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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
 

 

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/127518
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（上旬）
 
 
 
 



（10月１日）　「太陽のせいです。」だったの…？？？

https://85358.diarynote.jp/201710010719465162/

【 旭川 ０．０５８ μ 】／（札幌 ０．０３７ μ 。　１２℃。）
　（）

2017年10月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0&list=RDvCEvCXuglqo&index=5
Shakira - Waka Waka (This Time for Africa) 
(The Official 2010 FIFA World Cup™ Song) 
　　↑

（承前♪）

おはようございます♪　音楽は昨日の件に関連しての選曲ですが♪

今日は３連勤の２日目。

時間がないのでお休みになってからゆっくり検索してコメント書くことにします…♪

定刻６時発進ですが小家事に手間取り、昨日の作業で目盛り満杯になって固まってたＰＣを思い

出して再起動したのが０６：５５でした。

札幌は晴天！ほぼ無風。

気温１２℃。室温１８℃。でも冷え予防で上着増量、

下半身は（ａｕのポイント使ってタダでせしめた♪）新しい寝袋にインしてます…ｗ

機嫌は上々。体調は、いつもの不安要因以外は堅調。

https://85358.diarynote.jp/201710010719465162/
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cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 

「足が冷える」 ってよく聞くけど、本当は全体的に微妙な痛みがあるのでは？

さて。情報チェック急ぎます…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

2017年09月30日（土）【前日】

01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.042 0.038 0.041 6 
04:00 0.040 0.038 0.039 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.037 6 
07:00 0.037 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 0.036 0.037 6 
09:00 - - - 0 
10:00 - - - 0 
11:00 - - - 0 
12:00 - - - 0 
13:00 - - - 0 
14:00 - - - 0 
15:00 - - - 0 
16:00 0.038 0.038 0.038 1 
17:00 0.038 0.037 0.038 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 

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


24:00 0.037 0.037 0.037 6

さて。（－－；）

昨日一日停止というか「消滅」していて、

⇒http://85358.diarynote.jp/201709300722412227/
　【 このページは表示できません 】。

今朝みたら「謎の欠測」入りで復活？してますが…
…？ｗ（－－；）ｗ…

http://85358.diarynote.jp/201709301525447871/

コメント

2017年9月30日15:59

なんかすごいビリビリ。

被曝してる気がする…？

だったんですよね…。（－－＃）★

はて、泊原発で何か？

それとも、たんに「太陽のせいです。」だったの…？？？

ホワイトフード @whitefood1 · 18 時間18 時間前 
9月30日13時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が22箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/913982218309058560

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

http://85358.diarynote.jp/201709300722412227/
http://85358.diarynote.jp/201709301525447871/
https://twitter.com/whitefood1/status/913982218309058560
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


2017年10月01日（日）【当日】 
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

今んとこ空気は正常かつ清涼。（＾＾；）

太陽光線が強すぎる…眼が痛い…ってことのほうが、問題点でしょうか…。

しんちゃんさんがリツイート 
ウクライナ政府報告書bot @ukurainahoukoku · 5時間5時間前
感覚器官と神経系の病気の中でもっとも一般的であったのは、網膜の血管障害であ

った。

（あと、この時間からすでに「光化学スモッグ」ぽいものの気配がします…★★）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1506809400/1011-0010-101000-
201710010710.gif?t=1506810034
（０７：００〜０７：１０）

（－－＃）★

https://www.youtube.com/watch?v=SV5XU4vIu5E
Just Communication - Mobile Suit Gundam Wing (with lyrics)
 
　

　

　

 

コメント

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1506809400/1011-0010-101000-201710010710.gif?t=1506810034
https://www.youtube.com/watch?v=SV5XU4vIu5E


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月2日6:59
　

2017年10月01日（日）【前日】
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.037 6 
07:00 0.037 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.038 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.038 0.036 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
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（10月１日）　

https://85358.diarynote.jp/201710010825138253/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月1日8:46
　

二胡と遊ぼう・officeSOMEIRO @office_someiro · 19時間19時間前 

【モエレもさとらんども遠いなら天文台へ！】

#札幌市天文台 は午後通常開館公開。14:00-16:00 遠くで楽しげだけど行けないわーってかた、ま
ちなかにもイカした望遠鏡ありまっせ。無料。交通機関至便。

いまの旬は春分と太陽黒点かなー。一人でもファミリーでも。

中島公園内。

　　↑

あれ！入れるんだ？！（＠◇＠）！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月1日14:24
　

　　↑

しまった、札幌の欄に入れた

つもりだったのに…(^。^;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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2017年10月1日22:48
　

先ほどなんとか無事故で帰投。

(^_^;)

そんな予報はカケラも無かった爆風が吹き荒れてて、自転車があおられて前に進めず、

向かい風だと押して歩かないとな勢いで、這う這うのていの帰路でした…ヽ（・＿・；）ノ

ナニこの台風？

はたまた春一番？

もぉ騒ぎ疲れた★

まんが読んで

ごはん食べて

寝ちゃいりす〜っ★

 



（10月２日）　重力が 【 ナナメに傾いてる 】／エルさんの好きそうな分野かな〜…★

https://85358.diarynote.jp/201710020707431856/

【 稚内 ０．０７７ μ 】／【 札幌　１７℃ ！ 】（ ０．０ ３７ μ
）／「 札幌地検に激震が走った。」　（中ＯＴＬ）

2017年10月2日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=SV5XU4vIu5E
Just Communication - Mobile Suit Gundam Wing (with lyrics) 

おはようございます。史上最低記録を更新しました。

　　↓

アクセス解析

あなたの日記にアクセスされた数の日別の推移を表示しています。

これまでのカウンター増加数の推移

　　日付　　アクセス数

2017-10-01 (日) 41 
2017-09-30 (土) 52 
2017-09-29 (金) 60 
2017-09-28 (木) 98

「なかみがマンネリで読む必要を感じない」だけならいいんですが…

どうも「それだけ」じゃないですよね？

「他人のブログを読んでるどころじゃない」状態に陥っているかた多数、

https://85358.diarynote.jp/201710020707431856/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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という「気配」を感じます…（－－；）★

（特に今まで「こいつばか！キチガイｗｗｗ」と「嘲笑するため」に、

せっせと読みに来ていた皆さんの、健康状態。とかが…？？）

https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I
【Wild Heaven】extended hard core mix -TMN- 

閑話休題。３連休の最終日。

札幌は昨日の異常な爆風のあと、気温が急上昇。

午前５時で１７℃もあって…ｗ（〜〜；）ｗ…

一昨日だっけ？＋９℃まで下がった後なので、生暖かくて気持ちが悪く、からだがモゾモゾして

ます…★

服装と体温の調節が難しいですね…★ｗ（－－；）ｗ…。

んで。現在はほぼ無風なのですが、空気中に爆風で巻き上げられた微細粉塵が充満しまくって

いて…。
（－－；）

窓が開けられません。蒸し暑いし、空気がこもっているけど、がまん。がまん…★

降水確率５０％。雲と晴天が入り乱れ、微細粉塵で空気が煙って見える…

先行き不透明な朝でございます…★★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月02日（月）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 

https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00

…ｗ（－－；）ｗ…？

…おっとっと！　⇒稚内…ッ！！！！？

！（＠■＠；）！

…札幌は相次ぐ被曝超過と、「水道水質の悪化」により、体調不良（おもに黄疸とか？）続
出中…。

…とりあえず、生きのびたかったら、水道水を飲むのはやめておけ…★★

（－－；）…。

ホワイトフード @whitefood1 · 9月30日 
9月30日13時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が22箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/913982218309058560

…ところで、いつからだったかもう思い出せないけど、あいかわらず、

頭痛と吐き気と眩暈が続いています…

重力方向がね、【ナナメに傾いてる】カンジなの…（〜”〜；）…。

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 10時間10時間前 

「脳チップ」は、パーキンソン病などの治療に広く使われるようになっている。一方

https://twitter.com/whitefood1/status/913982218309058560


軍事研究では、例えば脳の扁桃体を阻害すると、恐怖心を持たない兵士が出来上がる

らしい。脳の操作はタブー視されがちだが、治療法としても重要だ。「常に問題を共

有してディスカッションを」と番組での学者のコメント。

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 10時間10時間前 

面白かった。今月末に再放送があるようです。→フランケンシュタインの誘惑 科学史
闇の事件簿「人を操る 恐怖の脳チップ」 -より良き人間を作ろうと夢見て人間の脳に電
極チップを埋め込み操作しようとした、恐怖の神経科学者の物語

https://twitter.com/sinwanohate/status/914479267739660290

…あ”〜（＾＾；）エルさんの好きそうな分野かな〜…★

（ちなみに私の間脳さんは、「この機体には脳嶺が装着されていません…！」て、
　静かにパニクッテいるんだが…（＾＾；）…。

　いや、原生（現世）地球人類には、そもそも「そのパーツ」は無いから！

　後付けハードだから！

　「今ここ」でそれ使いたかったら、ＳＥＢに霊波で繋ぐしかないから…！）

（んで、脳本体の容量オーバーするから、や〜め〜て〜っ！！！）

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 16時間16時間前 
「潔白」青木俊著 
http://www.gentosha.co.jp/book/b10962.html …
面白くて一気に読んだ。小説。

https://twitter.com/sinwanohate/status/914391096280489984

　

　

https://twitter.com/sinwanohate/status/914479267739660290
http://www.gentosha.co.jp/book/b10962.html
https://twitter.com/sinwanohate/status/914391096280489984


 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月3日6:56
　

2017年10月02日（月）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.039 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.038 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.038 0.038 6 
13:00 0.039 0.038 0.038 6 
14:00 0.039 0.038 0.038 6 
15:00 0.039 0.038 0.038 6 
16:00 0.038 0.037 0.038 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.038 6 
19:00 0.038 0.037 0.038 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.038 0.038 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 6
　

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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


https://85358.diarynote.jp/201710020923053448/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月2日14:57
　

何か物凄い空気ビリビリ。

気分がイライラ。(-_-#)

なんだコレ？！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月2日23:44
　

そもそもたかだか時給３ケタのワープアに、

どんだけ過大かつ対価無視のスキルハードル要求をつきつけるんだ、

クライ暗愚会社と『重々嘘吐き』怪社は？

(-_-#)
　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（10月２日）　『 失業給付 中に 原稿 書いてデビュー♪』

https://85358.diarynote.jp/201710031822169946/

【 天中殺 あけ 】の一撃★ヽ（・＿・；）ノ　 （10月02日）

2017年10月2日 就職・転職 コメント (5)
　

　

ついに来た！？(‾○‾;)

ベルクカッツェ魔苦ゴナガルが悪意に満ち満ちた顔でに〜やに〜やしてたので、

遂にクビ決定のようですｗ

まぁアルパカ狼さんと、使うはずだった有給休暇以外は何の未練も無いので！

サイアク『失業給付中に原稿書いてデビュー♪』して、ローリングごっこということで…♪

（わ〜い定時で帰れた♪）

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月3日7:56

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 

https://85358.diarynote.jp/201710031822169946/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710031822169946/


自分の欠点を直視し認めることです。

ただし欠点に振り回されてはいけません。

忍耐力、優しさ、人を見抜く目を欠点から学びましょう。

ヘレンケラー

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月3日18:27
　

OTL49さんがリツイート 
sakamobi @sakamobi · 7月1日 
　

日本企業「コストコの時給１８００円はおかしい！侵略行為だ！」

コ「世界標準だぞ？頭大丈夫か？」

https://sakamobi.com/news/payment-by-hour …

どの商売にも競争があるように人材確保にも競争がある。

安い時給しか払えないのは経営者が無能だからであって

駆逐されて当然だとおもう。

https://twitter.com/sakamobi/status/880957124955709440

＞安い時給しか払えないのは

＞経営者が無能だからであって

＞駆逐されて当然だとおもう。

　

　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://sakamobi.com/news/payment-by-hour
https://twitter.com/sakamobi/status/880957124955709440
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月3日19:12
　

OTL49さんがリツイート 
Taka基地 @BeTakada · 9月30日 
　

この選挙、共産党の協力なしに自由主義は護られえないね。近所の小学校教員一家の家に

創価学会人が沢山集まってる、幹部だからね。他のご近所様が選挙色を出すと、

物凄い目で睨まれ挨拶もしてもらえなくなるらしい。

嫌いだなぁ...差別主義者。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月4日9:28
　

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3 時間3 時間前 
　

日産工場の大半で書類偽装　資格者の押印、不正常態化か：朝日新聞デジタル

社長が知らない訳ないよなぁ…
https://twitter.com/charlie24K/status/915332400166531072
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月5日7:34
　

cmk2wlさんがリツイート 
あずき（甘くない） @nemesis385 · 10時間10時間前 
あずき（甘くない）さんがcmk2wlをリツイートしました

たんぽぽさんは、このlevel7の汚染環境下でそっと自分だけ助かることも出来たのに、
その知識と知恵と行動力を駆使し「皆にも良いものをどうぞ」って言っただけで、

そこに裏も表も無いし、何か悪事を画策したわけでもない。

https://85358.diarynote.jp/
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虐げられ蔑まれる理由なんか何一つ無いことを、はっきり言っておくよ。

https://twitter.com/nemesis385/status/915562368607727617
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月10日9:08
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 7月26日 
　

体も臓器も脳も意識も、本質的な違いはない。

たとえ足の裏にトゲの一本が刺さっていたとしても、判断は狂い、意識は集中できなくなる。

同じように被曝で体をやられれば、心の状態もおかしくなっていくのは自明のこと。

脳への直接的な影響も。

自分で補正できるかが問題になってくる。

　

https://twitter.com/nemesis385/status/915562368607727617
https://85358.diarynote.jp/
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（10月３日）　きのうの厄日のおまけで？

https://85358.diarynote.jp/201710030707238239/

（ 札幌 １４℃ 。 ０．０３８ μ ）。　（作業栗鼠１匹目）

2017年10月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　　 　

　

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

おはようございます。

１０月３日０６時４６分でした。４連休の１日目。

やるべきことや書くべきことは山積みなのですが、

まずは情報チェックをさくさく往きたいと思います。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月03日（火）【当日】 
01:00 0.038 0.038 0.038 6 
02:00 0.038 0.038 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.039 0.037 0.038 6 
06:00

朝５時、仮起床時の外気温が１４℃。

https://85358.diarynote.jp/201710030707238239/
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ちょうど雨が降りだしていて、空気は化学的異臭が漂っていましたが、ありがたいことに雨水自

体は線量の低い「除染雨」だったらしく、浮遊していた汚染塵芥が叩き落とされた後は、かな

り湿っけてはいるものの、清浄な空気になりました…♪

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1506981000/1011-0010-101000-
201710030650.gif?t=1506981638
（０６：４０〜０６：５０）

室温は無暖房で１９℃。

長袖と靴下２枚重ねなのは、

きのうの厄日のおまけで？（－－；）

それとも被曝超過で「甲状腺がヤラレた」せいなのか、

喉が痛く、鼻もつまって、つまり「風邪気味」で、

予防発熱（発症を抑えるために先に体温上げちゃう）中だからです…☆

https://www.youtube.com/watch?v=S8eilh3QwsM
【MV】 GO WAY GO WAY〜NO WAY NO WAY／FoZZtone [Official] 

cmk2wl @cmk2wl · 5時間5時間前 

ヒトの胎盤を測定したことがあるけど、他のものより厳粛に扱うことはあっても測定

そのものに難しいことは何もない。

粉状にするまでの前処理は大変でも、測定になれば他の検体と同じ。

もし、自分の甲状腺を摘出したなら持ち帰った方がいい。

「庭木の下に埋めるんです」と言って。

cmk2wl @cmk2wl · 10月1日 
内分泌腺の肥大、

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1506981000/1011-0010-101000-201710030650.gif?t=1506981638
https://www.youtube.com/watch?v=S8eilh3QwsM


歯科的疾患、

新生児の奇形、

などが帰還兵の間で見られたという。

劣化ウランの影響。

cmk2wl @cmk2wl · 10月1日 
シーグワルト＝ホースト・ギュンター博士「湾岸戦争症候群」

器官の損傷、

遺伝子欠陥、

慢性疲労、

持久力の損失、

感染症の頻発、

咽喉痛、

咳、

皮膚発疹、

寝汗、

吐き気および嘔吐、

下痢、

めまい、

頭痛、

記憶喪失、

混乱、

視覚疾患、

筋肉の痙攣、

関節痛、



移動能力の欠如、

筋肉痛、

cmk2wl @cmk2wl · 10月1日 
「肺や甲状腺、骨などから研究者も驚くほど検出されたわ」と言うスーザンさんは、

夫の死が劣化ウランによってもたらされたと確信する。

知られざるヒバクシャ

…「該当が見つかりました」…（－－；）…。

お化け @ahoeight · 12時間12時間前 

なんか太陽フレアとかコロナとかの関係でかなりキテルみたいで頭痛に吐き気に眠気

がすごいから明日も仕事できる気しない

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月3日9:15
　

一旦やんで、また雨。

ちょっと尋常でない異様睡魔。（－－；）

ちょっと寝てきます…★
　

　

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

2017年10月3日9:15
　

（さむけと鼻水）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月4日7:05
　

2017年10月03日（火）【前日】
01:00 0.038 0.038 0.038 6 
02:00 0.038 0.038 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.039 0.037 0.038 6 

06:00 0.043 0.040 0.042 6 
07:00 0.041 0.039 0.040 6 

08:00 0.039 0.038 0.038 6 
09:00 0.038 0.038 0.038 6 

10:00 0.045 0.038 0.042 6 
11:00 0.045 0.043 0.044 6 
12:00 0.045 0.041 0.043 6 

13:00 0.052 0.046 0.049 6 
14:00 0.048 0.043 0.045 6 
15:00 0.041 0.039 0.040 6 

16:00 0.039 0.037 0.038 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.039 0.037 0.038 6 
19:00 0.039 0.037 0.038 6 
20:00 0.039 0.037 0.038 6 

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


21:00 0.042 0.039 0.041 6 
22:00 0.047 0.044 0.045 6 
23:00 0.043 0.040 0.041 6 

24:00 0.039 0.038 0.039 6
　

 



（10月３日）　「エイリスがやった」のが、これね。

https://85358.diarynote.jp/201710030823442857/

【永田町】＠【 恐怖新聞 】／この国の多くの大人は、守るべき
ものを守りませんね。　（作業栗鼠５匹目）

2017年10月3日 銀河英雄伝説ごっこ☆
　

　 　

　

…まぁこの出来の悪い暗愚なファルスとしか言いようのない泥沼の『政略』も、

すべて銀河英雄伝説キャラに置き換えて読んでみれば、娯楽ネタになるかと…★

https://www.youtube.com/watch?v=tL2WcqTSEqQ&index=22&list=RDObA2QSG76_g
Hiromitsu Agatsuma (semisen), Dmitry Kalinin (balalaika)
 
 
しんちゃん @shinchann2008 · 9時間9時間前 

『「希望」排除組が怒りの決起 民進100人が新党結成へ動く』日刊ゲンダイ 2017年10月2日
https://twitter.com/shinchann2008/status/914835313377157120

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 12時間12時間前 
10月02日 午後の最新の発言
「希望の党：小池百合子代表：過半数の候補者を擁立し、政権交代を目指す」

小池氏を叩いてる党（自民党、公明党、日本のこころ、共産党、社民党、民進党排除組）　取引

が出来た党（維新）　応援してる党（自由党：小沢一郎）

https://85358.diarynote.jp/201710030823442857/
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https://www.youtube.com/watch?v=-A6Asnw4KOQ&index=11&list=RDObA2QSG76_g
上妻宏光 "Fun" 

しんちゃんさんがリツイート 
レインボー @ori2rainbow1 · 9時間9時間前 
返信先: @shinchann2008さん 

そうですね。訂正します。

もうずっとしてきましたね。

この国は、この国の多くの大人は、守るべきものを守りませんね。

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 11時間11時間前 
今回の選挙騒動で、多くの人がよくわかったことは、

民進党の野田元総理。この人は隠れ自民党みたいなものでしょ。

総理大臣の時に国民に向けての会見で、あの福島原発事故を

「もう福島原発は収束しました」とか平然と言ってた人。

「消費税を上げる」と言ったのも、この人。

もう引退してもらった方が良い

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/914836303048568833

cmk2wl @cmk2wl · 10月1日 
cmk2wlさんがThierry Baudetをリツイートしました

民主主義だの自由だのと表面的なことを言いながら、決して民主的な独立は許されず

、最後には暴力になる。

https://twitter.com/cmk2wl/status/914495772950978560

cmk2wl @cmk2wl · 10月1日 
cmk2wlさんがIon Telleria Barrenaをリツイートしました

https://www.youtube.com/watch?v=-A6Asnw4KOQ&index=11&list=RDObA2QSG76_g
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/914836303048568833
https://twitter.com/cmk2wl/status/914495772950978560


カタルーニャの人たち素晴らしい。

自治体の消防隊員が、中央政府の治安部隊から住民を守っている。

https://twitter.com/cmk2wl/status/914480023758888960

　　↑

あぁｗ（＾＾；）ｗ

「エイリスがやった」のが、これね。（＾＾；）最初。

（そしてもちろん、元ネタは『ベルばら』だっｗｗｗ）

ナニそのタイトルｗ

　　↓

しんちゃんさんがリツイート 
山本太郎事務所・広報 @taro_koho · 9月29日 

永田町恐怖新聞　VOL.5 

『今さら聞けない！　憲法ってナニ？その1』
出来上がりました。

ゼブンイレブンネットプリントにも対応してます。

是非、印刷して話題にして下さい！

http://www.taro-yamamoto.jp/daily-activities/7463 …
https://twitter.com/taro_koho/status/913633523189215232

 

https://twitter.com/cmk2wl/status/914480023758888960
http://www.taro-yamamoto.jp/daily-activities/7463
https://twitter.com/taro_koho/status/913633523189215232


（10月３日）　『ソレル女史が視ていた深い闇』。

https://85358.diarynote.jp/201710031824206308

【 ララル姐 】＝【 副官Ｂさん 】仮説。(≧ω≦)b　（10月02日
）

2017年10月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　

…そ、そうだったのか…ッ！

(≧ω≦)b

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

（支離滅裂なブログですみません）σ(^◇^;)。。。
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

　

2019年
8月16日19:13
いやうそうそ。ナイだろそれは？！

 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710031338303298/

10月03日 めも
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2017年9月30日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　

仮眠してたら『ソレル女史が視ていた深い闇』

＝リスタルラーナの高等科学者にノイローゼと自殺が多いわけ』が判明…
┐(’〜`；)┌

ツイタて役に立つなぁ…
　

　

 

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


（10月３日）　「ハイアー堕天使エルさん」の仕業なのは間違いないですが…（
－－；）…

https://85358.diarynote.jp/201710031450266130/

（個人的なことは、社会的なことである。）　（復活の？作業栗

鼠　７匹目）

2017年10月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　

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

再びコンニチワになっちゃいました。１４：２５です。

１時間半の「仮眠」で起きるつもりが、目覚まし時計のボタン

がちゃんと押せてなくて、

３時間も「熟睡」してしまいました…☆

判明しましたが、これは間違いなく「風邪」です。（＾＾；）

一昨々日むかいの席のムー眠が、

一昨日は隣の席だった「副々管級」の人が、

まったく同じ「熱が出るほどではないが何だか寒い…」
と言っていたので、

ごくごく発症力の弱いヒヨリミ感染菌が、

連日毎週の被曝超過で免疫力の落ちているサッポロで、

静かな猛威？を振るっているものと思われます…★

（⇒ http://85358.diarynote.jp/201710030707238239/ ）（画像２
参照）

https://85358.diarynote.jp/201710031450266130/
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ちょっと寒気までしてきたので、服装大増量。

そういえば書いてませんでしたが、先日（もうだいぶ前？）

ａｕの「ポイント機嫌切れ」とかのお知らせで慌てて手続きし

て

無料で入手した（＾ｗ＾）ｇ

憧れの！コールマン♪

の、封筒型のキミドリ色の寝袋がたいそう具合が良くて…♪♪
https://ec.coleman.co.jp/item/IS00060N04990.html?aid=f24409ba26341f645d99219948fd533a

寒く？なってきたので、さっそくＰＣ前の（机の）

椅子に乗っけて、

「下半身寝袋」つっこんで保温して作業してますわ〜♪

（＾＾）ｇ

（前に使ってたやつは１５年くらい連続使用で繕いも玄海原発

灘になったので、

　床の敷物用にしました…☆）

（ちなみにコールマンの「家族用」を２つ買って、

　４畳半１部屋を「万年床」化するのが、秘かな野望です…ｗ
）

んで。（＾＾；）

他の人は「熱が出て２日寝込んで、もう休めない！」とか言ってましたが、私は軽症で済ませる

つもりなんで…

風邪薬はないんでオーガニック野菜ジュースに塩とレモン入れてペットボトルでガブ飲みしてい

ます…。

https://ec.coleman.co.jp/item/IS00060N04990.html?aid=f24409ba26341f645d99219948fd533a


んで。画像はその作業時の副産物です…ｗ

画像１　「貧しいながらも楽しい我が家。」１

画像２　「　　〃　　」　　２

画像３　「某シルバーブリッジの官舎（＠ユリアン不在時代）よりは幾らかマシな？

　　　　　我が『グリーンゲイブルスの屋根裏部屋』の台所全景。」です…☆

（あっ画像これから貼るから、ちょっと待ってて…）

んで。頭痛の原因は…（以下のちほど…）

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月3日17:20
　

このところシツコク続いている「頭痛」の原因は、

「頭蓋骨増設中」だからのようです。（－－；）

手で触ってハッキリ判るくらい、頭骨の横幅が広がってますし、

凝ってるわけではないのに頭皮がぱつぱつになっています…（－－；）…。

「ハイアー堕天使エルさん」の仕業なのは間違いないですが…（－－；）…

頼むよ〜★

原生地球人類の頭蓋骨内には、創ろうったって「脳嶺」はないんだよ〜★

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


先祖返り？だかジャンプ進化？とか、しなくてい〜からさ〜っっっ（００；）…

（２１世紀における地球人の「５３歳」。ってのは、「衰亡期」であって、

「成長期」じゃなーいッッ！）

　　

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月3日17:58
　　

「頭蓋骨の中に脳腫瘍」？？？

（…だったら、頭痛の種類がもっと悪質だと思う…★）
 
 
　

https://85358.diarynote.jp/
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（10月３日）　良好なエネルギーと運動する音楽をリラックス 。

https://85358.diarynote.jp/201710032211527137/

（沙魚…豪雨中…）　（寝ます！）

2017年10月3日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=TGtWWb9emYI
We Are One (Ole Ola) [The Official 2014 FIFA World Cup Song] (Olodum Mix) 

おばんです。２０：１７になりました。

いろいろ作業遅延しているので、

今日はとりこぼしていたコレをやって遊んでいて、さらに遅れました…ｗ
　　↓

https://www.jibunshoten.com/bookstore/UVYOTvi9

https://www.youtube.com/watch?v=zKWHC1SO8Zs
ベストワークアウトミュージックミックス2017ジムトレーニング音楽#58 

前からあって一番下に埋もれていたやつをおもてにひっぱり出して…
　　↓

http://p.booklog.jp/book/21441/read
春まだき　（６） 

コレの分冊と、

　　↓

https://85358.diarynote.jp/201710032211527137/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171003/85358_201710032211527137_1.jpg
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http://p.booklog.jp/book/117606/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－４

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年４月） 

コレも、４月１０日分まで、やりました。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161976
『復讐は、ビシソワズ。』（二年目） 

https://www.youtube.com/watch?v=uJaiTGWhiEk
良好なエネルギーと運動する音楽をリラックス 

限界オーバー。（＾＾；）

寝まーす！
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（10月４日）　本日の予定は「投稿用原稿の構成ツメ」＋「資料整理」＋「作業予定
計画」。

https://85358.diarynote.jp/201710040719149033/

師、詩、死、史、詞…？　／【 稚内 ０．０ ７３ μ 】／（ 札幌
最高 ０．０５２ μ。最低＋８℃。）　（未OTL）

2017年10月4日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

　

★【 ロッカショ注意！】★
　　↓

ホワイトフード @whitefood1 · 32 分32 分前 

10月4日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/915350807226204160

（次項参照）⇒

↓（以下、先の作業）↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=LizTDbjgatE
作業用BGM　3時間耐久〜創世のアクエリオン〜 

おはようございます。

ＰＣ起こしたのが、

１０月４日の、

０６時４４分でした。

https://85358.diarynote.jp/201710040719149033/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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ついでにカウンタが

０

６１８

４１

４…。

ってことで「し」で単漢字を呼び出した順、という、

イミフな仮タイトルになっております…ｗ

さて。

来週出勤したらその場でクビ宣告を受けるかもしれないという４連休の２日目。

（参照⇒ http://85358.diarynote.jp/201710031822169946/ ）

いろいろやること山積みです。（＾＾；）

http://p.booklog.jp/book/117606/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－４

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年４月）
　　↑

昨夜は早速あの後（深夜！）に１０人も！ご来場いただきまして、

ありがとうございました♪（＾＾）

本日の予定は「投稿用原稿の構成ツメ」＋「資料整理」＋「作業予定計画」。

できれば書き出したいです。

あと家事。惰眠と漫画…♪

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月04日（水）【当日】 

01:00 0.050 0.038 0.042 6 

http://85358.diarynote.jp/201710031822169946/
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/117606/read
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


02:00 0.049 0.046 0.048 6 
03:00 0.047 0.041 0.044 6 
04:00 0.043 0.041 0.042 6 
05:00 0.041 0.040 0.040 6 

06:00

…（－－＃）…★

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1507068600/1011-0010-101000-
201710040710.gif?t=1507069235
（０７：００〜０７：１０）

午前５時の外気温が８℃。無暖房の室温１６℃。

現在はほぼ無風で晴れてますが、

時折り急に暴風が吹いて断続的に激しいベクレ雨が降り、

まだまだ北のほうに「フクイチ汚染カラー」の、

昏く怪しい暗雲がわだかまっているので…★

（－－；）

予断は許しませんね…★（本来なら外遊びの予定の日。だったんですが！）

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 4時間4時間前 
STVライブカメラ
浦河、帯広、根室

https://twitter.com/charlie24K/status/915311854125170688

　

　

　

 

コメント

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1507068600/1011-0010-101000-201710040710.gif?t=1507069235
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月5日6:56
　

2017年10月04日（水）【前日】

01:00 0.050 0.038 0.042 6 

02:00 0.049 0.046 0.048 6 
03:00 0.047 0.041 0.044 6 
04:00 0.043 0.041 0.042 6 
05:00 0.041 0.040 0.040 6 
06:00 0.040 0.038 0.039 6 

07:00 0.038 0.037 0.038 6 
08:00 0.037 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.036 0.037 6 
11:00 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 

14:00 0.048 0.037 0.040 6 

15:00 0.059 0.054 0.056 6 
16:00 0.052 0.044 0.047 6 

17:00 0.045 0.042 0.044 6 
18:00 0.041 0.039 0.040 6 

19:00 0.039 0.037 0.038 6 
20:00 0.038 0.037 0.038 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 

22:00 0.042 0.037 0.040 6 

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


23:00 0.050 0.045 0.047 6 

24:00 0.046 0.042 0.044 6
　



（10月４日）　（あとでこのへんのネタ、まんま「ヤン・ウェンリー大統領」当選劇
に拝借しようっと…♪♪）

【 国難 来たる!! 】／小池 百合子 都知事【 都議会 不信任案 】
／【 共産党 独自候補 取り下げ 】／【 本物は誰だ?!】⇒【 希望
の党 排除者リスト】！　（未OTL）

2017年10月4日 銀河英雄伝説ごっこ☆
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=uGvIspfzLU4&list=RDNuJVcfoZ49s&index=29
宇宙戦艦ヤマト　OP　FULL 

しんちゃんさんがリツイート 
MRM - 首都レジスタンス運動 @MetroResistMov · 20時間20時間前 

【事前告知】国難来たる！！

日時：10月4日 17時10分から 
場所：水戸駅南口広場 presented by @jimin_koho 

秋葉原以来すっかり自信をなくしてしまった

安倍さんに温かい声援を！

できるだけ大きな声で！！

https://twitter.com/MetroResistMov/status/915049053553025024

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
田崎 基（神奈川新聞 記者） @tasaki_kanagawa · 10月1日 

https://85358.diarynote.jp/201710040841064234/
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「怒ってるやつ声上げろ！」　安倍氏、小池氏を非難し新宿でデモ

http://www.kanaloco.jp/article/281445 「そろそろ、声上げてもいいんじゃないですか？
」

「安倍も小池も今すぐやめろ！」。買い物客で賑わう新宿の街に声が響いた。

https://twitter.com/tasaki_kanagawa/status/914451543469862912

https://www.youtube.com/watch?v=7q513e1N8Zc&index=24&list=RDNuJVcfoZ49s
ワルキューレの騎行　Die Walküre 

しんちゃん @shinchann2008 · 48 分48 分前 
こんな分析も現れた。「自民・公明・維新・希望VS立憲民主・共産・
社民」oneboxnews
2017年10月3日 http://m.oneboxnews.com/articles/japan-election-2017-10 … 

「小池は自民連立の可能性を否定せず原発ゼロという主張も既にトーンダウン。リベ

ラル派による新党・立憲民主に対抗馬」

https://twitter.com/shinchann2008/status/915331275816263680

しんちゃん @shinchann2008 · 59分59分前 

希望の党が、排除した立憲民主党候補に、対抗馬を擁立。

安倍政治を終わらせるのではなく、リベラルを抹殺し、改憲を成功させるための政

党か？

孫崎亨さんツィートと東京新聞より、日刊ゲンダイ掲載の排除者リストを編集。

「希望の党排除者リスト」

https://twitter.com/shinchann2008/status/915329045637640192

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
小川一�認証済みアカウント� @pinpinkiri · 3時間3時間前 

http://www.kanaloco.jp/article/281445
https://twitter.com/tasaki_kanagawa/status/914451543469862912
https://www.youtube.com/watch?v=7q513e1N8Zc&index=24&list=RDNuJVcfoZ49s
http://m.oneboxnews.com/articles/japan-election-2017-10
https://twitter.com/shinchann2008/status/915331275816263680
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希望の１次公認候補です。

立憲民主党の発足メンバーの枝野幸男元官房長官ら６氏の選挙区では対立候補。

無所属で出馬する野田佳彦前首相、岡田克也元民進党代表、安住淳元財務相の３氏に

は対抗馬を立てていません。

公明党候補の9選挙区も擁立見送り。
https://twitter.com/pinpinkiri/status/915325725166551041

しんちゃんさんがリツイート 
孫崎　享 @magosaki_ukeru · 9時間9時間前 

野田らは隠れ「希望の党」員扱い。

「３日の第１次公認では、野田前総理大臣、岡田元代表、安住元財務大臣、江田前代

表代行の選挙区には、候補者を擁立していない。一方枝野、菅、長妻、赤松の選挙区

に対立候補を擁立」（NHK)、

「希望の党」の役割は安保法制反対のリベラル潰し。対米隷属派の醜い動き

https://twitter.com/magosaki_ukeru/status/915204766346575872

しんちゃん @shinchann2008 · 11時間11時間前 
希望の党、公約も発表してないのに、立候補者との政策協定書で「8.希望の党の政策を
順守すること」とは、これいかに？ https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171003-
00000087-jij-pol … 

本当に脱原発が政策に入るのか怪しい。小池百合子は、第二の三反園か。

しんちゃん @shinchann2008 · 12時間12時間前 
山内康一ブログ「『希望の党』本部の意向としては、『自民党候補に勝ち安倍政権を

倒す』という目的より、『比例票の積み増しを狙い自分たちの手足になる議員を増

やす。そしてリベラル派議員を減らす。』という目的の方が上位にあるということ」

https://twitter.com/shinchann2008/status/915172167137902592

https://twitter.com/pinpinkiri/status/915325725166551041
https://twitter.com/magosaki_ukeru/status/915204766346575872
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171003-00000087-jij-pol
https://twitter.com/shinchann2008/status/915172167137902592


しんちゃん @shinchann2008 · 12時間12時間前 
山内康一 福岡3区ブログ

「これでは『希望の党』というより『陰謀の党』です」

-「立憲民主党に参加します。2017年10月03日」
https://twitter.com/shinchann2008/status/915171626999672832

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
米山　隆一�認証済みアカウント� @RyuichiYoneyama · 13時間13時間前 

離党にお怒りとの事ですが

なんと都民ファースト内部では都議同士の会食や宴会が公式には禁止されていたとの

事ですから、そりゃ普通の人なら辞めるだろうと思います。そんな事は俺の自由、党

から言われる事じゃないと思うのが普通の人間でしょう。

https://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/915188290273271808

しんちゃんさんがリツイート 
渡部 深雪 @mipom11 · 14時間14時間前 

細野豪志はかつて

「安保法案の中身は日本を他国の戦争に参加させるというものです。《中略》

皆さん！我が国は戦争には参加しない。これが民主主義の考えです！我々は断固この

法案の阻止をしたいと思います！」

と熱く語る男でしたが、

今は昔の仲間に安保法案の踏み絵を踏ませる男です。

https://twitter.com/mipom11/status/915128750408318976

sinwanohate・レイジさんがリツイート 

https://twitter.com/shinchann2008/status/915171626999672832
https://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/915188290273271808
https://twitter.com/mipom11/status/915128750408318976


ハッピー @Happy11311 · 15時間15時間前 

華やかなデビューだったのに副知事含め、小池氏から重要ブレーンが次々と離れて

いく。んっ?そうかっ！トランプと似てるんだ!!

「都民ファースト総崩れ」音喜多駿さん離脱で、小池百合子都知事に都議会で不信任

案が可決か(山本一郎)
https://twitter.com/Happy11311/status/915153858157879296

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ⓢⓐⓘⓣⓞ @kentaro_s1980 · 20時間20時間前
#排除の党

小池の口から安倍政治を倒すとか自民党批判はひとつも出てない。

二大政党を作っても安倍政権を支える、自民党と一緒になる可能性がある。

もうそろそろ、騙されるのをやめよう。

https://twitter.com/kentaro_s1980/status/915091558461972480

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
渡辺輝人 @nabeteru1Q78 · 22時間22時間前 
渡辺輝人さんがインドア派キャンパーをリツイートしました

今なら間に合うから立憲主義のの下に帰れ。

あなたたちを選んだ選挙民は皆泣いているんだぞ。

https://twitter.com/nabeteru1Q78/status/915058143553503232

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
こたつぬこ @sangituyama · 23時間23時間前 

自民党抜け目ないですね。希望との連携を打ち出せば、

https://twitter.com/Happy11311/status/915153858157879296
https://twitter.com/kentaro_s1980/status/915091558461972480
https://twitter.com/nabeteru1Q78/status/915058143553503232


希望が反安倍の風からはずれて失速するのをよくわかっている。小池百合子はどうす

んでしょ。

https://twitter.com/sangituyama/status/915050670746734593

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
渡辺輝人 @nabeteru1Q78 · 10月3日 

希望の党は、民主党に刺客を立てるぐらいなら、安倍晋三、麻生太郎の議席を奪いに

行きなさい。

政権を取りに行くんだろう。方向性を間違えるな。

しんちゃんさんがリツイート 
米山　隆一�認証済みアカウント� @RyuichiYoneyama · 10月2日 
もう一つこの文書で不可解なのは３番で、

憲法改正の中身を全く特定することなく「憲法改正を支持すること」

となっています。これでは内容如何に関わらず支持しなければならない事になります

。

私なら「改正の中身が特定されない限り、支持するか支持しないか決めようがありま

せん。」と答えます。

https://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/914827525313974272

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
中島岳志 @nakajima1975 · 10月2日 

自民・公明・希望・維新の大連立が現実的になってきましたね。

→維新・松井代表：「自民と連立も」衆院選後の可能性示唆 - 毎日新聞
https://twitter.com/nakajima1975/status/914835908444205056

https://twitter.com/sangituyama/status/915050670746734593
https://twitter.com/RyuichiYoneyama/status/914827525313974272
https://twitter.com/nakajima1975/status/914835908444205056


sinwanohate・レイジさんがリツイート 
1878718787  @ cartoon · 10月1日 

外道なうさんこちゃん

https://twitter.com/18787cartoon/status/914630216839860225

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Holms @Holms6 · 9月29日 
細野豪志は民進党の裏切り者だ。その裏切り者が、前原が民進党の解党を決めると途

端にデカイ面をして民進党議員の選別をしているという。しかも民進党時代は安保法

制反対の急先鋒だったくせに、安保法制を認めるかどうかを基準にしているという。

細野豪志よ貴様には人間としての矜持すらないのか。

https://twitter.com/Holms6/status/913730788809519104

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 10月2日 

マルチ商法、SNSの普及で被害拡大「親和性が非常に高い」
http://www.jprime.jp/articles/-/7449 

マルチ商法とは、勧誘して自身の子会員を作る。

その子会員がさらに勧誘・販売を行うことで親にバックマージンが入る。

国民生活センター

「興味がない、誰かと相談すると伝え、頑なに拒んでください。」

https://twitter.com/cmk2wl/status/914931163034030088

https://www.youtube.com/watch?v=NuJVcfoZ49s&index=1&list=RDNuJVcfoZ49s
第4次ティアマト会戦＠ボレロ.wmv 

https://twitter.com/18787cartoon/status/914630216839860225
https://twitter.com/Holms6/status/913730788809519104
http://www.jprime.jp/articles/-/7449
https://twitter.com/cmk2wl/status/914931163034030088
https://www.youtube.com/watch?v=NuJVcfoZ49s&index=1&list=RDNuJVcfoZ49s


sinwanohate・レイジさんがリツイート 
上原 哲太郎/Tetsu. Uehara @tetsutalow · 14時間14時間前 

この風習、本当に辞めてくれないだろうか。何の権利があって講義をサボらせるのか

。平気で「ゼミ休みます」という学生が多くて本当に困っている。 / “内定式、表情き
りり　主要企業が一斉に　　：日本経済新聞”
https://twitter.com/tetsutalow/status/915160663261028360

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 

怖いよう。

https://twitter.com/cmk2wl/status/915088105773817857

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
so　sora @sosorasora3 · 20時間20時間前 

読んだ。

●「立憲民主主義」の反対語は？ http://m.huffingtonpost.jp/jouta-
nakatsuma/constitutional-democracy_a_23230159/ …

〉立憲民主主義の反対語」とは、何だと思いますか。

「保守」などではありませんよ。

それは、「人治独裁主義」です。

https://twitter.com/sosorasora3/status/915087342536241152

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
イシカワ（いきている） @ishikawakz · 22時間22時間前 
ひどい

10代選手の低体重と無月経、一生を左右＝東大病院「アスリート外来」の能瀬さやか
医師

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171002-00010000-jij-sctch …

https://twitter.com/tetsutalow/status/915160663261028360
https://twitter.com/cmk2wl/status/915088105773817857
http://m.huffingtonpost.jp/jouta-nakatsuma/constitutional-democracy_a_23230159/
https://twitter.com/sosorasora3/status/915087342536241152
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171002-00010000-jij-sctch


「10代から過度な減量を指示される選手は珍しくない。減量をきっかけに摂食障害に
なる選手も珍しくなく、長期的な視点での医科学サポートが必要」

https://twitter.com/ishikawakz/status/915056475810045953

cmk2wlさんがリツイート 
M.Kamagata 反原発/反増税 @kamagata_exp · 24時間24時間前 
M.Kamagata 反原発/反増税さんがゆーとをリツイートしました

国が違っても、公営暴力団という性格は同じなのね。

https://twitter.com/kamagata_exp/status/914998044243791872

　　↑

…放っておいたら、すぐに日本も「こうなる」が…★
…（－－＃）…★

…とりあえず、「スペイン移住もナシ」だな…★★

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
クリエネ（東京五輪招致疑惑追及しろ） @morecleanenergy · 10月1日 

検察審査会、機能してないじゃないか。→「平成28年の検察審査会の受理件数
は2190件。起訴相当という議決が下された件数は3件。不起訴相当は2023件」
https://twitter.com/morecleanenergy/status/914632714015215616

https://www.youtube.com/watch?v=fZjpsaU1Ew4&index=11&list=RDNuJVcfoZ49s
銀河英雄伝説 艦艇サイズ比較 
　　　↑

（※「民主党」員はむしろ「ヤマト」ファンが多いのを承知であえて貼るｗ）

　　　↓

しんちゃんさんがリツイート 
もうれつ先生 @discusao · 6時間6時間前 

https://twitter.com/ishikawakz/status/915056475810045953
https://twitter.com/kamagata_exp/status/914998044243791872
https://twitter.com/morecleanenergy/status/914632714015215616
https://www.youtube.com/watch?v=fZjpsaU1Ew4&index=11&list=RDNuJVcfoZ49s


立憲民主、合流相次ぐ　50人以上の見方も

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017100301002217.html …
新たに辻元清美、近藤昭一両前衆院議員が参加を表明。共産党との選挙協力を進め、

全国規模での擁立を目指す構え。

https://twitter.com/discusao/status/915253465378516997

　　↑

清美、ＧＯ！！

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ガイチ @gaitifuji · 12時間12時間前 
ガイチさんが上沖央明（ゼジ）をリツイートしました

川内氏は、かつて国会で、多くの豆腐製造業者が廃業に追い込まれる危険があった「

にがり規制」が通りそうになった時にも、保坂展人氏と連携して食い止めた実績が

ある。細かなことに目配せのできる人だ

https://twitter.com/gaitifuji/status/915202103924080641

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ⓢⓐⓘⓣⓞ @kentaro_s1980 · 15時間15時間前 

宮城2区 鎌田さゆり
応援しましょう

@sayu4018 @SayuriOffice 
希望の党から公認出たけど辞退しました。

「希望」の党というより「野望」の党という印象。

「乱暴」です。

「乱暴！」「野望！」「無謀！」

https://twitter.com/kentaro_s1980/status/915152237726273536

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Hoso @Hoso0907 · 18時間18時間前 
Hosoさんがたつみコータロー参議院議員 日本共産党をリツイートしました

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017100301002217.html
https://twitter.com/discusao/status/915253465378516997
https://twitter.com/gaitifuji/status/915202103924080641
https://twitter.com/kentaro_s1980/status/915152237726273536


【速報】共産党、枝野幸男・立憲民主党代表がたつ埼玉5区で、独自候補取り下げを
発表。

https://twitter.com/Hoso0907/status/915114314117165057

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
KK @Trapelus · 18時間18時間前 

【枝野新党「立憲民主党」にリベラル票がどっと流れ込む】

希望移籍を望む民進「出戻り」続々　最大の注目は今後の展開だ。枝野は「（今の時

点で）構成員はひとり」と苦笑いしていたが、安倍自民を倒す原動力に発展していく

可能性は十分ある　今度こそ、安倍政治を倒す新党の誕生だ（日刊ゲンダイ）

https://twitter.com/Trapelus/status/915109316197212162

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
YAF @yagainstfascism · 21時間21時間前 
テレ朝。#立憲民主党 会見への水谷修氏の評価。

前原・小池に言いたい事は沢山あるだろうに、枝野氏はそれを一言も言わず飲み込み

、我々は独立すると。

とても感動した。右から左までごった煮だった民進党が綺麗に分かれ、護憲の受け皿

が共産・社民・立憲民主党と選択肢が広がるのは国民的に良かったと

https://twitter.com/yagainstfascism/status/915074813655257088

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
こたつぬこ @sangituyama · 24時間24時間前 

ワイドショーは立憲民主党に好意的。

枝野が前原や小池を一切批判しないで、潔く立ち上がったことへの評価が高い。

また、はっきりしたリベラルな政党ができて、社共とのブロックが国民にわかりやす

くなったことへの評価が高い。

https://twitter.com/Hoso0907/status/915114314117165057
https://twitter.com/Trapelus/status/915109316197212162
https://twitter.com/yagainstfascism/status/915074813655257088


野党共闘がはっきりして、希望の党がなにやりたいかわからなくなっている。

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
諏訪原 健 @swa_swa_swatch · 10月2日 

枝野さんの会見で印象的だったのは「草の根に立つ」というメッセージ。

政治の対立軸は「上から」なのか「下から」なのかという点にあるとした上で、ボト

ムアップのリーダーシップ・民主主義・社会経済政策を目指すという。また市民と積

極的に連携する姿勢も示していた。応援したい。 #立憲民主党
https://twitter.com/swa_swa_swatch/status/914786248585125888

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
カジポン @kajiponmz · 10月2日 

昨日の枝野会見、1時間のうち50分が質問時間だったという。国民の疑問に正面からガ
チで答えていくスタイル。

一方安倍氏の選挙会見はお約束の記者だけが質問を許され、たった10分で終了。

枝野会見の現場にいた知人ジャーナリストは、質問者と向き合い逃げずに答え続ける

枝野氏に感動したとのこと！

https://twitter.com/kajiponmz/status/914998529495490560

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
立憲民主党�認証済みアカウント� @CDP2017 · 10月2日 

枝野代表「希望の党の理念、政策は、私たちの政策とは違うものです。また、いまの

政治状況としては保守とリベラルは対立概念ではないと考えています。

今この国に必要な政治的な対立軸があるとするなら、トップダウンvsボトムアップ、
一部の人たちの政治か草の根かという軸。

https://twitter.com/swa_swa_swatch/status/914786248585125888
https://twitter.com/kajiponmz/status/914998529495490560


私たちは後者の側に立つ」

https://twitter.com/CDP2017/status/914777927006396416

しんちゃんさんがリツイート 
松本浩一　自由党（杉並区） @Matsumoto_501 · 10月2日 

自由小沢氏、無所属出馬へ　希望の党に合流せず | 2017/10/2 - 共同通信 47NEWS
https://twitter.com/Matsumoto_501/status/914831673635696640

　　↑

オザワをちょっと見なおしました♪ （＾＾；）

よし！

これからは、（ちょっとだけ、ココロの中で、）応援することにする！♪

………あれ？………（〜〜；）…？？
　　↓

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 10月2日 
10月02日 午後の最新の発言

「希望の党：小池百合子代表：過半数の候補者を擁立し、政権交代を目指す」

小池氏を叩いてる党（自民党、公明党、日本のこころ、共産党、社民党、民進党排

除組）

取引が出来た党（維新）　

応援してる党（自由党：小沢一郎）

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/914824437639389184

しんちゃん @shinchann2008 · 11時間11時間前 

https://twitter.com/CDP2017/status/914777927006396416
https://twitter.com/Matsumoto_501/status/914831673635696640
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/914824437639389184


『希望の党、立憲民主党に抜き去られる　公式ツイッターのフォロワー数に大差』J
cast news 2017年10月3日(火) 15:23配信
https://twitter.com/shinchann2008/status/915185222043418630

　　↑

（あとでこのへんのネタ、まんま「ヤン・ウェンリー大統領」当選劇に拝借しようっと…♪♪）
⇒http://p.booklog.jp/book/108889/read

（…オザワって、とりゅーに人かな…？？）

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

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
takemaru @takemarutake · 10月2日 
ラスベガス襲撃時に演奏していたバンドのギタリストが、

今まで銃規制反対派だったが自分は間違っていた、いますぐ銃規制が必要だ、

自分や仲間の身が危険に晒されるまで気付かなかったことを後悔している、と正直に

吐露している

→https://twitter.com/takemarutake/status/915002120419577856

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
川内 博史 @kawauchihiroshi · 10月2日 
昨晩、小池代表から依頼を受け、希望の党の候補者選別を担当しているという方から

御電話をいただいた。

「君は安保法制に賛成か反対か？」

「憲法上の疑議がある法律に賛成も反対もなく、廃止と考えます」

「踏み絵は踏まないのか」

「踏みません」と、答えました。

https://twitter.com/shinchann2008/status/915185222043418630
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/108889/read
https://www.youtube.com/watch?v=vgE11M0tSMM
https://twitter.com/takemarutake/status/915002120419577856


寛容？多様性？

https://twitter.com/kawauchihiroshi/status/914763221365440513

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
中野昌宏 Masahiro Nakano @nakano0316 · 10月1日 

だいたい安保法制に賛成する人が真面目なわけないでしょう。

憲法学者約200人の中で賛成はたったの3人だったでしょ。しかもそれ日本会議の変な
宗教の人だよ。

https://twitter.com/nakano0316/status/914532084152025088

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Hironobu SUZUKI @HironobuSUZUKI · 10月2日 

Hironobu SUZUKIさんがナスカの痴情ェをリツイートしました

うまいこといった！

https://twitter.com/HironobuSUZUKI/status/914832855972274176

（再掲）

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
立憲民主党�認証済みアカウント� @CDP2017 · 10月2日 

枝野代表「希望の党の理念、政策は、私たちの政策とは違うものです。また、いまの

政治状況としては保守とリベラルは対立概念ではないと考えています。

今この国に必要な政治的な対立軸があるとするなら、

https://twitter.com/kawauchihiroshi/status/914763221365440513
https://twitter.com/nakano0316/status/914532084152025088
https://twitter.com/HironobuSUZUKI/status/914832855972274176


トップダウンvsボトムアップ、

一部の人たちの政治か

草の根かという軸。

私たちは後者の側に立つ」

https://twitter.com/CDP2017/status/914777927006396416

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
金子勝�認証済みアカウント� @masaru_kaneko · 10月2日 

【イジメにあっても立ち上がる】枝野議員が新党「立憲民主党」を立ち上げを表明。

枝野氏の記者会見は、アベ・スガとは対照的に鮮やか。コイケ独裁党と前原の嘘によ

ってリベラルはイジメ排除されたが、今こそ、

苦しいリベラルを救わなくてどうする。

https://twitter.com/masaru_kaneko/status/914834010466947074

ＯＫ。 I can WALK with YOU at all.

