1PK9FTIPE02B.html?
iref=comtop_latestnews_02 … #typhoontalim
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/907961994220732419

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 1 時間1 時間前 

https://www.youtube.com/watch?v=Be9w8KA-6CA
http://85358.diarynote.jp/201709121708445021/
http://85358.diarynote.jp/?page=8&theme_id=12
http://www.asahi.com/articles/ASK9F5R1PK9FTIPE02B.html?iref=comtop_latestnews_02
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/907961994220732419


ビートルズコピーバンド「パロッツ」のリーダー・吉井守さん、急性心筋梗塞で死去

　６２歳

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170913-00000183-sph-ent …
#病気怪我死亡芸能人著名人2017

cmk2wl @cmk2wl · 2時間2時間前 

ここは戦場だ。自分の運命は自分で切り開け。

ハンク　バイオハザード

中津川　昴 @subaru2012 · 4 時間4 時間前 

【米軍による北朝鮮侵攻作戦を真剣に考え始めているトランプ大統領】

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4 時間4 時間前 

今日は夕焼けのツイートが多いなwww

中津川　昴 @subaru2012 · 5時間5時間前 

東海地方に出まくっている真っ赤な夕焼けは天候激変の兆し。

台風の進路に気をつけよう。

OTL49 @sukipparanisake · 6 時間6 時間前 

爆睡魔が襲撃中。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170913-00000183-sph-ent


https://www.youtube.com/watch?v=456fxjBJ7Tw&feature=youtu.be
adieu『ナラタージュ』
（※作詞作曲：野田洋次郎／映画「ナラタージュ」主題歌）

rin_earthさんがリツイート 
志葉玲�認証済みアカウント� @reishiva · 11 時間11 時間前 

この記事、ガンガン拡散してほしい。志葉の記事を読んで他のメディアの記者も取り

上げるかも。過去に何回かそういうこともあったし。さっき、支援者の方に聞いたら

、難民シグナックさん、意思疎通ができない精神状態に。かなり追いつめられてます

。

https://twitter.com/reishiva/status/907811101676519424

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
山崎はるか @harusanda · 14時間14時間前 

23歳ぐらいのとき、ホントにお金なくって、「合法的に刑務所に入る方法はないか
」「そういう制度を作るべきではないか」と法務省に意見書を出したら、丁寧な返事

とともに

「刑務官募集」

のパンフレットが送られてきた。

就活に疲れ果てた学生を見抜いた、法務省の人事すごい。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月14日0:09

https://www.youtube.com/watch?v=456fxjBJ7Tw&feature=youtu.be
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寝まーす！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月14日7:19
　

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 

あなたはユニークでなければいけない。人と違ってもいい。

あなたの進む道で輝いていなければいけない。

レディ・ガガ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月14日7:34
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 4月8日 

あなたは自分の周囲に理由づけという緩衝器をつくる。状況がどうなっているかに目を開かなく

てもいいように。

あなたの行動というのは絶えず辻褄が合わない。だが、合理化という緩衝器があなたがその状況

を見ることを許さない。

オショー

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月14日9:09
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OTL49さんがリツイート 
アム @mammadiamina · 9月12日 
　

人類を奴隷にしたがる勢力が嫌がる話題が「輪廻転生」と「魂」の話題らしい。

この勢力はあの手この手でいろんなウソ情報を流してきた。

人類が魂のことに気づけば目覚めて、自分達が支配できなくなることを恐れているんだろうな。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月14日9:10
　　↑

（＠＠）そうなんだ？

じゃあ、いっぱい話すね〜…♪　（＾ｗ＾）／
　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（９月⒕日）　

https://85358.diarynote.jp/201709140657444766/

【 帯広 ０．０６２ μ 】／【 札幌 ０．０４７ 〜 ０．０３７ μ
】（ １６ ℃ ）。

2017年9月14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！（＾０＾）！

えぇｗ　もう一回聴きましょうか…ｗ
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=Be9w8KA-6CA
キリギリス　ＫＡＮ　歌詞付き 高音質 

（前項参照）ｗ

ＰＣ起こしたのが０６：３０ジャストでした♪

４連休の３日目。

今日こそ外出！…（＾＾；）！…と、空模様をにらんでいるところですが、

さて…。（ちょっとかなり…あやしい雲行き…？？？

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1505344800/1011-0010-101000-
201709140820.gif?t=1505345433
（０８：１０〜０８：２０）
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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09月14日 04:48】

北海道地方では、１５日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。

とにかく出るにしても籠るにしても、

積み残しの作業予定は山積み（あれ？）なんです…（＾＾；）…

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09月14日（木）【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 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

！（＾◇＾）！

昨日の夕方、いったん晴れたと油断した後でいきなり強い北風が吹いてきて…

短く激しい寒冷前線の驟雨が通りすぎた後…

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 

【胆振・日高地方 竜巻注意情報】
【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】

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


特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 

【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】

空気は、清涼です！　美味しいです…♪♪

（デモいま南風なので…（－－；）…油断はデキナイ…★）

…ありゃりゃ…（－－；）…★？
　　↓

ホワイトフード @whitefood1 · 27 分27 分前 
9月14日6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://twitter.com/whitefood1/status/908080689265774593

ホワイトフード @whitefood1 · 7時間7時間前 
9月14日0時03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/907983035743850496

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月15日6:52
　

2017年09月14日（木）【前日】
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 

https://twitter.com/whitefood1/status/908080689265774593
https://twitter.com/whitefood1/status/907983035743850496
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03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 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 0.038 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 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.038 0.037 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.038 6 
14:00 0.038 0.037 0.038 6 

15:00 0.040 0.038 0.040 6 

16:00 0.039 0.037 0.038 6 

17:00 0.043 0.040 0.042 6 

18:00 0.048 0.040 0.043 6 
19:00 0.048 0.043 0.045 6 

20:00 0.042 0.039 0.040 6 
21:00 0.040 0.038 0.039 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
 



（９月⒕日）

https://85358.diarynote.jp/201709140806255639/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月14日11:57
　

さっき（３０分くらい前？）から、いきなり変に心臓が拍動して、その後、呼吸が苦しい。

…(‾○‾;)…

酸素か気圧か両方か？足りてない感じ…

今度は何だッ？！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月14日13:05
　

空気と体調が変。(-”-;)

天気はもちそうだけど、遠出は断念。(∋_∈)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月14日19:10
　

けっきょく夕方も早い時間から、また本格的に降りだしたので…

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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…ｗ（＝－；）ｗ…

うかつに出歩かなくて、正解☆

　

　

 



（９月⒕日）　（とある国境警備隊長の突然死の話）（仮題）

https://85358.diarynote.jp/201709142119333119

（　沙魚　雨中　ふたたび。）（　秋涼　）。

2017年9月14日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=UJd5ldQXJdo
Captain Jack’s Theme 

あとの作業の整理の都合上、分冊したけど（＾＾；）

中身は同じ（重複）です。読まなくてもいいです…★
　　↓

http://p.booklog.jp/book/117264/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　６－６ー？

（とある国境警備隊長の突然死の話）（仮題） 

てことで、本日これ「２月２０日」までやらかして時間切れ…★
　　↓

http://p.booklog.jp/book/117239/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－２

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年２月） 

…短期間でどんだけ書き散らかしてんだワタシ…＜（〜”〜；）＞…★

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 

https://85358.diarynote.jp/201709142119333119/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170914/85358_201709142119333119_3.jpg
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我々にいちばん近いものは人間であり、あらゆる人の中であなたに最も近いのはあな

た自身である。あなた自身についての研究から始めなさい。

グルジェフ

https://www.youtube.com/watch?v=702dP7vDQhs
Doctor Who: Epic Soundtrack Music Mix for 50th Anniversary (Murray Gold) 

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1505392800/1011-0010-101000-
201709142140.gif?t=1505393435
（２１：３０〜２１：４０）

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 1 時間1 時間前 

そろそろジャガイモの収穫時期だと思うのだが、まだしてはいない。

のに、収穫した記憶がある…
（ちっちゃいの1個は採ったけど、記憶ではでかいやつ）
なんで？と考えてみたら、夢だったwww

思ってると 夢に出てくるよねー！w

それで作る料理の事まで考えてたしさ

ホワイトフード @whitefood1 · 4 時間4 時間前 
9月14日17時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が17箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/908252154099490817

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 9時間9時間前 

なんだかとても眠いんだ…

若干 寝不足だけど、それだけなのか 体感なのか…

https://www.youtube.com/watch?v=702dP7vDQhs
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1505392800/1011-0010-101000-201709142140.gif?t=1505393435
https://twitter.com/whitefood1/status/908252154099490817


どっちにしても 北海道は一週間以内にM5クラスはあるんだろうな(´；Д；`)

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 10時間10時間前 
んー、沈没したはずの北日本が浮上してる。

きっと次は北海道だ…
https://twitter.com/charlie24K/status/908158629311688704

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月14日21:45
　

…そぉいえば、モノゴコロついてから？

最初期の「夢」の話…を、どこにも書いてないんじゃないか…？

・「ナイアガラ（世界の果て）の滝」と河沿いの小屋と手作り指輪の話。

　　↑

（たぶん洋画版『オズの魔法使い』からインスパイア？した連続夢…）
（小学３年？）

そのまえの「ついてくるコビトさん」たちの話は？

まぁ、いろいろ「まだ書いてないエピ」は、いくらでもあるよな…（－－；）…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://twitter.com/charlie24K/status/908158629311688704
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2017年9月14日21:45
　

０６

１７

１００…♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月15日23:39
　

cmk2wl @cmk2wl · 9月14日
 
私の提案はこうだ。

あなたが第三次世界大戦を防止できると考えてはいけない

あなたが貧困を変えられると考えてはいけないということだ。

あなたが変えられるのは、あなた自身だけだ。

オショー

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年8月13日19:52
　

０６６

８

３００

ｖ（＾０＾）ｖ
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（９月15日）　

https://85358.diarynote.jp/201709150701161464/

【 本日休刊 】！（－－；）！／【 岩見沢 ０．０６８ μ 】／【
札幌 ０．０４８ μ 】（ １４ ℃）。

2017年9月15日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=n9tCN6XkN9Q
めぐりあい(1999ver.) 

おはようございます。０６：４４です。

札幌は＋１４℃…（＠＠；）…寒いです…。曇天。無風。

４連休の最終日…とはいえ、本日は大ッ嫌い！（－－＃）！な…

「不健康診断」の日…（－－；）…なので、

休みのうちには入らない…ような…（なので、「有給休暇」取得。ですが…★）

しかも夏の途中から（涼しくなったせいで）ダイエットは忘れていたし…
（ーー；）

先週は大洋爆発だわ今週は最高０．０６μの雨で３日間も振り込められて、予定していた源泉＆森

林浴 ♪ の健康メニューは未消化なうえに、運動不足！

…（－－＃）…★

どうも結果がよくないことカクジツですが…

https://85358.diarynote.jp/201709150701161464/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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情報チェックもする暇ないので「本日休刊」宣言ですが…（－－；）

とにかくさくさく逝ってきます…★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月15日（金）【当日】 
01:00 0.038 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.038 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

ホワイトフード @whitefood1 · 7 時間7 時間前 
9月14日23時53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://twitter.com/whitefood1/status/908342874076360705

ホワイトフード @whitefood1 · 13時間13時間前 
9月14日17時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が17箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/908252154099490817

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
9月14日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/908103061427585025

あまり当らないらしいｗ

　　↓

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/whitefood1/status/908342874076360705
https://twitter.com/whitefood1/status/908252154099490817
https://twitter.com/whitefood1/status/908103061427585025


チャーリー（Lv51） @charlie24K · 5時間5時間前 
宮城県沖M4.5か…
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20170915013728.html …
経由して来たわね！

次こそ北海道かしら？

（青森とか、更に経由するかもだけど…）

（前項参照）

https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw
Still love her(失われた風景) -TM NETWORK 

…なんかＰＣが、再起動するたんびに、昨日崩壊していくんですけど…？？
…（〜〜；）…
　

　

 
 
 

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7:01
　

2017年09月15日（金）【前日】
01:00 0.038 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.038 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 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 

https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20170915013728.html
https://www.youtube.com/watch?v=uTWPVsd3Huw
https://85358.diarynote.jp/
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10:00 0.037 0.036 0.037 6 
11:00 0.037 0.036 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.038 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 0.037 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 0.036 6 
22:00 0.037 0.036 0.036 6 
23:00 0.038 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.037 0.037 6
　



（９月15日）　リャマさんと、お会いして、お話までしちゃいました〜っ♪

https://85358.diarynote.jp/201709152257197371/

（　夜間工事　りす１匹目）

2017年9月15日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)
　

おばんです。２２：３３になるところです。

２１時前に無事帰投。何故か？時間を間違えていて目算よりも１時間も早く帰投してしまたので

、

その余分の１時間で出来る限りのことをします…☆

せっかく４連休を確保したというのに、予定が捗るところか、

逆に積み残した作業が増殖してる？ってどういうことなのでしょう…
ｗ（－－；）ｗ…。

とか慨嘆しつつ、ちゃっかり源泉かけ流してきましたよ…ｗ

今日は盛り沢山でした。（＾＾；）

０５時に目覚ましかけていつもの起床前手順で

０６時に起きてダッシュで小家事して朝ごはんは抜き！（ＴＴ；）で、

０６時半からパソって情報チェックして

０７時１５分からゴミ出しと外出準備して

０７時５５分出発。

０８時３５分病院着。検査受付して順繰り検査受けて、

０９時３０分頃から視聴覚検査（だけ！）で１時間も待たされて…
１０時３５分、検査終了。

１０時４５分、自転車で移動して東光ストアでタイヤキ購入。

（朝食抜きだったので！ダッシュで歩きながら喰いして！）

https://85358.diarynote.jp/201709152257197371/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709152257197371/


１１時３５分、メガネ屋着。壊れた読書用メガネの修理とそろそろ壊れそうなＰＣその他すべて

用メガネの予備を新調。（度数はそのまま）

１１時４５分、…食べるつもりで上階のラーメン共和国に初入国するも、…眺めて喜んでいる間
に１２時過ぎの超満員になってしまい、食事断念…（－－；）…

１２時過ぎから本屋その他のウィンドウショッピング…で時間調整
１２時４５分、メガネ屋でメガネ受け取り。

１３時東光ストアに戻って自転車移動

１３時３５分、病院に戻る。待たずに検査結果を聴き、

１４時１０分、かなり待たされて結果書類を受け取り。

１４時１４分、病院発。

ちょっとロスタイムして無駄に東光ストアに戻った後、結局移動しつつ

１４時５５分、イーアス札幌で食糧購入して出発。

…白石こころーど（サイクリングロード）を走りながら！（＾＾；）片手で、

〆鯖の巻きずしと焼きギョーザ１パックと緑DAKARA２リットルボトル、

という珍妙な組み合わせになってしまった朝食兼昼食券おやつ？…をたいらげながら、

１６時３５分？頃、森林公園温泉きよら着。（＾ｗ＾）ｇ

…３時間は浸かるつもりだったんですが、むしろ睡魔のほうが強かったので、予定よりだいぶ早
めにきりあげて…

１９時１９分、きよら発。

ダイソーで予定の買い物して（有機ウーロン茶とメガネチェーンは無かった！）

自転車のカゴと胃袋と在庫がすでに満杯だったので、予定のソバ屋とブクオフとコープは素通り

して…



２２時過ぎのつもりで帰宅して時計を観たらまだ

２１時過ぎだったよ。と…

ｗ（＾＾；）ｗ

さて。蛇足が過ぎました。情報チェックやりまーす！

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月15日23:05
　

あ、特記事項♪　（＾＾）

検査結果ききに行って待ってる時に「偶然」（＾ｗ＾）！

リャマさんと、お会いして、ちょっとだけどお話までしちゃいました〜っ♪

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月15日23:38
　

あ、ちなみに、札幌は現在、（特に幹線道路沿いは）

かな〜り！

「セシウムと崩壊ヨウ素の混成粉塵」が飛び交ってます…（－－＃）★

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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2011年春の関東くらいのレベルかな…ｗｗｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月15日23:45
　

23:45
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月15日23:51
　

０

６１

７１

７７☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月16日6:51
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
LN BB-45 @BB45_Colorado · 9時間9時間前 
返信先 @tezukakazさん 

まぁ、青森県と北海道南部だけに限定すれば、多少は意味あるでしょうけどね。もちろん、泊、

大間、東通、六ケ所村核施設は撤去ですわ。

浅はかな安倍自公と官僚の実態ですよ。

　

https://85358.diarynote.jp/
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（９月15日）　「 不健康 診断 」 結果 。

https://85358.diarynote.jp/201709152353326051/
　

…あ、ちなみに、「不健康診断」結果ですけどね…（＾＾＃）…★

噂には聞いていたけど、「甲状腺」検査が追加されてました…。

「さいきん増えてますから」だってさ…

そして！

「心臓に異常がある」と言われましたよ…えぇ！（－－＃）★

検索！⇒【 セシウム心筋症 】…（＞＜。）…

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 

「過疎地なので、家賃は2千台湾ドル/月〜（7400円）。90日までならビザ無しで大丈
夫です。でも便利なところではありません。最寄のスーパーまでバイクで15分かかり
ます。」

「やもりや蚊が家の中にもたくさんいるので、田舎暮らしが大丈夫な人でないと厳し

いかと思います。」

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 

台湾へ避難、帰化および農業従事者資格申請をしているメルマガ読者の方が、耕作放

棄地の一反で米作に成功して、玄米 7俵を収穫したそうです。
私たちも頑張らなくては…。

「避難したい方がいらっしゃいましたら、2家族程度でしたらすぐにも受け入れ可能
です。」



TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11 分11 分前 
教授（坂本龍一）が、数日前にテレビに久々に出てた。

深刻な表情だった。言いたい事は、１００％ 同感。「もう、こんな事を世界中で、や
ってたら地球は滅亡しますよ」と、かなり遠回しに言ってましたね。こういう事をわ

かる人と、わからない人がいますからね。

わからない人は無視して下さいね。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年10月13日 

核実験の時代には

　 ”雨に濡れるな” 

原発事故のこの時代には

　 ”水蒸気を吸い込むな” 

覚えておいてほしい。

　

 
 
 

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0:07
　

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 2時間2時間前 

田中龍作ジャーナル | 原発再稼働と反対派逮捕

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


http://tanakaryusaku.jp/2017/09/00016632 …

「11日、手ぶらで「原発再稼働反対」を唱えながら経産省外周の歩道を歩いていた男性が警察に
逮捕された。東京都公安条例違反（無届デモ）の現行犯だった。身柄は現在、警視庁本庁に。」

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月16日0:14
　

寝まーす！
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（９月16日）

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
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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
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（９月16日）　

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/
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…(-”-;)…

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）　

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。

午前５時の気温１４℃。
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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
https://tenki.jp/map/
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/909004671313879040


