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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
 

 

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/127519
 



（上旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年１１月）

（上旬）
 



（11月１日）　「原稿」！

https://85358.diarynote.jp/201711010736331158/

【 札幌 ０．０ ５３ → ０．０ 38 μ 】（＋７℃！）／北朝鮮の核
実験場「崩壊」の恐れ　放射性物質が「北海道に飛来の危険性」

。　（未JUMP）

2017年11月1日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=-zLTurUfx0s
パイレーツ・オブ・カリビアン（サウンド・トラック・ハイライト）

うっかり遅くなりましたよう（＾＾；）の、おはようございます。

０７：２８になっちゃいました。（＾＾；）

ぃえ、「とりあえずかろうじて首の皮一枚でつながってるだけの失職寸前」

４連休の２日目。（＾＾；）

定刻６時の目覚ましで元気よく起きだして定例のナンチャッテ腹筋と小家事をやって、

１１月０１日、

０６時４１分。にはＰＣ起こしてたんですが…

昨夜作業分のうっかり読み返し（＾＾；）とかしてたら、この時間に…★

さくさく往きます！

https://85358.diarynote.jp/201711010736331158/
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月01日（水）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.036 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.039 0.037 0.038 6 
06:00

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509489000/1011-0010-101000-
201711010730.gif?t=1509489664
（０７：２０〜０７：３０）

予定は終日ひきこもり。

ペットボトルのリサイクル出しと

洗濯と

台所かたしと

料理（今週分の「魔女鍋」仕込み）と

机の上の雑資料に目を通して、

ＰＣ内のごたごたデータを少し整理して、

夜は「原稿」！

地震マップ @eq_map 
【M2.8】十勝地方南東沖 深さ54.7km 2017/11/01 08:06:35

【M3.4】宗谷地方 深さ12.0km 2017/11/01 02:14:21

【M4.4】SAKHALIN, RUSSIA 10.0km 2017/11/01 02:14:08JST, 2017/10/31
17:14:08UTC

【M3.7】北海道南西沖 深さ205.1km 2017/11/01 01:36:17

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509489000/1011-0010-101000-201711010730.gif?t=1509489664


チャーリー（Lv51） @charlie24K · 9時間9時間前 

これは、あまりいい形ではないな？

あちこち…
https://twitter.com/charlie24K/status/925392047166537733

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
気温bot(北海道）9  @ n__ · 10時間10時間前 
23時現在の気温(道東)
雄武5.7
紋別3.5
遠軽1.5
網走1.4
津別-1.4
根室4.4
厚床0.4
釧路2.4
帯広2.2
広尾4.7

【M3.2】北海道東方沖 深さ8.1km 2017/10/31 22:24:36

【M2.5】釧路地方 深さ128.1km 2017/10/31 20:40:47

【M4.6】OFF THE COAST OF HOKKAIDO, JAPAN 54.8km 2017/10/31 08:00:55
JST[UTC+9]
　　↑

【最大震度1】(気象庁発表) 根室半島南東沖 深さ約60km M4.2 31日08時01分頃発生

OTL49さんがリツイート 
らん@マイナンバーとは全体主義のこと @ranranran_ran · 10月30日 

https://twitter.com/charlie24K/status/925392047166537733


◆餓死した母親（北海道札幌市）

◆生活保護「水際作戦」（2/12）
①昭和６２年。札幌市白石区。母子家庭の母親に保護受給の申請すらさせず餓死する

まで放置。

②つまり今に始まった事ではない。昭和の時代から延々と続いてる。批判されても直

らない。もはや地方公務員を染め上げる組織的体質。

OTL49さんがリツイート 
jp4africa@tokyo @jp4africa · 10月29日 
jp4africa@tokyoさんが千田有紀をリツイートしました

タイ人&ベトナム人 (高学歴＆専門職) 「日本って給料安いよねー」
オーストラリア人「初任給、わしらの半分」

全員「どうやって暮らしてんの？」

https://twitter.com/jp4africa/status/924429527006113793

https://www.youtube.com/watch?v=l0XdDKwFe3k
Stomp Live - Part 3 - Just clap your hands 

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ハル @esmhal · 10月30日

北朝鮮の核実験場「崩壊」の恐れ　放射性物質が「北海道に飛来の危険性」韓国紙報

道（J-CASTニュース） - Yahoo!ニュース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?
a=20171030-00000011-jct-soci … @YahooNewsTopics
https://twitter.com/esmhal/status/924944804731011072

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201711010842471943/
！（－－＃）！

（もう来たし、とりあえず終わった！）

https://twitter.com/jp4africa/status/924429527006113793
https://www.youtube.com/watch?v=l0XdDKwFe3k
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171030-00000011-jct-soci
https://twitter.com/esmhal/status/924944804731011072
http://85358.diarynote.jp/201711010842471943/


　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月2日6:50
　

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

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


 



（11月１日）　ちょっと夕飯たべて夕寝してきてから書く。

https://85358.diarynote.jp/201711011803052401/

めも。（１７：５９）

2017年11月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)
　　

「ことの起こりは３０年前、そこそこ名前は知られているが通勤ラッシュ時の

乗降客数はそこそこでしかない山手線の西南側の某駅から徒歩なら１５分ほ

どの、

周囲は下町の古い家並が残るなか、バブルの地上げの産物とはっきり分る

そこだけ超高層なハイテクの、隣接する某庭園を見下ろすビルから始まった。」

「総括」（まだ終わっていない段階での書き出し草案）。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「アジャ・カダリ」⇒「アジャカダーリ」

＠『た〜や…西方より来たる騎士』

ちょっと夕飯たべて夕寝してきてから書く。

 
　

　

 

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18:05

https://85358.diarynote.jp/201711011803052401/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201711011803052401/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171101/85358_201711011803052401_1.jpg
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騎士じゃなくて

都市でもなくて

徒士、だった？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日20:01
　

ミライノシテン-本部さんがリツイート 
ミライノシテン-デザイン・アート @mirainoshiten_6 · 10月31日 

平和な生き物

https://twitter.com/mirainoshiten_6/status/925302166440509440
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日20:23
　

※！閲覧注意！※

　　↓

森井啓二 @keijimoriiVet · 10月30日 

オーストラリアのミミズが大きい

https://twitter.com/keijimoriiVet/status/925139024028643328
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日21:41
　

…何故か？こんなものを見つける…☆

https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000180901/

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/mirainoshiten_6/status/925302166440509440
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/keijimoriiVet/status/925139024028643328
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000180901/


マ鹿工房

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日22:42
　

これに入れといたｗ

　　↓

http://p.booklog.jp/book/105923/read#none
リステラス星圏史略　古資料ファイル

　４－２　『宝玉物語』

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月1日22:44
　

地形がまさに「道の涯の村」だし、あたりの景色も「まんまくりそつ！」なので…

いつか本が出せたら、絶対なにかコラボしてもらおう…♪

O（＾ｗ＾）O
 
　

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


（11月１日）　（２３：２３）

https://85358.diarynote.jp/201711012334413593/

…だめです…（－－；）…★

2017年11月1日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。
　

　 　

　

　

なんか今日は目的までたどり着けませんでした。

夕方までは調子よかったんですが、夜半から急激にトーンダウンというか不調で、熱まで出てき

ました…★

ちょろちょろと気になっていた溜まった雑用だけはガンバッテ少し片づけました。

https://www.youtube.com/watch?v=eKsslRFglQ0
【民族音楽】快活 - 楽しい 仕事 - 陽気な音楽 - ハッピー ソング - 盛り上がる曲 - 盛り上がる - アッ
プビート - 笑顔 - ポジティブ - 爽やか
- 作業用BGM 

地震マップ @eq_map · 5 時間5 時間前 
【M5.4】LOYALTY ISLANDS 10.0km 2017/11/01 18:33:46JST, 2017/11/01
09:33:46UTC
【M5.0】GUAM REGION 76.0km 2017/11/01 17:46:21JST, 2017/11/01 08:46:21UTC

特務機関NERV @UN_NERV · 8時間8時間前 
【合唱中の小学生 息苦しさ訴え２５人搬送 岡山】
1日午後、岡山市の小学校で、合唱の練習をしていた児童が「呼吸がしづらい」などと
相次いで訴え、25人が病院に搬送されました。いずれも意識はあり警察や消防で状況
を調べています。

https://85358.diarynote.jp/201711012334413593/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171101/85358_201711012334413593_1.jpg
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https://twitter.com/UN_NERV/status/925616507903664129

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.3】SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 10.0km 2017/11/01 14:14:15
JST[UTC+9]
【M6.0】LOYALTY ISLANDS 10.0km 2017/11/01 14:09:00JST, 2017/11/01
05:09:00UTC

地震マップ @eq_map · 12時間12時間前 
【M6.8】LOYALTY ISLANDS 13.9km 2017/11/01 11:23:56JST, 2017/11/01
02:23:56UTC

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M6.1】LOYALTY ISLANDS 10.0km 2017/11/01 09:09:30JST, 2017/11/01
00:09:30UTC
【M5.0】LOYALTY ISLANDS 10.0km 2017/11/01 08:59:47JST, 2017/10/31
23:59:47UTC

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M5.0】SOLOMON ISLANDS 65.9km 2017/11/01 08:18:08JST, 2017/10/31
23:18:08UTC
【M5.1】LOYALTY ISLANDS 13.0km 2017/11/01 08:06:04JST, 2017/10/31
23:06:04UTC
【M5.3】LOYALTY ISLANDS 10.0km 2017/11/01 07:50:16JST, 2017/10/31
22:50:16UTC

地震マップ @eq_map · 16時間16時間前 
【M5.4】SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 101.6km 2017/11/01 07:26:03
JST[UTC+9]

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M5.0】SERAM, INDONESIA 27.4km 2017/11/01 01:47:48JST, 2017/10/31
16:47:48UTC
【M5.0】LOYALTY ISLANDS 7.2km 2017/11/01 05:22:44JST, 2017/10/31
20:22:44UTC

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 

https://twitter.com/UN_NERV/status/925616507903664129


【M5.2】LOYALTY ISLANDS 11.3km 2017/11/01 04:41:17JST, 2017/10/31
19:41:17UTC
【M5.4】LOYALTY ISLANDS 19.4km 2017/11/01 04:22:09JST, 2017/10/31
19:22:09UTC
【M5.0】TONGA 10.0km 2017/11/01 01:30:30JST, 2017/10/31 16:30:30UTC
【M5.0】MOLUCCA SEA 24.3km 2017/11/01 03:24:36JST, 2017/10/31 18:24:36UTC

地震マップ @eq_map · 23時間23時間前 
【M5.1】SERAM, INDONESIA 35.0km 2017/10/31 22:42:29JST, 2017/10/31
13:42:29UTC

地震マップ @eq_map · 10月31日 
【M5.7】SERAM, INDONESIA 38.7km 2017/10/31 21:37:50JST, 2017/10/31
12:37:50UTC
【M6.3】SERAM, INDONESIA 32.4km 2017/10/31 20:50:51JST, 2017/10/31
11:50:51UTC

…寝ます…。（－－；）

（２３：２３）

 



（11月２日）　脳内（妄想）記憶容量と霊体？の質量が多すぎて、

https://85358.diarynote.jp/201711020707564603/

【 稚内 泊原発沖 ０．０ ５６ μ 】／（ 札幌 ０．０ 39 μ 。
＋７℃ ）。

2017年11月2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。今日はちゃんと早めです。０６：４４。

しかしながら昨夕からの「どうもよくわからん不調」（脳みそ停止）は継続中で、ムリヤリこん

なん聴いてみてます…。

https://www.youtube.com/watch?v=ujrF0Dlh0DE
【ジプシージャズ】民族 音楽 おすすめ - ジャズ - ジャズ カフェ- ハッピー - 楽しい - 快活 - 明るい -
作業用BGM 

札幌は＋７℃。（＾＾；）「なまぬるい」です。

無風。晴天。

昨日の作業予定は半分ぐらいまでしか進まず、

昨日の天気予報は今朝になったら「明日は雨！」に変わっているので…

今日はちょっと、シャカリキにがんばりたいと思います…
さくさく往きます。

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

https://85358.diarynote.jp/201711020707564603/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711020707564603/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171102/85358_201711020707564603_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171102/85358_201711020707564603_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171102/85358_201711020707564603_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ujrF0Dlh0DE
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月02日（木）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.038 0.038 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00

地震マップ @eq_map · 6時間6時間前 
【M3.2】青森県東方沖 深さ62.4km 2017/11/02 00:44:31

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M3.5】石狩平野 深さ26.1km 2017/11/01 20:36:41
　　↑

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【最大震度2】(気象庁発表) 胆振地方中東部 深さ約30km M3.4 1日20時36分頃発生 

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
11月1日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/925497659284008960

…あ、あと、昨日はやたらと「１」の字を観る日でした。（＾＾；）

もちろん「１１月１日」だったんですが、さらに、時計を観るたびに、

「４１分」とか「３１分」とか…（＾＾；）

なにか「新しいものごとの始まり」感が満載でしたが、

きほん私は「スロースターター」で…（＾＾；）…

https://twitter.com/whitefood1/status/925497659284008960


脳内（妄想）記憶容量と霊体？の質量が多すぎて、動き始めるのに時間がかかるんでしょうね…
☆

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
ねこやん @tatuya01 · 14時間14時間前 

..∧＿∧　
(·ω·=)
⊂ U 
ｕ-ｕ
https://twitter.com/tatuya01/status/925683962059505665

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
もふもふ同好会 @mofmofclub · 10月30日 

夕暮れの公園でたたずむネコさん

https://twitter.com/mofmofclub/status/924913331642626048

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月2日11:06
　

０６２

０２６２…☆
　

https://twitter.com/tatuya01/status/925683962059505665
https://twitter.com/mofmofclub/status/924913331642626048
https://85358.diarynote.jp/
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月3日7:08
　

2017年11月02日（木）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.038 0.038 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.038 6 
08:00 0.038 0.038 0.038 6 
09:00 0.038 0.038 0.038 6 
10:00 0.039 0.038 0.038 6 
11:00 0.039 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.038 0.038 6 
13:00 0.038 0.038 0.038 6 
14:00 0.038 0.038 0.038 6 
15:00 0.038 0.038 0.038 6 
16:00 0.039 0.038 0.038 6 
17:00 0.038 0.038 0.038 6 
18:00 0.039 0.037 0.038 6 
19:00 0.039 0.038 0.038 6 
20:00 0.038 0.038 0.038 6 
21:00 0.039 0.037 0.038 6 
22:00 0.038 0.038 0.038 6 
23:00 0.039 0.038 0.038 6 
24:00 0.038 0.038 0.038 6
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（11月２日）　ワァガ・マンマは文字通り「太陽神」で…

https://85358.diarynote.jp/201711012001501486/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

世界危機研究所（WCL）さんがリツイート 
森井啓二 @keijimoriiVet · 10月31日 

シベリア北部の空に巨大な白い球体が出現

https://twitter.com/keijimoriiVet/status/925304142171533313

　　↑

…レ・リナル・リナル・ラウレイ様…？！（＠＠；）！？
（※「可視霊体」バージョン！）

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711020756527395/
 
 

中津川　昴 @subaru2012 · 12 時間12 時間前 

【それは従来の塵円盤の集合体が惑星になる定説が間違いで、仮説に戻ったというだ

けだ。

恒星が収縮しながら惑星を生み出すという新説が台頭しそうだな】

理論上存在しない惑星発見 | 2017/11/1(水) - Yahoo!ニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/925676915729375232

…え”〜とぉ…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

そぉすると、アレですか？

ワァガ・マンマは文字通り「太陽神」で…

ある時、ぽこぽこぽこぽこっ…と、「惑星を４つも産んじゃった！」

https://twitter.com/keijimoriiVet/status/925304142171533313
https://twitter.com/subaru2012/status/925676915729375232


…という、「実話」？だったんでしょうか…？？？（＾＾；）？？？

⇒http://p.booklog.jp/book/102553/read#none
リステラス星圏史略　古資料ファイル　０－２

『 四界神話 』

…どぉも、「書き始めた」４５年前？には「ありえない！」空想物語。

…「だったはずのもの」が…

…今になって、「じつは実話！」…で、「辻褄あっちゃう」例が…

…多すぎるな…＜（〜”〜；）＞…☆

y0v0x @y0v0x · 3分3分前 

磁気嵐で、データ化された人類が絶滅

中津川　昴 @subaru2012 · 10月31日 
　

反物質の研究から

「宇宙はやっぱり存在できないはず」となるデータが明らかに - GIGAZINE
https://twitter.com/subaru2012/status/925429824008548352

　　↑

「実験失敗したから」「データ消去中」とか…？？

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 

【豪州旅行中と留学中に二回登ったが、唯一、大陸と地球を感じられる場所だった。

file:///tmp/puboo/127519/455289/6a214e35b1ca13be16e2/book/102553/read#none
https://twitter.com/subaru2012/status/925429824008548352


あと一回登れるなら行きたい。】エアーズロック2年後登山禁止 | 2017/11/1(水) -
Yahoo!ニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/925674062126256128

　　↑

【！強姦魔！】（ーー＃）★

（次項も参照）。

下家　猪誠 @Isei_Shimoie · 6時間6時間前

真の神の力は怪物以上である!!
確かに、オバマ大統領が太陽黒点の異常を察知し人類滅亡の大統領令に署名した際に

、その太陽黒点の膨張を止めたり新燃岳の噴火や、米加州の山火事の拡大の抑制を神

に依頼したりしたのは

 
私だが、

 
最も神の力で怖いのは

わずか1分たらずで全宇宙を消滅できる事である。

下家　猪誠 @Isei_Shimoie · 7時間7時間前 

神は、本当に我々人類を滅亡へと追い込むのか!?2　
 
それは、神は本当に我々人類を滅亡へと追い込むのか!?というその回答と連鎖していて
、現在この地球に軌道中の巨大小惑星がその運命を決める可能性があるからだ。また

、神の能力は計り知れなく太陽黒点の崩壊から、我々人類を救ったのも事実だ。

…まだ、「時間を単位で計る」（つまり「一方通行で一定」だと思っている）

程度の昇霊レベルで、

https://twitter.com/subaru2012/status/925674062126256128


「神」を僭称するかｗ

ｗｗｗ

OTL49 @sukipparanisake · 16時間16時間前 
OTL49さんがライブドアニュースをリツイートしました

「着火」したら一体化するだけのことじゃないかなあ。

いろんなサイズがあっていいと思いますよ。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/925624707151306752

マンドク @mandoku573 · 9時間9時間前
 
ブレードランナー2022内で核ミサイル爆発で磁気嵐を起こして世界の電子機器を使え
なくする（同時に世界中の電子データが使えなくなる）っていうアマクダリがやり

たかったことを目の前でやられて驚いたけど、2036で電子機器が復活してて更に驚
いた。どうやって復旧したんだろう？

OTL49さんがリツイート 
高木壮太 @TakagiSota · 10月31日 

Q. ニュートリノだのヒッグス粒子だの研究して、なんの役に立つのですか？

A. 電波が発見された時も、あなたと同じ質問する人が佃煮にするくらいたくさんいま
した。

https://twitter.com/TakagiSota/status/925504714812268544
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（11月２日）　脳ミソ再起動。／「 後でメモ 」補完計画。

https://85358.diarynote.jp/201711021950031545/

（夜行りす）

2017年11月2日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　

　

https://www.youtube.com/watch?v=EoJgkgRxUfc
Berserk OST - Forces 10 hours 

おばんです。ＰＣ起こしたのが

１１月０２日の、

１９時２２分でした。いま見たら、

１９時３２分。（＾＾；）

昨日は何故か４１分とか５１分とかでしたが、今日は０２分とか２２分とか、

２の数字がやたらと眼につきます…（＾＾；）…？

家事と買い出しの予定は半分だか３分の１だかしか捗りませんでしたが、完全停滞というわけで

はなくて少しは進んだので、まぁよしとしましょう。

昨日の夜からの不調が続いています。脳ミソが動きません。

フト気がついたら、この間から、「あとで書く」とかメモだけ書き散らした書きかけ文章の屑デ

ータ片が山のように脳ミソの片すみに…

…これか…ッ!!!!!★！（－－；）！★

…ってことで、脳ミソ再起動をかけるために、今日は原稿はあきらめて、
「後でメモ」補完計画といきます…★★

https://85358.diarynote.jp/201711021950031545/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171102/85358_201711021950031545_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171102/85358_201711021950031545_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EoJgkgRxUfc


中津川　昴 @subaru2012 · 7 時間7 時間前 

ものすごい頭痛がするので、しばし横になる。

旅人かぱ @tabibito_2017 · 22時間22時間前 
返信先: @rootportさん、@naru12110604さん 

紫外線しか見えない生物（昆虫）も居るし。この多様性が不思議。

もう一つ衝撃だったのは、ヒトの網膜が見ている景色は「実は逆さま」ですｗ

レンズが1枚しか無い眼球は、レンズを通った光の写像が上下逆さまに網膜で焦点を
結ぶ。

脳は「逆さまの写像を重力方向に沿って勝手に修正」するのですｗ

　　↑

たぶん、近視が悪化？しつつ乱視は改善している…日夜変動中…なので、
いわゆる「眼精疲労」で、脳が苦労してる、という面はあるかも…★

＜（〜〜；）＞…★

ビルケランドⅡ世さんがリツイート 
NOAA Satellites�認証済みアカウント� @NOAASatellites · 21時間21時間前

#JPSS1 will capture two complete views of Earth’s weather every day! Learn how @
https://youtu.be/DAxoQ76_bWw ! #COUNTDOWNtoLAUNCH
https://twitter.com/NOAASatellites/status/925715686357336065

https://youtu.be/DAxoQ76_bWw
https://twitter.com/NOAASatellites/status/925715686357336065


（11月２日）　同人仲間？にして往時のペンネーム「猫の舌」氏こと現在「伊藤有壱
」氏。

https://85358.diarynote.jp/201711022026391435/

「　総　括　」　　（まだ終わっていない段階での、「書き出し

草案」）。

2017年11月2日 就職・転職 コメント (4)
　

（承前）

まずこれね。（＾＾；）

http://85358.diarynote.jp/201711011803052401/

めも。（１７：５９）

2017年11月1日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (6)

「ことの起こりは３０年前、そこそこ名前は知られているが通勤ラッシュ時の乗降客

数はそこそこでしかない山手線の西南側の某駅から徒歩なら１５分ほどの、周囲は下

町の古い家並が残るなか、バブルの地上げの産物とはっきり分るそこだけ超高層なハ

イテクの、隣接する某庭園を見下ろすビルから始まった。」

「総括」（まだ終わっていない段階での書き出し草案）。

曲はこれなんかどうかな…。

https://www.youtube.com/watch?v=KQKapIRYRFM
ドヴォルザーク： 交響曲 第9番 ホ短調 作品95 《新世界より》
カラヤン / ベルリン・フィル 1964 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ことの起こりは３０年前、そこそこ名前は知られているが通勤ラッシュ時の乗降客数は当時まだ

まだまばらと言う以上にむしろわびしい風情を漂わせていた山手線の西南側の某駅から、徒歩な

ら緩い下り坂の商店街と飲み屋街を下って１５分ほどの、周囲は下町の古い家並が残るなか、バ

ブルの地上げの産物とはっきり分るそこだけ超高層なハイテクの、隣接する某庭園の緑を見下ろ

す美麗な社屋から始まった。

初めに私がそのビルに派遣されたのは遥か上の階の「儲かる最先端部門」色々ごたまぜフロア

ーの、

しかしよりによって…！

「六ヶ所村はリサイクルだから地球に優しい」推進部門。であった…。

！（－－；）！

そこに勤務したわずかな時日のあいだに見分した事象の詳細は割愛する。

（…時効だろ？とは思うが一応守秘義務もあることだし）

が、時はまさにチェルノブイリ原発事故の翌年だったかその次だったか。

https://85358.diarynote.jp/201711022026391435/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711022026391435/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171102/85358_201711022026391435_1.jpg
http://85358.diarynote.jp/201711011803052401/
https://www.youtube.com/watch?v=KQKapIRYRFM


すでに私は敬愛する同人仲間？にして往時のペンネーム「猫の舌」氏こと現在「伊藤有壱」氏と

して世界的に活躍する有名人？となった実姉の同級生が描くところの反原発漫画（※）にドカン

！とアタマを殴られて、

「これからは生き方を変えよう！エコでオルタナティブな反戦・反原発ライフを送ろう！」

…という、決意を固めつつあるところだった。というのに…★（－－；）★

（

※

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9

コミックボックス

1980年代後半、編集長の才谷遼の方針から、原子力発電所の建設や運用に反対する姿
勢を誌面に明確に打ち出した。1988年8月号は『まんが・危険な話』（タイトルは広瀬
隆の著書から）と題して反原発特集号の様相を呈し、

まぁ嗤うに笑えないが嘲っておくしかないエピソード群を幾つか実体験した後、

これはもう、まちがいなく、

「こんな連中が推進しているなら、原発は危な過ぎる」という結論に達し…

超・大企業の原発推進部門のド真ん中で、「私は反原発なので、これ以上この内容のお仕事はお

請け致しかねます」と堂々「契約更新お断り」して、凱旋王のように胸を張って堂々退職したこ

とを覚えている。

（当時「派遣の賓客」として「ワープロ入力が早くて正確」なことでは定評があり、業界内では

引く手あまたで「仕事なんか幾らでもあるさ！」…と、バブル崩壊の寸前、まだ思っていたから
こその、芸当ではあった…。）

…で。

２階の社員食堂の美味しい肉まんが当時１個９０円で。お茶は飲み放題のタダだったので、彩り

の美しい隣接する某牙城苑（仮名）の庭を見下ろしながら優雅な気分で、肉まん２ケ１８０円で

昼食予算が収まるお気に入りの派遣先との関係は、それで終わった。と思っていたのだが…。

そのすぐ後に、同じビル内のたしか１階入り口わき、当時はまだ予備の会議室スペースを間借り

したような仮設スペースで、もうあと１〜２ヶ月で会社設立の運びとなる予定のバタバタした新

設部署へと、「偶然」派遣される運びとなった。

何を隠そう、その３０年前の立ち上げ当時、基本の電話応対マニュアルとか帳票入力画面の色指

定（眼に優しい緑色にして！）だとか、電話応対しながらの入力順序の使い勝手だとか…を、た
だの「ワープロ入力」派遣の職分をはるかに超えてあれこれ進言だの改良だのしまくった挙句に

、２ヶ月かそこらで

「おカネが貯まったので、また北海道で遊んで来ま〜す！」…と、一陣の風のような勢いで颯爽

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9


と辞めた…

そしてそのあと３０年の月日が流れ。

「あんなズサンな脳ミソの連中が保守管理をしているなら、原発は危険すぎる！」と唱え続けた

原発が、

事実、「３．１１」し…。

必死の避難移住の挙句、忘れかけていた「いつか北海道に引っ越す！」の「夢」が、何故か？実

現してしまい…。

…ｗ（＾□＾；）ｗ…★

…その３０年前の設立準備に立ち会った会社の北海道支店が、何故か？

今回のパワハラ事件の、舞台なのであった…。

…ｗ（－－；）ｗ…。

（そしてどうやら部署の総括責任者氏とは、

　３０年前に名刺をもらって何度か会話をしたことがある仲…？？）

不思議な因縁も、有ったもんである…。

　

（続く）。

https://www.youtube.com/watch?v=kpmn3WoZtKM
映画『六ヶ所村ラプソディー」予告編

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月2日20:46
　

あ”〜（〜〜；）…★

そぉいぇば、「反戦デモ」に参加して、機動隊に踏み殺されそうになって、

「この国は、危ない！」と「気がついた」のも、３０年前。だったかな…？

https://www.youtube.com/watch?v=kpmn3WoZtKM
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


参照⇒『正しい戦争』石坂啓

そんで、ＰＢコリアに乗ったり、アイヌモシリ一万年祭（第一回）に参加したりして、

 
「自分探し」の旅をしてたさ〜☆

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月2日20:59
　

あ、で、その往時、

私が使っていた「８インチフロッピーディスク」に、

「まーさん’ｓ」って、名前書いてたんだよ。

そしたら何故か？（＾＾；）いつの間にか、それが「システムの名前」に採用されてた…ｗｗｗ
ｗ

んで。（＾＾；）

今月２０１７年１１月をもって、そのシステムは、「運用廃止」と、なるのでありました…。

（だから、どうせ「その前に辞めよう」とは、思っていたのに…！

（転職活動を始める一瞬前に、干された！ｗｗｗｗｗ）

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月2日21:13
　

21:12 (^^;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年6月30日22:19
　

OTL49さんがリツイート 
ブラック企業の深い闇 @makkuro_ankoku · 6月28日 
　

鬱で会社に行けなくなった友人と話してたんだが、

上司からの「無能」だとか「俺なら採用しない」とかの罵倒とかで心を病んでしまったらしい。

普通に考えたら高い金出して採用した人材を使えなくさせる上司の方が無能な気がするんだがね

。

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


なぜ上司は罰せられないんだろうか。

https://twitter.com/makkuro_ankoku/status/1012298374744141824
　

 
 

https://twitter.com/makkuro_ankoku/status/1012298374744141824


（11月２日）　なかみ「私」じゃなくて「エルさん」…？？

https://85358.diarynote.jp/201711022135017753/

『た〜や…西方より来たる騎士』　（仮題）

2017年11月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (4)
　

もひとつ。

http://85358.diarynote.jp/201711011803052401/

「アジャ・カダリ」⇒「アジャカダーリ」

＠『た〜や…西方より来たる騎士』

ちょっと夕飯たべて夕寝してきてから書く。

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18:05

騎士じゃなくて

都市でもなくて

徒士、だった？ 

https://www.youtube.com/watch?v=NDjxKcMqp_I
グリーグ － ペール・ギュント 第1組曲 第2組曲　シベリウス － フィンランディア 悲しきワルツ
トゥオネラの白鳥　カラヤン　ベルリンフィル 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711022135017753/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201711022135017753/
http://85358.diarynote.jp/201711011803052401/
https://www.youtube.com/watch?v=NDjxKcMqp_I


沙漠の村。

親が遺した借財のカタに人買いに拉致されかけている娘。

「お待ちなさい。私が、代わりに行きます。」

「なにを言ってるの！ダメよ！」

「だって私の婚約者はもう死んでしまったわ。この村で相手のいない女はわたし一人。これ以上

トラブルに巻き込まれるのも御免だし、どうせ行き遅れるくらいなら、街に出て玉の輿を狙

うわ。」

「だって…！」

「おばば様。私が自分から進んで行ったのだって、皆によく説明してね？　安謝が責められるこ

とのないように。」

「ぅむ。引き受けよう」

「家の片づけをするから、小半時だけ待ってちょうだい。」

女衒の一行が気圧されているうちに、女は小さな小屋でちょうど煮おえてさましていた昼飯をす

ぐに平らげ、あいた器を戸口の脇の砂でぬぐって日に当てた。

小さい弟妹９人の面倒をみるために家から出られない隣家の兄姉に声をかける。

「あんたたち、今夜からこっちで眠るといいわ。」

「ほんとに行っちゃうの？！」

「ほんとに行っちゃうわ。元気でね。」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



街の娼家。

「ふ〜ん。…上玉じゃないか…。名前は？」

「アジャと申します。アジャ・カダリ。」

女衒に売られるはずだった娘の名前を、売られた女は名乗った。

「異国の名前だねぇ…。…ちょうどいいや。あんたの妓名は、アジュカダーリ。（金襴緞子）。
華やかでいいだろう？」

「ありがとう。できれば、なるべく良いお客に売り込んで下さいね。」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

沙漠の村。尋ねてきた西方の男たち。

「いやいや、そんな女は知らん！」

恐れて、村人たちは偽証した。

流浪の果てに子を産んで果てた西方の没落貴族の姫とおぼしい婦人の赤子を、本人の意志とはい

え売笑窟に売り飛ばした…などと伝えて武人らの怒りを買っては…と、怖れたのである。

「お待ち下さい！」

男たちの話を聞いて、追いすがった娘は告げた。

「知っています！　私の代わりに、街に売られた…！」

男たちは教えられた街へ向かうが、教えられた名前の女は、いくら探しても見つからない。

娼妓アジュカダーリは有名人だった。



ようやく気付く。「あの時の娘、アジャ・カダリと名乗らなかったか？」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（…お風呂で洗濯してたら、今まで何十年も具体的なエピの無かった話に、一気にここまでシー
ンが湧いた…ｗ）
　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月2日21:35
　

０６２

０３

０３

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月2日22:20
　

増えたら面倒なので、分冊しといた☆

http://p.booklog.jp/book/118302/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－６ー？

　

《 タ〜ヤ 》　－東より来たる徒士－　（仮題）
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月2日23:45
　

＞閲覧数：12

はや！（＠ｗ＠；）！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月3日7:17
　

あれ？（＾＾；）

もしかしてこの話、「サタナクラ」とキャラいっしょ？

別？

そんで、「マーシャタイプの少女」って…

なかみ「私」じゃなくて「エルさん」…？？

？　ｗ（＾□＾；）ｗ　？

　　　　↑

一応「作者」なのに物語の全貌が全く読めていない…☆
　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

　

2019年
8月23日20:08　（転記作業中）
 

　　↑

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


　

………（＾■＾；）………☆

もしかして、今生ものごころついた？１０歳頃から延々…

夜ごとに「視せられていた」夢の大群。って…

「自分の前世記憶」じゃなくて…

「私はこれだけこんなに頑張ったんですよ！

 
　いいかげん赦してくれてもいいでしょう！？」的な…

「エルさんの、手柄？自慢」というか、「言い訳」やま話…？？？
　

　

 



（11月２日）　我慢していたＰＴＳＤ。

https://85358.diarynote.jp/201711022237084640/

「労基署にも話せる話」。

2017年11月2日 就職・転職 コメント (3)
　

https://www.youtube.com/watch?v=2Sp4JyDNNr8
モルダウ・「我が祖国」より 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「労基署にも話せる話」

２０１７年１０月３０日１６時より、台風のなか来札した本社担当社員（役職名失念）と札幌の

異動希望部署の責任者と、別室にて面談。

上席を譲られる。

私が現在おかれている状況が耐えがたい精神的苦痛をともなう「パワハラ」（退職強要）状態だ

という

認識はしっかりあるらしく、挨拶の時点でまず大変低姿勢な謝罪がある。

ただし、「会社としての都合もご理解頂きたい」との説明。理は通っている。

しかし「ミス１回で即モニタリング（再研修）という名の退職強要」が

全社的に恒常的に行なわれているという背景も透けて視える。

続いて異動希望部署の業務内容と雇用条件について説明あり。

ここで私が「ああ勘違い」という痛い失点を犯していたことが判明。

現在勤務中の会社の別部署の「人材募集」記事の好条件を読んで、てっきり２５年前？にバイト

したことがある古巣の会社の仕事の件だと思いこんで舞い上がっていたのだが、それとは別件だ

った…。

懐かしい古巣の会社から委託されている業務も一部にあるが、それ以外の仕事量のほうが多く、

https://85358.diarynote.jp/201711022237084640/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711022237084640/
https://www.youtube.com/watch?v=2Sp4JyDNNr8


古巣対応専門の部署があるわけではないという。しかも、現在より時給が（かなり）下がる…。

そして異動希望先責任者の浮かないカオからして、他部署で「厄介者」扱いされている私を受け

容れさせられるのは大変不本意…そっちから断れ！…と読める。

予想外なことに、ここで「現部署に慰留」という提案が本社役員から入る。

（…仕事、「させてもらえない」（給料泥棒）の状態の「まま」…？？）

「時給が下がってもいいから、とにかく異動したい。」と、強い希望を伝える。

ついでに、我慢していたＰＴＳＤが爆発して切れる。

「今すぐそのビルから飛び降りて死ね！」かける「録音３回！」

「聞かされて反省文を書かされた」件を伝え、

「とにかくイジメのない部署に異動したい。どこでもいい。」と伝える。

いじめ・パワハラについて具体的に？半信半疑（ほぼこちらを被害妄想扱い）の質問があり、

具体例と個人名を挙げて恒常的かつ組織（集団）的にパワハラが行なわれていることを伝える。

理解される。

「異動の件については具体的には持ち帰って検討のうえ伝える」との話。

「それだけの結論」に至るまでに３週間も！待たされたことを伝え、他社への転職活動に支障を

きたし、

翌月（翌々日）からの仕事が決まっていない窮状を伝える。

「異動先とシフトが確定するまで現状（現部署従来シフト）維持で。」との提案にて了承。



帰室し、現部署責任者にその旨伝えて了承される。

その夜、現部署責任者は業務終了後、単独で本社役員に「飲みに」連行される。

そのまま私は４連休に入り、現在に至る。

（現時点で、以上）。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（以下、先に書いてた部分）

　　↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（ちょっと先にタイトルだけ）

http://85358.diarynote.jp/201710310749255581/

2017年10月31日

「パワハラ異動」問題につきましては、昨日はリアルと妄想？と両面で新展開があり

まして。

（＾＾；）

ごちゃごちゃなので切り分けて書くのにもう少し頭を冷やす必要があります。

とにかくとりあえず１０月末での「失業」は免れて、「予定通り休んでください」と

のバスコ・ダ・ガマ（仮名）こと「副官Ａ氏」？のお言葉を頂戴したので、

今日から４連休！（＾＾）！

http://85358.diarynote.jp/201710310749255581/


　んで。

　　↓　　（ちょっと待ってて）

（うえに戻るｗ）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月3日7:41
　

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 

「邪悪な人間が選ぶ見せかけの態度に最も共通して見られるのが、愛を装うことである。これは

、それとまったく正反対のものを隠そうとするものである以上、当然のことである。」

Ｍ・スコット・ペック

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月3日8:55
　

OTL49さんがリツイート 
兵頭正俊 @hyodo_masatoshi · 11月1日 
兵頭正俊さんがサバネコをリツイートしました

母親が「未和はわが家のエースでした」と話すと、元同僚は「要領が悪く、時間管理ができなく

て亡くなる人はエースではない」と。この人種が増えてきました。これが上に立ったときの恐ろ

しさは、上司が竹中平蔵だと思ったら間違いないでしょう。

https://twitter.com/hyodo_masatoshi/status/925693953898192896
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月4日8:19
　

リセットボタン連打 @rstbtr · 8時間8時間前 

またちょっと違う話かもしれないけど、二年兵になったら虐める側という「申し送り」文化をカ

リカリにチューンしたお化け、山田風太郎『太陽黒点』の別バージョンみたいな人は、実際いま

すね···

 

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


（11月２日）　（なんちゃってぜんぶ私の妄想に過ぎませんからッ☆(^。^;)☆

https://85358.diarynote.jp/201711022244282848/

（まだ）　　「労基署には言えない」…超常現象な？妄想ネタ…
。　ｗ（＾へ＾；）ｗ

2017年11月2日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　

http://85358.diarynote.jp/201710312008504335/

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(^◇^;)。。。

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/201711022244282848/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201711022244282848/
http://85358.diarynote.jp/201710312008504335/


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。）

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月2日23:43
　

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


ごめん。時間切れ。（＾＾；）

また明日…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月3日0:23
　

アルマンディン兄様が

「まだ書くな」て言ってる。

(-”-;)

許可が出たら書く〜…☆
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（11月２日）　３０年前から（伏線）つきの（霊格的？）犯行。

https://85358.diarynote.jp/201711030710175837/

【 札幌 ０．０ 39 μ 】／ ＋９℃。嫌な予感がする南からの強風
。予報は午後から雨。（－－；）。

2017年11月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

おはようございます。ＰＣ起きたのが０６：５３でした。

定刻６時に起きて、ナンチャッテ腹筋と洗濯物たたみと「窓辺に布団干し」までして、この時間

。

心身ともにおおむね堅調。多忙な４連休の最終日。

明日からまた「放置プレイ地獄」（パワハラバイト）かも？…と思うと
胃に鈍痛がはしりまして気が重いですが、

今回の件は何しろ３０年前からの仕込み？（伏線）つきの、

執念深さと性格の悪さから類推するに、どう考えてもアルマンディン兄様の、

計画的（霊格的？）犯行というか「ミッションあんびり〜ばる★」ですので…

（－－；）…終わるまで、付き合うしかナイですね…

（がんばれわたしの胃壁！）

閑話休題。

美しい朝焼けですね。（画像が。）（＾＾）

https://85358.diarynote.jp/201711030710175837/
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　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=CaQ0EGXiAIs
【作業用BGM】北欧ファンタジー系音楽・癒しのケルト系BGMメドレー Celthic Music

今朝の札幌もちょうどこんな空です。

気温９℃。嫌な予感がする南からの強風。予報は午後から雨。（－－；）

家事の予定は台所の片づけの続きと、掃除と洗濯。

昨日というか今朝になって気がつきましたが、「原稿が書けない」時は、

家事をがんばろうとして昼寝の時間を３０分しかとらない！とか

無理に頑張っている時…＜（〜〜；）＞…

「妄想」だけならどんなに寝不足でも勝手に沸いてますが、

「それを文章化する」脳は、昼寝ガッツリしておかないと、スタミナ切れで？動かない。

…（－－；）…と、いうことのようです…★

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 

自分の病状に対する「否認」は命取りになる。

放射能汚染と同じように「否認せず」に果敢に行動しなければ…。

…昼寝時間確保のために、他の雑用時間を短縮するべく、さくさくがんばります…★

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=CaQ0EGXiAIs
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

…あ、いま気がつきましたが、今日は「世間様も祝日」ですね？

…皆様、ゆっくりお休みになれますように…。）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509660600/1011-0010-101000-
201711030710.gif?t=1509661260
（０７：００〜０７：１０）

…う”〜ん…（〜〜；）…★

もしかして、フクイチじゃなくて、

「北朝鮮の核実験跡」から、粉塵が来る…？？

（⇒画像３）

…ｗ（＾＾；）ｗ…日本人は、ほんとに「転生ネタ」が好きだなぁ…ｗｗｗ
　　↓

https://twitter.com/shonenjump_plus/status/925983077762871296

プロモツイート 
少年ジャンプ＋�認証済みアカウント� @shonenjump_plus · 15時間15時間前 

「どうせなら悟空とかベジータがよかったああ—————っ!!!」

起きたら転生してて…ヤムチャに!?