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
KASUGA, Sho @skasuga · 10月2日 

“英政治に地殻変動　「社会主義2.0」の足音　（写真＝ロイター）：日本経済新聞”
https://twitter.com/skasuga/status/914679546057703429

https://www.youtube.com/watch?v=Hc5xgCqTy_k&list=RDNuJVcfoZ49s&index=25
Legend of the Galactic Heroes Soundtrack - Free Planets Alliance Side 
　

https://twitter.com/CDP2017/status/914777927006396416
https://twitter.com/masaru_kaneko/status/914834010466947074
https://twitter.com/skasuga/status/914679546057703429
https://www.youtube.com/watch?v=Hc5xgCqTy_k&list=RDNuJVcfoZ49s&index=25


　

 



（10月４日）　自分の原稿（関連作業）やりま〜す！

https://85358.diarynote.jp/201710041940471490/

（沙魚　宇宙）

2017年10月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

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

おばんです。１９：０５にＰＣ前に戻って参りました。

脱線１件追加して（＾＾；）

⇒https://www.jibunshoten.com/bookstore/UVYOTvi9/permitSuggests/324365

自分の原稿（関連作業）やりま〜す！

https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
【ほぼ全部俺の笛】リコーダー多重録音でクロノトリガー／クロス小曲集 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

まず！

今回の！　目標設定！！

⇒とにかく「書いて、印刷して、期日までにポストに投函する！」

http://ehon.kodansha.co.jp/literature_award/

⇒この際、質や量にはこだわらない！（たとえ「下書き」だけでも出す！）

⇒今度こそ！　「どんな妨害があっても鬱にならない！　投げ出さない！」

…です…（＾＾；）…

https://85358.diarynote.jp/201710041940471490/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201710041940471490/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171004/85358_201710041940471490_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9qXmRL6a0uU
https://www.jibunshoten.com/bookstore/UVYOTvi9/permitSuggests/324365
https://www.youtube.com/watch?v=p5_g4e0yxWc
http://ehon.kodansha.co.jp/literature_award/


（だって明後日また「失業する」かも知れないんだも〜ん…★）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「構成」

今期⇒『　あらすじです。』（宇宙史）（リステラス星圏史略・おもて）

来期⇒『　あらすじです。』（転生史）（リステラス星圏史略・うら）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

実作業ちょっとやってきます…。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

まず！（投稿用なので非公開ですが）

上２冊の「いれもの」だけ作ってきました…。（＾＾；）

そんで「投稿要綱」を再確認すると、

枚数規定は４００字詰め原稿用紙に換算すると⇒９０〜９００枚！

…と、ほとんど「何やっても良し！」状態なので…（＾＾；）…。

枚数制限は全く考えずに、「５ヶ月で書けるだけ書く」ということに…。

（仮に「あさって、今のバイトをクビにならずに済んだ。」として…）

１０〜２月の５ヶ月間、×月４回＝２０回の「週休」がある。として…

４００字詰め原稿用紙３枚×２０話。だけでも６０枚にはなる。けど…。

書きたい話はもっと長い！



原稿用紙１枚×１００話。でいくかな…？？

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月4日19:41
　

０

６１

８４

５５…！

ＧＯＧＯ！

お、幸先いいぞ♪

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月4日21:17
　

…え”〜★（＠■＠；）また、雨…！？

…明日ことは出かけたい…ッ！！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月4日21:40
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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…なに作業しようとしてたんだったか忘れた★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月4日22:03
　

０

６１

８４

６８．
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（10月４日）　さっき「ニョゼさん」が脳内に履歴書？持って遊びに来た。

https://85358.diarynote.jp/201710042031279798/

別件。（＾＾；）

2017年10月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　

書くの忘れてたらせっつかれた。（＾＾；）

さっき「ニョゼさん」が脳内に履歴書？持って遊びに来た。

２２世紀？の月面ＳＦファンジンのＳＮＳの名前が

「飾巣（カザルス）ロング」で、トキとはそこで先に交流があったらしい。

　　↓

https://bookwalker.jp/de7c76c1ce-dd6e-4af8-aee1-8f1a29ae357d/
＞ラザルス・ロング

本名は「栖田敬仁」（すだ・けいじん）とかいうイカツイ？名前らしい。

（お寺さんの子だから。亡くなったお兄さんが「敬全」さんで跡取りだった。）

「似合いませんでしょう？」ということで、試行錯誤の末？

芸名？が「如是我聞（ニョゼ・ガモン）」って…ｗｗｗｗｗ

脳内でお茶飲んでだべって帰って行った。

…こりゃ、リアルで近いうちに、やっぱり何かあるなぁ…？？？

https://www.youtube.com/watch?v=jBMtpN4mPRo
Enya - Hit Collection 2017 (HD) (Deep Relaxing Video) MUSIC LEGENDS

https://85358.diarynote.jp/201710042031279798/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201710042031279798/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4150105812/
https://bookwalker.jp/de7c76c1ce-dd6e-4af8-aee1-8f1a29ae357d/
https://www.youtube.com/watch?v=jBMtpN4mPRo


「栖田家」は「実在する」らしい…（＾＾；）
（インク屋さん？？？）（あと、兵庫の病院！）

https://www.bing.com/images/search?
q=%e6%a0%96%e7%94%b0%e5%ae%b6&qpvt=%e6%a0%96%e7%94%b0%e5%ae%b6

（検索脱線）

　　↓

http://www.tokinosumika.com/group/?_ga=2.11180596.1455548607.1507116890-
542517673.1507116890
トキノスミカ

…はい？！（＠◇＠；）！…☆

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月4日20:48
　

…ああ、こないだ「由利」氏が自己紹介に来たから、対抗したわけね…☆

ｗ（＾＾；）ｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月4日23:40
　

え？違う？

https://www.bing.com/images/search?q=%e6%a0%96%e7%94%b0%e5%ae%b6&qpvt=%e6%a0%96%e7%94%b0%e5%ae%b6
http://www.tokinosumika.com/group/?_ga=2.11180596.1455548607.1507116890-542517673.1507116890
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


「恵仁」？　（＾＾）似合ってるじゃん！

　

　

 



（10月４日）　物語には、意味がある。

https://85358.diarynote.jp/201710042227407352/

（沙魚鵜　２　匹目）

2017年10月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

（承前々項）⇒http://85358.diarynote.jp/201710041940471490

さて。

対象読者は？

⇒本に飢えてる小学４年生（私）〜つられて読み始める母父〜祖母父まで。

文体は？

⇒簡潔に。体言止め多用。色と形の描写くっきりと。（漫画〜アニメ的に！）

読んでもらう目的は？

⇒「面白くて、ためになる！」

⇒「宇宙」（世界）に「興味」（知的好奇心）を持ってもらう。

　人文科学や民俗史・風俗史・権力闘争

　・時間物理学・宇宙物理学…に興味を持ってもらう。

おっけ！

参照魚

https://85358.diarynote.jp/201710042227407352/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201710042227407352/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171004/85358_201710042227407352_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/201710041940471490


http://85358.diarynote.jp/201102101059084570/
http://85358.diarynote.jp/201102101107064667/
http://85358.diarynote.jp/201102101111434474/
http://85358.diarynote.jp/201102101117359532/
http://85358.diarynote.jp/201102101120554581/
http://85358.diarynote.jp/201102101124345033/
http://p.booklog.jp/book/20469

そして、今「生きて、こんな時代」にまで、突入してしまった…から、こそ。

物語には、意味がある。

ひとが生きて死ぬ物語には…

　ちからが、ある。

　

「話を止揚！」…（違っ
　

https://www.youtube.com/watch?v=pj2WS_vZJoY
【PS3】 El Shaddai -エルシャダイ-　(ルシフェルver) 高画質版 

https://www.youtube.com/watch?v=YBekU7eHa5E
2-Hours Epic Positive Music ( Epic Fantasy Uplifting Orchestral Vocal ) 

http://85358.diarynote.jp/201102101059084570/
http://85358.diarynote.jp/201102101107064667/
http://85358.diarynote.jp/201102101111434474/
http://85358.diarynote.jp/201102101117359532/
http://85358.diarynote.jp/201102101120554581/
http://85358.diarynote.jp/201102101124345033/
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/20469
https://www.youtube.com/watch?v=pj2WS_vZJoY
https://www.youtube.com/watch?v=YBekU7eHa5E


 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月4日23:10
　

…まだ、「何か足りない」みたい…。

…（＾＾；）…。
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（10月４日）　始まりの場所。《 センサリテヤ 》。

https://85358.diarynote.jp/201710042331214942/

　０．　《 センサリテヤ 》

2017年10月4日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　

…あぁ判った…★（－－；）☆（前項コメント欄参照。）

これか！

● 児童を読者対象とした自作未発表の作品であること。

（商業出版を目的としない同人誌発表はさしつかえありません

…たしかに「個人のブログ」は「さしつかえ」ないのかもしれないけど…

ｗ（＾へ＾；）ｗ…

もー！　しょーがないなぁー！

イントロだけ。だぞ…？？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

始まりの場所。《 センサリテヤ 》。

時間・空間・重力と、生死と奇蹟と偶然を、超越したところ。

https://85358.diarynote.jp/201710042331214942/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201710042331214942/


別名を《 もっともあおき青 》とも呼ばれる。

青く蒼い、輝きに満ちた夢幻界。

治めるのは主宰母神〈 マンマ・ワァガ 〉。

遍自在神とも呼ばれる。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

こんな文体で、よーそろー！

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月5日7:16
　

ほら、たとえば、

オルドロイン、とか

キラシャンドラ、とか…

もぉ「その単語」だけで物語に陥落する瞬間。って、あるよね…？

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


（え？　私だけ？？）

　

　

 



（10月４日）　「 東北系 関東人 の意地 」！

https://85358.diarynote.jp/201710050707336608/

【 稚内 ０．０ ７ μ 】／【 札幌 ０．０ ５９ μ 】（ ＋７℃ ）
／【 シベリア寒気団到来！ 】。

2017年10月5日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

おはようございます。定刻起床。ＰＣ起こしたのが０６：４５でした。

４連休の３日目。

私にどんな欠点があるとしても、「毎日早起きしようと決めた」ら、ちゃんと起きる…

（鬱病と慢性過労症候群だった時期は除いて！）

…というのは、昔々（前世）の魔女（賢女）修行の名残の賜物で、長所と数えていい部分だと思
います…

ってことで、音楽は、昨夜の続きで、これをもう１回…♪
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=YBekU7eHa5E
2-Hours Epic Positive Music ( Epic Fantasy Uplifting Orchestral Vocal ) 

札幌は＋７℃まで気温が下がっちゃいました！

室温は無暖房で１３℃。ほぼ無風。どんより曇り。

…昨日からぐずぐずしている洗濯物が、今日も乾きそうにない…★

という名目で、思わずストーブ点火…★（＾＾；）★

https://85358.diarynote.jp/201710050707336608/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710050707336608/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171005/85358_201710050707336608_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171005/85358_201710050707336608_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171005/85358_201710050707336608_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YBekU7eHa5E


（ま、設定温度は「１５℃」なところが、ヒヨワで非エコな道人とは違う、

「東北系関東人の意地」ですけどね！…）

中津川　昴 @subaru2012 · 11時間11時間前 

北海道は今シーズンいちばんの冷え込み 山あいで雪も | NHKニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/915598876052090880

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 
10/5 
北海道の最低気温は8℃（最高15℃）

東京の最低気温は16℃（最高20℃）
大阪の最低気温は16℃（最高22℃）
現在の全国の気温（アメダス）、かなり冷えています。11月上旬並みの寒気となり
ます。（標高1500mの地点でー18℃くらいに）
https://twitter.com/subaru2012/status/915596462347583488

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 

明日朝、北海道・東北・北関東は一気に秋から冬になる

くらいの気温が急降下します。木枯らしの突風が日本海側から吹きます。まだ木枯ら

しじゃないけど、ー17℃(高度5,500m)の寒気が本州の日本海側を覆います。10/4の昼
、カムチャツカ半島南端沖の低気圧が発達、

シベリア寒気団到来！

https://twitter.com/subaru2012/status/915594176657448960

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

https://twitter.com/subaru2012/status/915598876052090880
https://twitter.com/subaru2012/status/915596462347583488
https://twitter.com/subaru2012/status/915594176657448960
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


2017年10月05日（木）【当日】 

01:00 0.041 0.039 0.040 6 
02:00 0.046 0.043 0.044 6 
03:00 0.041 0.038 0.040 6 

04:00 0.039 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

…どうにも天気と空気がかんばしくないです…★

（昨日の分⇒ http://85358.diarynote.jp/201710040719149033 コメント欄）

★（－－＃）★

「今日こそ外出！」予定でしたが…まだ雲が分厚い…★

予報降水確率は１０％…？？？？

どちらにしても「やることリスト」は山積みなので、とりあえず午前９時まで情報チェックをや

りながら、今日と明日の予定を組み立てたいと思います…。

（とにかく最近「被曝超過」が続いてます…！）

…あれ？　ツイッタが重い…。（０６：５９）

ホワイトフード @whitefood1 · 12 時間12 時間前 
10月4日18時42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/915512462119596032

ホワイトフード @whitefood1 · 19時間19時間前 
10月4日12時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が20箇所以上存在します

http://85358.diarynote.jp/201710040719149033
https://twitter.com/whitefood1/status/915512462119596032


。

https://twitter.com/whitefood1/status/915419189506056192

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
10月4日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/915350807226204160

　　↑

…なんだかちょっとやばい感じする…？？
　　↓

地震マップ @eq_map · 9 時間9 時間前 
【M3.9】日高山脈 深さ53.4km 2017/10/04 22:17:38

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M3.4】国後島近海 深さ101.6km 2017/10/04 22:05:15

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.4】渡島半島 深さ14.1km 2017/10/04 18:29:01

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M3.0】日高山脈 深さ53.3km 2017/10/04 13:37:18

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M3.0】十勝地方 深さ84.4km 2017/10/04 08:14:55

地震マップ @eq_map · 10月3日 
【M4.5】KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION 28.3km 2017/10/04
05:11:50 JST[UTC+9]

 
　

　

 

コメント

https://twitter.com/whitefood1/status/915419189506056192
https://twitter.com/whitefood1/status/915350807226204160


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月5日9:33
　

０

６１８

５００☆

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月5日10:00
　

気温は＋１３℃まで上りましたが、晴れたり曇ったり不安定。

陽射しがあると逆に強すぎて皮膚と水晶体に孔が開きそうな勢いです…
（－－；）

外出断念。家事と原稿に専念します…。
　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710050707325533

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月6日7:04
2017年10月05日（木）【前日】

01:00 0.041 0.039 0.040 6 
02:00 0.046 0.043 0.044 6 
03:00 0.041 0.038 0.040 6 

04:00 0.039 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00 0.037 0.036 0.037 6 

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


07:00 0.037 0.035 0.036 6 
08:00 0.037 0.036 0.037 6 
09:00 0.037 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.036 0.037 6 
11:00 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 0.036 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.037 6 
16:00 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.037 6 
23:00 0.037 0.037 0.037 6 
24:00 0.037 0.037 0.037 6
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年8月16日20:28
　　

※　次項と　だぶっちゃってますっ！　⇔
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（10月５日）　まさか…昴？　…伯礼亜の一族か…ッ？？？？

https://85358.diarynote.jp/201710050750248687/
　

　

…んんん？
　　↓

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

僕もこのコールドスリープ装置に浸かって体験した。僕の場合は6年スリープ、1年間
を船内の管理、1年を食料自給班、残りの6年をコールドスリープに使ったけれど、夢
を見ているというより、トイレに行きたくなったら起こされた感覚が強い。2年間の船
内生活は楽しい事ばかりじゃないけど、充実。

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

冬眠スーツを着用し、バイタルを測定しつつ、栄養や酸素、炭酸ガス交換、消化補助

、血液ろ過など自動的に行われ、チクサントロピックな液体の中に埋没させて、体温

を低下させる。この液体はその温度でも凍結しない。宇宙船の加減速時に発生する慣

性力を360度方向から軽減できる。

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

なぜなら、人間の体は栄養だけでなく適度な運動による筋肉の生産、臓器の維持を行

わないと生命維持が難しいからだ。冬眠中も栄養の摂取は行われるし、解凍の際のス

トレス、日常生活に戻るためのリハビリに最低二週間かかるためで、重力を減らした

り加えたりできる空間がある。冬眠中は液体中に固定

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

親による子育ては1日のサイクルの1/3程度、あとは養育器やロボットが行っていた。擬
似太陽・擬似河川・擬似海洋を作り出し、日々の体験に浴することが可能だ。いわゆ

る宇宙船が惑星とほぼ変わらない日常を作り出している。コールドスリープを短く設

定したり、時折覚醒してまた冬眠したりできる



中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

仕事のほとんどはロボットとシステムが自動でこなし、人間があえて行うのは緊急事

態や恒常的に発生する問題解決、船内放送、報道班、宅配受付のみ行っていた。人口

の増減が話題になるのは、死亡通知と誕生通知の時くらいだ。地球的な儀式は5分程度
に短縮されている。別れはお祈り、誕生は祝いだけ

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

それから余興班、Σスポーツ班、Σスポーツ医療班、文化部、クラブ・サークル班、地

球の伝統文化班、祭部、スピリチュアル班、睡眠班、収穫班、調理班、上下水道管

理部、カフェ部、音楽演奏班、劇団Σ、電気・光学・推進管理部などがあり、仕事な

のか、趣味なのか分からないものもあった。

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

探査船（母船の生命維持とセキュリティはオートメーションの上層にUAIとVAIを持つ
）には居住者、管理者、保安要員、推進機関部、探査リーダー、探査班長、行政班、

人口調整班、食料自給班、燃料・鉱物探索班、緊急事態対策班、シールド維持部、通

信部、ロボット重機・建設・建築部、医療部

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

200年後の地球軌道から計算すると、距離は光速で8.5光年、21世紀後半に考案された
光速の66%まで加速できる亜光速推進炉（公称寿命50年）を3機使って、往路のみの探
査船で片道14年かかっていた。到着二週間前にコールドスリープから覚醒するシステ
ムになっており、航路に障害なし

　　↑

…ちょっと待て、おいこら…ッ☆☆☆

今は地球旧暦の何年だ？きさま一隊どこから来やがったｗ



まさか…昴？　…伯礼亜の一族か…ッ？？？？

⇒http://p.booklog.jp/book/108825/read

（…ほんとにネタだらけだ…ｗ）

　おいこら〜ッｗｗｗ（＾◆＾；）ｗｗｗｗｗ

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

軌道ステーションには母船とその中に街があり、宇宙観測班に再編成されて、天体の

探索に旅立っていた。ガス型の第3惑星、氷結した固体コアの第4惑星などを6か月に渡
って調査した。上陸班にも同行した。第4惑星には異性文明の残骸を発見したが放棄さ
れて数十万年経過していた。恐らく我々と同じ

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

僕自身は植物検疫グループと共に探索班に同行し、珍しい生態系や気候、河川の観察

を気球から観察したり、土壌分析、植物のサンプルを採ってきて、顕微鏡観察、種

を採って栽培など行っていたら6か月はあっという間だった。もっと滞在したかったが
、交代要員と入れ替わりで軌道ステーションに戻った

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

地球の歴史に比べて若く、大体、このΛ恒星系誕生後38億年程度、経過していると分析
された。地球上で言えば「スターチアン氷河時代」、地球では全球氷河期という時

期だ。惑星Σでは平均気温22度、湿度60%、大気圧1020hPa、重力は0.87G、大気層厚
は130km、直径5400km

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

18番目に発見された地球型惑星で、2年間の軌道上からの観察を経て上陸班は６ヶ月の
滞在で、調査が行われた。それによると、見た目に比べて、過ごしやすいが、惑星公

file:///tmp/puboo/127518/455037/book/108825/read


転軌道に周期的にやってくる小惑星群が楕円軌道で交差している所が懸念された。66
年周期なので、一生に一度の大接近だ。

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

恒星間航行が出来る紡錘形の母船と大気圏に突入できる探査船、居住モジュール、科

学調査隊と惑星Σ上で天空の観測班、大気と水質と微生物〜小動物の分析班、生命維持

構築班、植物分析班、有用鉱物・材料探索班・惑星Σのコアに通じる巨大通路への探査

船侵入など総勢214名の大規模な探索だった。

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

今朝、近未来の恒星間旅行に同行してきた。地球外で住めそうな第二の地球探索で、

世界中から選ばれた飛行士が同行していた。太陽系内の住めそうな火星以外で発見。

温暖かつ大気圧と磁気圏、恒星からの十分な距離、寿命、衛星の存在、酸素と窒素

配分、低重力、水と雲、季節の遷移、生物の存在を見た

https://twitter.com/subaru2012/status/915098333231718400

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 
【ぼんやり光るTシャツとか夕方に目立ちそうだ】レアメタル不要　世界初の蓄光材料
開発（フジテレビ系（FNN）） - Yahoo!ニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/915108562665213953

世界危機研究所（WCL） @Andy_Jepherson · 10月3日 

有機材料混ぜ「光源」開発　九大　レアメタル不要、コスト１／１０ #SmartNews
https://twitter.com/Andy_Jepherson/status/915013528473370624

https://twitter.com/subaru2012/status/915098333231718400
https://twitter.com/subaru2012/status/915108562665213953
https://twitter.com/Andy_Jepherson/status/915013528473370624


中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

シグマ光機(7713)は大型低温重力波望遠鏡KAGRA(かぐら) で高度な技術を発揮してい
る主な企業の一つとして挙げられています。

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

【7713 シグマ光機　[JQS]急上昇しているね〜】◆2017年ノーベル物理学賞関連銘柄
として物色か　重力波関連銘柄 http://kabuproman.com/?p=4774

中津川　昴 @subaru2012 · 10月3日 

ノーベル物理学賞「重力波」初観測 米の研究者３人に | NHKニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/915161444160724994

…ｗ（－－；）ｗ…。それこそ「泥臭い」…。

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
中国住み @livein_china · 10月3日 

中国で、今月アリババが「無人スマートガソリンスタンド」をオープン

運転手は車から一切降りる必要もなく自動給油　ハイオク、レギュラーの指定すらし

なくていいそう

https://twitter.com/livein_china/status/915147598213767168

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
清水みちる @Naommin · 10月1日 

日本で、馬（サラやクォーターホース）を初めて近くで見て「大きいですね！」って

http://kabuproman.com/?p=4774
https://twitter.com/subaru2012/status/915161444160724994
https://twitter.com/livein_china/status/915147598213767168


仰る方多いんですけど、「大きいほうじゃないですよ」ってお答えしてもあまり信じ

てもらえないので、ペルシュロンの画像を置いておきます

https://twitter.com/Naommin/status/914534680463945729

　　↑

あッ！（＠＠）！『大地馬』だっっっ♪

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 · 10月1日 

【イーロン・マスク】宇宙船で地球上のあらゆる都市間を「30分」で移動できるシス
テムを発表

https://twitter.com/yogen_com/status/914380127676465152

 

https://twitter.com/Naommin/status/914534680463945729
https://twitter.com/yogen_com/status/914380127676465152


（10月４日）　「偏屈な変わり者」で有名な特待生の新入生。

https://85358.diarynote.jp/201710051744433288/

エテウ・ケ＝レンテン。　（白沙）

2017年10月5日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=Pyc9Z_X8zgQ
WSL-17-008 交響組曲「君の名は。」〔シンフォニック・アレンジ・シリーズ〕

あ、やっと、名前が判明…（？）

エテウ・ケ＝レンテン。

通称「エテュ」または「エティ」。

「偏屈な変わり者」で有名な特待生の新入生。

「目上を敬わない」ので上級生から睨まれまくり。

「出世できなくなるぞ！」と心配する同輩（狼さん）ともめた挙句に…

（以下略）ｗｗｗｗｗ

これね。⇒http://p.booklog.jp/book/117422/read#none

　　↑

てのが、「衣替え」終わりに脳内に浮かびました…ｗ

ちょっと机上の雑資料整理を先にやってきます…☆

https://85358.diarynote.jp/201710051744433288/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=Pyc9Z_X8zgQ
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/117422/read#none


（１７：４４）。



（10月５日）　目指せ！「亡命作家への道」…ッ！！！（＾＾）！！！

https://85358.diarynote.jp/201710052119228422/

０．『上古神代』

2017年10月5日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
https://www.youtube.com/watch?v=Vj0b8aDW2iA
Spirit of the Harvest Dance 

　

０．『 上古神代 』

０－０．『四界神話』

０－１－１．〈 リースヒェン 〉
０－１－２．〈 グアヒィギル 〉
０－１－３．〈 マラィアヌ 〉
０－１－４．〈 ティアスラァル 〉

０－２－１．《 エルース・ア・マーリア 》
０－２－２．《 ボル・ド・ガスドム 》
０－２－３．《 ダィ・レム・アールス 》
０－２－４．《 ティ・カーセル・ラース 》

０－３－１．（諍い）

０－３－２．（騒乱）

０－３－３．（侵害）

０－３－４．（終焉）

まで（あらすじ）書いた！（＾＾）！

（まぁ「ここまで」だけなら過去何十回も「書き直し」してるんだけどね…★）

https://www.youtube.com/watch?v=i08x6OeqC3Y

https://85358.diarynote.jp/201710052119228422/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201710052119228422/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171005/85358_201710052119228422_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Vj0b8aDW2iA
https://www.youtube.com/watch?v=i08x6OeqC3Y


The Silkroad Ensemble: Air to Air (Live From Lincoln Center) 
　　↑

ぅぉ♪　ボルドムにぴったり…ッ♪♪

https://www.youtube.com/watch?v=fZpEjrdf56k
The Silkroad Ensemble: Arabian Waltz 

https://www.youtube.com/watch?v=BWYo388T1XU
The Music of Strangers: Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble | Concert 

https://www.youtube.com/watch?v=uymTSOYYYC0
The Silk Road Ensemble, Yo-Yo Ma - Going Home ft. Abigail Washburn 
　　↑

この女性、ちょっとミーニエ・マリセに似てる…♪

　

 
 
ひみつ日記

　

　

０．『 上古神代 』

始まりの場所。《 センサリテヤ 》。
時間・空間・重力と、生死と奇蹟と偶然を、超越したところ。

べつの名前を《 究極の青 》とも呼ばれる。
青く蒼い、輝きに満ちた夢幻宮の界。

治めるのは主宰母神〈 マンマ・ワァガ 〉。
すでに姿を持たぬ神。遍自在神とも呼ばれる。

０－０．『四界神話』

〈マンマ・ワァガ〉は界卵を産み落とす。

ある時、その数は一度に四つであった。

https://www.youtube.com/watch?v=fZpEjrdf56k
https://www.youtube.com/watch?v=BWYo388T1XU
https://www.youtube.com/watch?v=uymTSOYYYC0


手に余ると副主宰神〈 レ・リナル 〉はしばし思案し、
界卵を託すため、若き神々を呼集した。

神々の数もまた四つ柱であった。

若き神々らはまた、いまだ姿ある神、とも呼ばれた。

０－１－１．〈 リースヒェン 〉

「謹んで」と、若き姉神〈 リースヒェン 〉は、膝を折って界卵を拝領した。
女神の姿は細く白く丈高く、長く薄い金の髪に瞳は水のごとき淡い蒼であった。

０－１－２．〈 グアヒィギル 〉

「慶んで」と、若き兄神〈 グアヒィギル 〉は界卵を掌中におさめた。
男神の姿は黒く丈高く筋隆々たる美丈夫で、黒い巻き毛に黒い瞳であった。

０－１－３．〈 マラィアヌ 〉

「まぁ、嬉しいわ！」

まだ幼き妹神〈 マラィアヌ 〉は歓喜にふるえながら界卵を抱きしめた。
この少女神は豊かな緑の巻き毛に瞳も緑。四つ柱の中て最も若き神であった。

０－１－４．〈 ティアスラァル 〉

「無理です」

弟神〈 ティアスラァル 〉は畏れて辞退した。
薄茶色の長い髪に薄茶色の瞳の、少年神であったと言われる。

０－２－１．《 エルース・ア・マーリア 》

姉神〈 リースヒェン 〉は界の名を学都《 エルース・ア・マーリア 》と定めた。



智と探求を求める神々と仙と精霊とが集い、《 光なす内球の界 》とも称した。

０－２－２．《 ボル・ド・ガスドム 》

兄神〈 グアヒィギル 〉は界の名を戦都《 ボル・ド・ガスドム 》と定めた。
勝利と血を求める神々と獣神と妖霊とが集い、《 焔洞界》とも号した。

０－２－３．《 ダィ・レム・アールス 》

妹神〈 マラィアヌ 〉は界の名を《 ダィ・レム・アールス 》と名付けた。
技芸と舞楽を好む神々と精霊と獣仙らが集い、《無窮大地》世界と呼んだ。

０－２－４．《 ティ・カーセル・ラース 》

弟神〈 ティアスラァル 〉は再び固辞した。
ゆえに界は大いなる空白、《 ティ・カーセル・ラース 》と呼ばれた。
界卵はひとりで育ち、半神と獣神と妖霊ら闊歩して《泥球界》とあだ名した。

０－３－１．（諍い）

姉神リースヒェンは潔癖にして癇性。

血と騒乱を好むグアヒィギルを忌避し、

ボル・ド・ガスドムの民を遠ざけた。

ボルドムの民は壮麗なる都エルース・ア・マーリアへの訪問を望むも、

「野蛮」とさげすみ、姉神は拒絶した。

０－３－２．（騒乱）

グアヒィギルは怒って天界の天使を退け、

血刀ひっさげ天宮の女神を穢した。



女神は怒って自らの首を斬り落とし、

ボルドムの民はエルシャムの民を穢した。

０－３－３．（侵害）

妹神マライアヌはこれを聞き驚き恐れ、

急ぎ天界へ赴き兄神を諫めるも、

兄神は妹神をも辱め、

ボルドムの民はダレマスの民を襲った。

０－３－４．（終焉）

これを聞きレ・リナルは驚き呆れ、

急ぎ大地界へ赴きグアヒィギルを捕縛した。

マライアヌは消沈し、界を閉ざしてセンサリテヤへと還った。

ティアスラァルはただその騒ぎを観ていた。

何もせず、ただ、静かに観ていた。

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月5日22:52
　

宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
[記事] 太陽風は平均的な速度ですが、高速風が近づいているかもしれません。アイスランドのオー
ロラをどうぞ。 

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


http://swnews.jp #swnews

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1507210200/1011-0010-101000-
201710052230.gif?t=1507210836
（２２：２０〜２２：３０）

特務機関NERV @UN_NERV · 3 時間3 時間前 
【ノーベル文学賞にカズオ・イシグロ氏】

ことしのノーベル文学賞に、イギリスで活躍する日本生まれの世界的なベストセラー作家、

カズオ・イシグロ氏が選ばれました。

目指せ！「亡命作家への道」…ッ！！！（＾＾）！！！
 

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1507210200/1011-0010-101000-201710052230.gif?t=1507210836


（10月６日）　さくさく生きます！

https://85358.diarynote.jp/201710060711138037/

（ 札幌 最低 ７℃。 最高 ０．０ ４６ μ ）／北海道は穏やかな空
。ただ、【 一日の寒暖差が２０℃近くなる 】所もあるので、服
装で調節を。　（未OTL）

2017年10月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

おはようございます。０６：５７になっちゃいました。

（明日はクビを宣告される！かもしれない？）４連休の最終日！

札幌はド晴天！無風！

気温は午前５時で７℃！室温１４℃！

…こういう気分の時に聴くために、この曲はあります…！♪
　　↓

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

（明日のクビ宣告に備えて？）コンディションは崩せないので、

雨天順延になっていた「外出予定」は、遠出の計画を縮小して、

おとなしく森林散策＆源泉かけ流しの、いつものコースへ…☆

さて。その前に、きのう衣替えと洗濯だけで時間切れてしまって出来なかった、

掃除と皿洗いもしなくちゃなので…（＾＾；）…★

https://85358.diarynote.jp/201710060711138037/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710060711138037/
https://85358.diarynote.jp/201710060711138037/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171006/85358_201710060711138037_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171006/85358_201710060711138037_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171006/85358_201710060711138037_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c


さくさく生きます！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月06日（金）【当日】 
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

空気よーし！（＾０＾）！

https://www.youtube.com/watch?v=jSUkCCTCqF8
Jimmy Cliff? - The Lion Sleeps Tonight 

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 

【NHKニュース速報 20:04】
ノーベル文学賞にカズオ・イシグロ氏

日系イギリス人のベストセラー作家

うん十年後？…には、りすが獲る！♪？？
 
　

　

　

 

コメント

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=jSUkCCTCqF8
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月7日7:37
　

2017年10月06日（金）【前日】
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00 0.037 0.036 0.037 6 
07:00 0.037 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.036 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.037 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.037 6 
16:00 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.037 6 
23:00 0.037 0.036 0.036 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6
　

 



（10月６日）　リアルがＳＦファンがっかりさせちゃ…ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201710060813523675/
 
 
渡邊利道  @wtnbt · 14時間14時間前
 
そういえば私は昔、第一世代の多くがSFマガジンに書かないのは
原稿料が安いからだろうとか思ってたなあ。

太陽風交点事件は知ってたんだけど。

　　↑

え？？？？（＠＠；）知らない！

＞太陽風交点事件

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E9%A2%A8%E4%BA%A4%E7%82%B9%E4%BA%8B%E4%BB%B6
＞2011年7月に小松左京が死去した

…う”〜ん（＾＾；）当時まだノンポリなオタク高校生だったので、そんな生臭い政争？があった
とは知りませんでした…ｗ

（たんにアドベンチャーが新創刊されて移籍？問題で揉めた、かと思ってた…）

今岡清って栗本薫のダンナ（つまり伊集院大介のモデル？）じゃん…ｗ

だめじゃん、そんな、リアルがＳＦファンがっかりさせちゃ…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=wXTcV0F4Dm0
We are the world アーティスト名&歌詞付　日本語訳付 

んで…（－－；）…

敬愛する小松左京師は、２０１１．７月に、亡くなっていらしたとは…。

（知らなかった…）

さぞかし、ご心痛の果てに、ご帰天あそばしたんだろぉなぁ…（ＴＴ；）…。
　

　

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E9%A2%A8%E4%BA%A4%E7%82%B9%E4%BA%8B%E4%BB%B6
https://www.youtube.com/watch?v=wXTcV0F4Dm0


（10月６日）

https://85358.diarynote.jp/201710061006311642/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月6日21:57
　

先ほど無事帰投。(^。^;)
画竜点睛は欠きましたがというか幾つかガッカリな事態もありましたが、まぁ末吉？

３日引きこもった後で４日分？まとめて身体を動かしたら早速に筋肉痛？(・ω・;)(;・ω・)
不完全燃焼な４連休でしたが、

まぁ

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！ (^。^;)
　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（10月７日）　あぁ、バイトごときで悩んでいる暇って、平和…ｗｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201710070729396001/

（作業栗鼠０匹目）

2017年10月7日 就職・転職 コメント (1)
　

　

うわお。(‾○‾;)

フクイチ震度５弱！（5時10分）

ほんと、私が地震のチェック忘れてると、来る…

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q&list=RD8kwK_pwwz_Q
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

はい、あらためまして、少し遅くなりましたが、おはようございます。

ＰＣ再起動（定例）したの

１０月０７日の、

０７時０７分でした。

４連勤の初日…（－－；）…。

先週３連勤の最終日、残りあと１時間という疲労困憊・油断して早く帰りたい！という時に、

思いっきり！嫌〜な！迷惑客にブチ当たってしまいまして…★

どんくらい嫌なヤツだったかという詳細は業務内容になっちゃうので書けないんですが…★

とにかく！

https://85358.diarynote.jp/201710070729396001/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710070729396001/
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q&list=RD8kwK_pwwz_Q


私が２番目ぐらいに苦手とする「話が終わらないうちに次の用件に逝っちゃう、

２つの話を往ったり来たりで同時進行させる」頭ベクレたやつに振り回されたあげく…

１通話２５分！…

「…あと、ちょっとで終わる…！
　最終確認と、クロージングの挨拶だけだ…！！がんばれあたし！！！！」

…と、最期のチカラを振り絞って気絶寸前で気力と集中力を振り絞っていた、まさにその瞬間に
、

…緊張の糸がぷつっと切れてしまい、ばか過ぎる、大ポカを、やらかしまして…ｗｗｗ

（この確認ミスと早とちりの大失敗に関しては、情状酌量の余地は大いにあるとは思うが、

　申し開きの余地はない…ｗｗｗｗ）

…んで。（＾＾；）

「クビになるかならないか？！確率半々！！」

と踏んで、４連休に突入したわけですが…

（連休明けに「とりあえず出勤してよろしい」という確認だけして帰ってきた。）

んで…。

連休中は努めて忘れて、とにかく

「投稿用原稿は何があろうとザセツせずに書き上げる！」

というモチベだけを確立することに集中し…（＾＾；）…。

…たら、昨日は３日ぶりにからだをよく動かして、疲れてねむねむで帰宅して、
６時間ばっくり大爆睡しまして…

今朝の夢見が「あと５分で出勤しなくちゃいけない！

ぎりぎりの時間に緊張から大失禁して、パニック起こしながらとりあえず床を拭いている」



という最低なネタで…ｗｗｗ

…う”〜ん、実はやっぱり私、気に病んでたのね〜…ｗｗｗ

…と、自覚をあらたにしながら、とりあえず起きだして携帯で情報チェックしたら、

昨夜２３：５５？（だっけ？）に、フクイチで、震度５弱とな…ｗｗｗｗｗ

あぁ、バイトごときで悩んでいる暇って、平和…ｗｗｗｗ

とか、思いまして。（＾＾；）

まぁとりあえず「日付違い」になっちゃうのを承知で標記の感想メモだけ書いて、

定例の２度寝と自力整体をやりまして…。

さて。（＾＾；）

まぁ一応、今日出勤したら「クビ」宣告をされた場合…⇒速攻で転職！

（だって未練は使い損ねる有給休暇とアルパカ狼さんだけだし！）

…と、思って、派遣会社からのメールをチェックしていたら…ｗｗｗｗ

どう見ても！「今、いるバイト先」の緊急募集が、出てまして…ｗｗｗｗ

はて、これは、どう読むべきか？？

１．ここまで深刻に人手不足なのだから、

　　笑える（笑っちゃいけない）大ミスの１つくらいでは、クビにはならない。

２．もう私のクビが確定したので、本人宣告前に早急に代替要員の手配に入った。



…どっち？（＾＾；）…？？

ま、私は、「落ち着いて原稿をかける条件の確保！」のみを最優先に、動きます…

待て次号！

https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk&index=3&list=RD8kwK_pwwz_Q
若旦那　信じろ

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月7日8:53
　

昨日は一日ずーーーっと！

「眠い…眠すぎる…」

「おかしい…　静かすぎる…」

という感じしか、していませんでした…。
　

　

 

https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk&index=3&list=RD8kwK_pwwz_Q
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（10月７日）

https://85358.diarynote.jp/201710070740011910/

（ 札幌 【 ＋１６℃ 】。 ０．０ ３６ μ ）。　（未rin）

2017年10月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=5Q22y-saLf4
【サイクリング BGM 】

さて、あらためまして、０７：３３になっちゃいました…。

大急ぎで、出勤前の情報チェックだけやります！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月07日（土）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.036 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.036 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.036 6 
06:00

札幌は午前５時で＋１６℃も！ありました。（＠＠；）

昨日の同時刻と１０℃くらい違いますし、

https://85358.diarynote.jp/201710070740011910/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710070740011910/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171007/85358_201710070740011910_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171007/85358_201710070740011910_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171007/85358_201710070740011910_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=5Q22y-saLf4
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


昨日の時点の最低気温の予報は、たしか、＋７℃でした…。

降水確率５０％だったのが１０％になってるし。

怪しく微細粉塵を含みまくった生あたたか〜い、不快な南風が荒々しく吹き付けてくるし…

これは、今日は、嫌〜な一日になりそうです…★★

（ていうか、昨日帰宅時２１時過ぎにまだ１６℃あった時点で、すでにおかしかったな…★
　予報は「昼夜の寒暖差が２０℃ぐらいある。注意！」だったのに…）

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月8日7:15
　

2017年10月07日（土）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.036 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.036 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.036 6 
06:00 0.037 0.036 0.036 6 
07:00 0.037 0.036 0.037 6 
08:00 0.037 0.036 0.037 6 
09:00 0.037 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.036 0.036 6 
11:00 0.037 0.036 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.036 6 
14:00 0.037 0.036 0.036 6 

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


15:00 0.038 0.036 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.038 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 0.036 6 
20:00 0.037 0.036 0.036 6 
21:00 0.037 0.036 0.036 6 
22:00 0.037 0.036 0.036 6 
23:00 0.037 0.036 0.036 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6 

…まぁ昨日が「被曝すくなめ」な日でたすかった…★

「タバコ副流煙」と

「フクイチ被曝」がダブルタイフーン攻撃だったら、絶対に体調崩してた…★★
　

　

 



（10月７日）　たとえ神でも殺すぞッ！

https://85358.diarynote.jp/201710080659067618/

★ 煙害 ★　（★ タバコ 副流煙 ハラスメント ★）　★（＝
＝＃）★

2017年10月7日 就職・転職 コメント (2)
　

（※以下、きのう携帯から入れて、

　ＤＮさんの設定ミス？で９月３０日付になっちゃってたやつ、

　まとめて転載）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（10月7日） 懲罰房なう。(-"-;)

めも

辞めさせたいけど

限界人手不足。ｗ

有給使いきってから動くか、

捨てても元が取れる高時給の

転職先がみつかったら辞める。

 
（そもそもルーピン先生いたら立件もされないだろう事故）

まぁフィル痴がいなくて良かった★

大阪府警のサギ被害者『セカンドレイプ』状態。（おそらく故意）

ヤマト過労死

https://85358.diarynote.jp/201710080659067618/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710080659067618/


狗えちけい過労死。

電通５０万円＝ほぼ無罪放免。

（過労死やりたい放題判決）

募集はよく見たら今いるところじゃなくて同会社の下の階。

(^_^;)

しかしながら『以前（２５年前）のバイト先』で因縁があるし

可愛がって下さった『上様』は定年退職されてるだろうし…

社長の着信音が宇宙戦艦ヤマトで恥ずかしかったし、

今まさに『奇暴』か『立憲君主』かで内部分裂してるの間違いないので…

ヽ（・＿・；）ノ

今回見送り。┐(’〜`；)┌

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

めも 10月7日 とにかく上司が全員タバコ臭い★

タバコ吸わない上司がひとりもいないという今どき信じられない後進国。(-_-#)



きったならしい臭い副流煙を間近で吸わされる度にアレルギー性の呼吸困難と脳貧血起こして

気絶寸前になる人間がいることなんか、全く認識していない。

それだけでも十分な転職理由だと思う。

希望。

時給１０００円、

１日７時間、

週４日！

(`o´)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

愚痴 10月7日

１００人のまともなお客様から『ありがとう』と言われていても完無視。

１人の迷惑なキチガイ客を扱い損ねて怒らせたからと一方的に退職強要。

この職場、日本の（首都圏の）常識が通用しない。

ルーぴん先生だったらます録音を確認して、

『う〜ん…、ま、これはしょうがないよ。次から気を付けよう！』で、済ませるケースだぞ？

（つくづくあの時、後追い退職をしておくべきだった…！）



（とりあえずタウンワークはとってきた。）

(-_-#)

カミサマ、本気で怒るよ？

私に原稿を書かせろッ！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ガッカイが同じことやっても、絶対怒られないのに…(-_-#)

ガッカイが同じことやっても、絶対怒られないのに…

まぁ新人さんがビビってたから、また退職者が相次ぐだろうよ！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（10月7日） 先ほどなんとか無事故で帰投。

案の定、途中で喘息？発作を起こして、豊平川の土手でゲェゲェ水痰吐きまくってから帰って来

ました。

危うくcoopの閉店に間に合わないところだった…(-_-#)…けど、ギリギリで駆け込みセーフ！

o(^-^)o

ギョウザが半額で残ってましたぁ♪♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪♪



てことで半額ギョウザと自炊のカボチャスープ喰ったら機嫌は収まりました☆

とにかく、原稿を書きます。

(-_-#)

もうコレ以上、毎回毎回、呆れるほど同じパターンで私の邪魔するなら、カミサマだろうが蹴飛

ばす！

…やっとやっと！

また

『なんとか原稿が書ける体勢が整った♪』！(^-^)！

…と思った瞬間に、がらがら崩してんじゃねぇっ！

たとえ神でも殺すぞッ！

(`ヘ´)Ｏ★

…てことで、タバコ臭くて物理的に近寄れない（３分ガマンしたら絶対喘息発作起こす★）
 
…アルパカ狼さんも、切り捨て決定！

今回またもやアレは私のサバイバルにも任務遂行にも、何の役にも立たないからねッ★



(ノ-o-)ノ　┫

まんが読んで

ごはん食べて（え？）

早めに寝ます…★(ToT)★

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月7日22時42分

札幌の気温は１６℃もあります。

予報完全無視。

異常です。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

とりあえず札幌のコールセンターの時給相場は軒並み１０００円超えてるから。

なんであんだけ劣悪勤務条件でふんぞりかえってスタッフをいびり倒せるのか

魔苦ゴナガルの非常識っぷりって、コイケユリコそっくりッ！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

月に大気。中国に隕石。

(‾○‾;)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月8日8:42
　

rin_earth @rin_earth · 2時間2時間前 
rin_earthさんが日刊ゲンダイをリツイートしました
　

電磁場過敏症の人は、地球上での居場所が無くなるなあ・・・

そうでない人も、「どこでも」電磁波被曝の量が増えるわけで・・・

なんにせよ、人類未体験ゾーンに突入ですなあ・・・

https://twitter.com/rin_earth/status/916782130293751808
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月8日9:09
　

OTL49さんがリツイート  
高田　修三 @_zonish · 10時間10時間前  
返信先: @_zonishさん、@koyuki_higashiさん 
高田　修三さんが東小雪をリツイートしました

https://twitter.com/koyuki_higashi/status/916228828036349952 …

日本のコンビニのバイトに求められる能力は、海外での一流ホテルマン並みの能力だと思いま

すよ・・・・

https://twitter.com/_zonish/status/916668754813054981
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（10月８日）　宿命？とか「神の悪意」とか、

https://85358.diarynote.jp/201710080719177172/

（ 札幌 １４℃。０．０３８μ）。　（作業栗鼠１匹目）

2017年10月8日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

あらためまして、おはようございます。０７：０７になっちゃいました☆

ＰＣ起こしたのが０６：４６でした。前項作業をやってました☆

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

　　↑

ってことで、朝から（ＣＤで）コレがんがんリピートして気分ムリヤリ上げて起きだしました…
。

神？がナニ虐めようと！実母？の呪いだろうとッ！！

（とにかくいつもいつも毎度毎度！

「これでやっと！落ち着いて原稿が書ける♪」という体勢を整えた途端に？

すべてどんがらがっしゃん！と（毎度おなじパターンで！）ダメにされるんだ…！！）

！（＞＜ｐ）！

うんもう、まちがいなく、宿命？とか「神の悪意」とか、

https://85358.diarynote.jp/201710080719177172/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710080719177172/
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https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q


「実母の（ＤＶ夫の子なんか不幸になりやがれ！）呪い」とか、とかとかしか…

考えられない…（〜〜＃）…★

負けるなあたし！

今度こそ！　「書き上げて投稿する」ぞ…ッ！！！！！！！！！

https://www.youtube.com/watch?v=9dyVd4I0Azk
Zabadak - Kagami no mori 

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月08日（日）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

空気と天気は問題ナシ♪

札幌は午前５時で１５℃、午前６時で１４℃、あった。変気象。（－－；）

一昨日は７℃だったのに〜っっ！　（もぉ（予報通り）すぐに雪が降るかと覚悟した…）

まぁ「通勤」は楽しめますね♪

天職さきも…もとい、転バイト先も、やっぱり都心にしようっと♪

https://www.youtube.com/watch?v=9dyVd4I0Azk
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


OTL49 @sukipparanisake · 6時間6時間前 
OTL49さんがずーぽこ@バイク初心者をリツイートしました

木古内かと。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/916725497291255810

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E5%8F%A4%E5%86%85%E7%94%BA

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月8日7:31
　

ネット停まる…重くて作業にならん…★（－－＃）★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月9日7:14
　

2017年10月08日（日）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00 0.037 0.036 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 

https://twitter.com/sukipparanisake/status/916725497291255810
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E5%8F%A4%E5%86%85%E7%94%BA
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/


10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.036 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.037 6 
16:00 0.037 0.037 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.036 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.037 0.037 0.037 6 
24:00 0.037 0.037 0.037 6
　

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710080928391128/
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4
「君は歌うことが出来る」（MV フルサイズ）

邪魔をするな！

私は書く！！！！！

 
　

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k-Je--1jPx4


（10月８日）　実は華々しい（甚だしい）転職歴のわりに自分から辞めたことはほと
んど無い私…┐(’〜`；)┌

https://85358.diarynote.jp/201710082228313217/

（本日のまとめ）★（－－＃）★

2017年10月8日 就職・転職 コメント (4)
　

　 　

　

あるバカ狼さんのために「Suisounonakanosakana」を貼りたかったのだが
http://ns.j-lyric.net/artist/a00deb3/l007f00.html

悠宙舞さんにないようなので代理。（＾＾；）

　　↓

https://www.youtube.com/watch?
v=kbUxFKwPm5A&list=PLgE_lwKTdb3r0gGENt9UyNy6TI_OMcUDi
陣内大蔵 - 空よ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

本日も懲罰房入り。(-_-#)

まぁ私はただ睡魔とタタカッテいるだけで時給９１５円は発生するのでもぉどうでもいいやｗ

今日のメンツは先日私が２５分の苦闘の挙げ句に最後の最後で大ゴケした現場をライブで見聞き

していた人たちで、本当に誰がやらかしても不思議はない凡ミス（結果として『あってはならな

いミス』とスタッフを責めることは出来るだろうが、そもそも使用している機器に設定の不具合

があることが原因）なので…

https://85358.diarynote.jp/201710082228313217/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710082228313217/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171008/85358_201710082228313217_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171008/85358_201710082228313217_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171008/85358_201710082228313217_3.jpg
http://ns.j-lyric.net/artist/a00deb3/l007f00.html
https://www.youtube.com/watch?v=kbUxFKwPm5A&list=PLgE_lwKTdb3r0gGENt9UyNy6TI_OMcUDi


事実確認も本人の弁解も聞かず早とちりで一方的に『お客様がすごく怒っていたから大事故』扱

いして、ただでさえ極限の人手不足の現状も考慮せずに戦力外通告を出して職場の現状悪化…と
いう事態に…

皆さん大変に雰囲気悪く、仕事してらっしゃいます…

┐(’〜`；)┌

終わったな、管理者。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

んで。(-_-#)

私はタバコの煙のアレルギーで、タバコの臭いをかいだだけで『キレる』（情緒不安定になる）

体質

（不可抗力）だし、今日も上席は全く無自覚に『副流煙ハラスメント』かましやがったし、

アルパカ狼さんはＢ層の愚〜民だし、今度こそ！

条件の良い転職先が見つかったら、『自分から辞める！』

↑

実は華々しい（甚だしい）転職歴のわりに自分から辞めたことはほとんど無い私…┐(’〜`；)┌

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



ちなみに。(-"-;)

東京から？転勤してきたらしい新SVは
被曝超過でまもなく病気退職になる見込み。（見りゃわかる。）

代替要員は早めに手配したほうがいいですよ…(-.-;)

う〜んやっぱりタバコだ。

原因…(ノ-o-)ノ　┫

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

まぁとにかく。(-_-#)

あれだけ酷い副流煙ハラスメントしといて全く無自覚な上司がいたら私は生存できない。

(-_-#)

さっきの５分だけで、まだ胸腺がずきずき痛い…(ToT)

従ってアルパカ狼さんにもエルさんにも近よりようがない！



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

なんとか無事帰投。（－－；）

喘息発作中。苦しいなう。（－－＃）

まぁ「ただの妄想で、実在しないのでわ？」と、ずっと不安に思っていた連中が、

どう見ても「これホンモノ…（－－；）…」という性格そのまんま（欠点も含めて）

「実在している」ことが判ったので…

おなじ時空の狭い札幌の土の上にいるなら、

職場が離れるくらい、たいした問題でもない。

ｗ（＾＾；）ｗ

私は、「書ける環境の確保！」に注力します！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=-nPpOIqjQSg
陣内大蔵 - 見つめるだけで
　

　

 
 
ひみつ日記

　

https://jobpocket.jp/job/detail_7723072322.html
ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

　

https://www.youtube.com/watch?v=-nPpOIqjQSg
https://jobpocket.jp/job/detail_7723072322.html


　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月9日0:12
　

OTL49さんがリツイート 
ネロ @nerodondon · 15時間15時間前 

熊本大学の研究論文

・有明海から採取した海水と海洋生物全てから香料が検出

・特に海洋生態系の高次捕食動物であるイルカや鳥類から高い濃度で検出

・人の脂肪および母乳を採集・分析したところ、いずれの試料からも香料が検出

・一部の香料はホルモン撹乱作用を有することが判明

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月9日0:14
　

OTL49さんがリツイート 
ワイ氏 原稿 @y___g___ · 10月7日 
　

昨日職場の年配の方が「近頃の若者はすぐ辞める、心が弱くなってる、俺の頃は〜」とか語って

て

また若者の悪口かと思ったら「昔は無茶押し付けられても数年耐えればいい思いできるって夢が

見えるから皆頑張れた、それが今は無ぇ、そりゃ心折れて働かねぇよ馬や牛じゃねぇんだ」って

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


…
 
超ごもっともでした

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月9日8:22
　

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 

避けたい避けたいと思っているものからは逃げられないものなんだねぇ

「失われた時を求めて」の作家 マルセル・プルースト
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月9日9:07
　

OTL49さんがリツイート 
sakamobi @sakamobi · 2日2日前 

先輩社員「めんどくさいから残業代申請しないで残る」

→上司「なんで他の人は申請しようとするの？」に…　
 
「非常識が常識に変わる職場」との声も

https://sakamobi.com/news/overtime-pay …

仕事できないやつにかぎって、こういうつまらないアピールして周りを巻き込むんだよな(#·∀·)
https://twitter.com/sakamobi/status/916576379960909825
　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://sakamobi.com/news/overtime-pay
https://twitter.com/sakamobi/status/916576379960909825


（10月８日）　ＪＯ　 ＥＳＣＲＩＢＯ！

https://85358.diarynote.jp/201710082238308994/

（本日のネタめも）。

2017年10月8日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

（ぜんそくおさまりつつあるなう）

https://www.youtube.com/watch?v=mQMfUkJLEtY
陣内大蔵 - Blow wind blow , 風よ吹け 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

原稿めも。

殺神王⇒倒神帝　アルアンタイス

王の王⇒上王⇒統王　リイスタル・アルラアナ

女精ルマルウン　⇒　大地世界に保護収容。by（水神）

幕間劇１　「ヤツリーダムの物語」

幕間劇２　「清瀬律子と清峰鋭」

https://85358.diarynote.jp/201710082238308994/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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幕間劇３　「〈灰色姫〉と戦士〈黒百合〉」

ＪＯ　 ＥＳＣＲＩＢＯ！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=I3fgS7zi2hg
陣内大蔵-新しい風
　

 

https://www.youtube.com/watch?v=I3fgS7zi2hg


（10月８日）　“ しがらみ ” と 受動喫煙 ww

https://85358.diarynote.jp/201710082318342535/

【 私は小選挙区は立憲民主党、そして比例区は共産党と書く。】
／帰宅したら「立憲民主党」のシールを慌てて貼って民進党を隠

した（顔見知りのおっさんの）チラシが入ってた…

2017年10月8日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (4)
　

　 　

　

（承前）（本日のもう１件）。

森つねとさんがリツイート 
札幌学生ユニオン @SapporoGU · 10月5日 

10月1日から、北海道の最低賃金は810円に引き上げられました。

アルバイト先の時給が最低賃金法に違反していないかどうか、給料明細を確認する等

して、確かめておきましょう。

https://twitter.com/SapporoGU/status/915837632923394049

…最賃＋１０５円…ｗ（－－；）ｗ…。

https://www.youtube.com/watch?v=nYCoL7AIBFw
陣内大蔵 - 深呼吸 
　　↓

森つねと�認証済みアカウント� @tsunetomori · 23時間23時間前 
森つねとさんが市田忠義をリツイートしました

違うのは「受動喫煙」・・。

論戦が進むほど、自民と希望に違いがないことが浮き彫りになる。やっぱり対決軸は

、安倍自公政権＋補完政党 対 立憲野党と市民の共闘！
https://twitter.com/tsunetomori/status/916672799992725504

んで？　つねとん、私ゃ今回、誰に入れたらいいの？

森つねと�認証済みアカウント� @tsunetomori · 10月6日 

日本共産党の私、森つねとは、衆院北海道１区（札幌市中央区、南区、西区と北区の

一部）からの立候補を取り下げ、野党統一候補となった立憲民主党の道下大樹さんを

応援し、比例代表での共産党の躍進へ尽力します。これまでのご支援に心から感謝し

ます。http://morimori.blog-mmo.com/Entry/357/
https://twitter.com/tsunetomori/status/916316018544328705

　決断に、敬意を表する。

（「再選の日まで」壮健なれ！）

森つねとさんがリツイート 

小池晃�認証済みアカウント� @koike_akira · 6時間6時間前 

佐賀１区で希望の党の公認を取り消し、無所属となった原口一博さん。日本共産党の

佐賀県委員会は１区の上村泰稔さんの立候補を取りやめ、原口さんの支援を決めま

した。

森つねとさんがリツイート 

山添　拓 @pioneertaku84 · 6時間6時間前 

小選挙区の86％にあたる249選挙区で野党候補の一本化が実現。候補者が足りず数合わ
せの党もあると聞くが、日本共産党は67の選挙区で候補者を取下げてでも大義の旗を
掲げる。憲法に基づく政治を取り戻す、その一致点をなにより優先したいから。

森つねとさんがリツイート 

立憲民主党�認証済みアカウント� @CDP2017 · 11時間11時間前 

「一度決めた候補者を降ろす大変さを、私はよくわかります。共産党、社民党、両党

に敬意と感謝を申し上げたい。国民の声を聞け。権力者は勝手にやっていいわけじゃ

ない。声をあげましょう！この戦いの主役は皆さんです。あなたの力が私たちには必

要です。」#1008新橋大街宣

森つねとさんがリツイート 

小池晃�認証済みアカウント� @koike_akira · 14時間14時間前 

https://85358.diarynote.jp/201710082318342535/
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今朝の「新報道2001」。志位さんが冒頭解散を追及したら、安倍首相が「共産党の小
池さんが解散せよと言った」と発言して吹いた。8月に小手先の内閣改造でなく解散が
筋だと言ったのであって、冒頭解散せよなんて言ってません。ネタ元は「保守速報」

かな。こんな時ばかり人を利用しないで下さいね。

森つねとさんがリツイート 

戦争させない市民の風・北海道  @hansenheiwa1 · 10月6日 

「立憲野党の統一候補」が決定した翌日。早朝の手稲駅スタンディングです。

共産党の候補予定者であった佐々木明美さんが立憲民主党の本多平直さんのボードを

持ち「日本共産党は本多平直さんを応援しています」と声をかける姿。

共産党の皆さんの本気度に支えられ成り立つ共闘です。忘れません。

https://twitter.com/hansenheiwa1/status/916273838815506432

森つねとさんがリツイート 

川原茂雄 @skawahara1217 · 10月5日 

ついに北海道全区における市民と立憲野党の共闘が実現しました！本日、市民の風と

三党との協定書の調印と記者会見がおこなわれました。この一週間のあいだで再び市

民と立憲野党の共闘への流れが劇的に展開。この二年間の市民と立憲野党との共同関

係と信頼関係の積み重ねがあったからだと思います。

https://twitter.com/skawahara1217/status/915868157897617408

森つねとさんがリツイート 

山下芳生�認証済みアカウント� @jcpyamashita · 10月5日 

本日の「しんぶん赤旗」より、野党一本化のために立候補を取り下げた日本共産党の

小選挙区候補です。

市民と野党の共闘を成功させ戦後最悪の安倍政権を倒すという大義に立って決断され

た候補者と関係する党組織のみなさんに心から敬意を表します。

https://twitter.com/jcpyamashita/status/916080554541322240

https://www.youtube.com/watch?v=caC399YM-dA
陣内大蔵 - First Snow 

森つねとさんがリツイート 

はるみ @harumi19762015 · 10月5日 

小選挙区で共産党が候補者をおろすって、比例の結果に響くんだよ。

宣伝カーとか出せなくなるし、訴えをする機会を失うんだから。

だから、私は小選挙区は立憲民主党、そして比例区は共産党と書く。

立憲民主党も期待しているから比例入れたいところなんだけどね。

荒井さとし�認証済みアカウント� @SatoshiSatoshiA · 10月6日 
立憲民主党の第一次公認が発表されました。

昨日付で、民進党への離党届と立憲民主党への入党届を提出し、いよいよ選挙本番

です。... http://fb.me/yePKc6Q5

荒井さとし�認証済みアカウント� @SatoshiSatoshiA · 10月3日 

本夕、立憲民主党で出馬することを表明する記者会見を行いました。長文となりま

すが、以下に、私の思いを綴らせていただきます。

○荒井さとしの決意〜平和憲法と立憲主義を守る〜

　今般、私は、立憲民主党からの出馬を決断致しました。... http://fb.me/9grjaTUOc
https://twitter.com/search?
q=%E8%8D%92%E4%BA%95%E3%81%95%E3%81%A8%E3%81%97&src=typd

（チラシ）

＞福島原発事故の「子ども・被災者支援議連」会長

＞自主避難者への住宅支援打ち切りの方針撤回を求め…活動継続。

　ＯＫ。Ｉ can WALK with YOU, at ＡＬＬ。

https://www.youtube.com/watch?v=s8znjAJIzNg
陣内大蔵 - いと小さき君の為に 

https://twitter.com/hansenheiwa1/status/916273838815506432
https://twitter.com/skawahara1217/status/915868157897617408
https://twitter.com/jcpyamashita/status/916080554541322240
https://www.youtube.com/watch?v=caC399YM-dA
http://fb.me/yePKc6Q5
http://fb.me/9grjaTUOc
https://twitter.com/search?q=%E8%8D%92%E4%BA%95%E3%81%95%E3%81%A8%E3%81%97&src=typd
https://www.youtube.com/watch?v=s8znjAJIzNg
https://www.youtube.com/watch?v=caF6nJxTejc


https://www.youtube.com/watch?v=caF6nJxTejc
君の知らない物語 - supercell 

…おや。悠宙舞さん自動推奨でコレが来たよ…ｗ　（返歌？）
　　↓

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

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月8日23:24
　

荒井さとしさんとは（ちらっとだけど）直で喋ったことがあった。

（＠脱原発集会で）（当時わたしゃまだ共産党員だったと思うけど）

このおっさんは、まぁわりと、信用できるんじゃないかな…？

返歌の返歌。

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=ffPJ9a7GI3E
Keep Holding You 日本沈没主題歌 久保田利伸
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月8日23:24
　

ごはん食べて

まんが読んで

寝まーす！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月8日23:26
　

https://www.bing.com/search?
q=%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E3%80%80%E6%99%82%E7%B5%A6%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%90%E5%86%86%E3%80%80%E9%80%B1%EF%BC%94%E6%97%A5&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=EUPP_ASJB
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月9日0:02
　

しんちゃんさんがリツイート 
tomoko isobe（脱被曝に一票） @sobtomk · 12時間12時間前 
tomoko isobe（脱被曝に一票）さんが立憲民主党をリツイートしました

【祝！】立憲民主党、フォロワー数が16万部を突破しました。

しんちゃんさんがリツイート 
桜井 悠希 @YS_kurai · 10月7日 

志位「希望の党は安倍自民党と何が違うのか？」

百合子「基本理念は同じ。違うのは“しがらみ”と受動喫煙」

“しがらみ”と受動喫煙ww

@党首討論会
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（10月９日）　書き上げて、【投稿する】。

https://85358.diarynote.jp/201710090714411820/

（札幌 １４℃、０．０３７ μ）／（個人的）【 短気…もとい、
【 短期 目標 】。（＾□＾；）　（未しｎ）

2017年10月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　 

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I
【Wild Heaven】extended hard core mix -TMN- 

おはようございます。０６：５０になっちゃいました。

地獄バイト４連勤の３日目。（－－＃）★

（前４項）昨深夜の追記分ご参照ください。

超個人的、短気じゃなくて、「短期」努力目標は…

１．１０月中に「涙滴大陸」分の「あらすじ」書き上げる。

２．１１月中に「大地世界」分の「あらすじ」書き上げる。

３．１２月中に「泥球世界」分の「あらすじ」書き上げる。

４．０１月中に「美麗天地」分の「あらすじ」書き上げる。

５．０２月中に「天庭星圏」分の「あらすじ」書き上げる。

６．０３月中に上記推敲やりながら「幕間劇」書き上げて、【投稿する】。

これ第一義。

プラスアルファとして、「２０１７年内に転職する」（可能であれば）

ってことで、「微力を尽くします」…。

https://85358.diarynote.jp/201710090714411820/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710090714411820/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171009/85358_201710090714411820_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171009/85358_201710090714411820_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171009/85358_201710090714411820_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=xEQWVoj3I4I