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
Rocky 4 Final Countdown

https://twitter.com/charlie24K/status/909147127871242241
https://www.youtube.com/watch?v=0LPJJwqIIFY&index=7&list=PL2MYymC23PuWKhM5mrWwuBKDULLxojQlV


 
　

　

 
 

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 

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

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


 
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 
08:00 0.037 0.036 0.037 6 

https://85358.diarynote.jp/
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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）　アルパカ狼さんの笑顔が観られた！

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

そして最後にちらっとだくだけどアルパカ狼さんの笑顔が観られた！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

…ので、あとのことはこの際もうどうでもよし！

まんが読んで

ごパン食べて

早めに寝ます！

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


(^-^)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。(^。^)

明日はどうなるかな〜っ？

┐(’〜`；)┌
　

　

 

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


（９月18日）　

https://85358.diarynote.jp/201709180648446859/

【 記録的 短時間 大雨情報 】／変な具合に欠測？してます。　（
未OTL）

2017年9月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=6_mhFuIPFMs
Patti LaBelle - Stir It Up (Beverly Hills Cop soundtrack) 

おはようございます。０６：３１です。早いです。（＾＾；）

札幌の気温１４℃。びしゃびしゃ雨。ほぼ無風。

降水確率９０％…。（－－；）

否応も無くバス痛に決定。３０分早く？出なくちゃならないので、今日は時間がありません…？

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09月18日（月）【当日】 
01:00 0.039 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 0.041 0.038 0.040 6 

https://85358.diarynote.jp/201709180648446859/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709180648446859/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170918/85358_201709180648446859_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170918/85358_201709180648446859_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170918/85358_201709180648446859_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=6_mhFuIPFMs
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


05:00 0.042 0.040 0.041 6 
06:00

…だというのに、ネットの反応がやたらと遅いです…（－－：）…★

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1505689200/1011-0010-101000-
201709180800.gif?t=1505689834
（０７：５０〜０８：００）

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 · 2時間2時間前 

【記録的短時間大雨情報】

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/deskpart/2017/09/18/82321.html

… 北海道渡島地方の西部では、午前4時10分までの1時間に知内町付近で約120ミリ、
木古内町付近で約10..
https://twitter.com/tenkijp/status/909502314360143873

…函館の斜面は滝だな…？

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 6時間6時間前 
TOHRU HIRANOさんがTOHRU HIRANOをリツイートしました

18日01時ごろは富山県で（980ヘクトパスカル）なんだけど、速度を上げてて、今日の
日中に北海道に上陸する時に勢力が、やや増して（970ヘクトパスカル：最大瞬間風
速45m）になると気象庁の予測で、米国でも、だいたいそんな予測してる。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 6時間6時間前 
結局 1時間以上寝てた？
まだ眠い…

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1505689200/1011-0010-101000-201709180800.gif?t=1505689834
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/deskpart/2017/09/18/82321.html
https://twitter.com/tenkijp/status/909502314360143873


TLは2〜3日溜まってる。

体感なの？

でかいのが来るか、そのうち目が覚めないまま…
なわきゃねー！w

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 8時間8時間前 
ねもい(ρ_-)o
why?

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11時間11時間前 
睡魔が全然抜けない…
てか寝てた。5時間www
北上するかと思われたものは、3歩進んで2歩下がっていて北海道までなかなか来ない
。

待ってるわけではないが、遅くて大きくなるなら早い方がいい。

寝る前にはTEC MAPがおかしな事になってたしなぁ…
https://twitter.com/charlie24K/status/909367632645648385

https://www.youtube.com/watch?v=i-jdhorGtQI
The Pointer Sisters - Neutron Dance 

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 9月16日 

津別峠、変な具合に欠測？してます(^-^;)
https://twitter.com/charlie24K/status/909147127871242241

https://www.youtube.com/watch?v=2Wgsj4eEd3Q
Axel Foley - Original disco ’80 (remix) 

しんちゃんさんがリツイート 

https://twitter.com/charlie24K/status/909367632645648385
https://www.youtube.com/watch?v=i-jdhorGtQI
https://twitter.com/charlie24K/status/909147127871242241
https://www.youtube.com/watch?v=2Wgsj4eEd3Q


cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 
返信先: @shinchann2008さん 

1粒だと思います。

ホットパーティクルの一粒を吸い込むかどうかでガンになるかどうかが決まる。

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 

「10年ほどここに住んでいますが、菜の花が秋に咲くのは見たことがないです。何か
がずれている、狂ってしまっている感じがします。2012〜3年にはガの大量発生があり
ましたが、その後にはとんとないのも不気味です。」

cmk2wl @cmk2wl · 20時間20時間前 

メルマガ読者「私は札幌在住です。最近、近くの空き地に菜の花が咲き乱れ、モンシ

ロチョウがたくさん飛んでおります。この時期たくさん出てくるはずのトンボは、ほ

とんど見ません。今日はじめて一匹目撃しました。思えば、夏もセミが鳴いていませ

んでした。」

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年4月8日 

般若心経の本当の意味。羯諦（ぎゃーてぃ）羯諦（ぎゃーてぃ）波羅羯諦（はーら

ーぎゃーてぃ）。人間は二回繰り返した事を３回目もあるだろうと予想する。そこで

違うフレーズが入ることで、意識に風穴をあける。深い意味があるのだ。

如何に人間が繰り返しに陥るかということ。生活もしかり。

https://www.youtube.com/watch?v=YxvBPH4sArQ
Bee Gees Stayin Alive (Extended Remaster) 

https://www.youtube.com/watch?v=YxvBPH4sArQ


TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 7時間7時間前

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/909436856118288385

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
so　sora @sosorasora3 · 10時間10時間前 
北海道ではどんどん廃線になっていってるような。

どれだけの労力をかけて敷いてきたものなのか、考えるとつらくなる。

枕木一本に一人埋まってるとまでいわれた北海道の鉄道史。悪名高いタコ労働、ダム

等の難所では生きたままの人柱の話も

https://www.youtube.com/watch?v=cbqfQ12V6_M
Flashdance - Maniac

 
　

　

 

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7:55
　

０

６１７

３３３☆

　

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/909436856118288385
https://www.youtube.com/watch?v=cbqfQ12V6_M
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月19日7:11
　

2017年09月18日（月）【前日】
01:00 0.039 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 0.041 0.038 0.040 6 
05:00 0.042 0.040 0.041 6 
06:00 0.043 0.042 0.042 6 
07:00 0.043 0.042 0.042 6 
08:00 0.044 0.043 0.044 6 

09:00 0.048 0.045 0.047 6 
10:00 0.048 0.047 0.048 6 
11:00 0.049 0.047 0.048 6 
12:00 0.048 0.045 0.047 6 
13:00 0.046 0.045 0.046 6 
14:00 0.047 0.043 0.045 6 

15:00 0.042 0.038 0.040 6 

16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.036 6 
18:00 0.037 0.036 0.036 6 
19:00 0.036 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 0.036 0.036 0.036 6 
23:00 0.037 0.036 0.036 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6
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（９月18日）　アルパカ狼さんとちょろっとだけだけどお話できたし、

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/
https://85358.diarynote.jp/
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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

アルパカ狼さんとちょろっとだけだけどお話できたし、

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、(^_^;)

そうそう、帰り際に副官Ｂさん（まぁもぅ仮確定？）とエレベーターから玄関までご一緒でき

たし…

o(^-^)o

https://85358.diarynote.jp/
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後のことは抹消！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月18日22:14
　

ちなみに副官Ｂ氏というのは私にとってキャゼルヌやフレデリカみたいな

地道で大事な事務系の仕事を黙々とこなしてくれていたアリガタイ部下の人で、

(^o^)／

もうひとりＢ氏の相方のアッテンボローみたいなキャラの副官Ａ君もいたんだけど…
(^。^;)

…どっかにいたら面白いなぁ…

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月18日22:17
　

あ、むしろフィッシャーかな？

Ｂ氏…(^-^)g
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（９月19日）

https://85358.diarynote.jp/201709190727494121/

（ 泊原発 ０．０ ５４ μ ）／（　札幌　最高 ０．０ ４９ μ。　
最低 ２０℃。）　（ルーティン作業栗鼠！）

2017年9月19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を再起動して画面に復帰したのが０７：００ジャストでした。

妖しい奇数並びの９月１９日。

さて今日は、どうなりますことやら…★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月19日（火）【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 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00
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…札幌は台風一過！の晴天。無風？

午前５時の気温が１８℃。ぐんぐん上昇中…（予報最高気温２６℃…！）

他の地域の被害はまだ調べていませんが、少なくとも札幌にとっては「恵みの雨」で…

先日のバカ挑戦の過誤実験いらいトンデモな微粉塵が飛び交っていたのが、

綺麗に洗い流されてくれて、空気が、だいぶマシっそよになりました…♪

！（＾＾）！

おかげさまで、まだしばらく札幌でぬくぬくしていられそうでーす…♪♪

（昨日の線量はこちらのコメント欄

　⇒http://85358.diarynote.jp/201709180648446859 ）

ホワイトフード @whitefood1 · 18 時間18 時間前 
9月18日12時51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
。

https://twitter.com/whitefood1/status/909625994809454592

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
9月18日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/909552608833970181

ホワイトフード @whitefood1 · 9月17日 
9月18日6時51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/909535322974777344

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 · 9月17日 
【記録的短時間大雨情報】

http://85358.diarynote.jp/201709180648446859
https://twitter.com/whitefood1/status/909625994809454592
https://twitter.com/whitefood1/status/909552608833970181
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http://www.tenki.jp/forecaster/diary/deskpart/2017/09/18/82321.html … 北海道渡島地方
の西部では、午前4時10分までの1時間に知内町付近で約120ミリ、木古内町付近で
約10..
https://twitter.com/tenkijp/status/909502314360143873

しんちゃんさんがリツイート 
きっこ @kikko_no_blog · 9時間9時間前 

「防衛省、北ミサイルに備えてPAC3を函館に配備へ」って、

国際宇宙ステーションよりも遥か上空の地上700キロの宇宙空間を

通過してるミサイルに、最大射程距離20キロのPAC3を配備って

「B29に竹ヤリ」よりも無意味じゃん！

安倍の「対策してます詐欺」も漫画レベルになってきたな（笑）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1505776200/1011-0010-101000-
201709190810.gif?t=1505776832
（０８：００〜０８：１０）

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 1 時間1 時間前 

台風一家の…
誰じゃ そいつら!? Σ(-�_-� )

えと、昨日の二十四軒は、あっという間に台風は過ぎて お買い物に出たが…
独り暮らしの量じゃない買い物（先日のと合わせて）をしてしまい、冷蔵庫はパンパ

ンwww
兎に角 自炊を続けなきゃ腐らせちまう…
どうしたもんか(··;)

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/deskpart/2017/09/18/82321.html
https://twitter.com/tenkijp/status/909502314360143873
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1505776200/1011-0010-101000-201709190810.gif?t=1505776832
https://pbs.twimg.com/media/DKCN2A4UEAAashx.jpg


https://pbs.twimg.com/media/DKCN2A4UEAAashx.jpg

　　↑

なんかすげェ「やらかすこと」似てる…ｗｗｗ

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月20日7:04
　

2017年09月19日（火）【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 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 

06:00 0.038 0.036 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 0.038 6 

11:00 0.040 0.038 0.039 6 

12:00 0.045 0.038 0.040 6 
13:00 0.045 0.043 0.044 6 
14:00 0.046 0.045 0.046 6 
15:00 0.045 0.042 0.044 6 
16:00 0.047 0.041 0.044 6 
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17:00 0.044 0.040 0.041 6 
18:00 0.045 0.039 0.041 6 

19:00 0.054 0.047 0.052 6 
20:00 0.053 0.047 0.050 6 
21:00 0.054 0.043 0.048 6 
22:00 0.053 0.046 0.049 6 

23:00 0.044 0.039 0.041 6 

24:00 0.039 0.038 0.039 6
　

 



（９月19日）　アルパカ狼さんが わざわざ 構いに来てくれたし♪

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20日）　アルパカ狼さんもな…（－－＃）…★

https://85358.diarynote.jp/201709200722594675/

【 積丹 ０．０ ７ ９ μ 】／肺炎（？）続出。⇒みんな喫煙者。@
北海道⇒【すい臓炎 】⇒【 胃に 異変 】／【 札幌 ０．０ ５ ４ μ
、１８℃。）。　（未map）

2017年9月20日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

★（－－＃）★

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ごろんごろん！（核いらん） @BoulderGorogoro · 9月18日 
ごろんごろん！（核いらん）さんがJUMPILIKEYOUをリツイートしました
本当にそう思う。

自分の職場でも、社員から肺炎（マイコプラズマ？）続出。

みんな喫煙者。

@北海道
https://twitter.com/BoulderGorogoro/status/909747183376728069

　　↑

アルパカ狼さんもな…（－－＃）…★

（自己管理が悪すぎるッ！！）

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 9月18日 
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台風一過で体調不良だと。

気圧の急激な変化で。

ぜんそくの症状だと。

検索⇒【　咳　被曝　】

https://twitter.com/search?q=%E5%92%B3%E3%80%80%E8%A2%AB%E6%9B%9D&src=typd
　　↓

Eiji Tsuboi @taooret · 9月18日 
@ayase_haruka_ch 仁以来のファン。お顔から健康診断。福島被曝疾患が！甲状腺機
能低下、

すい臓炎（胃に異変が出る）

右肺に水（咳が出る）横行結腸炎（下痢症状）右卵巣炎（生理止まる）はネット内オ

ーリングテストで確認出来ます。自然施療院道では毎日治療中です、電話をどうぞ！

Eiji Tsuboi @taooret · 9月13日 

最近で始めた被曝疾患は胸骨炎症です。咳が出る、心臓が変とか胸周辺がざわつく等

の症状が出ます。重篤化するとどうなるか？

膵臓炎症が１年程胃に異変を起こし、ピタッと止まった方、すい臓がん

に発展した例は出ています。炎症が悪性の場合は癌化する可能性があるようです。隠

ぺいで済まされません！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=Q-
lrwXjZMb4&list=PLJ8TG93kHx_ONkZTQmywIQdBWROinIETZ&index=9
Theme of Earth 

遅めの？おはようございます。０６：５３です。

３０分遅れで運行開始。再び３連休の初日。

https://twitter.com/search?q=%E5%92%B3%E3%80%80%E8%A2%AB%E6%9B%9D&src=typd
https://www.youtube.com/watch?v=Q-lrwXjZMb4&list=PLJ8TG93kHx_ONkZTQmywIQdBWROinIETZ&index=9


札幌は１８℃。ほぼ無風。かなり湿気。線量…高め…（－－＃）…★

それ異常に陽射しがギンギラギンです。太陽…ちょっと爆発してる…？？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月20日（水）【当日】
01:00 0.039 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

（昨日の線量はこちらのコメント欄）。

http://85358.diarynote.jp/201709190727494121

…波乱含みのお天気予報ですが、とりあえず予定はＰＣと家事と惰眠と原稿〜…っ☆

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 

【北海道地方 気象情報 2017年09月20日 05:00】

日本海側と太平洋側では、２１日にかけて大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河

川の増水に十分注意してください。北海道地方では、２１日にかけて竜巻などの激し

い突風や落雷、ひょうに注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · ９時間－２４時間前 

【十勝地方 竜巻注意情報】
https://twitter.com/UN_NERV/status/910197098380902400

【胆振・日高地方 竜巻注意情報】

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://85358.diarynote.jp/201709190727494121
https://twitter.com/UN_NERV/status/910197098380902400
https://twitter.com/UN_NERV/status/910191764169822208


https://twitter.com/UN_NERV/status/910191764169822208

【上川・留萌地方 竜巻注意情報】
https://twitter.com/UN_NERV/status/910156637524041728

【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】
https://twitter.com/UN_NERV/status/910152594663682048

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 13時間13時間前 
ゴロゴロ＃

https://twitter.com/charlie24K/status/910067473382236160

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 

【胆振・日高地方 竜巻注意情報】
https://twitter.com/UN_NERV/status/910131704534155264

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 13時間13時間前 

さっき、突然の具合の悪さに襲われた。

なんだろう…
体調は悪くないはず。

体感だろうか？

だとしたらかなりの…

去年の予言は当たらない事を祈っているが、最近 予兆が出始めた気がする。
東海地方に…
パトロールは怠りなくせなあかんな！

ホワイトフード @whitefood1 · 20 時間20 時間前 
9月19日11時21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/909965699652640768

https://twitter.com/UN_NERV/status/910156637524041728
https://twitter.com/UN_NERV/status/910152594663682048
https://twitter.com/charlie24K/status/910067473382236160
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https://twitter.com/whitefood1/status/909965699652640768


中津川　昴 @subaru2012 · 9月18日 

【低気圧や台風は震源に吸い寄せられるね〜】

平成29年09月18日00時34分 気象庁発表18日00時31分頃地震がありました。震源地は
北海道西方沖で、震源の深さは約10km、地震の規模はM3.7と推定
http://www.jma.go.jp/jp/quake/20170918003426395-180031.html …
https://twitter.com/subaru2012/status/909817847794110464

中津川　昴 @subaru2012 · 9月18日 

台風１８号が再上陸　北海道・留萌市では…
https://twitter.com/subaru2012/status/909713088550543360

中津川　昴 @subaru2012 · 9月18日 

【このまま行くと極東ロシア・サハリン、樺太に再上陸する可能性ありだ。

ロシアでは珍しいだろうな。そして大陸からの低気圧と藤原効果を起こせば、また迷

走するが、吸収すれば再発達するかもしれない。】

https://twitter.com/subaru2012/status/909648993465991170

中津川　昴 @subaru2012 · 9月18日 
【台風18号はその中心気圧が一度復活している。日本海で水蒸気の補給を受けたから
だろう。現在は札幌市付近にあって中心気圧は975hPa、中心付近の最大風速は30m/s
、最大瞬間風速は45m/s、北北東に向かって毎時50km/hで進行中】
https://twitter.com/subaru2012/status/909647634297610240

中津川　昴 @subaru2012 · 9月18日 

北海道　十勝地方で記録的な大雨

http://www.jma.go.jp/jp/quake/20170918003426395-180031.html
https://twitter.com/subaru2012/status/909817847794110464
https://twitter.com/subaru2012/status/909713088550543360
https://twitter.com/subaru2012/status/909648993465991170
https://twitter.com/subaru2012/status/909647634297610240
https://twitter.com/subaru2012/status/909636676762222595


https://twitter.com/subaru2012/status/909636676762222595

中津川　昴 @subaru2012 · 9月18日 

台風18号　北海道に2度目の上陸
https://twitter.com/subaru2012/status/909636311400669184

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
柴犬まる公式@小野慎二郎 @marutaro2000 · 9月18日 

柴犬がコメンテーター席に座ると和む事がわかった

https://twitter.com/marutaro2000/status/909763381388644352

https://www.youtube.com/watch?v=pw6pZ3kHnfw
谷山浩子　しっぽのきもち

　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月20日9:25
　

０

６１７
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月21日7:15
　

2017年09月20日（水）【前日】
01:00 0.039 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 0.037 0.038 6 