▼発売記念に #転生ガチャ する
https://tenseiyamcha.shonenjump.com

　　↑

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509660600/1011-0010-101000-201711030710.gif?t=1509661260
https://twitter.com/shonenjump_plus/status/925983077762871296
https://tenseiyamcha.shonenjump.com/


（…あ、でもこれは精確には「転生」じゃなくて、「なりかわり」（入れ替わり）ネタだと
思う…）

（＾＾；）（「生まれ変わって」（赤ん坊からやりなおして）ないもん！）

cmk2wl @cmk2wl · 7時間7時間前 

ここでは過去の体験はまったく役に立たない。

チェルノブイリ後、私たちが住んでいるのは別の世界です。前の世界はなくなりま

した。

でも人はこのことを考えたがらない。このことについて一度も深く考えていたことが

ないからです。不意打ちを食らったのです。

チェルノブイリの祈り。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 3 時間3 時間前 

おはっす…
ねもい(ρ_-)o
https://twitter.com/charlie24K/status/926189813450997760

OTL49さんがリツイート 
ハザードラボ【公式】防災ニュース @hazardlab · 22時間22時間前

カムチャツカ・シベルチ山が爆発！噴煙上昇1万5000m 雪崩発生…エベコ山も続く
http://www.hazardlab.jp/t/22555 #火山 #噴火
https://twitter.com/hazardlab/status/925910725012332544

https://twitter.com/charlie24K/status/926189813450997760
http://www.hazardlab.jp/t/22555
https://twitter.com/hazardlab/status/925910725012332544


OTL49さんがリツイート 
piko @m_x2piko · 11月1日

外食中、隣のテーブルの女子グループ(推定30代半ば)が◯先輩43だって。ババアじゃん
、ヤバない？独身だって〜と盛り上がってたら

娘が「43ババアだって、母ちゃんババアじゃんww」と予想以上に大きめな声で言った
ことで一瞬その場が静まり返った。

５３歳ですが、なにか？

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月3日7:14
　

…（＾＾；）…

わ〜い♪　（＾＾；）…（たいした中身も無いのに）

たくさん来てくれた〜♪（＾＾；）♪

　　↓

http://p.booklog.jp/book/118302/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－６ー？

《 タ〜ヤ 》　－東より来たる徒士－　（仮題） 
無料

12ページ
0ダウンロード
コメント（0）

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


閲覧数：36
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月4日7:04
　

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

21:00 0.055 0.042 0.048 6 

22:00 0.062 0.058 0.060 6 
23:00 0.061 0.055 0.058 6 

24:00 0.059 0.052 0.055 6
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（11月３日）

https://85358.diarynote.jp/201711031019462848/ 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月3日14:51
　

…どうも動けんと思ってたら…
(・_・;)

震源は十勝沖で、震動４…

ヽ（・＿・；）ノ

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711031937597561/

「 微力を尽くします。 」

2017年11月3日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=8MG5qUk-9Ks
[替え歌]君の名は。前前前世をリヴァイ兵長でうたってみた[声真似] 

おばんです。再びＰＣ起こしたら、眼にはいった数字が

１９：１９

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/201711031937597561/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711031937597561/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171103/85358_201711031937597561_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171103/85358_201711031937597561_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171103/85358_201711031937597561_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8MG5qUk-9Ks


でした…（＾＾；）…☆

なにしろ明日からのバイトが具体的に何がどうなるやら、まったく未定の状態なので、

精神的に落ち着かず、「原稿どころではない」状態なんですが…

★（－－＃）★

家事は予定（目標）達成までは行かなくても、ルーティンの掃除と洗濯にプラスアルファで

懸案事項の台所がだいぶマシな状態になりましたし…。

とにかくこれでも聴いて、何とか１行でも、「投稿用原稿」の続きを書けるか、

チャレンジだけしてきますぅ…★☆

https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg
Dean Fujioka - History Maker (Yuuri!!! on Ice opening) 10 hours 

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509703800/1011-0010-101000-
201711031910.gif?t=1509704456
（１９：００〜１９：１０）

　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月3日19:50
　

謎。（＾＾；）

これ、わざわざダウンロードして、どーすんの…？？？

　　↓

リステラス星圏史略　古資料ファイル　１－６ー？

https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1509703800/1011-0010-101000-201711031910.gif?t=1509704456
https://85358.diarynote.jp/
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《 タ〜ヤ 》　－東より来たる徒士－　（仮題） 
無料　12ページ

2ダウンロード

コメント（0）
閲覧数：53
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月3日20:37
　

…雨が降ってきました…。
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月3日21:02
　

　

めも。

http://www.tagindex.com/html_tag/text_font/ruby.html

でもとりあえずルビは使わない。（＾＾；）
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（11月３日）　『 ヤツリーダムの物語 』　２

https://85358.diarynote.jp/201711032159204669/

本日終了！（＾◇＾）！

2017年11月3日 リステラス星圏史略　（創作）
　

https://www.youtube.com/watch?v=a3lYEigrrqI
Relax Music - Around The World - Africa - ONE HOUR of stressless african instrumental music 

失念していたけど、今日の予定作業は「これの続き」だった…。

http://85358.diarynote.jp/201706301510338624/
『 ヤツリーダムの物語 ２ 』（2017年6月30日）

脳内で推敲していた文章の細部は忘れちゃったのでざくざく粗い文体になっちゃったけど、とり

あえず、

書いた！（＾＾）！

これに入れといた！

　　↓

http://p.booklog.jp/book/115854/read
リステラス星圏史略　新資料ファイル

１－２　『ヤツリーダムの物語』　２ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（続き）（2017年11月３日）

やがて月満ちて女は子を産んだ。からだの辛いあいだは親族や近在の者が入れ替わりやってきて

は赤子の元気そうな様子を誉め、かがめない女に代わって四ツ足の仔にも餌をやり、泥水を替え

https://85358.diarynote.jp/201711032159204669/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://www.youtube.com/watch?v=a3lYEigrrqI
http://85358.diarynote.jp/201706301510338624/
file:///tmp/puboo/127519/455289/6a214e35b1ca13be16e2/book/115854/read


てやっては帰っていった。

女は不自由なく歩けるようになるとやがて、まだまだ軽い乳飲み児を背負い、もうずいぶん大き

くなった四ツ足をえっこらさと抱え上げて、出水のひいたもとの大河のほとりにまで運んでいっ

てやった。

ところが四ツ足はいやがって女から離れなかった。

「えんにゃー！えんにゃー！えんにゃー…ッ！」

…褐色の四ツ足が、どうやら自分のことを実の母と思いこんでしまったらしいと気がついて、女
は笑ってため息をつき、またまたえっこらさと抱え上げて家まで戻り、今度は家の前の小さい沼

川に、ほいっと四ツ足をはなしてやった。

「もう盥の中では狭いだろう。ここならいつでも逢えるよ」

聞き分けたのか、四ツ足はおとなしく、少し嬉しそうに泥沼のなかへ泳ぎこんでいって、まだ短

い尾でぱしゃりと水を叩いた。

それからは餌は自分で水草を摂るようになったが、朝に夕に、陽が昇れば女を起こしに来るし、

陽が沈めば女におやすみの挨拶をしに来るのであった。

女はしばらく考えて、二本足の息子には双葉と名付け、四ツ足の息子には、四つ葉と名づけた。

双葉は四つ葉ほどには成長が速くなかったが、人間の子らしい速さで元気にすくすく育ち、やが

てすこしでも目を離すと四つ這いでどんどん遠くへ行ってしまうようになった。

普通なら気を抜けないところだったが、なにしろ水辺に墜ちれば四つ葉がすぐに岸辺まですくい

上げてくれるし、崖から落ちそうになれば四つ葉が叫んで知らせてくれるして、女はずいぶんら

くをさせてもらった。

「こういうのも乳兄弟って言うのかねぇ？」

いつでも一緒の一人と一匹を微笑ましく眺めて、近在の者らは笑いあった。



やがて誰も覚えがないほどの大雨と大水が続いた。

噂では白鱗の魚人族がカとミと秘術を使い、人間の帝国を滅ぼさんと大地の水没を謀っていると

のことだった。

誰もなすすべもなく沈みゆく畑を前におろおろし、流される家を後に必死で逃げた。

女たちの集落も水に呑まれた。

泣き叫びながら人間たちは渦にまかれ、泥に沈んだ。

悲鳴は天に響いた。

「……………うんにゃぎゃぎゃ、ぎゃぎゃぎゃッぎゃぎゅ〜ッ…！！」

誰もそれまで聞いたことがなかったほどの大きな大きな吠え声が、四つ葉の喉から溢れた。

二度、三度と、それは天に轟いた。

「…………ぅげろーーーーーーーっぷ！」

遠くから、また反対側から、応える叫びがあがった。

物凄い速さでいくつもの小津波が近づいてきた。

津波と見えたが、それは物凄い速さで泳ぎ寄ってきた、たくさんの、たくさんの、四つ葉の仲間

であった。

仲間たちは四つ葉の村の人間たちを一人残らず背に載せて、泳いで泳いで泳いで、まだ乾いて

いた、残りの小さな島地に載せた。

「………やっ、ちだも！」

（なんて御親切に！）

女は涙を流して感謝した。



それからは《ヤチダモ》が、四ツ足たちの新しい名前になった。

双葉と四つ葉は仲良しのまま元気に育ち、それぞれの嫁をもらって、子を産み育て、一族同士は

互いに仲良しのまま、末長く栄えた。

https://www.youtube.com/watch?v=9b81mWYIyTo
1 Hour of African Folk Music Instrumental | Marimba, Kalimba, & Drums
 

https://www.youtube.com/watch?v=9b81mWYIyTo


（11月４日）　狼さんは、アルパカさんですけどね…（違ぅ）

https://85358.diarynote.jp/201711040712333507

【 十勝 Ｍ ５ ．０ 】（震度４）／【 十勝・日高 竜巻注意 】
／【 旭川 ０．０ ８４ μ】／★【 札幌　０．０ ７６ μ…！】★（
＋４℃）。　（未中津）

2017年11月4日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (6)
　

　 　

　

おはようございます。（＾＾）

守護霊群団の「大丈夫だよ〜、計画通りなんだよ〜！」…という「御機嫌とり」のサインと思わ
れますが、

今日はＰＣ起こしたら、

１１月０４日の、

０６時４４分でした…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

胃痛が酷いんですが、悠宙舞さんの「自動推奨」曲がコレ。

https://www.youtube.com/watch?v=SpYXISeKFPg
Spice and Wolf - "Tabi no Tochuu" | ENGLISH ver | AmaLee 

ぃぇ、私はりすでして、狼さんは、アルパカさんなんですけどね…（違ぅ）

とにかく例によって作業予定は未達でしたがバタ足で微力は尽くして微速前進した４連休は終了

★

https://85358.diarynote.jp/201711040712333507/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711040712333507/
https://85358.diarynote.jp/201711040712333507/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171104/85358_201711040712333507_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171104/85358_201711040712333507_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171104/85358_201711040712333507_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=SpYXISeKFPg


何が起こるか、はたまた何も起らないの（放置プレイ続行？）か…

全く読めませんが（※「オチ」だけは既に視えています…ｗ）
 
（…が、ソレが「いつになるか」が、例によって判らない…★）

とにかくさくさく情報チェックして、元気に徒歩通勤しますぅ…★

（悠宙舞さんの次の曲がコレ！）ｗｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=L3yHWOFDXIo
Yuri!!! on ICE OP - "History Maker" | AmaLee Ver 

守護霊群団、てってー的に「御機嫌とり！」の構えと観た…ｗｗｗｗ

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月04日（土）【当日】

01:00 0.061 0.054 0.058 6 

02:00 0.071 0.063 0.067 6 
03:00 0.076 0.074 0.075 6 
04:00 0.074 0.058 0.067 6 

05:00 0.055 0.043 0.048 6 
06:00

…なるほど？（－－＃）★

御機嫌くらいとってもらわなくちゃ〜、やってられない！ですねぇ…★
★　ｗ（－－＃）ｗ　★

ホワイトフード @whitefood1 · 3 時間3 時間前 
11月4日3時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が108箇所以上存在します

https://www.youtube.com/watch?v=L3yHWOFDXIo
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


。

https://twitter.com/whitefood1/status/926519618436456448

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 

【十勝地方 竜巻注意情報】

十勝地方は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。頑丈な

建物内に移動するなど安全確保に努めてください。この情報は04日04:50まで有効です
。

https://twitter.com/UN_NERV/status/926520435507830785

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 

【胆振・日高地方 竜巻注意情報】

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

頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。この情報は04日04:50まで有
効です。

https://twitter.com/UN_NERV/status/926519714389442560

ホワイトフード @whitefood1 · 10時間10時間前 
11月3日21時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が16箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/926426959843696640

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M5.0】HOKKAIDO, JAPAN REGION 50.5km 2017/11/03 12:45:11JST, 2017/11/03
03:45:11UTC
　　↑

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【最大震度4】(気象庁速報)3日12時45分頃発生 震度4 十勝地方中部 震度3 十勝地方
北部 十勝地方南部 釧路地方中南部 http://bit.ly/2xRRhWj

https://twitter.com/whitefood1/status/926519618436456448
https://twitter.com/UN_NERV/status/926520435507830785
https://twitter.com/UN_NERV/status/926519714389442560
https://twitter.com/whitefood1/status/926426959843696640
http://bit.ly/2xRRhWj


　　↑

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M5.5】十勝地方南東沖 深さ65.9km 2017/11/03 12:45:13

特務機関NERV @UN_NERV · 21時間21時間前 

【胆振・日高地方 気象警報 2017年11月03日 11:13】
胆振地方では、３日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。

https://twitter.com/UN_NERV/status/926270977847148545

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
11月3日8時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が16箇所以上存在します。
https://twitter.com/whitefood1/status/926235358278193152

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
11月3日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/926222453403086848

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月4日8:50
　

OTL49さんがリツイート 
櫻井大典＠漢方のミドリ薬品 @PandaKanpo · 15時間15時間前 
　

「健康に長生きしたいなら息をしろ」

https://twitter.com/UN_NERV/status/926270977847148545
https://twitter.com/whitefood1/status/926235358278193152
https://twitter.com/whitefood1/status/926222453403086848
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


嘘じゃなくほんとに大学の時に教授（代替医療）に言われた言葉です。

人間、うっかりすると力がはいって呼吸してないときがあるので、いつも深呼吸をおわすれなく

。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月4日8:51
　

　　↑

https://twitter.com/PandaKanpo/status/926368751213150208
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月5日7:13
　

2017年11月04日（土）【前日】

01:00 0.061 0.054 0.058 6 

02:00 0.071 0.063 0.067 6 
03:00 0.076 0.074 0.075 6 
04:00 0.074 0.058 0.067 6 

05:00 0.055 0.043 0.048 6 

06:00 0.042 0.039 0.040 6 
07:00 0.039 0.037 0.038 6 
08:00 0.038 0.036 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.037 0.037 0.037 6 
12:00 0.038 0.037 0.037 6 
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13:00 0.039 0.037 0.037 6 

14:00 0.053 0.047 0.051 6 
15:00 0.048 0.042 0.044 6 

16:00 0.041 0.038 0.039 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.036 6 
23:00 0.037 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.036 6
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日9:24
　

cmk2wl @cmk2wl · 23時間23時間前 
017年11月4日 ロシア
サハリンで数千匹のヒトデが上陸して死亡。

https://twitter.com/cmk2wl/status/936402548264640513
　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

　

2019年
8月23日20:46
　

…（－－；）…★

＞守護霊群団の「大丈夫だよ〜、計画通りなんだよ〜！」…という

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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＞「御機嫌とり」のサインと思われますが、

　

２０１９年８月２３日２０時４５分。

「まとめコピペ作業」時点でカウンタが、

「０６７

　０５００」でした…（ー”ー＃）…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年8月23日20:47
　

　　↑　

昼間のアノ無駄待機迂回時間は…何なんだよッ！？★
　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（11月４日）

https://85358.diarynote.jp/201711041103437326/

（追記あり。）⇒　【 本日有給！】(`ヘ´)

2017年11月4日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

定時で出勤しました。

帰ります。

（詳細のちほど。）

11時03分

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

グレてもヤケにはなりにくい街…札幌♪

画像１＋２⇒北海道庁（旧赤レンガ庁舎）前庭。

画像３⇒札幌合同庁舎（「労基署」在中）前庭。

ｗ（＾＾；）ｗ…☆
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年11月4日17:30
　

先ほど無事帰投。(^_^)v

色々楽しめました。o(^-^)o

「原稿前１時間半睡眠」を取るので、またのちほど〜☆

(^o^)／
　

 



（11月４日）　結局、「予知夢」があたる…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201711041927097300/

ＧＩＮＧＡ　ライオン伝説…ｗ

2017年11月4日 銀河英雄伝説ごっこ☆ コメント (2)
　

　 　

　

「新 銀河 立憲民主 国」記章。…にしか、見えないよね？

（＾＾；）⇒画像１！

画像２＋３⇒久しぶりの「エルぷら」で、「身につまされそう」な本を借りて来ました〜♪

結局、「予知夢」があたる…ｗ
　　↑

（ん”〜トリガ貼ろうと思ったけど、「近未来・仕事は探していない状態で、エルプラで本を読ん
でる私」

という予知夢だったかビジョンを視たという話をちょろっと書いた…のが、いつだったんだか、
検索にひっかからない…。）
 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2018年3月10日10:40
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rin_earth @rin_earth · 11時間11時間前 
rin_earthさんがJ-CASTニュースをリツイートしました

やたらと恩賞を与えるのは窮迫している証拠だと古代の兵書にあります。

敗北から目をそらせる必要があるからだそうです(ヤン・ウェンリー) #gineiden

https://twitter.com/rin_earth/status/972113051611623425
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年4月27日5:35
　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2019年4月26日23:18

チャーリー（Lv53）さんがリツイート 
まとめ管理人1059  @ kanri · 3時間3時間前 
　

これはすごいなｗ

https://twitter.com/1059kanri/status/1121727705928437760
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（11月４日）　鬱じゃなくて 「 ストレス胃痛 」。

https://85358.diarynote.jp/201711041932174379/

本日休業！（－－；）！

2017年11月4日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

（あ、１つ前とアップの順番まちがえた…）

画像１⇒日曜日。もちろんハロワはお休み…

画像２⇒同上。「労基署」もお休みですが…
とりあえず「場所を確認」。

（＾＾＃）

画像３⇒今回まだ必要なし。それより内科！

 
（パワハラ胃痛〜★⇒労災申請?!）

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年11月4日19:51
　

…あ、診療「内科」だから…鬱じゃなくて「ストレス胃痛」でも、いいのか…？
 



（10月４日）　お疲れさまでした。よい転生に恵まれますように

https://85358.diarynote.jp/201711041938303018/

美味！礼賛！

2017年11月4日 りすらん♪ ガイド☆ コメント (2)
　

　 　

　

画像１＋２⇒前から行きたかった「おにぎり屋さん」

有機玄米おにぎり！とアツアツの豚汁セットでおかずつきで５００円！

http://www.nanbuya.info/menu

！（＾＾）！

安い！美味い！（そして…かなり！待たされる！）
…スローフード…！♪♪

（そんで女将さんと常連さんが「およその美味い店」の話題で

　盛り上がってたところが、また微笑ましかったでした…☆）

画像３⇒上の写真で美味しく「鮭」にぎりを喰ったあと…

豊平河畔で、産卵済みの鮭さんのご遺体を拝見…（－－）…。

鴉が眼ん玉と大腸？だけ食べた後でした…。

お疲れさまでした。よい転生に恵まれますように…

https://85358.diarynote.jp/201711041938303018/
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https://85358.diarynote.jp/201711041938303018/
file:///tmp/puboo/127519/455289/6a214e35b1ca13be16e2/10141/epub/OEBPS/image/85358_201711041938303018_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171104/85358_201711041938303018_2.jpg
file:///tmp/puboo/127519/455289/6a214e35b1ca13be16e2/10141/epub/OEBPS/image/85358_201711041938303018_3.jpg
http://www.nanbuya.info/menu


合掌。

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月4日19:48
　

あ、そうそう。（＾＾；）

そしてですねぇ。（＾＾；）

画像３の鮭さん、ご同伴の奥さまだか旦那様だかのご遺体が…

すぐそばで、小学生高学年男子３人によって、新聞紙にくるまれて荼毘に付され…ているという
より、

おそらく「焼いて食おう！」という原始的衝動にかられたものと推測されますが…

あいにく河原は通り雨がやんだ後でびちょびちょ。

じか置きした新聞紙は、火がついても一瞬で燃えて消えてしまい…

…その火力で、痩せさらばえて餓死した落ち鮭さんとはいえ、でかいの１匹の丸焼きは無理だと
思うぞ…

とは、もちろん声などかけず、健闘を祈って苦笑して立ち去りました…

風邪、ひきませんように…☆☆
　

　

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

2017年11月4日20:38
　

０６２

０４

００…☆
　

　

 



（10月５日）　みごとに一気に妄想量とか幻視？ネタが激減しました。

https://85358.diarynote.jp/201711050637519248/

（…あ、消えてなかった…ｗ）（てか、残ってた☆）

2017年11月5日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

　 　

　

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=8bL2V8fXmfg
作業用BGM 3時間耐久 ひぐらしのなく頃に YOU(歌詞付き) 

https://www.youtube.com/watch?v=urgoSngoorI
CONCEPTION - Epic Powerful Fantasy Music Mix | Epic Cinematic Orchestral Music 

おばんです。２３：３８になっちゃいました。

これやってました…が。（＾＾；）

http://p.booklog.jp/book/118325/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイルΩ－Ｘ－２０１５－７

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）

（2015年７月）

自分でも呆れるくらい、みごとに一気に妄想量とか幻視？ネタが激減しました…。

？（＠＠；）？

何だったんでしょぉねぇ。

https://85358.diarynote.jp/201711050637519248/
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あの、２０１５年３月〜６月なかばまでの、異様な妄想の暴走は…。

んで。

これも全く「仕事ネタ」はなかったです。（＾＾；）

読まなくてもいいよ〜☆

http://p.booklog.jp/book/116517/read
復讐は、ビシソワズ。　（二年目） [ 編集 ]

（どっちも「７月１日〜１０日まで」やりました。）

情報チェック画像は、１９：３０頃の分です〜。

（現在２３：４４！）

　

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月5日6:39
　

ゆうべ「終わった〜！」ってタイミングでＰＣが変にフリーズしまして。

（＾＾；）
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消えたと思ってぐれて復元しないで寝ちゃったんですが、

控えが残ってたので再アップしました…☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月5日9:47
　

ちょっと待てこら。（＾□＾；）★

りすが今まさに「書こうとしていた」ＳＦネタを、

リアルタイムで「史実」にしちゃわないでくれ…ッッｗｗｗ
　　↓

　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
nobuko nishida @nobobon · 11月3日 

これすごい面白い。300万年前の初期人類と7万年前の言語的人類、そういう人類観はあるはずだ
よね。

喉頭気道の構造（断面）知りたい。

→人類が言語を獲得した「瞬間」にはこんなことが起きていた

｜集中連載「人類言語のディープ・ヒストリー」

https://twitter.com/nobobon/status/926346396214501376
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月5日9:48
　

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 34 分34 分前 

ネトウヨって、ＡＩなのかも

　

　

https://85358.diarynote.jp/
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（11月５日）　『 新銀河 共和国 』 の旗。

https://85358.diarynote.jp/201711050720332036/

【 札幌 ０．０ ７６ μ！】（＋５℃）。　（なんか長文。（
＾＾；）☆）

2017年11月5日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

（参照）⇒http://85358.diarynote.jp/201711050637519248/

あらためまして、おはようございます。

０６時

４６分になりました。

悠宙舞さんの自動推奨で？これ聴いてます。

https://www.youtube.com/watch?v=RzweocK1BRA
1 Hour of Fantasy Music/民族系冒険ファンタジー音楽１時間
【作業用BGM】 

昨日は定時で徒歩通勤して、辿りついたとたんに「異動の話は週明けまで動かない」と判明…

またもや胃痛と激睡魔でカラダを痛めつけられる

拷問にさいなまれるのなんかマッピラごめんでしたので、

禁句スリーSV（もしかしてもう降格された？ｗ）に（強引に）

「今日と明日で残り２日分の有給使い切ります！」と宣言し…
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午前１０時５０分に出勤して、１１時ジャストに退勤？しました…ｗｗｗ

んで。そのまま「気分転換にハロワの看板を」拝みに行ったらジャスト

「札幌市街地の晩秋」タイミングでして…♪

観光客に混ざって絶好の紅葉を観賞。（＾ｗ＾）ｇ

⇒http://85358.diarynote.jp/201711041103437326/

はろわの看板を拝んで、（実は４月にもいちど拝みに来ていたので）

例によって失笑するしかない組み合わせの名札の写真を撮って…

「今度は労基署の場所も確認しとこう♪」とふらふら歩き始めたら、何故か？

「予定（直進ルート）と違う方向へ」（例によって）「引っ張られ」まして…ｗ

ふらふらと方向違いのほうへ左折してフト右を観ましたらば、

「偶然」（！）『新銀河 立憲民主 共和国』の旗（違ぅ）がありましたよと…ｗｗｗ

んで。

想定外でしたが丁度（偶然）エルプラに着いてしまったので、

「カミさまのご託宣ｗ」と思って本を選んで座って読んで。（＾＾；）

ちょっと無駄に迂回（迷った）ルートを辿らされたら、何故か？「心療内科」の看板が眼につ

いて…ｗｗｗ

実はエルプラの１つおいた隣！（すぐじゃん！）だったと判明した、労基署の

「場所だけ確認」して、「いつでも駆けこんで泣き喚けるｗ」と安心（？）して…

http://85358.diarynote.jp/201711041103437326/


ご飯を食べてから孵ろう…と思っていたら、何故か雨！（－－；）！

…で、予定外に地下街をウロウロして、そういえば！と、前々から覗きに行きたかった
パルコの「セントラル」（！）

⇒http://www.daimarufujii.co.jp/central/
【大丸藤井セントラル】

（…失礼しました。（＾＾；）「パルコの隣の」）…「大丸の」セントラルさんに立ち寄りま
して…。

もう２０年くらい毎年買っている（もちろんイマドキまだ紙の！）

「来年の手帳」を（縁起かつぎに？）買いまして…。

うろうろして久しぶりの「文具屋さん♪」ツアーを楽しみまして…。

（もちろん有隣堂やハンズの本店には負けますが、なかなか楽しめました♪）

外に出たら雨があがっていたので狸小路での買い物は最低限（重量的に）にして、徒歩で帰ろう

とふらふら歩き始めたら、「そういえば昼食をとっていなかった！」と気づき…

道すがらに「安くて美味しいお店は〜？」と…

探していたら、「偶然！」まえから行きたいと思っていた、

 
「なんぶ屋さん」に、たどりついたのでした…♪
⇒http://85358.diarynote.jp/201711041938303018/

！（＾◇＾）！

そんなわけで？期せずして「地元小旅行」（？）を楽しんだ後。

期せずして（結果的に）…６連休！（＠□＠）！…となった、最終？日…。

予定はひきこもり。（ーー；）

http://www.daimarufujii.co.jp/central/
http://85358.diarynote.jp/201711041938303018/


さて。

札幌は＋５℃。ほぼ無風。冷たい雨…。

空気は最低（〜〜＃）臭いんですが…

（現実逃避してないで！）情報チェック、逝きます…★

（０７：０９）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月05日（日）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.036 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

昨日のデータはこちらのコメント欄に。

⇒http://85358.diarynote.jp/201711040712333507

今また雨が降りだしてるんで、またどんだけ線量が上がるか？

（〜〜＃）不分明です…★★

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
11月4日9時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が26箇所以上存在します。
https://twitter.com/whitefood1/status/926610379035176961

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
11月4日の朝08時の空間線量です。月平均の2倍で赤、1.5倍で黄、1.25倍で橙に点灯し
ます。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
http://85358.diarynote.jp/201711040712333507
https://twitter.com/whitefood1/status/926610379035176961
https://twitter.com/whitefood1/status/926584833819623425


https://twitter.com/whitefood1/status/926584833819623425

https://weather.yahoo.co.jp/weather/lightning/?c=10R
（０７：１０〜０７：２０）

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 

【M4.1】宗谷地方 深さ269.9km 2017/11/05 03:54:27

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
tunenti  @tunentl · 11月3日 

私の知人で農協の役員をしている方が「道内は１７年ほど前に遺伝子組み換えの大豆

に始まってからどんどんいろんな品種がもう遺伝子組み換えになってしまった。蕎麦

も麦も米もジャガイモ・玉ネギみんなそう。栽培反対の声もあったのに」と話してく

ださった。

まるで海外の事のように考えてるけど国内！！

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月6日7:00
　

2017年11月05日（日）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.036 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 

https://weather.yahoo.co.jp/weather/lightning/?c=10R
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


03:00 0.037 0.036 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00 0.039 0.036 0.038 6 
07:00 0.040 0.038 0.039 6 
08:00 0.040 0.038 0.039 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.038 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.038 6 
21:00 0.038 0.038 0.038 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
　

 



（11月５日）　「 バスコ・ダ・ガマ 副官Ａ君 」（仮名）。

https://85358.diarynote.jp/201711051500393599/

続・「労基署にも話せる話」。（＋アルファ ｗ ）

2017年11月5日 就職・転職 コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=27jlARV2fT0
中央・総武線　天国と地獄（jubeat） 

再びこんにちは。ＰＣつけたら、

１１月０５日、

１４時４１分、でした…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

時刻をメモするのは忘れましたが、先程バイト先の「管理者」から携帯に電話あり。

私の異動に関する「面談」（最終？）は明後日の火曜日に決まり、しかし時刻は未定の段階との

連絡。

明日の月曜日は出勤しても「仕事がない」ので、

（「有給」は「今日で」使いきったので！）希望すれば公休の扱いにするが…との申し出あり。

（…嗚呼…！
　…やっと！「まとも」な勤労者として、「人間扱い」をしてもらった…！）

…と、内心で大いに溜飲を下げながらも、

（生活費の予算の都合があるので、激胃痛と闘いながらでも「不労所得」を稼ぎに…）

「明日も出社したい」旨を伝え、了承されて、終話。

…で、ここまで「労基署にも話せる話」…。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=yM0uHHOSYuY
運動会や体育祭のテーマ曲を集めてみた 

で…　さて…？　ｗ（＾＾；）ｗ…？

今回「決戦は火曜日」に持ち越し…の、ようですが…？？

なにしろ、時としてアルマンディン兄様の「鼻をあかす」（？）ことさえある、

カードに例えるなら「クラブのジョーカー」的な特性を持つ「バスコ・ダ・ガマ副官Ａ君」（

仮名）が

登場しちゃったわけなので…☆

どっちに転ぶとしても「私に悪い結果にはならない」と、思うんですが…。

アルマンディン兄様が、「私の胃痛なんかおかまいなしに」

「アレを苛めてもいいのは俺だけ！」とか思っている？（迷惑（－－；）…）

「私」を苛めた、「書き取りアンブリッジ」こと「超悪趣味！がらタイツ山猫」を…

「犯人はオマエだ！」させるために、仕組んだ？今回の、罠というか、ミッション…？？？

この一週間で、バスコ・ダ・ガマ氏がさっくり、お得意の「早手回し根回し攻撃！」して…
 
（なにしろ彼は転生の…もとい、「天性の」外交官だ…☆）して…

「なるべく無難でカドが立たない」対策方向に…

作戦案を修正しちゃったのか、どうか…？

…ま、火曜日以降のお愉しみ。ということで…☆

…ｗ（＾□＾；）ｗ…☆　（胃が痛いんですけど〜！）

…ということで、予想しうる「天国」と「地獄」の画像を、貼ってみました…☆

（はてさて、吉凶どちらに出るか…！？）

（…悠宙舞さん自動推奨〜…☆）
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=GzGtEPdmR3g
Epica - Pirates of the Caribbean (Piratas del Caribe en el Fin del Mundo) 

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月5日15:08
　

…あ、ちなみに…（＾＾；）…。

先週の面談時の「もう一人の登場人物」。（＾＾；）

喋ってるうちに自然に脳裏に「キャプテン・ターナー」という（仮名）が浮かんだんですが…

想いついておいて、そのキャラ名に思い当たりがなくて。（＾＾；）

いま、検索してみましたら、これが出てきましたが…。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%81%AE%E7%99%BB%E5%A0%B4%E4%BA%BA%E7%89%A9#.E4.B8.BB.E8.A6.81.E4.BA.BA.E7.89.A9
ウィル・ターナー (Will Turner)

…わたしゃ映画ははんぱに途中の一作だけしか観てない（＾＾；）ので、名前は把握してなかっ
たんですが…

ジャックに存在感を喰われまくっているけど…「一応・主役？」の…彼？

…で、いいのかな…？？

https://85358.diarynote.jp/201711051500393599/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711051500393599/
https://85358.diarynote.jp/201711051500393599/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171105/85358_201711051500393599_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171105/85358_201711051500393599_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171105/85358_201711051500393599_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=27jlARV2fT0
https://www.youtube.com/watch?v=yM0uHHOSYuY
https://www.youtube.com/watch?v=GzGtEPdmR3g
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%81%AE%E7%99%BB%E5%A0%B4%E4%BA%BA%E7%89%A9#.E4.B8.BB.E8.A6.81.E4.BA.BA.E7.89.A9


（ってことで、この「命名」は、「私じゃない」です！

　バスコ・ダ・ガマ氏か、アルマンディン兄様が「名付け親」〜ッ！）

ｗ（＾◇＾；）ｗ…☆

https://www.youtube.com/watch?v=dydhnAi0A3E
John Williams - Star Wars The Throne Room 
スター・ウォーズシリーズ . The Force Awakens Tribute Performance. 