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch
?v=utvi4JOZV6Q
【筋トレ BGM 】【PUNK 】

あらためまして、情報チェックやりまーす！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月09日（月）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1507501200/1011-0010-101000-
201710090720.gif?t=1507501837
（０７：１０〜０７：２０）

札幌の午前５時の外気温１４℃、

無暖房で室温１９℃…（－－；）…★

もあって、「７℃」まで下がってから一気に１０℃以上も上がったので、

カラダが「…春？？」と勘違いしてモヨモヨしていて、気持ちが悪いです…★

（…ってな予報は完全無視。）ｗ（－－；）ｗ…？？
　　↓

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp�認証済みアカウント� @tenkijp · 10月7日 
【北海道　3連休の天気】

https://www.youtube.com/watch
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1507501200/1011-0010-101000-201710090720.gif?t=1507501837


http://www.tenki.jp/forecaster/diary/yuika/2017/10/07/83911.html … 

今週の道内は上空に11月上旬並みの寒気が流れ込み、石北峠など標高の高い峠などで
は路面がうっすら白くな..
https://twitter.com/tenkijp/status/916470730543423488

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp�認証済みアカウント� @tenkijp · 10月5日 

【北海道の1か月　平地も初雪の季節に】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2017/10/05/83731.html … 5日、札幌管区
気象台は1か月予報を発表しました。

10月中旬に寒気の影響を受けやすくなるため、向こう1..
https://twitter.com/tenkijp/status/915881853223018502

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
モソブラソン @kanna_aki · 10月5日 

サーフやってたらなんか変な雲があった

https://twitter.com/kanna_aki/status/915794654351650817

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 22時間22時間前 
気になります。

早朝は大丈夫だったみたいですけどね？σ^_^;
https://twitter.com/charlie24K/status/916824230695546880

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 10月6日 

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/yuika/2017/10/07/83911.html
https://twitter.com/tenkijp/status/916470730543423488
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/takasatou/2017/10/05/83731.html
https://twitter.com/tenkijp/status/915881853223018502
https://twitter.com/kanna_aki/status/915794654351650817
https://twitter.com/charlie24K/status/916824230695546880


今度は北海道かしら？

やーねぇ…
https://twitter.com/charlie24K/status/916331163400028160

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
地震情報 @TakumiSoftware · 10月6日 
【震源・震度情報】

発生：2017/10/06 23:56
震源地：福島県沖

深さ：50km
マグニチュード：5.9
最大震度：5弱
この地震による津波の心配はありません。

#地震
https://www.google.co.jp/maps?q=37.1,141.2&ll=37.1,141.2&z=10 …

後藤 剛輝 @blackonyx12 · 10時間10時間前 

雪桜美術アトリエSHOP

北海道北見ワッカまつり。

動きをモチーフにした新しいお祭りです。山、太陽、風、虹、土

雪桜美術アトリエSHOP。

美術を駆使して低価格の新しい(？？)売り方です。(？？)○、
https://twitter.com/blackonyx12/status/917006882337808384

　

　

 
 
 
 

https://twitter.com/charlie24K/status/916331163400028160
https://www.google.co.jp/maps?q=37.1,141.2&ll=37.1,141.2&z=10
https://twitter.com/blackonyx12/status/917006882337808384


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月10日7:34
　

2017年10月09日（月）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.039 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.038 0.038 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.038 0.038 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.037 6 
16:00 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.037 6 
23:00 0.037 0.037 0.037 6 

24:00 0.041 0.037 0.039 6
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（10月９日）　クライアント怪社社長が、見るからに『ガッカイづら』。

https://85358.diarynote.jp/201710100648071672/

（昨日のまとめ）

2017年10月9日 就職・転職
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

本日も懲罰房入り。(-_-#)

不労所得者３日目。(-_-#)

『この拷問』に果たして『早期自主退職の強要』以外の一体何の『教育的効果』があると主張す

るつもりなのか、切にお伺いしたい。

(`ヘ´)

私と仲の良い人たちがパニクっている。┐(’〜`；)┌

来月は集団退職祭りかな…

(ノ-o-)ノ　┫

（時給１０００円ウィズアウト交通費）のほうが

　時給９１５円プラス交通費より高い！とか計算して遊んでたｗ）

あんど、退職準備で未読な古資料整理してたら…

σ(^◇^;)。。。

https://85358.diarynote.jp/201710100648071672/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


クライアント怪社社長が、

見るからに『ガッカイづら』だと、ようやく知った…

┐(’〜`；)┌

なるほど！

（待て次号）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

先ほど無事帰投。

今回はまわりが同情的にせっしてくれてるので気分的にはまぁラクです。

ａｕ携帯の選挙ニュースの論調がきっぱり旗斯鮮明になってきたのでなかなか笑えますｗ

てことで明日の朝にはとりあえず社員と客層がまちがいなく立憲民主党支援者であろう某職場に

ダメ元で応募メールを送ろうと思います。o(^-^)o

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！

 



（10月９日）　「辻元清美」や「石川文洋」「金子勝」と、 一緒に酒呑んだ ことが
ある ♪

https://85358.diarynote.jp/201710100717276009/

…ちょっと自慢話…♪　（事実のみｗ）

2017年10月10日 就職・転職 コメント (4)
　

https://www.youtube.com/watch?v=YsUD23UAEhI
陣内大蔵 - Big Mountain 

あらためまして、おはようございます。０６：５８です。

（前項参照）

てことで、善は急げ？で、応募のボタンをぽちっと押してきました…ｗ

ちょっと自分自身のための景気づけに、リアル自慢話（事実のみ）を幾つかｗ

☆　ピースボート・コリアクルーズ（南のみ）と沖縄クルーズの乗船者で、

　　「辻元清美」や「石川文洋」「金子勝」といった面々と、

　　一緒に酒呑んだことがある♪

　　（女性を買春することは正しいのか否か？つぅテーマの討論会？で、

　　　激論？かまして一部で有名人に…（当時２５歳だっけ？）

☆　「いのけん」（のじれん）ボランティア参加者で、

　　川崎哲（今回「ノーベル平和賞」受賞団体！）や

https://85358.diarynote.jp/201710100717276009/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710100717276009/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171010/85358_201710100717276009_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YsUD23UAEhI


　　湯浅誠（２００８年「年越し派遣村」村長）に、

　　「今の活動内容（一方的な炊き出し）だけじゃダメ！」とか、

　　説教かましたことがある…ｗ

　（結果として「ホームレス社会復帰のための当事者による起業の支援」という新機軸が始まる

）

　（※　↑　元ネタはユニセフ募金とかでお礼にくれる資料で勉強していた、インドとかの「貧

困階級支援」の手法…♪）

　（※当時ちょっと鬱病はいってた川崎さんに「倒れる前に一旦休養しなさい！」とか、説教し

たのも私☆）

☆　喜納昌吉さん御本人の前でずうずうしくも堂々と、

　　「いのちのまつり」（ＳＥＬＥＢＲＡＴＩＯＮ）を朗誦して、

　　「良い声ですね♪」と誉められたことがある！（＾＾）！

　　https://petitlyrics.com/lyrics/2476643

 
☆　「イラク攻撃反対！」集会などで「落合恵子」さんと握手したこととかある♪

☆　今のバイト先で使ってる「システム」の（本社創立時の）

　　「入力トップ画面」の「四角」部分を描いた（？）の私！

　　（結果としてネーミングも私！　（まーさん’ｓ）！

https://petitlyrics.com/lyrics/2476643


☆　今回の（次の）応募先の本社でバイトしたことある！

　　「上様」には可愛がっていただいてました…！

☆　↑　（そん時に、「民主党」（創立当時）の菅直人を直近で目撃ｗ）

…さて…？？

情報チェック生きます！

https://www.youtube.com/watch?
v=kbUxFKwPm5A&list=PLgE_lwKTdb3r0gGENt9UyNy6TI_OMcUDi
陣内大蔵 - 空よ 

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月10日7:27
　

あ、「夢市場」（旧称）でバイトしてたことあるし、

https://www.youtube.com/watch?v=kbUxFKwPm5A&list=PLgE_lwKTdb3r0gGENt9UyNy6TI_OMcUDi
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


「王隠堂」さん（もう「先代」かな？）とも面識あるよ♪

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月10日7:39
　

あとね！

「イソジン飲んどけ！」と、

「避難の際には小さい子どもは頭からビニール袋！」

のはっしんげんも、私！

（歌いながら大地を歩く＠mixi）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月10日7:41
　

　

お願い！（＾＾；）！

今までの「社会貢献」に免じて、

これからの更なる「社会貢献」に向けて、

「落ち着いて投稿用原稿が書ける」数年間の？生活費と、

精神衛生の環境の確保のために…

　採用して！　くださいっ…！！！！

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

2017年10月10日9:24
　

cmk2wl @cmk2wl · 10月8日 

英知は受け売りで身に付くものではない。

自分自身で発見するものなのだ。

マルセル・プルースト

　

　

 

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


（10月10日）　結局、「原発事故のおかげで」アイヌモシリに転居できた…ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201710100812509320/

【 泊原発 沖 ０．０ ６７ μ 】（…「すかしっ屁」…？）／【
札幌 ０：．０ ５６ μ 】（ １３℃）。（未りん）

2017年10月10日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

（承前）（コメント追加）

さくさくいきます！

https://www.youtube.com/watch?
v=I3fgS7zi2hg&list=PLgE_lwKTdb3r0gGENt9UyNy6TI_OMcUDi&index=3
陣内大蔵-新しい風 
　　↑

（あ、そうそう。（＾＾；）「新しい風」（アシリ・レラ）さんとこで、

「アイヌモシリ１万年祭」（第１回！）にも、ボラスタで参加した〜♪）

https://www.youtube.com/watch?
v=cEwp8Uuxhg4&index=18&list=PLgE_lwKTdb3r0gGENt9UyNy6TI_OMcUDi
陣内大蔵 - 君を信じてる 

…そして結局、「原発事故のおかげで」アイヌモシリに転居できた…ｗｗｗ

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月10日（火）【当日】 

https://85358.diarynote.jp/201710100812509320/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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01:00 0.048 0.043 0.046 6 

02:00 0.056 0.050 0.053 6 
03:00 0.053 0.049 0.051 6 
04:00 0.052 0.050 0.051 6 
05:00 0.052 0.051 0.052 6 
06:00

札幌は午前５時で１３℃（…だっけ？）

小雨。ときどき狂風。

予報は「このあと曇り」ですが、まだ空はどんよりしてます…★

ホワイトフード @whitefood1 · 7時間7時間前 
10月10日0時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が16箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/917417153514528768

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日7:13
　

2017年10月10日（火）【前日】

01:00 0.048 0.043 0.046 6 

https://twitter.com/whitefood1/status/917417153514528768
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


02:00 0.056 0.050 0.053 6 
03:00 0.053 0.049 0.051 6 
04:00 0.052 0.050 0.051 6 
05:00 0.052 0.051 0.052 6 

06:00 0.049 0.042 0.046 6 
07:00 0.043 0.039 0.041 6 

08:00 0.039 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 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.037 0.037 0.037 6 
15:00 0.037 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.037 0.037 0.037 6 
18:00 0.037 0.037 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.037 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 0.038 0.037 0.037 6
　

 



（10月10日）　アルパカ狼さんが 終日 絶好調 でハイホ〜♪

https://85358.diarynote.jp/201710102329481077/

（10月10日） 先ほど無事帰投。

2017年9月30日 就職・転職
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

アルパカ狼さんが終日絶好調でハイホ〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

だったのに釣られまして、機嫌と体調は良いです。(^。^;)

地獄の睡魔地獄拷問バイト４連勤に耐えまして、ひとっかけらも働かずに３万円近く稼いでしま

いました。らっきぃ♪

(‾ー+‾)ニヤリ

（はっきり言って私より会社に大損害！与えてるぜ管理者ｗ）

札幌１１℃まで下がりました。

室温１７℃。(^_^;)

明日から原稿と転職活動の二足わらじです。

忙しいので、早めに寝ま〜す！

 
 

https://85358.diarynote.jp/201710102329481077/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


（10月10日）　エルさんは何故か？地獄を這うような不機嫌。

https://85358.diarynote.jp/201710110648249865/

既にただの『侮辱罪』（パワハラ）。　（１０月１０日のまとめ

）

2017年10月10日 就職・転職 コメント (6)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

８コ前と９コ前を参照。(^_^;)
http://85358.diarynote.jp/201710100648071672/
http://85358.diarynote.jp/201710100717276009/

死ぬほど眠いのに『寝ちゃいけない』という拷問バイトｗ

自分よりはるかに未熟なスタッフの応対聴いて『勉強しろ』とか、既にただの『侮辱罪』（パワ

ハラ）。

社内の別部署に無事転職できなければ労基署に直行で。

（だって、いつの間にか、やらかしたミスと全く無関係の罪状着せられてるをだよ？）

(`ヘ´)

アルパカ狼さんが何故だか？

やたらとハイテンション。

可愛いので眠気覚ましに有効。

エルさんは何故か？

地獄を這うような不機嫌。

https://85358.diarynote.jp/201710110648249865/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710110648249865/
http://85358.diarynote.jp/201710100648071672/
http://85358.diarynote.jp/201710100717276009/


豊後水道でスロースリップ中とな。┐(’〜`；)┌

どちらにしても、

『日常』が続くのは、

あとちょっとの間だけ…

(ノ-o-)ノ　┫

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

先ほど無事帰投。

先ほど無事帰投。(^o^)／

アルパカ狼さんが終日絶好調でハイホ〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

だったのに釣られまして、機嫌と体調は良いです。(^。^;)

地獄の睡魔地獄拷問バイト４連勤に耐えまして、ひとっかけらも働かずに３万円近く稼いでしま

いました。らっきぃ♪

(‾ー+‾)ニヤリ

（はっきり言って私より会社に大損害！与えてるぜ管理者ｗ）



札幌１１℃まで下がりました。

室温１７℃。(^_^;)

明日から原稿と転職活動の二足わらじです。

忙しいので、早めに寝ま〜す！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日6:48
　

（ちなみに０６：４０頃にネット凍りましたけど…？？）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日7:07
　

＞自分よりはるかに未熟なスタッフの応対聴いて『勉強しろ』とか、

＞既にただの『侮辱罪』（パワハラ）。

ちなみにその「聴かれてる」気の毒なスタッフは、

勤続まだ半年くらいの、私と仲のいい人で。（＾＾；）

「私が（あの程度のミスで）（また！）退職強要（虐待）されてる…！」
という時点で、パニック起こしているので…

日ごろの優秀さがかな〜り！欠けた精神状態でバイトしていた…という点には言及しておこう…

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


（中のいい人に虐待（退職強要）の手伝いさせる…て時点ですでに、

「退職者を増やしてる」という自覚は…

　管理者連中には、全く無い。ｗ（－－＃）ｗ…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日10:58
　

rin_earth @rin_earth · 10月9日 
rin_earthさんが雇用のヨーコをリツイートしました

コンビニの便利さは「1日8時間を超えるバイトの労働、残業、無理なシフト」に支えられてきた
んですなあ・・・

 
世の中、これ程過剰な「サービス」が必要かどうか、考えるべきなのでしょうね・・・

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日11:18
　

https://twitter.com/rin_earth/status/917494049476509696
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日12:03
　

rin_earthさんがリツイート 
中林　香 @kaokou11 · 10月6日 
中林　香さんがYahoo!ニュース 速報や地震情報もをリツイートしました

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/rin_earth/status/917494049476509696
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夫が最近ドイツ系企業に転職し会社で聞いた話によるとドイツは休みをきちんと取っていないと

健康保険が使えないらしい。休まなければ病気になるのは当たり前だからだそうだ。日本のよう

な未だに根性論が蔓延る国こそ、違法残業や有給未消化なら医療費全額を企業に実費負担させる

ような法律が必要では？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日12:11
　

rin_earthさんがリツイート 
小林 順一 @idonochawan · 10月8日 
　

去り続ける職員数の増加

 
は、ただでさえ困難の伴う事故収束・廃炉作業を一層困難なものにする

【 福島第一原発の現場を去る…

なぜ彼らは汚名を着せられなければならない?! 】ＡＰ通信 / ワシントンポスト - 
https://twitter.com/idonochawan/status/917169014383665152
　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年１０月）

（中旬）
 
 
 
 
 



（10月11日）　道産カボチャ（カロテンたっぷり♪）を、もりもり食べて、体力回復
します…♪

https://85358.diarynote.jp/201710110720055871/

（ 札幌 ＋１０℃。 ０．０ ３８ μ ）。　（未OTL）

2017年10月11日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (7)
　

　 　

　

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

（承前）（コメント欄）

あらためまして、おはようございます。０７：０７になっちゃいました…

多忙な予定の３連休の初日☆

まず今日はいつもの情報チェックと昼寝ど惰眠と家事と『ビシソワズ』の続き…
のほかに、

転職面接の予定日時設定と、滑り止め？先の検索と、履歴書の準備。（＾＾；）

さて…。（さくさく進行しましょう！）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月11日（水）【当日】 
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.037 6 

https://85358.diarynote.jp/201710110720055871/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710110720055871/
https://85358.diarynote.jp/201710110720055871/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171011/85358_201710110720055871_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171011/85358_201710110720055871_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171011/85358_201710110720055871_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00

札幌の気温は＋１０℃。無風。曇天。降水確率５０％…。
室温は無暖房で１７℃。湿度が高いのでお腹が冷えます。

上着増量。ＰＣ前で下半身は寝袋にイン…（＾＾；）…☆

９月中の被曝超過で体調不良だった件をひきづっているのか、背中（腎臓周り）がじくじく痛み

ます…
（－－＃）★

が、美味しい道産カボチャが安い！季節に突入したので、

道産カボチャ（カロテンたっぷり♪）を、もりもり食べて、体力回復します…♪

https://www.youtube.com/watch?v=S8eilh3QwsM
【MV】 GO WAY GO WAY〜NO WAY NO WAY／FoZZtone [Official] 

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1507674000/1011-0010-101000-
201710110720.gif?t=1507674664
（０７：１０〜０７：２０）

 
　

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日7:34
　

…なにやらネットが停まる停まる…★（－－；）★

https://www.youtube.com/watch?v=S8eilh3QwsM
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1507674000/1011-0010-101000-201710110720.gif?t=1507674664
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日7:50
　

…また凍った…★（０７：４８〜）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日8:02
　

停まるわ誤動作するわ…★（－－；）★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日8:48
　

…なんか変な音がすると思ったら…

…ｗ（－－＃）ｗ…★

Ｊ隊がムダ弾うちやがって、電波攪乱？してやがる…★★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日10:59
　

０

６１

８８

６６。

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

2017年10月11日11:46
　

悪戦苦闘の末、目的未達で敗退。（＾＾；）

　　↓

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100009347234985&lst=100009347234985%3A100009347234985%3A1507689504
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日7:46
　

2017年10月11日（水）【前日】
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.037 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 0.037 0.037 6 
09:00 0.037 0.037 0.037 6 
10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.039 0.037 0.038 6

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

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009347234985&lst=100009347234985%3A100009347234985%3A1507689504
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19:00 0.043 0.040 0.042 6 
20:00 0.040 0.039 0.040 6 
21:00 0.040 0.039 0.040 6 
22:00 0.043 0.039 0.041 6 
23:00 0.044 0.040 0.042 6 
24:00 0.046 0.044 0.045 6
　



（10月11日）

https://85358.diarynote.jp/201710111220054480/

「しまった！」（－－；）

2017年10月11日 就職・転職 コメント (7)
　

…つくづくねぇ。「ばか正直」てのは、私の最大の欠点だと思うのよ…★
（－－＃）★

ってことで、「第一志望」に応募するためには、

（採用されるかどうかわからないけど）、

 
先に辞めなきゃいけないらしい…★

「上司に相談」できるようなマトモな人間関係の結べる職場だったら、

そもそも、「辞めようと思わない」と思いませんか…？？

ｗ（－－；）ｗ…。

（…ま！　他にも仕事はいくらでもあるからなッ！）

https://www.youtube.com/watch?v=YBekU7eHa5E
2-Hours Epic Positive Music ( Epic Fantasy Uplifting Orchestral Vocal ) 

札幌駅周辺のアルバイト・バイト求人情報

時給1000円以上のアルバイト・バイト求人情報

https://85358.diarynote.jp/201710111539562734/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710111539562734/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171011/85358_201710111539562734_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=YBekU7eHa5E


札幌駅周辺

エリア

職種

選択中の条件はありません。

[給与]
クリア時給＞クリア1000円以上 

145件

 
ひみつ日記

　

　

https://jobpocket.jp/job/detail_7723072322.html
 
（　　↑　　これすでに期限切れで案件が表示されないっ！　ｗｗｗ）

 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日15:41
　

プランＡ　週明けに「正面突破！」

プランＢ　とりあえずこれから派遣会社の情報チェック〜！

　

　

https://jobpocket.jp/job/detail_7723072322.html
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日15:43
　

（とにかくクライアント会社の社長のカオ写真（ガッカイ淫！）、

　見ちゃったら、これ以上は続ける気持ちが一切残らない…ｗｗｗ）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日15:49
　

…あ、その場合、「残りの有給休暇を使いきってから」辞めるんだった…。

来月か…！（－－；）！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日15:51
　

…部署内の「人手不足」になんか配慮してないで、

さくっと夏休みのうちに使いきっておけばよかった…★（－－；）★

ほんっと！ひとの忍耐と我慢と努力を、全否定しやがるクソ職場…ッ！！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日15:58
　

…あり過ぎて選べねぇ…ｗｗｗｗ
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日16:02
　

有給のこり４＋２日分。（※今月内！のがあと２日も！）

　

６カケル７千円＝４万２千円！

４カケル７千円＝２万８千円！

　

…ま、少なくとも、今月いっぱいは、「不労所得者」してやるか…ｗｗｗ

（んで、上司がいーかげん根を上げたタイミングで、

「異動させてくれるなら、消えてやるよんｗ」て交渉を…！

（この項、今週おわり。）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月11日20:41
　

０６１８９

００☆
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（10月11日）　（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年４月）

https://85358.diarynote.jp/201710120021151425/
2017年10月11日 就職・転職 コメント (6)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=DeXoACwOT1o
2-Hours Epic Music Mix | THE POWER OF EPIC MUSIC - Full Mix Vol. 2 

札幌の外気温１０℃。雨。

無暖房の室温１６℃。寒いです。（＾＾；）

コレ２つ「４月分」まで終わりましたー。

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161976
復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 

http://p.booklog.jp/book/117606/page/3184457
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－４

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年４月） 

途中ほとんど寝てたんで、おかしくなってるかも…★

（＾＾；）

予定時間を大幅オーバー！

寝まーす！

（うっかり発掘情報★）

　　↓

（２０１５年）

Lightworker @Lightworker19 
· 1時間 1時間前 
東京地下原発は東京大学の研究施設として、東京都文京区本郷５丁目近辺の地下に設

置されています。　http://bit.ly/1CBbC1i

neko-aii @neko_aii 
· 2時間 2時間前 
（茨城）震災後3/12に通常時の約10000倍の放射能を記録　平常
時0.02μSv/hr→200μSv/hr
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0ef5a9a40c9c8945bc1e26916c677fbe …

Lightworker @Lightworker19 
· 4時間 4時間前 
ドイツの医学博士：日本政府が避難地区を事故に見合った範囲に拡大しなかったこと

、女性や子供達を即座に安全な西部に避難させなかったことに対しては、ただただや

り場のない怒りを感じるだけです。 http://bit.ly/136UlIa

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 6時間 6時間前

昨年の白馬地震は、フォッサマグナそのものズバリが動いた希有の震源だったが、

https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710120021151425/
https://www.youtube.com/watch?v=DeXoACwOT1o
file:///tmp/puboo/127518/455037/31771001a18cac3964d1/book/116517/page/3161976
file:///tmp/puboo/127518/455037/31771001a18cac3964d1/book/117606/page/3184457
http://bit.ly/1CBbC1i
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0ef5a9a40c9c8945bc1e26916c677fbe
http://bit.ly/136UlIa


先日、伊方原発直下、中央構造線ズバリの震源に次いで

今日また、三重県雲津川沖、中央構造線ズバリの震源

本当に希有なこと、何か恐ろしいことが起きそう

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/587046102811021312/photo/1

War Is Overさんがリツイート 
にわ鶏子 @TikiTikiChicken 
· 4月11日

以前某ネズミの国近くの某病院に勤務してた同期助産師が言ってたけど、少なくとも2
週に1回は某ネズミの国から妊婦の救急搬送が来てて、かなりの赤ちゃんがだめにな
っちゃうって。

切迫早産でも入院になると1ヶ月とかは帰れない。でも荷物なんて持ってないから、家
族が一旦帰って持ってくるしかない。

War Is Overさんがリツイート 
２ちゃん原発情報 @2ch_NPP_info 
· 4月7日 
名無し：04/08 00:17
最近沖縄の線量が上昇する事が時々あるが…
気になるのが去年沖縄方面海上で巨大なキノコ雲が上がったのを沢山の人が見ている

事だ。政府は相変わらずだんまりを決め込んでいるが原潜爆発と言う噂が飛んでいた

とか。

neko-aiiさんがリツイート 
francisco @sedzir 
· 4月2日 
この時NHKとフジの報道フロアに響くパニックの悲鳴をハッキリと俺は聴いた 

RT @neko_aii: ２０１１年３月１５日午前６時１４分
大量放射能漏れ（号外記事）２号機爆発、格納容器破損

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/0bdc35bd9f7a576ebba994410945d920 … 
https://twitter.com/neko_aii/status/583545802590552064/photo/1

Lightworker @Lightworker19 
· 5時間 5時間前 
ヨハネスク氏によると福島第一原発爆発後から関東に在住し、福島や北茨木など高濃

度に汚染された地域の食材を摂取している場合、関東地方の人口の８割が３年以内に

死亡する可能性が高いと言う。http://bit.ly/zpFJ9d 

https://www.youtube.com/watch?v=3TAUnYZpMbA
2-Hours Epic Music Mix | THE POWER OF EPIC MUSIC - Full Mix Vol. 3 

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日7:26
　

めも。
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https://www.bing.com/search?
q=%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%A9&form=IE10TR&src=IE10TR&pc=EUPP_ASJB
ニコラ・テスラ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日10:22
　

OTL49さんがリツイート 
豆みつお @ma_me_mi_tu_o · 10月10日 

数年前に高知に帰って来てハローワークで仕事を探したらソーラーパネルの営業と介護の仕事だ

らけで、その中に会社の守衛さんの募集があったのでふと覗いてみたら、必須項目に要大卒者と

書かれてて、

ロクな仕事がないのに

守衛に大卒を求めてる田舎

とか、そら若者が都会に逃げてくわなーって思った。

　　↑

…「体育大卒」（武道経験者）とかじゃ。ないの…？？ｗ（＾■＾；）ｗ？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日10:29
　

OTL49さんがリツイート 
三宅京子 人妻5 @kyoko_miyake · 10月10日 

セブンイレブンのバイトの面接で「ノルマはない。でもバイトと言えどもクリスマスケーキは自

腹購入してもらうが良いか？」と聞かれたので「必要がないと判断したら買いません」と返答し

たら不合格だった。

きっと私の人間性がセブンイレブン基準でみて歪んでいたためだろう。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日10:49
　

OTL49 @sukipparanisake · 21時間21時間前 
OTL49さんが渡辺輝人をリツイートしました

アントもか！？

https://twitter.com/sukipparanisake/status/917975547308896257
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日11:17
　

OTL49 @sukipparanisake · 24時間24時間前 

アスペルガー　「男性のほとんどにその傾向ある」と心理学者｜ニフティニュース

https://news.nifty.com/article/domestic/society/12180-619648/ …

・・・「空気読め」とか「周りに合わせろ」ばかりだと、国力が衰退するってこと。

本人の自覚と、周囲のサポートでオンリーワンの仕事が出来る。世界トップも狙える。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日11:52
　

OTL49さんがリツイート 
五重塔 @gojyuunotou · 7月6日 
　

恐るべきは、最低賃金が

714円の沖縄県でも、
883円の大阪府でも、
932円の東京都でも、

国民年金保険料(月16490円！！)はどこも同じだということ。この逆進性はキツイ。
https://twitter.com/gojyuunotou/status/882968269816119296

北海道在住ですが…

９１５円の時給は、古巣・東京都の「最賃以下」と知りまして、

ますます離職の決意を固めましたよ…★★（－－＃）★★
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（10月12日）　「 気が澄む 」 まで情報チェック。

https://85358.diarynote.jp/201710120754333298/

【 室蘭〜旭川 ０．０５８ μ 】／【 札幌 ０．０ ４５ μ 】（
＋７℃）。　（未しｎ）

2017年10月12日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=YPxfMjismhM
【癒し効果】未来都市を感じる、ファンタジー系音楽【作業用BGM】 Future City 

遅いおはようございます、になっちゃいました。０７：４０です。

（前項参照）

昨夜の作業が１時間遅延したあおりで、起床も１時間遅れました…（＾＾；）…

（てことで、これ２つ、４月分まで終わってます。）

　　↓

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161976
復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 

http://p.booklog.jp/book/117606/page/3184457
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－４

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年４月） 

あっ、あと昨日は、これの更新というか追加と変更作業をやりました！

　　↓

https://85358.diarynote.jp/201710120754333298/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://www.facebook.com/profile.php?
id=100009347234985&lst=100009347234985%3A100009347234985%3A1507689504

…最近、時間の管理がうまく出来なくなっていて、特に「情報チェック」に費消される分がだら
だら増えてしまっていて、読書や「紙の資料」読みや、とりわけ睡眠時間の確保に悪影響が出て

いるので要注意です。

（…だから、転職活動なんて「余計な作業」負担、増やしたくなかったんですが…ッ!!）

まぁとにかく今日の午前中の予定は、「気が澄む」まで情報チェックをやります…。

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…☆

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月12日（木）【当日】

01:00 0.045 0.040 0.042 6 
02:00 0.040 0.038 0.039 6 
03:00 0.040 0.038 0.039 6 
04:00 0.045 0.039 0.041 6 
05:00 0.045 0.041 0.044 6 
06:00

ｗ（－－＃）ｗ

ホワイトフード @whitefood1 · 1 分1 分前 
10月12日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/918249919814574080

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
10月12日6時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が110箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/918220019997163520

ホワイトフード @whitefood1 · 8時間8時間前 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/whitefood1/status/918249919814574080
https://twitter.com/whitefood1/status/918220019997163520


10月11日23時53分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が97箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/918127403787984896

ホワイトフード @whitefood1 · 14時間14時間前 
10月11日17時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が78箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/918036595701309441

ホワイトフード @whitefood1 · 20 時間20 時間前 
10月11日11時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が58箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/917945845202292736

ホワイトフード @whitefood1 · 10月10日 
10月11日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯
します。

https://twitter.com/whitefood1/status/917887531693117440

札幌の外気温は７℃まで下がりました。空は明るく眩しい銀色ですが、けっこう本降りの雨。

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1507762800/1011-0010-101000-
201710120800.gif?t=1507763452
（０７：５０〜０８：００）

洗濯物が乾かないので、（＾＾；）ストーブ点火。

ただし東北系関東人の意地にかけて設定温度は１５℃。（＾＾；）

長袖上着てんこもり、下半身は寝袋にイン、指出し手袋着用の、いつもの「越冬スタイル」で、

ＰＣに向かっております…☆

（…え”〜★（＠＠；）★

　ちょっと待って、この北の巨大な「等高線」はナニ…ッ？！）

https://twitter.com/whitefood1/status/918127403787984896
https://twitter.com/whitefood1/status/918036595701309441
https://twitter.com/whitefood1/status/917945845202292736
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https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1507762800/1011-0010-101000-201710120800.gif?t=1507763452


中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 

南から熱低01aと北から寒気団、その間に秋雨前線 
https://twitter.com/subaru2012/status/917993980666761216

レオナルド博士bot @dr_leonard_bot · 10月10日 

おう　シベリア寒気団だ！上空五千メートル付近はマイナス60度だぞ？

中津川　昴 @subaru2012 · 10月8日 

太陽風やCMEが地球に直撃すると、北極から南下する高気圧が勢いづいて、最強寒波
並みに増強されるから、10/10〜17は要注意だね。一気に寒くなるから。地上付近の
初霜、初雪、吹雪とか

 
 
 

コメント
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2017年10月13日10:21
　

2017年10月12日（木）【前日】

01:00 0.045 0.040 0.042 6 
02:00 0.040 0.038 0.039 6 
03:00 0.040 0.038 0.039 6 
04:00 0.045 0.039 0.041 6 
05:00 0.045 0.041 0.044 6 
06:00 0.041 0.039 0.040 6 

07:00 0.051 0.041 0.046 6 

https://twitter.com/subaru2012/status/917993980666761216
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


08:00 0.051 0.046 0.049 6 

09:00 0.045 0.042 0.043 6 
10:00 0.044 0.039 0.042 6 

11:00 0.039 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 

15:00 0.041 0.037 0.038 6 
16:00 0.043 0.041 0.042 6 
17:00 0.040 0.038 0.039 6 

18:00 0.038 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.036 6 
20:00 0.039 0.037 0.038 6 
21:00 0.038 0.037 0.038 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.036 0.038 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 6 

…まぁ、ゆうべ「脳ミソが動かなかった」のは、しゃーない…★
ｗ（－－；）ｗ

　



（10月12日）　エルとエイリスの毛づくろい。

https://85358.diarynote.jp/201710121902015670/

めも。　（＋あるふぁ）

2017年10月12日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

めも

ララル准将おしのびボランティア

エルとエイリスの毛づくろい

あらすじのコウガイ。

https://www.youtube.com/watch?v=EXn9HBP4_nw
【作業用BGM】切なく泣ける感動的なオーケストラBGM 

https://weather.yahoo.co.jp/weather/lightning/?c=10R
（１８：２０〜１８：３０）

　　↑

線上降水帯？

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 1時間1時間前 

https://85358.diarynote.jp/201710121902015670/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171012/85358_201710121902015670_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171012/85358_201710121902015670_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EXn9HBP4_nw
https://weather.yahoo.co.jp/weather/lightning/?c=10R


11日から吹き出した高速太陽風の影響で磁気嵐が発生してます。
この高速太陽風は北よりながらも太陽正面にあったコロナホールから吹き出ていたよ

うです。

オーロラ帯の蓄積電荷がマントル境界層に移動した後なので今盛んにバンアレン帯外

帯からオーロラ電流がオーロラ帯に流れ込んでいるのです。 
https://twitter.com/Birkeland2nd/status/918394369153015808

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M5.1】XIZANG-QINGHAI BORDER REGION 10.0km 2017/10/12 16:52:28
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M5.4】福島県東方沖 深さ15.0km 2017/10/12 15:12:38

宇宙天気ニュース @swnews · 6 時間6 時間前 
[記事] 太陽風の速度は500km/秒に高まり、磁気圏の活動も強まっています。新燃岳は
噴火が続いています。 http://swnews.jp #swnews

テレサ&ゾーマ&エル&ラプソーン @terezoma · 6時間6時間前 
月齢特異日、G1磁気嵐、地磁気地電流、地震雲。要注意のオンパレード。前線による
相殺あるか… 
https://twitter.com/terezoma/status/918319495608803328

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M5.3】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 30.4km 2017/10/12 12:12:27
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M5.1】AEGEAN SEA 6.0km 2017/10/12 07:49:44JST, 2017/10/11 22:49:44UTC

AZUMIJUNKO @azumijunko · 19時間19時間前 
今日一日ボーッとしてたな。こういうときは要注意です。

明日からは磁気嵐　小惑星の通過があります。イライラによるトラブルや　電気系統

の故障などに注意！

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/918394369153015808
http://swnews.jp/
https://twitter.com/terezoma/status/918319495608803328


レイ ஐ @lei_laulea · 10月10日 
すっごく体調不良になったし

また１０月１１日、１２日、そして１５日も磁気嵐の影響が感じられる可能性がある

という。

「フォボス」は「磁気嵐は通信手段に影響を及ぼす可能性があり、これらの日は一般

的に技術的な不具合や事故の可能性が高まり、敏感な人など大勢の人が不快感を感

じる」と指摘。

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=VEu5mT3XD2s


（10月12日）　至上命題⇒【　原稿を書く時間を確保！　】

https://85358.diarynote.jp/201710122014017182/

★【！ 無期転換ルール ！】★　（…「もっと同じ職場で働き
たい」あなたへ…）

2017年10月12日 就職・転職 コメント (5)
　

https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000092749.html

【 無期転換ルール 】
　　↑

たぶんコレだよな？

「今の時期」（超！人手不足）にわざわざ「退職強要」再発させるのって…★

…ｗ（－－＃）ｗ…

（ゼンッゼン全くッ！希望してないのだがッ★）

（…てか、例によって「労基法に詳しい人に指摘してもらう」まで、存在すること自体を忘れ
てた…ｗ）

（いちおう「サポートする側」（労働相談）ボランティアの基礎知識。

　として、知ってはいた。はず。なんだが…ｗｗｗ）

…ま、とにかく！

https://85358.diarynote.jp/201710122014017182/
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プランＡ⇒タイミングを読んで「階下の古巣」に「垂直異動」交渉。

プランＢ⇒キレタ時に辞めて、テキトーに年賀状バイトとか？

　　　　　ニトリかどっかの別の（時給の高い）コールセンターとか…？？

プランＣ⇒「有給使い終わってから」整然と撤退して、

「コールセンター以外」で「健康的に体を動かす」

【時給９５０円（以上）のバイト！】

至上命題⇒【　原稿を書く時間を確保！　】

さて。（＾＾；）

原稿世界に生きまーす！

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日20:14
　

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


０６１８

９９

７７☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日20:20
　

でもね…（＾＾；）…

さっき「視えた」ビジョンは…

「仕事を探してない」状態で…

「投稿用原稿にまるっと専念している（生活費の心配のない）無職の私」

なんでした…

宝くじでも、買うかな…ｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月13日11:37
　

OTL49さんがリツイート 
木村草太 @SotaKimura · 14時間14時間前 

DV、ブラック部活、ブラック企業etc、自分が権利侵害されている自覚がないままに、
我慢し、頑張り続けて、追い詰められちゃうんだよね。

ハラスメントが横行しすぎると、「どこもこんなもんだ。自分が我慢すればいい」ってなっち

ゃう。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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ハラスメントする側に都合のいい社会。これを変えたい。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年3月4日11:14
　

ダイエット兄さん @binbooanesan · 3月2日 

国の違いだと思います。

日本は長所があっても、短所を見ようとする。

アメリカは素質重視、短所を補う長所があれば有能とゆー考え方なのだと思います。

https://twitter.com/binbooanesan/status/969196697522851841
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年3月4日11:17
　

　　↑

あんじゅ @enpitsutenkamu2 · 3月2日 
返信先: @binbooanesanさん 

日本は「出る杭は打つ」どころか袋叩きにする文化だからなあ。

他の国だったら天才と呼ばれるような人が日本だとクズなんてのがざらにある。

だにえぞ(キッチン在住) @MaySan114514 · 3月2日 
返信先: @binbooanesanさん 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/binbooanesan/status/969196697522851841
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死にたくても死ねないのよぉ

何度飛び降りても吊っても切っても死ねないのよぉ(クソ語彙力) 

ぼくもアスペとADHD疑惑あってツラいです でも開き直ってふんぞり返るのも悪くは無いです
　

　

 
 



（10月12日）　原戸迅（ハラト・ジン）⇒（転生）⇒甲斐速人（カイ・ハヤト）君？
？

https://85358.diarynote.jp/201710122103233474/

めも１・「ララル准将おしのびボランティア」

2017年10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=HSOtku1j600
【BGM】美しいピアノ音楽 2時間 

これとか頑張って？記事追加してますｗ（逃避行動〜☆）

　　↓

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009347234985

（ともだちゼロに〜ん…ｗｗｗ）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

めも１・ララル准将おしのびボランティア

http://85358.diarynote.jp/201710121902015670/

さっき洗濯中に（＾＾；）まるっと情景が視えた。

下層市民の下町の、無法地域とはすれすれの「かたぎ」地域のはずれ。

貧民街。

主に女子と子どもを対象とした、

「性犯罪被害から自分で身を守る」ための護身術（無料）教室。

予算は民生局（エルさんいるとこ）で、

実動は保安局（エイリスの管轄下）で、

あるときエイリスが予定外に様子見に立ち寄ったら…！

ララル准将（当時）が！私服で！

https://85358.diarynote.jp/201710122103233474/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201710122103233474/
https://www.youtube.com/watch?v=HSOtku1j600
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009347234985
http://85358.diarynote.jp/201710121902015670/


しかも！「軍情報局」限定発行の「擬装身分証」（の違法な任務外使用？で！）

「ボランティア講師！」してる…！！！

びっくり！（＠◇＠）！しつつも憧れの！有名有段者に接近遭遇して、嬉しいエイリス。

「内緒だ☆」と言いつつ空き時間があるとボランティアに通ってくる准将。

ってことである時、受講者の一人がエイリスに（やむなく）逮捕される…

（「ひとり美人局」で買春男に売春せずにベッドでみぐるみはぐ追いはぎ犯罪連発のため…）

も、肩をすくめて

「武術の目的外使用ではあるが、みぐるみ剥がれて売り飛ばされるよりは、よほどいい。」と答

えるララル。

エイリスちょっと「憧れのひと〜♪」的に、眼がハート型になっていた時期あり。（ｗ）

てなエピソードでした☆

（そんで、カイ・ハヤト君。（＾＾；）…⇒名前！）

（「ジン君」は、別生の時か〜？）

原戸迅（ハラト・ジン）⇒（転生）⇒甲斐速人（カイ・ハヤト）君？？

https://www.youtube.com/watch?v=M63bVTVhc88
WES MADIKO ’’the world music award ’’
 

https://www.youtube.com/watch?v=M63bVTVhc88


　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日21:12
　

あ、んで。

「毛づくろい」は…

エイリスは自分の（暗赤色の？）髪の色があまり好きではなくて、切りっぱなしの洗いっぱなし

で放り出しているので。

豊かで艶やかな黒長髪を自慢にしているエルは常々「もちょっと手入れしなさい！」とうるさ

くて…

学生寮にいた頃はしょっちゅう勝手に「毛づくろい」されていて…

就職して離れ離れになってからも、たまの「お泊り」の機会があると…

エイリスの髪と服装はエルのおもちゃにされてました…ｗ

というエピね。（＾＾；）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日21:15
　

んだから、エイリスにとってエルさんは「同性の親友」で、

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


むしろ「女子会」（男子だけど）トークがしたかったんだよ！

唯一無二の「恋バナ相談相手」という位置づけたったのに…ッ！

…ｗ（ーー；）ｗ…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日21:22
　

これに放り込んできました。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/112672/read
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年1月19日9:39
　

これこれ♪　こーゆーの♪　（＾＾）

　　↓

rin_earthさんがリツイート 
Chihiro @chivillain · 12時間12時間前 

私たちが「発展途上国」だとラベル付けしているケニアの首都ナイロビでの性教育が、日本のそ

れよりも遥かに的確で、先進的。如何に教育が大切かがわかる。ここに一緒に参加した方がいい

セクハラおやじとか日本に沢山いる気がする

https://twitter.com/chivillain/status/953967620142784512
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年1月19日9:40
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https://www.youtube.com/watch?v=YnU04-5OGTs
「一時間耐久」神のまにまに 「耐久動画」
　

　

 

https://www.youtube.com/watch?v=YnU04-5OGTs


（10月12日）　…（終わらない）…物語。

https://85358.diarynote.jp/201710122149144271/

めも・２　「あらすじ」の梗概。…（＾◇＾；）…（重複！）

2017年10月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　

この本は、とある銀河宇宙の歴史の始まりと終わり…（終わらない）…の物語、です。

対象読者は、まず私。

いじめとネグレクトでどこにも居場所がなく苦しみ、小学２年でリストカットを始めた…私のた
めの、物語。

すべては幻影。

流転する、まぼろしのなかの海。

不登校児として保健室で自習し、小学４年で副教材の「世界人権宣言」を読んで始めて、自分の

居場所を持った。「生きていていい」と、言ってもらえた…。

そんな孤独な子どもが、存在することを赦される…

そんな広大な宇宙の、

星のかけらのように小さな魂たちの、

流転し転生する…

歴史の、物語。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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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10月12日21:50
　

…「梗概」って…

こういう文章じゃないような気もする…（＾＾；）…

まぁいいや。投稿寸前になったら、再考する…☆
　

 

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


（10月12日）　１－１　《ヤツィー族》の伝承歌。

https://85358.diarynote.jp/201710122158308220/

（　沙魚　雨中　）⇒【！台風！】。

2017年10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=Z8Rk9lLnR5o
Enya Relaxing Music 2 Hours Long 

これをまるっと「没」にするか、このままコピペして先に進むか…

で、悩み中。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/108069/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

　１－１　《ヤツィー族》の伝承歌

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日22:03
　

９頁もあったら長くて収まりが悪いよね…？
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日22:06
　

１－０－０　僭称神

１－０－１－１　水精霊

１－０－２

１－０－３

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月12日23:28
　

とりあえずアレ以上の文章をさくさく書く自信もないので、

まるとコピペして、本日時間切れ〜☆

　

　

https://85358.diarynote.jp/
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（10月13日）　「幕間劇・１」「ヤツリーダムの物語」。

https://85358.diarynote.jp/201710130623322246/

〈グェップロップ〉と〈ガップレップ〉。

2017年10月13日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

（沙魚鵜　再中）

おはようございます。０６：２１です。

前項＋前々項参照。

昨夜きちんと書けなかった分、情報チェックより先に、

原稿に再チャレンジしてきます〜☆

（ひみつ日記いん〜）

https://www.youtube.com/watch?v=Rtt0u_dioi8
【立体音響】聞き疲れしにくい 砂浜の波音　Sound of sandy beach 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「幕間劇・１」「ヤツリーダムの物語」

１－０－０．　僭称する《神》。

１－０－１．　「ヤ・ツリーダム！」（なんて醜い！）

https://85358.diarynote.jp/201710130623322246/
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１－０－２．　〈水霊母〉

１－０－３．　剥奪。

１－０－４．　〈いちばん強い〉と〈いちばん大きい〉

１－０－５．　〈いちばん弱い〉と〈いちばん小さい〉

１－０－６．　月女神〈レリナルディアイム〉

１－０－７．　〈ヤチダモ族〉

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=4UULAPwjwI8

【超高音質・立体音響】きれいな雨の音（ほぼ他の音無し2時間Ver.）！読書 睡眠 瞑想用bgm 

…書けたよ〜ん…♪♪

…やっぱＢＧＭって超・重要だわ〜…☆

（０９：１０）。

 
ひみつ日記

　

１－０－０．　僭称する《神》。

主界神〈ティアスラァル〉は〈何もせぬ神〉と呼ばれた。

ために《泥球界》ティカーセラスは無法の世界であった。

https://www.youtube.com/watch?v=4UULAPwjwI8


何をしても咎められぬゆえ、精霊たち妖霊たち、また、力ある悪霊までも自由に往来し、放縦の

かぎりをつくした。

何をしても咎められぬゆえ、無秩序、それはむしろつまらなかった。

霊たちはすぐに飽いた。

やがて、最も力ある者、光り輝く者が、自らの身分霊格の低さも省みず〈太陽神〉と僭称し、よ

り弱き者らを従え脅かした。

「力ある者の専横こそが法である」と太陽神は宣した。

これが泥球界での掟となった。

１－０－１．　「ヤ・ツリーダム！」（なんて醜い！）

太陽神はいまだに「姿持つ神」であった。性を好み、暴虐を娯楽した。

ある時、気まぐれにひとつの小さな水の精を愛でて犯した。

泣き叫びながら犯された水の精はやがて一群れの卵を産んだ。

卵から生まれ出た仔らは小さく平たい体に平たい四ツ足と、太く短い尾を持つ姿で、肌の色はま

だらでさだまらず、弱く、歯も牙も爪さえ持たず、ただのたのたと無様に地を這うばかりの姿

であった。

「ヤ・ツリーダム！」（なんて醜い！）

その姿を見た太陽神はひとこと吐き捨てると、哭きむせぶ水の精をも見捨てて去った。

それがこの仔らの名前となった。

１－０－２．　〈水霊母〉



水の精は困り果てた。

幾万となく生まれた卵塊から孵ったばかりの醜き仔らが、

まもなく次々と苦しみもがき、死に絶え始めたのである。

母は水の精であるので泥水の海の底の底の底で卵を産み護り孵したが、

生まれ出た仔らは空の者である太陽神に似て、

水の中に長く居ることはかなわぬ存在だった。

母は大慌てで口から大いなる泡を吐き、泡の中に生き残った幾千かの仔らをくるんで、大慌てで

海の上の、空とのあわいにまで持ち上げた。

ところが仔らは水面に浮いて泳ぐことさえ長くは出来ぬのだった。

次々ともがき溺れ死ぬ様を見た母は大慌てでまた海の底の底へ戻り、泣きむせび嘆願して弱き仲

間らのちからを全て借り集め、海の底の底から泥と岩をこねあげ押し上げて突き固め、なんとか

仔らを載せる小さな陸の揺籃を造った。

この愛の働きをもって小さな水の精は力ある水の霊となり、〈水霊母〉と呼ばれた。

１－０－３．　剥奪。

ところが水の中からようやくに出た生き残りの幾百かの仔らは、空気のなかでは肌が乾いて、ひ

び割れて次々に死んでしまうのだった。

地の上にあがれぬ母は水辺から身を乗り出して涙を落とし、弱き小さき仔らの肌を護った。眠る

暇さえ惜しんだ。

それを遠くから見かねた父なる太陽神が再び襲い来た。

「来い。それよりはマシな子種を仕込んでやろうぞ！」



母は哭き叫びながら力づくで連れ去られた。飢え乾く幾十匹かの仔らだけが残された。

１－０－４．〈いちばん強い〉と〈いちばん大きい〉

空は無慈悲に乾き、天は無慈悲に照らした。

とり残された仔らはみるみるうちに乾いてゆく泥溜まりの底に身を寄せ合った。

〈いちばん大きい〉と呼ばれるグェップロップは仲間たちと声をかけあった。

「小さいやつを中に入れてやれ。弱いやつは真ん中に入れてやれ！」

干乾びてゆく浅い泥水の底の底を掘り、小さく弱いものらを中に沈めて、大きいものらは交代で

外に出て尾の先で、弱いものたちの背なや頭に、泥をかぶせてやるのであった。

やがて、もう自分たち全てが入れるほどの泥の大きさは残っていないと気付いた〈いちばん強い

〉グェップラップが言った。

「おれは、母を取り戻せぬか、見て来る。」

沼辺のふちの高い崖を乗り越え、固く乾いた岩漠の果てに、彼は姿を消した。

１－０－５．　〈いちばん弱い〉と〈いちばん小さい〉

泣き叫び嫌がる水霊を犯して無理矢理二度目の卵を産ませ、怒り狂い拒絶するだけの相手をいた

ぶるのにも飽いて他の美しい女精に気をうつした太陽神のすきをついて、逃げ出した母がようや

く戻った。

累々と固まる干乾びたヤツリーダムの遺骸の山の涯て、かろうじて生きて残されていたのは、真

ん中の日陰にかたく護られていた〈いちばん小さい〉と〈いちばん弱い〉の弟妹だけだった。



二匹は兄姉の遺骸の肉をはみ血泥をすすって、流す涙すらなく、ただかろうじて震えながら息を

していた。その眼は虚無だった。

母はうずくまり哭きむせび、ただひたすらに太陽神を怨み呪った。

１－０－６．　月女神〈レリナルディアイム〉

その母の世の涯てまでもと哭き叫ぶ悲嘆を聞き及び、ようやくに上つ界より女神〈レリナルディ

アイム〉が泥球界まで降り来たった。

白銀に光る長い髪に銀に光る鋭い瞳の怜悧なる上界女神は宣した。

「〈太陽神〉と僭称する者よ。おのが身分をわきまえるがよい。

　この界のあるじは、〈なにもせぬ神〉ティアスラァルである。

　この界の掟は〈なにをしてもかまわぬ〉。ただ、それだけである。」

　僭称神は怖じ恐れ、下らぬ捨て科白を吐き捨てると、去った。

　残されたのは水霊母が二度目に産んだ卵塊の仔らのみであった。

　この仔らはやはり海に泳げず空も飛べない父神に似ず翼なき姿の、二足二腕の不具の身でっ

たが、すでに心を病んだ水霊母は、この仔らをかえりみることはなかった。

１－０－７．　〈ヤチダモ族〉

〈いちばん小さい〉ガップレップと〈いちばん弱い〉ガップヤップの兄妹は、上界女神にまもら

れて《涙滴大陸》のよく湿気た沼地の穏やかな淵に棲まうこととなり、やがて夫婦となり卵を産

んだ。



生まれた新しい仔らを見に訪れた水霊母は喪われた古き仔らに生き写しの姿に再び魂を傷め、

「ヤ・チーダム！」（なんて可哀想な！）と叫んだ。

それが彼らの名前となった。

哀しみのあまり姿を隠した〈水霊母〉は深く深く海の底の底に身を沈めたまま、長く長く仔らの

安寧を願いながらも、太陽を呪い続けた。

 



（10月13日）　「 時間が ナイッ！」

https://85358.diarynote.jp/201710131028005831/

【 旭川 ０．０ 55 μ 】／【 札幌 ０．０ 51 μ 】（ ＋ １０ ℃）。
　（遅刻した！　白うさぎ栗鼠　１匹目）

2017年10月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4
陣内大蔵 - 君を信じてる

（承前）（＾＾；）

あらためまして、遅いよう！になっちゃいました。１０：１６です。

執筆作業が１２時間？ずれこんで、（＾＾；）本日の予定が大崩壊中ですが、とりあえずザック

リ情報チェックだけやってから昼寝？したいと思います…★

（だからッ！「時間がナイッ！」から、

　転職なんて「やってる場合じゃナイッ！」のよ〜ッ！！！）

★！（＞＜＃）！★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月13日（金）【当日】 
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.036 6 

https://85358.diarynote.jp/201710131028005831/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710131028005831/
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https://www.youtube.com/watch?v=cEwp8Uuxhg4
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


04:00 0.037 0.036 0.036 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 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 0.037 6 
09:00 0.038 0.036 0.037 6 
10:00

札幌は午前５時に＋１０℃。

昨日の午後には晴れる予報でしたが終夜の激しい雨。

今も怪しい感じで曇ってます。

現在の外気温不明ですが、設定１５℃のストーブが時々自動運転してます…。

ホワイトフード @whitefood1 · 10月11日 
10月12日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/918249919814574080

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月13日10:45
　

…書き終わってて良かった〜ッ！

（＾＾；）

下の階（空き室）で、どんがらガンガン！と、工事が始まっちゃったよ…ｗ
　

　

https://twitter.com/whitefood1/status/918249919814574080
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月14日7:11
　

2017年10月13日（金）【前日】
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.036 6 
04:00 0.037 0.036 0.036 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 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 0.037 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 0.037 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 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.037 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.037 6 
23:00 0.037 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.036 0.037 6
　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（10月13日）　「アトル・アンタイス初期の「人類」は卵胎生の有袋類だった！」

https://85358.diarynote.jp/201710132319228447/

（　沙魚鵜　停滞中　）…　（一曲追加 ｗ）

2017年10月13日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=0nfPyBopg2Y
【勉強用BGM】さざ波と小鳥のさえずりで集中力アップ!!1/f 作業用BGM 

ちょっと待って下さい…（＾＾；）…。

先程（てか今日の昼？）突如として、

「アトル・アンタイス初期の「人類」は卵胎生の有袋類だった！」

…とかいうニュー設定に襲いかかってこられて、軽くパニックしているところなんですが…

…ｗ（＾◆＾；）ｗ…

ぃゃ、卵胎生でもいいんだけどね？

現生人類と「混血」が生まれてる。て設定との矛盾は、どぉすれば…

卵胎生⇒https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B5%E8%83%8E%E7%94%9F

低温な環境

https://85358.diarynote.jp/201710132319228447/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171013/85358_201710132319228447_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171013/85358_201710132319228447_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171013/85358_201710132319228447_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=0nfPyBopg2Y
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B5%E8%83%8E%E7%94%9F


コモチカナヘビは、同種の生物であるにもかかわらず、

地域によって卵生と卵胎生の違いがある

ことが知られている。ピレネー山脈南部では卵生、気温のより低い地域では卵胎生で

、より確実に子孫を残す適応をしていると考えられる。

海中生活

海中での生活が卵胎生を生じる例がある。

爬虫類を含むいわゆる有羊膜類は、陸上に産卵できるようにその卵の構造を変化さ

せた。しかしそのために、卵を陸上でしか産めなくなったとも言える。ウミガメなど

がわざわざ陸に産卵するのもそのためである。淡水であれば陸を探すのは難しくな

いが、海ではそのために沿岸域に縛られてしまう。また、海の中で自由に泳ぎ回るた

めに様々な適応した姿になるが、その際に陸に登れる体の構造を残さなければならな

いのは大きな拘束となり得る。したがって、

これらの動物が海洋生活へ入った場合に卵胎生に進化しやすい。

現生の動物ではウミヘビにその例がある。

中生代の魚竜も卵胎生であったことが化石から知られている。なお首長竜は胎生であ

った事が2011年になって実証されている。

哺乳類は元から胎生なのでこの点では困らないが、新生児は泳ぎが上手でない場合が

多いので、普段は海中で生活していても、出産はやはり陸で行う例がある（アザラ

シ等）。

有袋類⇒https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E8%A2%8B%E9%A1%9E

2億2500万年前に、最古の哺乳類のアデロバシレウスが出現している。有袋類（後獣
下綱）と真獣下綱とが分岐したのが1億2500万年以上前であるといわれている[1]。1
億4000万年前の白亜紀に入ると、西ゴンドワナ大陸は1億500万年前頃[2]にアフリカ大
陸と南アメリカ大陸に分裂し、その間に大西洋が成立した。また、東ゴンドワナ大

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E8%A2%8B%E9%A1%9E


陸は、インド亜大陸及びマダガスカル島と、

南極大陸及びオーストラリア大陸に分裂した。

中生代白亜紀末（6500万年前）にはアフリカから南米、南極、インド、オーストラリ
アの各プレートが離れたとされている[3]。6000万年前には南アメリカの有袋類の祖先
が

当時陸続きであった南極を経由して同じく陸続きのオーストラリア大陸に移住して

様々な有袋類へと進化することとなった。南極大陸は3500万年前には完全に孤立し、
オーストラリア大陸も孤立することとなった[2]。この分裂が、オーストラリア大陸で
のその後の単孔類の生き残りや有袋類の独自進化につながることになる[4]。

…あ、なんとか、なんとなく、「ＳＦとしても」成立可能？か…？？

（そして、「月女神」レリナル様の介入。が、有り得るタウンであった…！！）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

本日ノルマはこれの前３分の１までの「あらすじ」書き。

だったんですけど〜…★（－－＃）★
　　↓

http://p.booklog.jp/book/108564/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－２　『創球神話』 