14:00 0.057 0.038 0.046 6 

15:00 0.063 0.053 0.059 6 

16:00 0.051 0.043 0.046 6 

17:00 0.041 0.038 0.039 6 
18:00 0.038 0.037 0.038 6 
19:00 0.041 0.039 0.040 6 
20:00 0.041 0.039 0.040 6 

21:00 0.051 0.044 0.049 6 

22:00 0.048 0.044 0.046 6 
23:00 0.047 0.044 0.045 6 

24:00 0.060 0.046 0.054 6

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


　

 



（９月20日）　逝ってしまった札幌です。／そのまんま、ネタに続きたいと思います
…

https://85358.diarynote.jp/201709201523535754/

「 トールハンマー、発射！」（違／やはりJアラートは茶番だ
った。

2017年9月20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- 

（前項）

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月20日14:06

人生初めて級の絶大な落雷と

同時に激しい雨。

ヽ（・＿・；）ノ

休みで良かったけど、

迂闊にＰＣつけられないぞ…？

(・ω・;)(;・ω・)

昼寝してたら物凄い雷鳴（直撃）音に叩き起こされてナニゴトかと思いましたが、カミナリが激

https://85358.diarynote.jp/201709201523535754/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709201523535754/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170920/85358_201709201523535754_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170920/85358_201709201523535754_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170920/85358_201709201523535754_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I


しい以外は普通に寒冷前線だったらしくて、時速１００kmくらい？でさくさく通り過ぎてくれま
した…

ちょっと様子を見てみましょう…（＠＠；）…

特務機関NERV @UN_NERV

· 7 分7 分前 
【山形県 竜巻注意情報】
【秋田県 竜巻注意情報】
【青森県 竜巻注意情報】

· 41分41分前 【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】
· 45分45分前 【青森県 竜巻注意情報】
· 45分45分前 【上川・留萌地方 竜巻注意情報】
· 48分48分前 【石狩・空知地方 土砂災害警戒情報 2017年09月20日 14:20】
· 51分51分前 【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】
· 57分57分前 【石狩・空知・後志地方 気象警報 2017年09月20日 14:12】
https://twitter.com/UN_NERV/status/910371118724284416

道道資料北海道  @routedata_north · 59分59分前 

大雨と雷及び突風に関する石狩・空知・後志地方気象情報第8号（9月20日14時38分・
札幌管区気象台発表）今後、土砂災害警戒情報や警報の対象地域は、拡大する可能性

あり。明日15時までの雨量は空知で100mm、石狩・後志で80mm。
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/306_02_412_20170920053818.html …

札幌のお天気 @sapporotenki · 1時間1時間前 
札幌市に大雨警報が発表されました。現在札幌市に大雨警報、雷注意報が発表中

です。21日未明まで低地への浸水に警戒してください。また土砂災害、突風、落雷に
ご注意ください。 #sapporo #tenki #札幌 #天気

FMおたるBABA @fmotaru_bb · 2時間2時間前 
札幌管区気象台からの情報です。小樽市に大雨警報（浸水害）・洪水注意報・雷注意

https://twitter.com/UN_NERV/status/910371118724284416
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/306_02_412_20170920053818.html


報が発令されております。これから外出される方はお気をつけください。

http://www.jma.go.jp/jp/warn/0120300.html …

· 2時間2時間前 【石狩・空知・後志地方 気象警報 2017年09月20日 13:39】
後志地方では、２１日未明まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してく

ださい。

· 2時間2時間前 【渡島・檜山地方 気象警報 2017年09月20日 13:38】
渡島、檜山地方では、２０日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。

· 2時間2時間前 【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】
· 2時間2時間前 【北海道地方 気象情報 2017年09月20日 13:10】
日本海側南部と太平洋側西部では２１日未明にかけて大雨による土砂災害に警戒して

ください。北海道地方では２１日にかけて低い土地の浸水、河川の増水、竜巻などの

激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

札幌のお天気 @sapporotenki · 4時間4時間前 
9月20日12時の札幌市内の気温は21℃から24℃。今日これからの天気は晴れ後雨。中
心部の最高気温は25℃の予想。現在札幌市に大雨、雷注意報が発表中。20日昼過ぎか
ら21日明け方まで土砂災害に、21日未明まで突風や落雷にご注意を。 #sapporo #tenki
#札幌 #天気

…べつに風は吹かなかった気がしますけど、それでも【 竜巻 注意 】なんですねー…

ねこやまだ @msao211 · 2時間2時間前 

また雷ゴロゴロきてます札幌市内

https://twitter.com/msao211/status/910361785064202241

サマ（札幌で子育て中） @midoriruuuuu · 2時間2時間前 

#雷 がすごくて食器棚で食器が鳴ってる

http://www.jma.go.jp/jp/warn/0120300.html
https://twitter.com/msao211/status/910361785064202241


佐々木舞湖都[マコト] @Makoto_dayodayo · 2時間2時間前 

#札幌 #市内 #大雨 #豪雨 #突風 #雷 #最悪 だあ!!
(ノ_＜。)
https://twitter.com/Makoto_dayodayo/status/910368872271884288

…おっと、これは昨日の…。（バイト中で避雷針完備の堅牢な建物内だったので、まったく観て
ない★）

　　↓

SＥＮ@9/29楽しみ〜 @UARRRFAbdrrkNUD · 4時間4時間前 
昨日の夜札幌で500回の雷だって
ｺﾜｲｺﾜｲ(∩´﹏`∩)

ねこやまだ @msao211 · 9時間9時間前 

おはようございます

きのうの雷でいろんなものが逝ってしまった札幌です

Wi-Fiはダメ、基地局やられたのかWiMAXもアンテナ1本でダメです
https://twitter.com/msao211/status/910254323942146048

風輪梨@おでライ札幌 初コス参加予定 @fuwary_min · 17時間17時間前 

雷の写真が撮りたくてねばってたら、１時間経ってた。

１時間の成果。

https://twitter.com/fuwary_min/status/910136874764603393

ゆめとく @yumetoku2628 · 18時間18時間前 
今の札幌駅、雷もすごい 
https://twitter.com/yumetoku2628/status/910114398043115521

https://twitter.com/Makoto_dayodayo/status/910368872271884288
https://twitter.com/msao211/status/910254323942146048
https://twitter.com/fuwary_min/status/910136874764603393
https://twitter.com/yumetoku2628/status/910114398043115521


よしの @bzbz · 18時間18時間前 

札幌雷すごい！ 
https://twitter.com/bzbz/status/910120918277513216

キッド＠草組お絵描き班 @GhostDrive01 · 18時間18時間前 
札幌は今、凄い雨！！！

落雷の撮影に成功！

https://twitter.com/GhostDrive01/status/910118338121969670

ねこやまだ @msao211 · 18時間18時間前 

今でっかい雷が落ちました札幌市白石区。

ねこやまだ @msao211 · 18時間18時間前 

数時間続いてる札幌付近の豪雨と雷、これ線状降水帯できてないか？ 
https://twitter.com/msao211/status/910112320646397953

なな@nanacocard_Fi · 18時間18時間前 
これさ、今の北海道の雷が落ちた場所ね

流石にわろた

札幌に中心的すぎる 
https://twitter.com/nanacocard_Fi/status/910122338447847424

桐原 @qrrik4 · 18時間18時間前 

札幌雷やばい！！！！！！！！ 
https://twitter.com/qrrik4/status/910119315742932994

https://twitter.com/bzbz/status/910120918277513216
https://twitter.com/GhostDrive01/status/910118338121969670
https://twitter.com/msao211/status/910112320646397953
https://twitter.com/nanacocard_Fi/status/910122338447847424
https://twitter.com/qrrik4/status/910119315742932994


虎ボルタ @tora_boru_ta · 19時間19時間前 
札幌雷凄い

あっちこっちで落ちてる∑(ﾟДﾟ) 
https://twitter.com/tora_boru_ta/status/910104159730360321

やすこ @yasukofujioka · 19時間19時間前 
毎分雷なってる。

#札幌#いまそら 
https://twitter.com/yasukofujioka/status/910102900256292864

ひとよ ゆめシン札幌ケ32 @hitoyo_ayase · 20時間20時間前 

あぶ、あぶな、外歩いてたらめっちゃ近くに雷落ちた 
確実に死んだと思って転んだ(TT）

Sana @pecorum11 · 21時間21時間前 

今の札幌。スローモーションなので音無でどうぞ

https://twitter.com/pecorum11/status/910076507787223040

ハヤト(ひっと) @Airy420 · 21時間21時間前 

いや、札幌雷落ちすぎだろwww
１０分でこれはエグい 
https://twitter.com/Airy420/status/910074117210087424

二郎　札幌　ヘルニア病上り @tikoyuzu · 21時間21時間前 

(・・;)
雨降り、雷　？

台風、戻ってきたのか？　( ; ゜Д゜)、ひどいっ 

https://twitter.com/tora_boru_ta/status/910104159730360321
https://twitter.com/yasukofujioka/status/910102900256292864
https://twitter.com/pecorum11/status/910076507787223040
https://twitter.com/Airy420/status/910074117210087424


https://twitter.com/tikoyuzu/status/910081732543619073

TVhテレビ北海道　ニュース @TVhnewsprogram · 21時間21時間前 
【石狩・空知・後志に竜巻注意情報】

１８時１２分札幌管区気象台

石狩、空知、後志地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況に。空の様

子に注意。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合、頑丈な建物内に移

動するなど、安全確保を。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意。

ちょこれーしょんは栃木に引っ越してきたよ @_chocolation_ · 22時間22時間前 

札幌勢が一斉に雷ツイートしてる

　（笑）

　　↓

和生 10/1札幌マラソンハーフ @sapporo_tourist · 22時間22時間前

ちょいと走ろうかと思ったけど、命の危険を感じる雨と雷

そして去年買った冬用の服がキツい…

Жめん子ちゃん∞ 札幌 満龍Ж @manryusapporo · 22時間22時間前

皮肉なモノね。

今日は走ろうと思っていたのに、雨どころか雷も鳴ってきたじゃない。命は大切にし

なきゃね。

止める勇気も大切よね。

うん、うん。

https://twitter.com/tikoyuzu/status/910081732543619073


札幌のお天気 @sapporotenki · 23時間23時間前

9月19日17時の札幌市内の気温は

18℃から20℃。

今夜の天気は雨後くもり。明日朝の中心部の最低気温は16℃と今朝より1℃高い予想。
現在札幌市に大雨、雷注意報が発表中です。土砂災害、落雷、突風にご注意くだ

さい。 #sapporo #tenki #札幌 #天気

札幌のお天気 @sapporotenki · 9月18日

札幌市に洪水警報が発表されました。現在札幌市に大雨・暴風・洪水警報、雷・濃霧

注意報が発表中です。低地への浸水、暴風、河川の増水に警報してください。土砂

災害、落雷、濃霧にご注意ください。 #sapporo #tenki #札幌 #天気

札幌のお天気 @sapporotenki · 9月17日

9月18日6時の札幌市内の気温は

13℃から14℃。

今日の天気は雨で暴風を伴うでしょう。中心部の最高気温は23℃と昨日より3℃高い
予想。現在札幌市に大雨・暴風警報、洪水・雷・濃霧注意報が発表中。低地への浸水

、暴風に警戒してください。 #sapporo #tenki #札幌 #天気

札幌のお天気 @sapporotenki · 9月17日

札幌市に強風、雷、濃霧注意報が発表されました。現在札幌市に大雨、強風、雷、濃

霧注意報が発表中です。 #sapporo #tenki #札幌 #天気



地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 

【M4.1】渡島半島 深さ170.2km 2017/09/19 21:36:45

　　↑

…台風で【 記録的 大雨 】喰らった上に…連日コレですか…？？？

…ｗ（Ｔ◆Ｔ；）ｗ…★

http://85358.diarynote.jp/201709200927335820

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月20日15:19

地震マップ @eq_map 

【M5.3】SOUTHERN PERU 92.6km 2017/09/20 14:26:08JST, 2017/09/20
05:26:08UTC

【M6.1】AUCKLAND ISLANDS, NEW ZEALAND REGION 10.0km 2017/09/20
10:43:30 JST[UTC+9]

【M5.0】EASTERN IRAN 10.0km 2017/09/20 09:08:15JST, 2017/09/20 00:08:15UTC

【M5.2】NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA 95.6km 2017/09/20 05:14:17
JST[UTC+9]

【M5.3】NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 34.2km 2017/09/20
05:18:07 JST[UTC+9]

【M7.1】PUEBLA, MEXICO 51.0km 2017/09/20 03:14:39JST, 2017/09/19
18:14:39UTC

【M5.0】RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 140.0km 2017/09/19 23:49:35
JST[UTC+9]

http://85358.diarynote.jp/201709200927335820


【M5.1】SOUTHERN IRAN 35.0km 2017/09/19 22:26:14JST, 2017/09/19
13:26:14UTC

…ぱねぇ…（＠＠；）…

（ついで作業）
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http://76519.diarynote.jp/?day=20070920
http://76519.diarynote.jp/?day=20060920

ユニキタ @unifhokkaido · 20時間20時間前 

北海道、札幌。2017年9月19日。

雷警報、大雨警報の中、700人の市民が集まりました。
安倍首相は臨時国会冒頭での解散で、未だ一向に果たされない国民に対する数々の説

明責任から逃げようとしています。逃さず、審判下しましょう。

#憲法変えるな総理を変えろ
#安倍は逃げるな
https://twitter.com/unifhokkaido/status/910084671718830083

http://85358.diarynote.jp/?day=20160920
http://85358.diarynote.jp/?day=20150920
http://85358.diarynote.jp/?day=20140920
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http://85358.diarynote.jp/?day=20100920
http://85358.diarynote.jp/?day=20090920
http://85358.diarynote.jp/?day=20080920
http://85358.diarynote.jp/?day=20070920
http://76519.diarynote.jp/?day=20070920
http://76519.diarynote.jp/?day=20060920
https://twitter.com/unifhokkaido/status/910084671718830083


OTL49さんがリツイート 
大袈裟太郎 @oogesatarou · 2日2日前 
大袈裟太郎さんが大袈裟太郎をリツイートしました

凍結中の菅野完さんの過去ツイートはこちらで読めます。

OTL49さんがリツイート 
大袈裟太郎 @oogesatarou · 2日2日前

菅野完さんのツイログ貼っておきます。

解散総選挙に向けたつぶやきは一読の価値ありです。

⇨　http://twilog.org/noiehoie 
2時間前までは穏便につぶやいていた模様。
#abexit
#ツイッターは凍結の理由開示を
#ノイホイ返せ
#大拡散希望
https://twitter.com/oogesatarou/status/909831264600915968

OTL49さんがリツイート 
渡辺一樹�認証済みアカウント� @_gl_hf · 2日2日前

日本会議の研究 (扶桑社新書)などの著者・菅野完さん @noiehoie のツイッターアカウ
ントが凍結されたもようです。さきほど、本人に取材したところ、「なんの経緯もな

くいきなりだった」「以前表示された警告メッセージは一切表示されなかった」との

こと。

https://twitter.com/_gl_hf/status/909826785512013824

OTL49さんがリツイート 
ばく〜忍者 @shitian321136 · 2日2日前 

菅野完 ( @noiehoie ) さんが永久バンされたようだ。なぜに？
https://twitter.com/shitian321136/status/909821083338948609

http://twilog.org/noiehoie
https://twitter.com/oogesatarou/status/909831264600915968
https://twitter.com/_gl_hf/status/909826785512013824
https://twitter.com/shitian321136/status/909821083338948609


OTL49さんがリツイート  
大袈裟太郎 @oogesatarou · 9月18日

解散総選挙前のこの大事な時期に、

菅野完さんのTwitterが永久凍結だそうです。
マジで、この国、どうかしてると思う。

#abexit
https://twitter.com/oogesatarou/status/909823305263194112

OTL49さんがリツイート 
キジトラニャンコ @kijitora0510 · 2日2日前 

モーニング・ショーの選挙の話の最中に、田崎史郎氏が、「これはあまり公になって

いないけれど、北朝鮮がミサイルを発射する数日前には連絡が入っているので、（選

挙応援に行ってたとしても）安倍首相は官邸に帰ってこれる」と漏らしてしまった。

やはりJアラートは茶番だった。

…休憩をはさみまして…（－－＃）…

そのまんま、ネタに続きたいと思います…（ちょっと違）

⇒http://p.booklog.jp/book/109754/read
⇒http://p.booklog.jp/book/108717/read#none

『　前アーマゲドン期　略史　（除・ファンタジー分野）　』　（＠たぶん高校「

政経」の授業中☆ w ）　
連載（2周目・最終戦争伝説） 

年代　　事　　項　（備考）

https://twitter.com/oogesatarou/status/909823305263194112
file:///tmp/puboo/127517/454884/book/109754/read
file:///tmp/puboo/127517/454884/book/108717/read#none


(21c.)「俺と好」

　10　〜ゆるやかに再軍国化。

　20　・領土拡大開始。
　　　・徴兵制、他国侵略反対の市民運動おこる。

　　　・市民運動徹底弾圧。強力な階級統制始る。

　　（・清瀬律子、朝日ヶ森院長就任。）

　30　・世界的な人口過飽和。
　　　・皇国の強制移住を皮切りに本格的な宇宙開発進められる。

　40　・軍事圧制下、ゲリラによる地下活動続く。
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（９月20日）　…もぉどぉしょぉもない「 中２病 」ながら…

https://85358.diarynote.jp/201709201705354559/

（　沙魚雨中　遊泳　中断…　）　（＾＾；）　（寝る★）

2017年9月20日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

はい。これ「一旦完了」しましたです。（＾＾；）

　　↓

http://p.booklog.jp/book/117239/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－２

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2015年２月）

…被曝超過と雷の帯電？疲れで爆睡魔が来てるので、一旦寝落ちしまーす…！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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】

OTL49さんがリツイート 
上原善広 @yosihiro96 · 9月17日 

先日「今は右翼的に政権寄りに書けば、ネットでも話題になるし仕事も増えるのに」

と意見される。先の大戦前のマスコミの右傾化も、最初はそうした主張がよく売れた

のが始まりだったのかなと思う。

　　↑

https://85358.diarynote.jp/201709201705354559/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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まずまた「昔の恥」を「無料公開」処刑にしましたですｗ

　　↓

http://p.booklog.jp/book/21251/read
『　春まだき　（４） 』（中学３年２）

中学３年②「ＦＲＥＥ　ＴＯＬＫ　ＮＯＴＥ」と、タイトルが書いてあります……　
ＴＡＬＫ　だろッ☆　（＾＾；）”……☆（５／１９〜７／５） 
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：4,790

…もぉどぉしょぉもない「中２病」ながら…
…「政治的思想性」の根っこだけは既に揺らがず確立していた？点は、

ちょっくら自慢です…ｗ（＾ｗ＾；）ｗ…☆

…ではまた本命沙魚鵜の続きを採ってきます…☆

…と、思ったら、おっとっと…（＾＾；）…★

【発掘副葬品】が…ｗ
　　↓

５／２９

　だれだったんだろう

　わたしの友と

　ただ一人の友と　なるべき人は？

　だれだったんだろう

　顔をよく見なかった

file:///tmp/puboo/127517/454884/book/21251/read


　夢を見たんだ

　夢の中で

　わたしはレイであり鋭だった

　仲間たちと過去へ行った

　世界は…　もっとも古い文明が滅び

　ようやく第二段階が始まろうとしていた…

　夢の中で　わたしは仲間たちと　わかれた

　どこへ行ったのだろう　!?