（ちょっとまた先に、家事と雑資料整理をやってきます…）
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月5日19:52
　

０６２

０４６６☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日8:06
　

rin_earth @rin_earth · 35分35分前 
　

衆院でも似た事やってますなあ・・・与党が「野党の質問時間減らせ」とか・・・→大分県弁護

士会：

 
「村八分やめなさい」人権侵害の是正勧告 

https://twitter.com/rin_earth/status/927664537364398082
　

 

https://www.youtube.com/watch?v=dydhnAi0A3E
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/rin_earth/status/927664537364398082


（11月５日）　バイトはプチ厄日。客はディメンタア。当直はフィルチとリータ・
スキーター。

https://85358.diarynote.jp/201711052340421473/

【 旭川 ０．０ ５５ μ 】。　（　サ行　りす皮算　活用☆　）

2017年11月5日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=NrxhwO-hjmw
FROZEN アナと雪の女王 Orchestral medley - Let It Go, 겨울왕국 subtitles 

…なぜカナトコ…？　ｗ（＠◇＠；）？

https://www.youtube.com/watch?v=mcq-JXEsDpo
Soundtrack Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 
(Best Of Music - Theme Song) - Musique 

…ぉ★（－－；）★

http://85358.diarynote.jp/201507132015425067/
＞死ね死ね死ね死ね死ね死ね！ 

…（ようやく？）　始まりました…★

ｗ（－－＃）ｗ…

＞（７月19日）　バイトはプチ厄日。客はディメンタア。当直はフィルチとリータ・スキーター
。

https://85358.diarynote.jp/201711052340421473/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171105/85358_201711052340421473_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171105/85358_201711052340421473_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171105/85358_201711052340421473_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NrxhwO-hjmw
https://www.youtube.com/watch?v=mcq-JXEsDpo
http://85358.diarynote.jp/201507132015425067/


…かと、思ったら、まだまだそんなでもなかったでした…（１１月から？）

で。

これふたつ、「７月分」まで終了しました。

http://p.booklog.jp/book/118325/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－７

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年７月） 

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161983
復讐は、ビシソワズ。　（二年目） （２０１５年０７月）

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

https://www.youtube.com/watch?v=mcq-JXEsDpo
Soundtrack Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Best Of Music - Theme Song) -
Musique 

https://www.youtube.com/watch?v=k6zCLs1_LnI
The Star Wars Suite - The Danish National Symphony Orchestra (Live) 

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 

【2017年11月5日 22:26 NHK】
カタルーニャ州前首相らの身柄拘束 ベルギー司法当局
https://twitter.com/UN_NERV/status/927165284351320066

…ウルグアイまで、行くべきだったな…（－－；）…。

file:///tmp/puboo/127519/455289/book/118325/read
file:///tmp/puboo/127519/455289/book/116517/page/3161983
https://www.youtube.com/watch?v=NMQh-rhWaz8
https://www.youtube.com/watch?v=mcq-JXEsDpo
https://www.youtube.com/watch?v=k6zCLs1_LnI
https://twitter.com/UN_NERV/status/927165284351320066


ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 7 時間7 時間前 

ニューカレドニアとサモアで地震が頻発しております。

それは当然バヌアツの火山噴火と関連があるのです。

この現状が地域限定なのかそれとも全地球的な減少なのかを見極めたいと思います。

仮に日本列島の火山噴火とも連携しているとするならば一大事です。

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/927070683229650945

寝まーす！　（２３：４０）

　

 

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/927070683229650945


（11月６日）　（…自己暗示…）。

https://85358.diarynote.jp/201711060710542409/

（　札幌　最高 ０．０ ４０ μ。 最低 ＋６℃ ）。　（未しん）

2017年11月6日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

ちょっと予定よりは遅れました。

おはようございます。

０６：５５です。

今日は、「不労所得」バイトに逝きます…。

…（－－；）…厭。
 
（参照⇒http://85358.diarynote.jp/201711051500393599/ ）。

https://www.youtube.com/watch?v=2y61Qu5a180
Hans Zimmer | Greatest Soundtracks (2017 Mix) 

札幌は＋６℃。無風。晴天！（＾＾）！

空気が清涼で、美味しいです！（＾＾）！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

https://85358.diarynote.jp/201711060710542409/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711060710542409/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171106/85358_201711060710542409_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171106/85358_201711060710542409_2.jpg
http://85358.diarynote.jp/201711051500393599/
https://www.youtube.com/watch?v=2y61Qu5a180
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


2017年11月06日（月）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.037 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

（昨日分はこちらを参照）⇒http://85358.diarynote.jp/201711050720332036

南側の台所で「今週分の魔女鍋」（超安いプルゴギ肉とタマネギと人参のスープ♪）を仕込んで

いて、

ほぼすでに南東？まで移動した「日の出」を拝みました…♪

今日（今週？）は、きっと幸先いいです！

（…自己暗示…）。

さて…？？

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 17 分17 分前 

なんか最近、風もないのにメキメキ家鳴りするなぁ…

今朝は特に！

また腰痛も酷くなったし、札幌の大き目も近いのかもしれん。

…ウチも鳴るけど…（＾＾；）…

…朝晩の気温差のせいだと思いたい…。

プロモツイート 

http://85358.diarynote.jp/201711050720332036


MUSIC PLANET @news_ent214 · 11月1日 

東方神起、三浦大知、CHEMISTRYなど
有名アーティストを手掛けた

敏腕プロデューサーが遂に動き出す！

☆MUSIC PLANET ☆
新人アーティスト発掘オーディション2017

応募年齢：20歳〜50歳
https://twitter.com/news_ent214/status/925699206064488448

　　↑

…え”〜？　「５３歳」は、ダメぇ〜？？（〜〜＃）…★

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年4月17日 

名声を求めるな 
だが無名であることも求めるな 

誇りを持て 
だが世界に自分の行いを思い出させるな 

そうあらねばならない時は秀でよ 
だが世界より秀でてはならない 

多くの英雄はまだ生まれていない 
多くは既に死んだ 

生きてこの歌を聴くことは勝利なのだ　

アフリカの詩人

 
　

　

https://twitter.com/news_ent214/status/925699206064488448


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日7:00
　

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

 

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


（11月６日）　アルパカ狼さんの不機嫌。

https://85358.diarynote.jp/201711060746341917/

★【！フクイチ！ 大 欠 測ッ！】★／【 浜 岡 （欠測） 】。　（
未しん）

2017年11月6日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。
　

　 　

　

（０７：１２現在、ＤＮが音信不通？です…★）

（０７：１７、今度はホワイトフードさんが「表示できません」…）
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711060748221668/
 
地震予測 @jishinkenkyu · 11時間11時間前 

【お知らせ】電子画像に昨日から欠損がみられます。

地磁気異常と合わせて注意してください

　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711060750318225/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月6日8:06
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＞側に置いたものはそれだけで食べては危険な量の放射能を浴びているのだ。

「ゾンビ」って、まさに（被曝して）「まだ息がありながら腐って逝く」

（生ける死骸）なんだな…
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月6日9:04
　

０６２

０４

９９☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月6日14:32
　

胃痛と激睡魔と闘いながら今日も元気に？「不労所得」を稼ぎ中。┐(’〜`；)┌

胃が痛くていつもの固いパンが食べられない(T_T)ので、
予備で持ってきたセブンイレブンの道山小麦粉の餡パンと、輸入物のシリアルバーで昼食。(^_^;)

アルパカ狼さんの不機嫌（それと判らない程度にグレてるｗ）の原因が、

私の「妄想」どおりだったら面白いのに。(^_^;)

でもアルマンディン兄様がいつもの「邪魔」を始めたなら、

罠から脱出するのは容易じゃないし。┐(’〜`#)┌

「異動」で済めば一応まだ縁が繋がるチャンスはあるし？

(・ω・;)(;・ω・)

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


それ以上に私としては、

「やはりリャマさんはエスパのケイ（つまり清くんで、てことはアイリス！）なのか？」の

謎ネタ解明？に取り組めるんなら、機会は逃したくないｗ

(^。^;)

てことで昼休みあと１０分、寝ますぅ☆

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月6日14:54
　

…て書いた直後に超！「偶然」

＼(◎o◎)／

リャマさんと、

ばったりすれ違ったよ…？

σ(^◇^;)。。。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月6日14:55
　

…て書いた直後に超！「偶然」

＼(◎o◎)／

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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リャマさんと、

ばったりすれ違ったよ…？

σ(^◇^;)。。。

そこにエルさん来たｗ

 
 



（11月６日）　アルパカ狼さん。(^_^;)　怨むならアルマンディン兄様にしてね〜…★

https://85358.diarynote.jp/201711070710399353/

（アルパカ狼さんの行動自体が「間違いなく本人だ」ということ

を証明したという話。）　（日付修正）

2017年11月6日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　 　

　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月6日14:32

胃痛と激睡魔と闘いながら今日も元気に？「不労所得」を稼ぎ中。┐(’〜`；)┌

胃が痛くていつもの固いパンが食べられない(T_T)ので、

予備で持ってきたセブンイレブンの道山小麦粉の餡パンと、輸入物のシリアルバーで

昼食。

(^_^;)

アルパカ狼さんの不機嫌（それと判らない程度にグレてるｗ）の原因が、

私の「妄想」どおりだったら面白いのに。(^_^;)

でもアルマンディン兄様がいつもの「邪魔」を始めたなら、

https://85358.diarynote.jp/201711070710399353/
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罠から脱出するのは容易じゃないし。┐(’〜`#)┌

「異動」で済めば一応まだ縁が繋がるチャンスはあるし？

(・ω・;)(;・ω・)

それ以上に私としては、

「やはりリャマさんはエスパのケイ（つまり清くんで、てことはアイリス！）な

のか？」の

謎ネタ解明？に取り組めるんなら、機会は逃したくないｗ

(^。^;)

てことで昼休みあと１０分、寝ますぅ☆

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月6日14:55

…て書いた直後に超！「偶然」

＼(◎o◎)／

リャマさんと、

ばったりすれ違ったよ…？

σ(^◇^;)。。。



て書いて送信した直後、

エルさん来たｗ

（11月06日） やると思ったら本当にやった！ｗ
2017年11月4日 リステラス星圏史略　（創作） 

アルパカ狼さん。(^_^;)

だって「椅子ひとつズレた」よ？

(^。^;)

本文あした！

（いわば11月06日キサハ22時36分）
2017年11月4日 リステラス星圏史略　（創作） 

先ほど無事帰投。(’◇’)ゞ
７kg担いで元気に徒歩帰宅。
(^_^)v



少し欠けた満月。？

気温１１℃。無風。

関東なら５枚は着込んで手袋とマフラーでコートの前をかきあわせ、寒い寒いと震え

ながら

の帰路となるところですが、上着３枚にまだ夏ズボンだったりする弱装で汗かいて

帰宅。(^。^;)

被曝の問題がなかっても、二度と関東には帰れんカラダになっちゃいました

…σ(^◇^;)。。。

閑話休題。(^_^;)

キミの３年に及ぶ（もっとか？）苦労と努力を無に帰さしめて悪かったよ〜★

ヽ（・＿・；）ノ

でも私だってまさかあんなとこで蹴つまずくとは思ってなかったし、あれ間違いなく

アルマンディン兄様が「故意に足を引っかけて転ばした」としか思えないし…★(-_-#)
★

気がついてみれば１石で２０鳥くらいガッツリせしめるつもりの？

超絶技巧にして壮絶に性格悪い(-"-;)作戦案のようだし…

怨むならアルマンディン兄様にしてね〜…★



（また銀河横断とかして暴れられたらかなわんｗ(^。^;)ｗ）

お疲れ！

2017年11月4日 リステラス星圏史略　（創作） 

きみのその行動自体が「間違いなくきみがきみ自身だ」ということを

僕に証明したんだから、

けして無駄でも徒労でもなかったってばッ！

┐(’〜`；)┌

…ぐれないで〜ッ！！（＾＾；）！！…☆★
　

　

　

　

　

 



（11月６日）

https://85358.diarynote.jp/201711111945148380/

（先週１１月６日の話。）

2017年11月6日 環境は、生命圏で、生存権。
（アップすんの忘れてた…。）
 

https://85358.diarynote.jp/201711111945148380/
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（11月７日）　ナニ今日？

https://85358.diarynote.jp/201711070704114612/

（ 札幌　＋７℃。　０．０ 38 μ ）。　（作業栗鼠１匹目）

2017年11月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (7)
　

https://www.youtube.com/watch?v=ybZINoDv8I8
Lord of the Rings Soundtrack live Orchestra HQ audio 
　　

少し遅めの、おはようございます。０６：５３です。

定刻６時で起きましたが、小家事で手間取りました。（＾＾；）

今日は「決戦な火曜日」です…（＾＾；）…
 
コンディションきちんと整えて出勤するべく、

情報チェックはさくさく片づけたいと思います…。

札幌は７℃。ほぼ無風。晴天。（＾＾）ｇ

料理をしながら、台所の南側の小さい小さい窓から、日の出を拝みました…。
（６時４０分頃）。

１０月分のガスと灯油の請求書が来まして。（－－；）

早くも６千円を超えて！しまいました…（－－；）…★

今年の越冬は手ごわそうだ…★失業なんか、している場合じゃないぞ…？？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月07日（火）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 

https://85358.diarynote.jp/201711070704114612/
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03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.038 6 
06:00

う〜ん。今、

１１月０７日０７時０１分です…。（＾＾；）…（それがどうした！）

ちょっと砂金に、昨日の夜の分の「日付修正」を、やってきます…☆

（忘れてた。）

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日7:24
　

…をいをいをいをいをい…！★

このページは表示できません

[詳細設定] で TLS 1.0、TLS 1.1、TLS 1.2 を有効にして、もう一度 https://m.emsc.eu に接続してみ
てください。引き続きエラーが発生する場合は、サポートされていないプロトコル、または安全

と見なされない RC4 などの暗号スイート ((詳細情報のリンク)) がサイトで使われている可能性が
あります。サイトの管理者に問い合わせてください。 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://m.emsc.eu/


…て出て、コピペして呆然としてる間に、自動修復してた…。

？（＠＠；）？

ナニ今日？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日7:26
　

https://m.emsc.eu/earthquake/map_latest.php

今日は「作業にならない」もよう…★（－－＃）★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日7:31
　

だめだこりゃ…★

このページは表示できません

•Web アドレス http://weather.yahoo.co.jp が正しいか確かめてください。
•検索エンジンでそのページを探してください。
•数分待ってから、ページを最新の情報に更新してください。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日7:33
　

やっと出たけど、このタイムラグ…

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510005600/1011-0010-101000-

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510005600/1011-0010-101000-201711070700.gif?t=1510006265


201711070700.gif?t=1510006265
（０６：５０〜０７：００）

？？？？？？？？（－－；）？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日7:39
　

…ツイッターはちょっと重いくらいで何とか動いてる。

…ヤフー（東北？）のトラブル…？？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日8:40
　

OTL49さんがリツイート 
古洋天文館@DF両日D-353 @lunosphere · 11月3日 
　

突然ですが注意喚起です。

　

5万円も失いそうになったゾッとする実体験です、皆さんもどうかお気をつけ下さい｡ﾟ(ﾟ´ω`ﾟ)ﾟ｡
　

#注意喚起 #拡散希望RTお願いします
　

https://twitter.com/lunosphere/status/926457515566444546
＞ヤフーメールにログインしようとすると…
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年11月8日6:50
　

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

 



（11月７日）　アルパカ狼さんの機嫌も顔色も良いので、

https://85358.diarynote.jp/201711070710399353/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日7:31
 
…なんかすごいＰＣが重い…（－－；）…

たぶん、こんな妄想に逃げ込んでる場合じゃナイ…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日14:24
　

今日はアルパカ狼さんの機嫌も顔色も良いので、あとのことはとりあえずど〜でもよし！

（異動？面談は夕方から〜…★）
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（11月７日）　『アルパカ』には『続き』が、ありますように〜ッ！

https://85358.diarynote.jp/201711072020237790/

試合終了！(^O^)！…魔クゴナガルの完無視。┐(’〜`#)┌

2017年11月7日 就職・転職 コメント (9)
　

　

まぁあした書きます…(^_^;)

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日21:25
　

ひとまず『ビシソワズ』全４巻プラス総括編？で終了見込み。

(^_^;)
　

まぁ次のところも色々！有りそうなんですけどね〜★

┐(’〜`；)┌
　

　

んで。(^_^;)
　

今日はエルさんが居なかった。

　

…後がコワイ…★(^。^;)

https://85358.diarynote.jp/201711072020237790/
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と。

『アルパカ』には『続き』が、

ありますように〜ッ！

(・ω・;)(;・ω・)
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日22:19
　

あたまわちゃわちゃして危ない狂騒状態。┐(’〜`；)┌

ひとまず重いものガッツリ買って、バスに乗りました〜☆

アルパカ狼さんが観れなくなっちゃったけど、距離的には近いも〜ん…！
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日22:31
　

まぁとにかく。(^_^;)

ひとつの職場に４年も居たのは生まれて初めてでした☆

σ(^◇^;)。。。
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月7日23:12
　

先ほど無事帰投。(’◇’)ゞ

そして何故か？(^_^;)
明日から（また！）５連休…

(・ω・;)(;・ω・)

（先週６連休だった…）(-”-;)

予定は原稿と

買い出しと大掃除！(^。^;)！

早めに寝ま〜す！

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月8日0:29
　

…りある…現実…って、
何だっけ？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年11月8日7:13
　

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 

「すべてはタイミングだ。それはコンピュータでは測る事ができない」

ハドソン川の奇跡

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月8日8:48
　

OTL49 @sukipparanisake · 8時間8時間前 
　

どーでもいーですよ〜

「求人：わが社の色に染まる即戦力」

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月8日9:39
　

まぁだから、長居をする気は（全く！）ナイ。（今ンとこ。）

　　↓

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11月5日 

バイトやパートの時給が右肩上がりに 1000円以上が当たり前の時代に？ #ldnews

アルパカ狼さん！「努力」の方向性を、（今度は！）まちがえないでね〜ッ！☆
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月8日13:46
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
ogi @ogicure · 11月5日 
　

歴史学者の磯田道史が

生まれて初めてのデートで博物館行って

展示物について解説してたら

周りのお客さんがイヤホンガイドより面白いって集まりだし

お終いには拍手まで巻き起こり「面白いから付き合って」って言われ最終的に結婚した話

　

「ヲタクの考えた最強デート」過ぎて羨ましすぎる
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（11月８日）　（挑戦は受ける！ｗ）／ 闘うためではなく、　

https://85358.diarynote.jp/201711081928579627/

【 ガン予防 ダイエット 】（ １０日で２kg！痩せ）／バイトは
当直ＳＶがフィルチとリータ・スキーター最悪コンビ、定番の「

故意に朝礼せず書類も情報も渡さない」という嫌がらせ。

2017年11月8日 ダイエット コメント (7)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=mcq-JXEsDpo
Soundtrack Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
(Best Of Music - Theme Song) - Musique 

てことで（下段参照）「８月２０日」分まで終わりました。

今回「バイトは夏休み」で…

何故か？「ダイエットと健康管理！」特集になっています…ｗ

（ガン予防！…にお勧め情報はいってます。お読み下さい…☆）

でわでわ。本日これまで〜☆（＾＾）／

（２１：３２）。

http://p.booklog.jp/book/118395/page/3199218
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－８

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年８月）

https://85358.diarynote.jp/201711081928579627/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=233
https://85358.diarynote.jp/201711081928579627/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171108/85358_201711081928579627_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171108/85358_201711081928579627_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171108/85358_201711081928579627_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mcq-JXEsDpo
file:///tmp/puboo/127519/455289/book/118395/page/3199218


63ページ　閲覧数：9

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161985
【復讐は、ビシソワズ。】（二年目）〜退職強要の記録まとめ〜 
無料589ページ
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：1,540

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

あ”〜ｗ（－－＃）ｗ★

始まった始まった…★★

＞バイトは当直ＳＶがフィルチとリータ・スキーターという最悪コンビで、この組み合わせ定

番の、

＞「故意に朝礼をせず書類も情報も渡さない」という嫌がらせをされています。

＞で、ミスが出たら私のせいにされるんだよな…ｗ

おばんです。１９：２６。（＾＾）

…こちらで公表？するより先に、早速のご来場、ありがとうございます…☆
　　↓

http://p.booklog.jp/book/118395/read

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－８

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年８月）
無料　32ページ
0ダウンロード
コメント（0）

file:///tmp/puboo/127519/455289/book/116517/page/3161985
file:///tmp/puboo/127519/455289/book/118395/read


閲覧数：6

１７時過ぎで８月１０日分までやって、一旦アップしてあります。

いま仮眠から起きて、続きをやってます…☆　（１９：２８）

　

 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月8日19:29
　

０６２

０６２

…６…♪
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月8日19:50
　

０６２

０６３

０☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月8日21:44

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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あ！２名様！

（＾＾；）

トリガ貼り替えてあるので！

よければこちらをご利用くださいッ☆

http://p.booklog.jp/book/118395/page/3199148#none
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月8日21:48
　

中身こんなん。ｗ

　　↓

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2015年8月17日21:06

ミックス野菜ジュースを

半日で２リットル飲んで

炎天下を大汗かきながら

速足で歩いて血行促進して

とどめの野菜カレー。o(^-^)o

これで死なない癌細胞がいたらお目にかかりたいｗ

（挑戦は受ける！ｗ）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月8日21:55
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https://85358.diarynote.jp/
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https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510144800/1011-0010-101000-
201711082140.gif?t=1510145466
（２１：３０〜２１：４０）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月8日21:56
　

宇宙天気ニュース @swnews · 9 時間9 時間前 
[記事] 太陽風の速度は650km/秒に高まり、磁気圏の活動も強まっています。
http://swnews.jp #swnews
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月9日8:53
　

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 12時間12時間前 

伊藤詩織さん　元TBS記者の反論に思うこと https://dot.asahi.com/aera/2017110700043.html …

「私が声を上げたのは、彼と闘うためではなく、

　沈黙したら、同じような被害者がまた出てしまう。

性暴力をオープンに話せる社会にし、司法や捜査システムを改善したいためです。 」
 
　

 

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510144800/1011-0010-101000-201711082140.gif?t=1510145466
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（11月９日）　ハザマの。

https://85358.diarynote.jp/201711090644347429/

【 札幌 ０．０ ７９ μ ！】（－－＃）★・（ ＋ ７ ℃ ）。

2017年11月9日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=Lo3rrP8u7Mw
Orchestral Music Mix | THE POWER OF EPIC MUSIC - Vol.1 

おはようございます。０６：３３です。

ＰＣ起こしたのは

１１月０９日、

０６時２９分、でした。（＾＾）

転職（異動）のハザマの予期せぬ５連休の２日目。体調はおおむね良好。

定刻６時発進で、今日もさくさく予定を進行させたいと思います…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月09日（木）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.037 0.038 6 

04:00 0.055 0.038 0.044 6 

05:00 0.079 0.056 0.069 6 
06:00

https://85358.diarynote.jp/201711090644347429/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711090644347429/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171109/85358_201711090644347429_1.jpg
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http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


………げ★（＠◆＠；）★！

…さっきまで穏やかな線量だったんですけどね〜…★（－－＃）★

（参照⇒http://85358.diarynote.jp/201711080652474167 ）
（昨日の最高は ０，０ ４９ μ…。）

今朝の札幌白石は午前６時過ぎから寒冷前線通過と思われる激しい雨（時々氷滴の音がする）に

見舞われてまして…★（－－＃）★

「北から来た雨」かと思って、線量は低いかと期待してたんですが…★

…「大荒れ」になりそうですかァ…？？？

気温は７℃。予報は「日中にかけてむしろ下がる」見込み…★

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp�認証済みアカウント� @tenkijp · 18時間18時間前 

【明日9日は寒いぞ　北海道!】

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/tajimegu/2017/11/08/86571.html … 昨日(7日)は立冬
とは思えないほどのぽかぽか陽気となった北海道。最高気温は昨日一昨日と全道各地

で2桁..
https://twitter.com/tenkijp/status/928122615524241408

（まぁとりあえず、こんな日にお休みな私はらっきぃ…☆）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510177800/1011-0010-101000-
201711090650.gif?t=1510178452
（０６：４０〜０６：５０）

http://85358.diarynote.jp/201711080652474167
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/tajimegu/2017/11/08/86571.html
https://twitter.com/tenkijp/status/928122615524241408
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510177800/1011-0010-101000-201711090650.gif?t=1510178452


ホワイトフード @whitefood1 · 43 分43 分前 
11月9日6時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が59箇所以上存在します。
https://twitter.com/whitefood1/status/928366864652124160

ホワイトフード @whitefood1 · 13時間13時間前 
11月8日17時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が43箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/928183466734133248

特務機関NERV @UN_NERV · 16時間16時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年11月08日 15:56】

北海道地方は、引き続き８日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風、落雷、ひょう

、急な強い雨に注意してください。

特務機関NERV @UN_NERV · 17時間17時間前 

【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】
https://twitter.com/UN_NERV/status/928137554968244224

【胆振・日高地方 竜巻注意情報】
https://twitter.com/UN_NERV/status/928137027605839873

【上川・留萌地方 竜巻注意情報】
https://twitter.com/UN_NERV/status/928134670608359424

ホワイトフード @whitefood1 · 19時間19時間前 
11月8日11時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が17箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/928092686866714624

特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 

https://twitter.com/whitefood1/status/928366864652124160
https://twitter.com/whitefood1/status/928183466734133248
https://twitter.com/UN_NERV/status/928137554968244224
https://twitter.com/UN_NERV/status/928137027605839873
https://twitter.com/UN_NERV/status/928134670608359424
https://twitter.com/whitefood1/status/928092686866714624


【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】
【胆振・日高地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 20時間20時間前 
【青森県 竜巻注意情報】

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 14時間14時間前 
そか！

腰いてーー!!と思ってたけど気圧の谷間ｖだったか…
でも金曜日までには良くなるだろう↗�
ちょっ！

待って！！！

土曜日〜〜 ↓ ドーン ↓ www　()
https://twitter.com/charlie24K/status/928188934617624577

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月10日7:11
　

2017年11月09日（木）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.038 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.037 0.038 6 

04:00 0.055 0.038 0.044 6 

05:00 0.079 0.056 0.069 6 

https://twitter.com/charlie24K/status/928188934617624577
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


06:00 0.074 0.058 0.065 6 
07:00 0.075 0.069 0.072 6 

08:00 0.063 0.048 0.055 6 

09:00 0.047 0.043 0.045 6 

10:00 0.057 0.050 0.054 6 
11:00 0.051 0.047 0.049 6 

12:00 0.045 0.040 0.042 6 

13:00 0.039 0.038 0.039 6 
14:00 0.038 0.037 0.037 6 
15:00 0.037 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.036 0.037 6 
17:00 0.038 0.036 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.037 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
　



（11月９日）　（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（閲覧数 150 ）

https://85358.diarynote.jp/201711091653123417/

ナニゴト？！（＠□＠；）！？

2017年11月9日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=2kYUQxHOg40
Most Epic, Melodic, Quiet, Emotional Soundtrack Compliation Including Film Scores and TSFH
(Part 2) 

てことでこれ２つ「８月末まで」終りました。

気力体力限界ゲンパツ。（＾＾；）

予定放棄して、寝ますぅ☆ｗ（＾＾；）ｗ☆

http://p.booklog.jp/book/118395/page/3199218
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－８

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年８月）

（閲覧数 150 ）

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161985
【復讐は、ビシソワズ。】（二年目）〜退職強要の記録まとめ〜 

（閲覧数 1,582 ）

https://85358.diarynote.jp/201711091653123417/
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file:///tmp/puboo/127519/455289/book/118395/page/3199218
file:///tmp/puboo/127519/455289/book/116517/page/3161985


（以下、先に書いた文章）

　　↓

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…ナニこのアクセス数…ｗ
　　↓

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－８

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年８月）
無料 小説・ノンフィクション （ ファンタジー , 恋愛 ） 63ページ
2ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：146

　　　　　↑

ｗｗｗｗｗｗｗ

項目を「ダイエット」にしたから、新たなニーズ？を発掘しちゃったらしい…？？？

…んじゃ、ちょっくら続きをやってきますが…ｗ

（１６：５１）

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日11:22
　

ミライノシテン-本部 @mirainoshiten · 11月9日 

https://85358.diarynote.jp/
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自ら書いて消す。

世の中の大体の仕事ってこういう事です。

https://twitter.com/mirainoshiten/status/928540956231528448
　

 

https://twitter.com/mirainoshiten/status/928540956231528448


（11月９日）　リアル夢？

https://85358.diarynote.jp/201711092120044885/

どなたか僕の疑問を払拭して下さい。

2017年11月9日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (1)
　

　 　

　

…どぉりで、やたらと！眠かった…★（ーー；）★

中津川　昴 @subaru2012 · 48分48分前 

なぜか、寝ていたらいきなり深い眠りにドーーーンと落とされて

びっくりして起きてしまったけど、また寝た。ちょっと頭がいたい。

中津川　昴 @subaru2012 · 4時間4時間前 

【ものすごい睡魔がやってきたので、ちょっと横になる】

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 

【M6.0】IZU ISLANDS, JAPAN REGION 20.3km 2017/11/09 16:42:12 JST[UTC+9]
　　↑

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前◆◆緊急地震速報(最終第4報)◆◆

【M6.0】鳥島近海 深さ10km 2017/11/09 16:42:08発生 最大予測震度3

https://85358.diarynote.jp/201711092120044885/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14
https://85358.diarynote.jp/201711092120044885/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171109/85358_201711092120044885_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171109/85358_201711092120044885_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171109/85358_201711092120044885_3.jpg


ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 4 時間4 時間前 

11月8日(ut)の太陽・地球データです。
オーロラ活動指数(KiA）が非常に高まりました。

大量のオーロラ電流が地球へ流入した可能性があります。

今のところフィジで深発地震が起こっている程度ですがこれから何がしかの地球規模

の異変があると思われます。

11月1日より無黒点太陽が続いています。
https://twitter.com/Birkeland2nd/status/928535458140712960

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

今夜（11/9）から、東電福島原発からの風は東海、関東へ。
https://twitter.com/cmk2wl/status/928479010211880960

地震マップ @eq_map · 9時間9時間前 
【M5.2】HALMAHERA, INDONESIA 99.1km 2017/11/09 12:11:02JST, 2017/11/09
03:11:02UTC

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 
11月9日
サンシャイン水族館 大型水槽で飼育の魚大量死
東京・池袋の「サンシャイン水族館」は大型の水槽で飼育しているトビエイなど１２

００匹余りが死んだと発表しました。

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M5.1】SUNDA STRAIT, INDONESIA 39.3km 2017/11/09 04:17:07JST, 2017/11/08
19:17:07UTC

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/928535458140712960
https://twitter.com/cmk2wl/status/928479010211880960


cmk2wlさんがリツイート 
高杉成雄 @kusunoki58 · 11月1日 

どなたか僕の疑問を払拭して下さい。

福島県で何台も見かけました。除染土って何？汚染土じゃないの？

建設省の説明では汚染土は容器に入れて云々。

なんでダンプカーで運ぶの？この厳重なシートは何？

汚染土を直にダンプカーに積んで運んでいるという疑問が湧く。

#福島原発事故
#汚染土
https://twitter.com/kusunoki58/status/925567603258433536

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月9日21:25
　

そういえば芽も。

前項に着手する前、１２時頃に「朝寝？」から起きる前。

大雨のなか大変な収穫（農）作業をやってる男の人に「手伝います！」と言ってるのに、

「ここはすぐ終わるから、じゃあお風呂を掃除しといて」と言われ、憮然として風呂場に向かい

つつ、

https://twitter.com/kusunoki58/status/925567603258433536
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


「私は有機農業をやりたくてここに来たのに、箱詰めとか選別とか、軽作業ばっかりやらされて

、

　これじゃ工場労働者！…ついには風呂掃除かよ！　家政婦かッ！★」
　

と激怒りしていたら、男の人のスタッフらしい女性から、

「私たちがこんなに気を遣って仕事を用意あげているのに！」と怨嗟の声を投げつけられる。

　

で、もう一回、

　

「私は有機農業をやりたくてここに来たのに、箱詰めとか選別とか、軽作業ばっかりやらされて

、

　これじゃ工場労働者！…ついには風呂掃除かよ！　家政婦かッ！★」
　

…って、叫んで、相手の恨めしそうな顔を見ながら、風呂掃除…あれ、ちゃんとやったっけ…？
　

と、思ったら、目が覚めてた…☆

★（＾へ＾；）★

これ「異動」のリアル夢？

「食の安全」関連の仕事に転職したかったのに、

ぜんぜん違う職種にトバサレタ！…（－－＃）★

…というたんなる「事実」が、恨みの夢になったって話…？？？

 



（11月10日）　「 狼さんが 呼んでいる ｗ」

https://85358.diarynote.jp/201711100719102599/

【 札幌 ０．０ ７９ → ０．０ 37 μ 】（＋ ５ ℃ ）／稚内に前震
シグナル。

2017年11月10日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=RzweocK1BRA
1 Hour of Fantasy Music/民族系冒険ファンタジー音楽１時間【作業用BGM】

おはようございます。あれ？

０７：０４になっちゃいました…（＠＠；）

定刻６時発進で、小家事をやって…

あ、ちょっとの間、ぼ〜っとしてましたかね…？

さくさく進行しましょう。転職（異動）切り換えのエアポケット５連休の、

３日目。

連休中唯一の！晴れマークの日…！

なので、予定はとにかく「外出して、歩き回る！」（ロコモ予防！）です…

…ｗ（＾＾；）ｗ…☆

もし「シーズン終わり半額」とかあったら！自転車が買いたい！

https://85358.diarynote.jp/201711100719102599/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711100719102599/
https://85358.diarynote.jp/201711100719102599/
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https://www.youtube.com/watch?v=RzweocK1BRA


…というのが最大のお題で。

あとは、まぁ…平場の街中と郊外？を、

例によって「狼さんが呼んでいるｗ」（ただの当て勘！）な漠然としたコースで、ぐるっと大

回り、してくる予定…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月10日（金）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

気温５℃。強風は収まったように思えます。曇天。湿度は下がりました。

お散歩…服装は保温が優先。ですかね…（＾＾；）。

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510265400/1011-0010-101000-
201711100710.gif?t=1510266054
（０７：００〜０７：１０）

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年11月10日 05:08】
日本海側と太平洋側西部では、１１日未明から１２日にかけて、暴風や高波に警戒し

てください。

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【暴風と高波に関する全般気象情報 2017年11月10日 05:03】
急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に、１１日から１２日にかけて、非常

に強い風が吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510265400/1011-0010-101000-201711100710.gif?t=1510266054


チャーリー（Lv51） @charlie24K · 8時間8時間前 
なんか今ちょっと、Wi-Fiも一瞬トラブってた…
これも前震？(^-^;)
　　↑

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 8時間8時間前 
北海道の事も言ってきたけど、稚内にも前震シグナル出てる。＞RT
怖い…
　　↓

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
Tabatha @araran100 · 9時間9時間前 
【要警戒継続（警戒度高め）】NICT稚内イオノグラム　03:00（赤短、茶柱混じりの柱
状ノイズ）、18:15、19:30（単発、低高度の密度の濃い超ロングEスポ、偽像も
発達）、21:45（低高度の濃いEスポ、偽像も発達）東北以北、注意継続。
https://twitter.com/araran100/status/928628065101475840

中津川　昴 @subaru2012 · 21時間21時間前 
北海道・東北は5度程度の気温か〜
https://twitter.com/subaru2012/status/928449175624105985

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
11月9日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/928396773894234112

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp�認証済みアカウント� @tenkijp · 13時間13時間前 

【1か月予報　早くも冬の到来　大雪も】
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/rumi_tokuda/2017/11/09/86681.html … 最新の1か月
予報では、11月の予想がガラッと変わり、高温傾向から低温傾向になりました。来週
半ばから、..
https://twitter.com/tenkijp/status/928570517199527936

https://twitter.com/araran100/status/928628065101475840
https://twitter.com/subaru2012/status/928449175624105985
https://twitter.com/whitefood1/status/928396773894234112
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/rumi_tokuda/2017/11/09/86681.html
https://twitter.com/tenkijp/status/928570517199527936


sinwanohate・レイジさんがリツイート 
中村元弥1961  @ kumachin · 23時間23時間前 
先月のニュースですが。

日弁連、「恵庭OL殺人事件」の再審支援を決定…「受刑者のアリバイが成立する」|弁
護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_1009/n_6864/ @bengo4topicsから
https://twitter.com/1961kumachin/status/928450030087806976

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日6:55
　

2017年11月10日（金）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.038 0.036 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00 0.037 0.036 0.037 6 
07:00 0.037 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.036 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.037 0.037 6 
14:00 0.037 0.037 0.037 6 
15:00 0.039 0.037 0.038 6 

https://www.bengo4.com/c_1009/n_6864/
https://twitter.com/1961kumachin/status/928450030087806976
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


16:00 0.042 0.040 0.041 6 
17:00 0.042 0.039 0.041 6 
18:00 0.042 0.040 0.041 6 
19:00 0.040 0.038 0.039 6 

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

 



（11月10日）　

https://85358.diarynote.jp/201711111107469554/

（日付修正）　（11月10日17時57分）

2017年11月10日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　 　

　

（11月10日17時57分）
2017年11月7日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)

先ほど無事帰投。(^_^;)

平均時速３kgくらいできっかり６時間ほどふらふら歩き回ってきました。(^。^;)

自転車や上着は買えませんでしたが、いつもの食料飲料読料はガッツリ買いこんで来

ました☆

明日からまた天気は大荒れ。

(-"-;)

とりあえず寝ま〜す！

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年11月10日21:14

なんかトンデモな風アラシになってる。(・_・;)
明日は大荒れで、

明後日は吹雪で停電も覚悟しろ？…とか、ナニゴト…
(・ω・;)(;・ω・)

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日11:05

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 16時間16時間前 

私は16歳の頃から相当に多い数の登山を行ってきた

10代では、その日の内に疲労が出て翌朝には回復していた

20代では翌日に体が痛くなって回復に二日かかった
30代では翌々日に痛くなって回復に三日かかった
40代では数日後に疲労が出て回復に5日かかった
50代では一週間でも回復しなくなった

　　↑

…１０代！♪　→　！（＾◇＾）！ｗ

　



（11月10日）　転生地獄に墜ちやがれ…★

https://85358.diarynote.jp/201711112010199137/

（きのうの話）。　（１１月１１日記入）　（※追記トリガーあ

りｗ）

2017年11月10日 就職・転職 コメント (2)
　

　 　

　

アップすんの忘れてた。（＾＾；）

（画像１＋２）⇒「ロコモ予防！散歩」…という名目のみでふらふらと歩き始めたらおなかが
すき…
ふらふらと最寄りの店のポスターを観たら、「本日特価」の情報…

食べました。美味かった♪　（＾ｗ＾）ｇ

もやしと白菜とタマネギがごろごろ入って歯ごたえシャキシャキ♪

塩スープも無駄なくあっさり美味しい。

かなりの大どんぶりですが、汁ごと飲み干しました♪

食後にミニアイスがもらえる！お得〜♪

（画像３）そんでそのままふらふらと「数年前に通い慣れていた」三角点通りを直進しましたら

…

やっぱり！（＠＠；）！

https://85358.diarynote.jp/201711112010199137/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711112010199137/
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元・バイト先は、潰れて跡形もなくなっておりました…！ｗｗｗ
http://www.hku.co.jp/sen/
　　↑

（だいたいいつも「私をクビにした職場」は、数年以内に確実に潰れてる…ｗ）

参照⇒http://85358.diarynote.jp/?day=20120831
「試合終了！」

ｗ（－－；）ｗ

…「お風呂は良かった」んですけどね〜☆

…「経営者が、（例えて言えばアベぞうりのような）不適格者」でしたからね〜★

…あれだけの人気店でありながら！【不渡り】出して【競売】ときたか…★

http://yumeguri.net/p-kizi/kizi/sen.php

…客と従業員の恨みを背負ってとっとと転生地獄に墜ちやがれ…★
ｗ（－－；）ｗ

んで。スタッフに悲壮感が無かったというのは、おそらく、それぞれ近隣の店舗に転職が決定済

みだったからだと思います…☆

（札幌にはお風呂やさん多い！経験者は優遇だっ！）

　　↓

http://yumeguri.net/basyo.html
http://iiofuro.com/hokkaido/sapporoshi/chuo/

※関連⇒http://yumeguri.net/p-kizi/kizi/taiyou.php
＞ 「サッポロスーパー銭湯　太陽」は、２０１７年４月３０日（日）をもって閉店となります。

http://www.hku.co.jp/sen/
http://85358.diarynote.jp/?day=20120831
http://yumeguri.net/p-kizi/kizi/sen.php
http://yumeguri.net/basyo.html
http://iiofuro.com/hokkaido/sapporoshi/chuo/
http://yumeguri.net/p-kizi/kizi/taiyou.php