設定自己増殖しやがったせいで、頭のなかの景色をぜんぶ整理して、塗り替えなければなりま

せん…
ｗ（－－；）ｗ…。

てことで執筆予定スケジュールも崩壊したので、

「構成」から、「大地世界」は、分離独立。⇒（第２部）。

file:///tmp/puboo/127518/455037/book/108564/read


ということで…☆

（寝まーす！）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

卵胎生

有袋類

爬虫人類

両生人類

魚人類

両性具有種

性転換種

…しまった。

「神話ふうＦＴ」のはずが、

「進化ネタＳＦ」になってしまった…ｗｗｗ

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

作業用BGM　3時間耐久〜創世のアクエリオン〜 

 

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


（10月⒕日）　（アルパカ狼さん要因は、あえて無視。）

https://85358.diarynote.jp/201710140714435486/

【 稚内 地震 ★警戒★ 】／【 泊原発 沖 ０．０ ６ μ 】／（ 札幌
０．０ 38 μ。 ＋８℃。 ）。　（沙魚鵜したい！…作業栗鼠１
匹目…）

2017年10月14日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

あらためまして、おはようございます。

（※前項末尾に１曲追加。しただけです。）

再び地獄バイト（でもたったの３連勤♪）の初日。

定刻６時にきちんと起き出しまして、

例によってこの３連休中に積み残した家事をやって、

ばたばたしていてこの時間。

ＰＣ起こしたのが０６：５６でした。

札幌は午前５時で＋８℃。ほぼ無風。現在は晴天。

…帰宅時の降水確率、６０％…？？（〜〜：）★

狂の…もとい！「今日の」目標は、とにかく、

「異動したいと申告する！」こと！

https://85358.diarynote.jp/201710140714435486/
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（…あぁ、ストレスで胃が痛い…★（－－＃）★）

でももう、本当に、「有給休暇のこり６日分＝４万２千円が惜しい！」という意外、なんの未練

もないのでね…★

（アルパカ狼さん要因は、あえて無視。）

さて…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月14日（土）【当日】 
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 · 5 時間5 時間前 
10月14日1時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が37箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/918881798729252864

Dandy @qDandyp · 8時間8時間前 
柿岡地磁気

D値急上昇! 北海道〜東北最大警戒。
#jishin #saigai #地震
https://twitter.com/qDandyp/status/918851439752908800

Tabatha @araran100 · 10時間10時間前 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/whitefood1/status/918881798729252864
https://twitter.com/qDandyp/status/918851439752908800


気になるデータから抜粋。

太陽活動の影響で軽い地磁気の乱れがある状況。

速報を入れたように日本付近でF2層臨界周波数マップの異常上昇が見っ止められま
した。昨日報告の内陸から日本海側での電離層高めは、兵庫県南西部M3.1など発生し
ていますが、今日も出ています。

北海道の北も高く稚内要警戒

https://twitter.com/araran100/status/918832799385231360

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 18時間18時間前 
あ！

またSuperDARN（北海道レーダー）に黒帯出てるよ

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
小笠原@選挙に行こう @nile_empire · 22 時間22 時間前 

今日は13日の金曜日なので、昔職場であった話を一つ。

儂「君は夜中にジェイソン来たら怖い？」

児童「全然怖くないよ！」

儂「そっか〜」

児童「そりゃあ、夜中に突然に『Why Japanese people!?』言われたらビビるけど」
儂「違う、そいつじゃない」

OTL49さんがリツイート 
sakamobi @sakamobi · 1日1日前 

【岐阜】「小学校侵入グマ射殺」に県外の“第３者”から非難殺到

https://twitter.com/araran100/status/918832799385231360


「麻酔銃使え」「子供の目の前で殺すな」

https://sakamobi.com/news/elementary-school-invasive-bear …

かわいそうではあるが子供の安全にはかえられないからなぁ(；´Д｀)
https://twitter.com/sakamobi/status/918631434931265536

　　↑

ガッツリ子どもらの目の前で「ヒグマ解体ショー」して、

地元民ぜんいん呼んで、らっきー「熊鍋！」パーティー♪

　推奨。（＾ｗ＾）ｄ

（超〜美味いよ？　クマ肉！）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月15日7:47
　

2017年10月14日（土）【前日】
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 

https://sakamobi.com/news/elementary-school-invasive-bear
https://twitter.com/sakamobi/status/918631434931265536
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.037 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.037 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.039 0.038 0.038 6 

23:00 0.040 0.038 0.039 6 

24:00 0.038 0.037 0.038 
　

 



（10月⒕日）　何故か？エルさんの情緒（機嫌）が安定。┐(’〜`；)┌

https://85358.diarynote.jp/201710150712053419/

めも『労働相談』的自己確認。

2017年10月14日 就職・転職 コメント (1)
　

（もっと時給が良くて客層が良くて取り扱い商品が

『ＯＫ』とかホワイトフードさん的な意味で良くて、

　クライアント会社にリアル知人が複数いる実は古巣で

　クライアント社員大半は立憲民主党支持者とおぼしい）

 
現在の勤務先ビル内（たぶん）の別部署に

『異動したい』

という意思表示は今日の当直管理者に伝えてきました。

何故か？エルさんの情緒

（機嫌）が安定。┐(’〜`；)┌

手続きを断るなら、現在の状況がきっぱり『パワハラ』に該当するつうめもをまとめて、

今度こそ労基署へ！

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月15日15:33
　

とりあえず手続きはしてもらえるようですが、

https://85358.diarynote.jp/201710150712053419/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710150712053419/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


私に対する悪意と偏見に満ちた悪口とか吹き込んで

 
『向こうが受け入れを断ってきた』とかされそうなとこが

厭…(-_-#)…
　

　

 



（10月⒕日）　惑星《白沙》独立新政府　初代大統領。

https://85358.diarynote.jp/201710150725431865/

ボタニカ・ゴーファニカ。

2017年10月14日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　

（めも）

ボタニカ・ゴーファニカ。

惑星《白沙》独立新政府　初代大統領。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ボ・タニカゥ・ゴー＝ファニカゥ？みたいな発音？

ゴーファ・ニーカ？かな？？

「ボタニカ」が古代地球語の「植物」と同義語かどうかは逸話に使う。

（＾＾；）

…あまりにも暇すぎる睡魔地獄の拷問バイトとタタカッテいたら、

ふと脳内に応援に来てくれましたよと。（＾＾；）

今までずっと、「居るはずだけど、視えないな？！」

と思っていたミッシングリンクなキャラ欄が埋まったのですっきり♪

　o（＾ｗ＾）o

遠〜くから嬉しそう〜に、ぶんぶん！手を振ってくれています…♪

https://85358.diarynote.jp/201710150725431865/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201710150725431865/
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4063480135/


（赤毛の巻毛で瘠せててそばかすで、基本いつもにこにこしてる。

 
（喜怒哀楽はきっぱりしてる。）…と思う。）

エテウ・ケ＝レンテン（私）とは、仲良し♪

　　↑

※（Ｈｅｔｅｕ　Ｑｕｅ　Ｒｅｎｔｅｎ）？

レンテンは名字じゃなくて愛称（形容詞）かも？

⇒Ｑｕｅ　Ｂｏｎｉｔａ！　みたいな…？？

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月15日7:27
　

＞…あまりにも暇すぎる睡魔地獄の拷問バイトとタタカッテいたら、

（前項参照）（＾＾＃）

…ってことで、「リズから外へ」後の

「悪役」の総称は…「管理者」！

　決定。　ｄ（＾ｗ＾＃）

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


…転んだら ネタを つかんで起きる！わらしべりす〜ｗｗｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月15日7:42
　

あ、あとで（もし思い出したら）

アニメ付の「エルプエブロ・ウニド」貼る♪

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月15日8:36
　

………あッ★

そうそう！★

「どっかのおばかさん」が、「仲良し」（同志〜♪）の、

「意味内容をてっきり勘違い」（邪推）してた！らしい！？

…という別話が、ね…？？

…ｗ（ー”ー＃）ｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月15日8:36
　

カストロとチェ・ゲバラ！

みたいな関係！

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


　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月9日20:17
　

………あれ………？？？
　

　

 

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


（10月⒕日）　ビバ不労所得者♪

https://85358.diarynote.jp/201710150729339615/

(^_^;)

2017年10月14日 就職・転職
　

　

先ほど無事帰投。

久〜ッしぶり！(^O^)！の、
定刻？21時30分帰着。(^-^)g

札幌は１２℃。無風。

降水確率６０％でしたが小雨がぱらついてたくらいで、ほとんど濡れずに済みました。o(^-^)o

ひとっかけらも働かずに

７７４０円も稼いじゃった〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

ビバ不労所得者♪

会社に損害を与えてるのは状況判断読み損なってる管理者の方さ〜♪♪

(ノ-o-)ノ　┫

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！

┐(’〜`；)┌

https://85358.diarynote.jp/201710150729339615/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203


 



（10月15日）　（こういう日は、「何か」あります…）

https://85358.diarynote.jp/201710150739304165/

おからの洋風？煮込み（マヨ味シチュー）。

2017年10月15日 Ｃ級ぐるめ？倶楽部☆
　

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

あらためまして、

だいぶ遅くなりましたのおはようございます。

すでに０７：３１です。 

ＰＣ起こしたのがそもそも０７：０７で、前３項の日付訂正と、

２つ前のやつの追記をやっておりました…。（お暇なかたはどうぞ♪）

何故か今朝は「情報チェックをやりたくない」気分が満載です。

（こういう日は、「何か」あります…）

（前項参照）昨夜は（というか今朝未明？）定刻０：３０に寝て、起床は５時の予定だったのに

、

何故か？０３：３０過ぎくらいに自然に眼が冴えちゃいまして…。

？（＾＾；）？

と思いながら布団に戻って、安静音楽をかけて自力整体（ツボ押し）しながら横にはなってたん

ですが…

ものッッッ！すごく！体温が上がってて、ぽっかぽっかコーポレーション状態でして…

？？？（＾＾；）？？？

…と思いつつ、結局定刻６時より１５分早く起きだしたんですが…

https://85358.diarynote.jp/201710150739304165/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=9
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171015/85358_201710150739304165_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wWkW_tMwOfc


「ついでの法則」で家事をやりすぎてたら、結局ＰＣ前に辿り着くのは大幅遅刻したという…

ｗ（＾＾；）ｗ☆

ちなみに今朝のめにうは

半額道産カブと

半額道産人参と

半額道産セロリの、

半額道産おからの洋風？煮込み（マヨ味シチュー）。

半額道産ザンギ入り♪

ですの…（彩り鮮やか…♪）

ちなみに「おから」と「マヨネーズ」は意外な好相性ですよ♪

ポテトサラダ的なものがつくれますので、アレンジ楽しんで下さいな♪

（ポン酢とゴマ油でも可♪）

 



（10月15日）　

https://85358.diarynote.jp/201710150750475106/

【 稚内 ０．０ ７７ μ 】／（札幌 ０．０ ４０ μ 。＋９℃）。

　（今日はおそらく手抜きで終わる⇒作業栗鼠１匹目）

2017年10月15日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

　　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=-8dV95vIuwc
DEAN FUJIOKA - HISTORY MAKER (YURI ON ICE ANIME) 

（承前）

札幌の午前５時の気温は９℃。室温は無暖房で１５℃。晴天。強風。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月15日（日）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

　　↑

…情報が、一致してない…★（－－＃）★
　　↓

https://85358.diarynote.jp/201710150750475106/
https://85358.diarynote.jp/201710150750475106/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710150750475106/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171015/85358_201710150750475106_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171015/85358_201710150750475106_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-8dV95vIuwc
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


ホワイトフード @whitefood1 · 1時間1時間前 
10月15日6時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が34箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/919319799578034176

ホワイトフード @whitefood1 · 14時間14時間前 
10月14日18時02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/919126271203860481

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月15日8:08
　

ネットが遅い…

てか停まってた★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月16日7:23
　

2017年10月15日（日）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 

https://twitter.com/whitefood1/status/919319799578034176
https://twitter.com/whitefood1/status/919126271203860481
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


08:00 0.038 0.037 0.038 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.038 0.037 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.038 0.038 0.038 6 
15:00 0.038 0.037 0.038 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.038 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.038 6 
21:00 0.038 0.037 0.038 6 
22:00 0.039 0.038 0.039 6 
23:00 0.039 0.038 0.038 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 6
　



（10月15日）　見えないけどアルパカ狼さんが居るので、

https://85358.diarynote.jp/201710150846066037/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月15日15:39
　

今日はエルさんのさすがな日本国標準語と分厚い猫の皮の使いこなしっぷりが鑑賞できるし、

見えないけどアルパカ狼さんが居るので、

あと４時間、いぢめ無視に耐えて『不労所得』を稼ぎますッ！

　

 

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


（10月15日）　ミニサイズ大魔王エルさんを終日鑑賞。

https://85358.diarynote.jp/201710160653218964/

…無事に転職（異動？）できますよ〜に〜…！

2017年10月15日 就職・転職
 
 
 
（10月15日） …可愛ければいんじゃな〜い…？ (-_-#)

あまりにも馬鹿馬鹿しくも深刻な死活問題でしかも長くなるので、もし覚えてたらいつかＰＣか

ら書く。

間違いないのは、

他の人ならどんなにミスだらけでも基本の業務知識が欠けてても大事な案内が抜けてても

お客を逆切れさせても

サボりまくっていても…

全く怒られない。という事実。

(ノ-o-)ノ　┫

カミサマはやっぱり私を見棄てていない。(^_^;)

嫌なことを我慢した後には、必ずいいことが来る…はず！

しかし待て。なぜ雨！？

(‾○‾;)

https://85358.diarynote.jp/201710160653218964/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171016/85358_201710160653218964_1.jpg


10月15日22時08分。

先ほど無事帰投。(^_^;)
定刻？21時30分。(^。^;)

ミニサイズ大魔王エルさんを終日鑑賞できて、相も変わらぬ

ミニサイズ『由利士郎』っぷりを堪能できましたｗ

(^-^)g

無事に転職（異動？）できますよ〜に〜…！

(^人^;)

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！



（10月15日）　「官僚と公務員が政治を管理した時」。

https://85358.diarynote.jp/201710160656566902/

エテウ・キール＝ギーリス（本名）　⇒『惑星 《 白 》 の物語』

2017年10月15日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　

エテウ・キール＝ギーリス（本名）

テヘウ・ケ＝レンテン（『独立政府軍』兵名）

（※立ち上げ当初はレッキとした（？）「反政府ゲリラ」だったので、親族に迷惑を

かけないため）

で、名前が違うので（狼さん）は気がつくのが遅れた…

┐(’〜`；)┌

（あ〜あ、辻褄が合っちゃった…σ(^◇^;)。。。）

ハグン・ハウ”・ハムラン？

（狼さん？）

何語圏だろ？

ラテンとアラブの境目？

https://85358.diarynote.jp/201710160656566902/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201710160656566902/


んで特産品が薔薇？

それむしろルーマニア？

で、テヘウが寝込んだ薔薇園がボタニカ別邸だった、て話。

(^。^;)

…何故か辻褄が合っちゃう…ｗ

これに入れといた☆

　　↓

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』
 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日12:37
　

OTL49さんがリツイート 
らん@マイナンバーとは全体主義のこと @ranranran_ran · 10月13日 
らん@マイナンバーとは全体主義のことさんがAngama（個人主義）をリツイートしました

ほら。何年も前から言ってきた通りになったでしょ。本当にやばいよ。ファシズム国家になっち

ゃうよ。

file:///tmp/puboo/127518/455037/book/117422/read
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


二階層社会になっちゃうよ。

 
ファシズムってのは「官僚と公務員が政治を管理した時」に発生するの。

 
ナチスも、明治政府も官僚ファシズムなんだよ！

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月9日20:25
　

…あ☆

辻褄あっちゃった…ｗｗｗ

歴史上の「ヘテウ・ケ・レンテン」の名を、「かっこいいから」エテウが借りた。

…と、いう話…ｗｗｗ　（どっとはらいｗ）
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（10月16日）　「何故か？情報チェックを…絶対…したくない！」…

https://85358.diarynote.jp/201710160729405061/

【 稚内 ０．０ ５９ μ 】／【 岩見沢 ０．０ ５５ μ 】／（札幌 ０
．０ 39 μ。 ＋ ６ ℃ ）…。　（作業栗鼠１匹目）

2017年10月16日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=EoJgkgRxUfc
Berserk OST - Forces 10 hours 

（承前２項）

あらためまして、出遅れぎみ？の、おはようございます。

前項２つ「日付修正」作業をしていて、現在０７：０６。

起きたのは定刻６時。体調おおむね良好。精神状態は（？）

札幌の外気温＋６℃まで下がりました。

室温は設定＋１０℃のストーブつけて寝て、起きた時１３℃になってました。

現在は設定＋１５℃で運転中。

…関東にいた時は室温９℃まで下がらないとストーブ点けなかったんですが…そして１０℃を超
えたら消してたんですが…

…（＾＾；）…まぁ貧乏だったし…ｗｗｗ

だんだんコンジョウナシで非エコな（－－；）

「道産子ライフスタイル」に近づいてきてしまいそうです…ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201710160729405061/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710160729405061/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171016/85358_201710160729405061_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171016/85358_201710160729405061_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171016/85358_201710160729405061_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EoJgkgRxUfc
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月16日（月）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 · 24時間24時間前 
10月15日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/919337082291499009

ホワイトフード @whitefood1 · 10月14日 
10月15日6時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が34箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/919319799578034176

んで。

個人的には、地獄の「日干しバイト」３連勤の最終日です…

（標記の音楽でもかけないとやってられないわ〜！）

…今日中に「異動てつづき」が進んでくれるといいんですが…！

（月曜日だから人事とか事務とか動く…←を読んで、一昨日のうちに異動希望を出した。）

さて…

（そして、「何故か？情報チェックを…絶対…したくない！」…気分が満載です…＜（〜”〜；
）＞…★）

https://twitter.com/whitefood1/status/919337082291499009
https://twitter.com/whitefood1/status/919319799578034176


０７：２８。

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月16日7:30
　

０６

１９

１９８．

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月16日7:50
　

０６１９２

００☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日8:24
　

2017年10月16日（月）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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06:00 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.036 0.037 6 
08:00 0.037 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.038 0.036 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.037 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 6
　

 



（10月16日）　『 悪趣味 がらタイツ 山猫 』＝『 書き取り アンブリッ児 』…！

https://85358.diarynote.jp/201710170655575197/

【指導や叱責で】⇒【ストレス自殺】 。　（まとめ中）。

2017年10月16日 就職・転職 コメント (6)
　

 
あまたぶん太陽電磁波とか火山性微細震動とかで私の脳ミソはかなり不安定になってる。

ガラケからだと書きにくいし、公表していい内容表現に収まるか判断できない状態なで、

本題は秘密日記にとりあえずめものみ。

『今すぐそのビルの屋上から飛び降りろ。まだ１９時だから明日の朝刊に間に合う。明日のドウ

シン

（北海道新聞）にオマエの飛び降り自殺の記事が載るのを楽しみにしている。この電話が終わっ

たら、

絶対すぐ飛び降りろよ。オマエに生きてる価値なをかないからな！』…と、

延々２０分近く絡み続けたキチガイ客と、それを至福の嗜虐に浸りきってニヤニヤご満悦顔で

真正面で聴いてた『超絶悪趣味がらタイツ山猫』ＳＶ。さらにそれを後日３回も！

『怒らせたオマエが悪いｗ』と、

『タイムカードは切らせてタダ残業を強制した上で』

『今すぐそのビルから飛び降りて死ね』録音を２０分カケル３回も！

『聞き直し』を命じた上に

https://85358.diarynote.jp/201710170655575197/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710170655575197/


『反省文』まで強制提出しやがった、

ベルクカッツェ魔クゴナガル

室長は、

一生、ゆるさない。

（今でも思い出しただけでＰＴＳＤ発症してガクブル震える）

時間切れ。

本日の本題は、また後日。

参照⇒https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/919788546747129856

Yahoo!ニュース 速報や地震情報も�認証済みアカウント� @YahooNewsTopics · 17
時間17時間前 

【中2自殺「僕だけ怒られる」】福井県の中学校で担任らからの厳しい指導を受けて中
2の男子が自殺した問題で、生徒が過呼吸の症状を訴えるなどをしていた。「僕だけ強
く怒られる。どうしたらいいのか分からない」。

muscat @muscat7904 · 13時間13時間前 

学校という閉鎖的な場所でこういうことが起こると子どもには逃げ場がない。どうし

てもっと大きな問題として扱われないのだろう。現場の教員達はどう感じているのだ

ろう。

中学２年男子が自殺、厳しい指導で精神的ストレスか 

https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/919788546747129856


NHKニュース�認証済みアカウント� @nhk_news · 14時間14時間前 

“追い詰められて自殺”男子中学生の遺族「指導の見直しを」 #nhk_news
https://twitter.com/nhk_news/status/919830777969262592

斎藤環 @pentaxxx · 16時間16時間前 

またしても「指導死」案件。学校が耐用年数の過ぎた「指導文化」を捨てない限り、

「対話」なんて永遠に無理なのでしょう。あと「面前DV」は今児童虐待に分類される
ので、この教諭のしていたことは他の生徒に対しても虐待の可能性がありますね。

http://digital.asahi.com/articles/ASKBH7QRNKBHPTIL01D.html …

ホウドウキョク�認証済みアカウント� @houdoukyoku · 21時間21時間前 

宿題の提出が遅れたことなどを理由に精神的に追い詰められ、自殺に至ったと結論付

けた。 
中2男子「担任らの厳しい指導で自殺」
https://www.houdoukyoku.jp/clips/CONN00373497 … #自殺 #ホウドウキョク
https://twitter.com/houdoukyoku/status/919734185522208768

punks @punkpunk777 · 22時間22時間前 
福井県池田中学２年男子が教師からの執拗な叱責が原因で自殺。提出物忘れで生徒会

辞任を要求。

生徒側情報だけ公開され教員は保護。

熱心な指導？なら熱心に褒めること。抑圧型の教師は男性教師に多い。とめる役割が

必要。学年主任や管理職にも責任一旦あり。

#学校問題
https://twitter.com/muscat7904/status/919844426645508096

https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk
若旦那　信じろ 

https://twitter.com/nhk_news/status/919830777969262592
http://digital.asahi.com/articles/ASKBH7QRNKBHPTIL01D.html
https://www.houdoukyoku.jp/clips/CONN00373497
https://twitter.com/houdoukyoku/status/919734185522208768
https://twitter.com/muscat7904/status/919844426645508096
https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk


動物愛護法改正してください @LWg1J91Tdyl7214 · 10月14日 
数年前。栃木県動物愛護指導センター生活衛生課 『動物の事をやりたいなら他へ行け
』パワハラを受け自殺

。こんなにも温かい人がいる。収容された犬猫の最期まで愛し、助けようと必死に働

き続けた山崎重寿さん。こんな人だらけならいいのに。

https://twitter.com/LWg1J91Tdyl7214/status/919174479409946624

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日8:39
　

　　↑

…あ、『がらタイツ山猫』＝『書き取りアンブリッ児』ね…！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日12:50
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
spark @Yonge_Finch · 10月12日 

神戸製鋼の不正、NYタイムズの1面トップに。
Blow to Japan’s Imageだって。

国のトップから不正をしまくってお咎めなしだと、

 

https://twitter.com/LWg1J91Tdyl7214/status/919174479409946624
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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不正したもの、嘘をついたものが勝つという認識が蔓延する。

そんな社会が持続可能なわけがない。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日13:04
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
内田 @uchida_kawasaki · 10月15日 
内田さんが内田をリツイートしました

　

軍隊の新兵訓練と同じ。

https://twitter.com/uchida_kawasaki/status/919703133982298112
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日13:34
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ラサール石井 @lasar141 · 10月13日 
ラサール石井さんが町山智浩をリツイートしました

　

言っとくけど左翼発言〔自分でそう思ってないけど。

ただまっとうな事を言ってるだけ）すると仕事は減るんだよ。

まあこう言うと「お前は面白くないから仕事減ったんだよ」とか言うんだよね。

小学生でも言える悪口しか言わないもんね君たちは。

 
それで若者かと思ったら50代60代だったりするんだよね。
　

　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/uchida_kawasaki/status/919703133982298112
https://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月18日7:01
　

Margaret@子どもを搾取しないで @meglog2012 · 4時間4時間前 

この中学は小規模校。生徒数たったの40人。3学年全て単級。
人数が少ないから指導しやすいと教育委員会に思われてるのか、有能な教師は配属されにくく、

問題のある教師が集まる傾向がある。

いわゆる「吹き溜まり」と呼ばれることもある。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年3月25日8:20
　

月若丸4  @ FGosvfb6E2QZJz · 8 時間8 時間前 
返信先: @taichinakajさん 
　

小さい頃から父が母に夜中だろうと毎日のように怒鳴り散らしているのを聞き怯えながら育った

者です。

 
先生も上司もお客も怒鳴る人がいてその度に過去のトラウマが蘇ります。

おっしゃる通り、心に癒えない傷をつける最悪の暴力ですよ

https://twitter.com/taichinakaj/status/977359339018055680
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（10月16日）　「僕だけ強く怒られる」 叱責され過呼吸や土下座までするも、

https://85358.diarynote.jp/201710170722407149/

【効果のない叱責】／叱責の場に居合わせた生徒にも「面前DV
」という虐待になった。　（まとめ　２）

2017年10月16日 就職・転職 コメント (6)
 
 
 
あれでまたズタボロの鬱が再発して

 
『原稿が書ける精神状態』まで立て直すのに、

 
どれだけ苦労したと思ってる？

時給１２００円の大量募集が出た（主婦向け時間帯）ので、

私の異動には、有利になったかな…
 
 
 

ＰＴＳＤ発症中。

しかも今、柄タイツ山猫と

同等以上に酷かった

スネイピが出戻って来てんだよ…

私がたまに情緒不安定な声が出るくらい、当たり前じゃないか…！

https://85358.diarynote.jp/201710170722407149/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710170722407149/


 
 
児童精神科で働く看護師 @s_nurse_jp · 7時間7時間前 

「専門機関での診察を受けていないため断定できない」だった

「発達障害の可能性が想定される」の一文はいらない

『発達障害』を盾に言い逃れしてるように見える。

中２転落死「教員指導要因で自殺」| ONLINE 
https://twitter.com/s_nurse_jp/status/919946955572178944

やまピーSW @earthship1957 · 9時間9時間前 
【「発達障害の可能性が想定される」とも指摘。】という表現は、はたして適切なのだろうか。

この言葉（報告）は何を意味するのか、町教委・調査委員らは慎重であってほしいし、報道側も

これで終わりにしないでほしい。どこを切り取るのか。。。

http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/249467 …

afcp @afcp_01 · 11時間11時間前 
報告書は "「発達障害の可能性が想定される」とも指摘" 。これを "よく観察すれば厳しい叱責が不
適切と気付くことはできた" ことの根拠にしているのかな。うーむ、こういうロジックもありなの
かもしれないけど……。 / “中２転落死「…” http://htn.to/yfvWvZ
https://twitter.com/afcp_01/status/919880502957391872

 
 
毎日新聞�認証済みアカウント� @mainichi · 36分36分前 

福井・中２自殺:怒声、身震いするほど　調査委「指導範囲超える」 
https://twitter.com/mainichi/status/920037896123400192

Saussure @mamiyac330 · 1時間1時間前 

教員の激しい叱責を受けて中学生男子が自殺した事件について精神科医の斎藤環は

https://twitter.com/s_nurse_jp/status/919946955572178944
http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/249467
http://htn.to/yfvWvZ
https://twitter.com/afcp_01/status/919880502957391872
https://twitter.com/mainichi/status/920037896123400192


叱責の場に居合わせた生徒にも「面前DV」という虐待になっていたとしている。

斎藤の指摘は当然だが、付け加えれば、集団のリーダーの指導という叱責は

「指導であれば虐めも容認される」という暗黙の了解に繋がり易い。

　　↑

これで「集団退職者」が何度も繰り返されているのに、今回も同じ「指導」法。

　　↓

【退職強要】（拷問）★（ー”ー＃）★

まな @mana0814_ · 2時間2時間前 

中２自殺のニュースを見た。教育現場でのアカハラや効果のない叱責、異常な量のタ

スクを課すこと等々、本当に減ってほしい。自殺遺族としてそう思うし、発達障害児

の親としても切に願う。

先生が間違った指導をしているとき、先生を優しく諭し、正しい指導法を伝授してく

れる人はなぜいないの。

まな @mana0814_ · 2時間2時間前 
まな さんがRyuichi-shigakiをリツイートしました

教師を責めることより、叱責以外の正しい対処法は本当は何だったのかをしっかり話

し合う方が今後の自殺者を減らすためには建設的だと思います。もし教師サイドに指

導方法を優しく教えてくれる人がいれば、叱責は防げたかもしれないですし。

https://twitter.com/mana0814_/status/920011931460628481

塵岡 @syvplsx · 8時間8時間前
#福井県 #池田町 #池田中学校 #体罰 #自殺

生徒からの #いじめ は無かったということだが安易に信じるのは間違い。仮に被害児
童に #発達障害 等があり指導が困難でも、それでいじめ、差別、体罰の免罪符になる
事は絶対に無い。生徒を死に追いやる教職員に教壇に立つ資格など無い 
https://twitter.com/syvplsx/status/919933331684204544

https://twitter.com/mana0814_/status/920011931460628481
https://twitter.com/syvplsx/status/919933331684204544


news23�認証済みアカウント� @news23_tbs · 12時間12時間前 

今年３月、福井県の 池田中学校 で２年生の男子生徒が転落死しました。
調査委員会の報告書は男子生徒が担任などから

厳しい指導を受けた精神的なストレスが要因の

自殺だったと結論づけました。

何があって、そしてなぜ防げなかったのでしょうか。

#news23 夜１１時
#池田中学校
https://twitter.com/news23_tbs/status/919868040581332993

Saito @majikichi_saito · 13時間13時間前 

中2男子「僕だけ強く怒られる」 叱責され過呼吸や土下座までするも、

担任と副担任が執拗な指導を繰り返し

自殺に追い込む　福井県池田町立中学校 
https://twitter.com/majikichi_saito/status/919854220924223488

　　↑

ちなみに、理不尽に怒られたりパニックを起こしたりしてる時に

「笑うな！」という「指導」を受けるんですが…

あれは「笑ってる」んじゃなくて、

 
「過呼吸を起こさないように口を大きく開けて（心を鎮めて）」「必死で呼吸を継続している」

カオ…。

…（〜〜；）…
 
　　↑

https://twitter.com/news23_tbs/status/919868040581332993
https://twitter.com/majikichi_saito/status/919854220924223488


（…はっはっはっ…！という短く荒い呼吸音が、

　傍から見ると「この状況でなぜ笑う？！」という反応になる。らしい…）

Margaret@子どもを搾取しないで @meglog2012 · 14時間14時間前 

真面目な子だったのがよくわかる。生徒会など教室以外での活動や仕事ぶりも評価・

考慮すべき。真面目な子も不真面目な子も一様に叱責指導する教師の怠慢と横暴によ

る死。

「聞いた人が身震いするくらい怒られていた」　中２自殺：朝日新聞デジタル 
https://twitter.com/meglog2012/status/919841435267956737

　　↑

フィル痴にねちられてた時、となりの天使ちゃんがあまりの酷さに泣き出した…

Hiroshi Umeuchi @hiroshiumeuchi · 17時間17時間前 
福井県の池田町立中学校で３月、担任らからの厳しい指導を受け、２年の男子生徒＝

当時（１４）＝が自殺した問題。生徒は母親に「僕だけ強く怒られる。どうしたらい

いのか分からない」と泣きながら訴えて登校も渋ることもあり、母親が副担任を変更

するように要望したこともあったという。・・最悪だね

XXXS子 @naocontact · 17時間17時間前 

もはや指導じゃない

教師による生徒へのいじめ

福井中２自殺、叱責され過呼吸や土下座も…　怒鳴る担任「お前やめてもいいよ」（
産経新聞） - Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171016-00000527-
san-soci … @YahooNewsTopics

さすがの私も、これ以上は耐えられません。

https://twitter.com/meglog2012/status/919841435267956737
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171016-00000527-san-soci


お願いします。

早急に、（いじめのない部署へ）異動させて、ください。

（※　以前にも「同じフロアの隣りの部署に異動したい」という希望はちゃんと

　出しました。禁句スリーSVに、「無理だねｗ」と、軽侮のカオで一笑にふされました。）

田中久順 @kujun34 · 8時間8時間前 

こういうのを指導死というらしいけど、こんなのは指導じゃない。

教師による生徒に対するイジメだ。

https://twitter.com/kujun34/status/919924351738060800

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日12:39
　

OTL49さんがリツイート 
t_daruma @t_daruma · 10月13日 
　

現代型の食事により血管を詰まらせ、破れないように血圧をさげるとは、まさに自殺行為かも。 

↓ 血圧基準値切り下げで、降圧剤の売上が年間1兆円に、しかし上昇し続ける死亡率
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=327780&g=131107 … …
　

　

https://twitter.com/kujun34/status/919924351738060800
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日12:53
　

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

枝野さん、わかってる→「ノーベル賞級の研究をするには、大きなチームが必要で、

それをサポートするチームは大部分が非正規、低賃金なんです。

ここを安定的な雇用にして一定の給与を払って人手を確保すれば、

日本の研究開発はもっともっと進む。」

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日21:33
　

こうマバ＠人生は生き抜くことに価値があるさんがリツイート 
木葉功一 @kibakoichi 
· 22時間 22時間前 

「人間というのは、最初は抵抗していても、何度も繰り返し否定されていくうちに、

 
抵抗が無駄だと学習してしまう。

そのうち、否定されなくても最初から自分の存在を主張しなくなり、

自分の気持ちや存在がなくなっていき、

自分でさえも自分という人間がいないものとして行動するようになっていく」

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日21:38
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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War Is Overさんがリツイート 
リーガン美香 Mika Regan @Mika_Regan 
· 5月4日 さっきのRT、
 
嫌われないためにセクハラを受け流すたびに

 
「魂が死んでいく」

って、感じたことの無い女性はいないと思う。

 
それに対する男性の「もっと面の皮を厚くしろ」メンションにも驚いた。

 
言ってもわかんない人達っているんだな、とゲンナリ。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月18日7:02
　

よっちゃん@ADHD・ASD @keishi_hero · 7時間7時間前 

転落死した生徒が発達障害の可能性があったと。

コレは何を言いたいんだ？

転落死と発達障害に何の関係性があると？

まるで発達障害だったから衝動的に自殺したと言い訳しているようだな。大問題だ。

#発達障害 http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/249467 … @fukuinpmediaから
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月18日7:06
　

高文研 @koubunken · 11時間11時間前 

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


#指導死　追いつめられ、死を選んだ七人の子どもたち
http://www.koubunken.co.jp/book/b201986.html …
 
学校での指導後に子どもが自殺した「指導死」の遺族たちの手記、教育学者がその「指導」の背

景を探る。

 
いじめ自殺だけではない子どもの自殺を、学校での懲戒、叱り方、指導の仕方を考える。 
https://twitter.com/koubunken/status/920097472088760320

Haru @Juliesince1982 · 22時間22時間前
 
福井県の池田中学校のいじめ自殺のニュース、生徒を自殺に追い込んだ担任と副担任が何のお咎

めもなく、今もどこかで、教壇に立っていると思うとゾッとする。

 
指導ではなく、これは間違いなく教師によるいじめ。許されることではない。

倉持聡男 @kurafusa · 22時間22時間前 
返信先: @tane1251さん、@0yf2xRaG862GEWeさん 

去年広島で間違った生徒指導で自殺に追い込んだ先生いましたが、まとめて懲戒免職にしてほ

しい。

 
生徒指導は先生にとって業務だから業務上過失致死だよね。

Saussure @mamiyac330 · 1日1日前
 
教員の激しい叱責を受けて中学生男子が自殺した事件について精神科医の斎藤環は

叱責の場に居合わせた生徒にも「面前DV」という虐待になっていたとしている。
 
斎藤の指摘は当然だが、付け加えれば、

集団のリーダーの指導という叱責は

 
「指導であれば虐めも容認される」

https://twitter.com/koubunken/status/920097472088760320


 
という暗黙の了解に繋がり易い。

 
 



（10月16日）　わ〜いアルパカ狼さんに構ってもらった〜！

https://85358.diarynote.jp/201710170730013012/

胃と十二指腸と肝臓の潰瘍予備軍がしくしく逝ってる。(-"-;)

2017年10月16日 リステラス星圏史略　（創作）

大丈夫！(^。^;)

わ〜いアルパカ狼さんに

構ってもらった〜！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

てことでとりあえず激発は避けて元気に買い物して帰ります！

労基署逝くのは４日待つ〜★

（たぶんね★）

無事帰投！

22時59分先ほど無事帰投。
(^_^;)

まぁ精神的に疲れました。

(-"-;)

https://85358.diarynote.jp/201710170730013012/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


胃と十二指腸と肝臓の潰瘍予備軍がしくしく逝ってるので、

とにかく早めに寝ます！

(^。^;)

https://www.youtube.com/watch?v=LizTDbjgatE
作業用BGM　3時間耐久〜創世のアクエリオン〜
 

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


（10月16日）　死んでしまえ 生まれて来るな 。

https://85358.diarynote.jp/201710170732336104/

蠱毒。

2017年10月16日 詩とか詞とか句とか歌とか、写真とか☆ コメント (2)
　

　

　

こどく

孤独

蠱毒。

おまえなんか要らないと、

生きている価値はないと、

産むんじゃなかった、と、

なんだ女か、

跡継ぎじゃないのか、と、

死んでしまえ生まれて来るな

産むんじゃなかった早く死ね、と。

けれど全ての否定と罵倒と侮りの

全ての闇をさしつらぬく

君の声。

常に。

（前項参照）

https://85358.diarynote.jp/201710170732336104/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=12
https://85358.diarynote.jp/201710170732336104/


 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日7:35
　

https://dic.pixiv.net/a/%E8%A0%B1%E6%AF%92

＞実際の組織論からいえばコストパフォーマンス・効率諸々から最低最悪の人材育成法だが。

＞余程のブラック企業でもこんなことはせんだろうね。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日10:17
　

omake.

https://www.youtube.com/watch?v=22o-3jseSqg
2CELLOS - My Heart Will Go On
　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://dic.pixiv.net/a/%E8%A0%B1%E6%AF%92
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（10月17日）　…逝ってきまーす……★

https://85358.diarynote.jp/201710170827519306/

【 泊原発 ０．０ ５２ μ 】／（ 札幌 ０．０ 39 μ 。＋６℃ ）
／【 積雪や路面凍結 】注意。　（作業栗鼠１匹目）

2017年10月17日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

あらためまして、遅ようございます。０８：１５になっちゃいました☆

（＾＾；）

（←前３項参照）

の日付修正と追記その他をやっていたら予定時間を大幅オーバーしました☆

極楽浄土な？４連休の１日目。（＾＾；）

昨日は胃と十二指腸の過度のストレス疲れで膵臓まで不調になったようで、

かなり久しぶりにですが（だと思いますが）、たちくらみ（起立性貧血）起こして

ブクオフで斃れそうになりました…やばいやばい。（－－；）

今日は蓄積疲労で起きづらく、定刻１５分遅れでのたのた発進。

いつものナンチャッテ腹筋と定例の小家事と前３項作業をやってました。

札幌は午前５時の時点で＋６℃。いま現在も７℃しかありませんので今日は一日この調子かと思

われます。降水確率５０％で…降ったりやんだりしています…。

https://85358.diarynote.jp/201710170827519306/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710170827519306/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171017/85358_201710170827519306_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171017/85358_201710170827519306_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171017/85358_201710170827519306_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q


ほぼ無風。

設定１５℃でストーブ運行中ですが精神的に落ち込んでいるせいもあってかなり寒く感じます。

下半身はいつものコールマンの寝袋につっこんで、上着５枚に指出し手袋着用の、「東北系関

東人」定例の「冬支度」で、ＰＣに向かってます…ｗ

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月17日（火）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.039 0.037 0.038 6 
06:00

ホワイトフードさんがリツイート 
髑神戸製鋼所インコの人（不死鳥１号機） @bezokuGonbe · 18時間18時間前 

コザクラインコたちと猫の天然水がとときました。ホワイトフードから購入したので

放射能チェック済の水です。

https://twitter.com/bezokuGonbe/status/919797474893578240

さて…（－－；）…

https://www.youtube.com/watch?v=5VzprYCxPBQ
Hallelujah- Lindsey Stirling- #aSaviorIsBorn 

「北海道以外」の、情報チェックを、するのが嫌なんですが…。

（参照⇒http://85358.diarynote.jp/201710160751552578/ ）

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/bezokuGonbe/status/919797474893578240
https://www.youtube.com/watch?v=5VzprYCxPBQ
http://85358.diarynote.jp/201710160751552578/


…逝ってきまーす……★

…とか？　言ってる場合でもない？…？？
　　↓

地震マップ @eq_map 

【M3.1】本州北部東方はるか沖 深さ35.0km 2017/10/17 08:41:18
【M2.7】青森県東方沖 深さ24.7km 2017/10/17 05:16:32 http://bit.ly/2gK6vq4
【M4.6】BERING SEA 10.0km 2017/10/16 22:54:36JST, 2017/10/16 13:54:36UTC

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

函館湾。

　　↓

【M3.2】津軽海峡 深さ118.2km 2017/10/16 22:55:43

【M2.5】十勝地方 深さ71.5km 2017/10/16 22:35:37
【M3.1】襟裳岬南東沖 深さ42.5km 2017/10/16 20:50:41
【M2.7】十勝地方 深さ107.7km 2017/10/16 14:05:05
【M3.9】浦河南方沖 深さ68.5km 2017/10/16 11:12:03
【M4.3】KURIL ISLANDS 160.1km 2017/10/16 09:27:27JST, 2017/10/16 00:27:27UTC
【M2.8】浦河南方沖 深さ60.7km 2017/10/16 09:28:40 http://bit.ly/2zbUxfq

OTL49さんがリツイート 
地震のミタテ @jishin_mitate · 12時間12時間前 

意外と間違っている人多いらしい。毛布を重ねる順番。

正しい毛布と羽根布団の使い方の順番は、こちら。

http://bit.ly/2gK6vq4
http://bit.ly/2zbUxfq


https://matome.naver.jp/odai/2148222427510358001/2148223149214640903 … zzz

あったか度：☆☆☆

布団⇒敷きパッド⇒自分⇒(自分の上に)羽根布団⇒最後に毛布。
https://twitter.com/jishin_mitate/status/919915897027883009

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年10月16日 10:53】
北海道地方は、１６日夜から１８日にかけて日本海側を中心に雪が降り、１７日夜か

ら１８日にかけては平地でも積雪状態となる所がある見込みです。

積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。

https://twitter.com/UN_NERV/status/919743170358808577

OTL49さんがリツイート 
おその@泡嬢  @pinkakamidori · 10月14日 

札幌市内に住む妹のマンションの部屋のドアノブをカチャカチャしてた男です。

音は小さいですが妹がそれに気付き覗き穴から撮りました。

時間は深夜1時頃。

一人暮らしの女性が多く住むマンションなので強姦や空き巣も考えられ怖いです。

#拡散希望 
#拡散希望RTお願いします
https://twitter.com/pinkakamidori/status/919251601792974848

…！（＠◇＠）！…
　　↓

https://matome.naver.jp/odai/2148222427510358001/2148223149214640903
https://twitter.com/jishin_mitate/status/919915897027883009
https://twitter.com/UN_NERV/status/919743170358808577
https://twitter.com/pinkakamidori/status/919251601792974848


OTL49さんがリツイート 
Max Grishin @GrishinMax · 10月12日 

Круто.
https://twitter.com/GrishinMax/status/918529503965696001

　　↑

超〜ぉ！　欲しいッッッ♪♪♪

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日10:27
　

rin_earth @rin_earth · 10月16日 

レモングラス・ホット・チャイを飲んで一服・・・

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月18日6:44
　

2017年10月17日（火）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.039 0.037 0.038 6 
06:00 0.039 0.038 0.039 6 

https://twitter.com/GrishinMax/status/918529503965696001
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.039 0.038 0.039 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 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.038 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 

17:00 0.049 0.037 0.040 6 

18:00 0.070 0.056 0.065 6 
19:00 0.073 0.068 0.071 6 
20:00 0.073 0.068 0.071 6 

21:00 0.063 0.053 0.058 6 

22:00 0.087 0.068 0.074 6 
23:00 0.084 0.058 0.070 6 

24:00 0.056 0.044 0.049 6
　



（10月17日）　「 地元 守護霊 」大活躍。／ナイスな御先祖様を持ったぜ…ッ ♪

https://85358.diarynote.jp/201710171328197794/

【 山形県 鶴岡市 】長選挙。民共社支援候補が圧勝。　！（＾
◇＾）！

2017年10月17日 【御先祖様】とか【庄内藩】とか。（＋【 日 ユ 同 ソ 論 】とか…！）
　

（承前）

 
sinwanohate・レイジさんがリツイート 
渡辺輝人 @nabeteru1Q78 · 10月16日 

山形県鶴岡市長選挙。民共社支援候補が圧勝。

中道－左派ブロックを作れば、勝てる時代なのだ。

/ “senkyoshityo_kekka.html” http://htn.to/ek1Vju
https://twitter.com/nabeteru1Q78/status/919722245286608896

亡き祖父はさぞや「地元守護霊」として大活躍していたことでしょう…☆

！（＾０＾）！

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
金子勝�認証済みアカウント� @masaru_kaneko · 10月15日 

【とにかくアベ自公政権の腐った政治にノー】武蔵野市長選に続き、山形県鶴岡市長

選で、野党共闘（民進、共産、社民）の皆川治氏が、自公推薦で現職の榎本政規氏を

破り初当選した。あと１週間。よい候補と野党共闘さえできれば勝てる選挙区は多い

。

https://twitter.com/masaru_kaneko/status/919583964435587072

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E6%B0%91%E3%81%8C%E9%A7%86%E3%81%91%E3%82%8B
『義民が駆ける』（ぎみんがかける）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%91%E9%A8%92%E5%8B%95

https://85358.diarynote.jp/201710171328197794/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=10
https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4062932210/
http://htn.to/ek1Vju
https://twitter.com/nabeteru1Q78/status/919722245286608896
https://twitter.com/masaru_kaneko/status/919583964435587072
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E6%B0%91%E3%81%8C%E9%A7%86%E3%81%91%E3%82%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%91%E9%A8%92%E5%8B%95


ワッパ騒動（ワッパそうどう）は、1873年（明治6年）末から1880年（明治13年）末
の7年間にわたって、今の山形県庄内地方のほとんど全ての村を巻き込み、1万数千人
もの農民が参加して展開された「百姓一揆」から

「自由民権運動」

へと発展した大規模な民衆運動で、雑税を廃止させ・租税率を下げさせ庄内の近代化

を促した事件である。

…ふっふっふ♪

ナイスな御先祖様を持ったぜ…ッ♪　o（＾ｗ＾）o　♪

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
yuuki @yuukim · 10月15日 

この調査結果とやら、アベノミクスの本質を良く表現してるわ

https://twitter.com/yuukim/status/919381019479777280

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
異邦人 @Smolny1917 · 10月7日 

志位さん

「安倍さんはさっき色々な数字(GDPなど)を挙げたが、大事な数字を二つ言っていない
。

労働者の実質賃金が１０万円下がり、

家計消費も２２万円下がっている。

大企業は空前の利益を上げたが経済の土台がダメになっている」

その通りですね。

#新報道2001
https://twitter.com/Smolny1917/status/916796685589737472

https://twitter.com/yuukim/status/919381019479777280
https://twitter.com/Smolny1917/status/916796685589737472


sinwanohate・レイジさんがリツイート 
まりまど@marimado @marimandona262 · 10月14日 
まりまど@marimadoさんがOuest-Franceをリツイートしました

ジョコビッチが出身国のセルビアでホームレスの人に無料で食事を提供するレストラ

ンを始めるのですと。

「お金なら充分に稼いだ。セルビアの貧しい人全員の糧を提供するぐらいは。

彼らの自分への支援はそれに値する」ジョコさん偉い人だのう。

https://twitter.com/marimandona262/status/919237571925995520

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Mew Mew Panic @sartrean · 10月14日 

立憲民主党が1日半で集めた個人献金→17,041,497円
民主党が1年間（2015年）で集めた個人献金→1,742,000円
どうしてこうなった。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/reports/SS20161125/SF/000120.html
…

＝「本間様には及びもねけど、せめて万札、出しましょう♪」

　×（駆ける）１７００人♪

https://www.youtube.com/watch?v=egxRqRB7cwc
【作業用BGM】

幻想的な世界、ファンタジー系音楽 

　

https://twitter.com/marimandona262/status/919237571925995520
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/reports/SS20161125/SF/000120.html
https://www.youtube.com/watch?v=egxRqRB7cwc


（10月17日）　今生、「接触テレパス」の才能は無いんだよ、

https://85358.diarynote.jp/201710171739565858/

「→自分ひとりで抱え込み、頑張りつづけ、自信を失う。」

　（積み残しの宿題）　（調べもの・１）

2017年10月17日 就職・転職 コメント (1)
　

（★あ！ちなみに、今生、「接触テレパス」の才能は無いんだよ、狼さん☆）

　　↑

（昨日もしかして「そこ勘違いしてるかも？」と思った。）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=70gLoiLE2IE
ヴァイオリンの奇才　ネマニャ 

ざくっと５０００年くらい先？の私の認識（エンパス＝特技＝収入にもなる）と、

２１世紀ニッポンでの評価（エンパス＝精神障害？生きづらさ）という評価が、

かなりズレてる？カモで気になっていたので、ちょっくら読みこんできます…。

http://www.empath333.com/ans.html#ans

【 エンパスチェックの回答 】 

感受性が豊かで、共感しやすいタイプです。

エンパス（共感能力者）である可能性が高いと思われます。

この能力と上手に付きあえていればOKですが、日常生活に
支障をきたしている場合には、自分を守り保つ方法を見つけてみましょう。

https://85358.diarynote.jp/201710171739565858/
https://85358.diarynote.jp/201710171739565858/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710171739565858/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171017/85358_201710171739565858_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=70gLoiLE2IE
http://www.empath333.com/ans.html#ans


http://www.empath333.com/about.html

身体直感型】

他の人が身体に感じていることを、外から感じ取る・感知する。直感で分かる能力。

例）近くにいる人が頭が痛いと、「頭が痛そうだな」と分かる

【感情直感型】

誰かに意識を向けると、その人の感情がすぐに分かる能力。

例）人が「分かるわ〜その気持ち」と言っても、本当はそう思っていないと分かる

【スピリチュアルワンネス(霊的一体化)型】
人の内面をそのまま体験できる能力。

この能力は、他のエンパシー（共感能力）と違って誰にでも備わっており、使う意思

があれば誰にでも活性化できる能力。

→人の気持ちや考え、痛みなどが分かってしまう

　→自分の感覚と混ざって、判断が分からなくなることが多い

　　→自分ひとりで抱え込み、頑張りつづけ、自信を失う

　　　→幸せ感や自己肯定感が低く、生きづらい状況に陥る

http://www.empath333.com/i_empath.html

【自分を感じる】

自分が感じていることが、自分の感情なのか？自分の体調なのか？

分からなくなってしまう！のがエンパス。

そんな時には、自分に聞いてみましょう。

・ハート（胸のあたり）に手を当てて「私の心の奥はどう感じているの？」と質問

・「○○（自分の名前）はどう考えているの？」と身体のどこかに触れながら質問

・急に不調を感じた身体の部分に手を当てて、自分の感覚なのかを感じてみてくだ

さい。

頭痛がするのなら、頭に手を当てて「私の痛みなの？」と質問

http://www.empath333.com/about.html
http://www.empath333.com/i_empath.html


　　↑

…（やっぱり？）他にも、こんなことする人、いるのか〜★（＾＾；）…★

（そして今生では初見のはずの訓練法を、なぜ体得して生まれてきている、私？

https://www.youtube.com/watch?v=2Sp4JyDNNr8
モルダウ・「我が祖国」より 

【自分を守る】

自分と他の人の境界線を意識することは、とても大切。

私たちは、実際に目に見えている肉体だけでなく、目に見えていないオーラ部分など

も自分自身なのです。

だから、ちょっと苦手な人や知らない人が1ｍ以内に近寄るだけでドキドキしたりしま
せんか？

　　↑

そうそう。（－－；）★（んで、シゴトに支障をきたすさ★）

（…あ、やべぇ★「怪しいレイキ系」サイトか…？？）

【自分らしさを保つ】

エンパスはエネルギー(気）に繊細。なんだか不快だ、自分に違和感を感じる、という
時には、不要な

エネルギーを溜め込んでいる可能性があります。

自分らしさを保つために、浄化（不要なモノを取り除いて、きれいにする）をしてみ

ましょう。

様々な方法がありますが、手軽な方法をご紹介します。

・手首や肘まで水で洗う。水が流れていくのを見ながら、スッキリするまで流す。

・岩塩を入れたお風呂にゆっくりつかり、

https://www.youtube.com/watch?v=2Sp4JyDNNr8


「私の身体から不要なモノが出ていって、どんどんスッキリしています」と宣言して

みる。

・身体の回りで拍手をする

・肩や頭、背中などを払う

・自己ヒーリングをする

・砂や土の上を裸足で歩く

・さざれ水晶を手で触る

などなど、いろいろあります。

　　↑

うんうん。（＾＾；）（本能的にやってる。）

【外出先】

不特定多数の人が集まる場所へ行くとき、

そこには様々な感情・エネルギーが満ちていることを覚えておきましょう。

不安や不満など、マイナスの気持ちでいる人が多い場所にいると、自分まで不安や不

満を感じて、

気分がダウンしてしまいます。　混雑した駅やセール会場、ショッピングモール、病

院など。。。

できれば、そんな場所には行かない。居ない。のが一番ですが、

ずっとそこにいる必要があれば、

自分を守る方法を！（ →自分を守る ）

　　↑

現在の「バイト先」は、その意味で、サイアク…（－－；）…★

【移動中】

電車やバスも不特定多数の人から発したエネルギーが交錯する場です。



・イヤホンで好きな音楽を聞く

・好きで、落ち着く、楽しくなるような香りを嗅ぐ

・天然石（パワーストーン）を触る

・丹田（おへその下）あたりに手を当てて、温もりを感じる

などの五感を満たすリラックスタイムを過ごすのも良いですね。

ボーっとしたり、うたたねをすると、自分の境界線がさらにゆるくなるので、腕組み

をするなどして守り

ましょう。

…可能な限り、徒歩か自転車…（＾＾；）…。

他の人が感じていること、考えていることを、まるで自分のことのように感じ取るこ

とができるのがエン

パス。これは、すばらしい才能＝ギフトなのです。

相手の身になって考えたり、他の人の視点でものを考えたり感じたりできる能力を使

いこなすことがで

きる、貢献の才能とも言えます。

販売をしている方でも、相手の感じていることが分かったら、お客さんの気持ちに寄

り添った販売ができますよね。　

　　↑

「営業成績」が良いのは、ひとえにこの「ちから」による。（＾＾；）

（あとは「魔声」をこっそり活用してますが…ｗ）

仕事や活動に自分を合わせるのではなく

あなた自身の個性、能力を上手に活かしていけたら

自分自身のため

世の中のため



他の人たちのため

になれると思います。

https://www.youtube.com/watch?v=Ig91Z0-rBfo
Sona Jobarteh & Band - Kora Music from West Africa 

http://www.empath333.com/u_empath.html

エンパスは、周りの人の影響をとても強く受けることを覚えてお

いてください。　特に、怒りや恐怖など、たとえ言葉に出さなくて

もマイナスの感情は強く受けてしまう場合が多い

http://www.empath333.com/story.html

ずっと鈍感だと思い込んでいた私（すごく敏感な所と、すごく鈍

感な所があります）。人ごみが苦手でめまいがしたり、気分が悪

くなったりして。。。

私は体力がないからかな？と思いこんでいました。

夫とデートでみなとみらいに行ったときには、立ちくらみで動けな

くなって、イスに座りこんでしまい、デートどころじゃない状態。

地下鉄や満員電車で、頭が痛くなって息苦しくなったり。田舎ものだから、都会は合

わないのね…
って思ったり。身内が長期で入院し、病院へ毎週のように通い続けたときには、院内

に入っただけで

気分が暗くなって、帰るころにはぐったり。

　　↑

そうそう、そうそう！

http://www.empath333.com/review.html

https://www.youtube.com/watch?v=Ig91Z0-rBfo
http://www.empath333.com/u_empath.html
http://www.empath333.com/story.html
http://www.empath333.com/review.html


人の負の感情に敏感でした。

気の悪い場にいると、うごめく感情に当てられて何も話せなくなっていました。

ん”〜（〜〜；）でも、

自称「レイキ」（霊氣）系には、「妖しい金儲け」系も多い…★

（必ずしも無責任にオススメは、出来ないです…★）

…ＭＩＴＯＳ…！？

…ＭＩＴＯ－ＲＡ…？？？

　ｗ（＠□＠；）ｗ？？？

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日17:40
　

０

６１９

３００…☆
　

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


（10月17日）　あなたはほぼ確実にエンパスです。

https://85358.diarynote.jp/201710171830201173/

人の感情に振り回されたり、エネルギーを吸い取られてしまう。

　（調べもの・２）

2017年10月17日 リステラス星圏史略　（創作）
　

http://www.empath.org.uk/
 
エンパシーは一口で言えば「対人間」における鋭敏さ。

そして、それは基本、生まれつきのものなので、当人に自覚がありません。

本来は、その繊細さは、とても役に立つ、素晴らしいギフト。

ですが、その能力を自覚しないと、本当に振り回されてしまうのです。

人の本音がわかってしまったり、

場の雰囲気に飲まれてしまったり、

相手に同調しすぎて疲れてしまったり、

 
人混みや電車が苦手だったり、

外出するのが億劫だったり、

人間関係が苦手で、生きづらかったり

 
自分自身の意見や個性を、どうしても引っ込めてしまっていたり

そして、人生や人間に対して、とても切なく思ってしまったり・・・

人には言えない、まわりも同じで我慢しているはず、そんなふうに思っていませんか？

もし、上記のことに心あたりがあるのなら、あなたはほぼ確実にエンパスです。

 
 
 
職場やクラスで不穏な空気が流れたとき、必要以上に胸が締め付けられたり、のどの渇きや動悸

、又は胃が痛くなったりしませんか？

もしかしたら、その感覚はあなた自身のものだけでなく、その場にいる全員の体調を受け取って

しまっているかもしれません。

感情直感型

声の調子や話すスピード、ふとしたしぐさや目の動きで、その人の感情が瞬時に分かる能力です

。

 
顔の表面的な表情と、内心が違う人が目の前にいると

嫌な気持ちになったり、いたたまれなくなりませんか？

共感と同情は違います。また憐憫とも異なります。

哀れむ演技をする人をあなたが嫌悪していたら、あなたは感情直感型のエンパスかもしれません

。

感情ワンネス型

感情直感型は外からの知覚ですが、感情ワンネスは身体ワンネスと同じように

自分の内側で同じように体験します。

 
ただ単に同調や迎合することではなく、身体の内側で同じ感情を感じてしまうのです。

人ごみやパーティーなどでぐったり疲れてしまう人は、このタイプかもしれません。

 

https://85358.diarynote.jp/201710171830201173/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171017/85358_201710171830201173_1.jpg
http://www.empath.org.uk/


人の感情に振り回されたり、エネルギーを吸い取られてしまうと感じることもあるでしょう。

 

動物エンパシー

動物と魂レベルで会話することが出来るだけでなく、人間の感覚を超えた好物の知性を感じるこ

とが出来ます。

この能力を持つ人にとっては、名ばかりの動物愛護はむしろ違和感を感じるかもしれません。

なぜなら、動物は人の従属物ではなく、独立した一つのスピリットだと感じるからです

 
メディカル・エンパシー

身体レベルで人と結合し、その上で相手を自ら体験し診断する能力です。

 
二つの身体エンパシーをより深くした能力と言えなくもありませんが、

たとえば治療の可否や余命が分かってしまう程となると、むしろまずは自分自身を守るところか

ら

はじめなければならないかもしれません。

http://www.empath.org.uk/empath/japan.html

どうやら日本人の五人に一人はエンパスではないか

「以心伝心」など、言葉にならない心と心の繋がりを日本人はとても大事にしてきま

した。

その感性が受け継がれて、多くの日本人には共感力が備わっているのかもしれません

。

ん〜（＾＾；）ちょっと違う…

「今」（ちょっと前）の日本には、「チベット大虐殺からの転生組」が、大量に転入？してきて

たんだよ…。

その結果。（＾＾；）

参照⇒https://www.youtube.com/watch?v=vSUXJ1Uwxx8
『リトル・ブッダ』SAMPLE.wmv 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88%E5%95%8F%E9%A1%8C#.E3.83.81.E3.83.99.E3.83.83.E3.83.88.E4.BE.B5.E6.94.BB
「チベット問題」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2_
(%E7%8F%BE%E4%BB%A3)
「チベットの歴史 (現代)」
＞1965年に、西蔵自治区が成立。中国全土で数百万の死者を出したと言われる文化大革命期には
極左の紅衛兵によって多くの寺院が破壊されるなど、文化遺産に深刻な被害が出た。

…だから、「暴力」や「脅し」が恐くて、「魂レベルでＰＴＳＤ」を起こす…。

★閲覧注意★

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=eZ_IGY9-vEc
チベット—中国による史上最悪の人権侵害【ザ・ファクト♯009】
　　↑

（あ、ペマ・ギャルポ氏の肩をもんでさしあげたことがある…♪）
（※神田の「チベット学校」にちょっと通ってた）

　　↑

（ぎゃははｗ　変だと思ったら、ビデオはオオカワリュウホウだった…ｗｗｗ）

http://www.empath.org.uk/empath/japan.html
https://www.youtube.com/watch?v=vSUXJ1Uwxx8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88%E5%95%8F%E9%A1%8C#.E3.83.81.E3.83.99.E3.83.83.E3.83.88.E4.BE.B5.E6.94.BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2_
https://www.youtube.com/watch?v=eZ_IGY9-vEc


（でもけっこうマトモなことを「言って」はいる。）

（※「行なって」はいない。ところが、要注意〜★）

https://www.youtube.com/watch?v=OZxgAY6WPUw&list=PLqNTVDRxbgpUDMrtM0U5-
yzRYhILC_N9j
Seven Years in Tibet - Soundtrack 01 (Main Theme) 

http://www.empath.org.uk/nouryoku/index.html

エンパシーのスイッチをオフにすることで、心を休ませたり自己を保つことが出来

ます。

他者との境界線を張ったり、自分だけの世界を人ごみの中でも持てるような訓練をし

ます

一方でスイッチを意識的にオンにすることで、「飛翔」することが出来ます。

良識のある意図を持ってエンパスの能力を開いていき、必要なテクニックを身につけ

ていきます。

エンパスとして目覚めてからも、より霊的な進化をしていかなくてはなりません。

その能力をギフトとして受け入れた後は、どうすればよりよい人生を送ることが出来

るか、しっかりと自分を見つめる必要があります。

時には他者としっかり距離を置かなければ、エンパスとして生きていくことは出来ま

せん。

他者とは単に人だけではなく、様々な存在との距離のとり方を学びます。

能力の拡大とグラウンディング

コントロールされたエンパシーは、より意識を拡大させ能力も開いていきます。

それと同時にきちんと休むことも必要です。

意識がきちんと自分自身に留まることが出来るよう、グラウンディングの方法も学び

ます。

http://www.empath.org.uk/nouryoku/riyuu.html

鈍感な人がある意味うらやましいと感じることもあるでしょう。

では、どうして敏感な体質で生まれてきたのでしょうか。

前世療法によるアプローチ

もしかしたら、その鍵は前世にあるのかもしれません。

前世療法によって、何故自分自身がエンパシーとして生まれなければならなかった

のか、その意味を探っていくことが出来れば、納得のいく答えがきっと出てきます。

　　↑

…んで、（そんなことぜんぜん知らないはずなのにｗ）

「前世療法を無意識（無自覚）にやってた」結果が、コレにつながった…ｗｗｗ
⇒http://p.booklog.jp/users/masatotoki

超のつく長大かつ複雑多岐にわたる架空の歴史物語・『リステラス星圏史略』を、

これから書きます……。　（＾＾；）””
http://76519.diarynote.jp...