　－　そんな時

　少年院で　彼女に会った

　彼女はさびしかった

　彼女はすさんでいた

　そして　彼女もただ一人の人を待ちつづけて

　わたしを選んだ

　わたしは気づかなかった



　大勢で走りまわったゲームの

　楽しかったこと

　他の少女を愛した

　でも少女は　永遠の人ではなかった

　ふとしたことでわかれ

　再び少年院へ

　わたしは自分の国へ帰る

　道を探そうと思った

　遠くの地に

　タイムトラベラーがいるという

　荒野は危険だった

　わけのわからぬ巨大生物たち

　だが　わたしなら行ける

　わたしは過去の人間より

　なみはずれたジャンプ力があった

　知識もある



　一人で旅立とうとした

　危険な旅へ

　彼女はついてくるといった

　脱出の夜に

　あなたがおいていったら

　自力でついてくるといった

　彼女こそただ一人の友だった

　すさんだ心の

　さびしくあらあらしく

　そして　限りなくやさしく強い乙女

　だれだったんだろう

　わたしの友と

　なるべき人は

　顔を見なかった

　不良っぽい



　さびしい人だった

（※　わたしはレイであり鋭だった）

　＞　http://p.booklog.jp/book/20017

…『前史』に放り込んでおきます…☆
⇒http://p.booklog.jp/book/117103/read
　

　

…ネタだらけだな…ッｗ
　　↓

http://85358.diarynote.jp/201109202211551114/

　えぇとね。

　昨日一緒に働いてくれた新人（？）さんは、実はスタッフになるわけじゃなくてボ

ランティア（援農）の人らしい。

　そして、ここに住むかどうかとかいう話は「これから考える」というながれの話ら

しい。

　そして。

「失礼にならない程度にこちらの目をのぞき込みながら、安心させるように話す」か

んじとか。が……

　えぇ。

「わたしの記憶にある、とてもよく知っていた人」に、よく、似ている気がします…
…

file:///tmp/puboo/127517/454884/book/20017
file:///tmp/puboo/127517/454884/book/117103/read
http://85358.diarynote.jp/201109202211551114/


（明日は他の人が来るので会えません。残念！☆★）

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 

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月20日19:41
　

…今度はしのび足で温暖前線が来た…★（－－＃）★

…気温と湿度と…線量が上がる…ッ★
　

　

 

https://www.youtube.com/watch?v=zzCoUvYES6o
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（９月20日）　主よ、助けてくれとは申しません。私の邪魔をしないで下さい。

https://85358.diarynote.jp/201709202019238376/

【 岩見沢　０　． １ ３　μ 】。（－－；）。

2017年9月20日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　　　　　　　　　 　 　

…おわったなぁ…。

ホワイトフード @whitefood1 · 1 時間1 時間前 
9月20日19時03分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が220箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/910444308595073025

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1505904600/1011-0010-101000-
201709201950.gif?t=1505905236
（１９：４０〜１９：５０）

ひびゆう @everosegin · 10 時間10 時間前 

今日から通行可能になった国道114号線
車内でもこの線量( ´ﾟдﾟ)

頭いたい

https://85358.diarynote.jp/201709202019238376/
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https://twitter.com/everosegin/status/910308614018973697

cmk2wl @cmk2wl · 1時間1時間前

バカバカしいね。溶融デブリに水かけたってどうすることもできないし、そもそも福

島原発構内に東電の連中がいなかったと自衛隊の証言もある。

崩壊熱に水をかけても意味がないし、溶融デブリに対しては言わずもがな。

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52931 …

記事そのものに意味がない。

https://twitter.com/cmk2wl/status/910444898788114432

https://www.youtube.com/watch?v=Tex4yHy9wAY
運動のための最高の音楽、スポーツ、エレクトロニカ2016
やる気のジムでのエクササイズ 

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 

主よ、助けてくれとは申しません。私の邪魔をしないで下さい。

ポセイドン・アドベンチャー

https://twitter.com/cmk2wl/status/910385909337436160
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（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年０９月）

（下旬）
 
 
 
 
 



（９月21日）　「 微力を尽くして 」匍匐前進を…。

https://85358.diarynote.jp/201709210725468408/

【 岩 見 沢 ０． １ ３ μ 】／【 札幌 ０．０ ６３ μ 】（ １８ ℃
）／主よ、助けてくれとは申しません。私の邪魔をしないで下

さい。

2017年9月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

　 　

　

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 

（前項参照）遅めのおはようございます。

ＰＣ起こしたのが０６：５９でした。

３連休の２日目。（＾＾；）

札幌はド晴天。太陽はギンギラギン。（－－；）午後からまた雷雨かな…？？

陽射しにつられてたちこめる水蒸気の放射性異臭がものすごくて気分が悪くなってますが、おそ

らく被曝カナリアや化学物質過敏症でない「不通のひと」たちは、何も気づかず、対策も防御も

せずに、吸気被曝をしまくっていることでしょう…。

★（－－；）★

でも、昨夜おそくにガンバッテ洗った洗濯物が東の窓辺で直射日光を浴びて湯気をたてていま

すし、

きのうは雷雨で掃除どころじゃなかったんで、今日は予定２日分の家事が山積みですし…

https://85358.diarynote.jp/201709210725468408/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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　死ぬまでは　生きるがつとめ　きりぎ・りす

なので…⇒http://85358.diarynote.jp/201410240723248392/

（あッちょっと違ったｗ）

お気に入りの目覚まし音楽をかけながら、

（眼には涙を浮かべながら、でも）、

今日も「微力を尽くして」匍匐前進を続けたいと思います…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月21日（木）【当日】 

01:00 0.062 0.054 0.059 6 

02:00 0.052 0.043 0.047 6 
03:00 0.053 0.045 0.050 6 

04:00 0.044 0.039 0.041 6 

05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

（画像１参照）⇒

精神的ショックなだけでなく実際問題として眼や鼻の粘膜が痛くて涙が出てるんですが。（

－－；）

気温１９℃。ほぼ無風。空はものすごい乱反射ブルーです。

http://85358.diarynote.jp/201410240723248392/
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


これたぶん「太陽のせいです」も、何か出てんな…？？

…（〜〜；）…★

…あ”らあ”ら…（－－＃）…★

ソレどころじゃなかったわ…？？　⇒次項に続く…。

ホワイトフード @whitefood1 · 6 時間6 時間前 
9月21日1時11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/910536859071082497

ホワイトフード @whitefood1 · 12時間12時間前 
9月20日19時03分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が220箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/910444308595073025

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 29 分29 分前 
テレビをつけると安室奈美恵のニュースばかりやっている。

ほっといてやれよ！

良かったね！の一言でいいじゃん…
虎は死して皮残すって言うけど、安室は死んでないし曲は永遠に残るんだから♫

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 

主よ、助けてくれとは申しません。私の邪魔をしないで下さい。

ポセイドン・アドベンチャー

https://twitter.com/cmk2wl/status/910385909337436160

https://twitter.com/whitefood1/status/910536859071082497
https://twitter.com/whitefood1/status/910444308595073025
https://twitter.com/cmk2wl/status/910385909337436160


cmk2wl @cmk2wl · 9月19日 
誰かに尋ねに行く必要はない。

自分の生が正しい道を進んでいるか否かの基準は、あなたの内側にある。

どうして他人があなたのために決められる？

その様なことは誰にもできない。

オショー

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年12月3日 

安室奈美恵も京都移住か…。

そうだよ、まだ間に合う。

cmk2wl @cmk2wl · 9月19日 

たった今やることが違いを生むんだ！

映画：ブラック ホーク ダウン

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月21日8:36
　

…地震関連情報が、やたらと重い…（遅い）…（－－；）。
　

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9月21日9:19
　

酷い空気がキテる。（ＴＴ；）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月21日9:36
　

いま揺れた？　めまい？？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月22日6:57
　

2017年09月21日（木）【前日】

01:00 0.062 0.054 0.059 6 

02:00 0.052 0.043 0.047 6 
03:00 0.053 0.045 0.050 6 

04:00 0.044 0.039 0.041 6 

05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.037 0.036 0.037 6 
07:00 0.037 0.036 0.037 6 
08:00 0.037 0.036 0.036 6 
09:00 0.037 0.036 0.036 6 
10:00 0.037 0.036 0.036 6 
11:00 0.037 0.036 0.036 6 
12:00 0.037 0.036 0.037 6 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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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 0.037 0.037 6 
17:00 0.037 0.037 0.037 6 
18:00 0.037 0.037 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 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 0.036 0.037 6 
23:00 0.038 0.036 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
　



（９月21日）　「都合の悪いことはすぐ忘れる」。

https://85358.diarynote.jp/201709210846154816/
 
　

OTL49さんがリツイート 
白井瑶（しらいよう） @shiraiyo_ · 9月18日 

「酔っ払った時にすることは本人が普段したくても出来ないこと」説を信じている

ので、

付き合う前に「今まで1番酔ってやらかしたことは？」と聞くと

早めに地雷を回避できるかもしれないよ(この手の話題嬉々として話す人多いしね)

弱い立場の人に暴言吐いて絡んだ、とかはけっこうアウトだなって思う

　　↑

…「記憶にございません」…＜（〜”〜；）＞…★
　　↑

目撃者談：「ぃゃ、覚えてないなら聞かないほうがいいよ？　人間には知らなくて済むなら知ら

ないほうがいいこともあるしねぇ…？」
　　↑

…ナニをやらかしたんだ自分！？？？？！（＠◆＠；）！？

（ていうか、「都合の悪いことはすぐ忘れる」が、チェックポイントか…？？）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709211157249385/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月21日12:00
　

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


…昼食＆昼寝休憩をはさみまして…

午後からは家事と！「投稿用」原稿に、とりかかります…ッ！
（希望）

 
 



（９月21日）　（ のこされたエルの物語 ）

https://85358.diarynote.jp/201709211747319467/

（　寝　ま　ー　す　！　）⇒（　沙魚鵜　暗中模索　迷走座

礁中…）

2017年9月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

　 　

　

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

イキオイで１コ分冊。（＾＾；）

　　↓

http://p.booklog.jp/book/117422/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル
８－３　『惑星 《 白 》 の物語』 　（中身は１頁だけ☆）

んで、結局、「やりやすいとこ」だけやってました…★
　　↓

http://p.booklog.jp/book/113938/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル
８－１－２　（ のこされたエルの物語 ）（仮題） 

http://p.booklog.jp/book/117418/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１５－３（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2015年３月） 
　　↑

（３月１０日まで終了）

https://85358.diarynote.jp/201709211747319467/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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　　↓

http://p.booklog.jp/book/116517/read
復讐は、ビシソワズ。　（二年目）

（以下、先にやってた作業）

　　↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

再び惨状。いや参上。（＾＾；）

コンバンワにはまだ早くて、

コンニチワではもう間抜けな？１７：１１です。

札幌は昼ちょっと「また荒れるかな？」という勢いで雲塊が通過していった以外は予報を無視し

てずっと晴天。午後からしばらく強い北風が吹き荒れて、汚染水蒸気を一掃！…してくれて、現
在たいへん美味しい空気に戻りました…♪

びば札幌！（＾＾）！

てことで、机の上をのたのたと片づけながら、

コレをにらみつつ…
　　↓

http://lanove.kodansha.co.jp/award/rookie/

講談社ラノベ文庫新人賞

主な対象読者を10代中盤〜20代前半男性と想定した長編小説。
ファンタジー、学園、ミステリー、恋愛、歴史、ホラーほかジャンルを問いません。

日本語の縦書きで、１ページ40文字×34行の書式で100〜150枚。
Webでの応募　書式、枚数、用紙サイズは郵送応募とおなじです。
2018年5月10日（当日消印有効）
●1次選考通過者以上の方には評価シートをお送りします。

file:///tmp/puboo/127517/454884/book/116517/read
https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk&list=RDbZ_BoOlAXyk
http://lanove.kodansha.co.jp/award/rookie/
http://lanove.kodansha.co.jp/award/challengecup/


http://lanove.kodansha.co.jp/award/challengecup/

ラノベチャレンジカップ

主な対象読者を10代中盤〜20代前半男性と想定した長編小説。
ファンタジー、学園、ミステリー、恋愛、歴史、ホラーほかジャンルを問いません。

日本語の縦書きで、１ページ40文字×34行の書式で100〜無制限。
Webでの応募　書式、枚数、用紙サイズは郵送応募とおなじです。
2017年10月31日（当日消印有効）

●2次選考通過者以上に担当編集者が付きます！

http://wh.kodansha.co.jp/newface/

講談社ホワイトハート新人賞

ホワイトハートにふさわしい小説であれば、ジャンルは問いません。

A4サイズの用紙１枚につき、40字×40行（縦書き）の書式。80枚〜100枚程度。
9月末日（当日消印有効）

　　↑

※いつも「年２回」やってるから、その次は２０１８年３月末（たぶん）。

http://kodansha-novels.jp/mephisto/manuscript/index.html

メフィスト賞

エンタテインメント作品(ミステリー、ファンタジー、SF、伝奇など)。書き下ろし未発
表作品に限ります。

パソコン等で作成の上、1ページ目にタイトルと作者名を明記。縦書き、1段組、1行40
字×40行で85〜180枚とします。

　　↑

（随時受付）

…さて…？ｗ（＾＾；）ｗ？

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

http://wh.kodansha.co.jp/newface/
http://kodansha-novels.jp/mephisto/manuscript/index.html


☆　プロの作家になろう。ということは決めている。

☆　当面「講談社」単願。ということも決めている。

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

入口は、どこを狙うか…？？

https://www.youtube.com/watch?v=jvipPYFebWc&list=RDbZ_BoOlAXyk&index=10
Roundtable Rival - Lindsey Stirling 
　　↑

…ちょうどそこへ、大好きなコレが（悠宙舞さん自動推奨で）かかったよ…♪

もちべアゲアゲ〜♪　！（＾－＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=5VzprYCxPBQ&list=RDbZ_BoOlAXyk&index=18
Hallelujah- Lindsey Stirling- #aSaviorIsBorn 

…う”〜ん。（＾＾；）落ちた…★
　　↓

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

まぁそりゃそーだろー…ｗ（＾＾；）ｗ…（でも楽しかったｗ）

 
　

 

コメント

https://www.youtube.com/watch?v=jvipPYFebWc&list=RDbZ_BoOlAXyk&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=5VzprYCxPBQ&list=RDbZ_BoOlAXyk&index=18
https://estar.jp/_ofcl_evt_outline?e=151279
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月21日20:40
　

…顔を洗うと

「水道水で顔の表皮がベクレて痛い」…（－－；）…。

洗濯と入浴は延期で〜…★（〜〜＃）★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月22日0:41
　

はやッ！

　↓

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　８－３　『惑星 《 白 》 の物語』

閲覧数：1
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月22日7:37
　

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 

人のために生きたいと心の底から思っている。

そういう感情は土台なんだ。人が人であるための。

軽くみてはいけない。

映画：インターステラー

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年9月22日8:53
　

『 地球 再統一 』ネタだ…♪
　　↓

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 10時間10時間前 
sinwanohate・レイジさんがChihiro Muranakaをリツイートしました

やらなければいけないことを聞かれ、まず第一に社会的弱者や公平性に言及する首相って、本当

に羨ましい。日本もいつかそういう日が来るのか？

　　↓

　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Chihiro Muranaka @chivillain · 9月20日 

ca カナダのTrudeau首相が残り2年の任期で達成したいことについて語りました。

日本語字幕を付けたのでぜひご覧ください。

日本に必要なのもきっと彼のような人。国民への説明責任を果たさず、カンペがなければ会見に

も臨めない、日本語の読めない、心のない政治家ではなく... 
https://twitter.com/chivillain/status/910484329805074433
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月26日7:56
　

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 

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/chivillain/status/910484329805074433
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


 



（９月22日）　カラスが。

https://85358.diarynote.jp/201709220714509068/

【 札幌 ０．０６２ ⇒ ０．０３７ μ 】（…＋１２℃…！）／中国
当局が【 日本行き観光ツアー 制限 】通達。

2017年9月22日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (10)
　

　 　

　

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。３０分遅れで運行開始しました。０６：５１です。

札幌はド晴天。直射日光（の乱反射）が右頬に突き刺さってる痛みを感じます…（－－；）。

午前５時の最低？気温は　＋１２℃　まで下がりました…。（＾＾；）

現在はぐんぐん上昇中。　＋１４℃　までアガリマシタ…。

３連休の最終日。家事の予定はまるごと積み残し。ｗ（＾へ＾；）ｗ

まずは家事かたづけと明日の通勤に備えて自転車回収に、傾注したいと思います…★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月22日（金）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 

https://85358.diarynote.jp/201709220714509068/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709220714509068/
https://85358.diarynote.jp/201709220714509068/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170922/85358_201709220714509068_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170922/85358_201709220714509068_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170922/85358_201709220714509068_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=w9da1fTPIm4
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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

！（＾ｗ＾；）！

（昨日の分は⇒http://85358.diarynote.jp/201709210725468408/ 
　コメント欄）

ホワイトフード @whitefood1 · 9月20日 
9月20日19時03分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が220箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/910444308595073025

これ札幌の商業圏は、マジまずい！（＠＠；）！

　　↓

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 16時間16時間前 
JUMPILIKEYOUさんが岡三マンをリツイートしました

あっけなくインバウンドブームが終わってしまうかな

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/910804965609791488

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月22日8:08

http://85358.diarynote.jp/201709210725468408/
https://twitter.com/whitefood1/status/910444308595073025
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なんかカラスが、ちょっと異う鳴き方してる…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月22日8:11
　

　　↑

餌のありかを告知してるとかじゃなくて、数km先の東西の仲間とリレー形式？通信的に、
なんか「不安そうなサイン」を送り合ってる…かなり先のほうまで伝達されているのが聴こえる
。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月22日8:12
　

東が鳴いて、うちの隣りの屋根の上のが鳴いて、西１kmくらいの転送が聴こえて、その先？の声
までかすかに聴き取れる…

激しくなった。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月22日8:12
　

頭上のは西へ飛び去って、西の声だけ聴こえる。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月22日8:14
　

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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はるか西へ去っていった。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月22日8:15
　

東から「警戒鳴き」している次の鴉がやって来た。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月22日8:16
　

ちょっと変な鳴き方だな、やっぱり。（＠■＠；）…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月22日8:19
　

東のほうから変な（嫌な？）圧力？…を、感じる…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月22日9:48
　