…ま、新しい人気店がいくつも出来たし。地下泉の湧出量にも限界があるし…

…生存競争も、けっこう激しいようですね…☆（－－；）★

 
　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日20:11
　

あっ、そんで！

さんぱちラーメンのチャーシュー！

でっかくてッ！　美味しかった〜ッ♪♪

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日20:19
　

wwwwww
⇒http://85358.diarynote.jp/201208271307181517/
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（中旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年１１月）

（中旬）
 
 



（11月11日）　時空のハザマ？／　闇の支配者 。

https://85358.diarynote.jp/201711110722227952/

…【 記憶ブロック 】 なう…。（－－；）。　（＋あるふぁ）。

2017年11月11日 就職・転職 コメント (14)
　

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

おはようございます。ＰＣ起こしたのは

１１／１１、

０６：３６、でした。

時空のハザマな？５連休の４日目。定刻６時発進。

昨日たらたら６時間ほど街歩きをしただけで下半身が筋肉痛。（－－；）

という困ったロコモ婆ぁになりつつあるところが問題点ですが。

精神状態は安定？

はてさて、今朝になって気がついたのですが、

昨日の予定は「退職（異動）に関するまとめ」文を書こうと思っていたはずなのですが…

脳内が空白…というか、いくらなんでも記憶を消去してはいないと思うのですが…

「思い出せない。」ｗ（－－；）ｗ

…自覚していた以上にはるかにストレスだったらしく…

「今は胃痛その他の治癒に傾注させてッ！」と間脳以下補修関係担当者サマずが主張しているら

しく…☆

https://85358.diarynote.jp/201711110722227952/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711110722227952/
https://www.youtube.com/watch?v=mQMfUkJLEtY


「嫌だったこと」を思い出そう…とすると…みごとにストップがかかってしまって…

「思い出せません」…ｗｗｗ（－－；）☆

…ってことで。ルーティン作業と家事に往きます…☆

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－８

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年８月） 
2ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：181

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－７

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年７月） 
2ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：123

復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：1,672

（＾ｗ＾）ｇ
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コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日7:43
　

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 

運命とは、最もふさわしい場所へと、貴方の魂を運ぶのだ。

ウィリアム・シェイクスピア

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日9:03
　

中津川　昴 @subaru2012 · 7時間7時間前 

［汚染度検査］

dirty
╔═╗

║█║

║█║

║█║◀subaru2012（70％）
║▓║

║▓║
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║▓║

║▒║

║▒║

║▒║

╚═╝

pure
（検査結果）悪人

#心の穢れ検査
https://shindanmaker.com/652859 

【あの世では等価値なんだよw】
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日9:06
　

https://shindanmaker.com/652859
［汚染度検査］dirty

(♦)◀霧樹里守（999％）
╔═╗

║█║

║█║

║█║

║▓║

║▓║

║▓║

║▒║

║▒║

║▒║

╚═╝

pure

（検査結果）闇の支配者 

https://shindanmaker.com/652859
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://shindanmaker.com/652859


…ｗ（＾◆＾；）ｗ…☆
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日9:56
　

…「今年の４月」、再発して、大変でしたよ…★（－－＃）★
　　↓

OTL49さんがリツイート 
西江 @xNorthernlights · 11月9日 

ほんと何度も呟いてるけどストレスからまぶたのピクピク痙攣

(比較的左がなりやすい？)が数日に渡って続いたりし始めたら気を付けてね下さいね。進行性で自
然完治しないからそれがいずれ下まぶたに移って頰に来たら手術しないと治らなくなってしま

うよ。

瞼痙攣起きたらストレス軽減に努めてくだされ

https://twitter.com/xNorthernlights/status/928463782610845696

　　↑

小学生の時からクラスのイジメや母の虐待などで悪化してたけど、

２５歳で業務（過労）から悪化した時には放置し過ぎて…

痛くて開けられない瞼は閉じたまま、手探りで眼医者に行った時には、即、

「これはもう失明しています。一生治りません！」と、宣告された…。

ｗ（＾＾；）ｗ…★　（自力で治した！）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/xNorthernlights/status/928463782610845696
https://85358.diarynote.jp/
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2017年11月11日9:59
　

OTL49さんがリツイート 
ユカHACHIMITSUDESIGN @hachimitsu_yuka · 11月9日 
　

この間絵描きの友人にも話したんですが、過去仕事中に突然指が痺れてペンを握れなくなり病院

に行ったら肘部管症候群、指や手ではなくPC作業中デスクの縁に置いた肘が圧迫されていたこと
が原因でした。

ペンタブを常用している方は利き手側の肘下に薄いクッションや畳んだタオル敷くと対策になり

ます。

＞肘部管症候群

（ちゅうぶかん・しょうこうぐん）ね。（＾＾；）

「チューブ管」じゃ、ないのよ…！
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日10:00
　　↑

https://twitter.com/hachimitsu_yuka/status/928688290126893056
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日10:06
　

OTL49さんがリツイート 
ゆず姉 @ikeike3103 · 11月9日 
ゆず姉さんがぽにょをリツイートしました

　

これだよこれ！本来あるべき指導は。いじめ防止対策推進法にも書いてある！

以外と知らない先生多い。

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/hachimitsu_yuka/status/928688290126893056
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


実際のところは、被害者が集団不適応になり、別室登校になって、

クラスに入れないから成績がつかなくなり不利になる。

加害者は変わらずにクラスで学び平然としている…が多いんじゃないかな？

https://twitter.com/ikeike3103/status/928558634623148032

　　↑

あいからわず「こちらを被害妄想扱い」deathので…

自力で「別室」に「異動」を「獲得」しましたよ…★

ｗ（－－＃）ｗ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日11:01
　

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

親戚から性被害、言えず自暴自棄「気づいてほしかった」

http://www.asahi.com/articles/ASKBW5JHWKBWUTFL00B.html …

「虐待を受けた子どもは「自分には価値がない」「自分が悪い」「汚い存在になった」と感じる

。

周囲の大人は『あなたは悪くない』『あなたを守りたい』と伝えることが大切。」

https://twitter.com/sinwanohate/status/929002529987293184
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日11:32
　

ミライノシテン-本部 @mirainoshiten · 11月6日 

https://twitter.com/ikeike3103/status/928558634623148032
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/sinwanohate/status/929002529987293184
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1000年の孤独
https://twitter.com/mirainoshiten/status/927344463009189889
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月12日8:40
　

Blackmambazo @Baidalka · 21 時間21 時間前 
返信先: @mnm55kyさん 

虐待された児童には「時効無し復讐権」を与えて欲しい。

恐怖と苦痛と絶望しか与えなかった「毒親」が

なぜ何の罰もなしにのうのうと生きていられるのか？

https://twitter.com/mnm55ky/status/928536684752334848
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月12日8:42
　

とみたけ_頭わるい人 @let_enjoy_rally · 18 時間18 時間前 
返信先: @mnm55kyさん 
　

体罰とかパワハラとかモラハラとかセクハラとかいじめとか全部

他人の勝手な上から目線の立場でしてくるものと思う

で、大概した方は何にも気にして無いけど、受けた方は大なり小なり傷を負って引きずってくん

だよね

自分を否定され続けたら辛いに決まってるじゃんか

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月12日9:45

https://twitter.com/mirainoshiten/status/927344463009189889
https://85358.diarynote.jp/
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禮次郎 @k_i_l_r_o_y · 17 時間17 時間前 
返信先: @mnm55kyさん 
　

体罰反対派は人前で語れる。

体罰賛成派は陰でコソコソ、時には一対一で、

　

だいたいは自分が完全に安全で、かつ優位な時にだけその主張を突然始めます。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月12日10:20
　

あ、私コレｗ（…なので、「突然キレル」怖い人。と、思われている…★）
　　↓

OTL49 @sukipparanisake · 22時間22時間前 
OTL49さんがたまやんをリツイートしました
　

話は変わるけど、日本海溝系と南海トラフ系も、こんな感じかな。（私見）

https://twitter.com/sukipparanisake/status/929181061401124870
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月12日11:09
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
yunishio @yunishio · 17時間17時間前 
　

白菜の黒いブツブツ、何だか知っている？実は白菜が頑張った証拠なんだよ！

- Togetterまとめ https://togetter.com/li/1170205 via togetter_jp
https://twitter.com/yunishio/status/929267351396130816

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/sukipparanisake/status/929181061401124870
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://togetter.com/li/1170205
https://twitter.com/yunishio/status/929267351396130816


JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
乃南アサ @asanonami · 11月10日 
　

また知人から。

https://twitter.com/asanonami/status/928804002958950400
　

 

https://twitter.com/asanonami/status/928804002958950400


（11月11日）　体感がいっています…☆

https://85358.diarynote.jp/201711110723361369/

【 積丹 ０．０ ６８ μ 】／【 札幌 ０．０ ６３ μ 】（＋ １０ ℃
！）／奥尻がムズムズする。　（作業栗鼠１匹目）

2017年11月11日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510351800/1011-0010-101000-
201711110710.gif?t=1510352452
（０７：００〜０７：１０）

https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/emergency/detail/00000006171087.html

暴風と高波に関する全般気象情報【第4号】

情報の確認時間 2017年11月11日　5時00分

11日05:00、暴風と高波に関する全般気象情報（第4号）が発表されました。（気象庁
予報部発表）

今後の警報や注意報、気象情報に留意してください。

急速に発達する低気圧の影響で、北日本を中心に12日はじめにかけて非常に強い風が
吹き、海は大しけとなる見込みです。暴風や高波に警戒してください。また、11日は
、北日本から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨に注意し

てください。

（気象・自然/防災気象情報/全般気象情報）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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（承前）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月11日（土）【当日】 
01:00 0.037 0.037 0.037 6 

02:00 0.040 0.037 0.038 6 

03:00 0.056 0.044 0.051 6 

04:00 0.063 0.059 0.061 6 
05:00 0.062 0.060 0.061 6 
06:00

★（－－＃）★

昨夜早晩から断続的な強風と激しい雨嵐。

現在は雨はやんで、天を見上げれば面白いほどクッキリと

前線（雲と晴れの切り換え線）がクッキリ観てとれます…

気温は＋１０℃に「上昇」。

風向きは幸いにも（？）南西方向で、ってことは、

「なんだか重油が不完全燃焼したような焦げ臭いにおい」は…中国本土？由来？

放射性物資が来ているとするとフツウにフォールダウンのみ？で、来た挑戦の核実験由来…？？

ここ数日、さらに「最悪の底を掘ってる」記録更新中の、

フクイチ直送では「ナイ」（ヨウ素は入ってない！）

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


…と、私のカナリア体感がいっています…☆

…ｗ（＾□＾；）ｗ…☆

ホワイトフード @whitefood1 · 5 時間5 時間前 
11月11日1時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が21箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/929026146607407104

ホワイトフード @whitefood1 · 11時間11時間前 
11月10日19時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が17箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/928933421690249217

…う〜ん…ｗ（＾＾；）ｗ…当ってるっぽい…★

お♪　晴れて陽射しが届きました…♪♪

（０７：０２☆）

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

http://ds.iris.edu/seismon/zoom/?view=eveday&lon=180&lat=56

hahahahaha....

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
tenki.jp�認証済みアカウント� @tenkijp · 11月9日 

【北海道　暴風への備えを】

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/hmochida/2017/11/10/86711.html … 11日(土曜日)は
前線を伴った低気圧が北海道付近を急速に発達しながら通過します。このため北海道

付近は..

https://twitter.com/whitefood1/status/929026146607407104
https://twitter.com/whitefood1/status/928933421690249217
https://www.youtube.com/watch?v=I3fgS7zi2hg
http://ds.iris.edu/seismon/zoom/?view=eveday&lon=180&lat=56
http://www.tenki.jp/forecaster/diary/hmochida/2017/11/10/86711.html
https://twitter.com/tenkijp/status/928764860959145984


https://twitter.com/tenkijp/status/928764860959145984

…１時間ほど？かなり大粒のぬるい雨が吹き降った後、今また晴れてる…☆
（０９：２１）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

特務機関NERV @UN_NERV · 52 分52 分前 

【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】

特務機関NERV @UN_NERV · 7時間7時間前 

【渡島・檜山地方 竜巻注意情報】

OTL49 @sukipparanisake · 20時間20時間前 
OTL49さんが地震マップをリツイートしました

奥尻がムズムズする。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/928846161363922944

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 · 22 時間22 時間前 

【北海道の汁物といえば、「三平汁」「鉄砲汁」、そして札幌発祥の「スープ

カレー」!!】 http://www.tenki.jp/suppl/romisan/2017/11/10/4611.html

… 北海道では紅葉も終わり、そろそろ冬が迫ってきました。そんなときに恋しくなる
のが、..

https://twitter.com/sukipparanisake/status/928846161363922944
http://www.tenki.jp/suppl/romisan/2017/11/10/4611.html


https://twitter.com/tenkijp/status/928804687486140416

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日11:29
　

ミライノシテン-本部さんがリツイート 
ミライノシテン-自然・絶景・動物 @jamafra1243 · 11月6日 
　

凍ってた…
https://twitter.com/jamafra1243/status/927397187067277312
　

 

https://twitter.com/tenkijp/status/928804687486140416
https://85358.diarynote.jp/
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（11月11日）　

https://85358.diarynote.jp/201711112021042344/

【 仁木　０．１ ０２ μ 】／【 札幌 ０．０ ６３ μ 】（＋ ４ ℃
）。　（夜行りす）

2017年11月11日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

（※これを「書いた後、アップする前」に、昨日分をやってました☆）

（※現在２０：２０）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=3JBiAXH4ecc
"ORDER" | Most Epic Dramatic & Dark Music 

おばんです。ＰＣつけたのが

１１／１１、

１９：１１、でした☆（＾＾；）

朝（午前？）ちゃんと終わらせていたつもりの更新作業が未保存になっていたことにいま気がつ

きました…★

ちょっくら内容追加？されてます。はい…。（－－；）★

札幌は＋４℃まで下がりました。本降りのびしゃびしゃ雨。

線量は高め。（〜〜；）★夜更けには吹雪になりそうな勢い。

風はやや収まりましたが、こんな日に出歩かなくて済んだ…って、幸運だわ〜☆

☆（＾＾；）☆

https://85358.diarynote.jp/201711112021042344/
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ホワイトフード @whitefood1 · 6 時間6 時間前 
11月11日13時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が524箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/929207537492099072

…で？　六ヶ所村でなんかあったんでしょうか…？？
…（〜”〜＃）…★

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510395600/1011-0010-101000-
201711111920.gif?t=1510396272
）１９：１０〜１９：２０）

地震マップ @eq_map · 1 分1 分前 
【M3.6】浦河南方沖 深さ61.1km 2017/11/11 19:28:19

地震マップ @eq_map · 3時間3時間前 
【M2.7】浦河南方沖 深さ50.8km 2017/11/11 16:23:12

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M3.0】浦河南方沖 深さ69.8km 2017/11/11 02:25:57

地震マップ @eq_map · 24時間24時間前 
【M4.5】KURIL ISLANDS 59.9km 2017/11/10 19:23:53JST, 2017/11/10 10:23:53UTC

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://twitter.com/whitefood1/status/929207537492099072
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510395600/1011-0010-101000-201711111920.gif?t=1510396272
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2017年11月11日20:26
　

宇宙天気ニュース @swnews · 7 時間7 時間前 
[記事] 太陽風の速度は再び600km/秒台に高まっています。 

地震マップ @eq_map · 10時間10時間前 
【M6.3】ASCENSION ISLAND REGION 10.0km 2017/11/11 09:36:15JST, 2017/11/11
00:36:15UTC
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月12日6:41
　

2017年11月11日（土）【前日】
01:00 0.037 0.037 0.037 6 
02:00 0.040 0.037 0.038 6 

03:00 0.056 0.044 0.051 6 

04:00 0.063 0.059 0.061 6 
05:00 0.062 0.060 0.061 6 
06:00 0.060 0.047 0.054 6 

07:00 0.047 0.043 0.046 6 
08:00 0.046 0.042 0.043 6 
09:00 0.049 0.042 0.047 6 

10:00 0.050 0.049 0.050 6 
11:00 0.053 0.051 0.052 6 
12:00 0.055 0.052 0.053 6 
13:00 0.058 0.053 0.055 6 
14:00 0.056 0.052 0.054 6 
15:00 0.050 0.046 0.048 6 
16:00 0.050 0.047 0.048 6 
17:00 0.053 0.050 0.051 6 
18:00 0.056 0.054 0.055 6 

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


19:00 0.064 0.056 0.059 6 
20:00 0.065 0.056 0.062 6 

21:00 0.054 0.043 0.048 6 

22:00 0.042 0.040 0.041 6 
23:00 0.045 0.041 0.043 6 

24:00 0.050 0.047 0.049 6
　



（11月11日）　おしまい。（－－；）

https://85358.diarynote.jp/201711112023114125/

【 岐阜 ０．１ ０５ μ 】。　（おまけあり★）

2017年11月11日 【 西 は 水 に 沈 む 】 コメント (2)
　

　 　

　

（図参照）

ついでに（お暇なら）参照★（日付注意！）

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201011111457066245/
トラブルは今後も起こりうる／欧米各国は開発から撤退。

【2010年】11月11日

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日22:54
　

今日は雑資料読みだけでおしまい。（－－；）

ずーっっっと！

https://85358.diarynote.jp/201711112023114125/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=13
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降雨線量が高くて、頭がぼーーーーーっとしてます…★★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月11日22:55
　

（車とお金があったら、速攻で遠方に避難したい…★）（ＴＴ；）★
　

　

 

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


（11月12日）　脳のシナプスの限界容量は170歳分あるとか。

https://85358.diarynote.jp/201711120657019873/

【 泊原発 ０．１ ０３ μ 】／【 札幌 ０．０ ６５ μ 】（ ＋ ４ ℃
）。

2017年11月12日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

おはようございます。まもなく０６：３３です。

予期せぬ転職スキマ５連休の最終日。もういい加減ルーティン作業も飽きてきましたの定刻６時

発進です。

…あれ？（＾＾；）この、絵ヅラは…？？（某日本アニメでわ…？！）
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=oALGOFpwskg
Relaxing Music | Best of Epic Celtic Music 2016 | Epic Fantasy | Epic Music VN 

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月12日（日）【当日】 

01:00 0.052 0.050 0.051 6 
02:00 0.059 0.049 0.053 6 

03:00 0.061 0.054 0.057 6 
04:00 0.060 0.056 0.058 6 

05:00 0.053 0.043 0.047 6 
06:00

https://85358.diarynote.jp/201711120657019873/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711120657019873/
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…（－－＃）…★

昨日の分はこちらのコメント欄に入ってます。

⇒http://85358.diarynote.jp/201711112021042344

…ずーっっっと！（＞＜；）！

被曝超過で喉の粘膜が痛く、吐き気と頭痛がして、気分が悪いです…
★（－－＃）★

気温は＋４℃。

結局この辺りは雪にはならなかったようですが、水道水の硬さと冷たさから言うと、水源地（

上流）のほうは気温１℃ぐらいまで下がって、でも無加温で送水している…ように思えます。

嵐は収まりつつありますが、西北西？からの強い風はやんでおらず、上空の薄い雲がどんどん流

れていきます。

ａｕニュースによれば最大風速４０ｍを記録したとか、被害甚大とか…？？

さて。（－－；）

情報チェックして、家事やって、家事やって…！

…今日こそ！原稿まで！…辿り着けますように…ッッ！！

cmk2wlさんがリツイート 
t-mari  @kappel0208 · 11月10日 
t-mariさんがcmk2wlをリツイートしました

私も50％の一人

移住の一番の理由は、脳がやられる危機感を強く感じたから。

5ｹ月が経ち、ようやく文章をまとめてゆこう、という前向きさが出てきました。ここ
まで、結構しんどかった。

http://85358.diarynote.jp/201711112021042344


　　↓

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 11月10日 
かなりまずいことが起きている。 
なんと 50%
https://twitter.com/cmk2wl/status/928895198532218880

ホワイトフード @whitefood1 · 5 時間5 時間前 
11月12日1時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が39箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/929391046823256064

ホワイトフード @whitefood1 · 11時間11時間前 
11月11日19時43分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が275箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/929298445159972864

ホワイトフード @whitefood1 · 17時間17時間前 
11月11日13時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が524箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/929207537492099072

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
11月11日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/929121556625727488

　　↑

…もうはや、どこの何が原因で、札幌の線量が上がっているのか？推測できない…★（〜”
〜＃）★…っていうか、

【同時多発（核）テロ】ですよね…？！★（－－＃）★

（泊原発の「便乗スカシっ屁」

＋「六ヶ所村のプール底抜け臨界疑惑」

https://twitter.com/cmk2wl/status/928895198532218880
https://twitter.com/whitefood1/status/929391046823256064
https://twitter.com/whitefood1/status/929298445159972864
https://twitter.com/whitefood1/status/929207537492099072
https://twitter.com/whitefood1/status/929121556625727488


＋「来た挑戦！（ほぼ地表）熱核実験」

＋「定番フクイチ地獄谷メルトアウト温泉蒸気」

…あとは？…中国か…ッ？！）

…あ、あと、個人的なことですが、右上の、「２０１５年に生える場所がなくて狭すぎて左右か
らの圧力に敗けてバッキリ折れて死んでしまったオヤシラズ」の、

更にもう１本奥の！歯が…

「…はえる！　生きてやる…ッ！」…と叫んで？（自己主張して）、

ガンバッテいらっさいます現在…★

　★ｗ（＠□＠；）ｗ★

…じんわり遺体です…もとい、痛いです…★（－－；）…★

中津川　昴 @subaru2012 · 11月10日 
奥歯がシクシク痛いので、アスピリン飲んで寝る

中津川　昴 @subaru2012 · 11月10日 
週間天気　強い寒気　一気に冬へ - エキサイトニュース(1/2)
https://twitter.com/subaru2012/status/929045541152894976

　　↑

…関係あんのかな…？？（＠＠；）？？

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510437000/1011-0010-101000-
201711120650.gif?t=1510437669
（０６：４０〜０６：５０）

特務機関NERV @UN_NERV · 3時間3時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年11月12日 04:56】
オホーツク海側南部と太平洋側東部では、１２日朝から昼過ぎにかけて、高波に警戒

してください。

https://twitter.com/subaru2012/status/929045541152894976
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510437000/1011-0010-101000-201711120650.gif?t=1510437669


中津川　昴 @subaru2012 · 7時間7時間前 
【北海道北方沖で低気圧が爆発的に発達、日本海側に筋状のカルマン渦列発生中、北

海道・東北の日本海側では瞬間風速35m/sの暴風雪警報だね！】
沖縄には台風24号からのちぎれ雲が、爆弾低気圧からの前線に引っ張られて東進して
いる。

https://twitter.com/subaru2012/status/929386678313086978

中津川　昴 @subaru2012 · 16時間16時間前 
中山峠、石北峠、北見峠、三国峠

https://twitter.com/subaru2012/status/929238154992742400

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 
札幌で5.5℃
千歳で4.9℃
函館で5.3℃
稚内で5.7℃
https://twitter.com/subaru2012/status/929237622366412800

中津川　昴 @subaru2012 · 19時間19時間前 
【11/11〜11/12 北海道・東北・北陸地方で瞬間的に最大風速35m/s程度に】

中津川　昴 @subaru2012 · 19時間19時間前 
北日本大荒れ 暴風や高波警戒 | 2017/11/11(土) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6260743
https://twitter.com/subaru2012/status/929205162094166017

特務機関NERV @UN_NERV · 11月10日 
【石狩・空知・後志地方 竜巻注意情報】

…あ”〜★（〜”〜＃）★

「フクイチ沖」の水蒸気を、巻いて来てんのか…ッ★

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＞オヤシラズ

https://twitter.com/subaru2012/status/929386678313086978
https://twitter.com/subaru2012/status/929238154992742400
https://twitter.com/subaru2012/status/929237622366412800
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6260743
https://twitter.com/subaru2012/status/929205162094166017


＞「…はえる！　生きてやる…ッ！」…

OTL49さんがリツイート 
K.Shikasho @mikonosutou · 2012年3月5日 

なんと、脳は100歳まで成長し続けるそうだ。驚いた。そのためには、

「身近にわくわくするものや人がいること｣

「年齢を20歳サバを読んで行動すること｣
「新しいことを学ぶ習慣をもつこと」そして、

脳の老化を早めてしまう一番の原因は、当の本人があきらめてしまうことだそうだ。

なるほど。

…５３歳マイナス２０歳。って…ｗ

ｗ（＾◇＾；）ｗ…まだまだ、「成長期」…ッ！？？

am@to_/heimdall  @NowarllIcloud · 11月8日 
返信先: @mikonosutouさん 

確か脳のシナプスの限界容量は170歳分あるとか聞いたことが

じーえす @gstypenov · 11月8日 
返信先: @mikonosutouさん、@SIHO_oさん 

問題は体力が落ちるとモロに年齢を心が実感してしまうこと。だから、筋トレをしろ

！ランニングしろ！

…ちなみにワタクシ自称「２で割って」



「精神年齢」＝２６．５歳！（＾０＾；）！

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月12日8:04
　

晴れた！（＾＾）！？

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月13日7:12
　

2017年11月12日（日）【前日】

01:00 0.052 0.050 0.051 6 
02:00 0.059 0.049 0.053 6 

03:00 0.061 0.054 0.057 6 
04:00 0.060 0.056 0.058 6 

05:00 0.053 0.043 0.047 6 

06:00 0.044 0.041 0.042 6 
07:00 0.043 0.040 0.041 6 

08:00 0.039 0.038 0.039 6 
09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.037 0.036 0.037 6 

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


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 0.038 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 0.038 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 0.037 0.037 6 
23:00 0.037 0.037 0.037 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
　



（11月12日）　１．《 涙滴大陸 》（後期）

https://85358.diarynote.jp/201711122042433485/

♪　書いた　♪　（＾ｗ＾）ｇ

2017年11月12日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

　

（沙魚　鵜…にならないりすッ★）

オカン @okan_desu_nen_ · 11月4日 

おはようございます

https://twitter.com/okan_desu_nen_/status/926916086968172544

https://www.youtube.com/watch?v=ZCviMuYbdPU
【盛り上がる曲】モチベーション - ワクワク - ハッピー ソング

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…今日の作業予定はこれなんですけれども…★
　　↓

１．《 涙滴大陸 》（後期）

　

…「書くべき文章」が…ｗ（－－；）ｗ

…ひとっかけらも！

https://85358.diarynote.jp/201711122042433485/
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…浮かんで来ませんのよ…★＜（〜”〜；）＞★…★

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

…やっぱり、被曝超過と、

「明日から自分が何の仕事をするか全く判っていないッ！」

…というストレスが…★（－－＃）★…。

オカン @okan_desu_nen_ · 11月1日 

おはようございます

https://twitter.com/okan_desu_nen_

　　↑

…「猫は液体である」仮説が証明された…！（＠◆＠；）！…☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

オカン @okan_desu_nen_ · 11月7日 

ばいばーい

https://twitter.com/okan_desu_nen_/status/928021578754822144

…もぅダメｗ　笑い死ぬ…ッｗｗｗ
　　↓

https://twitter.com/okan_desu_nen_

https://www.youtube.com/watch?v=2xGGnDUpe0I
https://twitter.com/okan_desu_nen_
https://twitter.com/okan_desu_nen_/status/928021578754822144
https://twitter.com/okan_desu_nen_


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://www.youtube.com/watch?v=Erbm8xq2dbc
【アフリカ 音楽】 チルアウト 

とりあえず書いた！（＾ｗ＾）ｇ（やっぱＢＧＭって大事！）

１．《 涙滴大陸 》（後期）

１－６．《石の帝国》

１－７．《谷》の民のその後。

１－８．身分の分割。

１－９．四民平等。

１－10．大陸の滅亡。

推敲は、後でするッ☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
ひみつ日記

　

　

１．《 涙滴大陸 》（後期）

１－６．《石の帝国》

竜種とその《谷》出身の養子たちが大陸各地に散在し、その漠然とした権力関係の集合体をさし

て《帝国》と称していた時代を後の世には「竜の帝国」と尊称し、白鱗の乱の後の再興帝国は区

別して《石の帝国》と呼んだ。

https://www.youtube.com/watch?v=Erbm8xq2dbc


１－７．《谷》の民のその後。

焼失した広大な《谷》から避難した一族はごく一部を除いてひこばえの萌え始めた《森》へ戻る

ことはなく、生き残った竜尾族と増え続ける二つ足に生きのびるための技術と叡智を伝え、安定

して供給される水源の管理法と嵐や地震にも耐え得る石の家の造りかたを教え、それぞれの集落

を結んで往来しやすい街道と石造りの都市と、それらを管理する機能的な官僚機構を築いた。

１－８．身分の分割。

やがて二つ足たちはふたつに分かれた。

定住し権力を握り、使役し驕慢に振る舞うもの達と、流浪し旅を愛し、技芸をなりわいとして自

由と平等をたっとしとする者たちである。

権力を持つ者たちは持つことを拒否する者たちを蹴散らし、弾圧した。

民は貧富と階層に区分され、自由は制限され、奴隷が売買された。

１－９．四民平等。

やがて藩都ズードリブルより女領主が立ち、女と男との平等を訴えた。

まもなく遼原の火のごとく万人の自由と富と身分の四民平等を説く教えが広がった。

救世主サラ・ティスの世直しが行なわれ、帝都《石》には議会が開かれた。

世は栄え、安定し、出自によらず本人の選択と努力による職業や富が約束された。

１－10．大陸の滅亡。

突然、天空に大いなる暗黒の丸い幻影が現われた。



地の人々はそれを《闇の太陽》と呼び怖れた。

その巨大な円盤は、宙に浮かぶ都市であった。

降り来たる人々は、それを《 光より速い船 》と呼んだ。

船人たちは石の帝国の男を殺し、女を犯し、子どもを産ましめ、その子を奪った。

船の女たちが病により絶滅していた故である。

帝国の男たちは戦いを挑み、殺され、女たちは泣き叫び逃げ惑った。

姦計を用いて《 光より速く飛ぶ 》に潜りこんだ子どもらがあった。

内部で暴れた。

巨大なる円盤の船は傾き…落ちた。

大地はありえぬほどに鳴動し、炎上し、開いた大穴からは熔けた大地が溢れ出し、すべてのもの

が焼けて崩れた。

その跡に生き残ったわずかな人々の上に、はるか天高くそびえる津波が襲い掛かった。

津波の引いた後、大地は泥と氷に沈み、はるか山脈よりも高く深く降り積んだ雪に埋もれた。

これが《水の島》として産まれ、《涙滴大陸》と呼ばれ、《石の帝国》の版図であったアタ・ル

アンタイスの、最期であった。

　

　

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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2017年11月12日23:24
　

０６２

０８

７８☆

　

 



（11月13日）　（時々、自分の豊富すぎる想像力が恨めしくなります…★）

https://85358.diarynote.jp/201711130719151543/

（本日休刊？！）　（りす１匹目）

　【 札幌 ０．０ ６１ ⇒ ０．０ 37 μ 】（＋ ３ ℃ ！）。

2017年11月13日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

　　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=bTKXLf6UMR8
KOKIA - Road to Glory〜 for Dragon Nest White Version〜

おはようございます。０７：０１です。

定刻６時発進でしたが、小家事に手間取りました。

…胃が痛いです…（＾へ＾；）…★

本日より、いまだ自分が何をさせられることになるのか！

まったく判っていない！（仮称）「闇鍋バイト」初日…。

…ｗ（－－；）ｗ…★

しかしながら考え得る最悪のシチュエーションというのは。

逝ったら、「はァ？　ナニそれｗ　聞いてないねぇ〜ｗｗｗ」

と白々しく門前祓いされて。

元職場のほうに抗議に行ったら「勝手に自己都合退職の離職票」が手続き済み。

https://85358.diarynote.jp/201711130719151543/
https://85358.diarynote.jp/201711130719151543/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171113/85358_201711130719151543_1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=bTKXLf6UMR8


…とかの、「退職強要サギ」とか…？（－－；）★

なんですけど…。ｗ（０－０；）ｗ…。

（時々、自分の豊富すぎる想像力が恨めしくなります…★）

まぁとにかく。（－－；）

時間帯も全くこちらの希望は無視されそうな勢いで。

とりあえず今日は「１０時出社」なので…（今までより１時間早い！）

情報チェックをまともにやってる暇はないです！

…てことで、「本日休刊」告知…★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月13日（月）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.039 0.037 0.038 6 
06:00

https://www.youtube.com/watch?v=LjGGOoyrUCw
KOKIA - Believe in the Spirit 
　　↑

…あはははは☆

「悠宙舞さん自動推奨」で、「偶然」この曲でした…！

ｗｗｗｗｗ

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


まぁ、「最悪事態ではない」ことを、祈りましょう…！

札幌は午前５時の気温が＋３℃。ほぼ無風。

現在は太陽燦燦たる晴天！（＾＾）！

…とりあえず、「往きの通勤ルート♪」は、楽しめそうです…♪

（帰りの降水確率が７０％。なんですけどね〜★…）

…それにつ〜け〜て〜も…！（－－＃）！…★

せっかくせっかく頑張ってガンバッテ！

やっと！「原稿を書ける環境」を「整えられた！」…と、思った瞬間に…ッ★

「環境が整っていなくてもとにかく書く！」に…ｗ（〜”〜＃）ｗ…★

勝手に課題（目標設定）を吊り上げるの、

　やめて下さいアルマンディン兄様ッ!!!!