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZxgAY6WPUw&list=PLqNTVDRxbgpUDMrtM0U5-yzRYhILC_N9j
http://www.empath.org.uk/nouryoku/index.html
http://www.empath.org.uk/nouryoku/riyuu.html
file:///tmp/puboo/127518/455037/users/masatotoki
http:/


（10月17日）　人見知りなのに「人懐こい」と勘違いされます。／んで。（＾＾；
）「携帯充電器」なアルパカ狼さんが、「遮音枕」にされる。と…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201710171853509252/

競争をして勝ち「権力」をにぎるようになると他人に対する思い

やりが失われる／人見知りなのに「人懐こい」と勘違いされます

。　（しらべもの・３）

2017年10月17日 お仕事 コメント (2)
　

 
https://www.youtube.com/watch?v=3EnkXqXTJqo
Mikazuki no Shindai 

http://cocoquet.hatenablog.com/entry/2015/12/24/200000
 
身近な例で言うと、肩こりの人を気軽に「マッサージするよー」と揉んでいるうちに、

その人の内面にかかえている悩みから、時には体の病気まで

「どこの内臓調子おかしくない？」と気づきます。超能力ではありません。

 
仲良くなりたい方とすぐに仲良くなれます。人見知りなのに「人懐こい」と勘違いされます。

営業職・接客業をしてらっしゃる方にはかなりの強みとなると思われます。

 
 
ペットや植物と話せるというエンパスの方もいます。

 
相談を受けた時に「本当に相談したいこと・解決したいことが言われなくてもわかる」のも強み

だと思います。

 
ただしガチンコのカウンセリングは、エンパス能力をフルに発揮して行うため、１時間が限界で

す

（前述のカウンセラーは、カウンセリング中にスイッチをオンオフにしているため２〜３時間可

能とのことです）

https://85358.diarynote.jp/201710171853509252/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=202
https://85358.diarynote.jp/201710171853509252/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171017/85358_201710171853509252_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3EnkXqXTJqo
http://cocoquet.hatenablog.com/entry/2015/12/24/200000


能とのことです）

しんどかったこと

エンパス能力をオフにしておかないと、人混みでは「感情の掃除機」と化します。

 
残業帰りのサラリーマンが上司むかつくと思っていることや、

ラブラブなカップルがもうこいつと別れようかとか、

 
入ってほしくもない情報が次々と脳内に入ってきます。

 
人混みを歩いていて「目に入る情報」ってありますよね？

エンパスの人はそれに加えて「人々が抱いている感情という情報」も入ってきてしまうのです。

 
情報量２倍。そりゃ疲れます。一気に週刊誌を５冊くらい読んでるようなものです。

https://www.youtube.com/watch?v=xVqFPDVcE7k
Learning to Fly - 2002 amv
 

http://tsukibank.jp/empath/

1-1.調子が悪い人を見ると直感的にわかる

本人がまったくそんな素振りを見せていない場合でも、体調が悪いことがわかります

。

また、本人がなんとなく体の不調を感じているけれども原因を自覚していないとき、

体のどの部分が痛むのか、どの部分に異常があるのか、感じ取ることができます。

これは、表情や身ぶりからではなく直感的に、身体に起こっていることを察知するこ

とができる、共感力の1つです。

1-2.他人の身体的な痛みを自分の痛みのように感じる

体調が悪い人の近くにいると自分も具合が悪くなったり、近くにいる人が痛みを感じ

https://www.youtube.com/watch?v=xVqFPDVcE7k
http://tsukibank.jp/empath/


ている部位と同じところが痛んだりします。

これも共感力の1つで、他人の身体に起きていることを同じように体験してしまいます
。

この能力が強い人は、他のエンパス体質の人に比べても日常生活に大きな支障をきた

します。中には、エンパス体質のために体調不良であることを知らず、原因不明の体

の異変から、精神的に追い詰められる人もいます。

1-4.感情の起伏が激しい

極端に感情の起伏が激しかったり、人が大勢集まる場所が苦手だったりします。

　　↑

（…「引きづられて」「暴走する」のが抑制できなーい…！！★）
　　↓

 

http://mental-effect.com/empathy-9321

相手に強くものを言われると「ニュートラルな状態」からバランスを崩してしまい、

自分がわからなくなり戸惑うことがあります。

つまり、自分の感情に「相手の感情」が覆いかぶさってくるような感覚ということ

です。

そして、入ってきたものをコントロールすることがとても難しいのです。

　　↑

…ま、とりあえず、「今のバイト」は「辞めるが一番★」…ｗ（＾＾；）ｗ…
　　↓

エンパスとは反対に「共感力」が低い人もいます。

本来、人には「共感力」がそなわっていますがどこかで失われていくのです。

http://mental-effect.com/empathy-9321


面白いことに「共感力が失われる」メカニズムが

心理学の研究で分かってきたのでご紹介したいと思います。

カナダのウィルフリッド・ローリエ大学の研究チームによると、

競争をして勝ち「権力」をにぎるようになると他人に対する思いやりが失われるとい

うことなのです。

つまり、「他人の立場」になって考えるということができなくなってしまうのです。

今は競争の時代ですから、言うまでもなくこのような「罠」にひっかかる可能性があ

るということなのです。

たとえば、昇進して冷たくなったり「偉そうな態度」をとったりする人などがそれ

でしょう。

これらは後天的に「共感力」をなくしていきますが、先天的に共感力がない人もい

ます。

このような人たちをサイコパスといい、

「サイコパスの心理的特徴は男性と女性でヤバい！大丈夫？」で詳しく説明してい

ます。 

いずれにせよ、「共感力」が欠如してしまうことは普通にありうるということなの

です。

…ｗ（－－；）ｗ…。辞めるしか、ないでしょう…！
 
 

http://tsukibank.jp/empath/

3-1.負のエネルギーから離れる

負のエネルギーが発せられている場所を特定し、無理をしないでその場から速やかに

http://tsukibank.jp/empath/


離れるようにしましょう。

心身の不調を感じたときに近くにいる人から離れてみて、ホッとするような安心感が

あれば、その人が発生源です。人ごみなどで発生源が特定できない場合は、ある程度

人が密集していない空間に移動して、落ち着くのを待ちましょう。

日常生活の中では、場所を移すことがはばかられる場面も多くあります。職場や学校

など人が大勢集まる場所に長時間いなければならない場合は、いつでも心身をリセッ

トできるように、1人になれる空間を避難場所として確保しておきましょう。

https://www.youtube.com/watch?v=r1751v565SU
Adiemus
 
 

うんうん。（＾＾；）★

　　↓

http://mental-effect.com/great-sensibility-1797

http://tsukibank.jp/empath/

4-3.パワースポットに出かける

共感力の良いところは、プラスのエネルギーも強く感じることができることです。

自然豊かな場所や、神社・お寺といったパワースポットなど、良い気が満ちていると

ころへ積極的に出かけ、共感力を利用してしっかりプラスのエネルギーを取り込んで

ください。

　　↑

んで。（＾＾；）「携帯充電器」なアルパカ狼さんが、「遮音枕」にされる。

 
と…ｗ
⇒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』

https://www.youtube.com/watch?v=r1751v565SU
http://mental-effect.com/great-sensibility-1797
http://tsukibank.jp/empath/
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/117422/read


 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ6pnQJr7SM
PSME- Sleeping Sun 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日18:55
　

…予定時間を大幅オーバーしました★

本来任務に戻りまーす！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月18日8:45
　

cmk2wl @cmk2wl · 15 分15 分前 

　

他人を指さし、自分の弱さをそいつらのせいにするな。

それは卑怯者のやる事だ。

　

ロッキー・ザ・ファイナル

　

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ6pnQJr7SM
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（10月17日）　地球の‘第2の月’ は、ある日、バラバラに吹き飛んだのです。

https://85358.diarynote.jp/201710172126183204/

【 泊原発 ０．０ ８４ μ 】／（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を
視るか？）（2015年５月） 。

2017年10月17日 就職・転職 コメント (5)
　

　 　

　

　

これ２つ（５月１０日まで）追加して整理しました〜♪

　　↓

http://p.booklog.jp/book/117983/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－５

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年５月） 

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年5月5日17:39
Lightworker @Lightworker19 · 7時間 7時間前

アトランティスが沈む迄には、何ヶ月もかかりましたが、この命令が、最終的な打撃

となりました。それが、本格的な狼煙となりました。

地球の‘第2の月’ は、ある日、バラバラに吹き飛んだのです。　
http://bit.ly/1tXgXq3

https://85358.diarynote.jp/201710172126183204/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710172126183204/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171017/85358_201710172126183204_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171017/85358_201710172126183204_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171017/85358_201710172126183204_3.jpg
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/117983/read
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/116517/read
http://bit.ly/1tXgXq3


………ｗ（＾＾；）ｗ…？

あれ？　え〜とォ〜…？？？

https://www.youtube.com/watch?v=TVD101hnxR0
Best of Attack on Titan. | 進撃の巨人の神曲＆BGM集

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=h6HJbfO-0XM
Please Save My Earth Arai Akino 
ぼくの地球を守って挿入歌　Aria〜紫苑と木蓮.wmv 

猛雨です。（＾＾；）洗濯やめた…★

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508242200/1011-0010-101000-
201710172110.gif?t=1508242868
（２１：００〜２１：１０）

ホワイトフード @whitefood1 · 5 時間5 時間前 
10月17日16時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が18箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/920183201267515392

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日21:49
　

…………（＠＠；）…………！

https://www.youtube.com/watch?v=TVD101hnxR0
https://www.youtube.com/watch?v=h6HJbfO-0XM
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508242200/1011-0010-101000-201710172110.gif?t=1508242868
https://twitter.com/whitefood1/status/920183201267515392
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


超〜！！　カミナリ…！！！！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日21:51
　

…しかもなんだか変な鳴りかただった…

…雨脚が激しくなった…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日21:55
　

電源やばそうな雷？

ちょっと一旦ＰＣ閉じときます…★

ｗ（－－；）ｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日23:29
　

限界っす。ねまっす★

！（〜〜；）！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月17日23:30

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/
https://85358.diarynote.jp/


　

はやッ！

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－５（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢

を視るか？）（2015年５月） 
（湧出氾濫混濁中⇒整理整頓中） 
無料

小説・ノンフィクション （ ファンタジー , 恋愛 ） 
28ページ
0ダウンロード
コメント（0）

閲覧数：2
　

　

 



（10月18日）　なんとか生存は、

https://85358.diarynote.jp/201710180654338555/

【 札幌 ０．０ ８７ μ 】（ ＋５℃ ）。

2017年10月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
進撃の巨人 OP - "紅蓮の弓矢" - Linked Horizon (1 hour size) 

おはようございます♪

ＰＣ起こしたのが０６：３０ジャストでした…♪

（いつもこうだといいんですが☆）

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル
Ω－Ｘ－２０１５－５

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2015年５月）

閲覧数：31

　　　　↑

（前項参照）早速の大量お立ち寄り、ありがとうございまーす…♪

札幌の外気温＋５℃…まで下がりました…。

ほぼ無風。予報は晴れの曇天。

https://85358.diarynote.jp/201710180654338555/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710180654338555/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171018/85358_201710180654338555_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171018/85358_201710180654338555_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171018/85358_201710180654338555_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI


気温は下がったのに、

線量は上がったのって、サイアクです。（－－；）★

主室（ＬＤＫ）の室温は就眠中ストーブ＋１０℃設定で１３℃。

無暖房の隣室が１０℃。

さて…？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月18日（水）【当日】 

01:00 0.075 0.048 0.063 6 
02:00 0.063 0.047 0.055 6 
03:00 0.045 0.040 0.042 6 

04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

昨日の線量（inコメント欄）
⇒http://85358.diarynote.jp/201710170827519306

…まぁ、汚染水蒸気が蒸発するまでは窓は開けられませんが、
なんとか生存は、できそうですかね…？　☆（＾＾；）★

中津川　昴 @subaru2012 · 6 時間6 時間前 
【北海道・東北の日本海側に、寒気の吹き出しの特徴であるカルマン渦列が発生中。

木枯らしが吹くかな？冬型の低気圧が北海道の東側やカムチャツカ半島で発達すると

シベリア寒気団が吹いてくる。十勝北部で零下、札幌で5℃以下、東北内陸部で一桁台
、日本海側で10度前後まで気温が低下中】
https://twitter.com/subaru2012/status/920375143704158208

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://85358.diarynote.jp/201710170827519306
https://twitter.com/subaru2012/status/920375143704158208


ホワイトフード @whitefood1 · 9 時間9 時間前 
10月17日22時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が33箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/920273920732774400

ホワイトフード @whitefood1 · 15時間15時間前 
10月17日16時02分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が18箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/920183201267515392

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
nomuka @nomuka53812222 · 10月14日 

どこからか迷い猫がやって来ました。

ごはんを食べて暖かいところでウトウトし始めたのであわてて動画を撮りました。

https://twitter.com/nomuka53812222/status/919060434660888576

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月18日8:50
　

揺れた！

０８：４９．

　

　

https://twitter.com/whitefood1/status/920273920732774400
https://twitter.com/whitefood1/status/920183201267515392
https://twitter.com/nomuka53812222/status/919060434660888576
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月18日9:21
　

地震マップ @eq_map · 27 分27 分前 

【最大震度2】(気象庁発表) 浦河沖 深さ約70km M4.4 18日08時49分頃発生 
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月18日10:04
　

OTL49 @sukipparanisake · 18時間18時間前 
OTL49さんが地震マップをリツイートしました

北海道新幹線沿い。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/920180058467090432
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月19日7:48
　

2017年10月18日（水）【前日】

01:00 0.075 0.048 0.063 6 

02:00 0.063 0.047 0.055 6 

03:00 0.045 0.040 0.042 6 

04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/sukipparanisake/status/920180058467090432
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


08:00 0.037 0.036 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.039 0.038 0.038 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.038 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.037 0.037 6 
16:00 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.036 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 0.038 0.036 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
　



（10月18日）　一種のカリスマ性。

https://85358.diarynote.jp/201710181934275693/

（しらべもん・４）　どんな職業にも【 サイコパス 】がいる
／（生ぐされのゾンビ復活★】（－－；）。

2017年10月18日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=urgoSngoorI
CONCEPTION - Epic Powerful Fantasy Music Mix | Epic Cinematic Orchestral Music 

そして早速１５：４０から【大噴出】。（－－＃）★

…これより「酷かった」「隠さなきゃいけない」状態って…

どんなん…？（ーー；）？

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508314200/1011-0010-101000-
201710181710.gif?t=1508314853
（１７：００〜１７：１０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（以下、本日の「調べもの」〜☆）

お題【 サイコパス 】

http://www.psy-nd.info/character/eloquent.html

彼らは、人に非常に愛想よく、丁寧に接する事ができます。

https://85358.diarynote.jp/201710181934275693/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710181934275693/
https://85358.diarynote.jp/201710181934275693/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171018/85358_201710181934275693_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=urgoSngoorI
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508314200/1011-0010-101000-201710181710.gif?t=1508314853
http://www.psy-nd.info/character/eloquent.html


人に明るく声をかけることも、爽やかな笑顔を浮かべて｢ありがとう｣と言う ことなど
朝飯前。

もちろんそれは本当の良心からではなく一種の演技ですが、善良な人のように”後ろめ
たさ”を感じたり、迷うことが無い分だけ、役者としては優秀です。

思い悩んで意思決定や行動が遅れることはありません。

だから彼らに良心が存在しないことを知らない人から見れば、即断。即決・即行動の

快活な人物に見えたり、一種のカリスマ性を感じることがあるのかも 知れません。

http://www.psy-nd.info/property/asnomal.html

挨拶をすれば笑顔で返してきて、結婚もしていれば子供もいる、むしろ普通よりも「

感じのいい人」と思われている人の中にもサイコパスは紛れ込んでいるのです。

サイコパスは「認識しにくい恐怖」

他のことにも言えますが、遠くから見てもすぐに「危険だ」とわかる存在は、実はそ

れほど大きな脅威ではありません。

地面に大きな穴が空いていても、それが見えるものなら避けることはそれほど難しく

無いからです。

本当に恐ろしいのはむしろ、普通の地面に見える落とし穴や地雷原の方でしょう。

http://www.psy-nd.info/property/undercover.html

彼らは、自分が良心を持っていないことを隠して表情豊かに、時には普通の人よりも

優しく涙もろい人物であるかのようにすら振る舞い、周りの人の共感を上手に利用す

るのです。

http://www.psy-nd.info/property/asnomal.html
http://www.psy-nd.info/property/undercover.html


http://www.psy-nd.info/counterm/status.html

社会的に信用されるに値すると思われているような肩書きを持っているからといって

、その人物がサイコパスではないという保証はありません。

いや、むしろ有能なサイコパスであれば、自分の本性を隠して人に影響力を発揮出来

るような肩書きを手に入れているかもしれません。

笑顔を見せて立派なことを話していても「何かがおかしい」と感じるような場合、そ

れは潜在意識からの警告かもしれません。

だから、もしも人と接していて何らかの違和感を感じたときは、自分の直感を信じて

心のどこかに警戒心を残しておいた方が良いでしょう。

http://www.psy-nd.info/counterm/rivalry.html

不毛な議論や罵倒の応酬の場に相手を引き出すために、人の反感を買うような言葉を

意図的に掲示板などに書き込む「釣り」という行為がありますが、サイコパスの行動

もこれと似たようなものです。

　　↑

ん？（＾＾；）むしろ私が、自戒すべき…？？

ん”〜？（＾＾；）いや、大丈夫。…たぶん…☆
　　↓

http://www.psy-nd.info/character/manger.html

サイコパスの心の回路には、自分を反省し、過去の行為を悔いるという仕組みは組み

込まれていません。

従って、自分の行為を追求されたときは、まず可能であればその責任を誰かに転嫁し

たり、知らない振りをしたり無視するという行動を取ります。

http://www.psy-nd.info/counterm/status.html
http://www.psy-nd.info/counterm/rivalry.html
http://www.psy-nd.info/character/manger.html


もしもサイコパスがあなたに悪意を持ったり、あるいは冷静に「排除」しようとした

なら、それはあなたが想像もし得ないルール無用の手段になる可能性が大いにあり

ます。

極端に言えば、ちょっと口論になったからというだけの理由で、いきなり後ろからナ

イフで刺される可能性も無いとは言えないのです。

相手がサイコパスかも知れないときは何と言っても「関わらない」のが最良の選択肢

だと言えるでしょう。

http://www.psy-nd.info/counterm/remember.html

サイコパスの餌食にならないためにまず一番はじめにすべきことは、世の中には良心

を持たず、あなたがどんなに愛情を持って誠実に・好意的に接しても無駄な相手が存

在するということをきちんと認識し、それを忘れないようにすることです。

被害者とならないためには、我々の生きている社会の中に悪魔のような人間が一定の

割合で潜んでいることを忘れないようにしなくてはなりません。

相手が初対面の人物であっても簡単に自分の身の上話をしてしまったり、長年付き合

っている親しい友人と同じように自分の家に招いてしまったりすることがよくあり

ます。

しかしこれは極端に言えば、入社したばかりのアルバイトに会社の金庫の暗証番号を

教えてしまうようなものです。

人間の本性というものは、それが分かるまでに一定の時間がかかります。

そしてサイコパスが一見、社交的で魅力的な人物であることも、既に「口達者で一見

、魅力的」の項目などで書いた通りです。

http://www.psy-nd.info/character/tellalie.html

サイコパスは人が涙に同情的であることを、とてもよく知っています。

http://www.psy-nd.info/counterm/remember.html
http://www.psy-nd.info/character/tellalie.html


だから、嘘がバレそうになったとき、自分の悪事が明らかになってその責任が追求さ

れた時などには、ひたすら空涙を流してその場を切り抜けようとするのです。

「困っている人を見ると放っておけない」というタイプの人は、相手が本当に同情す

べきかどうかを見極めないと、後々後悔することになるかも知れません。

http://www.psy-nd.info/counterm/principle.html

付き合いが長かったり、相手に同情してしまったりすると、ついつい望んでいないは

ずの人間関係をズルズルと続けてしまうことがありますので、人間関係に明確なルー

ルを決めておくことでこれを防止しようという考え方です。

「自分より下の立場の相手に冷たい態度をとる人とは個人的に付き合わない」と決め

ています。

これは例えば、上司に対してはとても腰が低いのに、部下に関しては人間性を否定す

るかのごとく怒鳴り散らす上司とか、自分のお客に対してはひたすら態度が丁寧な

のに、自分が客として店員や係員などに接するときは高圧的になる人などが該当し

ます。

http://www.psy-nd.info/analysis/narcissist.html

ナルシストの特徴

極度のナルシストは、サイコパスと同じように、他人に対して愛情を抱くことができ

ません。

周囲の注目を得ようと行動することはありますが、それはあくまでも自己愛を満たす

ための行動です。

自慢話が大好きで、とにかく好都合なことは自分のおかげ、不都合なことは全て他人

が悪いという考え方をします。

http://www.psy-nd.info/counterm/principle.html
http://www.psy-nd.info/analysis/narcissist.html


他人に感情移入することができないので思いやりも無く、他人から見て感情の浅い人

物に見えるという点でも、サイコパスに近い存在と言えるかも知れません。

ナルシストにとっても自分以外の人間は、自分を賞賛し、もてはやすために居ればい

いだけの「物」のような存在です。

「良心のない人たち」の中でマーサ・スタウト氏は、ナルシストを「サイコパスを半

分にしたような」存在だと言っています。

簡潔に書くと、

・ 善良な（普通の）人々・・・自分にも他人にも愛情を抱く
・ 極度のナルシスト・・・自分にしか愛情を抱かない
・ サイコパス・・・自分を含め、誰にも愛情を抱かない
という区分になります。

http://www.skincare-univ.com/selfcheck/000122/result/390/

あなたは思いやりや良識に欠ける言動をすることがあるかもしれませんが、サイコパ

スである可能性はそれほど高くありません。単に人よりも短気だったり、ワガママな

ところがあるのかもしれません。しかし、サイコパスであろうとなかろうと、他人を

傷つけたり、不当に利用するようなことは、決して良いことではありません。「気が

ついたら嫌われていた」「大切な人に去られた」などということがないよう、日ごろ

の行いには十分気を付けるようにしてください。

　

 
 
ひみつ日記

　

　

http://www.psy-nd.info/
＞対象者は、サイコパスではない、と診断されました。

…そっか〜。

http://www.skincare-univ.com/selfcheck/000122/result/390/
http://www.psy-nd.info/


（語義のほうを誤解していた？らしい。）

…でも「客」のほうには、多いよな…？（たぶん。）
 　
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月18日19:38
　

ん”〜（＾＾；）…勉強にナリマシタ…？？
　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（10月18日）　「 書けない精神状態 」に逆戻り…

https://85358.diarynote.jp/201710182319271063/

あしたのために。　（そのいち！）

2017年10月18日 就職・転職
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=zKN_pnzIM7k
World’s Most Emotional & Powerful Music | 2-Hours Epic Music Mix - Vol.1 

おばんです。ＰＣ開いてから実に４時間くらい経過してました。（＾＾；）

（前項参照）

やはりというか案の定というか、

『沈まぬ太陽』ストレスと、失職不安とＰＴＳＤ発症の後遺障害で（－－；）、

「またもや」「書けない精神状態」に逆戻りしてしまいまして…★（＞＜ｐ）★

…時間をムダにするのもアレなので、先にこれをやってました。
（５月２０日分まで進みました。）

　　↓

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

『沈まぬ太陽』

参照⇒https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1282920967

https://85358.diarynote.jp/201710182319271063/
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＞上司が仕事をさせない。これってパワハラですか？ 

https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/worry/check/result

仕事を何も与えられない。

その行為は、「精神的攻撃」型のパワハラです。

その行為は、「人間関係からの切り離し」型のパワハラです。

　

 

https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/worry/check/result


（10月18日）　地球上に出現した最初の超大陸。／だいたい、「夢で聴いた授業」内
容と一致…？

https://85358.diarynote.jp/201710190016207158/

『 Ｔ ｅ ｒ ｒ ａ　Ａ ｕ ｓ ｔ ｒ ａ ｌ ｉ ｓ 』…！　（しらべ
もの・５）

2017年10月18日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=3TAUnYZpMbA
2-Hours Epic Music Mix | THE POWER OF EPIC MUSIC - Full Mix Vol. 3

では。（＾＾＃）

明後日までには精神状態を立て直して、なんとか投稿用原稿の続きを書けるように…

「しらべもの・その５」生きます！

　スタート！

　　↓

ゴンドワナ大陸

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%8A%E5%A4%A7%E9%99%B8
　　↓

ロジニア大陸

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%A4%A7%E9%99%B8
＞現在の太平洋地域に、やや南半球寄りに形成されたと考えられている。ロディニア大陸があっ

た時代に全球凍結が起きたという説がある

　　↓

パノティア大陸

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%8E%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E5%A4%A7%E9%99%B8
　　↓

ヌーナ大陸

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8C%E3%83%BC%E3%83%8A%E5%A4%A7%E9%99%B8
＞地球上に出現した最初の超大陸であったと考えられている。

　　↑

これか？！（＠□＠）！

…１９億年て…ｗ（＾＾；）ｗ…
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そんなに長い話、どぉやって書いたらいいの…？？？

＞アフロ・ユーラシア・アメリカ大陸（アフロユーラシア大陸とアメリカ大陸がベーリンジアで

つながれた一つの超大陸） (Afro-Eurasia-America) 
:1万年前まで
　　↑

…ここでようやく狼エフさんと少年アース君が再会？してるぞ…。

最終的に？ここ。

　　↓

南極大陸

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E5%A4%A7%E9%99%B8

平均海抜も最も高い大陸である

かつて、「南の地」を意味するメガラニカ (Terra Australis) という大陸が空想されてい
た南極域に、公式に大陸が存在する事が確認されたのは1820年。

南極大陸の現在の形は約2500万年前に形成された。

大陸は現在よりもはるかに北に位置し、熱帯または温帯の気候であった時期が長く、

当時は森林で覆われ多様な生物が生きていた。

デボン紀初期（4億1600万年前）ゴンドワナは南へ移動を始め、当時の陸上植物の化石
を分析した結果から、気候は寒冷になっていったことが分かった。

デボン紀末（3億6000万年前）には氷河時代が始まり、南極大陸部分は南極点を中心と
する位置まで移動し、気温は低下したが、植物は南極植物相（英語版）として生き残

っていた。

ペルム紀には湿地帯に繁殖するグロッソプテリスのようなシダ植物門系の植物が優勢

になり、

後に南極横断山脈の石炭層を形成した。

　　　　↑

　　　これだ！（＾＾）！

中生代（2億5000万–6500万年前）[編集]

温暖な環境の中、極氷冠は溶けた状態にあり、ゴンドワナ系の大陸では砂漠化が進ん

でいた。東南極ではシダ種子類が繁殖し、この頃には砂岩や頁岩の堆積が大量に進

んだ。後ペルム紀から三畳紀初期にはリストロサウルスなど哺乳類型爬虫類として知

られる単弓類が繁殖した。ジュラ紀（2億600万-1億4600万年前）には南極半島形成
や島々の隆起が始まった。この頃にはイチョウの木やソテツ類が旺盛に繁殖した。西

南極では球果植物門の森が形成されていたが、白亜紀（1億4600万-6500万年前）の終
わり頃にはナンキョクブナ科が優勢になりつつあった。アンモナイトが周辺海域で一

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E5%A4%A7%E9%99%B8


般的な生物であった。恐竜も棲息していたが、知られているものは3属に留まっている
。ハンソン層（英語版）からは、クリョロフォサウルスと南極の竜脚類[11]およびア
ンタークトペルタ[12]が見つかっている。

　　↑

あ”〜（＾＾；）だいたい、「夢で聴いた授業」内容と一致…？

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%98%E5%BC%93%E9%A1%9E

古生代デボン紀末に現れた両生類

　　↑

ヤツリーダム。（＾＾；）

菌類がリグニンを含む樹木を分解できなかった石炭紀には植物の光合成により二酸化

炭素が吸収されて酸素が放出され、結果的に石炭が大量に蓄積されて酸素濃度が35%
に達し、ペルム紀以降は、リグニンの分解能を獲得した菌類による木材の分解により

酸素濃度は低下しジュラ紀後期の2億年前には酸素濃度は12%まで低下した。恐竜、鳥
類の採用した気嚢は、横隔膜方式よりも効率的に酸素を摂取できる機能があり、低酸

素下でもその機能を維持し繁栄することができた。競合する哺乳類型爬虫類は低酸素

下でその種の大部分が絶滅することとなった[4]。

　　↑

酸素濃度か！

獣亜綱

エオマイア化石（レプリカ）。最初期の真獣類。

また、獣亜綱の有袋類と有胎盤類は白亜紀前期に分岐したとされている。

有袋類はアジアから分布を広げ当時ゴンドワナ大陸の一部であった南アメリカに至

った。以降かれらの進化の主体はこの地であったが、やがてゴンドワナ大陸が分裂、

南アメリカ大陸は北上して北アメリカ大陸とつながる事になった。

かれらはパナマ地峡を経由して南進してきた有胎盤類と競合する事になり、オポッサ

ムなどを除いて絶滅。以降、大半の種はオーストラリア大陸で生き延びる事になる。

一方の有胎盤類は異節上目、アフリカ獣上目、真主齧上目、ローラシア獣上目の四つ

に分かれ全世界へとその分布をひろげた。陸上のみならず水生のクジラ類など、飛行

能力を得た翼手目など、初期獣弓類では成し得なかった領域への進出を遂げている。

　　↑

　ここだ！

ゴンドワナ大陸の分裂（1億6000万-2300万年）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%98%E5%BC%93%E9%A1%9E


1億6000万年前にアフリカ大陸が南極大陸と分離し、
白亜紀の初期（1億2500万年前頃）にインド亜大陸も離れた。

6500万年前頃には、オーストラリア大陸と分かれていなかった南極大陸は熱帯もしく
は亜熱帯気候にあり、有袋類中心の動物相を持っていた。

約4000万年前、オーストラリアとニューギニア島が分離し、南極大陸が独立した。

そしてこの頃から最初の氷が形成され始めた。

約3400万年前のE/O境界（英語版）を過ぎる頃、二酸化炭素の濃度はそれ以前から数
百ppm下がった約760ppmになった[13]。

2300万年前後には南アメリカ大陸との陸峡が切れてドレーク海峡が開かれ、その結果
南極環流が生じて南極大陸は完全に孤立した。

二酸化炭素の減少は環境変化に大きく影響し[14]、森林に取って替わって氷が大陸に広
がり始めた。

約1500万年以降、大陸は氷で閉ざされている[15]。

新第三紀（2300万年-5000年前）[編集]

1986年、オハイオ州立大学の古生物学者ピーター・ウェブのチームは、南極点か
ら640kmの地点に、

300万年前に繁殖していた大規模な温帯森林の痕跡を発見した。

…辻褄が…

…ｗ（＾＾；）ｗ…

…合ちゃったかな…ッ？？

https://www.youtube.com/watch?v=rJ8sLgHxa88
2-Hours Epic Music Mix | THE POWER OF EPIC MUSIC - Full Mix Vol. 4
 
　

　

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rJ8sLgHxa88


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月19日0:20
　

作業予定時間、大幅オーバー。

（＾＾；）寝まーす！
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（10月19日）　月の地下に空洞(穴)がある・・・それってうさぎの巣穴では

https://85358.diarynote.jp/201710190523083052/

『 唐突ですがスペースオペラ。』　…ｗ（＾■＾；）ｗ…

2017年10月19日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　

めも　（忘れていた調べもの。…６？）

そうだった

月の空洞。(‾○‾;)

係長にパワハラは部下にも。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（月　空洞）

https://twitter.com/search?q=%E6%9C%88%E3%80%80%E7%A9%BA%E6%B4%9E&src=typd

月世界への招待 @MoonWorld_jp · 11時間11時間前 

月の地下の巨大空洞　

JAXAの画像は拡大し過ぎてよくわからないので、マリウス丘の画像に大体の位置を書
き込んでみました。矢印が縦孔、黄色が今回の地下空洞です。

長さ約50kmとのことですが、マリウス・クレーターの直径が41kmです。
2015/8/27撮影 μ250 
https://twitter.com/MoonWorld_jp/status/920599809366548480

ライブドアニュース�認証済みアカウント� @livedoornews · 18時間18時間前 

【興奮】JAXA、月の表側にあるマリウス丘の地下に「長さ50キロの空洞」を発見
http://news.livedoor.com/article/detail/13763818/ …

空洞は、溶岩の通り道となった「溶岩チューブ」とみられる。将来的に基地を作るの

https://85358.diarynote.jp/201710190523083052/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201710190523083052/
https://twitter.com/search?q=%E6%9C%88%E3%80%80%E7%A9%BA%E6%B4%9E&src=typd
https://twitter.com/MoonWorld_jp/status/920599809366548480
http://news.livedoor.com/article/detail/13763818/


に絶好の適地だという。 
https://twitter.com/livedoornews/status/920498401141280769

KissyKapri_love @KissyKapri_love · 18時間18時間前 

【宇宙怖い】月の地下に全長50キロの巨大な空洞を発見
将来月面基地として活用の可能性あり。月探査衛星「かぐや」のデータから。

https://twitter.com/KissyKapri_love/status/920495714400198656

月探査情報ステーション @moonstation_jp · 20時間20時間前 

これまで、「かぐや」搭載の地形カメラによって、月面に縦穴が発見されました。こ

れも世界初の成果ですが、今回は地下を探索できるレーダサウンダーのデータで、長

さ50キロもの縦穴を見つけました。縦穴が地下空洞の入口であることを裏付けたこと
になります。

…だからぁ…ッｗ（＾□＾；）ｗ…☆

ひとの「ＳＦネタ」を…

勝手にリアライズしないでくださ〜い…ッッッ★

⇒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。 

＞（１９８２〜１９８４）

…ｗ（＾■＾；）ｗ…

大張正己 MASAMI OBARI @G1_BARI · 6時間6時間前 

https://twitter.com/livedoornews/status/920498401141280769
https://twitter.com/KissyKapri_love/status/920495714400198656
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/110579/read


超重神グラヴィオンの世界では、月の地下空洞にはグランディーヴァ各機と超重剣

が眠ってる設定にしたんだけど、ほんとうに存在してたなんて…(ふるえ

FREERADICAL @ryo_ishii05 · 9時間9時間前 

月といえばチコクレーターにはキャプテンフューチャーの基地があったね。原作の「

月世界の無法者」には月の中の空洞が出てきたし。 
https://twitter.com/ryo_ishii05/status/920627678176096256

小山宙哉《宇宙兄弟》�認証済みアカウント� @uchu_kyodai · 9時間9時間前 

月の空洞について、漫画では大げさに20kmぐらいのイメージで空洞を描いたけど、今
回見つかった空洞は50kmと漫画を超える大きさで嬉しかった。月の起源に関わるよう
なことがどんどん発見されるといいなと思います #ニュースウォッチ9 #NHK
https://twitter.com/uchu_kyodai/status/920632172582600704

千葉県民っぽい何か @fermina_ · 12時間12時間前 

「月に巨大な地下空洞」 最初は「ムーンゲートだｗ」と喜んでいたチャロナー達だが
…

2018年3月
各地で失踪事件が頻発。

OMGの古参兵、OTの英雄、4の強者、更にはニューフェイス達までもが次々と消息を
絶つ。

これは本物の”バーチャロン現象”なのか？ Drワタリの語る真実とは？

ざろ〜 @Jamil_INSAGA · 13時間13時間前 

月の地下に50kmの空洞か・・ついに始まったな・・
我々はその先に何があるのか、２６年前に

既に知り得ることが出来た・・ 
https://twitter.com/Jamil_INSAGA/status/920575757016903680

https://twitter.com/ryo_ishii05/status/920627678176096256
https://twitter.com/uchu_kyodai/status/920632172582600704
https://twitter.com/Jamil_INSAGA/status/920575757016903680


独破戦線 @dokuha_sensen · 18時間18時間前 

見つかった月の地下空洞は『アイアン・スカイ』のナチス基地で間違いないな。。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171018/k10011181421000.html …

岡三マン @okasanman · 19時間19時間前 

月の地下に長さ50キロの空洞　ジオン軍の秘密基地か＝探査機「かぐや」で判明
http://www.asahi.com/articles/ASKBK7GP0KBKUBQU01N.html …

新唐人テレビ（日本） @ntdjp · 12時間12時間前 

月の地下に空洞発見というニュースが話題です。日本のかぐやの調査です。しかし、

こんなことは海外では随分前に調査されて分かっています。５０ｋｍどころではなく

、月は空洞です。たしかそんな調査結果だったかと思います。

蝉川夏哉@11月7日のぶ文庫四杯目発売 @osaka_seventeen · 15時間15時間前 

「月の地下に全長50kmの空洞が見つかったんだが、あれは何なんだろう？」
「弘法大師空海様が錫杖で突いたときに出来た空洞じゃよ」

「……空海、旅してるなぁ」

でみぐら @demi_lune1373 · 16時間16時間前 

「月の地下に空洞発見！」のニュースにいろんな人が各々好きなアニメや漫画を引き

合いに出してざわざわしてる中、「ラビルーナだ…」「ラビルーナは本当にあった
んだ…！」って呟いている一群見つけて失われたと思っていたわたしの中の魔道王の
記憶が今めっちゃざわざわしてる #グランゾート

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171018/k10011181421000.html
http://www.asahi.com/articles/ASKBK7GP0KBKUBQU01N.html


たけうちじん／小池顕久 @AtomJaw · 16時間16時間前 

月に地下空洞が発見されただと……。間違いない、ストライフの秘密基地だ！

（※マーベル・ユニバースの月面にはウォッチャーの拠点とか、クリーの都市遺跡と

かインヒューマンズの都とか色々あるのに、よりによってこいつを選ぶ1990年代脳） 
https://twitter.com/AtomJaw/status/920527479718273024

DORIRU　11月3·4日、前橋出張 @DORIRU_ · 16時間16時間前 

月の地下に巨大な空洞発見 月面基地として活用の可能性も | NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171018/k10011181421000.html …

つまりムーンゲートにはジグラットなんかもあるんですかね

https://twitter.com/DORIRU_/status/920527194358714368

HIJMSあわじ @hijmsawaji · 17時間17時間前 

巨大ロボットがガチンコ対決する映像や、月に空洞が見つかったってニュースをほと

んどの人々が持ってる手のひらサイズの情報端末で知ることができるのに、空自はま

だファントム使ってる世界ってちょっと設定に無理がありませんか？

ライオンズフェイクニュース @LionsFakeNews · 17時間17時間前 

17日にJAXAが公表した月の地下に約50キロにわたって延びる空洞は、西武HD（埼
玉県）が建設中の埼玉西武ライオンズ準本拠地スタジアムである事が、球団関係者へ

の取材で判った。同球団は2019年シーズンから年25試合程度の公式戦月面開催を目指
している。

https://twitter.com/LionsFakeNews/status/920513148272238592

らいらっく @pfeasy · 18時間18時間前 

月の地下に空洞(穴)がある・・・それってうさぎの巣穴では

https://twitter.com/AtomJaw/status/920527479718273024
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171018/k10011181421000.html
https://twitter.com/DORIRU_/status/920527194358714368
https://twitter.com/LionsFakeNews/status/920513148272238592


ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

ぉお！（＠＠）！すげぇ！♪

　　↓

竹内良輔 @nasekuni · 17時間17時間前 

月のマリウス丘の地下に巨大な空洞が発見されて、基地が作れるかもだって…？
ここでミヨカワさんに描いてもらったST&RS1巻5話6話をご覧ください。 
https://twitter.com/nasekuni/status/920521158587506689

akane @rosemadder_univ · 17時間17時間前 

月の地下に空洞発見のニュース真面目に人類史上の大事件だと思う。月開発の歴史が

数百年前倒しになるなら宇宙に進出する技術の発展も速くなるということで生きてる

内に宇宙エレベーターとかも実現できるかもしれないし、未来の人類がより良い星に

移住できる確率や宇宙人に会える確率も増えたと言える。

呆けてないで原稿がんばれアタシ！

いばキラTV�認証済みアカウント� @ibakiraTV · 18時間18時間前 
(……きこえますか…今…Twitterを見ている…あなたの…脳内に…直接… 呼びかけてい
ます……月の地下に…巨大な空洞を発見した…月観測衛星「かぐや」…つくば市にあ
る筑波宇宙センターでは…この「かぐや」の試験モデルが展示されています…見に行
くと…知的好奇心がくすぐられますよ…)

https://twitter.com/nasekuni/status/920521158587506689


参照⇒https://twitter.com/search?
q=%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%81%B0%E3%80%80%CE%BC&src=typd

makotokasai @makotokasai · 3月25日 
しかも、2001年3月15日つくば市の気象研ですら2.2μSv/h、筑波大RIセンター
で2.6μSv/hが検出されている。
セシウムボールだの、ウランを含む金属粒子を含む空気が通過している。

大丈夫大丈夫言うなら、使用済み核燃料棒でいいから食え。

makotokasai @makotokasai · 9月21日 
返信先: @osamu_takeuchiさん 
2011年3月15日つくば市中心街で、2μSv/hの放射性プルームが通過していました。燃
料棒由来のセシウムボールやウラン粒子が含まれているプルームです。それを吸って

も健康被害はないという科学的な証拠を見せて下さい。ちなみに、うちも避難よりは

現状維持が良いと判断して今も住んでいます

makotokasai @makotokasai · 8月9日 
2011年3月農環研のRIで測定されたホウレンソウのデータも記載されている。
つくば市が汚染された線量値は1.27μSv/h(佐波ら)となっているが、気象研で2.2μSv/h
が観測されているのにおかしい。

https://twitter.com/makotokasai/status/895205203867181056

makotokasai @makotokasai · 9月21日 
makotokasaiさんがmakotokasaiをリツイートしました
つくば市は、2011年3月15日8時45分、気象研の屋上で2.2μSv/hを検出している。
時間は不明だが、筑波大RIセンターでは約2.8μSv/hを検出している。
https://twitter.com/makotokasai/status/910821709300690945

makotokasai @makotokasai · 9月21日 
返信先: @osamu_takeuchiさん 
御宅は、つくば市が2μSv/h越えの放射性プルームがつくば市を通過していたのを知っ
ていましたか？

知った上で、結びつけるのは間違いだとよく言えたものですね。

職員室にポカリを配備して、寝床を沢山作ったのは、創立50年以上の幼稚園で初めて
の事態でした

makotokasai @makotokasai · 7月30日 

https://twitter.com/search?q=%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%81%B0%E3%80%80%CE%BC&src=typd
https://twitter.com/makotokasai/status/895205203867181056
https://twitter.com/makotokasai/status/910821709300690945


大丈夫大丈夫、問題ないし、将来に渡って心配する必要が無いと断言出来る人間は【

つくば市の筑波大のRIセンターで約2.7μSv/h、洞峰公園南の長峰1丁目気象研
で2.2μSv/hの放射性プルームが2011年3月15日の朝に通過した】同じ空気をたっぷり吸
ってからにしてほしい。

…今、なぜ、「地球外への脱出」に予算がさかれ始めたのか…

…よ〜く！　考えてみよう…★（－－＃）★…。
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2017年10月19日7:30
　

中津川　昴 @subaru2012 · 10月16日 

ヒストリーチャンネル「地球人は火星から来た」

https://twitter.com/subaru2012/status/919908239860424704

…を”〜い…（ＴＴ；）…★

⇒http://p.booklog.jp/book/116300/read
　リステラス星圏史略　Sin資料ファイル　α　『喪われた星の物語』
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（10月19日）　胃が痛いし頭も心もショート気味。

https://85358.diarynote.jp/201710190726584001/

「転勤願いを出せ」／胃が痛いし頭も心もショート気味。／「係

長へのパワハラはその部下にも影響」。

2017年10月19日 就職・転職 コメント (1)
　

（リアル別件）（－－；）

https://twitter.com/search?
q=%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%80%80%E4%BF%82%E9%95%B7&src=typd
つしまようへい @yohei_tsushima · 8時間8時間前 

〈原告側の上條剛弁護士は「見せしめ的なパワハラが周囲に与える影響も認めた意義ある判決」

〉

〈一審のほぼ倍となる計約６６０万円の支払いを命じた〉フクダ電子長野販売（長野）

「係長へのパワハラはその部下にも影響」東京高裁が判断：朝日

http://www.asahi.com/articles/ASKBL5KKSKBLUTIL035.html …

Yahoo!ニュース 速報や地震情報も�認証済みアカウント� @YahooNewsTopics · 10時間10時
間前 

【間接的なパワハラ認める判決】

係長へのパワハラは、その部下にとってもパワハラだ——。長野県の5〜60代女性4人が勤務先で
パワハラを受け退職したとして慰謝料を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁が判断を下した。 
https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/920630342771339265

Takao Inamori @jackyie · 14分14分前 
「係長へのパワハラはその部下にも影響」東京高裁が判断：朝日新聞デジタル

http://www.asahi.com/articles/ASKBL5KKSKBLUTIL035.html …
疑問です。常務から

「５０代はもう性格も考え方も変わらない」「５０代は転勤願いを出せ」

https://85358.diarynote.jp/201710190726584001/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710190726584001/
https://twitter.com/search?q=%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%80%80%E4%BF%82%E9%95%B7&src=typd
http://www.asahi.com/articles/ASKBL5KKSKBLUTIL035.html
https://twitter.com/YahooNewsTopics/status/920630342771339265
http://www.asahi.com/articles/ASKBL5KKSKBLUTIL035.html


常務は40代だったのでしょうか？それとも60代？70代？
https://twitter.com/jackyie/status/920771301454757888

りりぃ係長 @lilykakarichooo · 10月12日 

お前は俺をパワハラ上司って周りに影で吹聴して得意げなんだろうが、俺はお前がマ

ジ怖いよ。仕事を選ぶ、仕事道具出しっぱなしで平気で帰る、挨拶はしない、簡単に

不貞腐れる。逆の立場だったらどうするよ。相変わらずのペースでからに閉じ籠り、

頑なに権利を主張するお前がマジ怖いよ。

まぁこ @kinokoshin56 · 9月29日 
返信先: @yokkokko3さん 

パワハラですよね…ほんと。

この係長のせいで毎回部署異動を本気で考えるくらいですw

人とうまく付き合っていくの、本当に苦手なんです

とほほ

itskov @itskov358 · 9月23日 

係長がパワハラねーちゃんのことでやっと理解を示してくれた。今まで何故か真面目

にとられなかったので…。

ついでに来週から療養休暇がとれそう。10日間休んでやる！！３日くらい入院して
やる。

胃が痛いし頭も心もショート気味。

来月から人がごそっと抜けるから忙しいので、今月休んどくことにした！

ｗ（－－；）ｗ

https://twitter.com/jackyie/status/920771301454757888


 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年1月26日20:43
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
mipoko @mipoko611 · 1月23日 

奉天の日本人少女達が、中国人の処刑を「見学」させられていた。

 
お母様からその体験を聞かれた娘さん達のツイートをまとめました。

https://twitter.com/mipoko611/status/955726065653051393
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（10月19日）　本日の予定…⇒紅葉狩り！

https://85358.diarynote.jp/201710190755527560/

【！ 本日 休刊 ！】（予定）。　（りす１匹目）　（札幌 ０．０
７５ μ ⇒ ０．０ 37 μ。　＋２℃ ⇒ ＋３℃ ）　（中OTL）。

2017年10月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=yo2kHgjoq2A
【癒し音楽】ヒーリング ミュージック - リラックスBGM - 

- 緩和 - 不安 

あらためまして、遅くなりましたようございます。０７：４４です。

（あさって出勤したら失職か異動か決まる★（－－；）４連休の３日目★）

定刻６時起床。小家事のあと０６：３０にはＰＣ前に座り、

前２項（参照）やらかしてて、遅くなりました…ｗ

札幌の午前５時の外気温２℃。現在まだ３℃。（＾■＾；）

寒い！

…けど、晴天・無風。

本日の予定…⇒紅葉狩り！

https://85358.diarynote.jp/201710190755527560/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710190755527560/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171019/85358_201710190755527560_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171019/85358_201710190755527560_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171019/85358_201710190755527560_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=yo2kHgjoq2A


…ってことで、この後の情報チェックは最小限にして、

服装あったかくして、外出してまいります…♪

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月19日（木）【当日】 
01:00 0.038 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.038 0.038 6 
06:00

うん。空気はおかしかった。（トゲトゲして、まずかった！）（水も！）

　　↓

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
PM2.5 北海道札幌市西区発寒
2017/10/18 13:00

注意喚起85μg/m3超過の　438μg/m3 

AQIは「危険」と判定。14時から欠測に。
http://soramame.taiki.go.jp/DataList.php?MstCode=01107020 …

OTL49 @sukipparanisake · 18時間18時間前 
OTL49さんが特務機関NERVをリツイートしました

苫小牧〜札幌、良くないですな。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/920534978487652352
　　↓

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://soramame.taiki.go.jp/DataList.php?MstCode=01107020
https://twitter.com/sukipparanisake/status/920534978487652352


地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 

【M4.9】HOKKAIDO, JAPAN REGION 62.6km 2017/10/18 08:48:53JST, 2017/10/17
23:48:53UTC
　　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 24時間24時間前 
【地震情報 2017年10月18日】
08時48分頃、浦河沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約70km、地震の規
模はM4.4、最大震度2を北海道で観測しています。この地震による津波の心配はありま
せん。

https://twitter.com/UN_NERV/status/920437560668598273

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 

【旭岳で不明の４人無事発見】（続き）

警察によりますと、4人はいずれも意識があり、命に別状はないということで、この後
、救助することにしています。

（2017年10月18日 18:24 NHK）
　　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 14時間14時間前 
【旭岳で不明の４人無事発見】

警察に入った連絡によりますと、北海道の大雪山系旭岳で17日夜に道に迷い、下山で
きなくなっていた横浜市の夫婦など男女4人が、捜索の結果、18日午後5時45分ごろ、
山の中で見つかったということです。

https://twitter.com/UN_NERV/status/920581437111148544

…よくこの気温で生きてたな〜☆
（山に詳しい人がいたんだな…）

agi Kei @yagikei · 18 分18 分前 

https://twitter.com/UN_NERV/status/920437560668598273
https://twitter.com/UN_NERV/status/920581437111148544


1989/10/19 太陽面にフレア発生，北海道でオーロラが観測される。日本でオーロラが
観測されたのは32年ぶり #nannohi

OTL49 @sukipparanisake · 18時間18時間前 
OTL49さんが京浜急行の浦島太郎をリツイートしました

ロシアが絶対に嫌がる米軍基地建設を否定しなかった外交ミス。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/920531787553443840
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2017年10月20日8:09
　

2017年10月19日（木）【前日】
01:00 0.038 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.038 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.038 0.038 6 
08:00 0.038 0.038 0.038 6 
09:00 0.038 0.038 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.037 6 

https://twitter.com/sukipparanisake/status/920531787553443840
https://85358.diarynote.jp/
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16:00 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.038 0.036 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 0.037 6 
22:00 0.038 0.036 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.037 0.037 0.037 6
　

 



（10月19日）　12時11分、八剣山。／そして『 偶然 』。

https://85358.diarynote.jp/201710191115587271/

ライブ配信♪ o(^-^)o　　（☆画像追加☆）

2017年10月19日 旅行 コメント (4)
　

　 　

　

11時03分、定期観光バスが満席で乗れず。(^。^;)
11時11分、生活路線バスに飛び乗りましたｗ（途中までしか行かないｗ）

写真は後で貼ります）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月19日12:12
　

12時11分、八剣山。
歩きま〜すo(^-^)o
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月19日16:56
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帰りは最高。(^。^;)
豊平峡ダムから歩いて下山して始発バス停に着いて乗った瞬間に、バス発車♪

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月19日19:12
　

そして『偶然』(^。^;)

『戦争反対』『９条守れ！』…の、デモに飛び入り参加してしまうと言うね…ｗ

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

(‾ー+‾)ニヤリ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日7:16
　

　

画像１　初冠雪！　（つまり、紅葉狩りにはすでに遅い★（＾＾；）★）

画像２　バス停に着いた時刻は、ちょっと早めで、ちょうど良かった。んですが…。（－－；）

画像３　むりに遠出せずに大通り公園で遊んだほうが、紅葉のタイミングとしては賢かったかも

…ｗｗｗ
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（10月19日）　火の玉落ちた。

https://85358.diarynote.jp/201710192039109838/

火の玉落ちた。

2017年10月19日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (1)
　

20時38分。今。
豊平川北方の空。

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日7:17
　

写真を撮るどころの暇はなく、一瞬で（線香花火のように）墜ちました…。
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（10月19日）　（まず原稿を書け私…☆）

https://85358.diarynote.jp/201710192227426613/

自転車パンク★（〜〜＃）★　　（☆写真とコメント追加☆）

2017年10月19日 旅行 コメント (6)
　

　 　

　

先ほど何とか帰宅しましたが、

終日とにかく予定が狂いまくりの挙げ句に

自転車がパンクしました。(-"-;)

プラマイ総合で厄日認定。

とにかく目的の『精神状態リフレッシュして原稿再開』

どころではなく。

(∋_∈)

懐かしのヒキコモリ生活に逆戻りしたい気持ちで満杯です。

(-"-;)

そろそろ壊れる。

もう限界。

一度全部精神状態の悪いところ全部

書いて吐き出した方がいいかもしれないなあ…

https://85358.diarynote.jp/201710192227426613/
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(ノ-o-)ノ　┫

とにかくこれ以上鬱を増悪させないよう、

早めに寝ます！

(∋_∈)
 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日7:27
　

前々項のコメント欄を参照。（＾＾；）

１０時３分のカッパらいなーに乗るつもりが「満席」で乗車できず。

１０時９分の豊川いき路線バスに飛び乗って、終点下車したところ、

目の前が八剣山♪　o（＾ｗ＾）o

定山渓まで１時間で歩くつもりが、何故か？

とちゅうのアイヌ文化館に吸い込まれてしまい…（＾＾；）…ろすたいむ。

（でも結局、むしろここで観た紅葉が「最高の瞬間」だった…ｗ）

（まだ入ったことなかったので良かったでした♪

　おみやげにアイヌ語の単語帳になってる素適なトランプを買ってきました♪）

んで、

画像１　黄葉の八剣山。

画像２　八剣山とふもとの集落。

https://85358.diarynote.jp/
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ちなみに、昨年？とっても素敵な学校♪　（＾＾）　♪