カラス西から戻って来た。なんか機嫌は悪そう。

…何があったのかな〜…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年9月23日7:10
　

2017年09月22日（金）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 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 0.036 0.037 6 
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 0.037 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 0.036 0.037 6 
19:00 0.038 0.036 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.036 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
　

 



（９月22日）　「もし、生まれ変わって、やり直せるなら」。

https://85358.diarynote.jp/201709220828157669/
 
https://www.youtube.com/watch?v=YcYf3fOY-L8
ケツメイシ　手紙〜未来 

OTL49さんがリツイート 
戸田 信子 @nobuko_toda · 22時間22時間前

日本人は人の財布は盗まないが、人の時間は平気で盗む。／ドラッカー

強烈な言葉。

時間の使い方をフリーランスになってからよくやく気づいた。

会社にいるときよりも仕事の効率は上がり収入も増えて働いている時間は減った。

自分の大切な人達や大好きな趣味や仕事に優先的に時間を使う事が大事。

https://www.youtube.com/watch?v=gA3-gntIpcU
日本人の心に響く、ムヒカ大統領の庭先スピーチ 
　　↑

「もし、生まれ変わって、やり直せるなら」

　私は、まさに、こういう人になりたい…。

（でも腹はひっこめたい…ｗ）

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

やはりいつか（一度は）

https://www.youtube.com/watch?v=YcYf3fOY-L8
https://www.youtube.com/watch?v=gA3-gntIpcU
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU


ウルグアイへ行こう！

「歴史に名を遺した」…あの土地へ！

https://www.youtube.com/watch?v=-ChZaEs46ZM
『奇跡 〜大きな愛のように〜』　さだまさし 

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月22日21:47
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

行きは豊平河畔を歩きで自転車回収して２０時までには戻るつもりが、何故か？(^。^;)
２１時半になりましたが、まぁ買い物運はそこそこ良かった？

ので、まぁご愛敬。

被曝超過で予定は積み残し過多な３連休でしたが、体調と精神状態はあまり崩さずに済んだので

、

それだけでも良しとしましょう。(^_^;)

１０８円まんが読んで

半額キョウザと

半額カボチャ煮食べて、

早めに寝ます！

(^。^;)
　

https://www.youtube.com/watch?v=-ChZaEs46ZM
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22日21:50
　

札幌は１６℃。ほぼ無風。

街中は天気のわりには人出が少なかった？ように思いますが、

札幌ビール園の前にはタクシーが並んでたし…

皆さん金曜日で晴れたから、

それぞれ繰り出したのかな…？

(^_^;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年3月11日11:46
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
輝2112  @ Hkr · 3月9日 
返信先: @sinwanohateさん 

私も妊娠して体質が変わり柔軟剤の匂いを嗅ぐだけで気分が悪くなるようになりました。

本当に周りで使ってる人が多くなかなかカミングアウト出来ませんが

このような症状は子供から大人まで悩んでる人が多いのも事実。

本当に早急に規制してほしい…。
https://twitter.com/2112Hkr/status/972046198004568065
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2018年3月11日11:53
　

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 3月9日 
渡辺一彦小児科医

　

「ある商品が原因になって一定の人たちが健康被害を受けることが確実なとき

その商品はたとえ大多数の人たちにとって有益だとしても欠陥商品だ。

そのような商品を開発・販売することは企業倫理として許されるのだろうか」

https://twitter.com/sinwanohate/status/971950461413597184
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年3月11日12:00
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
梅香 @sweetrabitsun · 3月8日  
渡辺一彦小児科医

「CSの誘因は皮膚・粘膜に接触した、また脳内に侵入した化学物質であり心因性ではありま
せん」 

https://twitter.com/sweetrabitsun/status/971751724670009345
　

　

 

https://twitter.com/sinwanohate/status/971950461413597184
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（９月23日）　（こんなの初めて！）

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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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170923/85358_201709230717118358_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=VEu5mT3XD2s
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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！）

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（９月24日）　…エルさん…ｗ(^。^;)ｗ

https://85358.diarynote.jp/201709231538594746/

…まんじゅう屋…？(・ω・;)(;・ω・)？

2017年9月23日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (7)
　

ここしばらく隔離イヤガラ席でヒヤメシ喰わされてた反動なのか

はたまた営業成績が堂々３位♪にランクインしたからなのか

？…(・ω・;)(;・ω・)…？

両隣がレインリリーさんとムー眠。

向かいに副官Ｂさんと、コージーコーナーちゃんと

…エルさん…ｗ(^。^;)ｗ

まんじゅう屋が開業できそうです…♪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23日22:21
　

先ほど無事故で帰投。(^。^;)

札幌は再びシツコク雷雨。

(-”-;)

https://85358.diarynote.jp/201709231538594746/
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風がないのが救いですが、近所の藻月寒（もつきさむ）川が警戒水位を超えてしまったらしく、

私の帰宅時を狙ったかのように？

しばらくサイレンが鳴り響いていました…★

(・ω・;)(;・ω・)

（まぁうちは距離もあるし３階だし、すぐには関係ないと思いますが…

そして例によって私が帰宅して一息ついたタイミングで、ますます雨足が強まりました…ｗ

σ(^◇^;)。。。晴れ女！

賢くルート選定して大回りしたおかげで、濡れベクレは最小限で済みました。(^。^;)

食糧と飲料はガッツリ買い込んであるし〜…♪

(‾ー+‾)ニヤリ

まんが読んで

ごはん食べて

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23日22:24
　

ちなみにバイト中の脳内音楽が何故か？

谷山浩子の「子猫のみる夢」でした☆

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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消防車が複数出動してます。

川沿いの家は長い夜になりそうです…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月23日22:26
　

違うな。

「しっぽの気持ち」のほうだ☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月24日7:36
　

…エスパッション・シリーズで…

いつもずっとサキやレイがソレル女史のことを、

「いまいちナニ考えてるのか、判らない人だ…」と、思っているのは、知っていたのですが…

ようやく判りましたよ…（＾＾；）…★

ソレル女史＝私、なら…

…イマ私が感じているような隔絶感を、感じて黙っていたワケですね…★

…ｗ（＾■＾；）ｗ…。

　

んで？

ドク・マリアって、もしかしてアルマンディン兄さま？

https://85358.diarynote.jp/
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ミズ・クラレンは…副官Ｂさんじゃないよな…。誰だ…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月24日8:21
　

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 
返信先: @cmk2wlさん 
　

今ではストーカーがどこにでもいる。

 
ナルシスト系：拒絶した相手にストーキング。

 
サイコパス系：自分の感情・欲望を相手の感情と無関係に押し付ける。

 
タイプに共通するのは拒絶に対する過度に敏感な反応。

甘え、思い込み、欲求不満を攻撃に替えて解消する等々。

自分がそうだとは気がつかない。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月24日8:22
　

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 

チェルノブイリ事故後、数年してから「ストーカー」という言葉を聞くようになった。

「メンタルがどうの」は 25年ぐらい前からだったか…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月24日8:24
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cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

楽観主義者には青信号しか見えていません。

 
同じように悲観主義者には赤信号しか見えていません。

 
でも、賢者には両方の信号が見えているのです。

シュヴァイツァー

　

 



（９月24日）　蛍光灯となるも猫尾となるなかれ…！（＾＾；）ｗ…

https://85358.diarynote.jp/201709240729249246/

【 泊原発 ０．０５８ μ 】／（ 札幌 ０．０５５ μ、１６℃〜　）
／農薬残留農薬基準超えキュウリ回収。（2017.9.21.北海道新聞
夕刊）。　（時間切れ）

2017年9月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=e3tyFhO-5c4
谷山浩子／猫のみた夢 
　　↑

（前項コメント欄参照）

おそようございます。（＾＾；）

ＰＣ起こしたのが既に０７：１１。ＰＣの反応が異様に遅く、すでに０７：１４でございます。

札幌は午前６時に１６℃。ここでン？と思ったかたはツウですね？

そうです。１時間寝坊してます。てか、意図的？に…

昨夜まんがが面白過ぎたんです！（＾＾；）！

最初の１話だけ読んで寝落ちしようと思っていたやつを、ぐいっと引きこまれて

１冊ぜんぶ読んじゃいまして…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

寝るのが午前２時になっちゃったんで、健康管理のため、５時起き予定の目覚ましを６時にずら

しまして…

https://85358.diarynote.jp/201709240729249246/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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いつもの目覚まし儀式？のほうを半分省略して６時半から小家事をやってて、

この時間です…（＾＾；）ｗ…

しかも！

本日晴天！ほぼ無風…！

JOの辞書に、こんな天気の良い日にバスに乗る、なんて選択肢は載ってないので…ｗ

徒歩通勤に決定です！

…ってことで、１時間寝坊した挙げ句に、１時間早く出なくちゃいけない、というね…

（え？　ゆうべの雷雨で、自転車放置して帰ってきたから、ですよ…？）

さくさく生きまーす！

https://www.youtube.com/watch?v=pw6pZ3kHnfw
谷山浩子　しっぽのきもち 
　　↑

この気持ちは、私にはワカリマセン…（＾＾；）ｗ

蛍光灯となるも猫尾となるなかれ…！（＾＾；）ｗ…

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月24日（日）【当日】 
01:00 0.039 0.037 0.038 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.036 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.036 6 
06:00

https://www.youtube.com/watch?v=pw6pZ3kHnfw
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


sinwanohate・レイジさんがリツイート 
なつ @natcha_nrera · 9月21日 

農薬残留農薬基準超えキュウリ回収。レイチェルカーソンが沈黙の春で警鐘を鳴らし

た農薬の１つ。数十年使われていなかったが土壌に残っていた。

2017.9.21.北海道新聞 夕刊
https://twitter.com/natcha_nrera/status/910961540521631744

https://www.youtube.com/watch?v=iAp90rppd80
猫が行く - 谷山浩子

 
　

 

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8:06
　

…ネット停まって動かん…（－－＃）★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月24日8:34
　

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 

 

https://twitter.com/natcha_nrera/status/910961540521631744
https://www.youtube.com/watch?v=iAp90rppd80
https://85358.diarynote.jp/
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意識は河だ。ガイドブックを持ち歩かないことだ。

 
ゆっくりゆっくり、自然発生的に、油断なく、敏感に、トータルにそれぞれの瞬間へ動いてゆき

なさい。

 
なぜなら、明日はないからだ。次の瞬間は存在しないからだ。

 
人はそのようにして、いつの日かは蒸発する。

 
オショー

　

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
https://85358.diarynote.jp/201709240806533427/

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7:02
　

2017年09月24日（日）【前日】
01:00 0.039 0.037 0.038 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.036 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.036 6 
06:00 0.037 0.036 0.037 6 
07:00 0.037 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 0.036 0.037 6 
09:00 0.038 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.036 0.037 6 
11:00 0.037 0.036 0.036 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 0.036 0.037 6 

https://85358.diarynote.jp/
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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 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
 



（９月24日）　…アルパカ狼さんもリャマさんも居なくて淋しいよ〜ん…★

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）
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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。(^_^;)

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
 
　

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。

　　↓

　

https://85358.diarynote.jp/
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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。
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25日）　もちべはアルパカ狼さん遭遇確率のみです…

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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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月26日7:09
　

2017年09月25日（月）【前日】
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（９月25日）　そして私は完無視されましたｗ

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/127517/454884/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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https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


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

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/umekichkun/status/911815184317943809
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

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）　

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！）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月27日7:04
　

2017年09月26日（火）【前日】
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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）　

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27日）　「今日こそ原稿着手！」

https://85358.diarynote.jp/201709270713342921/

（ 札幌 ０．０３８ μ。 １６℃ ）。　（未NERV）

2017年9月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=WSOc6AEJOBM
【作業用BGM】強く カッコイイ主人公・
最強にかっこいいアニソンメドレー 1時間耐久 

おはようございます。０６：５６です。再び３連休の初日。（＾＾）

札幌は直射日光が強烈な晴れ。気温１６℃。怪しく冷たい南風。乾燥。

予報は夕方から降水確率８０％…（ーー）…

体調は昨日からずっと続いている左側の偏頭痛を除けばおおむね良好。

精神状態は短時間ながらよく眠れたのでリセットされてニュートラル。

もちべは「今日こそ原稿着手！」に向かってテンション上がってます。

さくさく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) 
2017年09月27日（水）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 

https://85358.diarynote.jp/201709270713342921/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709270713342921/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170927/85358_201709270713342921_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170927/85358_201709270713342921_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170927/85358_201709270713342921_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=WSOc6AEJOBM
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

…おや？（＠＠；）

あっという間に、どんより曇ってきましたよ…？？

んで…

昨日・一昨日と、やたら「からだが重い。疲れる…」？（〜〜；）？…と、思っていたら…

例によって私がほぼ完全に地震で騒ぐのを忘れていたすきに、

揺れましたか。「ほぼＭ６」発震…。（⇒次項）。

★【更新停止中】★⇒https://twitter.com/charlie24K
 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月28日7:40
　

2017年09月27日（水）【前日】

01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 

https://twitter.com/charlie24K
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


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 0.038 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.038 0.037 0.038 6 
14:00 0.037 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 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 0.038 6 
19:00 0.038 0.037 0.038 6 

20:00 0.047 0.037 0.041 6 

21:00 0.066 0.053 0.061 6 
22:00 0.065 0.062 0.064 6 
23:00 0.064 0.059 0.061 6 

24:00 0.057 0.051 0.054 6
　

 



（９月27日）　「世界が回った」。

https://85358.diarynote.jp/201709271748271382/

（　沙魚　宇佐　異界　）⇒（　沙魚　雲丹　奈良　内　）

2017年9月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

https://www.youtube.com/watch?v=ruX0v7KZ7XQ
NieR: Automata Epic OST - [Music Collection] 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1506503400/1011-0010-101000-
201709271810.gif?t=1506504036
（１８：００〜１８：１０）

（下段参照）↓

とりあえず何とか動き始めてくれたので、

今週はコレを「無料公開処刑」にさらしました…☆
　　↓

http://p.booklog.jp/book/21063/read
『春まだき　（５） 』
　　↑

中３です。

はっきり言って、今とあまり変わり（進歩）が有馬温泉…（＾＾；）…★

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…ブクログの反応が、異様に遅くて、作業にならない…★（－－＃）★
（１７：２５）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709271748271382/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1506503400/1011-0010-101000-201709271810.gif?t=1506504036
file:///tmp/puboo/127517/454884/book/21063/read


…と、ＤＮに書き込もうとしたら「この頁は表示できません。」になって、
２０分くらい待たされた…（－－＃）★
（１７：５０）

すべてのネットが一時停止してたようだけど、地震とかは無かったもよう…

ナニゴト？？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

これか！

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【関東甲信地方 気象情報 2017年09月27日 16:02】
関東地方を中心に、２８日明け方から朝にかけて雷を伴った非常に激しい雨が降り、

大雨となる見込みです。低い土地の浸水、土砂災害、河川の増水や氾濫に警戒してく

ださい。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

札幌以外は？ほぼ全国的に？

神鳴ってる…？？

（１７：５７）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4 時間4 時間前 
今、耳鳴りはしなかったけど、一瞬で気圧が変わった！

なにかな？

　

 
　

 
 

コメント



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月27日21:05
　

なんか「世界が回った」（揺れた）ら、ブクログが停まった…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月27日21:33
　

土砂降ってます。(-”-;)

ベクレ高そう★(∋_∈)

空気がヨウ素崩れ味でマズイ★

(`ヘ´)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月27日21:35
　

０.０６６μ！（＞＜。）！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月28日6:15
　

おはようございます。(^_^;)

そのまま気絶寝落ちして、

気がついたら０５：５８でした。(-.-;)
　

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


　

 



（９月28日）　無い造形…

https://85358.diarynote.jp/201709280746106267/

【 稚内 ０．０ ８ ８ μ 】／【 札幌 ０．０ ６ ６ μ 】！（
－－；）！。…（＋ １３ ℃…。）　（作業　遅延中　りす１
匹目）

2017年9月28日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=hP3S0G3rS90
【作業用BGM】
テンションが上がるサントラ 最強にかっこいいアニソンメドレー Vol.2 

あらためまして、再度、おはようございます。（＾＾；）

前項コメント欄参照。

その以前から延々「激睡魔」に襲撃されてはいたのですが、

「…作業目標がもぉ１ヶ月も！遅れているのよぉ…っ！」と、

意地をはって眠気を追い払って、作業してたんですが…（＾＾；）…。

で、あと２時間ガンバッテ「３月」分まで終わらせるつもりでいたんですが…

あまりにも眠くてダルイので「３０分仮眠」のつもりで横になり…

予定の２２時の目覚ましで起きた時にウッカリ、「０．０６６ μ 」の数値を観てしまい…ｗ（
－－；）ｗ…。

https://85358.diarynote.jp/201709280746106267/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709280746106267/
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https://www.youtube.com/watch?v=hP3S0G3rS90


そのまま気絶（＾＾；）して、気がついたら歯も磨かないまま午前６時であったというね…★

…ま、ひっさーーーーーしぶりに！

８時間も！「まとめて」爆睡したので…

吸気被曝も最低限で済みましたし、無い造形…もとい！内臓系は元気になったので、まぁ、良し
としましょうか…。

ｗ（－－；）ｗ…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月28日（木）【当日】 

01:00 0.050 0.043 0.046 6 

02:00 0.043 0.042 0.043 6 
03:00 0.046 0.043 0.044 6 
04:00 0.046 0.045 0.045 6 
05:00 0.045 0.042 0.043 6 

06:00

…（－－＃）★

（昨日の分はこっちのコメント欄に…）
⇒http://85358.diarynote.jp/201709270713342921

んで。

午前６時の外気温は１３℃。（＾＾；）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://85358.diarynote.jp/201709270713342921


明日の予報最低気温…９℃！………って………！

（まだ！９月…ッ！！）（＠■＠；）！

………あ、０７：４５に、なっちゃいました〜！！！

ホワイトフード @whitefood1 · 3 時間3 時間前 
9月28日4時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が358箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/913128935856021504

ホワイトフード @whitefood1 · 9時間9時間前 
9月27日22時42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://twitter.com/whitefood1/status/913036226336133120

ホワイトフード @whitefood1 · 15時間15時間前 
9月27日16時33分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が234箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/912943287119384577

ホワイトフード @whitefood1 · 15時間15時間前 
9月27日16時33分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が176箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/912943268219854849

…ん”…？（〜〜；）？？

「六ヶ所村の保管プールが」（昨日の地震で）割れた？のか…？？？

（⇒次項に続く…！）

 
 

https://twitter.com/whitefood1/status/913128935856021504
https://twitter.com/whitefood1/status/913036226336133120
https://twitter.com/whitefood1/status/912943287119384577
https://twitter.com/whitefood1/status/912943268219854849


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月29日6:53
 
　