…ｗ（＝へ＝＃）ｗ…★

https://www.youtube.com/watch?v=F1cLL2ndPCs
I believe 〜海の底から〜 

 
　

https://www.youtube.com/watch?v=F1cLL2ndPCs


　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月14日6:06
　

2017年11月13日（月）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.039 0.037 0.038 6 
06:00 0.038 0.037 0.038 6 
07:00 0.038 0.037 0.037 6 
08:00 0.038 0.037 0.037 6 
09:00 0.038 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.036 0.037 6 
11:00 0.037 0.036 0.037 6 
12:00 0.037 0.037 0.037 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.037 0.037 0.037 6 

15:00 0.042 0.038 0.040 6 
16:00 0.042 0.040 0.041 6 

17:00 0.039 0.038 0.038 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.037 0.036 0.037 6 
21:00 0.037 0.036 0.037 6 

22:00 0.041 0.037 0.038 6 

23:00 0.049 0.041 0.045 6 

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


24:00 0.048 0.045 0.047 6
　



（11月13日）　『書き取りアンブリッ児』＝「悪趣味がらタイツ（元？）ベルクカ
ッツェ」を視認…★(-_-#)★

https://85358.diarynote.jp/201711140551344591/

…アルマンディン兄様…（〜”〜：）…★ （たぶんに甘えを含ん
だ苦情。) 　（－－；）★

2017年11月13日 リステラス星圏史略　（創作）
（ウサギ11月13日飽きさせた12時23分） 

とりあえず最悪の予想と

最悪の２番目（行ったら仕事はあったが原発推進だったとか）は、

免れましたが…(^。^;)

…なにゆえ、『ハルアキくん関連企業』…！？(-"-;)？！

会社は違うかも知れないけど、少なくとも激似の同業他社？の

『設立準備のための出資金勧誘プレゼン資料』の元データ

 
検索してハルアキくんにリスト出したの私だぞ…？

(・ω・;)(;・ω・)

…んで、まさかと思うが、この配色…。(^_^;)

…使用ソフト、作ったの、ハルアキくんだったり…？（違うかな？）

で。(-_-#)

https://85358.diarynote.jp/201711140551344591/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171114/85358_201711140551344591_1.jpg


アルマンディン兄様の勝ち？で

 
『書き取りアンブリッ児』＝「悪趣味がらタイツ（元？）ベルクカッツェ」を室内に視認…★(-_-
#)★

『犯人はオマエだッ★』を…

 
する機会は、いつにセッティング済みなんですか、兄様…？

┐(’〜`；)┌★
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

　

2019年
8月24日18:50
　

　　↑

…そぉいぇば…

「ハルアキ君」と「暗愚ブリッ児」の外見（体形）が、酷似している。

…とぃう「偶然の一致」も、あったな…★ｗ（－－；）ｗ★
 
 

https://85358.diarynote.jp/
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（11月13日）　アルパカ狼さんとも『偶然』遇っちゃった〜♪

https://85358.diarynote.jp/201711140558295483/

必然的偶然。(^。^;)　明日から１時間早起き！

2017年11月13日 就職・転職 コメント (3)
（11月13日21時42分） 

先ほど無事帰投。(^_^;)

エルさんがグレ過ぎて

どす暗い瘴気を発するレベルで

大変不穏かつ剣呑なので、

お手数ですがどなたかフォローしてやって下さいませ…ってか、

ビクーニャさんお願いッ☆

わ〜いわ〜い今日は見れないかと思ってたアルパカ狼さんとも『偶然』遇っちゃった〜♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

お話までしちゃったも〜ん…♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

その他本日『偶然』遭遇、

ベルクカッツェ魔クゴナガル、

風呂土間吟ず『管理者』、

https://85358.diarynote.jp/201711140558295483/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711140558295483/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171114/85358_201711140558295483_1.jpg


がらタイツ山猫、

その他色々。（タイミング合い過ぎ！）

んで『がらタイツ山猫』が、

『最悪パワハラばばぁ書き取りアンブリッ児』だということは、

異動手続きの書類の捺印のついでに、さっくり申告してきましたが…

こちらがキチガイ被害妄想扱いされて終わり。(-_-#)

…ま、私についてあること無いこと、先に悪評ばかりばらまかれているので。
(-_-#)

『何もかもみんなダメな反抗的で非常識で無能なスタッフ』という

『事実に反する悪評』（先入観）を…

『悪意に満ちた歪んだ噂をばらまいているほうが、アタマおかしい』…と…、

自らの行動価値をもって示すしか、

手はないですね…★(-_-#)★



あと。

時給が１５円も下がり、

さらに交通費が不至急になり、

『いつクビにされても文句は言えない』なる念書をとられ…(-_-#)…★

こちらの希望を故意に完無視された『報復（懲罰）的異動』という結果になってますが…

(-_-#)

まさかの『金土日』休み！

　＼(◎o◎)／

年末年始も…休み…？！

(・ω・;)(;・ω・)

…という望外のラッキーを拾ったので…

（もう一生？「土日休み」って縁がないかと思ってた…）

　(^。^;)

…ま、もろもろ「アルマンディン兄様のご機嫌とり」？に騙されて…

┐(’〜`；)┌



話が勝手に転がるまではオトナシク、

『闇鍋ムショ勤め』しますぅ…

　ヽ（・＿・；）ノ

あと何かあったけど忘れた☆

明日から１時間早起き！(^。^;)

早めに寝ま〜す…！

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月14日6:34
　

cmk2wlさんがリツイート 
Lila @BabysisterLila · 12時間12時間前 
Lilaさんがcmk2wlをリツイートしました

2017年度ゴミ弁連総会in日の出町

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


「どんなに強力な証拠を裁判所に提出しても、判決には一切取り上げられない」ーーこれが日本

の裁判所の実態です。

＂司法のみならず、政治も行政も、メディアも然りです。民意が無視され、民主主義が蹂躙され

る先にあるのはどんなに恐ろしい社会でしょうか。＂

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月14日6:34
　

　　↑

https://twitter.com/BabysisterLila/status/930008026383130624
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月14日6:35
　

cmk2wlさんがリツイート 
木陰の午睡 @hiyorimi1969 · 8時間8時間前 
木陰の午睡さんがcmk2wlをリツイートしました

嘗ては産学協同が批判の対象だったが、今では、縄張りと身内優遇に加え産学協同が大学教員の

必須条件。本物は大学の外にしかいない。これ、数時間前に元大学教授と話した事。

https://twitter.com/hiyorimi1969/status/930073220396474374
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（11月⒕日）　「アルパカ狼さんのメアドゲット！できるまでは…」

https://85358.diarynote.jp/201711140620261485/

【！岩見沢 = 欠測 = ?! 】／【 札幌 ０．０ 49 μ 】（ ＋ ７ ℃ ）
。　（おはようございますの帽子屋さん的な…作業栗鼠１匹目）

2017年11月14日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=0swsfLK_3VQ&spfreload=1
KOKIA battle of destiny

あらためまして、おはようございます。（＾＾）

前２項の日付修正＋画像追加してました。

現在０６：００ジャスト。

前項参照で、本日より勤務時間が１時間くりあがった

（※２時間早く来い！と言われたけど１時間に値切ったｗ）

ため、起床時間も１時間くりあげまして、「定刻５時発進」となります…

（…冬ダイヤ…？？）

まぁもともと新聞配達や「毎朝のマラソン（ジョギング）」をしていた時もあったので、

目覚まし時計がちゃんと鳴ってくれさえすれば、（あと、寝不足でも慢性過労症候群でもなけ

れば）

早起きする分には、苦にはならないんですよね…☆

https://85358.diarynote.jp/201711140620261485/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711140620261485/
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https://www.youtube.com/watch?v=0swsfLK_3VQ&spfreload=1


（ただ、光熱費が余分にかかりますが…！）

午前５時の札幌の気温、＋７℃。無風。

雲は多いですが晴れ。暖かく感じます。（＾＾）

予報は雨…？？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月14日（火）【当日】 

01:00 0.045 0.039 0.042 6 

02:00 0.039 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00

雨は降っても線量はたいしたことなく。（＾＾；）

とにかく！　けさ起きたら、カラダがラクです！（＾_＾）！

…今まで、どんだけ、ストレス溜めてたんだ…ッ？？

って感じで、胃痛が治まり、十二指腸の慢性的な腫れ？が引き、まだ肝臓あたりがじくじくいっ

てますが、腰の骨もばっきり鳴って歪みが納まったようです。

（＾＾）

んで昨日の午前中、新業務の研修を受けてる間からすーーーーっと！

ずっと胃部膨満感に深層リンパ管が圧されて滞留していた「下半身むくみ」が、

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


脱け始めてくれまして…！（トイレに行きたくなって困りましたが）（＾＾；）

ラクです！　ココロもカラダも「軽い」…ッ！！

　　！（＾◇＾）！

…てことで、とりあえず少なくとも「アルパカ狼さんのメアドゲット！できるまでは…」

おとなしく、勤める予定…☆

さくさく情報チェックに往きますぅ…☆

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

ホワイトフード @whitefood1 · 10時間10時間前 
11月13日20時23分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が16箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/930033254735872000

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
11月13日14時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が18箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/929940005333614592

 
　

　

 

コメント
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月15日6:23
　

2017年11月14日（火）【前日】

01:00 0.045 0.039 0.042 6 

02:00 0.039 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.036 0.037 6 
06:00 0.037 0.037 0.037 6 
07:00 0.037 0.036 0.037 6 
08:00 0.037 0.036 0.037 6 
09:00 0.037 0.036 0.037 6 
10:00 0.037 0.037 0.037 6 
11:00 0.039 0.036 0.037 6 

12:00 0.050 0.041 0.045 6 

13:00 0.049 0.042 0.045 6 
14:00 0.041 0.038 0.040 6 

15:00 0.039 0.037 0.038 6 
16:00 0.038 0.037 0.037 6 
17:00 0.038 0.037 0.037 6 
18:00 0.038 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.038 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.038 6 
24:00 0.038 0.037 0.037 6
　

https://85358.diarynote.jp/
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（11月⒕日）　死期が視えてる。

https://85358.diarynote.jp/201711140640595992/
　　　

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 

津波耐えた桜を伐採へ 気仙沼 | 2017/11/13(月) - Yahoo!ニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/930025879245221888

…そしてさらにヤオヨロズを怒らせるのか…★（－－＃）★
 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月14日12:35
　

ヤオヨロズより厄介な？

オヤシラズ上下左右同時攻撃。

(∋_∈)

営業成績悪。(∋_∈)

早くも暗雲が…
(・ω・;)(;・ω・)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://twitter.com/subaru2012/status/930025879245221888
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2017年11月14日12:48
　

アルマンディン兄様はよほど念を入れて書き取りアンブリッ児に報復するつもりらしい。

┐(’〜`；)┌

でももう既に、死期が視えてる（食べて負う怨ベクレ貧血！）

　

　

 



（11月15日）

https://85358.diarynote.jp/201711150553194758/

（おはようございますの「午前５時」起き！作業栗鼠　０匹目）

2017年11月15日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　

　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=GHZXWWlP-DM
Viktor and Yuuri ♥ duet _ HISTORY MAKERS (mashup ver) 

おはようございます。最低記録を更新しましたｗ

　　↓

これまでのカウンター増加数の推移

2017-11-14 (火) 34 ☆ 日記更新 
2017-11-13 (月) 40  ☆ 日記更新 
2017-11-12 (日) 65  ☆ 日記更新 

https://85358.diarynote.jp/201711150553194758/
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2017-11-11 (土) 72  ☆ 日記更新 
2017-11-10 (金) 43  ☆ 日記更新 
2017-11-09 (木) 51  ☆ 日記更新 
2017-11-08 (水) 81  ☆ 日記更新 
2017-11-07 (火) 42  ☆ 日記更新 
2017-11-06 (月) 42  ☆ 日記更新 
2017-11-05 (日) 70  ☆ 日記更新 
2017-11-04 (土) 52  ☆ 日記更新 
2017-11-03 (金) 52  ☆ 日記更新 
2017-11-02 (木) 66  ☆ 日記更新 
2017-11-01 (水) 66  ☆ 日記更新

2017-10-31 (火) 80  ☆ 日記更新 
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 
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

…ちょっと先に昨日の分の日付修正作業をやってきますわ…ｗｗｗ

https://www.youtube.com/watch?v=SpYXISeKFPg
Spice and Wolf - "Tabi no Tochuu" | ENGLISH ver | AmaLee
 

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


（11月⒕日）　ビクーニャさんは御機嫌。（＾＾）

https://85358.diarynote.jp/201711150601447720/

【★ …リャマさんが…ッ ★】　o（ＴへＴ；）o

2017年11月14日 就職・転職 コメント (3)
　

　 　

　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月14日12:35

ヤオヨロズより厄介な？

オヤシラズ上下左右同時攻撃。

(∋_∈)

営業成績悪。(∋_∈)

早くも暗雲が…
(・ω・;)(;・ω・)

…心は折れないけど、

クビを切られそうです…★（－－；）★

https://85358.diarynote.jp/201711150601447720/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711150601447720/
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（てかそもそも、おべんちゃらと営業売り込みが得意なよーなやつだったら、

　今ドキこんな低時給な発信業務なんてやってないし、

「今すぐそのビルの屋上から飛び降りて死ね！」とか…

「オマエなんか生きてる価値はないよな？」とかとか天

　暗愚ブリッ児に非人道的激烈パワハラされて、

オトナシク（？）

泣き寝入りなんかしてねーよな〜ッ…？？）

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

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月14日12:48

アルマンディン兄様はよほど念を入れて書き取りアンブリッ児に報復するつもりら

しい。

┐(’〜`；)┌

でももう既に、死期が視えてる（『食べて負う怨』性ベクレ貧血！）

（歌が11月14日川遊び20時10分）
2017年11月7日 就職・転職 

https://www.youtube.com/watch?v=HSOtku1j600


へろへろしながら８kg背負って河原を徒歩帰宅途中。(^_^;)

ちなみに今朝『何故か？』

私の席だけ

『ヘッドフォンが無かった』のは…

(-_-#)

間違いなく『書き取りアンブリッ児の嫌がらせ』だと思う…

（前も何度もやられた★

酷い時はルーピン先生が来るまで２時間放置。とかされた…★(∋_∈#)★

（11月14日22時01分）
2017年11月7日 環境は、生命圏で、生存権。 

先ほど無事帰投。(^_^;)

今日は疲れました…

┐(’〜`；)┌

明日も早起きです。

早めに寝ま〜す！

 
 
 



コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月15日6:02
　

そんで昨夜は書くのを忘れたが★（＾＾；）★

どうも隣の部屋（昨日から私がいる部屋）にトバサレテ以来、

ずっと元気のなかった「リャマさん」（なかのひと清クン＝アイリス疑惑☆）だが。

どうも昨日と一昨日はるかチラ見で観察してみたところ。

…書き取り【暗愚ブリッ児】に。★（－－＃）★

…【陰湿イジメ】の現在のターゲットにされている？らしい…★★

…（＝＝＃）…★
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月15日6:14
　

あ、あとエルさんの機嫌はやや回復。

とはいえ「冷温停止状態」で、いつまた臨界するかな〜（＾＾；）〜☆

ビクーニャさんは御機嫌。（＾＾）

…まぁ、なら大丈夫か…☆

…ｗ（＾＾；）ｗ…☆
　

　

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


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月15日7:00
　

＞すでに、死期が視えてる（『食べて負う怨』性ベクレ貧血！） 

cmk2wl @cmk2wl · 3月27日 

過敏症気味でよかったんですよ。

そうでない人は白血病になってしまう。
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（11月15日）　のろのろ 「 のろいの 呪い 」。

https://85358.diarynote.jp/201711150641016291/

【 泊原発？　０．０ ８６ μ 】／【★ 旭川 ★ ！欠測！】／【
札幌 ０．０ ５２ μ 】（＋５℃）。　（　ルーティン　作業栗鼠
１匹目）

2017年11月15日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=H9yfuYDoGf4
Kimi no Na wa (Your Name) Full Soundtrack

あらためまして、おはようございます。０６：１６…（に、なっちゃいました。）

前２項参照。新銀河帝国…もとい、新・定刻５時…５分くらいに起き出しましたが、
どうもまだ外が暗いと作業効率が悪く…というか、寝ざめがすっきりしませんで…

（＾＾；）

作業のろのろ「のろいの呪い」で、蛇行進行中です…★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月15日（水）【当日】 

01:00 0.040 0.037 0.038 6 
02:00 0.043 0.038 0.040 6 

03:00 0.052 0.044 0.049 6 

https://85358.diarynote.jp/201711150641016291/
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04:00 0.051 0.043 0.047 6 

05:00 0.042 0.039 0.041 6 
06:00

機嫌と体調はまぁまぁですが、「線量高め」傾向がおさまらないので、不安感は強くなってきま

したね…というか、

そろそろ、オホーツクのスケソウダラすら、敬遠するしかない状況になってきました…★（
ＴＴ；）…★

（あともう、食べられる魚介類が残っていない…★）

ホワイトフード @whitefood1 · 4 時間4 時間前 
11月15日2時41分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が19箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/930490794422648832

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510694400/1011-0010-101000-
201711150620.gif?t=1510695050
（０６：１０〜０６：２０）

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 

誰もが、自分が望む生き方で、自分の人生を、精一杯生きていこう。

ボブ・マーリー

 
　

 

https://twitter.com/whitefood1/status/930490794422648832
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510694400/1011-0010-101000-201711150620.gif?t=1510695050


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月16日6:03
　

2017年11月15日（水）【前日】
01:00 0.040 0.037 0.038 6 
02:00 0.043 0.038 0.040 6 

03:00 0.052 0.044 0.049 6 
04:00 0.051 0.043 0.047 6 
05:00 0.042 0.039 0.041 6 

06:00 0.039 0.038 0.039 6 
07:00 0.038 0.037 0.038 6 
08:00 0.039 0.037 0.038 6 

09:00 0.040 0.039 0.039 6 
10:00 0.046 0.041 0.044 6 
11:00 0.047 0.044 0.045 6 

12:00 0.044 0.042 0.043 6 
13:00 0.043 0.042 0.042 6 
14:00 0.043 0.041 0.042 6 
15:00 0.043 0.040 0.042 6 
16:00 0.040 0.038 0.039 6 

17:00 0.038 0.037 0.037 6 

18:00 0.040 0.037 0.038 6 
19:00 0.044 0.042 0.043 6 
20:00 0.041 0.038 0.040 6 

21:00 0.039 0.037 0.038 6 
22:00 0.038 0.037 0.038 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 

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


24:00 0.038 0.037 0.037 
　

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711150802053391/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月15日8:09

雪！ヽ（・＿・；）ノ
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（11月15日）　まるで怪奇現象。

https://85358.diarynote.jp/201711160544472381/

事実のみ。

2017年11月15日 就職・転職 コメント (1)
　

　

　

（11月15日12時16分）

２日続けて『私の席だけヘッドフォンがない』

さらに今日は『原因不明の謎なブロックがかかっていてソフトウェアが開けない』まで追加。

ＳＶ二人がかりで解決まで所要１５分。もちろんその無駄な待機時間分も私の時給は発生する

ので、

すべて会社の損害。

前の部署でも同現象が頻発した時期あり。当直のアンブリッ児が「うひひっｗ」とか笑って、別

のＳＶが来るまで２時間以上？「私に仕事をさせなかった」などは枚挙にいとまがない。

リータス奇ーターいわく

「あなたがいる席だけそういうこてが起こる！」とか、まるで怪奇現象ででもあるかのように

嘲笑っていたが、

「私が来る前に」何故か？

「壊されている」のである。

https://85358.diarynote.jp/201711160544472381/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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そしてアンブリッ児は今また同室内で、すぐ目の前をうろうろしている…

昨夜、最後まで居残ったり…

していなかったか？

　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日4:42
　

画像２追加。（＾＾）

けっこう美味かった。１１０円だっけ？
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（11月15日）　アルマンディン兄様の作戦？

https://85358.diarynote.jp/201711160550193127/

★　ｗ（－－＃）ｗ　★

2017年11月15日 就職・転職
　

　 　

　

（うなぎ11月15日21時52分）

先ほどなんとかへろよろ生還。

(^_^;)

ストレス買い？して総計１４〜１５kgの荷物を担いで、さすがにバス帰宅…（座れた！♪）

(^。^;)

初日が１勝＿８３敗。(^_^;)

昨日が０勝１４２敗。

(ノ-o-)ノ　┫

今日が２勝１４３敗…。(^。^;)

今回の担当上司を相手に、すぐ目の前で

暗愚ブリッ児が、これ見よがしにあること無いこと？悪評を？

https://85358.diarynote.jp/201711160550193127/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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吹き込みまくっています…★

★　ｗ（－－＃）ｗ　★

…アルマンディン兄様の作戦？は、一体ナニがどうなる予定なのかな…(-"-#)…★

ヽ（・＿・；）ノ

　

 



（11月15日）　『アルマンディン兄様が私に何をさせたいか』。

https://85358.diarynote.jp/201711170658023070/

元『営業サポート』職ならびに『経営コンサルティング』資料作

成係…経験者の、タワゴトでした…！

2017年11月16日 お仕事 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=8MG5qUk-9Ks
[替え歌]君の名は。前前前世をリヴァイ兵長でうたってみた[声真似] 

（承前）

ついき

まさかあそこまで何も考えずに「営業ごっこ」をやってるとは思わなかったよ。

(-_-#)

あそこまでずさんな「他社丸投げ・未精査リスト」なら、

『１０００件に１件釣れれば上出来』ぐらいが、

首都圏営業戦士のカウントだぜ？

２０件に１件？（；‾Д‾）

https://85358.diarynote.jp/201711170658023070/
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ナニ甘い妄想ミテンノ…？？

つい先ほど無事帰投。(^_^;)

気温プラス１℃。

水溜まりがパリパリに凍りついている中を、関東の１０月くらいの軽装で

汗かいて元気に徒歩帰宅。(^。^;)

結局きょうのはイヤガラセじゃなくて、

カタイナカ札幌育ちの青二才な若造どもが

無知で非常識でバカすぎる(-"-;)

…というだけの話らしい。

┐(〜〜；)┌

まぁそれで『アルマンディン兄様が私に何をさせたいか』が判明したので、

精神状態は一気に安定。(^。^;)

はいはい。(^。^;)

私の脳内の『経営コンサルティング会社資料作成係』



（江戸下町老舗の和菓子店・再興プロデュース担当）だの、

かの！（＞＜ｐ）！

胃痛と心労で死ぬかと思った『パンダ便』電話営業だのの…

||||(・ω・;)(;・ω・)||||

思えば「遠大すぎる伏線」を延々と引っ張った挙げ句に、

『札幌文化圏に、活きたタイムカプセルとして、首都圏「営業文化」を伝承しろ。

』と…

ｗ(^。^;)ｗ

（…ま、サイワイ、「そういうノウハウと伝統文化があるからググれ！」と、

　「示唆する」だけで済むから、簡単だしな〜？…☆）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

隣の部署では私が「アメンオサ」で…、

結果的に（「エサ」で釣られて目的外にシャカリキにがんばった！）⇒アルパカ狼さ

んが、実質的に『正義の新代官』でしたが…

(^。^;)

（だって、アルパカ狼さんとリャマさんが両部署またがって室内くまなく走り回って

たら…



　いじめ、起こりようがない。でしょ…！？）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今度は「バスコダガマ氏の営業サポートセンター」ですかい…(^_^;)

（室内の無能因子、粛清！）

詳細については…

長いので明日！

おやすみ〜(^o^)／

（ウハウハ11月16日来たな22時45分）(^_^;)

https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月17日7:01
　

だからつまりだね。（＾＾＃）

https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


戦略皆無の「無能すぎる上官」の指示通り！

タタカワサレたら、戦術の発揮しようすらない。という話さ…！

…実わ（ヤル気になりさえすれば）「営業（宣伝）」脳力、低くくはナイわたくし…☆）
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日7:59
　

OTL49さんがリツイート 
ニュース速報Japan @breakingnews_jp · 14時間14時間前 
　

【 クラス名簿から名前外す 】

大阪府立高校で、地毛が茶色の髪の女子高生に黒染めを強要し不登校にした問題があり、

学校側が女子高生の名前を在籍しているのにも関らずクラス名簿から外していたことが明らかに

なりました。

https://breaking-news.jp/2017/11/17/036650 …

「学校から排除しようとしているとしか思えない」

https://twitter.com/breakingnews_jp/status/931442938994757632

　　↑

最初コレだよ。（＾＾；）

なにしろ前日に暗愚ブリッ児とカオつきあわせて何やらこそこそ私の悪口？言いまくってたんで

…
（こちらをチラ見しながら、悪意しか感じない笑い方してた）

「私に無能のレッテルをムリヤリ貼って、退職に追い込むためのイヤガラセ」

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://breaking-news.jp/2017/11/17/036650
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かと、てっきり勘違いしたんで、対処が遅れた…ｗｗｗ

（まさか本当に、「ボジョレーヌーボー解禁日」もオカマイナシに

　テレアポ営業の「責任者」してたとわ…ｗｗｗ）

ほんと、あの会社、ダメ過ぎるッ！

ｗ（０◆０＃）ｗ

　

 



（11月16日）　昨日はアルパカ狼さんに遭遇できなかったので

https://85358.diarynote.jp/201711160619405415/

バイカル湖【－６０℃】／ウラジオストク【－４０℃】／【 旭川
（欠測）】／【 泊原発 ０．０ ７２ μ 】／【 札幌 ０．０ ５
２→37 μ 】（＋ ２ ℃）／ダイエッター戦士 みちゆき ♪

2017年11月16日コメント (1)
　

　 　

　

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 20時間20時間前 

左図が250hPa(上空約10000m)、右図が500hPa(上空約5000m)の気温図。
hPa(ヘクトパスカル)とは気圧の単位です。

バイカル湖上空10000mに －６０℃以下の強烈寒気があり、降下してウラジオストッ
ク5000mの ー40℃以下の大寒波となって、日本海を渡って湿気を含んで日本列島に襲
い掛かってくるのです。

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/930630454188720128

（前２項参照）

おはようございます。０５：５５の３分前です。

札幌は＋２℃。キンと冷えた空気です。無風。

薄雲が広がって、

細い月の光は薄らぼんやりと透けて見えていますが、

晴れるのかな…？

空気は清涼。（＾＾）

https://www.youtube.com/watch?v=Eth_YQg7ERc
君の名は／Radwimps Full OST【作業用BGM】

昨日はアルパカ狼さんに遭遇できなかったので

御機嫌ナナメなほかは精神状態堅調。身体壮健。

…あ、御報告で〜す！（＾＾）！

先週から（だっけ？）行きは５９分ジャストの強歩で、帰りは２時間近くかけて８〜１２kg担い
で背負って、せっせと徒歩通勤（すでに競技スポーツｗ）していたら…

下腹部のむにもにお肉が…

「掴めなく」なってきました…！（＾◇＾）！

（…やっぱダイエットは「王道」に限るわ〜！（＾ｗ＾；）！

　…アヤシイ「痩せ薬」なんぞにバカ高いカネを払って

「努力なんか何もしたくない！」なんてぇ、

　バカの相手は…（〜〜＃）★
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…ほんっとう〜に！ハラに据えかねた…！！！！！（怒））

（…「異動」できて…良かったッ…！）ｗｗｗ

（うん、いや、だから。（＾＾；）

「バカを相手にする」の、大ッ嫌い。なんだよ…ｗ

　時々つい「イラッとした声」が出てしまっていたのは、すなおに認めるｗ…★）

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました

飢餓で検索したら出てくる。

https://twitter.com/cmk2wl/status/930731761247514627 …

こういったデリカシーのなさや意識の延長線上に原発問題があるような気がしてなら

ない。

https://twitter.com/cmk2wl/status/930731761247514627

※「ダイエッター戦士みゆき」

https://wikimatome.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BCMIYUKI
＞『しんぶん赤旗日曜版』に連載。

…ん”〜？（〜〜；）？

…なんかまた、ＰＣの反応が、やたら遅いな…？？？

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 

時間をケチケチすることで、ほんとうはぜんぜん別のなにかをケチケチしているとい

うことには、誰ひとり気がついていないようでした。

自分たちの生活が日ごとに貧しくなり、日ごとに画一的になり、日ごとに冷たくなっ

ていることを、誰ひとり認めようとはしませんでした。

ミヒャエル・エンデ ”モモ”
https://twitter.com/cmk2wl/status/930674723872235521

（情報チェック往きまーす！）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月16日（木）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.037 0.038 6 
04:00 0.038 0.037 0.038 6 
05:00 0.038 0.037 0.037 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 · 3 時間3 時間前 

https://twitter.com/cmk2wl/status/930731761247514627
https://twitter.com/cmk2wl/status/930731761247514627
https://wikimatome.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BCMIYUKI
https://twitter.com/cmk2wl/status/930674723872235521
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


11月16日3時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が283箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/930865806556110848

ホワイトフード @whitefood1 · 9時間9時間前 
11月15日21時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が98箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/930773063108399104

ホワイトフード @whitefood1 · 15時間15時間前 
11月15日15時22分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が52箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/930682355940982784

ホワイトフード @whitefood1 · 21時間21時間前 
11月15日9時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が17箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/930591580276133888

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
11月15日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/930571101754630145

地震マップ @eq_map · 4時間4時間前 

【M2.5】内浦湾 深さ127.1km 2017/11/16 03:16:06

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 ◆◆緊急地震速報(最終第5報)◆◆
【M3.5】内浦湾 深さ130km 2017/11/16 00:35:26発生 最大予測震度2
　　↑？

　？↓

地震マップ @eq_map · 7時間7時間前 
【M4.6】内浦湾 深さ134.1km 2017/11/16 00:35:26 [AQUA-REAL]

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.0】十勝地方南東沖 深さ64.7km 2017/11/15 15:49:39

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 

世界をほんの少し、良い場所にして去ること。

ラルフ・ワルド・エマーソン

       
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月17日8:36
　

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



（11月17日）　「アルマンディン兄様の懐柔策」（ごきげんとり）？

https://85358.diarynote.jp/201711170752222439/

【　営業　】の基礎（すぎる！）知識…★（－－＃）★⇒【 ボジ
ョレーヌーボー解禁日 】に、【酒販業界にテレアポ】…「かけさ
せられた」…惨敗の責任は【指示した上司】にある！（－－＃）
！

2017年11月17日 お仕事 コメント (7)
　

https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs
紅蓮の弓矢 歌詞付き 

☆「せめて（最低限）このくらい調べてから発信スケジュールを決めなさい！」

http://ougonnetlife.com/seo-accessup/calender-year.htm
年間の販促・祭日カレンダー

http://www.asaori.co.jp/sales/orikomi/calendar
販促カレンダー

http://hansoku-legend.jp/making-promotional-calendar/
効果的な販促カレンダーと売上目標の作り方

https://okwave.jp/qa/q1052989.html
業種別の曜日休日は？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013548060
定休日が決まっている業種

https://careerpark.jp/36053
営業の成功率UPが狙える時間帯とNG例

https://85358.diarynote.jp/201711170752222439/
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https://85358.diarynote.jp/items/books-jp/4087851168/
https://www.youtube.com/watch?v=8RGI7JhWOCs
http://ougonnetlife.com/seo-accessup/calender-year.htm
http://www.asaori.co.jp/sales/orikomi/calendar
http://hansoku-legend.jp/making-promotional-calendar/
https://okwave.jp/qa/q1052989.html
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013548060
https://careerpark.jp/36053


★　ｗ（－－＃）ｗ　★

☆「【１日当たりの発信件数と獲得件数の目標】数値は、

　【一番最初に】スタッフ全員で共有しておくこと！」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

★来週（月曜日）、「オッサンに抗議」する点。

・水曜日（１１月１５日）に「菓子業界」に発信するよう指示があったこと。

・同日夕刻「築地」関係店舗（昼には閉店）に発信するよう指示があったこと。

・水曜日（１１月１５日）夜に、

　「マニュアル通りに読むのよ！絶対これ以外は言っちゃダメ！」という

　「指示があった」こと。

・木曜日（１１月１６日）朝に、

　「昨日のマニュアルでお願いします。もう１つ別のマニュアルと比較します」

　との指示あり。（隣のスタッフは別のマニュアルで１件（だけ）獲得。）

・同日（午後３時頃）

　「酒販業界は本当に忙しそうなので、今日はやめたほうが…」
　「だめ！　忙しいのはいつだってそうなんだから、全部やって！」という、

　「指示」あり。

　　↑

・この時点で私はうすらぼんやりと

　「…今日ってボジョレーヌーボー解禁日でわ…？」



　と思い出していたのだが、バカネーチャン怒るだけ怒って、あっという間に去って行ったため

、確認できず。

「…まさかそんなこと調べずに指示してるわけないわよねー？」

　と考え直してしまい、そのまま発信を続け…

・【ボジョレーヌーボー解禁日】に、ワインの

　「試飲を配りまくって」多忙を極める業界に、

　（それとかぶる…というか「邪魔をする」企画を売り込んで…）

・「１９０件、全敗」という「結果」になったのは、

　「私の責任ではない」と思う…。★（－－＃）★

・　私が無能であるとか、反抗的であるとか、勝手な判定を下すのは、やめて頂きたい。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…「悠宙舞さん自動推奨」で…（＾＾；）…★

「アルマンディン兄様の懐柔策」（ごきげんとり）？が、この曲でした…ｗｗｗ
　　↓

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

https://www.youtube.com/watch?v=EoJgkgRxUfc
Berserk OST - Forces 10 hours

https://www.youtube.com/watch?v=7faK86EUlEU
https://www.youtube.com/watch?v=EoJgkgRxUfc


 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日8:44
　

…「学校（文部省教育）の成績の良さ」…って、…

…こんな「クダラナイ」ところに、ポイント有ったの…？？（＠＠；）？？

　　↓

OTL49さんがリツイート 
いだっち @tomohiro_ida · 11月16日 
いだっちさんが楢原もか（元・木原ねこ）をリツイートしました

この問題、何がしたいんだろうか？

こういうの繰り返して、国民の算数力を削りたいの？

理不尽な不正解は、学習意欲を理不尽に削る。

https://twitter.com/kiharaneko/status/931039577569083392
　　↑

…どぉりで私、「ＩＱ高いのに、偏差値低い」わ…ｗ（＾■＾；）ｗ…☆

…どぉりで「上司」（学歴「だけ」高い）って、「非常識なバカ」が多いわ…ｗ

「学校の算数」なんぞ、やってる暇があったら…

『マスター・キートン』でも読んでたほうが…ずっと「賢く」なれるぞ…！ｗ
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/kiharaneko/status/931039577569083392


　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日9:25
　

OTL49さんがリツイート 
鈴木だんこ @dankosuzu · 11月14日 

クマがかわいそうだからやめろという強硬派が現地まで来たとき、近くの藪でガサゴソ音がした

。

とっさに私の後ろに下がる強硬派の人たち。

え？まさか私を盾にするの？撃っちゃうよ？いいの？と聞いても無言だった。

実際の現場って、頭で考えるのとはぜんぜん違う。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日9:31
　

OTL49さんがリツイート 
古川 @furukawa1917 · 11月15日 
　

劣悪な環境に曝されている労働者が、

「自分は(中卒・高卒・三流大卒or中退・病気・障害etc)だから仕方ない」といって
搾取を自ら正当化する例が実にたくさんあって、

習慣、伝統、文化が数千年かけてつくりあげた支配のための上部構造の力はマルクスが考えたよ

りも強い

のではないかと思う機会が多い

https://www.youtube.com/watch?v=P-vRlNO5lxA
【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】

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

2017年11月18日9:41
　

OTL49さんがリツイート 
ゆか＊fuwari  @fuwarihonwaka · 11月14日 
　

ウチの可愛い息子は発達障害（アスペルガー）なんやけど

Twitter開くと、「ガイジ」とか「アスペ」とかいう障がい者差別用語を使って他人をdisってるヤ
ツらがおるやんか

ウチの息子は、アンタらのいう「ガイジ」で「アスペ」だけど、差別用語を使って人様をdisるよ
うなことはしないよ

いい子だよ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日9:33
　

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 19時間19時間前 
　

今年のボンジヨレヌポーンはイマイチだったよ

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日10:37
　

OTL49さんがリツイート 
渡邉葉 @YoWatShiinaEsq · 11月17日 
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「日本、モノ作りすごい」神話は、これからも崩れていくと思う。

なぜか？

労働者が守られていないから。派遣を使い切って凌ぐ「ブラック企業」体質が生産部門に定着し

たことで、

職人を大切にする文化ならば職業倫理に組み込まれるような製品へのコンプライアンス意識が失

われたから。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日10:42
　

OTL49さんがリツイート 
replore @replore · 11月16日 
　

プログラマーの履いてる靴大体こんな感じ。

https://twitter.com/replore/status/931128449145565189
　

　

 
 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/replore/status/931128449145565189


（11月17日）　清涼な水流の「氣」を浴びてリフレッシュ。

https://85358.diarynote.jp/201711170859462371/

【？ 稚内 ＋ 泊 原発？】（★ 欠測 ★）／【 岩見沢 ０．０ ６１
μ 】／（札幌 ０．０ 38 μ ）（ ＋ １ ℃ ）。　（未OTL）

2017年11月17日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

（ルーティン作業栗鼠１匹目）

https://www.youtube.com/watch?v=j-oa77ATXuY
Berserk - Kaji Wo Tore 

特務機関NERV @UN_NERV · 5 時間5 時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年11月17日 04:54】
北海道地方は、１８日から１９日にかけて急速に発達する低気圧の影響で荒れた天気

となる見込みです。強風や高波に十分注意してください。

中津川　昴 @subaru2012 · 15時間15時間前

今週末もダブルで前線を伴う低気圧が本州を挟み込み、シベリア寒気団が南下してく

るので、大荒れになりそうだ！

https://twitter.com/subaru2012/status/931103189377486849

あらためまして、かなり遅くなりましたよう（＾＾；）ございます。
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０８：２９になっちゃいました☆

昨夜は心身ともに疲れ果てて、逆にバスで帰ったら疲れをひきづること確実だったので、あえて

＋１℃の寒いなか、水たまりが氷結している豊平河畔を１０kg前後かついで歩いて、清涼な水流
の「氣」を浴びてリフレッシュして帰宅。

寝たのが遅かったので「旧帝国」定刻に戻りまして６時起床。

ＰＣを起こしたのは０６：３６でした。（前３項参照）

波乱の新章に突入しまして、惨敗全敗潰走の「腐敗の冥将」と化したまま、

３連休に突入。（＾ｗ＾；）

晴れマークが今日だけなので、もう今日は情報チェックは最低限にして、心身修復のため、

「銭湯出撃！」予定…☆

時間がずれこんじゃいましたが、さくさく数値データだけ保存してきます…★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月17日（金）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.038 0.037 0.037 6 
03:00 0.037 0.037 0.037 6 
04:00 0.037 0.037 0.037 6 
05:00 0.037 0.037 0.037 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 · 11時間11時間前 
11月16日21時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が62箇所以上存在します
。

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


https://twitter.com/whitefood1/status/931140545988018177

ホワイトフード @whitefood1 · 17時間17時間前 
11月16日15時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が74箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/931049816779395072

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
11月16日9時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が189箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/930956601518841856

ホワイトフード @whitefood1 · 11月15日 
11月16日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/930933489968357376

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 

【M4.7】ウラジオストク付近 深さ470.2km 2017/11/16 15:05:54

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 2 時間2 時間前 

そういえば、日の出前にベランダ行ったんだった。

今日は風がなかったのと、ガッツリ着込んで出たので寒さは感じなかったが、

現実はこんなもんw
https://twitter.com/charlie24K/status/931292411413774336

https://twitter.com/whitefood1/status/931140545988018177
https://twitter.com/whitefood1/status/931049816779395072
https://twitter.com/whitefood1/status/930956601518841856
https://twitter.com/whitefood1/status/930933489968357376
https://twitter.com/charlie24K/status/931292411413774336


眠い…異様に眠い…（－－；）…★（０９：３４）

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11月15日

そういえば、今日も寝不足ではないのに 体感睡魔があったな…

まだ大きめ残ってるかもだから最低1週間は気をつけておきましょう！

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11月13日 

ありゃ、寝てた…

しかもまだ眠い(ρ_-)o

これも体感だとすると大きめ残ってるのかもしれない？

ただ体調が悪いとか寝不足（記憶ない）かもだけど…
https://twitter.com/charlie24K/status/930047855200411648

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11月12日

凄い！

札幌はこんなに遠いのに

蛍光灯の紐、2cmくらい揺れてるよ(O_O)
https://twitter.com/charlie24K/status/929838222158393344

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11月12日 

また抗えない睡魔に襲われている。

って書きながら一瞬寝落ったw

座ってるのに何度もwww
体感かもだから気をつけて！

https://twitter.com/charlie24K/status/930047855200411648
https://twitter.com/charlie24K/status/929838222158393344


腰痛もまた悪化してきたし…
あと10分耐えたら寝る(( _ _ ))..zzzZZ

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日5:11
　

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

https://85358.diarynote.jp/201711170928184758/

【★ 露天！臨界 ★】／【 Ｍ ５ ． ８ 】。　（未OTL）

2017年11月17日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。
　

　 　

　

cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 
2017年11月17日　
福島第一ライブカメラ（４号機側）

16日の昼間から、廃気塔の下に青白い光が見える。
https://twitter.com/cmk2wl/status/931184726479474688

…あっはっはｗ

…どぉーりで！（＾＾；）！

…「私が、地震のチェックを、すっかり忘れていた！」

…わけだ…ｗｗｗｗ（－－；）ｗｗｗｗｗ★

ホワイトフード @whitefood1 · 40 分40 分前 
11月17日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/931295880388296704
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地震マップ @eq_map · 2 時間2 時間前 
【M3.0】下北半島付近 深さ85.5km 2017/11/17 07:32:15

ホワイトフード @whitefood1 · 11時間11時間前 
11月16日21時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が62箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/931140545988018177

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M5.8】IZU ISLANDS, JAPAN REGION 71.0km 2017/11/16 18:43:35 JST[UTC+9]
　　↑

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【最大震度3】(気象庁発表) 八丈島東方沖 深さ約20km M6.2 16日18時43分頃発生 
　　↑

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【地震情報 2017年11月16日 18:49】
18時43分ころ、八丈島東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、
地震の規模はM6.2、最大震度3を東京都で観測しています。この地震による津波の心配
はありません。

　　↑

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M6.0】鳥島近海 深さ74.0km 2017/11/16 18:43:23 [AQUA-REAL]
　　↑

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
◆◆緊急地震速報(第3報)◆◆
【M7.0】鳥島近海 深さ10km 2017/11/16 18:43:19発生 最大予測震度4

ホワイトフード @whitefood1 · 17時間17時間前 
11月16日15時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が74箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/931049816779395072

https://twitter.com/whitefood1/status/931140545988018177
https://twitter.com/whitefood1/status/931049816779395072


cmk2wl @cmk2wl · 19時間19時間前 

関東甲信越で異常に乾燥している地域があります。

11月16日(木)13時現在、甲府は湿度18パーセント。
https://twitter.com/cmk2wl/status/931023679340756992

ホワイトフード @whitefood1 · 23時間23時間前 
11月16日9時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が189箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/930956601518841856

ホワイトフード @whitefood1 · 11月15日 
11月16日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/930933489968357376

ホワイトフード @whitefood1 · 14時間14時間前 
産地　群馬県昭和村、イノシシ肉(野生、出荷制限)、セシウム合算　160ベクレル/kg、
検査日　2017年06月01日
https://twitter.com/whitefood1/status/931089465497460736

 

https://twitter.com/cmk2wl/status/931023679340756992
https://twitter.com/whitefood1/status/930956601518841856
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https://twitter.com/whitefood1/status/931089465497460736


（11月17日）　中古自転車を６５００円で！(≧ω≦)b

https://85358.diarynote.jp/201711171034517955/

【 移転 の お知らせ 】（＾＾；）

2017年11月17日 就職・転職 コメント (8)
　

　 　

　

お世話になっております。（？）

この件につきましては、今後「続き」は、

こちらのトリガーに移行させて頂きます。

　　↓

http://85358.diarynote.jp/?theme_id=202
お仕事 

（昨日と本日分）

http://85358.diarynote.jp/201711170643514606/

本日【 ボジョレー・ヌーボー解禁 】日…。　★（ーー＃）★

http://85358.diarynote.jp/201711170658023070/

元『営業サポート』職ならびに『経営コンサルティング』資料作成係…

経験者の、タワゴトでした…！

https://85358.diarynote.jp/201711171034517955/
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http://85358.diarynote.jp/201711170752222439/

【　営業　】の基礎（すぎる！）知識…★（－－＃）★

⇒【 ボジョレーヌーボー解禁日 】に、【酒販業界にテレアポ】

…「かけさせられた」…惨敗の責任は【指示した上司】にある！（－－＃）！

ｗ（－－＃）ｗ

https://www.youtube.com/watch?v=rZM45dQEmt0
【100分耐久】六兆年と一夜物語【kemu】

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月17日13:28
　

…イマイチ中らないａｕの無料星占いと、自分の強運…（特に買い物運！）…

どっちを信じる？(^。^;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月17日20:59
　

先ほど無事故で元気に帰投。
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o(^-^)o

今日はしつにとても素晴らしい休日でした！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

お天気がちょうど良くて

買い物運が絶好調♪o(^-^)o

なんと！(*^m^*) ムフッ

とても状態の良い新品かと思うような中古自転車を６５００円で！(≧ω≦)b

入手しちゃいました…♪
へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

家業を継いだらしいイケメン？兄弟もナイスだったわ〜♪

(^-^)g

眠いのでまた明日。(^。^;)

エルプラで借りた本読んで、

早めに寝ます〜！(^o^)／
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日3:33
　

…ッて、眠って起きたら、

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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１０cmくらい、雪がつもってる…ッ

(‾○‾;)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日8:54
　

そうそう！（－－＃）★

本当にハラ立った！　あの脳足りんバカ顧客ども…ッ★
　　↓

オーミ @miki_o_y_s · 11月16日 
返信先: @shimosan0410さん 

凄いわかります。

仕事で電話で住所を聞くんですが建物名聞いても、それで郵便も届くから大丈夫！とか自信満々

で言われる方も結構います。

担当者が現場で困るのでなんとか聞き出しますが、その住所はその物件しかないとか理由つけて

絶対教えてくれない方もいます。

ホント必要ですよね建物名…

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日8:56
　

TEA仁 @chikanananiteru · 23 時間23 時間前 
返信先: @shimosan0410さん、@kurohige1975_dqさん 

　

まあ一つでも減ったら幸いだけど…

https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/
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言ってたらキリないから

それで配達遅れても「しゃーないわぁ♪」のスタンスで

怒られたとしても「ちゃんと書かん客が悪いし〜」て

割り切るかな俺なら( ´Д`)y━·~~

それでやってけないなら辞める。

この世には山ほどお金を稼ぐ手段があるのだから。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日8:59
　

ｗｗｗ　早くそういう身分になりたい…ｗｗｗ
　　↓

Tokumizman@奈良鹿製作所 @tokumizman · 21 時間21 時間前 

葉書の宛先に、亀有区公園前派出所 両津勘吉 これで作者の秋元さんに届いてしまいますから。

良いのか悪いのか、そこに甘えてしまう。

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日9:21
　

SUN @misakigyda · 18 時間18 時間前 

私はヤマト運輸でまだ1年ちょいですけど、届けてもらって当たり前再配指定しといていない、
注文しといてピンポン鳴らされてうざいとかゆう投稿みつけてぶちぎれました笑

そうゆうやつは2度とネットで買い物するな！と思いますね笑

https://85358.diarynote.jp/
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宮田裕章 @F6pSgrvXx6oULPw · 11月16日 
返信先: @shimosan0410さん 

この収入でやってみよう!!って人いますか？
やっと見付けた家が留守だと持って帰るんですよ!!