…と思ってみていたふもとの小学校が廃校になっていました…（；；）

あらたな野望！

あの小学校の跡地を、「霧樹里守の守る里」にする…ッ！♪」

…o（＾０＾）o…♪

（まず原稿を書け私…☆）
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日7:35
　

そんでその後また歩き始めましたが、道路は１本しかなく、しかも交通量が多くて！

いまいち楽しくないし、紅葉は山奥へ行くほど色あせてるし…（＾＾；）…★

で、途中のバス停からまたバスに乗って終点まで。

終点からまた歩いて１時間で豊平峡でんきばす乗り場まで。

寒いし暗くなってきたしで、さすがに歩く気が失せまして、

すごく楽しげな中国人観光客で満載の電気バスに乗って、

（関東からの日本人は寒くてつまんなさそうでしたが）

まぁ見て来ました。豊平峡ダム。（＾＾；）

（途中のトンネルだけはちょっと黒四ダム的で楽しかったでしたが）

…札幌周辺、ダム湖は２個しかないからね…

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


…希少価値なんだね…（＾＾；）…。

…と、ダム湖だらけの元・神奈川県民は、思ったことでした…。

でもそこまでの往復途中に「登頂目標」の！

「札幌山」の「登山口」がある！（＾＾）！

…ことを発見できたので、右足の不調も治ってきたことだし、

来年は、あそこに通う？でしょうかね…♪♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日7:39
　

そんでもうひとつ。

札幌にたどりついてから５年目にしてようやく！

気になっていた「かっぱバス」に乗れるだけの「余裕を確保」

（転職ゴタが再燃したのは想定外事故）できた。わけですが…☆

定山渓。じつは「オコッペ脱出大作戦」の際の、転職先候補の１つでした。

（先に札幌が決まりました）。

結論として…（＾＾；）…札幌に来れて良かったわ〜…☆

道後温泉のようなひなびて奥ゆかしい風情を期待していたんですが…

…まぁ、「集客に力を入れ過ぎちゃって風情皆伐なヨクアル温泉街」でした…★

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


（まぁ、「札幌の熱海」だね。そういうほうが好きな人は、どうぞ〜？）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日7:59
　

（おもに関東在住者のための）要約。

札幌中心市街から片道１０００円で、

「八王子から特急に乗って信濃大町からトロリーバスに乗って

　黒四ダム見て松本で民芸館みて新幹線に乗って都心に帰着。」

みたいなショートトリップが楽しめますので、札幌は楽しいですよ〜♪

ｗ（＾ｗ＾；）ｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日8:39
　

あ、そんで。帰りに札幌駅でバス降りて、

（…あれ？次の行動、どう動こうか…？？）

…と、ちょっとぼっとしながら「いつもとちがう方向に」ぼんやり歩き始めたら…

「憲法９条を守ろう！」とか叫んでる候補者さんが演説中でして…！

！（＾＾）！

「立憲民主」のデモ行進に、うっかり飛び入り参加しちゃいましたよ♪

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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…というね…♪
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日9:26
　

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 

選挙のコーホシャの周りにいる群衆は動員されてるんだよ。

一般人じゃない。

　　↑

「動員」て

「声をかけられて（自発的に無報酬で）集まった」のか、

「金額を提示されて（収入を得ることだけが目的で）集まった」のか、

…どっちにも使える単語なんですが…（＾＾；）…。
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（10月20日）　運気 と 霊力。

https://85358.diarynote.jp/201710200651036781/

（フキゲンな作業栗鼠１匹目）。（－－；）　（ 札幌 ０．０
３８ μ。 ＋８℃ ）。

2017年10月20日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

おはようございます。

ＰＣ起こしたのが０６時３３分でした。

早くも１０月２０日！（＠＠；）！

…投稿用原稿、後半まったく停まってしまってるんですが…（ＴＴ；）…★

書きたいこと（愚痴？）が多すぎて頭がパンクしてます。（＞＜ｐ）★

とりあえず札幌の気温は現在８℃。ほぼ無風。晴れ♪

予定は狂いまくりの、４連休の最終日。

こういう時は！

早目の年末（？）大（？？）掃除〜！！

…という予定で、ぐたぐたの西の部屋を少しはすっきりさせて、
 
心身ともに運気と霊力を整えたいと思います〜ッ！！

 

https://85358.diarynote.jp/201710200651036781/
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https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
進撃の巨人 OP - "紅蓮の弓矢" - Linked Horizon (1 hour size) 
　　↑

（寝起きのＣＤ音楽は「落ち込んだ時のための」静かなオカリナ曲だったんですが…（＾＾；）
…
で、それを貼ろうと思ってたんですが…（＾＾；）…

　何故か？「落ち込み続けていられない」自分の性分が、ちょっと憎いです…ｗ）

先に前項に「写真追加」してきます！

（…と、思ったら、アウト（おぶおーだー？）ルックさんの動作が、やたらと遅い…（〜〜＃）
…★

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

再び出戻りまして、おはようございます。

（前３項コメント参照）

ジャスト１時間？で、↑ 作業を終えましたら、上の音楽も終わりまして…。

（＾＾；）

悠宙舞さんが自動推奨で、コレをかけてくれました…ｗ
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=GzGtEPdmR3g
Epica - Pirates of the Caribbean (Piratas del Caribe en el Fin del Mundo) 

…はいはい。ｗ（－－；）ｗ

ぐれてもよれても、あきらめないで、匍匐前進を続けますよと…★

（映画はシリーズ中の１本だけしかまあ観てないｗ）

https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
https://www.youtube.com/watch?v=GzGtEPdmR3g


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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月20日（金）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.038 0.036 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

…これも観たいなぁ…どうやって、時間を確保したらいいんだろ…？？
　　↓

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

…とか思ってたら、こんなのありましたが…ｗ
　　↓

プロモツイート 
日本HP PC�認証済みアカウント� @HP_PC_JP · 10月16日 

働く　ということと、幸せ　が、もっと近づくように。 #1時間勤務 のような、これか
らの様々な働き方を実現するため、HPは進化を続けています。詳しくは動画をタップ
してください。 #1時間勤務
https://twitter.com/HP_PC_JP/status/919896469351448576

　　↑

（コレいかにもよくある「休日サビ残。」（－－；）

　…じゃなくて、ちゃんと「時給が発生する」ってこと…？？）

　　　ＮＥＶＥＲ　ＧＩＶＥ　ＵＰ　！

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://www.youtube.com/watch?v=y5tmRpRk3ZA
https://twitter.com/HP_PC_JP/status/919896469351448576


　

　

　

 
ひみつ日記

　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日6:59

…ついに「本社」さんから勝手に、「転職勧奨」メールが届くようになっちゃいましたよ…★（
違う？）（＾＾；）

　　↓

＞11月スタートのお仕事！他 ■りら☆スタ新着情報■ [北海道エリア版] 

…頼んでねぇぞッ？　メアド登録もしてない。…はずッ！！
★（－－＃）★

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日9:32
　

cmk2wl @cmk2wl · 22時間22時間前 

人は自分があろうとする姿以外にはありえない。

サルトル

　

　

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

2017年10月21日7:16
　

2017年10月20日（金）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.038 0.036 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.036 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.038 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.037 0.036 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.037 0.037 0.037 6 
15:00 0.037 0.037 0.037 6 
16:00 0.037 0.037 0.037 6 
17:00 0.037 0.037 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.037 6 
23:00 0.037 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6
　

https://85358.diarynote.jp/
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（10月20日）　『 ベクレ認知症な 暴れヤナギ 客 』。

https://85358.diarynote.jp/201710201911316622/

風邪ひいた？(^_^;)

2017年10月20日 就職・転職 コメント (3)
（日付訂正）

　

昨日やっぱり軽装？で初雪が融けずに残ってるような山中をうろうろしたのが悪かったのか、

はたまた精神的ストレスで免疫下がってるせいか、ヒヨリミ風邪で発熱？中。

（デモで叫んで喉を痛めたのも敗因）

(-.-;)

昨日つくづく自覚したけど、

札幌都心に『適応したつもり』になってるけど、豊平峡の無人に近いスペースをひとりで歩き回

った後で

帰宅ラッシュタイムの駅前の人混みを見たら、違和感でくらくらした。

(-"-;)

やはり私はマチの暮らしに向いてない。

(^_^;)

遊びに行くなら楽しいけど、

棲むなら山中がいい…

┐(’〜`；)┌

んで。

喉も痛いけど空気も変です。

(-"-;)

https://85358.diarynote.jp/201710201911316622/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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ベクレてないけど、変な微細なコナコナで眼が痛い。

(-"-;)

火山灰？(・ω・;)(;・ω・)？

大掃除放棄。┐(’〜`；)┌

小掃除と台所と、

不用品整理〜☆

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日13:55

そんで

だから

つまり。

『あした出勤したら異動の話がダメになってた』ら、

『どうしよう』…(ToT)…で、

くよくよストレスであと２０時間も？

無駄にするのは馬鹿過ぎるので！

(`ヘ´)

ちょうど良い出物？情報が来たので、さくっと応募しておきましたよと。



(^。^;)

異動がダメなら『プランＢ』！

残りの有給は買い取らせて！

『営業』（ノルマ！）や

『ベクレ認知症な暴れヤナギ客』のいない仕事に変わるッ！

(｀ε´)Ｏ

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日19:30
　

ごそごそ家事やって再びＰＣ前に戻りました。

風邪は悪化（発症）させずに快方に向かう見込み。

あまりにも空気が「変」（喉が痛い）ので、久〜しぶりに！

「ナンチャッテ水式クン」発動…★（－－；）…。
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月20日19:32
　

被曝なのか精神的なストレスからくるのか、

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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前から懸念している左眼の「白内障もどき」が悪化中…（－－；）★
（見づらい★）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月22日9:08
　

rin_earthさんがリツイート 
おばば(今年はのんびり) @obabaja · 2015年11月14日 

目は体の中で

寝ている時以外８０％使っている

白内障の手術をしない方が良い月がある

４月・５月・６月・７月は

医者の卵(インターン)が出てくる
この頃は避けた方が良いらしい

オンコ(イチイ)の実
昔良く食べたが種は食べたらイカン

https://twitter.com/obabaja/status/665460443163570176
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　（10月21日）　複数のタイムラインが同時に存在します。

https://85358.diarynote.jp/201710210053214904/

別名「ニグルの木の葉」現象。（＾＾；）　「５月分」終了！

2017年10月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

https://www.youtube.com/watch?v=VcOB1lYUH5g
TM NETWORK / Nights of The Knife(copy) 

（承前）

2015年5月23日23:50
Lightworker @Lightworker19 
· 40 分 40 分前

複数のタイムラインが同時に存在します。これは量子力学や宇宙論的などのアイデア

と一致しています。過去は既に過ぎ去ってしまったと思うでしょうが、同時に過去も

存在しています。１つのタイムラインだけを扱って未来を予知することは全く不可能

です。http://bit.ly/1bDkia5

…ってことで。（？）「未来改編」のために（？）、過去ログやってました…☆

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161978
復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 

http://p.booklog.jp/book/117983/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－５

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年５月） 

　

…で、結局、「予定外に」「５月分が最後まで」終わっちゃいまして…ｗ

お読み頂ければ判りますが、実に「ちょうどいい」ところで、終わってます…☆

https://85358.diarynote.jp/201710210053214904/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201710210053214904/
https://www.youtube.com/watch?v=VcOB1lYUH5g
http://bit.ly/1bDkia5
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/116517/page/3161978
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/117983/read


…カミサマは、「これを先にやらせる為に」原稿の邪魔をした？

らしい…ｗ（－－＃）ｗ…。

https://www.youtube.com/watch?v=Y0oncccHpLM
TM NETWORK / I am（Music Clip）

…寝まーす！　…明日はまた「異動？」問題で、タタカワナクチャ…！！

（以下、先の作業。）

　　↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2015年5月21日9:51

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko 
· 2時間 2時間前

セキュリティから連絡が来るたびに、私は愕然とする。早く原稿を仕上げなさい。

そのスケジュールで間に合うと考えているのかね。

https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg
Dean Fujioka - History Maker (Yuuri!!! on Ice opening) 10 hours 

（承前）

現在サ行副産物。

　　↓

2015年5月20日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)

「例によって」ドツボにハマる。

https://www.youtube.com/watch?v=Y0oncccHpLM
https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg


（－－；）

別名「ニグルの木の葉」現象。

（そして永遠に原稿が完成しない…（－－；）★）

Lightworker @Lightworker19 
· 9時間 9時間前 

英雄はその目的が達成されないときには悪党や盗人とみなされるものだ。

世の中の人から馬鹿にされ、虐げられたときにこそ、真の英雄か どうかがわかる。 

「吉田松陰」 http://bit.ly/1cagPjk

…まんま「ネタ」拾った〜ッ！
　　↓

2015年5月22日21:55

Lightworker @Lightworker19 
· 55分 55分前

今からおよそ１万２０００年前に、一夜にして太平洋に沈んだと言われているのがム

ー文明である。その時、東の大陸・南北アメリカに渡った人々の末裔がインカ族、マ

ヤ族、ホピ族である。一方、西を目指して逃げ延びた人々は、琉球諸島や日本本土、

それに台湾や東南アジアへ渡り、その地の先住民となった

2015年5月22日0:03
火山たん @volcano_tan 
· 2時間 2時間前 

火山の噴火によって人類が滅びかけた事があったって知ってた？約7万年前、インドネ
シアのトバ火山の巨大噴火で空中に噴出された大量の火山灰が日光を遮断。その結果

、地球は寒冷化してそのまま氷河期に突入。私達のご先祖さまは僅か1万人を残して死

http://bit.ly/1cagPjk


滅したんだって。

　　↑

んで。「ムー大陸」＝「南極大陸」だった。つぅ話…。
　　↓

宿題。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E5%A4%A7%E9%99%B8
南極大陸

2015年5月28日0:13

別件同系列ネタめも。

amaちゃんだ @tokaiamada 
· 8時間 8時間前 
15000年前に、月が地球に接近してきて、大量の水を地球に明け渡して衛星となった 
https://www.youtube.com/watch?v=72Oz8ubF6bM … 
←　木内鶴彦の臨死体験は、ノアの大洪水とアトランティスの沈降を時代的にも完全

に説明できる

月の水によって海洋の水位が数百㍍も上昇した可能性

2015年5月28日0:14
amaちゃんだ @tokaiamada 
· 8時間 8時間前 

15000年前に、月が地球に接近してきて、大量の水を地球に明け渡して衛星となった
宇宙の始まりはビッグバンでなかった　それは空間の歪み

歪みは何によってもたらされた？　意識である

https://www.youtube.com/watch?v=72Oz8ubF6bM …

2015年5月28日9:58

…「星おやぢ」たちのこと…？（＾＾；）？

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E5%A4%A7%E9%99%B8
https://www.youtube.com/watch?v=72Oz8ubF6bM
https://www.youtube.com/watch?v=72Oz8ubF6bM


Lightworker @Lightworker19 
· 3時間 3時間前

今の人類が誕生する際にかかわった多次元的存在は5種類感じられるということです。
シリウス、オリオン、プレアデス、アークトゥルス、ベガです。言い換えれば、我々

という存在を生み出した意識の親のような存在たちです。http://bit.ly/13oQirq

…シリウス…って「狼」だな…

…アークトゥルス…って、「サキ・ラン」の名字ですが…？

…ｗ（＾□＾；）ｗ…

…５人…ってことは、ニョゼさん入れるの？

　アルマンディン兄上のほうかな…？？

2015年5月29日10:06

amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前 

①　「原子核の低温解体による核種変更除染」が起こっている事が確かに実証されま

した」　②　英マンチェスター大学のチーム、好極限性細菌（extremophile bacteria）
が放射能に抵抗性——除染に役立つと発表

http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/extremophile-ba.html#more …

はいはい…専門分野は「ヒロト変輩」とエルさん＠「杉谷好一」にお任せします…☆

寝ます！（０：５２）

http://bit.ly/13oQirq
http://onuma.cocolog-nifty.com/blog1/2015/05/extremophile-ba.html#more


　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月21日8:09
　

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 

強い思いは、地図と同じなのよ。

シークレット・アイズ

https://twitter.com/cmk2wl/status/921301535035817984
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（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年１０月）

（下旬）
 
 
 
 
 



（10月21日）　地獄？ 天国？ 煉獄？

https://85358.diarynote.jp/201710210721215051/

（ 札幌 ＋１０℃！／ ０．０ 37 μ ）。　（作業栗鼠１匹目）

2017年10月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　 

　 　

　

少し遅くなりましたようございます。０７：０７でした。

地獄の４連勤？もしくは、

天国の『異動』告知日？はたまた、

煉獄の『退職』覚悟の日？？

…ということで、胃が痛いきりぎ・りすですよ…（－－＃）…★

自転車がパンクした★（たぶんもう廃車にする（ＴＴ；）★）

ので、本日は徒歩通勤です。さくさく動かなくちゃいけません。（－－；）★

で、今朝５時の札幌は＋１０℃も！

ありました…（＠＠；）…！

そのくせ、空気は正常＆清浄。

？（＾＾；）？

さて…！

https://www.youtube.com/watch?

https://85358.diarynote.jp/201710210721215051/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710210721215051/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171021/85358_201710210721215051_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171021/85358_201710210721215051_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171021/85358_201710210721215051_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MXiS8I8f6Gk&index=4&list=PLCx7nF9joi_8JiHjYeQgrcRcolpSjw0xu


v=MXiS8I8f6Gk&index=4&list=PLCx7nF9joi_8JiHjYeQgrcRcolpSjw0xu
TM NETWORK / DRAGON THE FESTIVAL 

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月21日（土）【当日】 
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

地震マップ @eq_map · 6 時間6 時間前 

【M3.4】石狩平野 深さ26.5km 2017/10/21 01:44:59

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 

【北海道地方 気象情報 2017年10月20日 16:12】

大型で強い台風第２１号の影響で、２３日から２４日にかけて、太平洋側を中心に暴

風や高波に警戒してください。また、太平洋側やオホーツク海側の内陸部を中心に大

雪による交通障害に十分注意してください。

 
 
 

コメント

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月22日6:46
　

2017年10月21日（土）【前日】
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.037 0.036 0.037 6 
08:00 0.037 0.036 0.037 6 
09:00 0.037 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.036 0.037 6 
11:00 0.037 0.036 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.036 6 
16:00 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.038 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.037 6 
23:00 0.037 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6
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（10月21日）　「徒歩通勤ルート」

https://85358.diarynote.jp/201710220635489569/

　宙　。　(∋_∈)　　　　（蛇足な一曲追加）

2017年10月21日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

来るはずだった？

管理者（責任者）が休み？

で？

異動の件の返事がどうなったのか確認できない。(-"-;)

という悲喜劇な案件発生。(-_-#)

ごパン食べて寛大な気分になってから、善後策を考えま〜す★

（こないだの話では

『手続きはしたが、いつ実現するかは向うの受け入れ体制次第』

てハナシだったんで、

『待ってりゃ話が進む』のか、

『遠回しに断ってきた』のか、

https://85358.diarynote.jp/201710220635489569/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710220635489569/
https://85358.diarynote.jp/201710220635489569/
file:///tmp/puboo/127518/455037/31771001a18cac3964d1/10140/epub/OEBPS/image/85358_201710220635489569_1.jpg
file:///tmp/puboo/127518/455037/31771001a18cac3964d1/10140/epub/OEBPS/image/85358_201710220635489569_2.jpg
file:///tmp/puboo/127518/455037/31771001a18cac3964d1/10140/epub/OEBPS/image/85358_201710220635489569_3.jpg


『空気が読めなかった』んだよね〜★

(-.-;)

（辞めるとしても、有給があと５日も！残ってる…(-_-#)★）

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

【和楽器バンド】六兆年と一夜物語 
Roku Chounen to Ichiya Monogatari 【VOCALOID】
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月22日18:33
　

「徒歩通勤ルート」の画像追加しました♪

（「辞めそこなってた」理由は、おわかり頂けるかと…ｗｗｗ）
　

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-dZgf_LUvbM
https://85358.diarynote.jp/
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（10月21日）　アルパカ狼さんは元気なかったでした。

https://85358.diarynote.jp/201710220637558173/

エルさんの木靴。┐(’〜`；)┌

2017年10月21日 就職・転職 コメント (1)
　

　

先ほど22時00分ジャストに無事帰投。

総計８kgほど担いで元気に徒歩帰宅。

o(^-^)o

ありがたいことに、４月の退職強要ストレスと歯医者の麻酔で？で、

変に痛まったままなかなか治らなかった右脚の不調が、

『辞めるッ！』(`o´)

と決めた途端にめきめき復調。

(^。^;)

筋力落ちてるしまだまだ本調子ではないので冬中かけてボッカ訓練ですが。(^_^;)

来年まで生きてりゃ、目指せ！札幌山登頂！

…に、リチャレンジ。出来そうです…

そんで今日はエルさんの見事にしらっぱくれた？

木靴っぷりがゼツミョウでわらえましたｗ

https://85358.diarynote.jp/201710220637558173/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710220637558173/


アルパカ狼さんは元気なかったでした。

私は明日は有給消化試合にしちゃいました。

(^。^;)

選挙と買い出しと洗濯と原稿！

o(^-^)o

てことで、早めに寝ま〜す！

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月22日7:04
　

これ貼ったら怒られそうだけど、あえて貼るｗ

　　↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%9C%E3%82%8B
木靴を示すサボ（sabot）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%9C%E3%82%8B


　

 



（10月22日）　投票日です！

https://85358.diarynote.jp/201710220708521681/

【！大雪！注意！】ｗ（＠■＠）ｗ／【 Ｍ ４．７ 】／（ 札幌
　【最低】＋１４℃。…０．０ 37 μ ）。　（作業栗鼠１匹目）

2017年10月22日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (2)
　

　 　

　

あらためまして、おはようございます。

ＰＣ起こしたのが０６：３０。前２項の日付修正作業して現在０６：４０。

投票日です！

個人的には余裕の社内異動なのか退職して必死の転職活動なのか、不分明なまま、精神状態も不

安定なまま。

（きのう確認しましたが、部署間どうしの責任者の連絡だけじゃ済まなくて、「さらに上」の裁

可が必要だそうで…★（－－＃）★
　

とりあえず明日は出社して、そこんとこ確認して、とにかく今月中に残りの有給休暇ぜんぶ消化

して

 
（遅れている分の原稿書いて！）

 
それからいつもの「来たもの対応・出たとこ勝負！」…で、乗り切りたいと思います…★
 

ってことで、そういう時の苛苛した気分に合う曲は…

これだ！（＾◇＾；）！

https://85358.diarynote.jp/201710220708521681/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201710220708521681/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171022/85358_201710220708521681_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171022/85358_201710220708521681_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171022/85358_201710220708521681_3.jpg


　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=jNplAQH3UHo
1964年高橋竹山・労音初舞台ー独奏「津軽よされ節前囃子」 
　↑

「私が生まれた年」だ！♪（＾＾）♪

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月22日（日）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.037 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

札幌は午前５時の最低気温が…＋１２℃！（＠＠；）！？

一昨日が＋２℃まで下がって「山では初雪」だったので…

ナニこの温度差！？…と驚いたところで、明日の予報「最高」気温が…

…４℃…（－－；）…★

ナニコノ異常気象…★★（〜〜＃）★★

そして空気がいようにむわっっっっっと！湿気でもわもわして、

…きしょく悪い★　です…★★

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年10月22日 05:25】
北海道地方では、２３日昼前から２４日にかけて台風第２１号の接近により太平洋側

https://www.youtube.com/watch?v=jNplAQH3UHo
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


を中心に暴風や高波に警戒してください。また、太平洋側やオホーツク海側の内陸を

中心に

大雪による交通障害に十分注意してください。

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 

【M4.7】北海道北西沖 深さ0.7km 2017/10/22 03:38:34

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【地震情報 2017年10月22日】
03時38分頃、北海道西方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地
震の規模はM4.7、最大震度2を北海道で観測しています。この地震による津波の心配は
ありません。

https://twitter.com/UN_NERV/status/921808772992942080

ぜんっぜん気がつかないで寝てました…ｗ

（でも昨夜のアタマの調子は、確かに変だったかな…？）

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月22日7:52
　

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前
　

そうだ、人生は素晴らしい。

https://twitter.com/UN_NERV/status/921808772992942080
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


恐れの気持ちさえ持たなければ、だ。

　

ライムライト

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月23日7:05
　

2017年10月22日（日）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.037 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00 0.038 0.036 0.037 6 
07:00 0.038 0.036 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.038 6 
11:00 0.039 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.036 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.037 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 
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（10月22日）　「私の前世」のうちの一人がたぶん、

https://85358.diarynote.jp/201710220939236282/
 
 
rin_earthさんがリツイート 
みんなのおとうさん @minnnanotousan · 10月20日 
　

共産党員魂っていうのがあって。

「見返りは民主主義」っていうのがそれ。

小林多喜二はその見返りのために命を賭した。

共産党にとって民主主義ってそういうもの

だから性根の座った筋金入の言葉なんだね。

日本に真の民主主義を取り戻すためにも

（※略※）

…ちなみに（余談ですが）「私の前世」のうちの一人がたぶん、

「高橋満兎」です。（＾＾；）（…と、思っている…ｗ）
https://www.bing.com/search?
q=%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A%E3%80%80%E6%BA%80%E5%85%8E&qs=n&form=QBRE&sp=-
1&pq=%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A+%E6%BA%80%E5%85%8E&sc=0-
5&sk=&cvid=24A02D770A114DBEB4E7FF227D5AA705

（こん時は「礼子サン」（エルさん）と一緒だった〜♪）

 
 
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
 

https://www.bing.com/search?q=%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A%E3%80%80%E6%BA%80%E5%85%8E&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A+%E6%BA%80%E5%85%8E&sc=0-5&sk=&cvid=24A02D770A114DBEB4E7FF227D5AA705
https://www.youtube.com/watch?v=DaL_zidnVwA


（10月22日）　かれらは水際から離れる事の出来ない両生類とは異なり乾燥した陸上
生活に完全に適応、

https://85358.diarynote.jp/201710222007556303/

万里の超常。…（違ぅ）　（　沙魚　雨中　）

2017年10月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=qx8hrhBZJ98
Tuvan Throat Singing 

アルヴァ…？？
　　↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%82%B9

アルヴァレスサウルス

（Alvarezsaurus　「アルバレスのトカゲ」の意味）は白亜紀後期、約8600万年前-
8300万年前に現在のアルゼンチンに生息したアルヴァレスサウルス科の小型獣脚類恐
竜の属の一つである。体長約2 m、体重20 kgほどと推定されている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%81%E3%83%91%E3%83%81

キチパチ

（Citipati　サンスクリット語で「火葬の王」の意味）は白亜紀後期に現在のモンゴル
に生息していたオヴィラプトル科の獣脚類恐竜の属である。

最大級の個体はエミューほどの大きさで、体長約3 mで、2007年にギガントラプトルが
記載されるまでは最大のオヴィラプトロサウルス類であった。他のオヴィラプトロサ

ウルス類と同様、他の獣脚類に比べ風変わりな長い首と短い尾を持っていた。

https://www.youtube.com/watch?v=i0djHJBAP3U
Huun-Huur-Tu - Live 

これだこれだ♪

　　↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%83%88%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%82%B9

シノルニトサウルス（Sinornithosaurus　"中華鳥トカゲ"の意味）は現在の中国にある
義県累層（en）の白亜紀前期アプチアン前期の地層から発見された羽毛を持つドロマ
エオサウルス科の恐竜の属である。

ここか！

　　↓

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%9C%E5%BC%93%E9%A1%9E

石炭紀中期、爬形類の中に発生の初期段階に胚が羊膜を持つことで陸上での産卵が可

能となったグループ、有羊膜類が現れた。

かれらは水際から離れる事の出来ない両生類とは異なり乾燥した陸上生活に完全に適

応し、急速に分布をひろげていった。

そうした中から二つの大グループが現れる。一つは哺乳類へとつながる単弓類。もう

一つは（鳥類を含む）爬虫類へとつながる竜弓類である。石炭紀中期には両者は分岐

していたと思われる。

https://85358.diarynote.jp/201710222007556303/
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あったあった。

　　↓

http://p.booklog.jp/book/108564/page/2935174

さてと…。（＾＾；）書きますよと。

（ひみつ〜☆）

https://www.youtube.com/watch?v=2CPV0_t1sbY
Apache - (2004) Five Spirits [Full Album] 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１－１．　《　神殺し　》。

１－１－０．　《名すら無き者》。

１－１－１．　《　袋を持つもの　》

１－１－２．　《コ》族。

１－１－３．　《　神　》。

１－１－４．　《　天　雷　》

１－１－５．　《　魔　竜　》

１－１－６．　《　神　殺し　》

１－１－７．　《　神殺しの人王　》

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

まで、ざくざく書いた。（あらすじ。）（＾＾；）

ここ歴史中の「苦手分野」なので、推敲は後でする〜…★ｗｗｗ

来週？こっから。

　　↓

１－１－８．　

強き者らが他を従え、餓えれば合い屠り喰む《コ》族には、その為、卵をはらむ雌は

常に数が少なかった

https://www.youtube.com/watch?v=W41IFXbB5-M
The Best Of Leo Rojas | Leo Rojas Greatest Hits Full Album 2017 

 
ひみつ日記

　

１－１．　《　神殺し　》。

file:///tmp/puboo/127518/455037/book/108564/page/2935174
https://www.youtube.com/watch?v=2CPV0_t1sbY
https://www.youtube.com/watch?v=W41IFXbB5-M


１－１－０．　《名すら無き者》。

長い長い時が経った。

水霊母が太陽神からむりやりに産まされた二度目の卵群は誰からも省みられることなく、ただ地

の熱に蒸されて孵り、幼いうちからたがいを憎み、食らいあって育ち、強者が弱者を犯して産

ませ、産み捨てられ、見捨てられて育った。

彼らを呼ぶ者とて他になく、彼ら自身もみずからを名乗ることがなかった。

１－１－１．　《　袋を持つもの　》

そうして何千代かが過ぎた。

より強くあるために彼らは平たく這いつくばる四ツ足と鱗の姿から、長く伸びた四肢と首と、く

ちばしと羽毛をもつ姿になった。

より速く逃げ、より確実に仔を護るため、雌たちは腹に卵や袋を持った。

１－１－２．　《コ》族。

生きのこるために彼らは記憶と知識を持った。

始まりの言葉が生まれ、語り継がれる物語が生まれた。

仲間と敵の見分けかた、群れること護りあうこと、切り捨て見捨てて生きのびることを学んだ。

最強の者らはやがて自らの仲間を《コ》と名付けた。

産み増えて地に満ちたが心は常に孤独であった。

１－１－３．　《　神　》。

長老のまえの長老のそのまたむかしのおおむかしの長老が、この世の始まりには《　神　》とい

うものがあったと語り伝えた。

そのような話が記憶の闇に隠れるころ、《コ》族の〈ヘ〉という者がおとぎ話を笑い飛ばした。

「カミなぞおらぬ。この世の最強は、ただ《コ》族のみ。」

１－１－４．　《　天　雷　》

その時、天が轟き、地が裂け揺らめいた。

人々は怖じ恐れて〈ヘ〉の不敬を罵った。

地が冷え、雨が冷たく白い沙に変わった。

人々は餓え、獣も餓えた。

１－１－５．　《　魔　竜　》

ある時、山中より、火のように熱く焦げた息を吐く、巨大な魔獣が現われた。

次々に《コ》族の子や雌を喰らった。

人々は噂した。



「あの恐ろしきモノノケこそが、《　神　》というものに違いない…！」

１－１－６．　《　神　殺し　》

〈ヘ〉は嗤い飛ばした。

槍を研ぎ、仕掛け弓を張り巡らし、怯える同族らを叱り飛ばして、ただひと群れで《　神　》

を襲った。

死闘の末、《　神　》は斃された。

斃した神の肉を喰らって、《コ》族は冬を乗り越えた。

１－１－７．　《　神殺しの人王　》

あまたの同族を率い、姦計を用いて、《神》と呼ばれた巨大な魔竜をみごと斃した〈ヘ〉はそ

の後、《神殺しのコ族の王》〈コ・ヘウ〉と呼ばれた。

それまでバラバラだった《コ》族の全てを束ねる者となり、その眷属がうまれ、彼らは王族と貴

族と呼ばれ、やがて庶民と分かれた。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月22日21:26
　

　

ちなみに。

画像１「ムカシトカゲ」さん。

「虹色に輝く巨大な地トカゲ」といえば、大地世界の一部においては

「この世の始まりの神＝ワァガ・マンマの化身」とされている…

画像３　…その大地世界にいる「鳥人族」って、つまり…！

（…なんで辻褄が合っちゃうかな〜…☆）
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月22日21:52
　

OTL49さんがリツイート 
片岡龍峰 @ryuhokataoka · 10月21日 

さきほどの太陽フレアを起こした、裏側に隠れている黒点群は、9月上旬に大きな騒ぎを起こした
黒点群と同じだ。また活発になって戻ってきた！？来週は要注意。この調子で地球に向いて来て

しまうと、深刻な宇宙災害を引き起こしてしまうかもしれない。

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


寝まーす…！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月23日8:42
　

rin_earth @rin_earth · 1時間1時間前 
rin_earthさんがBi Magazineをリツイートしました

　

日本の衰退の要因の一つは、こういう事を「秘密にするもの」として扱っているからかなあ・・

・

こういうことをやろうとすると、すぐ「偏向」しているとして葬り去ってしまうからなあ・・・

https://twitter.com/rin_earth/status/922224763874902016
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日11:37
　

OTL49さんがリツイート 
michi @archisound · 10月22日 
　

このガラス越しのイメージ復元図手法は日本でもやってみると面白い。

 
#建築好きを陶酔させずにはいられない魅せらせし空間

https://twitter.com/archisound/status/922236021130928128
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日12:17
　

OTL49 @sukipparanisake · 10月22日 
OTL49さんがAKIpをリツイートしました
　

知識の範囲で不要としたものを切り捨てた時に何が起きるか。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/921967098506526721
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月26日10:07
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
内田 @uchida_kawasaki · 51 分51 分前 
　

イースター島の古代住民は、DNAに「南米の痕跡」が一切なかった：研究結果から判明
　

｜WIRED.jp @wired_jp
https://twitter.com/uchida_kawasaki/status/923341829377949696
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（10月23日）　「職業作家になる！」

https://85358.diarynote.jp/201710230701239409/

【 日本は 終わりました。】／【…札幌…、吹雪です！！】（０
．０３８ μ＋７℃⇒？？）。

2017年10月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=efGOx5I5J-o
Тюрген- алтайский ди-джей шаман. 
　　↑

♪　！（＾＾）！　♪

おはようございます。０６：５４です。

どうせそんなこったろうとは思いましたが、

【不正選挙】が横行しているもよう。

（－－；）

（そもそも「国連から選挙監視団を投入する」という申し入れがあった。

　⇒ニホン酷性腐は、「それを断わった」というで、終わってたんですが…★）

　もうこの国には【自浄能力は働きません】。

若い人！　即刻！　国外逃亡しましょう。（「フクイチ徴兵」が始まる前に！）

https://85358.diarynote.jp/201710230701239409/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710230701239409/
https://85358.diarynote.jp/201710230701239409/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171023/85358_201710230701239409_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171023/85358_201710230701239409_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171023/85358_201710230701239409_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=efGOx5I5J-o


老人と中年は、とりあえず地元選管に電話して、不正の疑いあれば断固

「再開票」（再計算）を要求しましょう。

１議席でも２議席でもひっくり返していければ、まだ何か、できることはあります。

それから公明党員に連絡を。

「憲法９条【改正】して、本当に良心は痛まないのか？」

「公明党を連立政権から外して野党に戻せれば」…（難しいですが）

…まだ、事態を変えることは可能かも？

しれません…（－－；）…★

https://www.youtube.com/watch?v=YeAp1fPt8Eg
UUTAi Olena - Siberian shaman lady 

私は私自身の海外脱出の（経済的）方途を確立すべく、迂遠ですが、「職業作家になる！」道の

模索を続けます…。

しかしその前に。

「台風とはべつの【巨大なエネルギー】が、地中からせり上がって来ている」のを、感じるです

けどね…？

…（〜〜；）…

そうでなくても【台風フクイチ直撃】ですし…。

そもそもの「投稿先」の講談社（本社＠東京）が、来春まで、存続してるんでしょうか…？？？

https://www.youtube.com/watch?v=NG8OVl5oPyY
Must Watch! Never Seen Before in Got Talent History! Judges Speechle 

https://www.youtube.com/watch?v=YeAp1fPt8Eg
https://www.youtube.com/watch?v=NG8OVl5oPyY


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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月23日（月）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508710200/1011-0010-101000-
201710230710.gif?t=1508710867
（０７：００〜０７：１０）

札幌は、昨夜の予報「最低気温２℃」をかるく無視して「７℃」も！

あります…。

微風ですが、雨は降りだしたもよう。（予報は「雪」。）

本日は「傘をさして徒歩通勤」の予定ですが、線量しだいではバスに乗るかもです…。

さて…？？

（個人的な異動の問題なんて、もはや、小さい、小さい…★（－－＃）★）

雨、激しくなってきました…⇒バス痛！

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 

この台風が日本列島を通過してからが注意した方が良いですね。気圧が激変するから

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508710200/1011-0010-101000-201710230710.gif?t=1508710867


。

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 22時間22時間前 
あ…やっぱり地震があったのか…
昨夜「地磁気おかしい？」とつぶやいたのは、実は帰り道に夜中だというのに、鳥が

いきなり住宅の窓にぶつかったのを見たからなんだよね…

kazu（北海道） @kazu8hokkaido · 10月21日 

地磁気おかしいのかな？

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月23日8:44
　

…ホントに気が合うなぁ☆…ｗｗｗ
　　↓

　

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11時間11時間前 

実はヤカン二つと小鍋一つを磨いた。

開票速報を見ずにヤカンを磨く男、チャーリー。

イケメンだろ？

wwwww
orz
　

　

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

2017年10月24日6:54
　

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月23日（月）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.038 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 6 

09:00 0.045 0.042 0.043 6 

10:00 0.050 0.045 0.048 6 
11:00 0.051 0.050 0.050 6 
12:00 0.051 0.049 0.050 6 
13:00 0.054 0.050 0.052 6 
14:00 0.054 0.051 0.052 6 
15:00 0.052 0.051 0.051 6 

16:00 0.050 0.047 0.048 6 
17:00 0.050 0.047 0.049 6 

18:00 0.048 0.042 0.044 6 
19:00 0.041 0.038 0.039 6 

20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 
23:00 
24:00
　

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


（10月23日）　『おそらくそれさえも神々の？作為？』

https://85358.diarynote.jp/201710230902483405/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月23日9:52
　

札幌はミゾレ吹雪！(‾○‾;)！
＋４℃まで下がりました。

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月23日9:52
　

うっすら積もり始めてます…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月23日15:29
　

積もらず融けて雨。

札幌は大したことなく済みそうです。

私ゃまたうっかり口を滑らせて余計なことを喋ったかもしらん…(・ω・;)(;・ω・)…けど、

『おそらくそれさえも神々の？作為？ヽ（・＿・；）ノ？

ってことで、

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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自動『運天』モード〜…☆
(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月23日15:34
　

とりあえず定番で立証しやすい『一票の格差』という争点で、【不正選挙】対策に

素早く札幌弁護士会が動いた。

o(^-^)o

この地に住まうことを、

誇りに思う。(≧ω≦)b
　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（10月23日）　誰に否定されようとも。

https://85358.diarynote.jp/201710232023405342/

めも。ＰＢコリアクルーズ（南）で元慰安婦（性奴隷）にさせら

れてた人と共苦して（感情を解放して）あげられた時の話。

2017年10月23日 チベット有問題 ！ コメント (3)
　

　

死ぬほど暇な『仕事をさせない拷問』（パワハラ）中に記憶が唐突にフラッシュバックアップ

して、

『自分が苦しんだからこそ共苦力が身についた』って、思った話。

まぁ覚えてたらいつか

も少し詳細に書きます。

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月23日20:25
　

誰に否定されようとも。

あのとき居合わせたハルモニ達は、永遠に私が好きだと思う。

(^。^;)
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年10月23日22:28
　

先ほど夜１０時１０分、

無事帰投。(^_^;)

今日も７〜８kgくらい担いで
元気に徒歩帰宅。o(^-^)o

まんが読んで、

ごはん食べて、

早めに寝ま〜す！

(^o^)／
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月24日6:55
　

https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas
USA FOR AFRICA - We Are The World
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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（10月24日）　

https://85358.diarynote.jp/201710240706549448/

【 泊原発 ０．０ ６ μ 】／【 札幌 ０．０ ５４ μ 】（＋４℃！）
。　（作業栗鼠１匹目）

2017年10月24日 労働／対価　 コメント (1)
　

　 　

　

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

おはようございます！

０６：５０です。

台風一過!?…で、札幌は晴天♪（＾＾）♪

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508796600/1011-0010-101000-
201710240710.gif?t=1508797264
（０７：００〜０７：１０）

ツンドラかシベリアかどっかから台風に曳かれてきた清涼な空気が満ちていて、

ピンと冷たくて、とても美味しい！（＾＾）！

こんな日には、きっと良いことがあるでしょう…♪

とりあえず、徒歩通勤、最高♪
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171024/85358_201710240706549448_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171024/85358_201710240706549448_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171024/85358_201710240706549448_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=MrHxhQPOO2c
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508796600/1011-0010-101000-201710240710.gif?t=1508797264


…と、思ったら…（〜”〜＃）★
　　↓

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

2017年10月23日（月）【当日】

　　　　　↑

…え”〜と！　を”〜ぃ…ッ!!!!　（今日、２４日ッ！★）

（…担当者が、昨日の台風疲れで寝坊しちゃったとか、そういう話…？？）

…外気温は
午前５時に＋５℃ありましたが、

午前６時に＋４℃まで下がってました…。（夜明けが遅くなったせい…？）

予報最高気温＋１５℃。降水確率１０％…。

地震マップ @eq_map · 1 時間1 時間前 

【M4.9】KURIL ISLANDS 49.0km 2017/10/24 06:26:19JST, 2017/10/23 21:26:19UTC
　　↑

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前
【最大震度1】(気象庁発表) 北海道東方沖 深さごく浅い M5.4 24日06時26分頃発生 

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年10月24日 05:03】

北海道地方では、引き続き２４日昼前まで強風に、太平洋側とオホーツク海側では、

引き続き２４日夕方まで高波に注意してください。

ホワイトフード @whitefood1 · 9 時間9 時間前 

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


10月23日21時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が22箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/922443201868267521

ホワイトフード @whitefood1 · 15時間15時間前 
10月23日15時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が81箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/922352420998463488

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【北陸地方 気象情報 2017年10月23日 16:01】

台風第２１号は、北海道の東で温帯低気圧に変わりました。２３日夜遅くまで、これ

までの大雨による土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水や氾濫、高波に警戒してくだ

さい。

特務機関NERV @UN_NERV · 18時間18時間前 
【台風21号推定・予報 2017年10月23日 14:43】
超大型の台風21号は、襟裳岬の南東約200kmを１時間に80キロの速さで北東に進んで
いるとみられます。

https://twitter.com/UN_NERV/status/922337551989350400

ホワイトフード @whitefood1 · 21時間21時間前 
10月23日9時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が631箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/922261734747914240

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
10月23日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/922236172528521216

 
 
 

https://twitter.com/whitefood1/status/922443201868267521
https://twitter.com/whitefood1/status/922352420998463488
https://twitter.com/UN_NERV/status/922337551989350400
https://twitter.com/whitefood1/status/922261734747914240
https://twitter.com/whitefood1/status/922236172528521216


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日7:27
　

2017年10月24日（火）【前日】

01:00 0.040 0.038 0.039 6 

02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00 0.037 0.036 0.037 6 
07:00 0.037 0.036 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.037 0.036 0.037 6 
10:00 - - - 0 
11:00 - - - 0 
12:00 - - - 0 
13:00 - - - 0 
14:00 - - - 0 
15:00 - - - 0 
16:00 - - - 0 
17:00 - - - 0 
18:00 - - - 0 
19:00 - - - 0 
20:00 - - - 0 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 
　　↑

【　欠測　】は、

「台風による？機器不具合」なのか、

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


「台風後遺症による職員欠勤」なのか、

「不検出」（？）以下の数値だった、ってことなのか…？？

（体感的にはたしかに低かった。）

…でも、積雪期には、０．２２とかの数値まで、計上してるよなぁ…？？

…ｗ（〜〜；）ｗ…？？
　

　



（10月24日）　アルパカ狼さんが心労多重発生でよれよれして可哀想。

https://85358.diarynote.jp/201710250715291495/

☆　追記ありｗ　☆⇒（１０月２４日分）　先ほど何とか終業。

(^_^;)

2017年10月24日 就職・転職 コメント (3)

先ほど何とか終業。(^_^;)（10月24日）
2017年10月23日 就職・転職 コメント (3)

頭痛がするほど眠かった。

(-"-;)
ストレス性の胃痛と吐き気で

目眩までする。(-"-;)

アルパカ狼さんが心労多重発生でよれよれして可哀想。

(;_;)

せめて私の『行方不明』まで重ならないよう、

同ビル内の異動で済むよう頑張ってみるけど、

キレたり切り捨てられたりした場合はごめんねぇ〜？★

(・ω・;)(;・ω・)

でも一筋の光明的なものは漸く見えてきたので、

（主観的にはまだ遠〜いけど！）

体調整えて、

猫かぶり頑張ります。

https://85358.diarynote.jp/201710250715291495/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710250715291495/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171025/85358_201710250715291495_1.jpg


(^_^;)

まぁ今日は、

軽く回遊してから帰ります☆

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月24日22:11

そうそう。ビクーニャさんが、やけに元気。？(^_^;)？

やっぱり『なかのひとジョイフル・シン』なの？

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月24日23:00

「違うぜ。

　通称ライフル・シン様こと

　本名ジョイスフル・シンシン様だｗ」

「ィエ〜イ☆」（狼さん）

ドンドンパフパフ〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪



参照⇒http://p.booklog.jp/book/112669/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　８－１　『 LONG WAY HOME 』 
http://p.booklog.jp/book/112669/page/3078140

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月24日23:04

てことで無事帰投。(^。^;)

神経衰弱とヒヨリミ感染風邪で熱まで出て来ましたが、帰りに少しだけどアルパカ狼

さんとお話しできたし、エルさんも観賞したので機嫌は良し。(^。^;)

買い物運もまぁまぁ。(^_^)v

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ま〜す☆

(^-^)g

https://www.youtube.com/watch?v=LizTDbjgatE
作業用BGM　3時間耐久〜創世のアクエリオン〜
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

file:///tmp/puboo/127518/455037/book/112669/read
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/112669/page/3078140
https://www.youtube.com/watch?v=LizTDbjgatE
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2017年10月25日10:50
　

OTL49さんがリツイート 
秋菜� @ev_Akina · 10月22日 

ネルフの面接

https://twitter.com/ev_Akina/status/922033321151946752
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日21:46
　

Lightworker @Lightworker19 · 10時間10時間前 

好きでもないことをやり続けていると段々腐ってきます。自分の人生の主人公は自分自身なん

です。

http://bit.ly/ZdwSXs
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月27日7:54
　

OTL49さんがリツイート 
Podoron @podoron · 10月25日 

　

イジメられている子供

イジメられたハンバーガー

どちらの為に声を上げますか？

バーガーキングのひねりの効いた「イジメ防止」CMが、とても素晴らしかったのでぜひ見て欲

https://twitter.com/ev_Akina/status/922033321151946752
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


しい。字幕付き。1/
https://twitter.com/podoron/status/923186835534344192

　　↑

誰も、救けてなんかくれない。

絶対に、だ。

立ち上がって自分で闘うか、

うずくまって孤立無援の詩集を詠むしか、ないんだ…

　えらべ。

　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710240903255107/
 
コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日9:10
　

cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 

群衆の中にあっても

孤独を守る人こそ、至高の人である。

エマーソン

　

 

https://twitter.com/podoron/status/923186835534344192
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


（10月25日）　「 週に ５日は 休みたい 」（バイトなしで原稿書きたい！）

https://85358.diarynote.jp/201710250729533856/

【 地震 】多発中／（ 札幌 ＋５℃。 ０．０ 38 μ ）。　（未しん
）

2017年10月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (5)
　

　 　

　

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

（承前）（＾＾；）

おはようございます。ＰＣ起こしたのは

１０月２５日の

０６時５５分でした。

（前項日付修正とプラスアルファやってて現在０７：２１。）

札幌は晴天♪（＾＾）♪

午前６時で＋５℃。無風。

一昨日の台風でぐずぐずいってた洗濯物が

昨日のうちにきれいに乾いていたので畳んで収納して、

かろうじてまだ陽射しが入る東の窓辺のストーブ前に布団を干しました〜♪

植木鉢群も今日は朝陽を浴びてるし♪

https://85358.diarynote.jp/201710250729533856/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710250729533856/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171025/85358_201710250729533856_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171025/85358_201710250729533856_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171025/85358_201710250729533856_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9RFYeH0bCRY


o（＾＾）o

がんばるぞ〜っっ♪

…とか言いつつ、現在もっぱら最大の悩みは、

「今週は３日しか休みがナイ！」

＜（〜”〜；）＞

…って、とこでして…★（いや、マジで！）（＾＾；）

「やること予定」を計算すると、本当に全く！

「時間がナイッ！★」と、叫ぶしか、ないんですね…。

…せめて、「週に５日は休みたい」（バイトなしで原稿書きたい！）

…てのが、切実な本音です…☆（＾＾；）★

「…早くニンゲンになりた〜い…ッ！★」

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月25日（水）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

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


地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M2.5】上川・空知地方 深さ5.1km 2017/10/25 08:24:03

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ54.5km 2017/10/25 08:11:04

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 津軽海峡 深さ約90km M3.3 25日02時56分頃発生 

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 胆振地方中東部 深さ約10km M2.3 25日01時34分頃発生 

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.5】国後島近海 深さ27.9km 2017/10/25 00:53:31

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M3.7】渡島半島 深さ147.9km 2017/10/24 22:48:54

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M3.0】青森県東方沖 深さ8.8km 2017/10/24 20:21:29

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.8】浦河南方沖 深さ38.9km 2017/10/24 20:03:24

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.8】十勝地方 深さ64.0km 2017/10/24 19:20:19

地震マップ @eq_map · 20時間20時間前 
【M2.5】北海道北西沖 深さ1.6km 2017/10/24 13:37:42

地震マップ @eq_map · 10月23日 
【M5.4】北海道東方沖 深さ5.0km 2017/10/24 06:26:15

地震マップ @eq_map · 10月23日 



【M4.9】KURIL ISLANDS 49.0km 2017/10/24 06:26:19JST, 2017/10/23 21:26:19UTC

OTL49さんがリツイート 
北大路公子 @kemedine · 10月21日 

おくさま、「台風21号、北海道では雨ではなく大雪」ですって！　台風で大雪です
って！　さあ皆様ご一緒に！

　台風で！　大雪！

…はぁ。…それが、なにか…？？
　

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日7:39
　

０

６１９…７７７☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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


2017年10月25日8:09
　

OTL49さんがリツイート 
AKI @NCEirth · 10月20日 

互いに対価を求めた生き方は「仕事＝対価（おカネ）を得る機会」故に、

仕事を手放す事ができない。

けれど誰もが自分の好きなことで、無償提供を行えば、

その循環で社会が回り、

誰もが仕事に依存しなくて済む。

この動きが世界中で始まっている。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日8:09
　

　　↑

https://twitter.com/NCEirth/status/921412660238827520
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月25日9:02
　

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

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月26日6:43
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/NCEirth/status/921412660238827520
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://www.youtube.com/watch?v=Be9w8KA-6CA
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2017年10月25日（水）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00 0.038 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 0.037 0.037 6 
09:00 0.037 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.036 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.037 6 
20:00 0.037 0.037 0.037 6 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 6
　

 



（10月25日）　宇宙は一度セントラルに吸い込まれて、再び別次元に現れるでしょう
。

https://85358.diarynote.jp/201710251912374304/

「逆もまた「真クン」なり…。」　（＾＾；）

2017年10月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=AzqNriWwbD0
PITBULL - Remixed (Mixed By DJ Teapot) 

http://p.booklog.jp/book/118152/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－６

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年６月） 

＞閲覧数：1

速すぎ！！！！ｗｗ（＾◇＾；）ｗｗ

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161980
復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 

どっちも「６月１５日」まで、やりました…。

（発掘副産物）

　　↓

2015年6月14日9:03
Lightworker @Lightworker19 · 17時間17時間前 

地球を含む宇宙は、一度セントラルに吸い込まれて、再び別次元に現れるでしょう。

この時には、それぞれの選択が明確な現実となって現れます。http://bitly.com/1z7zl7v

Lightworker @Lightworker19 · 17時間17時間前 
リラ人は、もともとアリャン人でした。アリャン人は、プレアデスと アンドロメダに

https://85358.diarynote.jp/201710251912374304/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201710251912374304/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171025/85358_201710251912374304_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=AzqNriWwbD0
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/118152/read
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/116517/page/3161980
http://bitly.com/1z7zl7v


残された民族です。人間型人種は、この地域からのDN Aから来ています。古代のリラ
人は、タイタン（Titan）です。巨人の ビッグフットは、リラ人の子孫です
。http://bit.ly/14bM0qs

…う”〜む…（－－；）…★

（以下、先にやった作業）

　　↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「今生こんなにカヨワイ（可愛いけど！）外形では、

　私の『対被曝（疑似核戦争）サバイバル』の『役に立たない』じゃないか！」

…では、なくて…（＾＾；）…☆

「アルパカ狼さんの装備がこんなに軽装（？）ってことは、

　私の今生にこれ以上の荒っぽい『サバイバル』シーンは、『来ない予定』。」

…って、ことなんだな…！（＠□＠）！

…って、さっき昼寝から覚める時に、とうとつに気がついていましたよと…。

（＾＾；）

だって今生のアルパカ狼さん、どう見ても「非・戦闘員」だけど、

「とっても出来のいいビジネス上司」モードだし！

その素晴らしい仕事っぷりを見るからに、

「企業の人事部長やらせたら右に出るものなし！」

って感じだし…（＾０＾）ｇ

http://bit.ly/14bM0qs


（※自分のシゴト干されて「拷問され中」に、ナニやってるかって…

　「前世の恋人」（だったという妄想相手の）観察観賞だｗｗｗ）

…私と別行動、「するつもりはない」んだろうし…（＾＾；）…。

ってことは、むしろ逆算すべきだったんだよ。

「アルパカ狼さんの準備している方向が、私の予定針路だ。」って…ｗ

…だって、

「夢で視た」「狼さんが運転してくれてる銀色の自家用車が空を飛ぶ」

時代は…

まだまだ先かと思っていたら、実現、近そうだし。ね…？？

…ｗ（＾＾；）ｗ…

　　↓

広大な宇宙に生まれた地球人 @TsukasaN0214 · 19分19分前 

トヨタの空飛ぶ車プロジェクトが早期テストフライトを実施 – TechCrunch Japan 
https://twitter.com/TsukasaN0214/status/923122438476464128

車JDM画像 @qR3vbqCwyJksXsw · 3時間3時間前 

いよいよバイクが空を飛ぶ時代に #空飛ぶバイク #ドローン
https://twitter.com/qR3vbqCwyJksXsw/status/923085033262292992

https://twitter.com/TsukasaN0214/status/923122438476464128
https://twitter.com/qR3vbqCwyJksXsw/status/923085033262292992


宮島正 @yasuokajihei · 12時間12時間前 

ラリー・ペイジ氏出資の「空飛ぶ車」、2017年内に発売へ - CNET Japan
http://dlvr.it/NzGQWg
https://twitter.com/yasuokajihei/status/922948858375577600

気になる車・バイク動画 �� @gooauto · 10月18日 

スーパーカーのパトカー軍団で有名な

ドバイ警察が、今度は

空飛ぶ白バイ「スコーピオン」を!?
https://goo.to/article/261479 
#スコーピオン #ドバイ警察
https://twitter.com/gooauto/status/920646028746825728

場所は、日本だった。

関東かと思っていたら、あれは「札幌郊外」なのか…。

私は「自然食とかエコとか自立支援とかの」チェーン店のオーナーで…

アルパカ狼さんがつきっきりで、「空飛ぶ銀色の車」の、運転してくれてた♪

（※「その夢を視た」のはもうウン十年前。百草園で。）

https://www.youtube.com/watch?v=7dVfBxQUq-I
とある科学の超電磁砲のsisters noise 1時間耐久

http://dlvr.it/NzGQWg
https://twitter.com/yasuokajihei/status/922948858375577600
https://goo.to/article/261479
https://twitter.com/gooauto/status/920646028746825728
https://www.youtube.com/watch?v=7dVfBxQUq-I


さて。定例の「発掘作業」をやってきまーす…☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

★曲は良いけど、動画が精神衛生によろしくナイ★（－－＃）★

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=U5rGRte3hzs
Car Music Mix 2017
Best Electro Bass Boosted & Bounce Music 
Best Remix of Popular Songs 2017
 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月26日6:35
　

＞閲覧数：28

早速のお立ち寄り、ありがとうございます。（＾＾；）

…てか、真夜中にナニ変なもん読んでんですか…ッ☆

ｗ（＾□＾；）ｗ

　

　

https://www.youtube.com/watch?v=U5rGRte3hzs
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月26日7:03
　

ごめん。兄様。（＾＾；）

あらためてよく読んだら、イメージ合うのはむしろこっちだった？

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A6%E7%A4%AC%E6%9F%98%E6%A6%B4%E7%9F%B3
＞パイロープ

＞名称はギリシャ語の炎のように燃える赤を意味し、ろうそくの明かりにかざしたときの色に由

来する。

でも「音」は「アルマンディン兄様」のほうが響きが格好いいから、いいよね…？？

ｗ（＾□＾；）ｗ…

＞硬度の高さから「金剛砂」という粉末状の研磨剤として利用されることが多い。

＞粒子の細かい柘榴石は、比較的安価にかつ大量に採掘できることから、紙やすりなどに利用さ

れる。

【研磨剤】！

まさにぴったり！…ｗｗｗｗｗ
　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A6%E7%A4%AC%E6%9F%98%E6%A6%B4%E7%9F%B3


（10月26日）　その足で大地を踏みしめ、人生を生きろ。

https://85358.diarynote.jp/201710260650092039/

（ 札幌 ０．０ 38 μ 。＋８℃ ）／北海道米をDNA検査したと
ころ、32%が北海道以外のお米だった！　（未中津）

2017年10月26日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg
Dean Fujioka - History Maker (Yuuri!!! on Ice opening) 10 hours 

あらためまして、おはようございます。（前々項コメント欄参照）

０６：３６です。

（再掲）

　　↓

http://p.booklog.jp/book/118152/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－６

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年６月） 

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161980
復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 

どっちも「６月１５日」まで、やりました…。

早速のお立ち寄り、ありがとうございます。（＾＾）♪

https://85358.diarynote.jp/201710260650092039/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710260650092039/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171026/85358_201710260650092039_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171026/85358_201710260650092039_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171026/85358_201710260650092039_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/118152/read
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/116517/page/3161980