2017年09月28日（木）【前日】

01:00 0.050 0.043 0.046 6 
02:00 0.043 0.042 0.043 6 
03:00 0.046 0.043 0.044 6 
04:00 0.046 0.045 0.045 6 
05:00 0.045 0.042 0.043 6 
06:00 0.040 0.038 0.039 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 
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 0.037 0.036 0.036 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 0.037 6 
24:00 0.037 0.037 0.037 6
　

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


（９月28日）　重力波（光速で伝わる時空のゆがみ）。

https://85358.diarynote.jp/201709281948517032/
　

 

のんスケ @nonsukezaemon · 1時間1時間前

重力波ちょっとだけ調べて見た。

53倍の大きなブラックホールって…(o_o)

で、太陽質量3倍分のエネルギーって…磁気嵐みたいに影響ないのかな

AFPBB News�認証済みアカウント� @afpbbcom · 2時間2時間前

観測史上4例目の重力波（質量を持った物体が運動した際に光速で伝わる時空のゆがみ
）が検出。今回の重力波は、2つのブラックホールの衝突によって生じたものだという
。

https://twitter.com/afpbbcom/status/913320644296761344

Yahoo!ニュース 速報や地震情報も�認証済みアカウント� @YahooNewsTopics · 8時
間8時間前

【重力波 欧州で初の観測に成功】

アインシュタインが約100年前に存在を予言した「重力波」について、欧州での初の観
測に成功。重力波の観測は今回が4回目。 
https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/913227055931604999

ライブドアニュース�認証済みアカウント� @livedoornews · 8時間8時間前

1000RT：【未知へ迫る】アインシュタインが予言した「重力波」、欧州で初観測
http://news.livedoor.com/article/detail/13672872/ …

地球から18億光年離れた場所で、太陽の31倍と25倍の重さを持つ二つのブラックホー
ルが合体して発生したとみられる。

https://twitter.com/livedoornews/status/913226801391927296

https://twitter.com/afpbbcom/status/913320644296761344
https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/913227055931604999
http://news.livedoor.com/article/detail/13672872/
https://twitter.com/livedoornews/status/913226801391927296


　　↑

…ゆうべ一瞬「世界が回った！」感がした、アレかな〜？？？

…（＠＠；）…？

GIGAZINE(ギガジン)�認証済みアカウント� @gigazine · 6時間6時間前

ブラックホール合体で時空が揺れる重力波の検出を確認、3つの検出器による初の立体
的な位置特定を実現

https://twitter.com/gigazine/status/913260152249131008

国立天文台�認証済みアカウント� @prcnaoj · 6時間6時間前

【重力波推進室】「ブラックホール合体を #LIGO と #VIRGO が初めて同時観測：つい
に三点測量が可能に」日本の重力波望遠鏡KAGRAも将来この観測網に加わる予定。測
定はさらに正確になり重力波天文学の発展に大いに貢献します

http://gwpo.nao.ac.jp/topics/000080.html …

日経サイエンス�認証済みアカウント� @NikkeiScience · 8時間8時間前

【別冊日経サイエンス215】 「重力波の直接観測　3つの意義」　アインシュタインが
重力の性質を説明するために，紙と鉛筆で考え出したものだった。しかも，重力波の

存在は，正確な理解に40年を要するほど理論的難易度の高い問題だった。
https://twitter.com/NikkeiScience/status/913230802732900352

Toshinori Mori  @muegamma · 11時間11時間前 
Toshinori MoriさんがLIGOをリツイートしました

4番目の重力波の論文はここ。夏の噂は本当だった。VIRGOが加わって重力波源の位置
精度が良くなり、さらに偏極が測られた。後は電磁波による観測の結果だが。 
https://twitter.com/muegamma/status/913178838720319488

ACTIVE GALACTIC @active_galactic · 11時間11時間前

https://twitter.com/gigazine/status/913260152249131008
http://gwpo.nao.ac.jp/topics/000080.html
https://twitter.com/NikkeiScience/status/913230802732900352
https://twitter.com/muegamma/status/913178838720319488


2台の重力波検出器があると，到来方向を天球上で円弧の領域まで絞ることができる。
3台あるとそれぞれで円弧をかけるので，位置決定精度は劇的に高まる。到来方向によ
ってはさらに数倍は絞れると聞く。

小谷太郎 @tarokotani · 12時間12時間前 
小谷太郎さんがLIGOをリツイートしました

３台の重力波検出器が同時に検出すると、重力波の到来方向が精確に分かる。到来方

向を全天マップに描くとこうなる。これまでの３例の大きな誤差範囲と比べてほ

しい。 
https://twitter.com/tarokotani/status/913168994034532352

大栗博司 @PlanckScale · 17時間17時間前

LIGOの記者発表：ブラックホール連星合体からの重力波の直接観測４件目。

今回は、ヨーロッパのVirgoでも同時に観測された。この調子でいくと、

来年の秋からは毎週のように重力波の観測があると期待されるそうだ。

⇒ https://twitter.com/PlanckScale/status/913086757368872960

RHA(20㍉㍍) @RHA_20mm · 18時間18時間前

LIGOとVIRGOで同じ重力波イベント観測したと...？

 

世界危機研究所（WCL）さんがリツイート 
大地震・前兆・予言.com @yogen_com · 9月21日

【周期説】メキシコ「32年前に大地震あったし、今日は避難訓練するか」
→ 2時間後「M7.1の地震発生」
https://twitter.com/yogen_com/status/910762543446073344

世界危機研究所（WCL） @Andy_Jepherson · 9月23日 

https://twitter.com/tarokotani/status/913168994034532352
https://twitter.com/PlanckScale/status/913086757368872960
https://twitter.com/yogen_com/status/910762543446073344


世界危機研究所（WCL） @Andy_Jepherson · 9月23日 

ゾウムシの硬い体 細菌が作る - Y!ニュース
https://twitter.com/Andy_Jepherson/status/911477850137489408

　　↑

…怪しい注射器プシュっとやって、

巨人化してみたりとか、そぉぃぅ…（＠□＠；）…。

LAITNES @LAITNESZ · 7分7分前

バヌアツとか、バリとか赤道ちかくないかなー。赤道上付近の噴火って、太陽フレア

と似てないかな。地球の噴火は太陽のフレアと同じ、メカニズムっぽく、磁力線の蓄

積した絡みが、フレア由来の磁気嵐で本来の磁力線方向に爆発的に戻ろうとしたの

かな。という目線でいろいろ調べて見ようと思う。

Kouji Ohnishi 大西浩次 @koujiohnishi · 39分39分前

日本の重力波望遠鏡KAGRAの干渉計のビームスプリットの真空槽・・・建設現場。
防振装置を組み込むので巨大です。 
https://twitter.com/koujiohnishi/status/913339310581018624

Kouji Ohnishi 大西浩次 @koujiohnishi · 42分42分前 

日本の重力波望遠鏡KAGRAの干渉計の腕の真空槽の様子です。3kmの長さがあり、向
こうの反射鏡の場所が見えない。

昨年10月撮影 
https://twitter.com/koujiohnishi/status/913338714410991616

たけださん @tomatoha831 · 1時間1時間前

重力波はアインシュタインの一般相対性理論で説明される時空の波です。2015年にア
メリカのLIGOグループが人類初検出をしました。画像はそのときのブラックーホール

https://twitter.com/Andy_Jepherson/status/911477850137489408
https://twitter.com/koujiohnishi/status/913339310581018624
https://twitter.com/koujiohnishi/status/913338714410991616


の合体によって放出された重力波の大雑把な解説です。

https://twitter.com/tomatoha831/status/913333227602903040

Akira Okumura（奥村 曉） @AkiraOkumura · 9時間9時間前 

物理・天文系の方に質問。2005年頃の時点で、本当に重力波が初検出されるのは

＠　2010年代だと思っていた 
＠　2020年代だと思っていた 
＠　50年後とかだと思っていた
＠　予算規模が追いつかず人類には無理だと思っていた 

投票 128票　
残り15時間
https://twitter.com/AkiraOkumura/status/913212277456723968

庄松屋 @shoumatuya · 58分58分前 

"アインシュタインが約100年前に予言の「重力波」欧州でも観測"

https://twitter.com/i/moments/913297363153727489 …
重力波といえば、敵の戦艦がワープしてきたって事だよね。

Twitter モーメント�認証済みアカウント� @MomentsJapan · 11時間11時間前

　ヤマト運輸がアマゾン向け値上げ合意 4割超で など 朝ニュース10

◆日中首相 10年ぶり祝電交換へ
◆米 厚生長官 チャーター機を多用 税金の無駄遣いと批判
◆アインシュタインが予言した「重力波」欧州で初観測

https://twitter.com/MomentsJapan/status/913181917872250881

https://twitter.com/tomatoha831/status/913333227602903040
https://twitter.com/AkiraOkumura/status/913212277456723968
https://twitter.com/i/moments/913297363153727489
https://twitter.com/MomentsJapan/status/913181917872250881


たけださん @tomatoha831 · 9月24日

重力波はこういう波があると言われてから2015年に直接見つけるまで100年かかりま
した。

何故こんなに時間がかかったかと言うと重力波はめちゃくちゃ弱いからです。

時間・空間がゆがむと物と物の距離が変わります。

重力波は地球と太陽の間の距離を髪の太さよりも短くしか変化させられません。

…エルさん…ｗ（＾＾；）ｗ…。

…きみ、なんてことを、をやらかしたの…ｗｗｗｗｗ！
⇒http://p.booklog.jp/book/113938/read

時空研 @jikuuken · 9月17日

重力波治療・・・２

重力波は電磁波の仲間とは根本的に異なる世界

　すると憑依現象が視えだした

　　重力波のユガミ＝憑依

　従って

重力波を正常にすれば、憑依も受けなくなるし

　病気も治ると言う事

具体的... 詳しくは http://2su.jp/0oCN

いなぽン @cubbit2 · 9月17日

疑似科学で商売している人たちは、もしかしたら本当に自分たちの売り物の効果を信

じているんじゃないかと思うことがあります。詐欺師ならそれなりにもっともらしい

嘘をつくと思うんですが、『EM菌』の説明に重力波を持ち出すとか、もはや騙す気が

file:///tmp/puboo/127517/454884/book/113938/read
http://2su.jp/0oCN


ないとしか

 

なば @naba_78 · 9月17日 

昨日は縁あって「大型低温重力波望遠鏡かぐら」を見学してきました。 
https://twitter.com/naba_78/status/909557689088225280

macha0119 @macha_0119 · 9月17日

スーパーカミオカンデに続き見学第2弾、重力波望遠鏡かぐらの心臓部見て来た。見学
はこれが最後かも。3枚目画像のチェンバー群の4番目の所で連結されていよいよ稼働
。そうなると一般見学は不可。4枚目人口サファイア単結晶鏡、鉄のように重い。コレ
でレーザー反射繰り返し、空間の極小屈伸を検出。 
https://twitter.com/macha_0119/status/909550981054054400

森のクマさん @piroking62 · 9月17日

飛騨市神岡町にあります、東京大学宇宙線研究所で重力波を測定します、

ＫＡＧＲＡ（カグラ）へ行って来ましたよ〜

映画のセットのような研究施設でしたよ

https://twitter.com/piroking62/status/909244051156697088

ノッコ @noccco · 9月17日

大型低温重力波望遠鏡KAGRAを見学して味噌カツ丼を食べて飛騨古川をブラついてき
た

君の名は推しがすごかったが高山と違って空いてるし良かったぞ 
https://twitter.com/noccco/status/909350896219316225

　　↑

…しまった！ぐるぐる迷路から、抜けられなくなった…ッｗｗｗ
 

https://twitter.com/naba_78/status/909557689088225280
https://twitter.com/macha_0119/status/909550981054054400
https://twitter.com/piroking62/status/909244051156697088
https://twitter.com/noccco/status/909350896219316225


⇒http://p.booklog.jp/book/108715/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　３－８－２　『善野物語』 

https://www.youtube.com/watch?v=DWGDt0pBbXQ&list=RDr8w6HYROFfU&index=2
Def Tech - Catch The Wave 

おもしろツイート_bot @twibiz02 · 9月17日

そういえばアメリカに入国する際に「物理の研究をしにきた」と渡航目的を伝えたら

，入国管理官に「弦理論と11次元とダークマターと重力波について，それぞれ見解を
述べよ」とただされたので，物理屋の皆さんは注意が必要です． Vozdeoide
https://twitter.com/twibiz02/status/909279447257190401

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月28日19:53
　

…「夢に出てきた」あの街は、

高山ではなく、「飛騨古川」！だったんですね〜！！！！

（…そして「長大な地下トンネル」は、土岐の深地層ではなくて、

　神岡のビジョンだったか…？？？？）（←夢の中では繋がってたｗ）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

file:///tmp/puboo/127517/454884/book/108715/read
https://www.youtube.com/watch?v=DWGDt0pBbXQ&list=RDr8w6HYROFfU&index=2
https://twitter.com/twibiz02/status/909279447257190401
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2017年9月28日20:19
　

０

６１８

０５０☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月29日7:35
　　

…エルさん…ッｗｗｗｗ

　　↓

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2012年12月29日 

サイコパスは社会の捕食者であり生涯を通じて他人を魅了し、操り、情け容赦なく我が道だけを

行き、

心を引き裂かれた人や期待を打ち砕かれた人を後に残していく。

良心や他人に対する思いやりに全く欠けており、罪悪感も後悔の念もなく、自分勝手に欲しいも

のを取り、好きなように振る舞う。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2013年2月11日 

サイコパス【想像力が異常に旺盛で、空想を現実よりも優先する】【弁舌が淀みなく、当意即妙

の応答がうまい】【人の心を操り、人気を集め、注目を浴びることに長けている】自己中心の空

想に陶酔して、他人の批判を許さない。自ら嘘をついて、いつのまにかその嘘を自分でも信じ込

んでしまうのである。

　

　

 

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


（９月28日）　『　講談社　児童文学新人賞　』。

https://85358.diarynote.jp/201709282310236660/

【 目標！捕捉ッ！！】　（＾◇＾）ｇ

2017年9月28日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　 　

　

これだ！（…来年の３月末〆切…！）
　　↓

http://ehon.kodansha.co.jp/literature_award/

『　講談社　児童文学新人賞　』

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

（以下、先にやってた作業。）

　　↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（　沙魚　馬　絵に　進まない…ッ）⇒（本日　秋涼！）

https://www.youtube.com/watch?v=oH8HEfliP6s
08 Dream - Def Tech [歌詞あり] 

https://85358.diarynote.jp/201709282310236660/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201709282310236660/
https://85358.diarynote.jp/201709282310236660/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170928/85358_201709282310236660_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20170928/85358_201709282310236660_2.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=oH8HEfliP6s


…てことで、前項と前々項のうしろのほう参照で…★
…（＾＾；）…

なんかカミサマが私の「新規原稿」着手の邪魔をしまくっているので…。
（－－＃）★

https://www.youtube.com/watch?v=xUMi7KcKD9U&index=3&list=RDr8w6HYROFfU
Def Tech - Rays of Light 

とりあえず、沙魚を泳がせてきますわ…★

（札幌＋１２℃！）

https://www.youtube.com/watch?v=r8w6HYROFfU
05 おんがく♫MUSIC - Def Tech [歌詞あり] 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…アンタだれ…（＾＾；）…。
　　↓

http://www.lixil.co.jp/lineup/toiletroom/s/toilet/default.htm?
gclid=EAIaIQobChMIqYiboubH1gIVT0K9Ch05bwAzEAEYASAAEgKQ0vD_BwE
「キリギリスとアリとアリス」

…ｗ（ーー；）ｗ…。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=XLj829Qlvms&index=4&list=RDr8w6HYROFfU
Def Tech - Golden Age 

https://www.youtube.com/watch?v=AbHzv3QeEC0&list=RDr8w6HYROFfU&index=5
Def Tech - My Way 

（後半はZabadaｋ聴いてました…）

https://www.youtube.com/watch?v=xUMi7KcKD9U&index=3&list=RDr8w6HYROFfU
https://www.youtube.com/watch?v=r8w6HYROFfU
http://www.lixil.co.jp/lineup/toiletroom/s/toilet/default.htm?gclid=EAIaIQobChMIqYiboubH1gIVT0K9Ch05bwAzEAEYASAAEgKQ0vD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=XLj829Qlvms&index=4&list=RDr8w6HYROFfU
https://www.youtube.com/watch?v=AbHzv3QeEC0&list=RDr8w6HYROFfU&index=5


https://www.youtube.com/watch?v=qzxCe47nj_0
Zabadak - Niji Sora Hoshi Sekai 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

本日終了！（２０１５年３月分！）

http://p.booklog.jp/book/117418/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－３

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年３月） 

http://p.booklog.jp/book/116517/read
『復讐は、ビシソワズ。』（二年目） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=Mzt9TPttyyY
Shalion -- Kawai Eri

cmk2wl @cmk2wl · 3時間3時間前 

あなたは偶然の産物ではない。

存在があなたを必要としている。

あなたがいなければ、存在のなかでなにかが見失われ、代わりをつとめることは誰に

もできない。

オショー

https://www.youtube.com/watch?v=9dyVd4I0Azk
Zabadak - Kagami no mori 

 
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=qzxCe47nj_0
file:///tmp/puboo/127517/454884/book/117418/read
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月28日23:13
　

寝まーす！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月28日23:52
　　

札幌の外気温★１０℃★

！(‾○‾;)！

室温は無暖房で１８℃★
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（９月29日）　目標と行動計画が定まったので、

https://85358.diarynote.jp/201709290708336847/

【 泊原発 ０．０６３ μ 】／【 札幌 ０．０５ →０．０３７ μ
】（…＋９℃…！）。

2017年9月29日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=ORDXWrL5EuQ
Yuri!!! on Ice ユーリ!!! on ICE Opening "History Maker"

おはようございます！

元気に起きだしました！

０６：４５です！

札幌の外気温は…９℃！

寒いです！

朝の定例の換気は最低限にしました！

室温１５℃！

寒いです！…！（＾◇＾）！　（←※寒いの好きです♪）

一昨日のベクレ雨のせいで空気はビミョウに化学的異臭が漂ってますが…★
（－－＃）★

https://85358.diarynote.jp/201709290708336847/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201709290708336847/
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https://www.youtube.com/watch?v=ORDXWrL5EuQ


微細粉塵は全て叩き落とされてるので…

深呼吸しても咳き込まない♪（＾0＾）ｇ

前項（冒頭）参照！

目標と行動計画が定まったので、御機嫌さんです♪

o（＾ｗ＾）o

さくさくルーティン往きます…！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年09月29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 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 · 3 時間3 時間前
9月29日4時01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/913478698208182272

ホワイトフード @whitefood1 · 20時間20時間前 
9月28日10時51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
。

https://twitter.com/whitefood1/status/913219668797616128

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/whitefood1/status/913478698208182272
https://twitter.com/whitefood1/status/913219668797616128


ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
9月28日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/913176491671691264

…朝焼けが綺麗で朝は陽射しがありましたが、降水確率６０％。

…早くも北から雲が広がってきました…。

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1506636000/1011-0010-101000-
201709290700.gif?t=1506636636
（０６：５０〜０７：００）