私達生協は重さ10キロでも100キロでも配達料は最大108円
配達料無料の家も沢山あるのに不満言われます。高い!!って、

宅配なんて絶対辞めた方が良いしか言えません!!

リスク＠結ぷろじぇくと @Risk0704 · 11月16日 
返信先: @shimosan0410さん 

FF外より失礼
運送業の営業兼事務員やってるのですがよくわかります。

荷物が予定通り届くのは適切な対応と頑張ってくれる配達員さんたちのおかげなんですよね。

不適切な対応（記入不備、時間指定不在など）をしておきながら逆ギレされるのはほんと理不尽

です…

cryingsnakerainmaker @cryingsnake12RM · 11 時間11 時
返信先: @shimosan0410さん 

建物名を省略して相手に伝える人って何なんだろう。

メンツかな。

相手からマウントを獲るためにわざと省いているのかな。

かっこ悪い。

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日9:52
t abe @takeshiabe2 · 11月15日 

https://85358.diarynote.jp/
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返信先: @CyberIguanaさん 

外野から失礼します。仙台の警備会社ではすぐ入院しろと言われた方に「限界まで頑張れ」、

勤務中車で轢かれた方に「自己責任」、

若手に転職活動ができないよう徹底的に休みを与えず短期間での転勤を強要、

「何の価値もない社会の泥棒」と洗脳が行われていました。

 
そういう会社が実に多いのだと思います

　

　

 
 



（11月18日）　（画像）。

https://85358.diarynote.jp/201711180459186669/

…国境のトンネルを抜けたら、そこは雪国だった…★（＾
□＾；）★

2017年11月18日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　 　

　

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月17日13:28

…イマイチ中らないａｕの無料星占いと、自分の強運…（特に買い物運！）…

どっちを信じる？(^。^;)

　　↑

（画像１を食べながらｗ）

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月17日20:59

先ほど無事故で元気に帰投。

o(^-^)o

https://85358.diarynote.jp/201711180459186669/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171118/85358_201711180459186669_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171118/85358_201711180459186669_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171118/85358_201711180459186669_3.jpg


今日はしつにとても素晴らしい休日でした！

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

お天気がちょうど良くて

買い物運が絶好調♪o(^-^)o

なんと！(*^m^*) ムフッ

とても状態の良い新品かと思うような中古自転車を６５００円で！(≧ω≦)b

入手しちゃいました…♪
へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

家業を継いだらしいイケメン？兄弟もナイスだったわ〜♪

(^-^)g

眠いのでまた明日。(^。^;)

エルプラで借りた本読んで、

早めに寝ます〜！(^o^)／

　　↑

（画像２：　「ロシナンテ２号」と命名♪

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日3:33

…ッて、眠って起きたら、



１０cmくらい、雪がつもってる…ッ

(‾○‾;)

　　↑

（画像３）



（11月18日）　（早朝３時半に目が覚めた寝落ちりす　作業１匹目）

https://85358.diarynote.jp/201711180535366035/

【 札幌 ０．０ ５６ μ 】／【 積雪！ ２０ cm 】（＋１℃）／【
北海道は 零下 】なので大雪か／【 11月最強 】 シベリア寒気団
がやってくる!!

2017年11月18日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (4)
　

　 　

　

（早朝３時半に目が覚めた寝落ちりす　作業１匹目）

https://www.youtube.com/watch?v=i9SEZCyHKK0
【作業にならないBGM】グリムノーツ 旅人はワルツを踊る 1時間耐久 
　　↑

（ナニこのタイトルｗ）（悠宙舞さん自動推奨）

あらためまして、おはようございます。

ほんとに早いです。０５：００ジャスト。

（＾＾；）

ＰＣ起こしたのは０４：４６でした。（＾＾；）

いえ、きのう布団に入ってエルプラから借りてきた本を読んでたら１５分ももたずに寝落ちして

しまって、晩御飯も食べずに爆睡して「４時間半」（睡眠ターン１回９０分カケル３回）後に自

動的に目が覚めた…ってハナシなだけなんですが…ｗ

波乱というか暗雲の新バイト４連勤（営業成績ほぼ全敗＆壊滅！）後の３連休の２日目。
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昨日はとても素晴らしい休日で、お天気は最適だったし、気温３℃で帰宅しても全然寒さも感

じず、

新しい自転車は実に快適で力強い漕ぎ具合で…♪

すばらしかったんですが。（＾＾；）

…起きたら雪！

自転車買ったのに…雪！（＾＾；）★

…そして何故か？　（前項画像ではわかりにくいかもですが）

…「あやしい紫ピンク」に、空が発光している。という…（－－＃）…★

トリチウム雪ですね〜？

きのうフクイチ「露天臨界」してましたからね〜？

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201711170928184758/

cmk2wl @cmk2wl · 8 時間8 時間前 
2017年11月17日　
福島第一ライブカメラ（４号機側）

16日の昼間から、廃気塔の下に青白い光が見える。
https://twitter.com/cmk2wl/status/931184726479474688

…ってことで早速★（ＴＴ；）★

新しい自転車は【被曝劣化で金属疲労】が早まってしまいました…★
★（＞＜ｐ）★

http://85358.diarynote.jp/201711170928184758/
https://twitter.com/cmk2wl/status/931184726479474688


…ぐれながら情報チェックに逝きます…★

（－－＃）★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月18日（土）【当日】 
01:00 0.039 0.037 0.038 6 
02:00 
03:00 
04:00 
05:00 
06:00

　　↑

…情報が更新されてません。（欠測？）…

…体感としては、かなりの高線量なのでわないかと…★（－－；）★

…グラフのデータだと「０．０５６μ」…うん…★

…たぶん０．６台。は逝ってる…。と、思う…★★（－－＃）★

で。気温＋１℃。ほぼ無風。積雪はすでに２０cm近くに達しました。

…土日「休み」でらっきぃ…ッ♪♪♪

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1510949400/1011-0010-101000-
201711180510.gif?t=1510950031
（０５：００〜０５：１０）

　　↑

…のひゃひゃひゃひゃひゃ…ｗｗｗ
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…ｗ（＾◆＾；）ｗ…

特務機関NERV @UN_NERV · 35分35分前 
【北海道地方 気象情報 2017年11月18日 05:20】
太平洋側東部では、１８日朝から夕方にかけて暴風に警戒してください。日本海側南

部や太平洋側西部では１８日は大雨による土砂災害に、北海道地方では１９日にかけ

て強風や高波に十分注意してください。

中津川　昴 @subaru2012 · 1 時間1 時間前 

北部の雨は多分、雪になっている。北海道網走西部ではー6.3℃、十勝北部ではー6.1℃
、北海道は軒並み零下なので大雪か

https://twitter.com/subaru2012/status/931615741085757440

中津川　昴 @subaru2012 · 1時間1時間前 

強風注意報・暴風警報など

朝から雪が降っていそう

https://twitter.com/subaru2012/status/931615159759413248

中津川　昴 @subaru2012 · 4時間4時間前 

北日本　日曜にかけて吹雪のおそれ　真冬の寒気（ウェザーマップ） - Yahoo!ニュー
ス

https://twitter.com/subaru2012/status/931566841385775104

中津川　昴 @subaru2012 · 4時間4時間前 

北日本荒天 19日は大雪恐れ | 2017/11/17(金) - Yahoo!ニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/931566675635322880

https://twitter.com/subaru2012/status/931615741085757440
https://twitter.com/subaru2012/status/931615159759413248
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特務機関NERV @UN_NERV · 19時間19時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年11月17日 11:02】
北海道地方は、１８日から１９日にかけて急速に発達する低気圧の影響で荒れた天気

となり、１８日は太平洋側東部では大荒れとなる見込みです。暴風に警戒し、高波に

十分注意してください。

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 

天気図上にある寒気（11月最強寒波：ー36℃ at 5,500m）の形は逆ピラミッド状態で上
空へ上がれば上がる程、気温が下がっていく。これは毎時30kmくらいで北海道〜関東
まで降りてくる。斜辺の一辺が1000kmくらいの超でかい物体だ。
https://twitter.com/subaru2012/status/931377854981353472

中津川　昴 @subaru2012 · 17時間17時間前 

【ロシア・中国・日本周辺における地上付近と高度5,500m(500hPa)の気流と気温】
地理的には中露国境付近に寒冷渦や高気圧があってそこから日本に向かって寒気が吹

き込んでくる。高度5500m付近の気流は速くて、気温も格段に低いけれど、その中で
も紫色のエリアは

寒気の中心

https://twitter.com/subaru2012/status/931374913646034944

中津川　昴 @subaru2012 · 18時間18時間前 
【11月最強(1052hPa)のシベリア寒気団がやってくる!! 初冬にしてはかなり強い寒気だ
。二十四節気通りなら11/22までに日本海側で大雪・暴風雪になりそうなレベルだ！首
都圏で見つかった雪虫、それから一週間以内に降雪が起こるという自然のサイクルが

あるけど、直前に前線を伴う低気圧が通過する】

https://twitter.com/subaru2012/status/931369167529189378
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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11月18日6:48
　

データ続き出ましたｗ

01:00 0.039 0.037 0.038 6 
02:00 0.043 0.039 0.041 6 
03:00 0.054 0.044 0.050 6 
04:00 0.056 0.054 0.056 6 
05:00 0.057 0.056 0.056 6 
06:00 

　　↑

★自分が早起きした★

…ということを失念しておりました。すいません…ｗｗｗ
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日7:18
　

陽射しはまったく見えませんで分厚い雲に覆われていますが明るくはなり、

気温４℃まで上がって小雨に変わり、あっという間に融け始めています☆

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日8:34
　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/
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晴れた！（＾＾）！

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日6:57
　

2017年11月18日（土）【前日】
01:00 0.039 0.037 0.038 6 

02:00 0.043 0.039 0.041 6 

03:00 0.054 0.044 0.050 6 
04:00 0.056 0.054 0.056 6 
05:00 0.057 0.056 0.056 6 
06:00 0.056 0.050 0.053 6 
07:00 0.053 0.050 0.051 6 

08:00 0.049 0.046 0.047 6 
09:00 0.046 0.040 0.042 6 
10:00 0.041 0.038 0.040 6 

11:00 0.039 0.038 0.039 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 
13:00 0.037 0.036 0.037 6 
14:00 0.038 0.036 0.037 6 
15:00 0.037 0.036 0.037 6 
16:00 0.039 0.036 0.038 6 

17:00 0.051 0.040 0.044 6 

18:00 0.068 0.057 0.065 6 
19:00 0.068 0.062 0.065 6 

20:00 0.059 0.053 0.055 6 
21:00 0.058 0.052 0.055 6 
22:00 0.053 0.044 0.048 6 

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


23:00 0.046 0.043 0.045 6 

24:00 0.051 0.047 0.049 6
 



（11月18日）　「 原稿に 集中させて下さい 」…ッ！！

https://85358.diarynote.jp/201711181752369962/

（　アルマンディン兄様へ！　）

2017年11月18日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=UEl6BLsCq-4
カッコイイ和風戦闘BGM《ゲーム風》《疾走感あり》 

おばんです。１７：４３。札幌は＋２℃。

昼間いったん雪やんで気温＋１０℃くらいまで上がって一気にぜんぶ融けてたんですが。

気がついたらまた降りだしてて…（＾＾；）…また、積もってます…☆

…まだ根雪にならないでほしいんだけどな〜、どぉかな〜…？？？

（風はオホーツクから来てるので、線量は下がる…と思う…）

そんで本日は定例の原稿前「昼寝１．５時間」のつもりが、

何故か４時間？も爆睡してしまい…（＾＾；）…？

家事の予定が半滅しましたが、諦めずにガンバッテ、

ぐたぐたの西の部屋を少し（かなり！）整理＆整頓しました…☆

！（＾＾）！
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…これで少しは金運がアップするかな〜…？？？

…o（＾ｗ＾；）o…☆

ってことで、アルマンディン兄上ッ！（－－＃）！★

今回は（いつもか？）まんまと騙されてしまいましたが…ッ！★★

「西の部屋が片付いたら」私、「自主的に」転職活動を…しますからねッ？！

目標！

「時給１０００円（以上？）の、お客がディメンターでもベクレ低脳でもない、

　上司が暗愚でなくてパワハラもされないコールセンター！」

もしくは、

「時給９００円以上で、やりがいがあってイジメのない」肉体労働バイトッ！

…も、とにかく頼みますから、「原稿に集中させて下さい」…ッ！！

（それでもストレス過労で必要最低限以上の家事やる元気が出なくて、４年間放置していた西の

部屋を「片付ける」に着手できただけ…（＾＾；）…とにかく「あの部屋」からは逃げられて、
ありがたかったです…☆）

さて。（＾＾；）

『ビシソワズ』殺ってきまーす…ッ☆



 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日8:03
　

cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 

辛いことこそがあなたを強くする。

フリードリヒ・ニーチェ
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（11月18日）　閲覧数：539

https://85358.diarynote.jp/201711182130111421/

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年９月

2017年11月18日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=6MC79J0vr5c
“侍の心”　和風BGM　全28曲 

…ってことで（承前）「２０１５年９月１〜１０日まで」やりました〜☆

http://p.booklog.jp/book/116517/page/3161987
復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 

http://p.booklog.jp/book/118516/read#none
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－９

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年９月） 

ｗｗｗ…なにこの来客数…ｗｗｗ
　　↓

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年８月）
2ダウンロード　コメント（0）
閲覧数：539

https://www.youtube.com/watch?v=f66TDwLK7Qg
【和風BGM】33曲メドレー 〜かっこいい 武士道〜
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-The Samurai Spirit - 

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
11月18日19時33分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が223箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/931832644513423360

ホワイトフード @whitefood1 · 8時間8時間前 
11月18日13時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が150箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/931741800905064448

ホワイトフード @whitefood1 · 14時間14時間前 
11月18日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/931658267310174208

ホワイトフード @whitefood1 · 15時間15時間前 
11月18日7時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が231箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/931651000712151040

 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日0:03
　

水道水がむちゃくちゃ臭い★

★（＞＜;）★

でも洗濯しないとバイトに着てく服がないし…(-”-;)

https://twitter.com/whitefood1/status/931832644513423360
https://twitter.com/whitefood1/status/931741800905064448
https://twitter.com/whitefood1/status/931658267310174208
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関東の2011年のセシウム汚染とはまた違う。ストロンチウムやトリチウムとも違う。
(・ω・;)(;・ω・)

なんだろう？しいて言うなら、

『無臭の弱アンモニア』みたいな刺激感？なんだけど…
(-.-;)

そして地震が多い！

天気予報カンペキ雪！マーク！

ヽ（・＿・；）ノ

メシ喰って寝ますッ

(ノ-o-)ノ　┫
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日8:00
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年2月18日 

「放射性物質で病気にならない」これはある意味ある部分においては正しい。

なぜかといえば、放射能が触媒のように

別の化合物を大量に作り出して、それが人体に作用するから。

御用学者は、最後の逃げをここで打つだろう。

しかし、直接のキッカケでないにせよ原因であることに間違いない。

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


　

 



（11月19日）　「 無粋な泥水 」 に ウィスキー。

https://85358.diarynote.jp/201711190710444712/

【 積丹 ０．０ ９ μ 】／【 札幌 ０．０ ６８ μ 】（ ０ ℃）

／【 切れてる！】 北海道…ッ★／…（労基署には言えない話…
）　

（予告）　（⇒とりあえず無視して作業りす１匹目〜…☆）

2017年11月19日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　　

おはようございます。０６：４０ジャストです。

「休み３日じゃ足りない！」３連休の３日目。予定は山積みです。（＾＾；）

だというのにアルマンディン兄様が、標記のタイトル内容を書け！とか言ってます☆

（前々項）（＾＾＃）（参照）

⇒http://85358.diarynote.jp/201711181752369962/

ちょっと待ってね。（＾＾＃）。

まず昨夜作業に手間取ったので今朝は「１時間くりあげ」が無理で、

（旧）定刻６時起き。

気温「プラマイ０」℃。ほぼ無風。

ほぼ垂直に音もなくしんしんと降りつもる小糠雪。

https://85358.diarynote.jp/201711190710444712/
https://85358.diarynote.jp/201711190710444712/
https://85358.diarynote.jp/201711190710444712/
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ほぼ垂直に音もなくしんしんと降りつもる小糠雪。

一面の雪。あとで写真に撮ろうと思ったような、樹氷。（超〜着雪！）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511042400/1011-0010-101000-
201711190700.gif?t=1511043065
（０６：５０〜０７：００）

そして…「空気が臭い…（－－＃）★…」（参照⇒前項コメント欄）

換気は最低限にして、しかし湿気逃しのために窓は細めに開けて、

ストーブ前に昨夜の洗濯物を（小出しに小分けして）乾して…

今朝の小家事はそれだけにして、

「無粋な泥水」にちょろっとウィスキー垂らした蓋付きマグカップ用意して、

すぐにＰＣ起こしたら、「０６：３０」ジャスト。（＾＾；）

昨日の作業でバックアップ目盛りいっぱいなので再起動したら「０６：３６」。

で、１行目。書き出しが「０６：４０」…

悠宙舞さん自動推奨でテキトーに選んだ曲が、こんなん…♪
　　↓

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

…今度は何の「ごきげんとり」ですか…兄様…ッ！★（＾＾＃）☆

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月19日（日）【当日】

01:00 0.049 0.043 0.046 6 

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511042400/1011-0010-101000-201711190700.gif?t=1511043065
https://www.youtube.com/watch?v=YBekU7eHa5E
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


02:00 0.052 0.044 0.048 6 
03:00 0.057 0.054 0.055 6 
04:00 0.054 0.041 0.047 6 
05:00 0.050 0.040 0.045 6 

06:00

…２日続けてかなりの被曝超過…（－－＃）★

今のところ、まだ体調へのダメージは顕著化していませんが、機嫌は当然、よろしくないです…
★

（再掲）⇒http://85358.diarynote.jp/201711182130111421/

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
11月18日19時33分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が223箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/931832644513423360

ホワイトフード @whitefood1 · 8時間8時間前 
11月18日13時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が150箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/931741800905064448

ホワイトフード @whitefood1 · 14時間14時間前 
11月18日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/931658267310174208

ホワイトフード @whitefood1 · 15時間15時間前 
11月18日7時31分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が231箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/931651000712151040

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11月17日 

http://85358.diarynote.jp/201711182130111421/
https://twitter.com/whitefood1/status/931832644513423360
https://twitter.com/whitefood1/status/931741800905064448
https://twitter.com/whitefood1/status/931658267310174208
https://twitter.com/whitefood1/status/931651000712151040


目覚めれば6時。

頭が痛い…
体感!?

いや、昨日の2週間ぶりの飲酒のせいだろうw
でも何十年も二日酔いなんてしたことなかったのになぁ？

やっぱ体感かも…
最近、被災はなくても大きいの多いから、気をつけた方がいいかもね？

…地震…！「青線」がヤバイ…ッ？！（＠＠；）！？

（画像３⇒北海道、上３分の１で…切れてます…ッ★）

…ストーブの給気口ごしに入って来る空気で、眼が痛い…（－－＃）…★

ホワイトフード @whitefood1 · 30分30分前 
11月19日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/932020639740784640

特務機関NERV @UN_NERV · 4時間4時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年11月19日 05:03】
北海道地方では２０日にかけて、大雪やふぶき、吹きだまりによる交通障害、なだれ

に注意してください。

中津川　昴 @subaru2012 · 8時間8時間前 
【爆発的に発達する低気圧の雲と南下する11月最強のシベリア寒気団の筋状の雲、冬
将軍がやってくる。】

https://twitter.com/subaru2012/status/931914552148606976

https://twitter.com/whitefood1/status/932020639740784640
https://twitter.com/subaru2012/status/931914552148606976


中津川　昴 @subaru2012 · 18時間18時間前 

【風速20m/s級の風が吹いているのか〜】
貨物船が座礁、乗組員４人を救助　北海道・苫小牧：朝日新聞デジタル

https://twitter.com/subaru2012/status/931764797439430656

特務機関NERV @UN_NERV · 23時間23時間前 

【十勝地方 竜巻注意情報】
https://twitter.com/UN_NERV/status/931679082701496321

【胆振・日高地方 竜巻注意情報】
https://twitter.com/UN_NERV/status/931677728570355713

中津川　昴さんがリツイート 
蘭々�� @kumiko_1120 · 11月17日 

札幌 大雪
https://twitter.com/kumiko_1120/status/931578912689217537

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日9:36
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月20日6:00
　

★更新停止中★（－－＃）★

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

2017年11月19日（日）【当日】 

01:00 0.049 0.043 0.046 6 
02:00 0.052 0.044 0.048 6 
03:00 0.057 0.054 0.055 6 
04:00 0.054 0.041 0.047 6 
05:00 0.050 0.040 0.045 6 
06:00 0.053 0.049 0.051 6 
07:00 0.049 0.044 0.046 6 
08:00 0.056 0.049 0.053 6 
09:00 0.048 0.038 0.043 6 

10:00 0.076 0.040 0.055 6 

11:00 0.085 0.076 0.081 6 

12:00 0.075 0.061 0.069 6 

13:00 0.056 0.040 0.047 6 
14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00 

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


22:00 
23:00 
24:00 



（11月19日）　この世で一番大切なのは自分の命、／おつかれ、私っ☆

https://85358.diarynote.jp/201711190816585201/

【 運転中 急死 】 ５年で ２００人／【 甲状腺 機能 低下症 】／
この患者絶対に放射線で死んだんだよ／一番大切なのは【 命 】
／「避難した人」 RT。　（未JUMP）

2017年11月19日 情報はベクれトル…（〜〜；）★
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=iCDMm7uslCI
Bravely Default: All Battle Themes 

OTL49さんがリツイート 
decubitus @leftlateral · 11月17日 
ICUの患者が亡くなった。検死のために今まで撮ったCTのコピーをCDに焼いてくれと
頼まれた。観たら数ヶ月、毎日毎日CTの検査がされていて全部CDに収まらない程。な
のでラスト１０デイズのCT検査のコピーをした。

この患者絶対に放射線で死んだんだよ。

https://twitter.com/leftlateral/status/931525582734725120

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Yuri Hiranuma @YuriHiranuma · 11月17日 
返信先: @PriamalFearさん 

ふおおお。

三菱綜合研究所　原子力安全事業本部

https://85358.diarynote.jp/201711190816585201/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171119/85358_201711190816585201_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171119/85358_201711190816585201_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171119/85358_201711190816585201_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=iCDMm7uslCI
https://twitter.com/leftlateral/status/931525582734725120


”原子力の安全利用にあたって、社会の理解と信頼を取り戻すためには、『原子力安全
の再構築』『福島の復興・再生』『福島第一の廃炉推進』は不可欠と考えています。”
http://www.mri.co.jp/company/info/section/nsu.html …
https://twitter.com/YuriHiranuma/status/931351294161195008

OTL49さんがリツイート 
nofon @nofonon · 11月16日 

えええっ!?
今朝の朝日新聞、一面

「原電 廃炉資金が大幅不足」

「原発建設費に流用」

総額1800億円前後の解体引当金の大半を流用してしまってるらしい…

そんなんアリ!?
https://twitter.com/nofonon/status/931306376571248641

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
東京新聞 原発取材班�認証済みアカウント� @kochigen2017 · 11月16日 

先だって明るみに出た、高レベル放射性廃棄物の最終処分場をめぐる国とNUMO主催
の意見交換会での”謝礼動員”の続報です。共同通信の配信。NUMOは「謝礼はなかった
」と説明していましたが、

当の学生からは「5000円程度もらった」と食い違う証言が。NUMOの調査は、業者へ
の聞き取りのみという問題も。

https://twitter.com/kochigen2017/status/931284689083437057

OTL49さんがリツイート 
きっこ @kikko_no_blog · 11月16日 

http://www.mri.co.jp/company/info/section/nsu.html
https://twitter.com/YuriHiranuma/status/931351294161195008
https://twitter.com/nofonon/status/931306376571248641
https://twitter.com/kochigen2017/status/931284689083437057


福島第1原発事故や使用済み燃料再利用など、自民党政権が推進してきた原発政策の後
始末に掛かる

費用は最低でも40兆円、

国民1人当たり約32万円の負担となる。4人家族なら128万円が

電気料金に上乗せされて徴収される。政策が失敗しても国民に尻拭いさせればいいか

ら安倍晋三は原発推進を続けているのだ。

https://twitter.com/kikko_no_blog/status/931263902435778560
https://twitter.com/sinwanohate/status/931529529901776901

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 11月15日 

福島第一原発の作業員、18人目の死亡記事・修正版
https://plaza.rakuten.co.jp/haruhasi/diary/201711140000/?scid=we_blg_tw01 … #r_blog

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 11月14日 

今日の中日新聞、「原発自主避難者に国が退去訴訟、本格化する追い出し」。

原発事故さえなければ普通に暮らしていた、何一つ落ち度のない人たちに、あまりの

冷酷さ。福島県の担当者「除染の進捗や食の安全確保など生活環境が整い、災害救助

法で対応する局面ではなくなった」だって。

違うだろ。

https://twitter.com/sinwanohate/status/930448821292752896

https://twitter.com/TOHRU_HIRANO
このアカウントのツイートは非公開です。

ホワイトフード @whitefood1 · 8時間8時間前 

https://twitter.com/kikko_no_blog/status/931263902435778560
https://twitter.com/sinwanohate/status/931529529901776901
https://plaza.rakuten.co.jp/haruhasi/diary/201711140000/?scid=we_blg_tw01
https://twitter.com/sinwanohate/status/930448821292752896


運転中急死５年で２００人…巻き込み事故８６件（読売新聞） - Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171117-00050031-yom-soci …
@YahooNewsTopics

cmk2wl @cmk2wl · 15時間15時間前 

私が子宮内膜ガンの疑いで受診した時、姉二人（一人は死亡しました）の乳ガン・子

宮ガンの話をしたところ、その医師は、「そんなこと関係ありません！今

四人に一人（数年前です）がガンの時代ですから！」

と、強い口調で言われたことが忘れられません。

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 
広島の声　酒井ユリ子

老人性の白内障と思っていたら、難病の「網膜色素変成症」と診断。それも遺伝性の

ものと聞かされ、数人の医師を転々。ある医師のところで、

「病名はそうだが、これはある強い光線に当たってなったもののようだ」と言われて

納得。

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 
1986年にチェルノブイリで原発の爆発事故があってから10日後にカリフォルニアまで
放射性物質が到達したときも、「健康への危険性はない」と言われた。しかし、レイ

エズ岬国立海岸では、

鳥の出生が1970年代の詳細な調査結果よりも60%減少していた。

ボルティモア・ニューズ・アメリカンの調査チーム。

cmk2wl @cmk2wl · 17時間17時間前 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171117-00050031-yom-soci


広島の声　小林康司

その後癌手術をくり返し現在は「甲状腺機能低下症」で生涯治療を継続してい

る。従って「原爆症認定却下」に対して取消しを求める神奈川県集団提訴の原告の一

人になっている。

厚生労働省が何故主治医に裏付けを取らないまま却下するのか全く理解できない。

中津川　昴さんがリツイート 
ライブドアニュース�認証済みアカウント� @livedoornews · 7時間7時間前 
【訃報】「AC/DC」ギタリスト、マルコム・ヤング氏が死去 64歳
http://news.livedoor.com/article/detail/13910659/ …

先月23日には兄でプロデューサーだったジョージ氏が死去。弟のアンガスら家族に見
守られて亡くなったという。

https://twitter.com/livedoornews/status/931929085915230208

cmk2wlさんがリツイート 
冷凍都市 @ayumochineko · 11月15日 
返信先: @cmk2wlさん 
https://twitter.com/ayumochineko/status/930659889705291776

sinwanohate・レイジ @sinwanohate · 11月14日 
腫瘍により足を切断、異常出血で子宮摘出、抜ける毛髪……トモダチ作戦で被曝した
米兵たちの裁判

https://twitter.com/sinwanohate/status/930363966731120640

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2016年11月26日 

実際に即死するような空気を吸い込むことが既にある。

オキシダント（光化学スモッグ）濃度上昇と VOCによる「熱中症」がそれ。

http://news.livedoor.com/article/detail/13910659/
https://twitter.com/livedoornews/status/931929085915230208
https://twitter.com/ayumochineko/status/930659889705291776
https://twitter.com/sinwanohate/status/930363966731120640


中国では1日 4000人が大気汚染が原因で死亡。
2012年の推定 650万人の死亡が大気汚染と関連していると WHO。
https://twitter.com/cmk2wl/status/802496898103812097

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2012年11月26日 
ローレン・モレ 「こんなことは誰も言っていないし、信じられないかもしれないが、

糖尿病の世界的な流行は放射能と関係している

としか思えない」（中略）広島の原爆投下後、日本でも糖尿病が大変増えています

から、専門家は放射能と糖尿病の関係を知っていたはずです。

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2012年11月23日 
郷地医師　数年前の長崎大学の七條助教の研究で、原爆放射線による被曝で亡くなっ

た方から献体された内臓の標本を分析したものがある。その標本からは、実際に

原爆投下から六十数年が経った現在でもアルファ線が発せられ、

細胞組織を傷つけているという分析結果が出ている。

cmk2wl @cmk2wl · 14時間14時間前 
長崎の声　吉冨安美

体内残留放射能の影響をうけ、特にガン、白血病等の疾病や精神的の後遺障害で入院

したり、悩み、苦しんでいる人が増え、こころの悩みのために被爆体験を語り継ぐこ

とすらできないでいる人も多いのです。

cmk2wlさんがリツイート 

https://twitter.com/cmk2wl/status/802496898103812097


cmk2wl @cmk2wl · 2013年4月16日 

「私は東日本、首都圏から避難した」という人は RT
https://twitter.com/cmk2wl/status/324276941001736192

　　↓

@N0NUKES @ST0NES · 2014年7月22日 

「あとで必ず連絡します」という置手紙をして幾らかお金を持って靴を履いてくだ

さい。

玄関の戸をあけて転ばないように歩いてください。

駅へ向ってくださ い。

切符を買ってください。

列車へ乗ってください。何百キロも遠くまで。

景色のきれいな街で降りてください。

そこで暮してください。

　　↑

シバヤギは落葉好き @biflonslunettes · 2014年3月25日 
@cmk2wl デトックス頑張りますp(^_^)q 

細かい目標を立てて少しずつ前進すれば道は開けると今なら思えます。

何度も諦めた引っ越しが実現出来たのだから。有益なツイートに大感謝です

　　↑↓

∞きんぎょ∞ @kingyo_imori · 2014年6月30日 
返信先: @cmk2wlさん @cmk2wl

遅くにすみません。どーやって統計とったか不明ですが、宮城から自主避難した人

は600人以上いると、こないだ道内のTVでやってました！

https://twitter.com/cmk2wl/status/324276941001736192


さかなちゃん☆ウクレレ歌人←β崩壊 @sakana20001 · 2013年4月18日 
返信先: @cmk2wlさん @cmk2wl @nobutomorino

避難つか、引っ越ししました。正直、まともに放射能から逃げるなら、最終的に国出

て南米にでも行かないとダメだとは思ってます。（それでも、ダメかも）今絶賛拡散

中ですからね。

　　↑

小沢　純 @ozawajun · 2014年6月30日 
@sakana20001 @sobtomk @cmk2wl @nobutomorino 
電通と博報堂より　強力ですからね。なにせ　地球の　大気や海流の循環が　拡散に

　協賛ですから。

新日本人 @terryosm1 · 2016年11月27日 
返信先: @cmk2wlさん 

原発事故が起こったその晩に荷造りして、翌日3.12に東京から神戸へ避難し、ほっと
した。しかし2015.9月に一大決心し、スペインまで避難。

この世で一番大切なのは自分の命、と確信した。

k5_g10 @chako_rock · 2014年6月30日 
返信先: @cmk2wlさん @cmk2wl

福岡です。2014.５月に東京の家が売れ、同居していたバーバと犬が５月末に来福。そ
して、仕事の残処理でウィークリー借りて東京に残っていたパパが６月末で退社し、

今週末、福岡へ来ます。これで移住完了です！2年以上に渡る母子避難生活完了！あり
がとうございますっ！

東京都日野市⇒長野県軽井沢町⇒北海道興部町⇒北海道！札幌市！

いや〜！（＾□＾）！〜おつかれ、私っ☆



sinwanohate・レイジさんがリツイート 
保立道久 @zxd01342 · 11月14日 
保立道久さんが添田孝史をリツイートしました

この本は必読と思います。多くの「原発本」の中で、結局、残ったものの筆頭が

前著『原発と大津波』でした。私は文部科学省の科学技術審議会の専門委員として地

震防災の方針討議に歴史学の側から参加しましたが、この前著を読んで

政府の地震学攻撃をもっと正面から批判すべきだったと痛感しました。

https://twitter.com/zxd01342/status/930552008607596544

中津川　昴 @subaru2012 · 8時間8時間前 
【2022年6月に日本で何かが起こっていた。今朝、4年先の未来を見てきて、忘れない
ように何回も覚えてきたことだけど、多分、伝染病だと思う。

一度は根絶された伝染病が日本海側で発見され、徐々に東に向かって拡大している

とニュースでやってきたので、おそらく人から人への感染力が強い物だろう】

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 13時間13時間前 
あのね？

先日、エリンギと松茸のお吸い物で、なんちゃって松茸御飯を炊いたんだけど、真空

おひつに入れといたのな？

昨日食べた時に空気抜くの忘れたら…

綿生えてたwww

これは無理だよね？w
ま、残りは半膳しかないから許すよwwwww
https://twitter.com/charlie24K/status/931852634356461569

https://twitter.com/zxd01342/status/930552008607596544
https://twitter.com/charlie24K/status/931852634356461569


sinwanohate・レイジさんがリツイート 
帰社倶楽部（） @kishaburaku · 11月14日 

今書店に並んでる『失敗の本質』の帯的なカバーなんどけど、これはタイムリーにも

ほどがあるよね。

https://twitter.com/kishaburaku/status/930447782783021056

https://twitter.com/kishaburaku/status/930447782783021056


（11月19日）　アルマンディン兄様のばか〜〜〜〜〜ッ！！（＞＜ｐ）！！

https://85358.diarynote.jp/201711191952538185/

（早くも転職活動なう★）　（＾＾；）

2017年11月19日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

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

おばんです。１９：０９。

…「やっぱり３連休じゃ足りないッ！」と、黒企業勤務の営業戦士のかたなどが読んだら回し蹴
りをくらいそうな腐ったセリフを吐きながら、とにかくよろよろと最低限のルーティン家事を（

途中まで）回して

ＰＣ前に戻って来ましたよと。

（＾＾；）

札幌は一度２０cm積もって融けて、また降って一気に積雪５０cm（＠＠；）。

一昨日＋１０℃あった気温が、－２℃まで下がりました…★（＠◆＠；）★

…寝る前に、忘れずに「水落とし！」しないと…！！

…という季節に、イキナリ突入しました…★★

んで。この後、突貫工事で「雑資料整理」をして、原稿に突入。…したいんですが…

https://85358.diarynote.jp/201711191952538185/
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その前に忘れずに、「履歴書ファイル」も発掘しておかないとね…！

もうこれ以上、アルマンディン兄様（≒カミサま!?）の、
都合に振り回されるのなて、御免ですからね…！！（－－＃）★

（転職１週間めで、すでに胃が痛い…★）

（明日、行きたくないッ！）…という気持ちをなだめるためには…

（「今月いっぱいで辞めてやるッ！」くらい思ってないと…★

　乗り切れません…★★）

…ｗ（－－＃）ｗ…★★

https://www.youtube.com/watch?v=883HeXl3_kg
ケツメイシ　トレイン 

…とりあえず「時給１０００円・交通費全額支給・ＪＲ札幌駅直結」に、

「応募のボタンをぽちっとな」してきましたよ…☆
（でもこういう簡単な応募方法のやつは、たいがいダメなんだけどね…ｗ）

アルマンディン兄様！「１１月１３日研修開始」だったあのバイト！

あれの条件のほうが絶対良かったのに！

https://www.youtube.com/watch?v=883HeXl3_kg


よくも邪魔してくれましたね〜ッッッ★（ーー＃）★

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日21:05
　

…なんだか虚しくて悲しすぎて涙が出てきました…

今日は（ついに！）原稿は無理そうです…

アルマンディン兄様のばか〜〜〜〜〜ッ！！（＞＜ｐ）！！

（私にだって、限界。ってものが、あるんだ〜ッ！！）

　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（11月19日）　…りすは寂しいと死んじゃうんだよ…

https://85358.diarynote.jp/201711192119578390/

【 札幌 ０．０ ８５ μ 】。

2017年11月19日 就職・転職 コメント (1)
　