さて今日は３連「休」の２日目。

「休」みといってもバイトに逝く日よりもむしろ作業予定は山積みなんですが…

おおざっぱに今日の予定と明日の予定を立てておりましたら、本日の当たるも八卦なａｕ星占い

さんが、

明日の外出予定を今日にしたほうが良いような？ことを書いている…

…（＾＾；）…たしかにお天気最高…！

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508968200/1011-0010-101000-
201710260650.gif?t=1508968856
（０６：４０〜０６：５０）

…ということで、予定は勘案中で、未定です…☆

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月26日（木）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

札幌は午前６時で＋８℃。ほぼ無風。朝焼けの太陽光線が美しい…！

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 10月11日 

問題は今どうするかだ。

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508968200/1011-0010-101000-201710260650.gif?t=1508968856
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


生きて帰りたければ逃げちゃだめだ。

もっと旅を楽しめ。

その足で大地を踏みしめ、人生を生きろ。

映画：ゼロ・グラビティ

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年7月30日 

自らの行動の価値を最大化するため努力すべき。

スティーヴン・ホーキング

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M2.5】十勝地方 深さ117.9km 2017/10/26 05:52:26

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M2.8】根室地方 深さ99.7km 2017/10/26 02:54:04

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M2.5】弟子屈付近 深さ157.5km 2017/10/26 00:34:17

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M2.5】青森県東方沖 深さ67.9km 2017/10/25 22:46:50

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M2.6】青森県西方沖 深さ3.0km 2017/10/25 22:14:30

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M2.5】上川・空知地方 深さ5.1km 2017/10/25 08:24:03

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ54.5km 2017/10/25 08:11:04



OTL49さんがリツイート 
原発再稼働で日本は終わる @kinmiraixx · 17時間17時間前 

【産地偽装】保育園の北海道米をDNA検査したところ、32%が北海道以外のお米だ
った！しかも、セシウム134も検出！ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2583.html …
　これ、北海道米のなんて品種で表示してたのかな　怖いなあ　８品種もDNA 検出な
んて。

https://twitter.com/kinmiraixx/status/923089252853755904

しんちゃんさんがリツイート 
新井 哲雄 @F6Y2i6qcSwsG4qu · 10月23日 

「日米地位協定を変えようとする政治家は必ず失脚させられるが、私はそれをやり

たい」

〜立憲民主党・荒井聰候補（北海道3区）が表明！

「安倍総理の本当の狙いは緊急事態条項だ」とも指摘！

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/402165 … @iwakamiyasumiより
https://twitter.com/F6Y2i6qcSwsG4qu/status/922279949628686336

https://www.youtube.com/watch?v=CdFdQnRB4go
自由への扉　（塔の上のラプンツェル） 

 
 
 

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2583.html
https://twitter.com/kinmiraixx/status/923089252853755904
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/402165
https://twitter.com/F6Y2i6qcSwsG4qu/status/922279949628686336
https://www.youtube.com/watch?v=CdFdQnRB4go


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月27日6:50
　

2017年10月26日（木）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 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 0.037 6 
08:00 0.038 0.038 0.038 6 
09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.038 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.037 0.037 0.037 6 
16:00 0.037 0.037 0.037 6 
17:00 0.037 0.037 0.037 6 
18:00 0.037 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.037 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.036 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.037 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.037 0.037 6
　

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


（10月26日）　１－２．　碧葉国の物語。

https://85358.diarynote.jp/201710261945529065/

１－２．　碧葉国の物語。

2017年10月26日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=cjpjxy9vMGE
前前前世

投稿用！ひみつ作業中〜☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ここまでざくざく（あらすじ）書いた。（＾＾）

１－２．　碧葉国の物語。

１－２－１．　災厄の平石。

１－２－２．　大寒冷。

１－２－３．　胎卵の一族。

１－２－４．　碧葉の樹の国。

１－２－５．　王国の乱立。

https://85358.diarynote.jp/201710261945529065/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171026/85358_201710261945529065_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171026/85358_201710261945529065_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171026/85358_201710261945529065_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=cjpjxy9vMGE


　

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
ひみつ日記

　

　

１－２．　碧葉国の物語。

１－２－１．　災厄の平石。

《神殺し》たちが数を増やし、姿を増やし、棲む領域を広げに広げたある時。

天空を斜めに切り裂き、燃えさかる大きな平石が墜ちてきた。

平石は燃えさかりながら斜めに墜ちて荒れ狂う北の海面に当たり、墜ちた勢いのままに斜めに

二度、三度と飛び跳ねて斜めに進んだ。

大いなる壁のごとき大波が起こり、《神殺し》たちとその眷属とその敵とを全て一息に飲み干

した。

飛び跳ねつくした平石は陸に当たって止まり、大いなる熱を発して大地を熔かした。その後へ大

波が襲い掛かった。

１－２－２．　大寒冷。

波は久しく荒れ狂い、空は暗く荒れ狂い、長く寒い時代が続き、《神殺し》たちは溺れ、餓え、

冷えて死んだ。生き残る者は互いにあい喰み、強い者だけが残った。

ようやくに天が開き陽光が戻った時、《神殺し》たちにはほとんど雌と子どもが残らなかった。



ようやくに地が乾き埋もれた平石の周りが冷えた時。

そこから出て来た者たちには、雄がいなかった。

１－２－３．　胎卵の一族。

大いなる燃える平石を《ほしのふね》と呼ぶ雌たちは、《神殺し》たちと取引をした。

交わって、卵を産もう。産んだ卵を温めて、孵そう。

無事に生まれた２つまでは《神殺し》に与えよう。

そして３つから後は《ほしのふね》に貰う。と…。

墜ちてきた雌たちは胎の袋で大いなる卵を孵した。

《神殺し》たちは産まれ育てられ知恵を授けられた仔を得て再び増え、《ほしのふね》の子孫た

ちも、やがて地に増えた。

１－２－４．　碧葉の樹の国。

《ほしのふね》の子孫たちはやがて地に増え、《ほしのふね》の落ちた周りには大いなる異種の

樹林が育った。

子孫たちはその森を《碧葉》と呼び、自らの領土を《碧葉国》と号した。

１－２－５．　王国の乱立。



《神殺し》たちにはそれまで《　国　》という知識がなかった。

壁を築き、名を名乗ることを羨み、次々に《　国　》が開かれた。

やがて地が動き、気候が動き、冷えた土地から胎から仔を産む者たちが移動してきた。

国の数は増え、民も増え、それぞれ栄えた。

 



（10月26日）　１－３．　谷の一族。

https://85358.diarynote.jp/201710262023453159/

１－３．　谷の一族。

2017年10月26日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=aL4JQ9cIsCM
Mike Oldfield - The Songs Of Distant Earth 

１－３．　《　谷の一族　》

１－３－１．　横穴の民。

１－３－２．　教えの《谷》。

１－３－３．　凍死と養子。

１－３－４．《帝国》の成立。

　

　

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
　

ひみつ日記

　

１－３．　《　谷の一族　》

１－３－１．　横穴の民。

ある時、《神殺し》たちは棲むことを好まぬ《実のならぬ大樹の森》の谷に、いちどきに大勢の

異形の民がやってきた。

https://85358.diarynote.jp/201710262023453159/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=aL4JQ9cIsCM


二本の足、二本の腕だが、尾はなく、顔は平たく、牙もなく、毛皮もなくて、羽もなかった。

股の穴から仔を産んだ。とにかく数が多かった。

彼らは海の向うではなく、背骨の山の《谷の穴》から出たと称した。

１－３－２．　教えの《谷》。

彼らはそのまま《実のならぬ谷》に棲みつきたいと申し出たので、《神殺し》の王たちは嘲笑し

て許可した。

「虫も獣も果実もない土地ぞ。その人数で、なにを食する？」

民たちは地を掘って虫を捜し出し、川を漁って魚を獲った。

木片で火を起こし、火炎を自在に操った。

《神殺し》たちは仰天して、その技に感嘆し、教えを請うた。

「谷の土地は貸してやる。代わりに、知恵の技を教授せよ。」

そのため《谷》の一族は《教えの民》とも呼ばれ、あらゆる知恵を授けるために、《神殺し》た

ちが棲む土地へ、入れ替わりで訪れ、旅をした。

１－３－３．　凍死と養子。

地は動き、地は裂け、時は移り、命も入れ替わった。

ある時、短い大寒冷が訪れ、卵の者らは跡継ぎを失った。

胎から仔を産む者らだけが残った。



卵の者らは胎仔の者から養子をとり、それぞれの文字や領土を遺した。

《谷》の一族から幼い仔を迎える国も多く、やがて大陸の南のなかばは股の穴から赤子を産む者

らで満ちた。

１－３－４．　《帝国》の成立。

《谷》の者らは無用の争いを好まぬ民だったが、幼くして《神殺し》の養子とされた者らは戦上

手となることを望まれた。

《谷》の血筋だが《神殺し》の習俗を身に着けて育った者らは、知恵と野蛮を合せ持ち、姦計を

巡らし権力をあい争い、国を盗り、権力を育てた。

やがて、血にまみれた王のなかの王が勝ち残り、《帝国》と号した。

《谷》の一族は、《帝国》への臣従を誓った。

 



（10月26日）　１－４．　《月女神》　信仰。

https://85358.diarynote.jp/201710262147509109/

１－４．　《月女神》　信仰。

2017年10月26日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=hD4KMp22jBg&list=RDaL4JQ9cIsCM&index=3
Jean Michel Jarre - Oxygen II
　

１－４．　《月女神》信仰。

１－４－１．《時の横穴》

１－４－２．《月女神殿》

１－４－３．《月女神》信仰。

１－４－４．　女剣士（ルワ・ヘルマ）と女騎士（ルワ・ブラダ）。

１－４－５．　巫女戦士。

１－４－６．　月女神、去る。

　

　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　

 
 
ひみつ日記

　

　

１－４．　《月女神》信仰。

https://85358.diarynote.jp/201710262147509109/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=hD4KMp22jBg&list=RDaL4JQ9cIsCM&index=3


１－４－１．　《時の横穴》

地は動き、山は育ち、陸は広がり、草木は生えた。

《神殺し》の帝国は気候の温暖な大陸の北の平原に栄え、冷涼で急峻な南の山地には、《谷》か

らの移住者と、ひとまとめに《他族》と呼ばれる者らが、まばらに棲んでいた。

ある時、ふさがれたはずの《谷の横穴》に女が墜ちて戻らぬ事変があった。

月女神レリナルが天より降り来たりて穴をふさいだ。

「地が動き、蓋がずれた。」と。

１－４－２．《月女神殿》

横穴をふさぎ、見張りの銀の城砦を築き、そこに月女神は住まった。

《谷》の人々はこれを月女神殿と呼び、畏れ敬った。

《神殺し》の一族はこれを心苦く思ったが、帝国版図より遠き南の山塊のことであったゆえ、あ

えて捨て置いた。

１－４－３．《月女神》信仰。

それまで《神》を持たずにいた《涙滴大陸》の者らはこれを奇に思い、畏れ敬った。

月女神はまたすべての雌と女たちの守護者であるとされ、子宝や離縁を望む者らが遠方より訪

れた。

１－４－４．　女剣士（ルワ・ヘルマ）と女騎士（ルワ・ブラダ）。



月女神と神殿を詣でる者らを護るために女の剣士と女の騎士がうまれた。

それまで《帝国》において雌と女は泣きながら男に犯され男の子どもを産み育てる為の存在であ

って決してそれ以上ではなかったが、女剣士と女騎士らが男と互角に闘い得ることを見て、人々

の心が変わった。

月女神の守護を受けた女は、すべての男が定める掟から放たれて自由となる、という不文律が創

られた。

初代の女騎士（ルワ・ブラダ）の名をリリィ・カタナンという。

奇しくも、時の横穴に墜ちて死んだ者の一人娘で、《谷》と《碧葉》の血を持ち、金の髪に金の

瞳の、白い肌の細い姿であった。

１－４－５．　巫女戦士。

《谷》と《帝国》の契約に基づいて献納戦士となった女が、男の戒律を反故にするため月女神に

誓いを立て、初の巫女戦士となった。

名をハユンのアマラーサ。

大旱魃に際して《谷》の水霊を救い出し、涙滴大陸を護った。

１－４－６．　月女神、去る。

大地鳴動し、山脈が隆起した。

「人族は二度と再び横穴に近づけぬ。」と、銀月女神は地界を去った。

女神が残したミトラの教え（三親の法）だけが残り、広く帝国に流布された。

　



（10月26日）　１－５．　《鱗の民》 と 《谷》の終焉。

https://85358.diarynote.jp/201710262217489045/

１－５．　《鱗の民》 と 《谷》の終焉。　

2017年10月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (9)
　

https://www.youtube.com/watch?v=BUB-TBPjPeM&list=RDaL4JQ9cIsCM&index=15
Mike Oldfield - Tubular Bells II & III Live (1999) 
　

！（＾＾）！

本日の予定！

『《涙滴大陸》帝国史』（前期）（あらすじ）終了〜♪

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１－５．《鱗の民》 と 《谷》の終焉。

１－５－１．《鱗の民》

１－５－２．《谷》の焼失。

１－５－３．《帝国》の復仇。

１－５－４．　流転と回生。

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　

 
 
ひみつ日記
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https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
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https://85358.diarynote.jp/201710262217489045/
https://www.youtube.com/watch?v=BUB-TBPjPeM&list=RDaL4JQ9cIsCM&index=15


　

　

１－５．《鱗の民》 と 《谷》の終焉。

１－５－１．《鱗の民》

いつの頃からか帝国の海辺に白い鱗の一族が棲みつき、次第に増え始めた。

彼らは一見柔弱であり狡知に長け、海産物と陸産物との交易で富を得ていたが、《谷》と《帝国

》との協和と繁栄を妬み、大陸上をも海族の版図とせんと企んでいた。

１－５－２．《谷》の焼失。

ある時、帝家の後継争いの機に乗じ、帝都帝城は滅ぼされ、《谷》にもまた大火が放たれた。

１－５－３．《帝国》の復仇。

鱗の呪師が放たれ、雨風が続き、大陸は泥に呑まれかけたが、帝家唯一の生き残りの皇子が軍を

たて応戦し、これを防いだ。

１－５－４．　流転と回生。

やがて鱗の者のみが死に至る流行り病が流れて、あっけなく騒乱は収まった。

復仇の皇子が新帝家を築き、これより帝国は大陸全土を版図とするに至った。

　

　

　

 

コメント



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月26日22:49
　

０

６１９

８８８…♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月26日22:59
　

…ふはははははは…ッ★

http://85358.diarynote.jp/201506181056235237/
2015年6月20日9:01
Lightworker @Lightworker19 · 5時間5時間前 

チェルノブイリ住民たちが、多くの“時空の穴”現象を体験して、２世紀前の帝政ロシア時代や、１
世紀半前のナポレオン戦争時代の、過去の光景を覗き見たことが記録されていた。また、住民が“
時空の穴”に踏み込んだまま戻ってこなかったケースも…　
http://bit.ly/1CiOO4E
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月26日23:32
　

時間が余った。（＾＾；）ので、

これ「６月２０日まで」やってました。

http://p.booklog.jp/book/118152/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－６

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


（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年６月） 

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161980
復讐は、ビシソワズ。　（二年目）

　

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月26日23:37
　

おやすみなさーい…！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月27日9:37
　

中津川　昴 @subaru2012 · 10月23日 

宇宙では何があるかはわからない、分かっているのはある短い期間、地球という惑星は365日とい
う周期で、適度な距離を好転しながら太陽の行く方向に付き従っているということ。一寸先は闇

だけど、その全てを太陽が照らし出してくれるから、地球は毎日平穏なのかもしれない。

中津川　昴 @subaru2012 · 10月23日 

例えば、太陽がある時期、極端に暗くなって、地球にもたらされるエネルギーの総量が半減した

らどうなるだろうか、もしくは地球の公転軌道がやや外側に膨らんだら平均気温はどうなるだろ

うか、一年が365日ではなくなったら、ちょっとした混乱が起きそうだ、ライフサイクルの激変に
つながる

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月27日9:38

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/
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０６１

９９１１…。
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月27日10:15
　

中津川　昴 @subaru2012 · 10月21日 

南極海に出現した「巨大な穴」の謎　潜水ロボットが調査中 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャ
パン）

https://twitter.com/subaru2012/status/921806600045596673
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月27日10:39
　

中津川　昴 @subaru2012 · 10月18日 

【マヂですか？】

https://twitter.com/subaru2012/status/920555942390808576
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月29日8:51
　

進化実験 @minnanosinka · 1時間1時間前 

412 この辺りから（　４２億６０００万年前から）約１０億年かけて、地磁気と地球環境の安定
がはかられた。４０億年前の頃には、地磁気が安定していなかったので、地上の何処でもオーロ

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/subaru2012/status/921806600045596673
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/subaru2012/status/920555942390808576
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


ラが観測されていた。発光現象に近い、爆発の様なオーロラ。

RINBE @kikyoya_rinbe · 22時間22時間前 

「ダイナミックな地球」三巡目読了。284頁
 
「現在の人類文明が地磁気の逆転を経験する可能性は大いにある」

 
これ気になるなぁ。「人類の祖先も経験」とあるけど、

「地磁気の大変動が、現在のような電気に依存した文明に対して甚大な影響を与えるだろう」程

度で済むのだろうか。

　

　

 



（10月27日）　部屋の中のエントロピーが減らない…

https://85358.diarynote.jp/201710270700485916/

札幌は晴天♪　気温５℃♪　０．０３８μ♪　（未JUMP）

2017年10月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

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

おはようございます♪　０６：３９です♪

天国な３連休の最終日。心身ともに堅調♪

札幌は晴天♪　気温５℃♪　０．０３８μ♪

（＾ｗ＾）ｇ

予定は家事の残り（いつも後回しな台所！）と、外回り全般です。忙しいです。

（＾＾；）

さくさく出発進行〜！

…ところで謎なんですけど。（＾＾；）

なに？このダウンロード数…？？

http://p.booklog.jp/book/20016/read#none
Tokileaks 

https://85358.diarynote.jp/201710270700485916/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710270700485916/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171027/85358_201710270700485916_1.jpg
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土岐真扉のネタばれ注意報〜☆ 
無料　 小説・ノンフィクション （ SF , エッセイ・インタビュー ） 
31ページ
176ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：7,346

http://p.booklog.jp/book/20783/read
Tokipedia　[ II ] 
『リステラス星圏史略』辞典　〜地名・国名・組織名〜 
無料　 小説・ノンフィクション （ SF , 歴史·時代 ） 
17ページ
35ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：4,245

…けっこう皆さん、こんな作者にしか意味わかんないよーな「ラフ書き」だけでも楽しんで？い
ただけているようで…、

なによりでございます…？（＾＾；）？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月27日（金）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

file:///tmp/puboo/127518/455037/book/20783/read
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【札幌 厚別区でアパート火災 幼い子ども１人亡くなる】

札幌市厚別区でアパート火災幼い子ども1人亡くなる。
https://twitter.com/UN_NERV/status/923366263505567744

…札幌各地、最近、やけに火災が多い…（－－；）…？？

中津川　昴 @subaru2012 · 34分34分前 

【生産現場でのセキュリティは厳しくしても、事件は起こってしまうのか】

函館でも サケ96匹腹割かれる | 2017/10/27(金) - Yahoo!ニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/923682067660939264

　　↑

夏に畑を荒らした奴と、同一犯？

★（＝＝＃）★

チャーリー Lv51） @charlie24K · 20時間20時間前 

上川地方のこれって、前震ちゃうかー？

https://twitter.com/charlie24K/status/923398173631979520

中津川　昴 @subaru2012 · 10月25日 

温帯低気圧(元台風21号)がカムチャッカ半島東方沖で再発達、中心気圧が936hPaまで
急降下中、北米へ移動中。

https://twitter.com/subaru2012/status/923132719176998912

https://twitter.com/UN_NERV/status/923366263505567744
https://twitter.com/subaru2012/status/923682067660939264
https://twitter.com/charlie24K/status/923398173631979520
https://twitter.com/subaru2012/status/923132719176998912


チャーリー （Lv51）さんがリツイート 
Tabatha @araran100 · 10月25日 
Eスポシーズンでもないのに、全国的にEスポが発達。特にひどいのが、稚内。稚内は
Eスポ発達すると揺れる傾向がありう、大きめ注意。NICTのEs層臨界周波数折れ線グ
ラフ　Eスポの発達がわかります。
https://twitter.com/araran100/status/923194283087118339

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
紙ふうせん〜 @zHhhfpFHQhLVglU · 10月25日 
#Eスポ

真っ赤!!平成29年10月25日21:15
Eスポ北海道周辺と東北周辺と
注意かしら？

https://twitter.com/zHhhfpFHQhLVglU/status/923163046800900096

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 10月25日 
道東から関東まで流れる赤。

TEC変動成分ではよくあるけど、全電子数では珍しい？
やな感じねー!?
https://twitter.com/charlie24K/status/923096272549982208

チャーリー （Lv51） @charlie24K · 11時間11時間前 

部屋の中のエントロピーが減らない…
増大するばかり

ｗｗｗｗｗ

 
 

https://twitter.com/araran100/status/923194283087118339
https://twitter.com/zHhhfpFHQhLVglU/status/923163046800900096
https://twitter.com/charlie24K/status/923096272549982208


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月27日8:00
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
キャプテンゴメス @gomespiroshiki · 21時間21時間前 
キャプテンゴメスさんが47NEWSをリツイートしました
　

「ベルサイユのばら」連載時に読者から「オスカルが着ている軍服はフランス革命以後の軍服で

時代設定と合わないですよ」という投書がマーガレット編集部に届き、作者から「たしかに時代

が違いますが見栄えを優先してこちらを使用しました」とコメントが出された

その投書をした人が誰あろう篠沢教授

https://twitter.com/gomespiroshiki/status/923371839887306752
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月28日7:17
　　↑

あっ★入れるとこ間違えた！（＾＾；）！

（前項の下に入れたかったのね〜☆）

2017年10月27日（金）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.037 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.038 6 
08:00 0.038 0.037 0.038 6 
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09:00 0.038 0.037 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.038 6 
11:00 0.037 0.036 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 
14:00 0.038 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.037 0.037 6 
16:00 0.037 0.037 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.037 0.037 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.037 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.038 6
　

 



（10月27日）　Coopで餃子が半額でしたよ！

https://85358.diarynote.jp/201710270918012945/
　

コメント 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月27日21:30
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

画竜点睛は欠いたし作業予定の目標未達ですが、数年来の懸案事項が２つまとめて片付いて、

家賃とガス代も振り込んで来たし、

 
札幌に来てからできた唯一の友達と言っても過言ではない(^_^;)道すがらの犬さんが
待ちわびてくれてたのへ動物整体して老化による体調不良を改善してあげられたし、

 
紅葉も終わりの森林公園をのんびり歩けて、源泉かけ流しもわりとすいててのんびりつかれまし

たし…♪

穏やかで良い一日でした。

o(^-^)o

そうそう！

Coopで餃子が半額でしたよ！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

３０個も！買っちゃった〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

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


（そして帰り道で…歩きながら…既に半分喰ったｗ）

明日からの再びパワハラ地獄に備えて、早めに寝ます！

　

 



（10月27日）　まさに「 マシカの髪の色 」！（＾０＾）！

https://85358.diarynote.jp/201711012223572354/

まさに「マシカの髪の色」！（＾０＾）！

2017年10月27日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　 　

　

（１１月１日追記）

アップするの、忘れてた〜☆？

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月27日21:30

先ほど無事帰投。(^o^)／

画竜点睛は欠いたし作業予定の目標未達ですが、数年来の懸案事項が２つまとめて片

付いて、家賃とガス代も振り込んで来たし、札幌に来てからできた唯一の友達と言っ

ても過言ではない

(^_^;)道すがらの犬さんが待ちわびてくれてたのへ動物整体して老化による体調不良を
改善してあげられたし、紅葉も終わりの森林公園をのんびり歩けて、源泉かけ流しも

わりとすいててのんびりつかれましたし…♪

穏やかで良い一日でした。

https://85358.diarynote.jp/201711012223572354/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201711012223572354/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171101/85358_201711012223572354_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171101/85358_201711012223572354_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171101/85358_201711012223572354_3.jpg


o(^-^)o

そうそう！

Coopで餃子が半額でしたよ！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

３０個も！買っちゃった〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

（そして帰り道で…歩きながら…既に半分喰ったｗ）

明日からの再びパワハラ地獄に備えて、早めに寝ます！

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日22:32
　

厚別の森林公園。みずほ池。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日22:38
　

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


これに入れといた。♪

　　↓

http://p.booklog.jp/book/103201/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル

　４－１　『山百合と銀の楡』

　

 



（10月28日）　本日の厄日決定！

https://85358.diarynote.jp/201710280722451845/

（札幌、＋４℃。 ０．０ 39 μ ）。　（未達）

2017年10月28日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=I3fgS7zi2hg
陣内大蔵-新しい風 

少し遅め？の、おはようございます。

まず昨夜早目に！（２３時に）就寝する際に、ちゃんと明日の目覚まし時計の針は午前５時にセ

ットした…
んですが。

（＾＾；）

針はセットしたけど、スイッチ上げるの忘れてて、

予備の携帯のめざまし音のほうでハッと覚めたのが午前５時半。（＾＾；）

まぁ波乱含みの幕開けで、本日の厄日決定！って感じなんですが…。

んで、例によって「連休中にやっとけ！」と嘆きながらゴタゴタの台所を制限時間内でできる範

囲内で片づけて…。

（＾＾；）

ＰＣ起こしたのは０６：５５でしたが、

https://85358.diarynote.jp/201710280722451845/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710280722451845/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171028/85358_201710280722451845_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171028/85358_201710280722451845_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171028/85358_201710280722451845_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=I3fgS7zi2hg


再び例によって連休中にやり忘れていた雑用に時間をとられて、

現在すでに０７：１０…。

空気清涼。午前６時で４℃？　無風。晴天。

徒歩通勤、決定♪

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月28日（土）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.038 6 

02:00 0.039 0.038 0.038 6 

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

再び地獄のパワハラ（「仕事をさせない」拷問）連勤再開。（－－＃）

アサッテ何らかの返歌があるはずですが…

異動できないなら、もう辞めるし！

　　↑

（実のところそんなコト言ってられるような経済的余裕はナイ…死活問題！★）

…ｗ（－－＃）ｗ…

…ってことで、どちらに転ぶにしても、最期の胸突き坂です。

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


がんばります…。

ｗ（－－＃）ｗ…

https://www.youtube.com/watch?v=s_TSEBlKNZw
陣内大蔵 - 空よ（刑事貴族2　エンディングテーマ）

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M4.4】北海道南東はるか沖 深さ65.8km 2017/10/28 06:08:21

地震マップ @eq_map · 13時間13時間前 
【M4.9】KURIL ISLANDS 67.4km 2017/10/27 18:38:39JST, 2017/10/27 09:38:39UTC

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.7】根室半島沖 深さ41.3km 2017/10/27 15:27:29

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.6】十勝地方 深さ98.0km 2017/10/27 15:19:02

地震マップ @eq_map · 18時間18時間前 
【M2.7】根室地方 深さ152.7km 2017/10/27 13:34:09

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.7】胆振地方 深さ140.6km 2017/10/27 13:18:54

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.7】十勝地方南東沖 深さ87.5km 2017/10/27 07:55:15

 
　

　

 
 

コメント

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月28日23:03
　

現在１３℃！(‾○‾;)？
でも北風。しかも強風。

でも低ベクレ…０．０３９μ。

？？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月29日7:02
　

2017年10月28日（土）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.038 6 

02:00 0.039 0.038 0.038 6 

03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.038 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.037 6 
12:00 0.038 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.037 0.036 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.037 0.037 0.037 6 

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


19:00 0.038 0.036 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.037 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.037 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6
　

　



（10月28日）　『 命崖 』な毎日…。(^_^#)

https://85358.diarynote.jp/201710280824194635/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月28日14:37
　

安いので常備していた大阪メーカーの小麦製品のベクレが急激に酷くなった。(∋_∈)

原料は変わってない。

汚染は水。(ToT)

もう買えない。（＞＜。）。。

札幌の『どんぐり』の黒糖蒸しパンは一旦くるみベクレが酷くなって諦めたが、

道産？の甘納豆？に切り換えてくれたので美味しく完食♪

o(^-^)o

『命崖』な毎日…。(^_^#)
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月28日14:40
　

『迷惑メール』レポート本日はイキナリ１２件とか。(-_-#)

派遣会社か…(-_-#)
　

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


　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月29日6:52
　

〜０６１９９６６、

＞０６２０００９．☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月29日7:24
　

cmk2wlさんがリツイート 
annualleave.link @Annualleave_jpn · 10月27日 
annualleave.linkさんがcmk2wlをリツイートしました

社畜するかテレビ見るかみたいな人生なら、すぐ頭悪くなりそうな感じがするわ…

一息ついて自分で落ち着いて考えたりする事が無さそう。仕事も情報もひたすら受け身で…
https://twitter.com/Annualleave_jpn/status/923917560009039872
　

　　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月29日7:26
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年5月29日 

でも、ようやく本質が分かった気がする。

【1日平均 5時間のテレビ視聴中毒】で、自分で何かを考えることは殆どないのだと。

言説の受け売りか、誘導された批判や、形を変えたプロレスの応援をしているだけなんだと。

https://twitter.com/cmk2wl/status/736847840333287424
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/Annualleave_jpn/status/923917560009039872
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https://twitter.com/cmk2wl/status/736847840333287424


（10月28日）　（晴れ時々アルパカ天国！）

https://85358.diarynote.jp/201710290653348102/

10月28日 22時30分。

2017年10月28日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

先ほど無事帰投。

８kg担いで元気に徒歩帰宅。
(^o^)／

ネタ３題、めものみ。

明日ＰＣから書きます〜。

らっきぃ７００円。(^_^)v

行列ギョウザ店。(‾ー+‾)ニヤ

地獄にほっとけ…ない。(^。^;)
 
（晴れ時々アルパカ天国！）

腹ペコですりす。(^_^;)

半額ギョウザ湯くらって、

まんが読んで、

早めに寝ます！

(^o^)／
 
　

https://85358.diarynote.jp/201710290653348102/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710290653348102/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171029/85358_201710290653348102_1.jpg


　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月29日6:55

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月28日23:03

現在１３℃！(‾○‾;)？
でも北風。しかも強風。

でも低ベクレ…０．０３９μ。

　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（10月29日）　（原稿最優先！）

https://85358.diarynote.jp/201710300654206027/

【絵に描いたようなパワハラ】。 （10月29日15時15分）　（一
曲追加！）

2017年10月29日 就職・転職 コメント (1)
　　

https://www.youtube.com/watch?v=EoJgkgRxUfc
Berserk OST - Forces 10 hours 

本日わたしの置かれた状態が、

パワハラでなくて何なのか？と、

写真を撮って教本に載せたいくらい

(-_-#)

典型的【退職強要イジメの図】。

(-_-#)

（ていうか保安カメラは撮ってるはずなので、『2017年10月29日14時30分の画像！』

て言って、労基署に『証拠』提出しよう…★）

もうここまで引っ張っといて、

更に明日、【異動希望却下】⇒【強制退職手続き】とか言われたら…

「私は辞めるなんて一言も言ってない！」とゴネて、とりあえず１１月前半もシフト

確保。

明後日『有給』に労基署直行。と…

https://85358.diarynote.jp/201710300654206027/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710300654206027/
https://www.youtube.com/watch?v=EoJgkgRxUfc


(ノ-o-)ノ　┫

まぁ異動できるんだったら、

辞めるまではオトナシクしてるけど…？

（原稿最優先！）

だって絶対、『他の人』は、

『私だったらソッコー袋叩きにされるようなこと』してても、

全然、怒られてないもんッ！

(*｀θ´*)

https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/worry/check/result

http://sigoto-yametai.com/pawahara/ataenai.html

いま現在、わたしが置かれている状態を、「指導」とは、絶対に、呼べない。

★（－－＃）★

https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/worry/check/result
http://sigoto-yametai.com/pawahara/ataenai.html


 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月30日6:55
　

保安カメラはロッカー室にしかありませんでした…

残念！

（フィル痴に真上から怒鳴りつけられた時の音と映像とか、

　残ってたら、まちがいなく「賠償請求」できるのに…！）
　

　

 
 

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


（10月29日）　（めも）（10時29分21時10分）

https://85358.diarynote.jp/201710300700598841/

セコマの惣菜コーナーの１０８円パスタがお値打ち♪　

（めも）（10時29分21時10分）

2017年10月29日 りすらん♪ ガイド☆
　

　

セコマの惣菜コーナーの

１０８円パスタがお値打ち♪

o(^-^)o

前から気になってたんだけど、

初めて食べた♪

特にペペロンチーノが♪

お肉ごろごろキャベツもちょびっと、唐辛子と油がガッツリ♪

カロリー高めで

栄養バランスも良し♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

少食女子ならこれひとつと野菜ジュースくらいあればランチは十分でしょう♪

o(^-^)o

（私ゃ大食おばはん（中身はおやぢ）なので、一人で二つ、バスセンターの地下待合室で、一瞬

で平らげましたが…ｗ）

https://85358.diarynote.jp/201710300700598841/
https://85358.diarynote.jp/201710300700598841/
https://85358.diarynote.jp/201710300700598841/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=19


（さすがに恥ずかしくて、

「お箸一つでいいです」とは

言えなかった…(^。^;)★）

続け。

　

 



（10月29日）　昨日のアルパカ狼さんの態度はやっぱり非常識で変だったのだが。
(^。^;)

https://85358.diarynote.jp/201710300706494522/

昨日のアルパカ狼さんの態度はやっぱり非常識で変だったのだが

。(^。^;) 　（めも）（21時21分）　（いつものおまけ画像追
加ｗ）

2017年10月29日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

そんなわけで買い物ガッツリ。

(‾ー+‾)ニヤリ

小腹も満たして車中の人です。

さて。

今日のビクーにゃさんの、ごくごく常識的な態度

（遠くから心配そうな顔とアイサインで見るだけ見ていてくれる）を勘案するに、

昨日のアルパカ狼さんの態度はやっぱり非常識で変だったのだが。(^。^;)

それをごく当然のこととして、

「まぁこの人なら、こうだよな」と、驚きもせず（すっごく感謝はしたけど！）

https://85358.diarynote.jp/201710300706494522/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171030/85358_201710300706494522_1.jpg
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受け入れていた私もかなり変。f^_^;

ということに…

σ(^◇^;)。。。

これでアルパカ狼さんが

「本人じゃない」とか判明したら、むしろ驚く。┐(’〜`；)┌

（まぁビクーにゃさんのほうが「リエンには似て見える」んたげどね…

(・ω・;)(;・ω・)？
　

 



（10月29日）　覚えてたらあした。

https://85358.diarynote.jp/201710300709027240/

小人閑居して不全をレストアる。(‾ー+‾)ニヤリ

（10月29日22時00分。）

2017年10月29日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　

先ほど無事帰投。(^_^)v

さして濡れずに楽勝バス帰宅。

(^-^)g

例によって私が帰宅して着替えが済んだら、雨風が激しくなりました…

やいしゃま♪

タイトルは、覚えてたらあした書きます。(^。^;)

明日が天下分け目？の関ヶ原〜？？

ヽ（・＿・；）ノ

遅刻防止のため早め早めのバスに乗りましょう。(^_^;)

https://85358.diarynote.jp/201710300709027240/
https://85358.diarynote.jp/201710300709027240/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6


てことで早めに寝ます〜☆

（雨が本降りになってきました22時06分。）
 



（10月30日）　「プロ作家になれるまで！落ち着いて続けられる（穏やかな人間関
係の）」 「安定職場！」 希望〜ッ！！

https://85358.diarynote.jp/201710300725561947/

（天国か地獄）。　（一部推敲）

2017年10月30日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=CYnE4eLIgcA
天国と地獄

あらためまして、おあひょう…もとい、おはようございます。

（＾＾；）

定刻６時に起床。懸案事項の（「運を下げてた！」）台所の流しの空缶山をゆすいで水切りして

ます…

で、前４項の日付修正と追加ちょろっとやってましたら、

０７：１１になっちゃいました。

本日は「異動希望先の担当者と面談（面接）の日！」です…

「要らない」とか、言われたらどうしよう…！（＞＜ｐ）！

…と、戦々恐々のチキン状態りすでございます…★（＞＜ｐ）★

https://85358.diarynote.jp/201710300725561947/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710300725561947/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171030/85358_201710300725561947_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171030/85358_201710300725561947_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171030/85358_201710300725561947_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CYnE4eLIgcA


よし。これなんか、読み返してみよう…ｗ

http://85358.diarynote.jp/201204260545249810/
【　決戦は木曜日。】2012年4月26日 就職・転職 

http://85358.diarynote.jp/201204201209034439/
【本来わたしの属する世界。】2012年4月20日

…ｗ（＾＾；）ｗ…

…４年前（２０１３年）は、せっかく今の会社の面接担当のお姉様が、

「正しい（部署の）選択肢」を提示してくれていたのに…！

うっかり（貧乏に敗けて脳が働かず）（時給だけで、選んで！）

「チャンスの前髪」をつかみそこねた…！！

！（－－；）！

今度こそッ！

「プロ作家になれるまで！落ち着いて続けられる（穏やかな人間関係の）」

「安定職場！」

希望〜ッ！！！！！！

☆☆☆☆！（＾＾；）！☆☆☆☆

http://85358.diarynote.jp/201204260545249810/
http://85358.diarynote.jp/201204201209034439/


 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月30日7:34
　

　

＞放射性物質検査の方法

＞各段階に適切な放射性物質測定機器を使用

ほら！（＾＾；）！

ここなら、息がつける…ッ！！
　

 

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


（10月30日）　

https://85358.diarynote.jp/201710300819462126/

【 泊原発 ０．０ ８７ μ 】／（札幌　０．０　６１　μ。（－

－＃）★　＋８℃。）　（本日休刊！）　（りす１匹目）

2017年10月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=TkzVG1WPtyU
喜歌劇「天国と地獄」序曲　Overture From ’Orpheus in the Underworld’ 

前項参照。（＾＾；）

たいへん精神状態が不安定なので、作業が手につきません。

あんど、台風くずれの雨風が激しくて、こんな日に限って徒歩通勤不能。

（－－；）

遅刻防止のため１本早いバスに乗ろうと思っているので、情報チェックは最小限にとどめます…
。

札幌は午前６時で＋８℃。強風と激しい雨。午後から晴れ予報。

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509318600/1011-0010-101000-
201710300810.gif?t=1509319253
（０８：００〜０８：１０）

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

https://85358.diarynote.jp/201710300819462126/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509318600/1011-0010-101000-201710300810.gif?t=1509319253
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月30日（月）【当日】 

01:00 0.059 0.050 0.054 6 

02:00 0.061 0.057 0.059 6 

03:00 0.055 0.051 0.054 6 

04:00 0.049 0.043 0.046 6 

05:00 0.051 0.043 0.047 6 

06:00

…（－－＃）…★

ホワイトフード @whitefood1 · 6 分6 分前 
10月30日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/924772883481559040

ホワイトフード @whitefood1 · 2時間2時間前 
10月30日6時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が305箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/924742959324545024

特務機関NERV @UN_NERV · 4 時間4 時間
【北海道地方 気象情報 2017年10月30日 04:59】
北海道地方では、３０日４時までに、２０メートル以上の非常に強い風の吹いた所が

あります。引き続き３０日夜遅くにかけて、暴風や高波に警戒してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【網走・北見・紋別地方 気象警報 2017年10月30日 02:47】

https://twitter.com/whitefood1/status/924772883481559040
https://twitter.com/whitefood1/status/924742959324545024


網走地方では、３０日朝から３０日夕方まで暴風に、３０日朝から３０日夜遅くまで

高波に警戒してください。

ホワイトフード @whitefood1 · 8時間8時間前 
10月29日23時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が88箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/924650275826053120

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月30日8:23
　

凄い風です。

呼吸するたびに、気管と肺が痛いです…（－－＃）…★

（コンディション最悪の日に…面接！！！！）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日7:41
　

2017年10月30日（月）【前日】

01:00 0.059 0.050 0.054 6 
02:00 0.061 0.057 0.059 6 

https://twitter.com/whitefood1/status/924650275826053120
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


03:00 0.055 0.051 0.054 6 

04:00 0.049 0.043 0.046 6 

05:00 0.051 0.043 0.047 6 
06:00 0.055 0.052 0.054 6 
07:00 0.061 0.055 0.057 6 

08:00 0.065 0.061 0.062 6 
09:00 0.066 0.062 0.064 6 

10:00 0.061 0.054 0.057 6 
11:00 0.053 0.053 0.053 1 

12:00 0.047 0.044 0.045 6 

13:00 0.042 0.039 0.040 6 
14:00 0.039 0.038 0.038 6 
15:00 0.043 0.038 0.040 6 

16:00 0.045 0.041 0.042 6 
17:00 0.054 0.048 0.051 6 
18:00 0.046 0.043 0.045 6 

19:00 0.042 0.040 0.041 6 
20:00 0.043 0.038 0.040 6 
21:00 0.043 0.041 0.042 6 
22:00 0.041 0.038 0.040 6 
23:00 0.040 0.037 0.038 6 
24:00 0.043 0.041 0.041 6
　



（10月30日）　人々が殺され苦しむのを見ると快感を得るモンスター！

https://85358.diarynote.jp/201710310651524430/

（追記あり。）⇒【ＰＴＳＤ発症中】【胃が激痛】／「 わたく
しの お声が 聞こえて おりますか 」⇒Part.２。

　（10月30日15時12分）。

2017年10月30日 就職・転職 コメント (4)
　

　

　

台風の影響で？

午前と聞いていた面接が

午後に。(-"-;)

それは不可抗力だが、その時間に聴かされたのが、

よりによってスネイピ！（＞＜。）！

聴いた瞬間にＰＴＳＤ発症。

しかも内容ぼろぼろ。

これだけ酷い仕事っぷりの奴に

『あなたなんか何もかもみんなダメよ〜っ！」…と、

みんな受電中のフロアの真ん中で泣きわめいて地団駄踏んで暴れだすようなキチガ〜に、

https://85358.diarynote.jp/201710310651524430/
https://85358.diarynote.jp/201710310651524430/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710310651524430/
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171031/85358_201710310651524430_1.jpg
https://85358.diarynote.jp/201710310651524430/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171031/85358_201710310651524430_2.jpg


パワハラされてた私って。

(`ヘ´)

そんなのを『手本にしろ』とか聴かされてる今の立場って…！

(ノ-o-)ノ　┫

胃が激痛すぎてごぱん食べられない。

面接オワッタ…。

労基署の前に内科。

パワハラ胃痛で訴状。

(-"-;)

参照⇒「わたくしのお声が聴こえておりますか？」

http://85358.diarynote.jp/201402121654148990/
 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

http://85358.diarynote.jp/201402121654148990/
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2017年10月31日7:32
　

写真失敗。（＾＾；）

肉眼だと、とても綺麗な色だったんですが…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日11:55
　

OTL49さんがリツイート 
SIVA @sivaprod · 10月25日 

枝野が普通に喋ってるだけでこんなにも気持ちいいっての、

 
「聞かれたことに応える」って当たり前のことにいかに飢えてたか、安倍小池橋下松井その諸々

達の

「会話とはマウンティングであり勝ち負けである」にいかに疲弊しきってたのかを

 
つくづく実感しますなあ。

　　↑

そう！　スネイピは完ッ全に！

「ひとの話を聴く力がない」（いわゆるサイコパス）なのに、

「コールセンターで」「管理職」やってた、という、脅威…★

ｗ（－－＃）ｗ★

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

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


2017年10月31日11:55
　

OTL49さんがリツイート 
mko @trappedsoldier · 10月25日 
mkoさんがShou. Suzukiをリツイートしました
　

ソロスやネオコンのサイコ連中は、安定した福祉国家をテロリストが支配する破たん国家にし、

人々が殺され苦しむのを見ると全能感に酔い快感を得るモンスター！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日16:16
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
YOSHIDA Ken-ichi5  @ hed · 10月24日 
　

「体調不良で休みます」と会社に電話したので体調が全回復した。

　

電話すげえ。

https://twitter.com/5hed/status/922620082261442560
　

＞武者武者 @Romancitizen609 · 10月25日 
そんな時にはこちらの特効薬（有給）を併用してお使いになるとより効果的に休めるでしょう。(´
ε｀ )
　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/5hed/status/922620082261442560


（10月30日）　もしかすると『 補佐官 Ａ氏 』？

https://85358.diarynote.jp/201710310722083998/

（追記あり）　《 バスコ・ダ・ガマ 》 登場！(^。^;)！（黒幕は
アルマンディンに〜さま！(^_^#)！☆　（10月30日20時40分）

2017年10月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (5)
　 

　

　

バスコダガマ。（仮称）登場。

(^。^;)

たぶんだが、３０年前に本社の１階の『創業準備室』みたいなところで名刺をもらったことが

ある…？

わりと珍しい名字だし！

（まだ会社名とロゴの試案複数を回覧しておじぢどもが『ナウいのはどうも…(-_-#)』と難色を示
してるなか、『若い女性の意見をぜひ！』とか、リサーチに来た人…じゃなかった…？

（だからちなみに、今のバイト先の名乗り試案とかマニュアルと入力帳票（今月中で廃止）の原

案とか、『ワープロ』打ったの、ぜんぶ私！σ(^◇^;)。。。

んで、もしかすると『補佐官Ａ氏』？

かも？

だってアノ性格は…ッｗ

https://85358.diarynote.jp/201710310722083998/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201710310722083998/
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…(^。^;)…

んで、

黒幕はアルマンディン兄様。

（神とか守護霊バージョン！）

┐(’〜`；)┌

私の任務は（結果として）アメンオサ。(-"-;)

あんど、

とにかく、

アルマンディン兄からの？「課題」は、

『どんな横槍が入ろうとも、今度こそ投稿原稿を書き上げる！』こと…☆

　σ(^◇^;)。。。

とりあえず穴が開きかけた胃袋の

緊急修復のせいで脾臓まで痛みだしたので、

補修材補給に、

美味しい野菜ラーメンを

食べました〜♪♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪



以下次号！

※アメンオサ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%97%E8%A1%8C%E5%BE%A1%E5%8F%B2

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:41
　

OTL49さんがリツイート 
土屋アソビ @wtbw · 10月20日 

　

もう何回目の紹介か忘れたけども、またすごいケーキを発表されました。

建築家から転身したパティシエDinara Kaskoさんの作品
http://www.dinarakasko.com/algorithmic-modeling-cakes/ …
　

　

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%97%E8%A1%8C%E5%BE%A1%E5%8F%B2
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:45
　

　　↑

https://twitter.com/wtbw/status/921234340016635904
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日15:50
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
猫好き@caneko_ki · 2016年12月23日 
　

もう一度！

https://twitter.com/caneko_ki/status/812535280443871232
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日16:25
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
かめじろう @Root_Tokyo · 10月23日 
　

幼稚園児でもできる掛け算の方法があるので知ってもらいたい

(例: 123×21)
https://twitter.com/Root_Tokyo/status/922479816107888642
　

　　↑

りすでも出来る！（＾０＾）！

https://twitter.com/wtbw/status/921234340016635904
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/caneko_ki/status/812535280443871232
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/Root_Tokyo/status/922479816107888642


いいこと覚えた〜ッ♪♪

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日16:30
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
中国住み @livein_china · 10月24日 
　

中国無人シリーズ

今度は上海に「無人ラーメン店」が登場

https://twitter.com/livein_china/status/922778932721598466
　

　　↑

日本には「落語」という文化がありましてね？

「無人化」を推し進めていくと、そのうち、

「食べる人間もいなくなる」という、予測が出ております…ｗ
　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/livein_china/status/922778932721598466


（10月30日）　「 バカを 許すこと 」 以外の正解はないはず。

https://85358.diarynote.jp/201710310725366978/

（10月30日23時32分）

2017年10月30日 就職・転職 コメント (11)
　

　

先ほど無事帰投。(^o^)／

ところで

『出勤したら椅子がナイ』は

めもしたっけ？

（座席表に名前はあったけど、

席に行ったら『椅子がなかった』のよ。（物理的に）(-_-#)

んで、しばらく突っ立ってたけど目の前のリータス奇ーターに完無視されたんで、

壊れた予備の椅子を無断で持ってきて勝手に座った。（犯人はキャパだった）

てことで無事帰投。(^_^;)

札幌は４℃。

雪だかミゾレだかアラレだか氷雨だか判然としないものがしきりに降っては融けてますが、

買い物は最小限にして身軽に元気に徒歩帰宅。

o(^-^)o

ａｕのポイント交換で無料入手した新品の雨カッパがなかなか具合がいいです。

https://85358.diarynote.jp/201710310725366978/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201710310725366978/


ひとまず明日から『予定通り』４連休♪

o(^-^)o

あとのことは…

『あした考えるわ☆』

おやすみなさ〜い！

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日9:27
　

rin_earthさんがリツイート 
みわよしこ『おしゃべりなコンピュータ』 @miwachan_info · 10月28日 
みわよしこ『おしゃべりなコンピュータ』さんが有村悠@9/23砲雷撃戦さ-19をリツイートしまし
た

これ全部事実なら、指導の行き過ぎではなく意図的なのでは。

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


見せしめ用ターゲット作って恐怖政治でクラスや学年を支配する教員は時々実在。

貧困家庭・母子家庭などの生徒はターゲットにされやすい。同調者増やしやすく反感買いにくい

から。

 
同じ学校、同じ教員が

過去にもやらかしてないか

 
調べる必要が。

https://twitter.com/miwachan_info/status/924396092170559489
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日9:31
　

rin_earth @rin_earth · 10月27日 
rin_earthさんが朝日新聞(asahi shimbun）をリツイートしました
　

そんなくだらん規則や解釈はとっとと変えて欲しいなあ・・・

 
ホント、21世紀の出来事ですか、
コレ→「・・・染色や脱色を禁じる「生徒心得」を理由に、黒く染めるよう指導した。

 
「生来的に金髪の外国人留学生でも、規則では黒染めをさせることになる」・・・」

https://twitter.com/rin_earth/status/924039799731654656
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:10
　

OTL49さんがリツイート 
神奈いです◆5wbYUif2XM @sazaeP · 23時間23時間前 

https://twitter.com/miwachan_info/status/924396092170559489
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/rin_earth/status/924039799731654656
https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/


　

ここ数年で常識は変わってるので注意

ブラックを辞めたら仕事はない→いくらでもある

仕事は非正規しかない→正社員の募集も沢山

最低賃金を上げたら求人が減る→連続であげても求人が増える

サービス残業しないと会社が潰れる→潰してホワイトに入社

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:12
　

０６２

０１２３☆

　

OTL49さんがリツイート 
森木 一 @morikihajime · 23時間23時間前 
　

超手が早くて出来のいいコードを書く人が

・電車遅延による遅刻が多い

・電車遅延による遅刻以外で残業をほとんどしない

という「ルールは守っているが心証が悪い」というクッソくだらない理由で文句言われて

退職することになりました

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:24
　

OTL49さんがリツイート 
くろいわっ@p_kuroiwa · 10月29日 
　

中学の頃、友人が整髪料禁止なのに毎日バッチリ決めてくるんで教頭先生が注意したら

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


「お前はつけるもんないから楽しみ知らねぇんだろ!」とハゲの教頭に言ったのだが
「若いころ散々楽しんだ結果がコレなんだよ!」と言い返した翌日から卒業まで、
彼の髪は自然なヘアスタイルだった

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:27
　

OTL49さんがリツイート 
アイザック @Isaacsaso · 10月28日 

「厳しい校則」でルールの大事さを学んだはずの人達が労働基準法を守れない理由は、

「厳しい校則」で学ばされるのが『立場の強い人に逆らうな』というルールだけだからだろう

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:38
　

OTL49さんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 10月24日 
　

労働基本法守ったら会社が潰れるってのはおかしな理屈で、それは「みんな守らない。守らなく

ても罰せられない」という前提があるから「真面目に守ったらバカを見る」というだけなのにね

。みんなで守ってそれでも会社が潰れまくるってんならそれはもう国として経済が終わってると

しか言いようがないし。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日10:38
　

https://85358.diarynote.jp/
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OTL49さんがリツイート 
労働者 @Black_Post_Bot · 10月27日 
　

どこの業界でも同じだと思うのだが、

人が足りなければ、待遇良くするしか無いだろうに。

資格を不要にするだの、外国人を連れてくるだの、意地でもカネだけは出さないって姿勢じゃ、

 
その業界全体が沈んでいくだけだわな。

 
ある程度以上沈んだら、再浮上は容易ではないのだけどねぇ…。
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日11:00
　

OTL49さんがリツイート 
伊咲ウタ　ブキミの谷のロボ子さん連載中 @uta_isaki · 10月28日 
　

昔マンガで、「髪の毛の色が明るいので染めさせられていやな思いをする主人公」を書いて投稿

した。

後日編集部の寸評に「こんな前時代的な教師はリアリティがない」とあった。

　

今回のことでそういう教師がまあまあ存在していることがわかった

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日11:11
　

OTL49さんがリツイート 
Dan Kogai�認証済みアカウント� @dankogai · 10月27日 

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


Dan Kogaiさんが前野［いろもの物理学者］昌弘をリツイートしました
　

ほんとこれ。「どうしたら我が国にも天才が現れるようになるでしょう」の答えも

 
「バカを許すこと」以外の正解はないはず

https://twitter.com/dankogai/status/923711227116716033
　

　

おもしろ太郎 @sutekina0729 · 10月27日 
返信先: @dankogaiさん、@motoken_twさん 

後々既成概念超えた発明したエジソンも、バカ扱いされてたことを考えると、

 
今、自分たちがバカ扱いしてる奴がとんでもない思考持った奴かもしれんしね。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日11:18
　

OTL49さんがリツイート 
おかざき真里『かしましめし』発売中 @cafemari · 10月27日 
おかざき真里『かしましめし』発売中さんがれっどゴルゴ＠ANTIFAをリツイートしました
　

（ヒドイ…）
・４日ごとに指導

・度重なる染色で生徒の頭皮はかぶれ

・教諭から「母子家庭だから茶髪にしているのか」と中傷

・文化祭や修学旅行には茶髪を理由に参加させてもらえなかった

・指導の際に過呼吸で倒れ

・生徒の名前を名簿から削除。他の生徒や保護者には、退学したと虚偽の説明

https://twitter.com/cafemari/status/923816691569606656
　

　

https://twitter.com/dankogai/status/923711227116716033
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/cafemari/status/923816691569606656


 
 



（10月30日）　バスコ・ダ・ガマ（仮名）こと「副官Ａ氏」？

https://85358.diarynote.jp/201710310749255581/

【 泊原発 ０．０ ７３ μ 】／【 札幌 ０．０ ６６ μ 】（＋４℃！
）／冬じたくが始まる季節になりました。　（未しん）

2017年10月31日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=dGX3temma5Q
sm21525892 ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18
辻井伸行 / Nobuyuki Tsujii BBC Proms full Blind Pianist 

あらためまして、おはようございます。

前項と、その前３つの「日付修正＆追記」をやっていたら０７：３５になっちゃいました。

「パワハラ異動」問題につきましては、昨日はリアルと妄想？と両面で新展開がありまして。

（＾＾；）

ごちゃごちゃなので切り分けて書くのにもう少し頭を冷やす必要があります。

とにかくとりあえず１０月末での「失業」は免れて、「予定通り休んでください」とのバスコ

・ダ・ガマ（仮名）こと「副官Ａ氏」？のお言葉を頂戴したので、

今日から４連休！（＾＾）！

（紅葉狩りはもう行っちゃったし、寒くなり過ぎだし、自転車はパンクしてリサイクルに出

https://85358.diarynote.jp/201710310749255581/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201710310749255581/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171031/85358_201710310749255581_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171031/85358_201710310749255581_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171031/85358_201710310749255581_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dGX3temma5Q


しちゃったので、サイクリング予定は来年もちこし〜！

…で、とりあえず今日は、「静養と家事と原稿！」…予定…。）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年10月31日（火）【当日】 
01:00 0.049 0.045 0.048 6 
02:00 0.053 0.048 0.050 6 
03:00 0.052 0.049 0.051 6 
04:00 0.047 0.040 0.043 6 
05:00 0.040 0.038 0.038 6 
06:00

※昨日の線量は⇒http://85358.diarynote.jp/201710300819462126
（コメント欄参照）

気温４℃。曇天。

日照皆無できのうの湿気も残っているので、「底冷え」して感じます。

おなかすいた…（＾＾；）…（胃痛は（とりあえず）治った♪）

地震マップ @eq_map · 45 秒45 秒前 
【M4.5】根室半島沖 深さ48.3km 2017/10/31 08:00:54

地震マップ @eq_map · 2時間2時間前 
【M3.0】苫小牧南方沖 深さ144.2km 2017/10/31 05:34:58

地震マップ @eq_map · 5時間5時間前 
【M3.7】根室半島沖 深さ60.1km 2017/10/31 03:29:28

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M3.6】青森県西方沖 深さ193.5km 2017/10/31 00:29:48

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://85358.diarynote.jp/201710300819462126


地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M4.3】KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA 216.3km 2017/10/30 21:51:55
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M4.0】渡島半島 深さ174.2km 2017/10/30 15:49:43

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.8】胆振地方 深さ114.2km 2017/10/30 14:39:31

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M2.7】根室地方 深さ89.8km 2017/10/30 12:40:58

ホワイトフード @whitefood1 · 20 時間20 時間前 
10月30日12時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が226箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/924833722205011968

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報（解除） 2017年10月30日 11:46】

石狩・空知・後志地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

地震マップ @eq_map · 22時間22時間前 
【M2.8】十勝地方 深さ106.5km 2017/10/30 10:03:26

ホワイトフード @whitefood1 · 24時間24時間前 
10月30日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/924772883481559040

Charlie（Lv51） @charlie24K · 10月29日 

北海道　台風以上の低気圧が? @tenkijp
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/h_okamoto/2017/10/29/85871.html …

https://twitter.com/whitefood1/status/924833722205011968
https://twitter.com/whitefood1/status/924772883481559040
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/h_okamoto/2017/10/29/85871.html


んあー(ρ_-)o
札幌は急激な気圧低下があったようだが、腰痛は酷くない。

やはり意味不な腰痛は体感なのだろう。

皆さんも、意味不な痛みがあるなら体感者かも知れんから覚えておくといい！

https://twitter.com/charlie24K/status/924711617006149632

Charlie（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp�認証済みアカウント� @tenkijp · 10月29日 

【知床横断道路がそろそろ閉鎖。北国の冬じたくが始まる季節になりました】 

http://www.tenki.jp/suppl/romisan/2017/10/29/10351.html … 東の羅臼（らうす）から西
の斜里町ウトロまで、知床半島を横断する「知床横断道路」。..
https://twitter.com/tenkijp/status/924569226064441344

　

　

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日11:22
　

OTL49さんがリツイート 
てるる @teruru · 10月27日 
　

転勤族だった両親は私が一人暮らしを始める時に「その街の夜を見ろ。物件はRC造か鉄骨に絞れ
。他住人との隣接は最小限に留めろ。数千円高くても上階角部屋を狙え。休むべき家で他住人の