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3 時間3 時間前 

イマソラ…ではないw
少し前の札幌の空。

昨日は案の定、寝落ったよ(^_^;)
https://twitter.com/charlie24K/status/913505595872862208

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 13時間13時間前 

何故かとてもねもい(ρ_-)o

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

（「作業用１時間ver. 」復活希望〜ッ☆）

https://twitter.com/whitefood1/status/913176491671691264
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1506636000/1011-0010-101000-201709290700.gif?t=1506636636
https://twitter.com/charlie24K/status/913505595872862208
https://www.youtube.com/watch?v=y5tmRpRk3ZA


Yoshiki  @Yoshiki0303_abc · 9月20日 

八納啓創さんの『なぜ一流の人は自分の部屋にこだわるのか？』読了。

環境が人に与える影響は大きい。

そのことを理解しているからこそ一流の人は環境を整えるのに気を配る。

住まいからマイナスな要因を減らしプラスを増やす。

地磁気の話と書棚の話、家族が応援し合える環境にするための工夫も面白い。

https://twitter.com/Yoshiki0303_abc/status/910369577539919873

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月29日7:45
　

…降りだしました…。（＾＾；）

マジで寒いし！

さっきから誰も読みに来ない…（カウンタがまったく動かない）し…

…（－－；）…。

とりあえず、上着を増やします…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://twitter.com/Yoshiki0303_abc/status/910369577539919873
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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2017年9月29日7:59
　

…室温１３℃…！（－－；）！…。

思わずカーテン閉めて電気（電燈）つけて、ストーブまで点火してきました…★

（まだ！９月…ッ！！）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月29日8:05
　

指出し手袋も着用しましたとも！えぇ！（やけ）。
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（９月29日）　…夢見が悪かった…

https://85358.diarynote.jp/201709290915324170/

OTL49さんがリツイート 
伊藤 大気 | 墨田地区都政対策室長 @ozone728 · 9月27日 

リセット、リセット、やかましい！

政治はリセットできない。

生活だってリセットできない。

リセットって一体何？

言葉だけが走っている。

実生活のリセットは「破綻」ですよ。

人生はゲームのようにはいかない、

再起動なんて、そう簡単にできない。

いつからこんなに言葉が軽くなったのか？

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2011年11月12日 

ヒロシマの出来事。　病院には今や後遺症で死んで行く人たちがいた。医者は衰弱の兆候だろ

うと。患者にビタミンAの注射をした、結果は恐ろしいものだった。注射の穴から皮膚が腐り始
めた。

そして被爆者は死亡した。

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

OTL49さんがリツイート 

https://www.youtube.com/watch?v=A-PSvrxqi9U


りさり @sweetcocoamilk · 9月26日 

死亡した瞬間体重が２１g減る。犬の場合変化なし。人の魂の重さと言われたがP・
クラーク医師によるとその瞬間、肺で血液を冷やせなくなるため急激に体温が上昇

しスッと熱が引く現象が起きる。

その際発汗する量が２１gだった。

犬の場合は体温調整が舌で行われるので発汗が起きず体重減少が無い。メモ

https://twitter.com/sweetcocoamilk/status/912710925358125057

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
_ オカン _  @okan_desu_nen_ · 5時間5時間前 

https://twitter.com/okan_desu_nen_/status/913517172139233280

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
inori  @kusabanaasobi · 23時間23時間前 

オオバコの葉でカエルを作ります。

https://twitter.com/kusabanaasobi/status/913215022792269824

https://www.youtube.com/watch?v=-8dV95vIuwc
DEAN FUJIOKA - HISTORY MAKER (YURI ON ICE ANIME)
 
　

　

 

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9月29日11:14
　

０

６１８
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月29日16:20
　

…昼寝の夢見が悪かった…（と、いうほどの内容だったか？）

てか、「また心臓が停まっていた」らしく…

「戻って来る」のに多大な労力を要し…（－－；）…。

いや本当、いつまで「行き返れる」のかな？　私…。
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（９月29日）　見知らぬ男に誘拐されて結婚を強要される「誘拐結婚」の実態。

https://85358.diarynote.jp/201709291906382409/

キルギス？！（＠＠；）！？

2017年9月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

　

資料整理 de 脱線中…⇒画像参照。

はい比べてみましょう…。
　　↓

https://www.bing.com/images/search?
q=%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%8c%e3%80%80%e5%88%ba%e7%b9%8d&qpvt=%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%8c%e3%80%80%e5%88%ba%e7%b9%8d
「アイヌ　刺繍」

https://matome.naver.jp/odai/2138121261106530301
日本人に瓜ふたつ！？「キルギス人」とは

しかし親近感がわかない事実も・・・

キルギスの場合、結婚を考えている男性がめぼしい相手がいない時、街を回って女性

に声を掛けたり、容姿の良い人を見付けて狙いをつけ、後日、又はその場で複数の人

間でその女性を車に閉じ込め、自宅に監禁し、誘拐側の家族の女性が説得してそのま

ま結婚してしまう、というパターンが一般的です。

出典　キルギスの誘拐結婚〜アラ・カチュー〜

　　↑

いや？　これ明治時代まであったよ！日本にも！！

　　↓

http://news.livedoor.com/article/detail/9259994/

田中正造も? 
見知らぬ男に誘拐されて結婚を強要される「誘拐結婚」の実態

中央アジアの遠い異国で行なわれている"誘拐結婚"は、自分事として感じるのは難しい
かもしれませんが、似たような慣習が、実はかつての日本にも存在していました。そ

の昔、女性をさらって来て強引に結婚させるという婚姻形態が日本各地に見られ、"嫁
盗み"や"嫁担ぎ" と呼んでいたという記録を、日本の近代民俗学の父・柳田國男も残し
ています。それもそう遠い昔のことではなく、近現代まで実際に行なわれていたの

です。

https://kotobank.jp/word/%E5%AB%81%E7%9B%97%E3%81%BF-146500

まれには娘も親も不承知の場合に，男だけの意図によって行われることもあった。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%82%B9
「キルギス共和国」

☆おまけ☆

https://www.bing.com/images/search?
q=%e3%83%9e%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%80%80%e7%94%bb%e5%83%8f&qpvt=%e3%83%9e%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%80%80%e7%94%bb%e5%83%8f
「マオリ　画像」

https://85358.diarynote.jp/201709291906382409/
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https://matome.naver.jp/odai/2138121261106530301
http://news.livedoor.com/article/detail/9259994/
https://kotobank.jp/word/%E5%AB%81%E7%9B%97%E3%81%BF-146500
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%82%B9
https://www.bing.com/images/search?q=%e3%83%9e%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%80%80%e7%94%bb%e5%83%8f&qpvt=%e3%83%9e%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%80%80%e7%94%bb%e5%83%8f


https://www.bing.com/images/search?
q=%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%8c%e3%80%80%e3%82%b4%e3%82%b6&qpvt=%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%8c%e3%80%80%e3%82%b4%e3%82%b6
「アイヌ　ゴザ」

…「ニッポンは単一民族」とか言った無知で無恥な議員は、ナニ党だったっけ…？？？

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月29日19:09
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（９月29日）　「クラゲ（ひるこ神）状態」。

https://85358.diarynote.jp/201709291956363717/

（沙魚　鵜飼　鳥山…（違っ

2017年9月29日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　

ん〜（＾＾；）（後作業です）

てことで。

これを⇒（没原稿＆作業用ファイル）に、「格下げ」しまして。

（＾＾；）

　　↓

http://p.booklog.jp/book/105931/read
「あらすじです。」

（リステラス星圏史略 概要）
（　改稿準備資料　０－０　） 

新しく書き出す用のファイルの、目次（章立て）の途中までやって、

やっぱりまだ「クラゲ（ひるこ神）状態」なので…本日ザセツ☆

で。

途中「悠宙舞さん自動推奨」で…ちょうど辿り着いたのが、この曲でしたよと…。

https://www.youtube.com/watch?v=7srZCJF4MAM
(Remake&update)志方あきこ 謳う丘〜EXEC_HARVESTASYA/. with lyrics 

…なんでしょう、この「偶然の一致」だらけ…ｗｗｗ

（次週に続く！）

https://85358.diarynote.jp/201709291956363717/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201709291956363717/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4042693016/
file:///tmp/puboo/127517/454884/book/105931/read
https://www.youtube.com/watch?v=7srZCJF4MAM


（以下、先にやってた作業。）

　　↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

…さてと。生きますよ…。

実は昨夜これを書く前に、

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201709282310236660/

【 目標！捕捉ッ！！】　（＾◇＾）ｇ
2017年9月28日 リステラス星圏史略

これだ！（…来年の３月末〆切…！）
　　↓

http://ehon.kodansha.co.jp/literature_award/

『　講談社　児童文学新人賞　』

先週これを書いた後で、

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201709211747319467/

てことで、机の上をのたのたと片づけながら、

コレをにらみつつ…
　　↓

講談社ラノベ文庫新人賞

主な対象読者を10代中盤〜20代前半男性と想定した長編小説。

ラノベチャレンジカップ

主な対象読者を10代中盤〜20代前半男性と想定した長編小説。

講談社ホワイトハート新人賞

ホワイトハートにふさわしい小説であれば、ジャンルは問いません。

https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
http://85358.diarynote.jp/201709282310236660/
http://ehon.kodansha.co.jp/literature_award/
http://85358.diarynote.jp/201709211747319467/


…「投稿用第一作」として心積もりをしているネタとの親和性（読者層とか？）で、

「…う”〜ん…？」と、なって、眠った後…。

（児童文学！）という啓示？だか深層意識のメッセージを得て、目が覚めまして…

！（＠＠；）！…そぉか！

と、思ったわけだったんですが…

（そもそも「作家になる！」と決めた時点で

「『指輪物語』を描いたトールキンのような、物語作家になるッ！」

だったし、中学１年だった時点の私の最大の悩みは図書館で、

「…もぉ中学生だから、『子供の本』なんか読めない…のに、
　…まだ中学生だから、『大人の本』はまだ読めない…（ＴＴ；）★」

だったので…

「トールキンのような物語作家になるッ！」と叫んだのは、同時に、

「大人でも子供でもない、今の私の世代のための本を書くっ！」だったのでした…。

（で、その悩みを戸塚図書館でとある成人男性に涙ながらに語った半年後、

「ジュヴナイル」という分野が新創刊！されて、少々グレた（＾＾；）のですが…）

その後「ジュヴナイルを読む層がそのまま成人化」したため自動的に

⇒「エンタメ」という呼称に変わっていったので、つい、つられてましたが…



私が書きたいのは「成人男性向け」（女性をばかにした）

エンタメなんかじゃない！

「女性にしかよんでもらえない」（場合が多い）ホワイトハート「だけ」でもない…！

（いや『十二国記』には男性読者も多いですが…）

『指輪』や『ハリポタ』！のような、長大で深淵な、「娯楽文学」って…

これ、＝「児童文学」。なのでした…！（＾０＾）！

んで。昨夜やっと！ソレを「検索」することが「許可」されまして…

んで。（＾＾；）今日、「その構成と作業予定表」を勘案しながら、

机上に積載されている雑資料山を掘り崩していましたら…

何故か？買ってから丸１年も「読む気にならずに」放置していたコレに…
　　↓

https://www.bigissue.jp/backnumber/296/
「THE BIG ISSUE JAPAN　296号」2016-10-01 発売 

「いま、ＹＡ（ヤング・アダルト）文学」

という特集が…ｗｗｗ

（と、いうことで、なんとゆう「奇跡の偶然」…ｗｗｗ

とウケて、（創作者の知財権侵害で悪名高いカドカワ出版とはいえ）

「奇跡の偶然」について、貼らずにはいられませんでしたとさ…ｗｗｗ

https://www.bigissue.jp/backnumber/296/


（画像参照）

でわ。

「構想」を固める作業に入りまーす…☆

（…そして、このタイミングの「悠宙舞さん自動推奨」が、

「偶然」この曲でした…ｗｗｗ）
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=ZuCFjiAwo00
ケツメイシ　花鳥風月 

…だからこそ、意味がある〜…♪♪

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

あ、あともうひとつ「宿題」があったので…（＾＾；）

これは後でまた貼ります…。
　　↓

http://85358.diarynote.jp/201709251426407334/
＞（言っとくが私はエンパスだ）

https://www.youtube.com/watch?v=KUc_1H-c_Wc
Zabadak - Psi-trailing
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月29日20:14
　

ほら見て？

「ちょうど今日」「今年度分の」作業（発表）が終わったよ！

　　↓

http://ehon.kodansha.co.jp/literature_award/report/2017/d.html
最終報告　2017.9.29
審査員の先生方の選評（五十音順）2017.9.29
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（９月30日）

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


　

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
　

 



（９月30日）　エルさんのしょうもない反応っぷりは下らなくて面白かったｗ

https://85358.diarynote.jp/201709302031141763/

副官Ｂさんはやっぱり『フィッシャー級』だった！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪　（一曲追加♪）

2017年9月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

　

本文あとでね！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

https://www.youtube.com/watch?v=hsklsxReSe0
Kool & The Gang - Joanna　
　

 

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22:47
　

先ほど無事帰投。(^_^;)

とにかく何だか嬉しかったのですが、いつもの悪い癖が出て、幾つか「やらかした」かも知れな

いので、

何か書くのは一晩寝て頭を冷やしてからにします。

(^。^;)

エルさんのしょうもない反応っぷりは下らなくて面白かったｗ

https://85358.diarynote.jp/201709302031141763/
https://85358.diarynote.jp/201709302031141763/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201709302031141763/
https://www.youtube.com/watch?v=hsklsxReSe0
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


アルパカ狼さんの反応は見損ねた。(^_^;)

まぁとりあえず、普通に通勤と業務で疲れました★

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ちゃいます！

（だってうっかり情報検索して詳細書いたら個人を特定出来ちゃいかねない微妙なというかニッ

チな情報なんだよ…

(・ω・;)(;・ω・)
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月30日22:54
　

白黴？

白カビ病？

白カビ病が流行るの？

対処注意？

アルコール…効かない？

除菌不可？

耐性菌？

木酢液は？

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


有効？

酢

麹菌

糠床？

粳洗顔。

オッケー。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年9月30日22:55
　

生き抜きたい人は、

糠漬けと、

キムチ漬けとけ！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月1日8:13
　

プロモツイート 
Tokyo RPG Factory @tokyorpgfactory · 9月25日 

体験版配信中！Tokyo RPG FactoryとSQUARE ENIXが贈る“ネオ・トラディショナルRPG”『ロス
トスフィア』。往年のRPGが持つ伝統的なスタイルをベースに、現代のプレイ感を融合。
PlayStation®4、Nintendo Switch™で10月12日発売。

体験版配信中！ネオ・トラディショナルRPG『LOST SPHEAR（ロストスフィア）』10月12日
発売。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/tokyorpgfactory/status/912134576864030721


https://twitter.com/tokyorpgfactory/status/912134576864030721
　

この白き、消えゆく世界を取り戻す——。 この世界は“記憶”によって創られている。人や物に宿る
記憶が失われれば、その全ては白き虚ろとなり、消えてしまう。それを人は“ロスト”と呼んだ。永
遠に元に戻ることのないロストに侵食されるこの世界に今、記憶の力を操る少年・カナタが現

れる…。それは世界にとって、希望なのか、新たなる絶望なのか？だが、カナタの旅が、世界に
大きな影響を与えるであろうことは間違いなかった。

　　↑

…お”〜い…（＾＾；）…
　

　 



（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（借景資料集）
 



（上旬）　月「巨大ピラミッド」を激写！宇宙人基地が存在か!?

（０９月０１日）

https://85358.diarynote.jp/201709010728561723/
https://85358.diarynote.jp/201709010837429233/
https://85358.diarynote.jp/201709010839073735/
https://85358.diarynote.jp/201709010840595329/
https://85358.diarynote.jp/201709010842357437/
 
（０９月０２日）

https://85358.diarynote.jp/201709020802484019/
https://85358.diarynote.jp/201709020803387974/
https://85358.diarynote.jp/201709020804058146/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中津川　昴 @subaru2012 · 45 分45 分前 

NASAが月の北部で「巨大ピラミッド」を激写！ クレーター内部に宇宙人基地が存在か!?
https://twitter.com/subaru2012/status/903763618939920384

…やめてーー！

ネタだからヤメテーーーーッ！！！！

⇒http://p.booklog.jp/book/110579/read
リステラス星圏史略　古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-1-3

『未完史』　第１部　第１章「ほんの発端」

３．唐突ですがスペースオペラ。 

ｗｗｗｗｗｗ（＾◇＾；）ｗｗｗｗｗｗ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709020805055648/
https://85358.diarynote.jp/201709020805279735/
 
（０９月０３日）

https://85358.diarynote.jp/201709030924328803/
https://85358.diarynote.jp/201709030926389450/

https://twitter.com/subaru2012/status/903763618939920384
file:///tmp/puboo/127517/454884/234ab69f1c2f85e624dc/book/110579/read


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中津川　昴 @subaru2012 · 13時間13時間前
　

沖縄でも上空を通過する小惑星「フローレンス」を目視で確信した。割と明るかった！

 
（参照⇒https://85358.diarynote.jp/200804252304010000/ ） ｗｗｗ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709030927425479/
https://85358.diarynote.jp/201709030929177566/
https://85358.diarynote.jp/201709030930118042/
 
 



（上旬）　明日は太陽フレアによるコロナガスの影響により学校はお休みになりません
。

（０９月０４日）

https://85358.diarynote.jp/201709040847496891/
https://85358.diarynote.jp/201709040848366608/
https://85358.diarynote.jp/201709040849156749/
https://85358.diarynote.jp/201709040849498330/
https://85358.diarynote.jp/201709040850371286/
 
（０９月０５日）

https://85358.diarynote.jp/201709050834338898/
https://85358.diarynote.jp/201709050836025007/
https://85358.diarynote.jp/201709050837113680/
https://85358.diarynote.jp/201709050838034784/
https://85358.diarynote.jp/201709050838596613/
 
（０９月０６日）

https://85358.diarynote.jp/201709060813575044/
https://85358.diarynote.jp/201709060815188123/
https://85358.diarynote.jp/201709060816241694/
https://85358.diarynote.jp/201709060822041614/
https://85358.diarynote.jp/201709060823142916/
https://85358.diarynote.jp/201709061958528872/
 
（０９月０７日）

https://85358.diarynote.jp/201709070748282535/
https://85358.diarynote.jp/201709070751156586/
https://85358.diarynote.jp/201709070754477094/
https://85358.diarynote.jp/201709070756141898/
https://85358.diarynote.jp/201709071117487662/
https://85358.diarynote.jp/201709071122484336/
https://85358.diarynote.jp/201709071730297706/
 
https://85358.diarynote.jp/201709072359336970/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

まぁとりあえず、2011年４月頃から、



「西は沈む」ので「避難移住先としてはお勧めできない」と、

私が「預言」していたことについては、再度明記しておこう…（－－；）★
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://85358.diarynote.jp/201709072359336970/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