　 　

　

　

01:00 0.049 0.043 0.046 6 

02:00 0.052 0.044 0.048 6 
03:00 0.057 0.054 0.055 6 
04:00 0.054 0.041 0.047 6 
05:00 0.050 0.040 0.045 6 
06:00 0.053 0.049 0.051 6 

07:00 0.049 0.044 0.046 6 

08:00 0.056 0.049 0.053 6 

09:00 0.048 0.038 0.043 6 

10:00 0.076 0.040 0.055 6 

11:00 0.085 0.076 0.081 6 

12:00 0.075 0.061 0.069 6 

13:00 0.056 0.040 0.047 6 

https://85358.diarynote.jp/201711192119578390/
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14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
18:00 
19:00 
20:00 
21:00

…しかも更新切れてるし…ｗ（－－＃）ｗ★

精神状態くらいオカシクなって当然だったか…ｗｗｗ

ホワイトフード @whitefood1 · 1 時間1 時間前 
11月19日19時43分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が559箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/932197649175818240

https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg
Dean Fujioka - History Maker (Yuuri!!! on Ice opening) 10 hours

…そうだった…

「転職」の重大要件が、１コ抜けてたよ…★（－－；）★

（ぃや、他というか今までがあまりに酷かったので…★）

時給１０００円以上！

交通費（当然）全額支給！

いじめもパワハラもないこと！

https://twitter.com/whitefood1/status/932197649175818240
https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg


…「友達ができる」こと…！

…りすは寂しいと死んじゃうんだよ…

そしてふつう、「空気を読んだら」

「呑みに行きませんかー？」

ＯＫだったら⇒「いつが空いてます？今週末どうですか？それとも忘年会？」

ＮＯだったら⇒「そうですねー。そのうち、ぜひ。」（社交辞令）

…アルパカ狼さんの反応、「ＮＯ」（迷惑）だよな…ｗ（－－；）ｗ…★

妄想ばばぁがいなくなったほうが、せいせいするでしょう…。

　

早期「方違え転職」で、ＧＯ！

　

　

 
 

コメント



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月19日21:27
　

どうあっても精神状態は浮上しそうにないので。

（－－；）

でも諦める気も負けるつもりもないので。

とにかく、洗濯だけして…

さっさと寝ちゃいます…★（ＴＴ；）★
　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（11月19日）　『 涙滴 大陸 』 終わり。

https://85358.diarynote.jp/201711200542515370/

★日付修正★　「ヤツリーダムの物語 ３」

　 （携帯から）　（11月19日23時47分）

2017年11月19日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　

　

天が裂け大地が割れた。

大水が沸き上がり火の玉が森や街に降り落ちた。

飛べる虫と鳥と魚たちは一斉に逃げ出し、泳げる獣たちは海に飛び込んだ。

二本足のうち知恵や権力のある者は我先に港に駆けつけた。

金や武力にものを言わせて我と我が財宝と一族のうちでも気に入った者だけを乗せて残りは蹴散

らし、悲鳴と哀願を無視して迅く船を外海に走らせた。

中にはしがみつく貧しい者らに転覆させられる船、恨みから火を放たれ港口を塞いで炎上する船

、まさに阿鼻叫喚のちまたであった。

港から遠く、あるいは野山に襲いかかり洗い流す激しい津波に呑まれた二本足たちは、なすすべ

もなく水に溺れた。

その時、ヤチダモが天に声を放った。

ありとあらゆるヤチダモの一族たち、大きい者も小さい者も尾のある者も四つ鰭でかく者も、み

な急ぎ駈け泳ぎ寄り、溺れる二本足たちをその背に載せた。

荒れ狂う波を掻き分け息もつかずに泳ぎに泳いだ。

https://85358.diarynote.jp/201711200542515370/
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泳いで泳いで泳いで泳いだが、火と水に沈み行く涙滴大陸から彼方の未知の大陸へと、浪は荒く

高く、水は冷たく時には凍りついて、二本足を載せたままでは水に潜り餌をとることも背中の皮

に水をかけることも出来ず、多くのヤチダモたちは半ばで力尽き、屍を舟として、なをも人々を

運んだ。

飢え渇いた二本足らは哭きながら死んだヤチダモの干からびた背中の皮を剥いで喰い、脂を燃や

して肉を喰い、屍の舟が底の皮しか残らなくなる頃、

ようやくに潮に流されてはるかな砂の大陸へと流された。

これが涙滴大陸の最期の物語であり、砂と岩の大陸の物語の始まりなのであった。

『涙滴大陸』終わり。

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月20日7:24
　

…あえてここに貼っておこう…ｗ
　　↓

　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
neko-aii  @neko_aii · 11月17日 

”2012wat 2012年

https://85358.diarynote.jp/
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シンガポールの不動産関係者が、

ここ1年で超高級マンションの予約購入者の
「職種」が変わったと

原発事故前は

IT関連や引退予定の大企業の役員が
多かったそうですが、

ここ1年は
霞ヶ関の人間が急増

事実を知ってる人間が逃げてる”
　

　

 



（11月19日）　地獄とまでは言いませんが、

https://85358.diarynote.jp/201711200611424293/

【 札幌 （！情報停止中！）】（－３℃）。　（午前５時起きた
そうしの作業栗鼠１匹目）

2017年11月20日 就職・転職 コメント (2)
　

　 　

　

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

あらためまして？おはようございます。０５：５５の４分前です。

地獄とまでは言いませんが、なかなか煉獄な新バイト第２週の１日目。

（－－；）

胃痛と吐き気…★

前項日付修正してきました。

お風呂と洗濯したら心が少し落ち着きましたですよ。（＾＾；）

（前々項と http://85358.diarynote.jp/201711191952538185/ 参照）

文章は雑になりましたが、とにかく書きました…♪

（加筆修正は来年やります〜☆）

んで。たくさんご来場ありがとうございます〜♪

　　↓

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－９

https://85358.diarynote.jp/201711200611424293/
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（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年９月）48ページ
2ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：146

『復讐は、ビシソワズ。』（二年目）〜退職強要の記録まとめ〜 609ページ
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：2,127

…「ダイエット編」に入ってから御来場者サマが増えました…ｗ

…どなたか、ぽちっと感想なんかも（プラス方向限定で！）頂けると嬉しいんですが…（
＾＾；）☆

…悠宙舞さん自動推奨でこれがかかりました…♪
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk
若旦那　信じろ

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 

2017年11月19日（日）【当日】

…ヲイ。（＝＝＃）★（今日、２０日…！）

とりあえずいきなり「マイナス３℃」（＾＾；）★

１１月末なのに１ヶ月は速く根雪になりそーな勢いで天気予報はマイナス気温が続いてまして…
カチカチです★

https://www.youtube.com/watch?v=X3mWbaOHmHk
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


（…自転車、買ったばかりなのにぃ…ッ！（＞＜ｐ）！★）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511125800/1011-0010-101000-
201711200610.gif?t=1511126465
（０６：００〜０６：１０）

https://www.youtube.com/watch?v=1GRiwtqvKIs
やってもないのに / RAY 

ホワイトフード @whitefood1 · 4 時間4 時間前 
11月20日1時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が86箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/932290163698368512

ホワイトフード @whitefood1 · 10時間10時間前 
11月19日19時43分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が559箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/932197649175818240

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
11月19日13時42分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が173箇所以上存在し
ます。

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
11月19日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/932020639740784640

https://www.youtube.com/watch?v=kXqek2NX1PU
RAY / 言葉の力 （STEP UP RIDDIM） 【MV】

…私は「ことばを操る」人間だ…

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511125800/1011-0010-101000-201711200610.gif?t=1511126465
https://www.youtube.com/watch?v=1GRiwtqvKIs
https://twitter.com/whitefood1/status/932290163698368512
https://twitter.com/whitefood1/status/932197649175818240
https://twitter.com/whitefood1/status/932020639740784640
https://www.youtube.com/watch?v=kXqek2NX1PU


「嘘」なんか、つけないのだ…

「相手の得にならない商品を、得になるかのように嘘ついて売り込む」なんて、

　「出来ない。」…

…（＾＾）…。

　これは「ポリシー」（思想信条）によるものであって、能力の欠如とかいう問題では、ナイ。

私が関東の人に言える唯一の言葉は、これだけだ…。

「関東の水道水なんか、飲めない！

　水が飲めないような土地に、棲んでいてはいけない！

　今すぐ！　逃げろ…！」（全力＋全速力でッ！）

　…はい。さっさと転職！ to 天職〜ッ！！（＾＾；）！！…☆

https://www.youtube.com/watch?v=Db5wB_jCa2o
HISATOMI / MY DREAM (STEP UP RIDDIM) 【MV】 

cmk2wl @cmk2wl · 6時間6時間前 

苦しまねばならないなら、

毅然として苦しもうではないか。

ヴィクトル・ユーゴー

　

https://www.youtube.com/watch?v=Db5wB_jCa2o


 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月20日7:35
　

札幌じまんの公共除雪がまだ動いていない（１１月中）ので、

道路状況がわかりません。（＾＾；）

遅刻防止に、３０分早く出ることにしますので、本日情報チェックは途中〜☆

（…まじめ？な自分の性格が、恨めしいわ…★）

（「雪だから休みまーすｗ」くらい、いっぺん逝ってみたい…ｗｗｗ）
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月21日6:07
　

2017年11月20日（月）【前日】
01:00 0.032 0.031 0.032 6 
02:00 0.032 0.031 0.032 6 
03:00 0.032 0.032 0.032 6 
04:00 0.034 0.033 0.033 6 
05:00 0.034 0.033 0.034 6 
06:00 0.034 0.033 0.033 6 
07:00 0.034 0.033 0.033 6 
08:00 0.033 0.032 0.033 6 
09:00 0.035 0.033 0.034 6 
10:00 0.035 0.034 0.034 6 
11:00 0.034 0.034 0.034 1 
12:00 - - - 0 
13:00 - - - 0 

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


14:00 - - - 0 
15:00 - - - 0 
16:00 - - - 0 
17:00 0.032 0.032 0.032 3 
18:00 0.032 0.032 0.032 6 
19:00 0.033 0.031 0.032 6 
20:00 0.033 0.032 0.032 6 
21:00 0.033 0.032 0.032 6 
22:00 0.033 0.032 0.032 6 
23:00 0.033 0.032 0.033 6 
24:00 0.033 0.032 0.032 6 

…ｗ（－－；）ｗ…？

----　は、「欠測」なのか「不検出」なのか…？

そこが問題だ…★
　



（11月20日）　アルマンディン・ガーネット兄神様が必死？の慰留策。

https://85358.diarynote.jp/201711210554403971/

２Ｂ or ＮＯＴ ２Ｂ？

2017年11月20日 就職・転職 コメント (6)
　

　

　

（伊香輪11月20日秋葉原12時26分）

昨年１０月の大雪に除雪の準備が間に合わず多数の通勤遭難者や自宅から出られない

要救助者あげくは灯油のタンクローリーが入れずに暖房が切れて零下１４℃を徒歩移

動で公民館に避難生活など多大な犠牲者が出たことを重く見たのか、さすが札幌の誇

る公共除雪！(^O^)

まだ１１月なのにガッツリ子どもの通学ルート最優先で除雪がしてあって…

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

通勤らくらく雪上散歩♪

平地最短ルート５９分のところ雪上第２最短ルートで６９分で快踏♪o(^-^)o

通勤と防寒装備には何ら問題はありません！

(‾ー+‾)ニヤリ

https://85358.diarynote.jp/201711210554403971/
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（続く）

２Ｂ or ＮＯＴ ２Ｂ？

画像あとで貼りますが。

(^。^;)

指導霊統括（ほとんど神！）の

アルマンディン・ガーネット兄神様が必死？の慰留策を投げてるようですが。(^_^;)

転職すべきか留まるべきか？

…タロットカードを発掘しようかな…

(・ω・;)(;・ω・)

┐(’〜`；)┌

（11月20日22時17分）

先ほど無事帰投。o(^-^)o

最終的には１５kg



…揺れてる！(‾○‾;)！

…震度１くらいでした…(^_^;)

くらい担いであちこち寄り道？てか大回りして元気に雪中徒歩帰宅。o(^-^)o

誰が何と言おうと私にとっては大荷物担いで悪路を長距離踏破することほど

楽しい遊びは他になく、無上の娯楽であり最高のストレス解消法なんですから、

ほっといて下さい。(^_^;)

てことでマイナス２℃ですが夏ズボン一枚の弱装で滝汗かいて帰宅。(^。^;)

んで。(-"-;)

昨夜応募したバイト職場からは何故か延々１２分半の『留守録保留音攻撃』を喰らい

…(-"-;)★

現バイト先ではガッツリこないだのボジョレー・ヌーボー電話の件の抗議を入れたら

さすがにイビりもなくなり。(^_^#)

相方が契約とり。私が契約とれないところのもぐら叩き。…で分業体制？

ここを踏ん張ればそもそも希望した異動先に移れるかも？な可能性もゼロではない

ので…

┐(’〜`；)┌



しばらくは、アルマンディン神兄様に、振り回されるしかないかな…(-"-;)…

明日も早起きです。

半額ギョウザ粥喰らって、

暖かくして早めに寝ます♪

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月21日7:36
　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
47NEWS47  @ news · 11月14日 
　

ヤマト、年末の時給２千円　一部地域、人手不足で上昇

https://twitter.com/47news/status/930400228137623552
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月24日23:28
　

OTL49さんがリツイート 
みかん@適度にがんばる @naroming81 · 11月21日 
　

1人でも多くの人がJAFの現状を知ってくれたらな。。
https://twitter.com/naroming81/status/932879955079266304

https://85358.diarynote.jp/
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ちなみに私は、閉店？１分前にかかってきた電話でイキナリ、

「◆◆って◎◎って言うよな？」と話し始めた、どう考えてもヘンな客に、

「はぁ。一般的にそう言われておりますね。」と、とりあえず同意しただけで、

「一般的ってどういう意味！」「何て雑誌の何年何月号の何頁何行目！」…と、

いきなり逆上され…||||（＠◆＠；）||||…

答えに窮していたら

⇒「そんなことも答えられずに喋るよーなオマエなんか社会の迷惑。

生きてる価値ないよな。今すぐそのビルの屋上から飛び降りて死ねよ！」

…と、延々２０分、「死ね！死ね！」と罵られ続け…（－－；）…★

それを盗聴？しているＳＶ暗愚ブリッ児にげらげら嗤われ…

あげく、「残業代ナシ」で、「死ね！」連呼２０分間かける３回聴かされ…

「なぜお客様をそこまで怒らせてしまったのか」なる、

「反省文」まで、書かされましたッ！

暗愚ブリッ児いわく、⇒「ぜんぶベルクカッツェ魔苦ゴナガル様のご指示！」

だそうですッ！★

★　ｗ（０□０；）ｗ　★



霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月24日23:42
　

OTL49さんがリツイート 
ほっしー @hossy_fe_ap · 11月21日 
　

うつ病は

１．体からエネルギーを吸い取られ

２．景色が悪いようにしか映らないメガネをかけさせられ

３．うまく行かなかった部分にしか着目しない呪いをかけられ

４．熱のないインフルエンザにかかったようなだるさが全身を襲い

５．甘えだから気合いで治せよｗ

と言われる病気です。

https://twitter.com/hossy_fe_ap/status/932957272698949634
　

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月24日23:59
　

OTL49さんがリツイート 
あの佐々岡 @anosasaoka · 11月20日 
　

インターネットに理解のあるお婆ちゃん利用者さんが｢今はいいじゃない、嫌な事があったらイ

ンターネットで愚痴を言える人がいつでもいるんでしょ？昔じゃあ嫁の愚痴のはけ口は神社の裏

に藁人形で五寸釘刺すぐらいしか無かったからいい時代じゃないの。｣って言ってて、多分Twitter
は現代の藁人形。

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

2017年11月25日0:10
　

OTL49さんがリツイート 
あまおう @co9ts · 11月20日  
　

暇だったので私が接客業時代に最もストレス値を爆上げさせてきたお客さんの話を描きました(笑)
 
全く話は盛っておらず、むしろ４枚に収めるためにかなり内容を削いだわけだけど、

接客業してるとたまに本当によくわからない人間に遭遇するから、世界の広さを感じますよね

https://twitter.com/co9ts/status/932583132754087936
　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月25日0:14
　

OTL49さんがリツイート 
pato @pato_numeri · 11月19日 
　

今日、引越しのバイトを長くやってきてたやつが言ってた「ドラム式洗濯機が洗面所に入らなく

て

その場で夫婦喧嘩になることが多い」って話はもっと世間に広めるべきだと思う。
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（下旬）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２０１７年１１月）

（下旬）
 
 



（11月21日）　私、１年３６５日、毎日１枚ずつでも、「書けるはず」！

https://85358.diarynote.jp/201711210619228317/

【 泊原発 ０．０ ５５ μ 】／（札幌 ０．０ 34 μ。 －４ ℃ ！）
。　（目からウロコが白鱗人の　霧樹＠ 作業 栗鼠 １匹目）

2017年11月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

　

　

あらためまして、おはようございます。０５：５６です。

札幌はマイナス４℃！（＠＠；）！…まで下がりました…★

先週の金曜日はプラス１４℃くらいまで上がった？のに…★

…（－－；）…★

どうも夏も冬も「今までの暦よりも１ヶ月くらい速く来てすぐに去る」な前倒しがパターン化？

しているようにも思えるのですが…。

公私ともに、今季の越冬は、大変なことになりそうです…★

（とりあえず昨日から「いつもの」カラスさんに給餌を始めました…☆）

（覚えててくれて、待ち構えててくれたんだよ〜♪♪）

ところで。（＾＾；）

フト先程、（遅い！）気がついたんですが…☆ｗｗｗ

https://85358.diarynote.jp/201711210619228317/
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これ、⇒http://85358.diarynote.jp/201711200542515370/
　　　「ヤツリーダムの物語 ３」

⇒　 （携帯から）　（11月19日23時47分）
　　　　　↑

…コレでいいなら、私、１年３６５日、毎日１枚ずつでも、「書けるはず」！

…じゃね…？？ｗ（＠□＠；）ｗ？？

…ってことで、今までのオノレの散文的な（？）毎日の、時間の無駄というか安閑とした過ごし
方に、

ガクゼンとしているところでございます…ｗｗ

（１日１枚で、「１冊分」の「下書き」が出来るんじゃんか〜ッ？？）

（…て、書いた後の情報チェックで、これ拾った…☆）
　　↓

cmk2wl @cmk2wl · 2 時間2 時間前 

考えた結果が状況を作る。

シェイクスピア

https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg
Dean Fujioka - History Maker (Yuuri!!! on Ice opening) 10 hours

閑話休題。今日もバイトです。情報チェック逝きます…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月21日（火）【当日】 

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


01:00 0.033 0.032 0.032 6 
02:00 0.033 0.032 0.032 6 
03:00 0.033 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00

！（＾◇＾）！

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
11月20日13時51分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が30箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/932471560287305728

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
11月20日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/932383031301509121

…（－－；）…？

⇒参照：http://85358.diarynote.jp/201711200611424293/
（コメント欄）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511212200/1011-0010-101000-
201711210610.gif?t=1511212859
（０６：００〜０６：１０）
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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11月21日7:24
　

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11月14日 
　

高校の歴史教科書に載る用語が半分に？坂本龍馬が消える可能性も #ldnews
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/930550889772748801
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月21日8:02
　

…７時半に作業終わりのはずなのに！

…８時半のつもりでやってた…ッ！？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月22日6:51
　

2017年11月21日（火）【前日】
01:00 0.033 0.032 0.032 6 
02:00 0.033 0.032 0.032 6 
03:00 0.033 0.032 0.032 6 
04:00 0.032 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00 0.033 0.032 0.032 6 
07:00 0.032 0.032 0.032 6 
08:00 0.033 0.031 0.032 6 
09:00 0.032 0.032 0.032 6 
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10:00 0.032 0.032 0.032 6 
11:00 0.032 0.032 0.032 1 
12:00 0.033 0.032 0.032 6 
13:00 0.033 0.032 0.032 6 
14:00 0.032 0.032 0.032 6 
15:00 0.033 0.032 0.032 6 
16:00 0.033 0.032 0.032 6 
17:00 0.032 0.031 0.032 6 
18:00 0.033 0.032 0.032 6 
19:00 0.033 0.032 0.033 6 
20:00 0.033 0.032 0.033 6 
21:00 0.033 0.032 0.032 6 
22:00 0.033 0.032 0.032 6 
23:00 0.033 0.032 0.032 6 
24:00 0.032 0.032 0.032 
　



（11月21日）　「通勤は歩いたほうが速い」…☆

https://85358.diarynote.jp/201711210805219134/
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月21日9:08
　

ほがらかになりすぎましたｗ

(^。^;)

「雪降ったから３０分早く出なくちゃ」だけしっかり覚えていて、

「バイト変わったから６０分早く出なくちゃ」のほうをばっくり失念。★(-”-;)★

はたと気づいたのが８時過ぎ。

ヽ（・＿・；）ノ

本来なら玄関を閉めてなきゃのタイミング…

…！(‾○‾;)！…

とっさにバスの時刻表みて、

朝ごはん抜きでダッシュで支度して、（水道の水抜きは忘れずに！）８時３０分に鍵かけて…

一瞬、（このタイミングならまだ歩ける！）と計算したのですが、

空腹と「良識」（楽しいから歩きたい、で遅刻したらどうする！）…に邪魔をされ…

(・ω・;)(;・ω・)

https://85358.diarynote.jp/
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ジャスト余裕で間に合うはずの４０分のバスに間に合うようにバス停に行ったら

２分前に２本前のバスが「３５分遅れで！」到着。(-”-;)

現在車中の人。(^_^;)

とりあえず昼飯用のドーナツ食べちゃいましたｗ

道泣かば、いや半ば。(^_^;)

現在４６分遅れで猛烈牛歩状態

…┐(’〜`；)┌

あ、曲がった曲がった♪

…なんとか間に合うかな〜？

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月21日9:12
　

…これだから、

「通勤は歩いたほうが速い」んだよ…☆
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月21日9:28
　

間に合った☆o(^-^)o

（バス的には最終１時間遅れの見込み…）
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https://85358.diarynote.jp/


（11月21日）　！☆ アルパカ狼さんにお願いッ ！☆

https://85358.diarynote.jp/201711220606473904/

！☆ アルパカ狼さんにお願いッ ！☆　（11月21日19時21分）
　（追加あり☆）

2017年11月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　 　

　

リャマさんが！

元気がないの〜ッ！(;_;)！

心配！心配！（＞＜。）。。

ビクーニャさんと一緒に！

かまってあげて〜ッ！☆

（ｐ＿；）＼（＾＾　）

(^人^;)

https://www.youtube.com/watch?v=F1cLL2ndPCs
I believe 〜海の底から〜 

 
 

コメント
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https://85358.diarynote.jp/201711220606473904/
https://85358.diarynote.jp/201711220606473904/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171122/85358_201711220606473904_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171122/85358_201711220606473904_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171122/85358_201711220606473904_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=F1cLL2ndPCs


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月22日6:09
　

…ていうか、リャマさんは元の部署に戻してあげてほしい…

…（ＴＴ；）…

あんなに３人コンビで、仲よく楽しくシゴトしてたのに…

…可哀想…（＞＜ｐ）…！！
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月22日6:14
　

　　↑

ちなみに曲は例によって霊によっての

「悠宙舞さん…実にタイミングよく！…自動推奨」でした☆
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（11月21日）　鈍だけ不注意なのかな今日？

https://85358.diarynote.jp/201711220612476945/

先ほど無事帰投。(^_^)v 11月21日22時18分

2017年11月21日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)

 

(^_^;)

今ね、本文をタイトル欄にいれちゃって拒否られたの。(^_^;)

鈍だけ不注意なのかな今日？

m(_ _)m

★★★★★

先ほど無事帰投。(^_^)v

今日も元気にo(^-^)o
マイナス２℃の荒野？を

１０kgかついで踏破しました。
(‾ー+‾)ニヤリ

お腹回りが細くなった〜☆

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

でも明日からは時間節約のために往きは歩きで帰りはバスにしようかと思います。

でもって明後日は休み（シゴトないのにシフト組まれてた★）になりました★

(-"-;)

https://85358.diarynote.jp/201711220612476945/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711220612476945/


文句は多々。明日にでも。

(-_-#)

とりあえず明日は間違えずに、

８時過ぎには家を出ます！

(^。^;)

…ので、

漫画よんで

ご飯食べて

早めに寝ま〜す☆

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月21日22:20

あれ？(^。^;)

これは今日の日付になったね☆

(^o^)／

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月21日22:32



何故か？順番が前後してるのでコメントともども明日直します。(^_^;)

おやすみなさ〜い。(’◇’)ゞ

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月22日6:13
　

いま直してます☆
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（11月21日）　清クン（なかのひとリャマさん疑惑ｗ）

https://85358.diarynote.jp/201711220615322379/

まま我が。 （自己紹介シリーズ）（仮）

2017年11月21日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

　 　

　

　

　

我かえ？

３次元のことばではママ我が。またはワァガ・マンマ（我儘）と呼ばれておる。

まぁ、読んで名のとおりの者じゃ。

別の次元では「普遍自在」神とも呼ばれるが、けして全知全能なぞという幻影ではない。

われもまた道半ばにあるもの。

魂の生成流転の過渡的な一形態にしか過ぎぬ。

ゆめゆめ唯一絶対なぞという無責任な願望を押しつけてくれるなよ？

３次元の者らに一言とな？

ではイロニナンズが歓びそうな言葉を送って進ぜよう。
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『皆さん、楽しんで下さい。』

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月22日6:19
　

この件ね。（＾＾；）

　　↓

http://85358.diarynote.jp/201711210619228317/
＞フト先程、（遅い！）気がついたんですが…☆ｗｗｗ
＞これ、⇒http://85358.diarynote.jp/201711200542515370/
＞　　　「ヤツリーダムの物語 ３」
＞⇒　 （携帯から）　（11月19日23時47分）
＞　　　　　↑

＞…コレでいいなら、私、１年３６５日、毎日１枚ずつでも、「書けるはず」！
＞…じゃね…？？ｗ（＠□＠；）ｗ？？

…で、…細切れなのでまとまったストーリー書くのは難しいかな…★
…とか、考えていたら…

（＾＾；）

いきなり清クン（なかのひとリャマさん疑惑ｗ）が勢いよく、

自己紹介＆「好の悪口！」を始めてくれたですよ〜☆

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


…なので、投稿用原稿の「あらすじ」と連動企画で、

「時系列？自己紹介」をこまこま１枚ずつ書いてみる…という企画…

（三日坊主に終わるかも！）

https://www.youtube.com/watch?v=c_IPaa9bTvI
KOKIA - moment (Full Album & bonus tracks) 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月22日7:05
　

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年3月7日 

社会を変えるためにまず自身を変えることから始めてほしい。

宗教、政府、人種、コントロールのために作られたあらゆる壁を取り払ってほしい。

恐れの中で喜びを作り出してほしい。

そうすれば恐れは消える。

あなたの考えと行動は純粋な意図。

そうであるならいかなる苦しみも攻撃もない。

モンタギュー・K
　

　

https://www.youtube.com/watch?v=c_IPaa9bTvI
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月22日7:16
　

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 9時間9時間前  
　

銀河プラズマフィラメントとはたとえて言えば広大な宇宙空間から銀河中心核へつながった送電

線なのです。

太陽やその他の恒星はこの超巨大な送電線の内部で誕生して光り輝いているのです。

このように考える宇宙論をプラズマ宇宙論と申します。

ご理解いただけたでしょうか？

　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（11月22日）　「 時間がない ッ！」

https://85358.diarynote.jp/201711220633449286/

（札幌 ０．０ 33 μ。 －１℃ ）。　（未中津）

2017年11月22日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　 

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=0W-phoR_kS8
旅の途中 - 狼と香辛料OP

おはようございます。

１１月２２日、

０５時４５分、です。（＾＾）

心身堅調。気温－１℃、風が荒れて来ました。予報は…（＠＠；）…★？

と、ここまで書いて、先に昨日の分の日付修正作業をやってきます…☆

https://www.youtube.com/watch?v=ik6htgmzGbs
旅の途中 - 清浦夏実 [Sub Español] 

…はい、「時間がないッ！」とか叫びながら、わざわざ画像検索までして、

「気の澄む」まで（前４つ）遊んできましたよと…☆

そんで…

「今日は情報チェックをやりたくない！」（現実から逃避したいッ！）

https://85358.diarynote.jp/201711220633449286/
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気分が満載だ。ということに気がつきました…☆（－－；）…★

さて？　一体なにが…？？？

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月22日（水）【当日】 
01:00 0.033 0.032 0.033 6 
02:00 0.033 0.032 0.032 6 
03:00 0.033 0.032 0.033 6 
04:00 0.033 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00

…今のところ、札幌は問題な〜しッ！（＾◇＾）！

（０６：３２）

地震マップ @eq_map · 15時間15時間前 
【M3.6】石狩平野 深さ26.8km 2017/11/21 16:29:51
【最大震度2】(気象庁発表) 胆振地方中東部 深さ約30km M3.4 21日16時29分頃発生

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月23日7:36
　

2017年11月22日（水）【前日】

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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01:00 0.033 0.032 0.033 6 
02:00 0.033 0.032 0.032 6 
03:00 0.033 0.032 0.033 6 
04:00 0.033 0.032 0.032 6 
05:00 0.033 0.032 0.032 6 
06:00 0.033 0.032 0.033 6 
07:00 0.033 0.032 0.033 6 
08:00 0.033 0.032 0.033 6 
09:00 0.033 0.032 0.032 6 
10:00 0.033 0.032 0.033 6 
11:00 0.033 0.032 0.033 6 
12:00 0.033 0.032 0.032 6 
13:00 0.033 0.032 0.033 6 
14:00 0.033 0.033 0.033 6 
15:00 0.034 0.033 0.034 6 
16:00 0.038 0.034 0.036 6 
17:00 0.041 0.037 0.038 6 
18:00 0.040 0.037 0.039 6 
19:00 0.041 0.038 0.040 6 
20:00 0.041 0.038 0.040 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 0.038 0.037 0.037 6
　



（11月22日）　ハルモニ！（＾◇＾）！　

https://85358.diarynote.jp/201711220733058136/

（ 私と ）　笑顔でハグした　ハルモニ！（＾◇＾）！　　（未
中津）

2017年11月22日 くたばれ！カイザー（ん）！
　

　 　

　

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
崔碩栄 @Che_SYoung · 11月10日 

トランプ大統領とハグした慰安婦の履歴が話題

笑顔でハグしたお婆さんだが（画像①）

2004年　イラク派兵反対デモ参加（画像②）

2017年5月　米ミサイル反対デモに参加し「米国の野郎が…」と卑語で米国人批判（画
像③）

https://twitter.com/Che_SYoung/status/928944251378876417

　　↑

あ〜！（＾＾）！　このひと、このひと！

私がＰＢコリアクルーズで哭いてるところをハグハグさせてもらった人！

（たぶん）！（＾＾）！

https://85358.diarynote.jp/201711220733058136/
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その時まで「日本人なんか大ッ嫌いだ〜ッ！！」

て、言ってたんだよ…（；；）

ＰＢ沖縄クルーズの時には、「私は、日本人が、大好きです！友達です！」

…て…！（＾＾）！

言ってくれて、再会のはぐはぐしました〜♪♪

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
jiji  @traductricemtl · 11月10日 
jijiさんが竹田恒泰をリツイートしました

こういうキモい男のファンタジーに付き合わされて名前変えるのを強制される女の身

になってみろよ。自分から率先して「初めて妻の姓で呼ばれ、『私は結婚したのか』

と思い、頬を赤らめる」をやってみればいいのに。

https://twitter.com/traductricemtl/status/928966976155934721

https://twitter.com/traductricemtl/status/928966976155934721


（11月22日）　今日はとても運の良い一日でした♪

https://85358.diarynote.jp/201711230704486504/

（往きは11月22日、きちんと22時44分） ♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ
♪

2017年11月22日 環境は、生命圏で、生存権。
　

先ほど無事帰投。(^o^)／

タイトルは携帯から数字を打つと自動で変換される候補文字列の筆頭でした☆

(^。^;)

なんだか幸先良いぞ♪

札幌は再びいきなりプラス５℃まで急上昇。ヽ（・＿・；）ノ

氷点を挟んだプラマイ１０℃の乱高下とか、ヤメテほしいマジでッ★(-"-;)★

とか言ってるわりに今日はとても運の良い一日でした♪

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

バイトについては明日。

買い物運はまぁまぁ。(^-^)g

心身疲れている以外は良好。

（あ､オヤシラズが痛いけど★）

https://85358.diarynote.jp/201711230704486504/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6


┐(’〜`；)┌

原稿が書けるかどうかは、仮眠してご飯食べてから考え鱒〜☆

 



（11月22日）　理想郷を創りたいのですよわたくしは。

https://85358.diarynote.jp/201711230706528934/

『自己紹介シリーズ』…リースヒェンサラル。

2017年11月22日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (3)
　

　 　

　

　

わたくしですか？

時の流れに囚われる下位次元への最後の落生の際の音波による呼び名はリースヒェンサラル。

神仙界に位階を頂く者としてはまだまだ未熟ですから、こたびの拝命はたいへん光栄に思ってい

ます。

理想郷を創りたいのですよわたくしは。

学びたい者らは浮き世の雑事に惑わされることなく心置きなくとことん学べるように。

闘いたい者は業や罪障の心配をせず心ゆくまでとことん闘えるように。

遊びたい者は興のおもむくままに技芸遊興酒色にふけり、病や貧窮の悩みなどないように。

ええもちろんなにもしたくない者は、何の悩みも煩いもなく、とことん休めるように…

https://85358.diarynote.jp/201711230706528934/
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そのためにはやはりそれぞれの興趣嗜好の別に棲み分けられる世界が必要でしょう？

…何がいけませんの…？
　

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月23日7:29
　

https://www.youtube.com/watch?v=anelho1VYKw
【癒し効果】魔法の使える世界、ファンタジー系音楽【作業用BGM・RPG】
 
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月23日8:19
　

https://www.youtube.com/watch?v=c9oTQzwXYXk
’Steampunk & Victorian Era’ Orchestral Music Compilation | 2-Hour Epic Mix
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月24日9:03
　

理系にゅーす @rikei_news · 11月9日 

https://85358.diarynote.jp/
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理系にゅーす : 太陽風の荷電粒子を受け推進する「電気帆」
https://twitter.com/rikei_news/status/928562949144289282
　　↑

いや、画像がね…？
　

　

 

https://twitter.com/rikei_news/status/928562949144289282


（11月23日）　心置きなく休める４連休！（＾＾）！

https://85358.diarynote.jp/201711230740558154/

【 稚内 ０．０ ６３ μ 】／（ 札幌 ０．０ 41 μ 。…＋ ４ ℃…。
）　（おねぼうございますの作業栗鼠１匹目）

2017年11月23日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

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

あらためまして、遅めになりましたおはようございます！

ＰＣ起こしたのが０７：０１。現在０７：３７。

前２項の日付修正やってきました。

札幌は＋４℃！あります。（－－；）

本降りの雨ですが、融けきれない雪がかなり残ってます…

…汚染雪。ってことです…（－－＃）…★

個人的には心身堅調。

いきなり雪中行軍２往復分も歩いたので膝から下が筋肉痛ですが。（＾＾；）

（平面を歩くのと雪道を歩くのでは、使う筋肉が違うのよ〜☆）

https://85358.diarynote.jp/201711230740558154/
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昨日は新バイトもようやく運が？向いてきて、「実力が発揮」できて、

私が無能でも不適格でもないことを立証できましたし♪

…ってことで心置きなく休める４連休！（＾＾）！

予定は基本「ひきこもり」〜♪♪

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月23日（木）【当日】 
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.039 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.036 0.037 6 
04:00 0.036 0.035 0.036 6 
05:00 0.038 0.035 0.036 6 
06:00

ホワイトフード @whitefood1 · 6時間6時間前 
11月23日2時01分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が87箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/933379817361219584

ホワイトフード @whitefood1 · 12時間12時間前 
11月22日19時52分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が108箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/933287188506087425

 
 
 

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://twitter.com/whitefood1/status/933379817361219584
https://twitter.com/whitefood1/status/933287188506087425


コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月24日6:45
　

2017年11月23日（木）【前日】
01:00 0.038 0.037 0.037 6 
02:00 0.039 0.037 0.038 6 
03:00 0.038 0.036 0.037 6 
04:00 0.036 0.035 0.036 6 
05:00 0.038 0.035 0.036 6 

06:00 0.045 0.040 0.043 6 
07:00 0.044 0.040 0.042 6 

08:00 0.039 0.036 0.038 6 
09:00 0.037 0.036 0.036 6 
10:00 0.036 0.036 0.036 6 

11:00 0.048 0.038 0.045 6 
12:00 0.047 0.042 0.045 6 
13:00 0.041 0.039 0.040 6 
14:00 0.040 0.039 0.039 6 

15:00 0.039 0.038 0.039 6 
16:00 0.038 0.038 0.038 6 
17:00 0.038 0.037 0.038 6 
18:00 0.038 0.038 0.038 6 
19:00 0.038 0.037 0.038 6 
20:00 0.038 0.038 0.038 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.037 0.037 6 
23:00 0.038 0.038 0.038 6 
24:00 0.038 0.038 0.038 6
　

https://85358.diarynote.jp/
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（11月23日）　怖くない「 細いねーちゃん 」。

https://85358.diarynote.jp/201711231527529200/

（※　労基署には言えない話　※）

⇒（伏線の説明はすっ飛ばしたままで、続き。）

2017年11月23日 お仕事 コメント (8)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=JwwOfxBH34s
大神 BGM 作業用 - 妖怪退治 - 

あらためまして、こんにちは☆

１５：００です。

昼寝９０分のつもりがツボ押しゴロ寝も含めて３時間もぬっくりしてしまいましたが、

まぁそれだけ疲れも溜まっていたということで。（＾＾；）

結論から言えば、新バイト（異動先の部署）は…続けられそう？です…。

（＾＾；）

当初、暗愚ブリッ児とつぅかぁの仲？であるらしい「こわいばかねーちゃん」の

マイナスオーラがビシバシ飛んで来るので、かなり辛かったのですが…、

不在の時に周囲に聞こえよがしに、「こわいですよねー！」
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…と、新相方と噂をしていたら、