生活音が聞こえるストレスに比べれば数千円は安い」という教えを説いてくれた。

https://twitter.com/charlie24K/status/924711617006149632
http://www.tenki.jp/suppl/romisan/2017/10/29/10351.html
https://twitter.com/tenkijp/status/924569226064441344
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


経文に書いて後世に語り継ぎたい。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月31日16:34
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
t.marbleu @t_marbleu · 10月24日 
　

銭函の海岸で何の実験？

https://twitter.com/t_marbleu/status/922676936404373504
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日7:33
　

2017年10月31日（火）【前日】

01:00 0.049 0.045 0.048 6 

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

04:00 0.047 0.040 0.043 6 
05:00 0.040 0.038 0.038 6 

06:00 0.038 0.037 0.037 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.037 0.037 0.037 6 
09:00 0.037 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.036 0.037 6 
11:00 0.037 0.037 0.037 6 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/t_marbleu/status/922676936404373504
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


12:00 0.038 0.036 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.037 0.037 6 
15:00 0.037 0.037 0.037 6 
16:00 0.037 0.037 0.037 6 
17:00 0.037 0.036 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.036 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.036 0.037 6
　



（10月31日）　「大暴走を始めてしまった妄想脳」。

https://85358.diarynote.jp/201710312008504335/

「常に監視が欲しいのかね？　原稿をやりなさい。」　（査業註

⇒　本日終了）。

2017年10月31日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)
　

https://www.youtube.com/watch?v=8bL2V8fXmfg
作業用BGM 3時間耐久 ひぐらしのなく頃に YOU(歌詞付き)
　

ってことで（下段参照）これ２つ、６月末まで終わりました。

http://p.booklog.jp/book/118152/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－６

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年６月） 

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161980
【復讐は、ビシソワズ。（二年目）】 
　　↑

（※こっちはほとんどトピック無いです。（＾＾；）フクイチばっか…★）

…とりあえず、2015年３月から？突如！
「大暴走を始めてしまった妄想脳」。

だいぶ落ち着いてきたみたいです…☆ｗ（＾＾；）ｗ…

（我ながら、あの時どうしてあそこまでリアルに妄想充満していたのか、

　前代未聞で「ヒバクのせい？」ぐらいしか思いつかない…★）

とりあえず、ごはんはもう食べたので、

多めにマンガ読んで、

早目に寝まーす！

https://85358.diarynote.jp/201710312008504335/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201710312008504335/
https://www.youtube.com/watch?v=8bL2V8fXmfg
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/118152/read
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/116517/page/3161980


（２１：４７）

（以下、先の入力分）

　　↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
若旦那 / 守るべきもの (ミュージックビデオ) 

きのうの夜からずーっとムクレていたアルパカ狼さんのところにようやくバスコダガマ副官Ａ氏

からの

情報が伝わって一安心した？ような気配がする…という妄想？で楽しんでおります。（＠１６：
５２）

定例作業に往きまーす！

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－６

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年６月） 
無料　 小説・ノンフィクション （ ファンタジー , 恋愛 ） 51ページ
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：283

復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 〜退職強要の記録まとめ〜 
無料　 小説・ノンフィクション （ ノンフィクション , ヒューマンドラマ ） 
439ページ
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：1,048

https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk
若旦那　信じろ 

https://www.youtube.com/watch?v=8kwK_pwwz_Q
https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk
https://www.youtube.com/watch?v=X1vV2GmZP2M


https://www.youtube.com/watch?v=X1vV2GmZP2M
EXPRESS-もぐらの唄【MV】 

https://www.youtube.com/watch?v=1GRiwtqvKIs
やってもないのに / RAY 

https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg
Dean Fujioka - History Maker (Yuuri!!! on Ice opening) 10 hours 

http://85358.diarynote.jp/201506262134301628/

「リステラス星圏史略の59％は宇宙の意思で出来ています」。
2015年6月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)

「リステラス星圏史略の59％は宇宙の意思で出来ています」。
「リステラス星圏史略の59％は宇宙の意思で出来ています」。
「リステラス星圏史略の59％は宇宙の意思で出来ています」。

マイクロフト原稿bot @mycroft_genko · 31分31分前 
常に監視が欲しいのかね？　原稿をやりなさい。

https://www.youtube.com/watch?v=isXFU34ERs8
Canaan 

１．水滴大陸

１－１．創世神話　　水の子らヤツリーダムはこのように嘆き歌う。

１－２．山野渓谷　　海から上がりて沼に拡がる。山から下りて谷に拡がる。

１－３．大陸隆起　　激しい地震が幾度も起こり、沼沢小島は大陸となる。

１－４．諸国興亡　　人間が増え、壁を築いた。相争う時代が続いた。

１－５．帝国版図　　一人の王が諸国を平らげ、大王国の帝と号す。

１－６．反逆蜂起　　三身の法を唱える者たちが暴政に逆らった。

１－７．四民平等　　身分の差のない穏やかな国が北方山脈に築かれた。

１－８．平穏繁栄　　帝都と田園と山岳民は協和し栄えた。

https://www.youtube.com/watch?v=1GRiwtqvKIs
https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg
http://85358.diarynote.jp/201506262134301628/
https://www.youtube.com/watch?v=isXFU34ERs8


１－９．子孫放浪　　天から悪鬼が降って来た。

１－10．七彩支族　　大陸は滅び、星の上の流浪が始まる。 

…苦手なところ？は、とりあえず飛ばす！という裏技？もアリ？だよね…？
（＾＾；）

https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA
Alphaville - Afternoons In Utopia (Full Album + B Sides From Vinyls) 

（復習中！）

http://76519.diarynote.jp/200604110108040000/
『水の大陸』　〜ヤツィー族の伝承歌〜　I　

http://76519.diarynote.jp/200606060026520000/
『アトル・アン古伝説写本』　（高校/たぶん文芸部時代の原稿）　

http://76519.diarynote.jp/200606300034590000/
『　《白の一族》 縁起　』（なんつって未詳である）。　（1990.12.12.嵐★）　

http://76519.diarynote.jp/200606222340290000/
『　褐　崖　落　』　− KATSU・GAI・RAKU −　続き　（1991.01.15..）

…いかん…ｗ（＾◆＾；）ｗ…

《アタ・ルアンタイス》の地誌や年代史や政治史を、きちんとまとめたことが、どう

やらまったく無い…！

　　↑

…ぅにゃはははは…ッ☆★

…　ｗ（＾◆＾；）ｗ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=08A2bpHKjfA
http://76519.diarynote.jp/200604110108040000/
http://76519.diarynote.jp/200606060026520000/
http://76519.diarynote.jp/200606300034590000/
http://76519.diarynote.jp/200606222340290000/


（２０：０８）。

https://www.youtube.com/watch?v=tIwlI4vMSD8
作業用BGM　3時間耐久　とある科学の超電磁砲
OVA OP　future gazer~フューチャーゲイザー~ 

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日6:52
　

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－６

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年６月） 
70ページ
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：322
　

復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 
474ページ
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：1,055
　

ご来場、ありがとうございま〜す♪

！（＾＾）！

　

　

https://www.youtube.com/watch?v=tIwlI4vMSD8
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日11:41
　

中津川　昴 @subaru2012 · 8時間8時間前 
　

【既出ネタかもしれないけど、2017年7月のニュース　どうやって800万年前とわかったのかな？
】

800万年前の美女のミイラ、ロシアで発見！ 人類最大のミステリー
https://twitter.com/subaru2012/status/925426017681883138

　　↑

…むしろ、「その状態でどうして「美女」と判定しうるのか？」

（その当時の価値基準」だとやせっぽちのブス！だったかもしれないし！）

…を、追求したい…ｗｗｗ

（南極の氷海没が３００万年前？「現生人類」に近い？ミイラが８００万年前？

　…おし！「ＦＴじゃなくてＳＦ」で、成立可能になった…ッ！♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日11:43
　

中津川　昴 @subaru2012 · 9時間9時間前 

タコも「街」をつくることが判明──米研究チームが発見した「オクトランティス」の秘

密（WIRED.jp）
- Yahoo!ニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/925423406488551424

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/subaru2012/status/925426017681883138
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/subaru2012/status/925423406488551424


　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日15:39
　

…そういや、アルパカ狼さんの情報収集能力だと、私より先に『現実はそう甘くない』って事を
『リャマさんから』聞いてた？かも。(^。^;)…とかまで仮説を展開するのは、さすがに走り過ぎ？
かな〜？？

σ(^◇^;)。。。

今週のお楽しみ、

『半額カブと豚パイカのごった煮〜酸味シチュー』…が煮えたので、洗濯してきます〜☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日15:44
　

なんか送信エラーした。

後でＰＣから消します。(^_^;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日15:56
　

そんで、

最初は喜んで、

次にガッカリして心配して、

土壇場で（私以上に！）心痛して、

　

なのに私が勝ち誇った満面の笑顔で戻ってきたから…

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/


　

拗ねた？ σ(^◇^;)。

（なんちゃってぜんぶ私の妄想に過ぎませんからッ☆(^。^;)☆

　

とりあえず一旦お別れだよ〜ん？

（でも『アルパカ狼さんの部署に異動したい！』て交渉プランも有り得たね？(^_^;)
　

気がつくのが遅かった…失敗！
　

(・ω・;)(;・ω・)

　

…もうタイミング逃したかな〜？（言えたらキミから言ってみて！）

　

（前に禁句スリーに申請した時には瞬殺で無視された。）

　

　

 



（10月31日）　直径500m弱の小天体が地球近傍を通過する予定。

https://85358.diarynote.jp/201710312237462935/

【 Ｍ ６ ．８ 】【 Ｍ ６ ．３ 】／【 Ｍ ５ ．９ 】【 Ｍ ５ ．９
】／【 Ｍ ５ ．７ 】【 Ｍ ５ ．５ 】／【Ｍ５．１】【 Ｍ ５．０
】

2017年10月31日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (2)
　

　 　

　

中津川　昴 @subaru2012 · 14時間14時間前 

【今夜〜明日未明に、直径500m弱(447m)の割とでかい小天体2013 UV11が地球の近傍
を通過する予定。】

https://twitter.com/subaru2012/status/925134341327306752

！…あら…||||（＠＠；）||||…★？

りすが平和に惰眠をむさぼっていた間に、大変なことになってる…★

http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/

３１日０９時４２分ころ、海外で規模の大きな地震がありました。

震源の近傍で津波発生の可能性があります。

この地震による日本への津波の影響はありません。

詳しい震源の位置はローヤリティー諸島南東方です。

https://85358.diarynote.jp/201710312237462935/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201710312237462935/
https://85358.diarynote.jp/201710312237462935/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171031/85358_201710312237462935_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171031/85358_201710312237462935_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171031/85358_201710312237462935_3.jpg
https://twitter.com/subaru2012/status/925134341327306752
http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/


ＰＴＷＣでは３１日９時４６分に津波情報を発表しています。

https://www.youtube.com/watch?v=8Uq4LRSI0L4
【北欧】 幻想的・神秘的な民族音楽風曲集 

地震マップ @eq_map · 48 分48 分前 
【M6.3】SERAM, INDONESIA 32.4km 2017/10/31 20:50:51JST, 2017/10/31
11:50:51UTC

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M5.7】SERAM, INDONESIA 47.5km 2017/10/31 20:34:44JST, 2017/10/31
11:34:44UTC

地震マップ @eq_map · 1時間1時間前 
【M5.9】SERAM, INDONESIA 27.3km 2017/10/31 20:31:42JST, 2017/10/31
11:31:42UTC

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2017年10月31日 20:02】
31日 19時56分頃、諏訪之瀬島（御岳火口）で爆発がありました。噴煙高度は火口
上800m、噴煙の流向は北西です。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2017年10月31日 18:37】
31日 18時27分頃、諏訪之瀬島（御岳火口）で爆発がありました。噴煙高度は火口
上500m、噴煙の流向は北西です。

中津川　昴 @subaru2012 · 3 時間3 時間前 
【強烈な眠気ｷﾀーーー!!!】

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【諏訪之瀬島 噴火に関する火山観測報 2017年10月31日 15:38】

https://www.youtube.com/watch?v=8Uq4LRSI0L4


31日 15時28分頃、諏訪之瀬島（御岳火口）で爆発がありました。噴煙高度は不明、噴
煙の流向は流向不明です。

地震マップ @eq_map · 8時間8時間前 
【M5.5】SAMOA ISLANDS REGION 73.6km 2017/10/31 13:58:55JST, 2017/10/31
04:58:55UTC

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
1/3【噴火警報・予報 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 噴火予報：警報解除 2017
年10月31日 14:00】

＜霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺）に噴火予報（噴火警戒レベル１、活火山であ

ることに留意）：警報解除を発表＞

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
2/2【噴火警報・予報 霧島山（新燃岳） 噴火警報（火口周辺） 2017年10月31日 14:00
】

＜噴火警戒レベル３（入山規制）が継続＞

　　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
1/2【噴火警報・予報 霧島山（新燃岳） 噴火警報（火口周辺） 2017年10月31日 14:00
】

＜霧島山（新燃岳）の火口周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）を切替＞

　警戒が必要な範囲を新燃岳火口周辺の概ね３ｋｍから概ね２ｋｍに縮小します。

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 9時間9時間前 
10月30日(ut)の太陽・地球データです。
30日の一覧データではまだ無黒点ではありませんが今現在(31日)の画像データでは無黒
点となりました。

ニューカレドニアの地震は31日に発生してますので一覧表には載ってません。
早いもので明日から11月です。
https://twitter.com/Birkeland2nd/status/925209745316765697

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/925209745316765697


宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
[記事] 太陽風は更に低速になっています。2685黒点群が消えた様です。
http://swnews.jp #swnews

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M5.1】SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km 2017/10/31 11:39:16
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M5.9】LOYALTY ISLANDS 10.0km 2017/10/31 11:20:46JST, 2017/10/31
02:20:46UTC

特務機関NERV @UN_NERV · 10時間10時間前 
【桜島 噴火に関する火山観測報 2017年10月31日 12:33】
31日 12時21分頃、桜島（南岳山頂火口）で噴火がありました。噴煙高度は火口
上1000m、噴煙の流向は東です。

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M5.0】SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km 2017/10/31 10:40:10
JST[UTC+9]

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 
津波到達時刻は

オーストラリア東部ケアンズとニュージーランド北東へ3時間弱
ニューギニア島へ約6時間
日本の千葉県銚子沖へ約9時間
北米カリフォルニアへ13時間
で到達する見込み。

https://twitter.com/subaru2012/status/925169102498365440
　　↓

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 10時間10時間前 
ニューカレドニアの東方ロヤリティ島でM6.8 の中規模地震が発生しました。

http://swnews.jp/
https://twitter.com/subaru2012/status/925169102498365440


火山が噴火しつつあるバヌアツに近いです。

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/925205355369349120
　　↓

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
Updated【M6.8】SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 11.1km 2017/10/31
09:42:06 JST[UTC+9]
　　↑

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M7.0】SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 14.9km 2017/10/31 09:42:08
JST[UTC+9]

中津川　昴 @subaru2012 · 14時間14時間前 

今朝は全国的に気温が急降下している！

北海道東部でー１．３℃

富士山頂でー６．３℃

長野野辺山でー３．８℃

沖縄那覇で２０．７℃

https://twitter.com/subaru2012/status/925136792658915329

中津川　昴 @subaru2012 · 15時間15時間前 
【沖縄は台風一過後の初めての青空、早朝は気温がぐっと下がって肌寒いですが、秋

晴れしています。】

北海道北東沖で再発達した元台風22号が948hPaの爆弾低気圧になっている。
https://twitter.com/subaru2012/status/925130553975652352

中津川　昴 @subaru2012 · 21時間21時間前 
【日曜日の北米東岸ではNOAAが米東部標準時で土曜の夜から月曜の早朝にかけて東方
沖から

熱帯低気圧が接近していることを警告していた。

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/925205355369349120
https://twitter.com/subaru2012/status/925136792658915329
https://twitter.com/subaru2012/status/925130553975652352


ニューイングランドでは120万世帯で停電、100数十の学校が被害を受けた模様。停電
地図参照　最初の暴風の衝撃波が轟き渡った直後に停電が発生した】

https://twitter.com/subaru2012/status/925033834256764934

中津川　昴 @subaru2012 · 23時間23時間前 
【太陽の南半球のコロナホールからの太陽風が11/2(日本時間11/3未明の満月直前)に地
球に直撃する模様と、NOAAが予測。極地でのオーロラが発生する見込み。】
https://twitter.com/subaru2012/status/925008307521077249

宇宙天気ニュース @swnews · 10月30日 
[記事] 太陽風の速度は310km/秒へ下がっています。アイスランドのオーロラをど
うぞ。 http://swnews.jp #swnews

宇宙天気ニュース @swnews · 10月29日 
[記事] 太陽風は低速になり、磁気圏も穏やかです。彗星が去りつつあります。
http://swnews.jp #swnews

…★（－－＃）★

…日本の選挙の「前に」公表してほしかったなぁ…★★
　　↓

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 3時間3時間前 

北朝鮮　6回目の核実験後に大規模崩落　200人死亡か
https://www.youtube.com/watch?v=1IEaN1r0ARc …

この大崩落はペンタゴンが神の杖かバンカーバスターで起こしたと私は思います。

北朝鮮は核技術者の多くを失ってしまった為に音なしの構えとなったのです。

戦闘は開始されていたのです。

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/925299473051348992

https://twitter.com/subaru2012/status/925033834256764934
https://twitter.com/subaru2012/status/925008307521077249
http://swnews.jp/
http://swnews.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=1IEaN1r0ARc
https://twitter.com/Birkeland2nd/status/925299473051348992


中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 

【2016年2月、北の発射したICBMを韓国がサルベージし、米軍が解析したところ、

西側製圧力伝達機が使用されていた。

英国製造→台湾→北購入 by 60mins　TV】Inside North Korea’s missiles
https://twitter.com/subaru2012/status/925166222542434304

中津川　昴 @subaru2012 · 13時間13時間前 
中津川　昴さんがABC Newsをリツイートしました
【2017年最後にしてここ2年で16回目のSpace Xロケットが韓国の衛星を搭載して、北
米南東部フロリダ州ケープ・カナベラル基地から発射された。大気圏外での切り離し

も成功。】

https://twitter.com/subaru2012/status/925150228612653056

中津川　昴 @subaru2012 · 15時間15時間前 

韓国は核4300個製造可能 米紙 | 2017/10/30(月) - Yahoo!ニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/925132335149867008

中津川　昴 @subaru2012 · 10月29日 
中津川　昴さんがSoviet Sergeyをリツイートしました

夜中に笑った、消される前に見れてよかった。米国政府首脳陣が007風な逃走劇でFBI
に捕縛されていく様子をスロームービーで、しかも全員顔だけの出演というwww
https://twitter.com/subaru2012/status/924714429584883713
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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10月31日22:38
　

nemasu...(^^;)...*
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日9:07
　

中津川　昴 @subaru2012 · 10月29日 

【白頭山噴火のきっかけになるか】北の核実験場が近いうちに崩壊？

「韓国、何も分からずさらに恐怖」（中央日報日本語版） - Yahoo!ニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/924633189355683841
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（借景資料集）



（上旬）　「いい呼称があるぞ。『逆賊』と言うのだ。」…

（１０月０１日）

https://85358.diarynote.jp/201710010730081775/
https://85358.diarynote.jp/201710010822382255/
https://85358.diarynote.jp/201710010823196529/
https://85358.diarynote.jp/201710010824001674/
https://85358.diarynote.jp/201710010825138253/
 
（１０月０２日）

https://85358.diarynote.jp/201710020732355763/
https://85358.diarynote.jp/201710020914519714/
https://85358.diarynote.jp/201710020921064506/
https://85358.diarynote.jp/201710020922332204/
https://85358.diarynote.jp/201710020923053448/
　

 
（１０月０３日）

https://85358.diarynote.jp/201710030815535760/
https://85358.diarynote.jp/201710030819293152/
 
https://85358.diarynote.jp/201710030821483865/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

宇宙動画bot @Spacefun_mv · 20時間20時間前 
【宇宙】太陽黒点の周期、バタフライ・ダイアグラムとは？その関連は景気や地震にも…
https://youtu.be/6HhZPwfV3XE via @YouTube
https://twitter.com/Spacefun_mv/status/914710015239274497
 
＞重力は時間の上位概念って…

…ネタが増えます増えます…ｗｗｗｗ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710030823442857/
https://85358.diarynote.jp/201710030824579515/
https://85358.diarynote.jp/201710031926485589/
 
https://85358.diarynote.jp/201710031928516905/

https://youtu.be/6HhZPwfV3XE
https://twitter.com/Spacefun_mv/status/914710015239274497


https://85358.diarynote.jp/201710031929334999/
https://85358.diarynote.jp/201710031930153990/
 
https://85358.diarynote.jp/201710031932255377/
https://85358.diarynote.jp/201710031932564306/
 
 
 



（上旬）　プージャムを呼んで来い！

（１０月０４日）

https://85358.diarynote.jp/201710040836142628/
https://85358.diarynote.jp/201710040837173393/
https://85358.diarynote.jp/201710040838382067/
https://85358.diarynote.jp/201710040839398149/
https://85358.diarynote.jp/201710040841064234/
https://85358.diarynote.jp/201710041150463477/
 
（１０月０５日）

https://85358.diarynote.jp/201710050747211988/
https://85358.diarynote.jp/201710050748537880/
 
https://85358.diarynote.jp/201710050750248687/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 10時間10時間前 

「彼女自身は、『今よりずっと注意深く検討がなされるまでは、差し控えるべきだ』と考えて

いる。根底には、科学と技術は社会のしもべであるべきというポリシーがあり、私達の世界にと

って何が正しく、何が適切かを思い描くのは、科学の仕事ではなく、民主主義の仕事であると

説く。」

『CRISPR（クリスパー）究極の遺伝子編集技術の発見』 http://honz.jp/articles/-/44432 …
「最も悩ましいのは、ヒト生殖細胞系を編集することの是非である。この技術が生殖細胞に使

われ、人間の遺伝子構成を永久的に変えてしまう日が来ることは想像に難くない。」

https://twitter.com/sinwanohate/status/915573780574957568

　　↑

（ネタ）来た来た〜☆（＾＾；）★

「今から百年後」には、かな〜り！オソモロシイ事態が展開しているんだよ…★★

うわ！　（もろに！）ネタあった〜ッ！！

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=dQLJMywmd2M

http://honz.jp/articles/-/44432
https://twitter.com/sinwanohate/status/915573780574957568
https://www.youtube.com/watch?v=dQLJMywmd2M


もし酸素が5秒間消失したらどうなる？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710050751235907/
https://85358.diarynote.jp/201710050939238506/
https://85358.diarynote.jp/201710051108094902/
 
（１０月０６日）

https://85358.diarynote.jp/201710060758387033/
https://85358.diarynote.jp/201710060800305576/
 
https://85358.diarynote.jp/201710060813523675/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

職人/げるびらりあ @gervillaria · 24時間24時間前
ウェゲナーが大陸が動くという説を提唱して百年ちょっと。海底の玄武岩の地磁気バンドからそ

のメカニズム解明の端緒が得られたのが五十年くらい前。プレートテクトニクスという概念は進

化論や遺伝子にも並ぶ、あるいはそれ以上のパラダイムシフトなのだけれど、まだ完全に波及

しきっていない。

きつね @kiznezki · 9月25日
地磁気について「ケガレチは200〜300ミリガウス、日本の平均的な土地は300〜350ミリガウス、
400ミリガウス以上ある場所はほとんどが神社、500ミリガウスあればイヤシロチ」とかほんまか
いな

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710061000359757/
https://85358.diarynote.jp/201710061006311642/
 



（上旬）　「さあ問題でぇーす！！！」／「リアル知人」が、ノーベル受賞者に…ッ♪
♪

（１０月０７日）

https://85358.diarynote.jp/201710070752515568/
https://85358.diarynote.jp/201710070754368442/
https://85358.diarynote.jp/201710070816489335/
 
https://85358.diarynote.jp/201710070941156360/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
岩波書店 @Iwanamishoten · 13時間13時間前 

今年のノーベル平和賞に，国際NGO「核兵器廃絶国際キャンペーン」が決まりました．
https://www.nobelprize.org/
 
同NGOの国際運営委員には，ブックレット『核兵器を禁止する』の著者・川崎哲さんも加わって
います．

http://iwnm.jp/270906
https://twitter.com/Iwanamishoten/status/916261565241921536

　　↑

おぉ？！（＠＠；）！

「リアル知人」が、ノーベル受賞者に…ッ♪♪
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710070942347878/
 
（１０月０８日）

https://85358.diarynote.jp/201710080805347296/
https://85358.diarynote.jp/201710080806567134/
https://85358.diarynote.jp/201710080807482456/
https://85358.diarynote.jp/201710080808449510/
 
https://85358.diarynote.jp/201710080928391128/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

OTL49さんがリツイート 

https://www.nobelprize.org/
http://iwnm.jp/270906
https://twitter.com/Iwanamishoten/status/916261565241921536


林田光弘 @mitsuhiro411 · 10月6日 

日本出身ってだけでまるで自国民が受賞したかの如く同じ映像繰り返して報道してたのに、ノー

ベル平和賞の扱い雑多じゃない？

ピースボートは創設団体で

 
川崎さんは国際運営委員。

日本人の関係者も多いネットワークが受賞したんですよ？

https://twitter.com/mitsuhiro411/status/916449729692688384

　　↑

…ごくごくおおざっぱに言うと、このワタクシも、

「受賞者のはしくれ！」である…えっへん♪）（＾ｗ＾）ｇ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710082318342535/
https://85358.diarynote.jp/201710090003448409/
 

https://twitter.com/mitsuhiro411/status/916449729692688384


（上旬）　…一点集中、各個撃破…ｗｗｗｗｗ

（１０月０９日）

https://85358.diarynote.jp/201710090835551141/
https://85358.diarynote.jp/201710090836327348/
https://85358.diarynote.jp/201710090837075157/
https://85358.diarynote.jp/201710090931171090/
https://85358.diarynote.jp/201710090934009968/
 
（１０月１０日）…「磯原清の誕生日！」…
https://85358.diarynote.jp/201710100929109846/
https://85358.diarynote.jp/201710100930449896/
https://85358.diarynote.jp/201710100931333395/
https://85358.diarynote.jp/201710100932553274/
https://85358.diarynote.jp/201710100934263298/
 



（中旬）　【 ７枚の翼 】 は燃えている。

（10月11日）
https://85358.diarynote.jp/201710110729569269/
https://85358.diarynote.jp/201710110854392353/
https://85358.diarynote.jp/201710110856031826/
https://85358.diarynote.jp/201710111218271216/
https://85358.diarynote.jp/201710111220054480/
https://85358.diarynote.jp/201710120021151425/
 
（１０月１２日）

https://85358.diarynote.jp/201710120816469569/
https://85358.diarynote.jp/201710120821485064/
https://85358.diarynote.jp/201710120902118012/
https://85358.diarynote.jp/201710121108158655/
https://85358.diarynote.jp/201710121109134596/
 
https://85358.diarynote.jp/201710121235035816/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

OTL49さんがリツイート 
naoko watanabe @watanabenao · 10月10日
 
猫の寿命は猫が決める。ということを、私は最初の猫から教わった。人が助けたつもりでいても

、実は猫が、仕方ない今回は助かってやるか、と決めたに過ぎないし、手を尽くしてもすり抜け

ていくときは、猫が自分でそう決めたということなのだ。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710121902015670/
https://85358.diarynote.jp/201710130019164775/
 
（１０月１３日）

https://85358.diarynote.jp/201710131036036374/
https://85358.diarynote.jp/201710131149096813/
https://85358.diarynote.jp/201710131151051344/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
みたらしダンゴムシ @sweetpillbugs · 10月12日
 



プーチン大統領、犬を贈呈される 中央アジア原産の牧羊犬 http://www.afpbb.com/articles/-
/3146365 …

プーチンの心の声

「この野郎なんて持ち方するんだ」(１枚目)
「早く寄越せ」(２枚目)
「礼だけは言っといてやるよ」(３枚目)

「酷い目にあいまちたねぇ」(4枚目)
https://twitter.com/sweetpillbugs/status/918290598200688640

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
三務（ask混沌） @natuyoroi · 10月12日 

トルクメニスタン大統領が犬をつかみあげるのを見て、完全にKGBの顔に戻ってるプーチン大統
領

https://twitter.com/natuyoroi/status/918291312951963648

…嫌いになれない…ッｗｗｗ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710131152267642/
https://85358.diarynote.jp/201710131154201472/
https://85358.diarynote.jp/201710132253064848/
 
 

http://www.afpbb.com/articles/-/3146365
https://twitter.com/sweetpillbugs/status/918290598200688640
https://twitter.com/natuyoroi/status/918291312951963648


（中旬）　磁気嵐により世界中がオーロラに包まれた 13日の金曜日。

（１０月１４日）

https://85358.diarynote.jp/201710140731267754/
https://85358.diarynote.jp/201710140753394956/
https://85358.diarynote.jp/201710140817346712/
https://85358.diarynote.jp/201710140820008022/
https://85358.diarynote.jp/201710140929154908/
 
（１０月１５日）

https://85358.diarynote.jp/201710150802429175/
https://85358.diarynote.jp/201710150811521838/
https://85358.diarynote.jp/201710150812224296/
https://85358.diarynote.jp/201710150845449588/
https://85358.diarynote.jp/201710150846066037/
 
（１０月１６日）

https://85358.diarynote.jp/201710160751552578/
https://85358.diarynote.jp/201710160827588181/
https://85358.diarynote.jp/201710160830426792/
https://85358.diarynote.jp/201710160932255452/
https://85358.diarynote.jp/201710160933149672/
https://85358.diarynote.jp/201710170655575197/
 
（１０月１７日）

https://85358.diarynote.jp/201710170849534640/
https://85358.diarynote.jp/201710170934408491/
https://85358.diarynote.jp/201710171207022619/
https://85358.diarynote.jp/201710171208327241/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

OTL49さんがリツイート 
たき りょうこ @ryoko_t3 · 10月13日 

猫が人間に扉を開けさせておいて通るわけでもないやつ、何がしたいのかずっと謎だったけど、

 
別の目的のための囮・陽動作戦の可能性が出てきた。

https://twitter.com/ryoko_t3/status/918676112334495746

https://twitter.com/ryoko_t3/status/918676112334495746


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710171328197794/
 
 



（中旬）　良いアイデアは、追い詰まった時　生まれるものだ。

（１０月１８日）

https://85358.diarynote.jp/201710180736247521/
https://85358.diarynote.jp/201710180737194680/
https://85358.diarynote.jp/201710180741588231/
https://85358.diarynote.jp/201710180742439478/
https://85358.diarynote.jp/201710180743489953/
https://85358.diarynote.jp/201710181934275693/
 
（１０月１９日）

https://85358.diarynote.jp/201710190726584001/
https://85358.diarynote.jp/201710190916362880/
https://85358.diarynote.jp/201710190917404001/
https://85358.diarynote.jp/201710190919451138/
https://85358.diarynote.jp/201710190922233915/
https://85358.diarynote.jp/201710190923436623/
 
（１０月２０日）

https://85358.diarynote.jp/201710200831369416/
https://85358.diarynote.jp/201710200835449507/
https://85358.diarynote.jp/201710200950383531/
https://85358.diarynote.jp/201710200952128262/
https://85358.diarynote.jp/201710200953137161/
https://85358.diarynote.jp/201710201214172258/
 
https://85358.diarynote.jp/201710202125122505/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Lightworker @Lightworker19
· 2時間 2時間前 

仲間から浮いた存在になり排除されろ！！　それが君のミッションだ！！

T. HIRANOさんがリツイート 
黒澤明「生きる」言葉 @AkiraK_Bot 
· 5 時間 5 時間前 



良いアイデアは、追い詰まった時　生まれるものだ

 
「人間は弱い物だからね、平穏無事に生きている時は大して良い考えなんか出てこないのさ。

ここを踏み外したら真っ逆さまだぞと追い詰まった時、やっとこさっとこ頭がフル回転し始

める。」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 



（下旬）　駅の北、リス園の南。／帝都東京は腐海にのまれている。

（１０月２１日）

https://85358.diarynote.jp/201710210737179791/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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

駅の北、リス園の南。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/921358601838510081
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710210816427410/
https://85358.diarynote.jp/201710210817381740/
https://85358.diarynote.jp/201710210818348862/
https://85358.diarynote.jp/201710210819455399/
 
（１０月２２日）

https://85358.diarynote.jp/201710230748266952/
https://85358.diarynote.jp/201710230846375716/
https://85358.diarynote.jp/201710230854492689/
https://85358.diarynote.jp/201710230902483405/
 
（１０月２３日）

https://85358.diarynote.jp/201710220813179283/
https://85358.diarynote.jp/201710220847486707/
https://85358.diarynote.jp/201710220859195808/
https://85358.diarynote.jp/201710220935402663/
https://85358.diarynote.jp/201710220939236282/
 
https://85358.diarynote.jp/201710221814122173/
https://85358.diarynote.jp/201710222217295994/
 
（１０月２４日）

https://85358.diarynote.jp/201710240837259133/
https://85358.diarynote.jp/201710240838266632/
https://85358.diarynote.jp/201710240839294968/
https://85358.diarynote.jp/201710240903255107/

https://twitter.com/sukipparanisake/status/921358601838510081


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

rin_earth @rin_earth · 2時間2時間前 
rin_earthさんが日刊ゲンダイをリツイートしました

それにしても、我らが首相殿は強運の持ち主と言わざるを得ない。

「自民」と「希望」という派閥抗争に民進を巻き込んで野党共闘を

分断して各個撃破、

「希望」を「飼い殺し」にするか自民に「取り込む」か、選択するカードもある・・・

我らが首相殿の強運が日本の凶運となるか・・・

https://twitter.com/rin_earth/status/922586672474157057

…電痛Оベルシュタイン vs. 前原リンツの喜劇…★ｗ（〜〜＃）ｗ★

…かかっているのは、たかだか国家の存亡だァ…ッ!!!!（－－＃）★
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

https://twitter.com/rin_earth/status/922586672474157057


（10月22日）　銀の箱。

https://85358.diarynote.jp/201710220939236282/
　

ひみつ日記

　

rin_earthさんがリツイート 
生放送！とことん共産党 @tokoton_k · 10時間10時間前 

【放送中】この後は、別スタジオで「小池さんになんでも聞いてみようPart２」
小池さんは、１１時５９分までがんばります。 
（略）#比例は共産党 #とことん共産党
https://twitter.com/tokoton_k/status/921731094507954182

rin_earthさんがリツイート 
カクサン部長 @kakusanbuchoo · 10時間10時間前 
カクサン部長さんが変態元ロケバスドライバーをリツイートしました

その独り言、国会で政府にぶつけますよ。最賃時給1500円にして、賃金底上げを。

大企業社員は、内部留保の数％を賃金にまわして月1万円アップを。

中小企業には国から直接の財政支援をして賃上げを。

（※略※）

共産党にやらせてください。#比例は共産党
https://twitter.com/kakusanbuchoo/status/921731698919739393

rin_earthさんがリツイート 
志位和夫�認証済みアカウント� @shiikazuo · 18時間18時間前 

自由党共同代表の山本太郎さんの応援から。

「しっかりとした監視役が必要だ。ものすごい調査能力をもち、理詰めでしっかり言質をとるよ

うな能力のある政党が必要だ。だとすれば比例は共産党しかないじゃないですか」

山本太郎さん、ありがとう！

https://twitter.com/tokoton_k/status/921731094507954182
https://twitter.com/kakusanbuchoo/status/921731698919739393


応援メッセージを各所で紹介させてもらってます！

rin_earthさんがリツイート 
にっきょうさん @nikkyosan · 10月16日 
#政権交代 だけが社会を変える方法じゃない。1議席をコツコツ積み上げていくことが大事なんだ
。　#共産党　#選挙　#衆院選　#比例は共産党へ　#野党共闘
https://twitter.com/nikkyosan/status/919875616521969664

rin_earth @rin_earth · 13時間13時間前 
ホンワカしたイメージですなあ・・・

10月22日衆議院選挙、比例代表は日本共産党に。 http://www.jcp.or.jp/hyh/ #比例は共産党
https://twitter.com/rin_earth/status/921695425135919104

rin_earthさんがリツイート 
みんなのおとうさん @minnnanotousan · 10月20日 
共産党員魂っていうのがあって。

「見返りは民主主義」っていうのがそれ。

小林多喜二はその見返りのために命を賭した。

共産党にとって民主主義ってそういうもの

だから性根の座った筋金入の言葉なんだね。

日本に真の民主主義を取り戻すためにも

#比例は共産党
https://twitter.com/minnnanotousan/status/921418393072287744
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月22日9:49
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投票に行ってきまーす！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月22日21:51
　

OTL49さんがリツイート 
roba（出口調査は『銀の箱』）44  @ roba · 10月20日 

先ほど同僚から聞いた話。

初めての選挙の時、投票所から出て声をかけられ、

「どこ（の政党）に入れました？」

って聞かれて

「え？前の人に続いて銀の箱に入れましたけど…何か違いましたか…？」

って素で答えたらしいｗｗｗ

出口調査への回答は「銀の箱」で！

 

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


（10月22日）　核攻撃サバイバー。／民衆のために立ち上がるヒーローだ。(

https://85358.diarynote.jp/201710221814122173/

【 明日、福島原発は大変な状態になる。】／【 まだ　間に
合う！】…（かも！）

2017年10月22日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】 

選挙に行こう！

そして逃げよう！　（今すぐ！）

（フクシマの線量情報…、⇒消滅。）

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 4 秒4 秒前 

台風21号
世界中で行われている日本の台風進路予測を平均化しても、

明日、福島原発は大変な状態になる。

このままの状態で台風が進んだら、ほぼ福島原発に直撃に近い状態。な〜にも日本で

は報道しない。

日本の報道は「アンダーコントロール」だ。おとといから海外では報道してる。

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/922036451205832705

https://85358.diarynote.jp/201710221814122173/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=1
https://85358.diarynote.jp/201710221814122173/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171022/85358_201710221814122173_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171022/85358_201710221814122173_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171022/85358_201710221814122173_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/922036451205832705


https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508663400/1011-0010-101000-
201710221810.gif?t=1508664071
（１８：００〜１８：１０）

https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/typhoon/1721.html

避難情報

避難指示　千葉県、大阪府 

避難勧告　茨城県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、三重県、京都府、兵庫県、

奈良県、和歌山県、鳥取県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県 

避難準備 　岩手県、栃木県、埼玉県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県、岡
山県、広島県、高知県、大分県 

土砂災害　警戒　茨城県、千葉県、神奈川県、三重県、大阪府、奈良県、和歌山県、

徳島県、大分県 
河川洪水情報

氾濫危険 　大阪府 
氾濫警戒 　三重県、奈良県 

緊急・被害状況　三重県

ぅにゃはははは☆

　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=VwRdhIth8s4&feature=youtu.be
核攻撃サバイバー２ あべりょう 【衝撃のYahoo!ニュース】
YouTube1500万再生突破　https://goo.gl/Ty3FC3 

たしかに安いぞ！（＾◇＾）！

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508663400/1011-0010-101000-201710221810.gif?t=1508664071
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/typhoon/1721.html
https://www.youtube.com/watch?v=VwRdhIth8s4&feature=youtu.be
https://goo.gl/Ty3FC3


（そして、哀れな北朝鮮人民を、ニホン酷性腐のフクイチ労働要員として徴発してくる。という

ハナシだな…ｗｗｗ）

…消費税は倍でもいいよ…？

スウェーデン並の社会福祉と、「脱被曝⇒海外避難の権利」を保証してくれるなら。…ね？

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 17分17分前 

今、降ってる雨は台風に刺激された秋雨前線の雨。

これから台風の雨が降る。結構、日本全国に「避難準備、避難勧告、避難指示」が出

てたり「三重県の河川で氾濫危険水位を超え」とか、東北でも猛烈な雨。

地方のローカルでは報道してるけど、国民から受信料をボッタくってるNHKは通常営
業してる

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/922032553468469249

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 1時間1時間前 
これから台風の雨が降るというのに、

もう既に多摩川の河川敷は水没してる。二子玉の駅ところの橋の下、バーベキュー

会場。もう少し下流の大田区付近も酷い。（左：22日17時現在・右：平常時）
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/922018229853102081

TOHRU HIRANO @TOHRU_HIRANO · 2時間2時間前 

16時00分
東京都大田区に「避難準備」2709世帯（5852人）　
大阪、千葉の一部地域に「避難指示」

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/922006111221198849

（…百草園にいたら、避難準備中だな…）

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/922032553468469249
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/922018229853102081
https://twitter.com/TOHRU_HIRANO/status/922006111221198849


…超・巨大イクラ…（＠＠；）…★
　　↓

特務機関NERV @UN_NERV · 2時間2時間前 
【台風21号推定・予報 2017年10月22日 16:43】
超大型で非常に強い台風21号は、日本の南を１時間に40キロの速さで北北東に進んで
いるとみられます。

https://twitter.com/UN_NERV/status/922005483564687360

宇宙天気ニュース @swnews · 6 時間6 時間前 

[記事] 太陽の東端から2685黒点群が現れました。 http://swnews.jp #swnews

…現在、千葉〜富山〜広島まで、暴風雨らしい…（＠＠；）…。

https://www.youtube.com/watch?v=yMBw4wgqeYI
進撃の巨人 OP - "紅蓮の弓矢" - Linked Horizon (1 hour size) 

「避難希望」のかた向け「参考画像」（？）追加しました…ｗ
　　↓

http://85358.diarynote.jp/201710220635489569
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月22日21:41
　

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508674200/1011-0010-101000-
201710222110.gif?t=1508674870

特務機関NERV @UN_NERV · 1分1分前 
【奈良 王寺町 2650世帯に避難指示】
奈良県王寺町は、土砂災害の危険性が高まっているとして、午後9時すぎ、王寺地区と九度地区の
、合わせて2650世帯、5449人に避難指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 5分5分前 
【京都府 淀川水系　桂川中流・園部川氾濫危険情報 2017年10月22日 21:31】
淀川水系　桂川中流・園部川では、氾濫危険水位（レベル４）に到達し、氾濫のおそれあり

［氾濫危険水位超過］保津橋（亀岡市）

特務機関NERV @UN_NERV · 11分11分前 
【和歌山 熊野川で氾濫危険水位を超える】
和歌山県によりますと、県南部を流れる熊野川の水位が上昇し午後8時半、新宮市の日足水位観測
所で洪水のおそれがある氾濫危険水位を超えたということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 12分12分前 
【奈良 生駒市の一部に避難指示】
奈良県生駒市は土砂災害の危険性が高まっているとして、西松ヶ丘地区の一部の6世帯20人に避難
指示を出しました。

特務機関NERV @UN_NERV · 37分37分前 
【三重 名張市の宇陀川で氾濫発生】（続き）
国土交通省によりますと現地の職員が宇陀川から水があふれ、三重県名張市側の道路が浸水して

いるのを確認したということです。

（2017年10月22日 21:02 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 43分43分前 
【大阪 太子町の一部に避難指示】
大阪・太子町は土砂災害の危険性が高まっているとして、町内の4つの地区の719世帯1682人に避
難指示を出しました。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1508674200/1011-0010-101000-201710222110.gif?t=1508674870


特務機関NERV @UN_NERV · 45分45分前 
【大阪 岬町 さらに４２５世帯に避難指示】
大阪・岬町は、川の水位が高くなっていることから、午後6時に町内の▽多奈川港地区▽多奈川中
地区▽多奈川西地区の、合わせて425世帯、913人に避難指示を出し、速やかな避難を呼びかけて
います。

特務機関NERV @UN_NERV · 55分55分前 
【台風21号推定・予報 2017年10月22日 20:45】
超大型で非常に強い台風21号は、潮岬の南約170kmを１時間に50キロの速さで北北東に進んでい
るとみられます。

…ぱねぇ…（＠＠；）…まだ上陸もしてないのに…！

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月22日21:44
　

rin_earthさんがリツイート 
東京新聞編集局�認証済みアカウント� @tokyonewsroom · 3時間3時間前 

総務省によると、午後４時現在の投票率は２６．３０％で、前回比２．８１ポイント減 。まだ投
票していない方はぜひ、棄権せずに貴重な一票を投じてください。一票の積み重ねで国の行方が

変わります。日は暮れて台風も近づいていますので、くれぐれも足元にはお気をつけくださいね

。

…こりゃ最悪だ…「投票どころじゃない」「開票速報やってる暇がない」

…終わったかな…民主主義…（－－；）…★
　

　

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10月22日21:49
　

rin_earthさんがリツイート 
唐橋史（史文庫〜ふひとふみくら〜) @FuhitoFumikura · 9時間9時間前 

これから選挙に行く方、豪雨だからといって諦めないで。脳内でレミゼの民衆の歌を再生しなが

ら投票所に向かうんだ。これで貴方も気分は、民衆のために立ち上がるヒーローだ。

(避難勧告などには充分に注意を払ってお出掛けください)

OTL49さんがリツイート 
川尻雛子 @fukuzawayumi · 12時間12時間前
 
選挙の投票が信じられないと街の中で聴く。わたしも開票結果はどこまで信じられるものか疑

問だ。

 
天安門事件が公正な選挙を求めたもので、日本にはそれがあると言うツイートを読んだけど、

日本にもないと思う人は増えている。

rin_earthさんがリツイート 
きづのぶお @jucnag · 14時間14時間前
 
やばい。16時で締め切られる地域があります。早めに #投票に行こう 。 #衆院選2017 #GOVOTE

『53市町村で投票繰り上げ　衆院選、台風21号接で』
　

 



（下旬）　【神様の使いじゃあ、仕様がない】。

（１０月２５日）

https://85358.diarynote.jp/201710250828014941/
https://85358.diarynote.jp/201710250829318825/
https://85358.diarynote.jp/201710250831132055/
https://85358.diarynote.jp/201710250832024182/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

OTL49さんがリツイート 
常識的で非常識 @joshiki_de · 10月23日 

銀行で窓口業務をしてたら、

おばあちゃんが口座開設にきたので「４桁の暗証番号を決めて下さい」と言ったら悩んでた。 

「後日でいいので決まったら教えて下さいね」と言ってその日は帰ってもらった。 
次の日、おばあちゃんが持ってきた用紙にハッキリと書かれていた。

「どんぐり」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710250834382690/
https://85358.diarynote.jp/201710260003081568/
 
（１０月２６日）

https://85358.diarynote.jp/201710260736233802/
https://85358.diarynote.jp/201710260737435819/
https://85358.diarynote.jp/201710260812306282/
https://85358.diarynote.jp/201710260813424116/
https://85358.diarynote.jp/201710260814255887/
https://85358.diarynote.jp/201710261117037413/
https://85358.diarynote.jp/201710261121031373/
 
（１０月２７日）

https://85358.diarynote.jp/201710270814397186/
https://85358.diarynote.jp/201710270844447787/
https://85358.diarynote.jp/201710270916302357/
https://85358.diarynote.jp/201710270917128360/
https://85358.diarynote.jp/201710270918012945/



 
（１０月２８日）

https://85358.diarynote.jp/201710280802373524/
https://85358.diarynote.jp/201710280821497358/
https://85358.diarynote.jp/201710280823063724/
https://85358.diarynote.jp/201710280823093551/
https://85358.diarynote.jp/201710280823437973/
https://85358.diarynote.jp/201710280824194635/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

cmk2wl @cmk2wl · 21時間21時間前 

私が人生で学んだことは、

自分がいま持っている力をぜんぶ使えということだ。

理論物理学者スティーブン・ホーキング

https://twitter.com/cmk2wl/status/923723555958689792
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

https://twitter.com/cmk2wl/status/923723555958689792


（10月26日）　…書いたのは１９８０年代〜☆

https://85358.diarynote.jp/201710261117037413/
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
双極鑷子コアギュラ @shiso_ume · 10月24日 

「特に今回の総選挙で、若年層の自民党支持率が高かったという点は、もう一つの心配事だ。

誤った歴史教育で日本の若者たちの歪曲された歴史認識が増えている

という傍証と見ることができるためだ。これは、周辺国の若者との歴史認識の格差を広げ、

今後北東アジアの協力と共存に暗い影を落とす」

https://twitter.com/shiso_ume/status/922650891995398144

　　↑

参照⇒http://penguindou.com/?pid=12023245
『正しい戦争』

⇒http://p.booklog.jp/book/110390/read#none
リステラス星圏史略　古資料ﾌｧｲﾙ 5-X-1-1-2　『未完史』
第１部　第１章「ほんの発端」　２．ヒーロー・会田正行

「考えてもみなよ。あの、黒いものを白と言い張ってでも自分の間違いなんて存在も

認めようとしないおかみ（政府）の、いわば直属部隊なんだぜ、教育省ってのは。

　それがいくら国民多数とやらの署名運動でもなんでもあったか知らないけど、天下

の学校教科書を全面的に書き換えようって言うんだ。

　それ以前にどんなことが書いてあって、どう『不適正』だったのか、書き換えられ

た前と後のどっちがどれだけ実際の出来事に近いものなのか、そこんとこに興味を抱

かないようならそりゃあ嘘ですぜっ」

　あせるのでやたら早口になる。

「そんなものかなァ」

https://twitter.com/shiso_ume/status/922650891995398144
http://penguindou.com/?pid=12023245
file:///tmp/puboo/127518/455037/book/110390/read#none


　不得要領なユミちゃんの顔。

「らしーねぇ。」

　なにやらほくそ笑んだ表情の楠木女史。

「ですけれど "全面改訂" の際には第２次大戦後占領期の教育における混乱と誤り及び
不備な点を廃し、我国元来の史観にのっとって再編纂が行われた、とあの授業の折に

先生もおっしゃっておられた事ですし、史実に近いという点では改正された現行のも

のの方が優れていると考えるのが当然の事ではありませんの？」

「あま〜い。と思いますねェ」

　 "くっちゃん" はあくまでも姫とは逆意見を主張するみたいだった。

「だァたい物価は上がるしぜーきんは上がるし、うちの店なんて、も、潰れる寸前で

すよォ。それってゆーのも今の政治がロクなコトしてないからっしょ。んでチンタラ

チンタラ物が値上がり続けてんのァはるか昔っからの事なんだから、いつの時代にも

政治なンてのはロクなもんじゃあなかったと。

　その政治屋連中が巣喰ってる国会で教育省の予算決めんでしょ。教育省の御役人サ

マも議員サンと親戚さん。って事はですよ、どーせロクなコトをした試しの無い連

中ばっかが集まって人を教える本を作ってる。

　その連中が、正直にありのままのこと、書かせると思えますかね。冗談じゃありま

せんよ、自分達のやったドジも悪事もみんなバレちゃうじゃない。

　…これはやっぱ、ひたすら美化正当化の一手デスよ。」

　…………たら。

「うがったものの見方をなさいますのね。」

　ゆかり姫、底知れず空丁寧な口調で。

「失礼ですけれども改訂が『国民多数の要望を得て』行なわれたものだという事実を



忘れて頂きたくはないものですわ。」

「 "国民の意志" てのはフツー国会ってシロモンに代弁されちゃうんですよねー。」

「何がおっしゃりたいのかしら」

「せーじ屋なンてものほど一般国民とかけはなれた価値観もってるヤツもそういない

、国会てのはロクなコトをやらない最たる連中の寄せ集まりだっていう事でしょ

うね。」

　……………こあいよォ、無政府主義者っ！

…書いたのは１９８０年代〜☆

（まだＰＢにも乗る前！）

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年10月26日23:23
　

2015年6月20日 
amaちゃんだ @tokaiamada · 4時間4時間前
　

18歳選挙権で“大混乱” 票を売る少年少女が続々逮捕の懸念も 
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160899 …
　

一番可能性の強い事態

投票に一票1万円程度の値が付けば、みんなが売り飛ばす
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（10月31日）　【 史上 最低 ！】

https://85358.diarynote.jp/201710310643236794/

【 史上最低 記録！】（＠＠；）！

2017年10月31日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。
　

　

えっ？（＠＠；）ナニこれ？

　　↓

アクセス解析

あなたの日記にアクセスされた数の日別の推移を表示しています。最大で 3 か月のロ
グを残しています。

これまでのカウンター増加数の推移

　　日付　　アクセス数

　　　　　　　　↓

2017-10-30 (月) 36 ☆ 日記更新 

2017-10-29 (日) 60  ☆ 日記更新 
2017-10-28 (土) 55  ☆ 日記更新 
2017-10-27 (金) 54  ☆ 日記更新 
2017-10-26 (木) 59  ☆ 日記更新 
2017-10-25 (水) 70  ☆ 日記更新 
2017-10-24 (火) 61  ☆ 日記更新 
2017-10-23 (月) 55  ☆ 日記更新 
2017-10-22 (日) 69  ☆ 日記更新 
2017-10-21 (土) 60  ☆ 日記更新 
2017-10-20 (金) 59  ☆ 日記更新 
2017-10-19 (木) 59  ☆ 日記更新 
2017-10-18 (水) 71  ☆ 日記更新 
2017-10-17 (火) 84  ☆ 日記更新 
2017-10-16 (月) 60  ☆ 日記更新 
2017-10-15 (日) 59  ☆ 日記更新 
2017-10-14 (土) 49  ☆ 日記更新 
2017-10-13 (金) 84  ☆ 日記更新 
2017-10-12 (木) 84  ☆ 日記更新 

https://85358.diarynote.jp/201710310643236794/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14


2017-10-11 (水) 61  ☆ 日記更新 
2017-10-10 (火) 48  ☆ 日記更新 
2017-10-09 (月) 54  ☆ 日記更新 
2017-10-08 (日) 63  ☆ 日記更新 
2017-10-07 (土) 68  ☆ 日記更新 
2017-10-06 (金) 49  ☆ 日記更新 
2017-10-05 (木) 84  ☆ 日記更新 
2017-10-04 (水) 77  ☆ 日記更新 
2017-10-03 (火) 115 ☆ 日記更新 
2017-10-02 (月) 70  ☆ 日記更新 
2017-10-01 (日) 41  ☆ 日記更新 
2017-09-30 (土) 52  ☆ 日記更新 
2017-09-29 (金) 60  ☆ 日記更新 
2017-09-28 (木) 98  ☆ 日記更新 
2017-09-27 (水) 79  ☆ 日記更新 
2017-09-26 (火) 53  ☆ 日記更新 
2017-09-25 (月) 73  ☆ 日記更新 
2017-09-24 (日) 57  ☆ 日記更新 
2017-09-23 (土) 60  ☆ 日記更新 
2017-09-22 (金) 52  ☆ 日記更新 
2017-09-21 (木) 81  ☆ 日記更新 
2017-09-20 (水) 77  ☆ 日記更新 
2017-09-19 (火) 62  ☆ 日記更新 
2017-09-18 (月) 56  ☆ 日記更新 
2017-09-17 (日) 93  ☆ 日記更新 
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 
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 
2017-08-25 (金) 89  ☆ 日記更新 
2017-08-24 (木) 78  ☆ 日記更新 
2017-08-23 (水) 67  ☆ 日記更新 
2017-08-22 (火) 73  ☆ 日記更新 
2017-08-21 (月) 78  ☆ 日記更新 
2017-08-20 (日) 57  ☆ 日記更新 
2017-08-19 (土) 52  ☆ 日記更新 
2017-08-18 (金) 74  ☆ 日記更新 
2017-08-17 (木) 80  ☆ 日記更新 
2017-08-16 (水) 115 ☆ 日記更新 
2017-08-15 (火) 52  ☆ 日記更新 
2017-08-14 (月) 62  ☆ 日記更新 
2017-08-13 (日) 47  ☆ 日記更新 
2017-08-12 (土) 46  ☆ 日記更新 
2017-08-11 (金) 76  ☆ 日記更新 
2017-08-10 (木) 56  ☆ 日記更新 
2017-08-09 (水) 90  ☆ 日記更新 
2017-08-08 (火) 70  ☆ 日記更新 
2017-08-07 (月) 55  ☆ 日記更新 
2017-08-06 (日) 55  ☆ 日記更新 
2017-08-05 (土) 56  ☆ 日記更新 
2017-08-04 (金) 71  ☆ 日記更新 
2017-08-03 (木) 92  ☆ 日記更新 
2017-08-02 (水) 63  ☆ 日記更新 
2017-08-01 (火) 79  ☆ 日記更新



（下旬）　銀英伝「魔術師、還らず」からの３話。

（１０月２９日）

https://85358.diarynote.jp/201710290756502142/
https://85358.diarynote.jp/201710290818527731/
https://85358.diarynote.jp/201710290819301863/
https://85358.diarynote.jp/201710290821026415/
https://85358.diarynote.jp/201710290821369880/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

プロモツイート 
Vimeo�認証済みアカウント� @Vimeo · 8月3日 

웹에서 가장 풍부한 지원을 제공하는 영화 제작 커뮤니티와 함께하여 수많은 강력한 도구들을 마
음껏 활용하세요
https://twitter.com/Vimeo/status/893112768156643328

　　↑

？？？（＾＾；）？？？

…ここは日本だぞ、ツイッター社。

…間違えて配信してないか…？？？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
（１０月３０日）

https://85358.diarynote.jp/201710300855119741/
https://85358.diarynote.jp/201710300856075199/
https://85358.diarynote.jp/201710300856558415/
https://85358.diarynote.jp/201710300857351472/
https://85358.diarynote.jp/201710300858163004/
 
（１０月３１日）⇔（お、ここから「時事」分類になってる！）

https://85358.diarynote.jp/201710310832198691/
https://85358.diarynote.jp/201710310832595191/
https://85358.diarynote.jp/201710310850561873/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

OTL49さんがリツイート 

https://twitter.com/Vimeo/status/893112768156643328


Scott Kerr @scott_kerr · 10月26日 

The geology teacher who created this should get a raise.
https://twitter.com/scott_kerr/status/923594682843762689

　　↑

！（＠◇＠）！　ほしいッ！！♪

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710310851524541/
https://85358.diarynote.jp/201710310852319227/
https://85358.diarynote.jp/201710310944579239/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

OTL49さんがリツイート 
鐘の音@新刊とらに委託中 @kanenooto7248 · 10月26日 

タバコをやめられないと何度も禁煙に挑戦して、その都度失敗していた知り合いが、突如として

燻製作りに目覚め、ベーコンハムスモークサーモンを作りまくり、ついには燻製用のコンテナを

買い出して、やっと禁煙に成功したので、この人タバコじゃなくて煙が好きだったんだと気づ

いた。

https://twitter.com/kanenooto7248/status/923432306718621696
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

OTL49 @sukipparanisake · 10月28日 

ケーブルの具合が時々悪くなるので確認のためCS視聴したところ、

銀英伝「魔術師、還らず」からの３話。

帝国と対峙した共和国の戦略家が、狂信者の手にかかる、物語の変節点。

何かの暗示か、たまたまか？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201710312237462935/
 

https://twitter.com/scott_kerr/status/923594682843762689
https://twitter.com/kanenooto7248/status/923432306718621696


（…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－２０１7－１１
 

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）
 

（2017年11月）
 

 http://p.booklog.jp/book/127519
 

 



奥付

（ ※ 旧題：「閉店準備作業のための予備ファイル　８」 ）
↓

 

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
 

（2019.08.16.〜 23. ）
 

☆ 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/127518

電子書籍プラットフォーム : パブー（http://p.booklog.jp/）
運営会社：株式会社トゥ・ディファクト

 

 