先味タクヤ @takuya_zantou · 5時間5時間前 

太陽フレアによる電子機器の異常。しかし地球を襲ったのはそれだけではなかった！！ 太陽の放
った宇宙放射線は特殊なエネルギーに満ち人類の半数を超能力者として目覚めさせたのだ！！

…しまった、そのネタだったか…ッｗ
⇒http://p.booklog.jp/book/112797/read

争乱に前後して超能力者が生まれる確率が増えるのか、

超能力者が増えるから争乱が起こりやすくなるのか。

わたしとしては争乱の次代を乗りこえるために超能力者が生まれ

て来るんだと思いたいけど、超能力者が騒ぎの元凶になってる事も

事実なんだよね。

 
 
しんく @___Think___ · 7時間7時間前
 
（ﾟДﾟ）　現在、太陽にて大規模なフレアが発生しており、地球に大量の #放射線 が降り注いでい
ます。

放射能が嫌いな放射脳の方々は、すぐに地球から逃げてください。

太陽系の範囲外まで逃げると安全です。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

file:///tmp/puboo/127517/454884/234ab69f1c2f85e624dc/book/112797/read


（上旬）　すると 異世界への 扉が開く。

（０９月０８日）

https://85358.diarynote.jp/201709080813085436/
https://85358.diarynote.jp/201709080814562453/
https://85358.diarynote.jp/201709080820485050/
https://85358.diarynote.jp/201709080821417735/
https://85358.diarynote.jp/201709080824342840/
https://85358.diarynote.jp/201709081752447395/
https://85358.diarynote.jp/201709082346503243/
 
（０９月０９日）

https://85358.diarynote.jp/201709090816513177/
https://85358.diarynote.jp/201709090817358817/
https://85358.diarynote.jp/201709090819083695/
https://85358.diarynote.jp/201709090819417318/
https://85358.diarynote.jp/201709090822353695/
 
（０９月１０日）

https://85358.diarynote.jp/201709100806341799/
https://85358.diarynote.jp/201709100807124617/
https://85358.diarynote.jp/201709100807575358/
https://85358.diarynote.jp/201709100809029497/
https://85358.diarynote.jp/201709100810413431/
 



（中旬）　「磁気嵐が吹くとオケ屋が儲かる」。

（０９月１１日）

https://85358.diarynote.jp/201709110743264860/
https://85358.diarynote.jp/201709110744455729/
https://85358.diarynote.jp/201709110745141962/
https://85358.diarynote.jp/201709110913116699/
 
https://85358.diarynote.jp/201709110934278995/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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14:25
　

個人的には『神対応』なる造語は大好きです。(^_^;)

一般に『無信仰』とか自称している日本人が『神って親切！』『凄い存在！』と頭から信じてい

るのが、よく判るじゃないですか…♪

(^。^;)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709110935595964/
 
 
（０９月１２日）

https://85358.diarynote.jp/201709120820178367/
https://85358.diarynote.jp/201709120822561860/
https://85358.diarynote.jp/201709120824162501/
https://85358.diarynote.jp/201709121012183022/
https://85358.diarynote.jp/201709121016288160/
https://85358.diarynote.jp/201709121605468347/
 
（０９月１３日）

https://85358.diarynote.jp/201709130813016374/

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


https://85358.diarynote.jp/201709130814341127/
 
https://85358.diarynote.jp/201709130818205216/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

世界危機研究所（WCL）さんがリツイート 
大地震・前兆・予言.com @yogen_com · 19 時間19 時間前 

【宇宙】40億年前の火星は厚い「大気」に覆われていた…
　太古の隕石から環境に大変動があったことが判明

https://twitter.com/yogen_com/status/907507355285204992

…火星か…（；；）…なにもかも、みな、懐かしい…

（嘘。あんまり覚えてない…★）
⇒http://p.booklog.jp/book/116300/read
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709130820002973/
https://85358.diarynote.jp/201709130820438671/
 

https://twitter.com/yogen_com/status/907507355285204992
file:///tmp/puboo/127517/454884/234ab69f1c2f85e624dc/book/116300/read


（中旬）　100円で勇者。

（０９月１４日）

https://85358.diarynote.jp/201709140758177009/
https://85358.diarynote.jp/201709140759127905/
https://85358.diarynote.jp/201709140800485647/
https://85358.diarynote.jp/201709140802186847/
https://85358.diarynote.jp/201709140806255639/
https://85358.diarynote.jp/201709142209436621/
 
（09月１５日）
https://85358.diarynote.jp/201709150715169539/
https://85358.diarynote.jp/201709150720539548/
https://85358.diarynote.jp/201709150721213630/
https://85358.diarynote.jp/201709150725207924/
https://85358.diarynote.jp/201709150726095235/
 
https://85358.diarynote.jp/201709152351168456/
https://85358.diarynote.jp/201709152352201562/
https://85358.diarynote.jp/201709152352464546/
https://85358.diarynote.jp/201709152353091836/
https://85358.diarynote.jp/201709152353326051/
 
 



（中旬）　『俺と好』 「始まりの土地」…。

（０９月１７日）

https://85358.diarynote.jp/201709170809074551/
https://85358.diarynote.jp/201709170809482433/
https://85358.diarynote.jp/201709170810308116/
https://85358.diarynote.jp/201709170811085583/
https://85358.diarynote.jp/201709170812162019/
https://85358.diarynote.jp/201709170931403805/
 
（０９月１８日）

https://85358.diarynote.jp/201709180755589617/
https://85358.diarynote.jp/201709180756394046/
https://85358.diarynote.jp/201709180757087318/
https://85358.diarynote.jp/201709180758082524/
 
https://85358.diarynote.jp/201709180758372815/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

cmk2wl @cmk2wl · 6 時間6 時間前

人間が、日本人が、生殖能力を失いかけている。

このままいけば、あっというまに 2人に 1人が体外受精ということになる。
そして…。
https://twitter.com/cmk2wl/status/909398314939908099

…ネタ帳に続く…。
⇒http://p.booklog.jp/users/masatotoki
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
（０９月１９日）

https://85358.diarynote.jp/201709190652305124/
https://85358.diarynote.jp/201709190747134927/
https://85358.diarynote.jp/201709190749568292/
https://85358.diarynote.jp/201709190836193968/
https://85358.diarynote.jp/201709190837095307/
 

https://twitter.com/cmk2wl/status/909398314939908099
file:///tmp/puboo/127517/454884/users/masatotoki


（０９月２０日）

https://85358.diarynote.jp/201709200746566078/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

なむるる @namururu · 10時間10時間前 
碓氷から扇沢駅（黒部ダムの最寄り駅）までの線量率推移。ぴょんぴょんしているのは主にトン

ネル。

でもこうやって平均の線量率が目に見えて上がっていくのはおおーって思った。 
https://twitter.com/namururu/status/910112609696858112

　　↑

…あぁ…ｗ（－－；）ｗ…。

『俺と好』、そもそもの、「始まりの土地」…。（ＴＴ；）。
⇒http://p.booklog.jp/book/109780/read
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709200926407075/
https://85358.diarynote.jp/201709200927335820/
https://85358.diarynote.jp/201709200933133695/
https://85358.diarynote.jp/201709200934336400/
https://85358.diarynote.jp/201709200935283462/
https://85358.diarynote.jp/201709200935283462/
 

https://twitter.com/namururu/status/910112609696858112
file:///tmp/puboo/127517/454884/book/109780/read


（下旬）　人類が「 地球 」に殺される。／銀英伝ファンですねッｗｗｗ

（０９月２１日）

https://85358.diarynote.jp/201709210831355176/
https://85358.diarynote.jp/201709210842538350/
https://85358.diarynote.jp/201709210845035305/
https://85358.diarynote.jp/201709210846154816/
https://85358.diarynote.jp/201709210848384527/
https://85358.diarynote.jp/201709211157249385/
 
（０９月２２日）

https://85358.diarynote.jp/201709220817592651/
https://85358.diarynote.jp/201709220824495520/
https://85358.diarynote.jp/201709220826102462/
https://85358.diarynote.jp/201709220827242882/
https://85358.diarynote.jp/201709220828157669/
 
（０９月２３日）

https://85358.diarynote.jp/201709230819435052/
https://85358.diarynote.jp/201709230837108669/
https://85358.diarynote.jp/201709230858041435/
 
https://85358.diarynote.jp/201709230859554649/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…ネタは小説だけにして下さい…（－－＃）…★
⇒http://p.booklog.jp/book/108705/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－４　（第三次世界大戦）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709230900198058/
 
（０９月２４日）

https://85358.diarynote.jp/201709240806533427/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://85358.diarynote.jp/201103232128023223/
ＮＨＫが、「東京近郊の被害状況を一切報道しなかった」件。

（2011年3月23日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ ）

file:///tmp/puboo/127517/454884/234ab69f1c2f85e624dc/book/108705/read
http://85358.diarynote.jp/201103232128023223/


https://www.youtube.com/watch?v=cuP2SUlk4TM
「あの子の愛した三毛猫」　谷山浩子　歌詞付き 

…返せよ…

めいにゃん様と、あの百草園の、懐かしい日々を…

https://www.youtube.com/watch?
v=54u2mM9l27U&list=PLEc8PDl__bCOh6ij6JMcaCVhnFdPf12be&index=7
さよならDINO　谷山浩子
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709240901174801/
https://85358.diarynote.jp/201709240902304607/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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14:41
　

ソウルフラワーユニオンの

「極東戦線異常なし」を

貼る時間がありませんでした★

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709240903547917/
 

https://www.youtube.com/watch?v=cuP2SUlk4TM
https://www.youtube.com/watch?v=54u2mM9l27U&list=PLEc8PDl__bCOh6ij6JMcaCVhnFdPf12be&index=7
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（下旬）　「わしんとこ」ポスト…！！！ｗｗｗｗ

（０９月２５日）

https://85358.diarynote.jp/201709250747454843/
https://85358.diarynote.jp/201709250748548147/
https://85358.diarynote.jp/201709250813487720/
https://85358.diarynote.jp/201709250825481372/
https://85358.diarynote.jp/201709250826255122/
 
（０９月２６日）

https://85358.diarynote.jp/201709260806152404/
https://85358.diarynote.jp/201709260808304065/
https://85358.diarynote.jp/201709260809257632/
https://85358.diarynote.jp/201709260809517022/
https://85358.diarynote.jp/201709260810284703/
 
（０９月２７日）

https://85358.diarynote.jp/201709270729188686/
https://85358.diarynote.jp/201709270802117930/
https://85358.diarynote.jp/201709270803091518/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中津川　昴 @subaru2012 · 9月22日 

“究極の量子コンピューター” へ 基本原理開発に成功 東大 | NHKニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/911199485493051392

＞光の粒をループ状の回路の中で回しながら瞬時の計算を行える

＞光の粒を１００万個同時に作り出すこと

 
　　　↑

…ははははは…ｗ（＾◇＾；）ｗ…。

出たか、このシステム、まじで！「この時代」に…！！！！

 
（…もう本当、ネタとリアルの区別がつかない…ｗｗｗ）
⇒月面遺跡　http://p.booklog.jp/book/110579/read

https://twitter.com/subaru2012/status/911199485493051392
file:///tmp/puboo/127517/454884/234ab69f1c2f85e624dc/book/110579/read


 
JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 9月25日 

日本にはまもなく津波が襲うけど、その後は案外楽しいことが待ってるから

心配しなさんな。

というメッセージだったのか？

「崖の上のポニョ」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709270804316385/
 
https://85358.diarynote.jp/201709270806509449/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

hirukawasurnai @hirukawasurnai · 21時間21時間前 

知能の高い筆者が主筆となり、世論調査で安倍政権支持率が0%の
ワシントコポストを創刊する計画があるので、信者は奮ってカンパして貰いたい！

 
信頼できるコピペと後付地震予知、低線量被爆情報に加えてハッテン場情報満載の、

真実の新聞を支持しないネトウヨは恥を知れ！

https://twitter.com/hirukawasurnai/status/912499476408836096

　　↑

「わしんとこ」ポスト…！！！ｗｗｗｗ

ｗｗｗ（＾◇＾）ｇ　ｗｗｗ

 

　　↓　なんだこりゃｗ　（Ｎｏｔ「りすんとこ」！）

https://twitter.com/Machikado_law
リッスル@街角相談所 -法律- 
@Machikado_law 

身近な法律のお悩み事例投稿サービス「街角相談所－法律－」の公式アカウントリッスルだよ！

 
日常生活で困っていることや悩んでいることを解決するために実際にあった話をもとに

https://twitter.com/hirukawasurnai/status/912499476408836096
https://twitter.com/Machikado_law


わかりやすく解説してるからサイト見てね！

リッスル@街角相談所 -法律- @Machikado_law · 9月25日 

ネット上でのなりすましは、犯罪だよ！！！！！

https://machikado-houritsu.com/case/jvsicycb/
https://twitter.com/Machikado_law/status/912341929420931072
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

https://machikado-houritsu.com/case/jvsicycb/
https://twitter.com/Machikado_law/status/912341929420931072


（下旬）　アイリス・ライト。

（０９月２８日）

https://85358.diarynote.jp/201709280801478128/
https://85358.diarynote.jp/201709280804217894/
https://85358.diarynote.jp/201709280842032743/
https://85358.diarynote.jp/201709280849238478/
https://85358.diarynote.jp/201709280901554777/
 
https://85358.diarynote.jp/201709281032374600/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=ZFZ-wQAfSCo&list=RDEM7l3IhgiFEUSeUglCmUDf-Q
SKY-HI / アイリスライト 
　　　　　↑

　　（…あいりす…♪）

＞LITERA／リテラ

…ん？（＾◇＾；）…？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…えうれか…！（＠◇＠；）！…！

これ、「おもてアサヒガモリ」だ…ッ！！！…♪

⇒http://p.booklog.jp/book/108717/read

（ってことで、「投稿先」選択肢が広がりました…ッ？？）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

⇒午後作業へ続く〜…♪
http://p.booklog.jp/users/masatotoki?p=1

（　リ　巣　テラ　素　…♪）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709281844474484/
 
https://85358.diarynote.jp/201709281948517032/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=ZFZ-wQAfSCo&list=RDEM7l3IhgiFEUSeUglCmUDf-Q
file:///tmp/puboo/127517/454884/book/108717/read
file:///tmp/puboo/127517/454884/users/masatotoki?p=1


世界危機研究所（WCL） @Andy_Jepherson · 9月23日 

ゾウムシの硬い体 細菌が作る - Y!ニュース
https://twitter.com/Andy_Jepherson/status/911477850137489408

　　↑

…怪しい注射器プシュっとやって、
 
巨人化してみたりとか、そぉぃぅ…（＠□＠；）…。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

https://twitter.com/Andy_Jepherson/status/911477850137489408


（下旬）　なるほど当局が逮捕したくなるわけだわ、

（０９月２９日）

https://85358.diarynote.jp/201709290717018458/
https://85358.diarynote.jp/201709290745545528/
https://85358.diarynote.jp/201709290746308484/
 
https://85358.diarynote.jp/201709290913489255/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…そして私は昔、悪名高い「独裁者」だったこと（過去生）があったさ…
ｗ（－－；）ｗ…。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

OTL49さんがリツイート 
ttakahasi @ttakahasi · 9月27日 

「日本をリセット」とか聞くと、リセットしたはいいが再起動できなくなって「立ち上がれ日本

」と祈るばかりになったり、「政府モードで起動しますか？」とかメニューが出たりって想像し

てあんまり楽しくない。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
島田虎之介 @Shimatorax · 9月27日 

リセットってこういうことだから

https://twitter.com/Shimatorax/status/912850985520832512
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://85358.diarynote.jp/201709290915324170/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

OTL49さんがリツイート 
りさり @sweetcocoamilk · 9月26日 

死亡した瞬間体重が２１g減る。犬の場合変化なし。人の魂の重さと言われたがP・クラーク医師
によるとその瞬間、肺で血液を冷やせなくなるため急激に体温が上昇しスッと熱が引く現象が起

きる。

その際発汗する量が２１gだった。
 
犬の場合は体温調整が舌で行われるので発汗が起きず体重減少が無い。メモ

https://twitter.com/Shimatorax/status/912850985520832512


https://twitter.com/sweetcocoamilk/status/912710925358125057
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 18時間18時間前
 
たしかに、いつも眠い。

午後に、プロジェクターのスライドなど見ようものなら

必ず睡魔に襲われる

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709291906382409/
 
 
 

https://twitter.com/sweetcocoamilk/status/912710925358125057


（下旬）　2300万年周期で何か起きるのか。

（０９月３０日）

https://85358.diarynote.jp/201709300752138680/
https://85358.diarynote.jp/201709300808438432/
 
https://85358.diarynote.jp/201709300816308900/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

浦木巡 @urakijun · 13時間13時間前
 
カーオーディオでハピネスチャージプリキュアの曲をヘビロテしてる。

「世界中のしあわせが100万年続くように」って歌詞があって、
今から100万年前のことを調べたら、北京原人の時代で
地磁気がNとS逆になっていたとか。とてつもなくビッグな愛だ。

macolove＠ありのまま @macolove00 · 16時間16時間前 
macolove＠ありのままさんがビルケランドⅡ世をリツイートしました

27日に太陽風が発生していて
昨日色々地球を浄化してくれたのかなー

ありがとー 
https://twitter.com/macolove00/status/913658316256976896

　　↑

完全に間違っている解釈。（もしくは、「人類＝悪」と認定済み…？）
 
（そして大真面目につっこむビル家ランドさん…ｗｗｗ）

OTL49 @sukipparanisake · 18時間18時間前 
OTL49さんが上川瀬名をリツイートしました

地学の年代区分を見ると、2300万年周期で何か起きるのかという疑問が。
https://twitter.com/Yokohama_Geo/status/913548636524396544

ちょっと待てｗ

https://twitter.com/macolove00/status/913658316256976896
https://twitter.com/Yokohama_Geo/status/913548636524396544


ネタを裏打ちするな…ッｗｗｗ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201709300912236029/
https://85358.diarynote.jp/201709300912476872/
https://85358.diarynote.jp/201709301525447871/
 



（…続きます…（＾＾；）…。）

  
 
 
 

…続きます…（＾＾；）…。

↓
   

リステラス星圏史略
sin 資料ファイル

Ω－Ｘ－２０１７－１０

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2017年10月）

http://p.booklog.jp/book/127518
 



奥付

（ ※ 旧題：「閉店準備作業のための予備ファイル　７」 ）
↓

 

リステラス星圏史略

sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１７－０９

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2017年09月）

http://p.booklog.jp/book/127517
 

（2019.08.12.〜 16. ）
 

☆ 著者 ☆
 

 霧樹里守
（きりぎ・りす）

 is
♪ 歌いながら大地を歩く ♪ 

著者プロフィール：http://p.booklog.jp/users/masatotoki/profile

感想はこちらのコメントへ（ぜひ！）

http://p.booklog.jp/book/127517
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