怖くない「細いねーちゃん」が交代要員的にあいだに入ってくれまして…

！（＾◇＾；）！

参照⇒http://85358.diarynote.jp/201711220557351505/
「酒販店営業」を…なめるなぁ………ッッ！！！！★

…細いねーちゃんは今のところ、若くて未経験で不勉強で、頼りないことはなはだしいのですが
…

根がまじめそうでおそらくそれなりには努力家で、

「ひとを温める（はげます）言動」が自然に身についている「優良素材」なので…

本人が「なにをどう勉強したらいいのか」の「勘どころ」さえ掴めれば、

数年後には、なかなか頼もしい上司に、育ってくれると思います…☆

（…んで、両ねーちゃんとも、「指導霊団総括アルマンディン神兄様の監督下」

　にある…

　私にとっては「妹弟子」（いもうとでし？）的な人達らしい？のでした…☆）

（…特に「ばかねーちゃん」のほーは、性格がナナメなアルマンディン兄様のお気に入り？…な
のでわ？

　…ないかと思う…☆ｗｗｗ）（…私の好みではないけどー！…★）

　…（＾＾；）…☆　（※個人的には過去世で関わりあったという記憶はない）

ちなみにスネイピと暗愚ブリッ児も、思わず本気のマイナスパワーで「呪殺」しかけた時に、

http://85358.diarynote.jp/201711220557351505/


それぞれの守護霊団から「すいませ〜ん☆」と制止と謝罪が入ってしまったので、

私怨極刑は諦めました…ｗ（＾へ＾；）ｗ…☆

　んで。

変な時期に変な（…前の部署で「不良スタッフ」の烙印を捺されて退職強要されている境遇で…
）

ムリクリ「異動の希望」を出したので、

「今そこは空きがない。とりあえず空きが出るまで別の仕事をするなら受け入れてやる」

という条件を提示されて、とりあえずＯＫし…

☆（＾へ＾＃）★

…とんでもなく！

「…なるほど！誰もやりたがらなくって、募集に人が集まらなかったのね〜ッ★

　それで私のよーな【迷惑な問題児】ですら、受け入れざるを得なかったのね〜ッ★」

…という、「トンデモ悪条件な仕事」に突っ込まれたので…

「…辞める…ッ★」

…と、叫んでいたわけですが…（＾＾；）…★

たまたま機会があって、

「環境保護系の仕事に関わりたくて、環境破壊系の部署から異動の希望を出したのだっ！」

…ということを、フロア中に聞こえるような声で宣伝？（自己主張？）する機会がありまして…



♪

　そしたら、今までも４年間、廊下ですれ違っていて顔だけは知っていた人が…

「…異動していらしたんですね〜？」…と、

…声を、かけてくれるようになりました…！（＾＾）！

…今度こそ！「職場の友達」が、フツーに！

…出来るかなぁ〜…ッ？？？

（とりあえず相方さんとは話が合わせられる程度には気があってる…。

　…「甲状腺に異常あり」な人だけど…っ（－－；）…★）

　待て次号。（＾＾；）☆

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月23日15:38
　

とりあえずここで私が、

「けして無能でも不良でも嘘つきでもない、ちゃんとした仕事をするスタッフだ。」

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


ということを、事実をもって立証できれば…

まともな人間のフリをしている「暗愚ブリッ児」が、

「おまえなんか生きてる価値はない！　今すぐ屋上から飛び降りて死ね！」

…という罵声を（きちがいクレーマー客から）浴びせられているのを、

「げらげら嗤って観ていた」上に、

「３回も「聴きなおし」をさせて、反省文まで書かせた」という訴えが…

「事実である。」と…

　信じてもらえる。と、思います…。

　（－－＃）★

「社会的（会社的）制裁」は、…その後だな…ッッ★★★
　

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月23日15:48
　

…ｗ（－－；）ｗ…

アルマンディン神兄様いわく、

「だってバカな子ほど可愛い。って昔から言うだろう？　あいつはほんとうにばかだぞー♪

　自覚がまったく無いあたりが特に…ｗｗｗ」

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


だそうです…（－－；）…

えぇ。えぇ。

昔っからアナタは、性格に問題のあるやつにかぎって、「お気に入り」に入れるんですねー…！
？

（含む。⇒「私」…＜（〜”〜；）＞…★）
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月23日16:17
　

…（〜〜＃）★

なんか変な（刺激的な）悪臭がしてる…★

…プルーム…来てる…？？？★（〜〜＃）★
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月23日16:20
　

2015年9月13日8:51
cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 

「私たちの遺伝子中の窒素も、歯の中のカルシウムも、血液中の鉄も、かつて収縮した恒星の内

部で作られた。私たちの体は、すべて星の物質でできている。私たちは、きわめて深い意味にお

いて「星の子」なのである。」
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カール・セーガン博士

これは救いの言葉。死んでも星の一部の戻るだけだと…。
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月23日17:09
　

2015年9月21日12:25
cmk2wl @cmk2wl · 13時間13時間前 
　

「他人を裁くと、自分自身の影の部分のエネルギーを感じ取り、その裁いた否定的エネルギーを

自分自身に取り込んでしまいます。

思い切って、他人や自分を批判する善悪の思考の枠組みを手放してください。」

サネヤ・ロウ

しかしだね。その行いを放置することが「不正義」であるならば、

「個人的なことは社会的なこと」だろう…？
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月24日7:15
　

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 
　

行いの悪い者に腹を立てるのは時間の無駄である。

動かない車に怒るのと同じようなものだから。

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


　

バートランド・ラッセル

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月24日7:15
　

cmk2wl @cmk2wl · 10時間10時間前 

真実はそれだけで成り立つ。虚偽だけが援護が必要なのだ。

今が鎖を取り除く時であり、目を見開きあなた方の周囲全体の状況をはっきりと見る時だ。

M・キーン
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日16:17
　

OTL49さんがリツイート 
sakamobi @sakamobi · 11月26日 
　

会社のウォーターサーバー「正社員以外禁止」…派遣社員と差をつけることは違法？
https://sakamobi.com/news/prohibited-except-for-regular-employees …

たかが水で浮くコストより、恨まれたり気力無くなったりして生産性が落ちる方が高くつきそう

。

どうせろくな会社じゃない(#·∀·)
https://twitter.com/sakamobi/status/934773799735631872
　

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

　

2019年
8月25日21:33
　

 
　　↑

そーいえば、「怖くない細いねーちゃん」は、

『五星物語』「ファティマ」ねーちゃん似でしたｗ

その後おみかけしないが、もっと良い仕事に転職したのかな…
　

 



（11月23日）　「クロノクロス〜時の傷痕〜」

https://85358.diarynote.jp/201711231726225875/

【 ９月１０〜１１日まで 】 終わりました。／ツルムラサキ。甲
状腺に良いってさ。

2017年11月23日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=nCzdiaNAsLM
’Chrono Break!’ Chrono Trigger & Chrono Cross Remix Collection (2016) 

あらためまして、１９：２０です。

以下ふたつ、９月１０〜１１日まで、終わりました。

http://p.booklog.jp/book/118516/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－９

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年９月） 
77ページ
2ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：179

…たくさんのご来場、ありがとうございま〜す…！

http://p.booklog.jp/book/116517/read
『復讐は、ビシソワズ。　（二年目）』〜退職強要の記録まとめ〜 

https://85358.diarynote.jp/201711231726225875/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=20
https://85358.diarynote.jp/201711231726225875/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171123/85358_201711231726225875_1.jpg
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620ページ
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：2,342

https://www.youtube.com/watch?v=pMMaH4AMJfM
クロノトリガー『時の回廊』全部俺の声

（CHRONO TRIGGER Corridors of Time） 

http://85358.diarynote.jp/201509161750517396/
2015年9月16日 AKIRA 2024さんがリツイート 
tunenti @tunenti · 8月5日

ツルムラサキ。くせがあるから、みんな食べにくいかもしれないけど、鉄分豊富だよ

！それにね、以前私がバセドー病だった時、あまり夏の暑さが辛くて、何とかならな

いかあちこち調べていたら見つけたのがこのツルムラサキだった。甲状腺に良いっ

てさ。毎日少しずつ食べて乗り切った。医食同源！

http://85358.diarynote.jp/201509141002135755/
2015年9月14日 ヒロシマ＋ナガサキ＜フクシマ＝【 地球 】 !! コメント (2)
「９月１３日 学級閉鎖」 東京で多発／【@TOHRU_HIRANOは非公開設定です。】

AKIRAさんがリツイート 
飯山一郎 @iiyama16 · 9月7日 

２０１１年の段階で、中国とロシアは、何千万人もの日本人移住者の受け入れを“諒解”
していた！

あの時…、健康だった日本民族が何千万人も生き残るチャンスは、あったのだ。悔や
んでも悔やみきれない。

https://www.youtube.com/watch?v=pMMaH4AMJfM


（飯山一郎） http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09071

https://www.youtube.com/watch?v=IgdsO6PiDLk
5人で「クロノクロス〜時の傷痕〜」とか色々演奏してみた 

https://www.youtube.com/watch?v=6gqcjoITX8U
Chrono Cross Epic Orchestral Medley
　

 
 
ひみつ日記

　

（　SA　漁鵜　沖　）　
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月23日19:36
　

中津川　昴 @subaru2012 · 11月21日 

謎の天体が太陽系を通過中、外から飛来なら観測史上初

https://twitter.com/subaru2012/status/932824045757673472
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月23日19:36
　

…ダメだ。眠い★

http://grnba.com/iiyama/index.html#ss09071
https://www.youtube.com/watch?v=IgdsO6PiDLk
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…もう今日は、これで寝ちゃいます〜ッ！

（たぶん★）

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月24日6:35
　

…わ〜い♪

たくさんご来場、ありがとうございま〜す…♪

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－９

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年９月） 
閲覧数：263

復讐は、ビシソワズ。　（二年目） 〜退職強要の記録まとめ〜
閲覧数：2,366
　

https://85358.diarynote.jp/
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（11月24日）

https://85358.diarynote.jp/201711240702406190/

【 稚内 ０．０ ８４ μ 】（大雪警戒）／【 札幌 ０．０ ５４ μ
】（　０　℃）。　（未OTL）

2017年11月24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。０６：３６を１分過ぎちゃいました。

昨夜の続きを聴いています…
　　↓

https://www.youtube.com/watch?v=h0A-z2HxS4s
【作業用BGM】大神 サウンドトラック 厳選メドレー
(Okami Soundtrack Special Medley) 

個人的かつ結果的に「また４連休！」（＾ｗ＾；）になった、２日目。

雪道歩きの筋肉痛がまだ残ってますが、今日は家事（昨日さぼった洗濯と、５年間さぼってい

た（ーー；）西の部屋かたづけ！）をがんばりたいと思います…。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月24日（金）【当日】 
01:00 0.038 0.038 0.038 6 

02:00 0.054 0.039 0.045 6 
03:00 0.053 0.046 0.049 6 
04:00 0.043 0.039 0.041 6 
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05:00 0.039 0.038 0.039 6 
06:00

…気温はプラマイ０℃。ほぼ無風。

音もなく小雪が降っています。

…どうにも線量が不穏で不安でしかたがありませんね…（－－＃）…★

ホワイトフード @whitefood1 · 5 時間5 時間前 
11月24日2時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が174箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/933744728599695360

…風向きからするとフクイチだけが原因とも思えず、北朝鮮か韓国か中国…？

…（〜〜；）…★

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511473800/1011-0010-101000-
201711240650.gif?t=1511474443
（０６：４０〜０６：５０）

地震マップ @eq_map · 22 分22 分前 
【M2.7】石狩平野 深さ26.3km 2017/11/24 07:18:56
　　↑

地震マップ @eq_map · 25分25分前 
【最大震度1】(気象庁発表) 胆振地方中東部 深さ約20km M2.5 24日07時19分頃発生 

地震マップ @eq_map · 11時間11時間前 
【M2.9】石狩平野 深さ131.2km 2017/11/23 20:21:35

https://twitter.com/whitefood1/status/933744728599695360
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511473800/1011-0010-101000-201711240650.gif?t=1511474443


…「なんだか落ち着かない」のは…

…これか…？？（〜〜；）？？

特務機関NERV @UN_NERV · 13 分13 分前 
【宗谷地方 気象警報 2017年11月24日 08:24】
宗谷地方では、２４日昼前から２４日夕方まで大雪に警戒してください。

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
HOKK UP-北海道をつなぎ、あげる- @HOKK_UP · 11月19日 

道東・津別町の映像メディア「道東テレビ」が配信する番組「つべらない話」がとて

も面白いです。

複数台カメラを使った本格的な番組配信とローカルならではのゆるさが新しい町の魅

力の発信になっている。と同時に町民のモチベーションをあげていると思う。

HOKK UPしたい…

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月25日7:59
　

2017年11月24日（金）【前日】
01:00 0.038 0.038 0.038 6 

02:00 0.054 0.039 0.045 6 
03:00 0.053 0.046 0.049 6 
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04:00 0.043 0.039 0.041 6 
05:00 0.039 0.038 0.039 6 

06:00 0.047 0.040 0.044 6 

07:00 0.061 0.046 0.051 6 
08:00 0.069 0.063 0.066 6 
09:00 0.060 0.051 0.054 6 

10:00 0.057 0.053 0.055 6 
11:00 0.054 0.044 0.048 6 
12:00 0.055 0.044 0.050 6 
13:00 0.055 0.052 0.054 6 
14:00 0.050 0.044 0.046 6 

15:00 0.044 0.041 0.042 6 
16:00 0.041 0.038 0.039 6 
17:00 0.040 0.038 0.039 6 
18:00 0.047 0.042 0.045 6 
19:00 0.044 0.041 0.043 6 
20:00 0.041 0.040 0.040 6 
21:00 0.042 0.041 0.042 6 
22:00 0.048 0.042 0.045 6 
23:00 0.046 0.042 0.044 6 
24:00 0.042 0.040 0.041 6
　



（11月24日）　今生の「 本名 」…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201711240801055670/

【 庭に使われる予定の 真砂土 】　…（＾＾；）…☆　（異れぎ
ゅら穴りす…６匹目☆）

2017年11月24日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

　

…検索副産物…＜（－－；）＞…★

今頃知ったけど…（＾＾；）…★

…私の今生の「本名」って…ｗ

…こういう「意味」だったのか…☆ｗｗｗ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%A0%82%E5%9C%9F

真砂土（まさつち・まさど、英語: Decomposed granite(DG)）とは、花崗岩が風化して
できた砂のことである。まさど、あるいは単に真砂（まさご）とも呼ばれる。

なお漢字を用いる「真砂土」は園芸用語であり、地盤工学では砂質土や砂岩と区別す

るため「マサ土」とカナ表記が一般的であり、地盤工学会は「まさ土」に「まさど」

と読みを当てている。

真砂土（マサ土）とは花崗岩が風化してできた砂（砂の土壌）である。結晶粒子が大

きくかつ鉱物結晶の熱膨張率が異なる花崗岩は、温度差の大きい所では粒子間の結合

が弱まり、風化しやすい。風化が進むと構成鉱物の粗い粒子を残したままバラバラの

状態になり、非常にもろく崩れやすくなる。この中には礫や砂、シルト、粘土などの

大きさの粒子が含まれる。ただし最終的には礫はケイ砂やシルト、粘土へと風化して

いく。このようにして生じた粗い砂状の粒子は「マサ」と呼ばれ、そのマサが堆積し
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た土を「マサ土」と定義している。

砂質土と違い、マサ土は花崗岩の種類によって構成粒子の粒径に差が生じたり、細粒

分の差が生じたりする。

園芸利用としての真砂土の特徴は、水はけ、水もち、保肥力が良い半面、粘土分が多

いものは通気性や水はけが悪い。このため、植木などに用いる際はピートモスや腐

葉土、堆肥などを加えて改良する必要がある。弱酸性である。

安価なため、主に街路樹用土や庭土、学校の校庭の敷土などとして利用される。

（…生母は「浜の真砂」（湘南ひらつか海岸の白砂）のつもりだったらしいけど…ｗ

　守護霊？は、「お前の名はマサトだ」…って、言ってた…

…ので、ＰＮは長いこと「土岐真扉」と書いて「とき・まさと」だった…☆）

＞非常にもろく崩れやすく

＞粗い砂状の粒子は「マサ」と呼ばれ、

＞そのマサが堆積した土を「マサ土」と定義している。

…小学生後半３年間ずっと担任だった先生から「マサ」と呼ばれていました…

ｗ（－－；）ｗ

＞改良する必要がある。

…どうりで無闇矢鱈とコネクリ回されて痛い人生だと思ったら…

…「改良」されていたのか…★（－－；）★

＞安価なため、

＞敷土などとして利用される。



…安物だったのか…（－－；）
…そして、「利用」されていたのか…★

…ぐれていい…？？　（〜〜；）…★★

＞真砂土だけでなく堆積岩も土砂災害を引き起こしていたとされる。

…んじゃ、「崩れる前の花崗岩」が、リースヒェンで…？？

…じゃー、堆積岩は、エルさんか狼さんということで…ッｗ

…後でアン・フェイスフル・ブックも「実名」にしとこーかなー…？

 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月25日11:00
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
Scholarly Vicke @Vicke_2011 · 11月18日 
　

「学ぶということは、差別と戦う『文字と言葉』を奪い返すということ」

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


http://www.huffingtonpost.jp/2017/11/17/masao-takano_a_23279659/ …
←人に教える立場にあるものは、その支援者であることを忘れていけないと思う。

　



（11月24日）　…「原稿を書こう！」…と、何とかガンバッテ…

https://85358.diarynote.jp/201711242139518733/

★【 稚内 ０．１ μ 】★／★北海道周辺【 管制 システム不具合
】／【 札幌 ０．０ ６９ μ 】（－１℃）。　（夜の奇行りす　１
匹目…？）

2017年11月24日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=JwwOfxBH34s
大神 BGM 作業用 - 妖怪退治 - 

おばんです。２０：４４。札幌はマイナス１℃くらい？無風。

「…白夜かッ？！」…と、ツッコミたくなるくらい、異様に皓皓と夜空が光っています…（
－－；）…★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月24日（金）【当日】 
01:00 0.038 0.038 0.038 6 

02:00 0.054 0.039 0.045 6 
03:00 0.053 0.046 0.049 6 
04:00 0.043 0.039 0.041 6 

05:00 0.039 0.038 0.039 6 

06:00 0.047 0.040 0.044 6 
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07:00 0.061 0.046 0.051 6 
08:00 0.069 0.063 0.066 6 
09:00 0.060 0.051 0.054 6 

10:00 0.057 0.053 0.055 6 
11:00 0.054 0.044 0.048 6 
12:00 0.055 0.044 0.050 6 
13:00 0.055 0.052 0.054 6 
14:00 0.050 0.044 0.046 6 

15:00 0.044 0.041 0.042 6 
16:00 0.041 0.038 0.039 6 
17:00 0.040 0.038 0.039 6 
18:00

…「原稿を書こう！」…と、何とかガンバッテ起きだしてＰＣに向かってはみたものの…（
－－；）…★

機嫌と体調がよろしくなく、頭痛と胃痛がして、頭がぼーっとして集中力が無い。

…という状況は、ご理解いただけるかと思います…（－－＃）…★

…稚内が０．１μ…って…（－－＃）★

…原因は、どっから来たナニだ…？？？（〜”〜＃）…★

ホワイトフード @whitefood1 · 38分38分前 
11月24日20時13分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が208箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/934017028968480768

特務機関NERV @UN_NERV · 6時間6時間前 
【宗谷地方 気象警報（解除） 2017年11月24日 15:24】

https://twitter.com/whitefood1/status/934017028968480768


宗谷地方に発表されていた気象警報はすべて解除されました。

宗谷地方では、風雪や大雪、高波、なだれに注意してください。

https://twitter.com/UN_NERV/status/933944432415588352

特務機関NERV @UN_NERV · 13時間13時間前 
【宗谷地方 気象警報 2017年11月24日 08:24】
宗谷地方では、２４日昼前から２４日夕方まで大雪に警戒してください。

https://twitter.com/UN_NERV/status/933838602500390913

ホワイトフード @whitefood1 · 13時間13時間前 
11月24日8時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が210箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/933835436778176513

ホワイトフード @whitefood1 · 13時間13時間前 
11月24日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/933832592041811970

…ロッカショか？

ロッカショが！（も？）なのか…ッ??!!

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511523600/1011-0010-101000-
201711242040.gif?t=1511524253
（２０：３０〜２０：４０）

地震マップ @eq_map · 14時間14時間前 
【M2.7】石狩平野 深さ26.3km 2017/11/24 07:18:56

★これか！★【！電磁波？が変！】なのか！

　　↓

特務機関NERV @UN_NERV · 11 分11 分前 
【NHKニュース速報 20:58】

https://twitter.com/UN_NERV/status/933944432415588352
https://twitter.com/UN_NERV/status/933838602500390913
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北海道周辺の管制システムに不具合

航空機の離着陸などに影響

特務機関NERV @UN_NERV · 29分29分前 
【管制システム不具合 北海道周辺空域に航空機進入できず】（続き）
今のところ復旧の見通しなどの情報は入っていないということです。

（2017年11月24日 20:42 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 30分30分前 
【管制システム不具合 北海道周辺空域に航空機進入できず】
国土交通省新千歳空港事務所などによりますと、国土交通省札幌航空交通管制部の管

制システムに不具合が出て、午後8時前から北海道周辺の空域に航空機の進入ができな
い状態が続いているということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 31分31分前 
【2017年11月24日 20:42 NHK】
管制システム不具合 北海道周辺空域に航空機進入できず
https://twitter.com/UN_NERV/status/934024366576123904

…一部航空会社、とか特定空港、とかじゃなくて…

…「全域」…？？||||（＠＠；）||||？？
 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月25日1:09
　

OTL49さんがリツイート 
ハザードラボ【公式】防災NEWS @hazardlab · 11月22日 

https://twitter.com/UN_NERV/status/934024366576123904
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


千島列島で最も美しい芙蓉山が噴火…衛星がとらえた！戦前は日本領
http://www.hazardlab.jp/know/topics/detail/2/2/22822.html …

芙蓉と書いて「サリチェフ」と読む。2009年の噴火では火山灰が航空機の運航に大きな影響を及
ぼした。

今回は規模は大きくなかったものの、溶岩流も発生したとみられる。

https://twitter.com/hazardlab/status/933210082866688000

OTL49 @sukipparanisake · 11月20日 
OTL49さんが地震マップをリツイートしました

奥尻島包囲網が着々と、としか思えないのだけど。

https://twitter.com/sukipparanisake/status/932643479359852544
　

 

https://twitter.com/hazardlab/status/933210082866688000
https://twitter.com/sukipparanisake/status/932643479359852544


（下旬）　地球史の9割がウソだった／滅亡ネタが終わったら、

（１１月２４日）

https://85358.diarynote.jp/201711240754131593/
https://85358.diarynote.jp/201711240755394545/
https://85358.diarynote.jp/201711240756191668/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中津川　昴 @subaru2012 · 4時間4時間前 

地球史の9割がウソだった　※ ルーマニアの洞窟で宇宙人のホログラフィック図書館を発見
　19.November.2017
https://twitter.com/subaru2012/status/933796879262916608

はい？（＾＾；）？

⇒http://p.booklog.jp/book/112686/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　Α〜Ω　『 リステラス星圏史略 』
 
 
中津川　昴 @subaru2012 · 4時間4時間前 

まあでも意外と早かったなぁ〜

地球滅亡ネタが終わったら、また年末は仕事だ！

中津川　昴 @subaru2012 · 5時間5時間前 

12/17に地球に接近するフェイトン、NASAは軌道を公表しないのかな？

恐竜を絶滅させた小惑星「チチュルブ天体」の半分の大きさに匹敵するようだ。

もしこれが事実なら地上は大変な混乱に陥るけど、どこに逃げても同じだろう。

https://twitter.com/subaru2012/status/933780158653145088

　　↑

長径５０００ｍ！（＠＠；）！

 

https://twitter.com/subaru2012/status/933796879262916608
file:///tmp/puboo/127519/455289/6a214e35b1ca13be16e2/book/112686/read
https://twitter.com/subaru2012/status/933780158653145088


じゃすと「ムーン II 」サイズ！（＠＠；）！
 
 
中津川　昴 @subaru2012 · 5時間5時間前 

地上10.3kmの大気圏を通過する模様、ちょっと嘘っぽい話だが、これはもう大気圏突入レベルの
話だから、地球の引力に引かれて衝突レベルの事件だ。まあその前に潮汐力でバラバラになると

は思うけど、なんとなくネタっぽい気がする。フェイトンは恐竜を絶滅させたギリシャの神にち

なんで命名された。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

切り身ちゃん(特殊営業 @kiri_me_baby · 11月23日 

雷の能力者が使えるはずのない反物質の能力を使い多重能力者だと周りに誤認させる奴じゃん

GetBackers-奪還屋-台詞bot @GetBackers_bot · 2016年12月9日 

「『雷帝』と『呪術王』はまったくの互角だっただが二人はまったく逆の成り立ちから生まれた

存在‥

それ故反物質のごとくすべてエネルギーとなり消し飛んだのだそして私が残った‥いや彼によっ

て闇から救われたのだ　礼を言おうGB‥お前達のおかげで最悪のシナリオは免れたのだ」[翳沼沙
羅衣38巻]

…え〜と…（＾＾；）…

…「エイリスとエルさんのお話」…？…ｗｗｗ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711240757243120/
https://85358.diarynote.jp/201711241106393596/
 
 



（11月24〜25日）　今日は原稿ダメでした…★

https://85358.diarynote.jp/201711242357187947/
2017年11月24日 情報はベクれトル…（〜〜；）★ コメント (1)
　

　 　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月25日1:20
　

…なんか今日は原稿ダメでした…★

寝まーす★（－－；）★
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（11月25日）　僕は転生者じゃなくて長生組なんだ。

https://85358.diarynote.jp/201711250732589597/

『自己紹介シリーズ』 リール・ジュンナール　（い かなる11
月25日）

2017年11月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

　

　

え？

僕？

…困ったな。

あの件なら、辞退してるんだけど…

まず名前？

…現生最後の頃は、リール・ジュンナールと呼ばれることが多かったね。

僕は転生者じゃなくて長生組なんだ。

まぁちょっと特殊な生まれで、たまたま途中で不老不死かな？…に、なっちゃってただけで…

たしかにＩＱと記憶力だけなら人類平均よりかなり高いけど、べつに悟ってもいないし、超能力

だの神通力だのも無い。
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https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201711250732589597/
https://85358.diarynote.jp/201711250732589597/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171125/85358_201711250732589597_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171125/85358_201711250732589597_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171125/85358_201711250732589597_3.jpg


…故郷の地球崩壊の場に敢えて立ち会って、今度こそ死ねた。と思ったのになぁ…

うんそう。まぁ言うなれば、自殺？

…ってことは、当然、魂ってものが実在するなら「地獄に墜ちる」ってやつだと思ってたんだ
けど…

…気がついたらこんなとこに連れて来られてて、今度は神様やれ、とか言われても…

完全にノープランなんだよ。困ったね？

勘弁してほしいよ…？

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月25日10:24
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
KAMEI Nobutaka @jinrui_nikki · 11月22日 
　

今日の自然人類学による率先した「人種神話の解体」の仕事ぶりを、Good job! とほめたたえつつ
。

文化人類学も、文化版でそういったレイシズムとの闘いをやらなきゃ、というのが、最近の私の

着想です。

　

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


「解毒剤としての文化人類学」。

今日の自然科学が、生物学的な見地から、前世紀から残存する人間の分類（人種）をめぐるイデ

オロギーを解毒する仕事をしているように。

文化人類学も、文化と言語と国民と民族をめぐる仕組みを知り尽くした上で、それらにまつわる

本質主義なイデオロギーを解毒する仕事をしたらどうだろうか、と思う

かつては「人種」概念と人種主義を補強することもあった自然科学が、今日では、むしろそれら

を「解毒」する利器になっていることを、頼もしく思う。人間の分類について知り尽くしたから

こそ、解毒の働きもできるというものである。

文化人類学も、これを範としてはどうだろうか、というのが私の着想。

パリとシカゴ、二つの「人種」関連の特別展に共通していたのは、自然科学的な知見（遺伝学や

生理学）を用いて、「人種」概念と人種主義の無意味さを説くスタイルだった。

自然科学は人種概念を補強するのでは？と一見思われるが、逆である。むしろ、人種概念の無根

拠さを暴く利器として活用されていた

　

 



（11月25日）　かなり賑やかな世界になると思うぜ。

https://85358.diarynote.jp/201711250745214246/

『自己紹介シリーズ』 グアヒギルグ。

2017年11月23日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

　

俺か？

グィアヒールだ。

闘神と呼ばれているな。

常勝無敗の神王、などとおだてる奴らもいるが、つけあがって要らぬ恥をかかぬよう、せいぜい

自戒するさ。

皆に推されたので主界神として立つことにした。

まぁ、気を高めて克己し、術を究めて昇仙したとは云っても、しょせん元は軍人や武家や格闘家

の集まりだ。

お上品にやるつもりはない。

皆でとことん武を極める。

まぁ、俺自身より他のやつらのほうが乗り気になってるからな…

かなり賑やかな世界になると思うぜ。
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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11月25日7:39
2017年11月24日7:00

本文と画像には全く関連性がありません☆

（＾＾；）

　



（11月25日）

https://85358.diarynote.jp/201711250824253669/

【管制システム不具合 北海道周辺空域に航空機進入できず】／【
稚内 ０．１ μ 】／【 札幌 ０．０ ６９ μ 】（－１℃）。
　（JUMP中）

2017年11月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=wzQcnvGtPnU
日本が浮かぶ和風ロックのBGM。作業用！ 

かなり遅めになりましたが世間的にはまだおはようございますの時間ですよね？

０７：５２です。

ＰＣ起こしたのは０７：０７でした。（＾＾；）

前８項？日付修正と追加が入ってますので、興味とお時間のあるかたは、お立ち寄り下さい

ませ…。

で。（－－；）

精神状態は「ぼーっとしている」の一言で、体調は…やや不良。

度重なる吸気被曝超過で、

どんよりと腎臓周りが痛くなってきました…（－－；）…★

参照

https://85358.diarynote.jp/201711250824253669/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711250824253669/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171125/85358_201711250824253669_1.jpg
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http://85358.diarynote.jp/201711240702406190/（コメント欄）
http://85358.diarynote.jp/201711242139518733/

気力と視力もはなはだしく低下。（－－＃）

…ば〜かやろ〜…ッッッ！！（＞＜＃）！！★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月25日（土）【当日】 
01:00 0.043 0.041 0.042 6 
02:00 0.041 0.040 0.041 6 
03:00 0.040 0.038 0.039 6 
04:00 0.038 0.038 0.038 6 
05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00

…今日のところは、まだ比較的「マシ」？なようです…。

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511565000/1011-0010-101000-
201711250810.gif?t=1511565626
（０８：００〜０８：１０）

気温はマイナス１℃。ほぼ無風。「風花」程度の小雪が舞っています…

４連休の３日目。作業は押してます。

時間をどう有効活用するか、スケジュールで悩み中…。（＾＾；）…。

ホワイトフード @whitefood1 · 4 分4 分前 
11月25日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/934194965499985920

http://85358.diarynote.jp/201711240702406190/
http://85358.diarynote.jp/201711242139518733/
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511565000/1011-0010-101000-201711250810.gif?t=1511565626
https://twitter.com/whitefood1/status/934194965499985920


ホワイトフード @whitefood1 · 6時間6時間前 
11月25日2時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が204箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/934109638257123328

ホワイトフード @whitefood1 · 12時間12時間前 
11月24日20時13分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が208箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/934017028968480768

特務機関NERV @UN_NERV · 11月23日 
【宗谷地方 気象警報 2017年11月24日 08:24】
宗谷地方では、２４日昼前から２４日夕方まで大雪に警戒してください。

https://twitter.com/UN_NERV/status/933838602500390913

ホワイトフード @whitefood1 · 1日1日前 
11月24日8時11分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が210箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/933835436778176513

ホワイトフード @whitefood1 · 11月23日 
11月24日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/933832592041811970

…どうもやっぱり、「ロッカショの地獄の釜の底が抜けた」みたいですね…

（…ってことは、北海道も、全滅。か…）

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
amaちゃんだ @tokaiama · 11月22日 

秋刀魚は福島沖で育つ

漁獲が激減している理由は放射能汚染以外考えられない

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bunsekikagaku/66/3/66_137/_pdf …

https://twitter.com/whitefood1/status/934109638257123328
https://twitter.com/whitefood1/status/934017028968480768
https://twitter.com/UN_NERV/status/933838602500390913
https://twitter.com/whitefood1/status/933835436778176513
https://twitter.com/whitefood1/status/933832592041811970
https://www.jstage.jst.go.jp/article/bunsekikagaku/66/3/66_137/_pdf


食べれば放射能内部被曝を引き起こす可能性がある

日本列島太平洋岸の魚を食べてはいけない

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-19022.html …

…ふ、ははははははははッｗ（Ｔ◆Ｔ；）ｗ…★

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【航空管制システム 不具合解消 ダイヤ乱れ続く】（続き）
ただ北海道周辺の航空ダイヤは今も乱れたままです。

（2017年11月24日 21:38 NHK）

特務機関NERV @UN_NERV · 11時間11時間前 
【航空管制システム 不具合解消 ダイヤ乱れ続く】
国土交通省によりますと、札幌航空管制部の管制システムに不具合が起きていまし

たが、午後9時半前に不具合は解消し、通常の管制運用ができるようになったというこ
とです。

https://twitter.com/UN_NERV/status/934038542585536512

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前 

確かに北海道周辺に飛行機飛んでいないな〜

https://www.flightradar24.com/35.18,133.15/5
https://twitter.com/subaru2012/status/934040602026565632

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【NHKニュース速報 20:58】
北海道周辺の管制システムに不具合

航空機の離着陸などに影響

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【管制システム不具合 北海道周辺空域に航空機進入できず】

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-19022.html
https://twitter.com/UN_NERV/status/934038542585536512
https://www.flightradar24.com/35.18,133.15/5
https://twitter.com/subaru2012/status/934040602026565632


国土交通省新千歳空港事務所などによりますと、国土交通省札幌航空交通管制部の管

制システムに不具合が出て、午後8時前から北海道周辺の空域に航空機の進入ができな
い状態が続いているということです。

特務機関NERV @UN_NERV · 12時間12時間前 
【2017年11月24日 20:42 NHK】
管制システム不具合 北海道周辺空域に航空機進入できず
https://twitter.com/UN_NERV/status/934024366576123904

＞「成田に引き返し」

…ぅわ〜気の毒ッ★（＠■＠；）★

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
so　sora @sosorasora3 · 11月19日 

ゆったりとことこ優雅に歩く。

決して下品に走らない。

車が来やしないか、はらはらして待つ。なんどか

(ほんとによろしいんで？)
(お願いですから、どうぞどうぞ)
を繰り返して、やっと渡り終えてくれてほっとした。

https://twitter.com/sosorasora3/status/932168662873661440

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
HIRO89  @ Geigers · 11月19日 

江別製粉からお知らせが届いてた。

北海道産ライ麦全粒粉の販売休止。

「今年のライ麦の収穫量が当初予想を大幅に下回り…」とのこと。

https://twitter.com/UN_NERV/status/934024366576123904
https://twitter.com/sosorasora3/status/932168662873661440


ついにきたな、という感じだね。

自分でライ麦作ってて良かった。。

https://twitter.com/89Geigers/status/932173982060519424

…（ＴへＴ；）…★
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2017年11月25日（土）【前日】

01:00 0.043 0.041 0.042 6 
02:00 0.041 0.040 0.041 6 
03:00 0.040 0.038 0.039 6 

04:00 0.038 0.038 0.038 6 

05:00 0.040 0.039 0.040 6 
06:00 0.041 0.041 0.041 6 
07:00 0.041 0.039 0.040 6 
08:00 0.040 0.038 0.039 6 

09:00 0.039 0.038 0.038 6 
10:00 0.039 0.038 0.039 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.038 6 

https://twitter.com/89Geigers/status/932173982060519424
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


13:00 0.038 0.037 0.038 6 

14:00 0.040 0.038 0.039 6 
15:00 0.040 0.038 0.039 6 
16:00 0.040 0.039 0.040 6 
17:00 0.044 0.041 0.043 6 
18:00 0.043 0.041 0.042 6 
19:00 0.041 0.037 0.039 6 

20:00 0.037 0.035 0.036 6 
21:00 0.036 0.035 0.036 6 
22:00 0.035 0.035 0.035 6 
23:00 0.036 0.035 0.035 6 
24:00 0.036 0.035 0.035 6
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月1日9:12
　

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
choroimo @choroimo · 11月25日

どうぶつの森ってまだ秋なんだ。現実と連動してないんだね、という息子よ。日本と連動してな

いのは北海道の方なんだ…。（外は真っ白）
　

 

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


（11月25日）　投稿用原稿にはたどり着けそうにありません…（ーー；）★

https://85358.diarynote.jp/201711252144347718/

【 旭川 ０．０ ６６ μ 】／【 泊原発 ０．０ ６７ μ 】／（ 札幌
０．０ ４４ μ 。－ ３ ℃）。　（こりない夜行りす。発進準
備中…。）

2017年11月25日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=kGndjiXrE8s
【アフリカ 音楽】ドラム - ハッピー ソング - 明るい BGM

おばんです。２１：２１の１分前です。（＾＾；）

今日は中年ロコモ予防（＾＾；）ということで昼寝もせずに午後１時に家を出て小雪が舞うなか

のたのた歩いて外回りの用事を順番にかたし。

まぁ完遂とはいきませんでしたし何故かいつも「どこかで美味しいものを食べよう♪」という目

標がすかっと消滅して結局セイコーマートのかつ丼だったり。

（－－；）

するのが悲しいところなんですが、とりあえず必要最低限のものはガッツリ底値で？買いこんで

きましたし…

戻って来てきちんと予定の洗濯もしたので、まぁ一勝一敗一引き分け？くらい…？

でも昼寝はしてないしＰＣ脇に堆積している雑資料が目障りなので（－－；）

投稿用原稿にはたどり着けそうにありません…（ーー；）★

https://85358.diarynote.jp/201711252144347718/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711252144347718/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171125/85358_201711252144347718_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171125/85358_201711252144347718_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171125/85358_201711252144347718_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kGndjiXrE8s


時間を無駄にしないよう、『ビシソワズ』のほうやりまーす★★

（画像１は今日エルプラに一週間遅れで（＾＾；）返してきた本。）

『うちの職場は隠れブラックかもしれない』

http://nomichan2001.cocolog-nifty.com/epsiloncafe/2013/08/post-98bd.html
http://getnews.jp/archives/404438

わたし的には「もう知ってる内容」だけだったけど、初心者サンにも解り易いよう簡潔な文章で

、あくまでも「安心させ、励まし、自信をつけさせ、行動を起こさせる」という意図で編まれて

いる章立てと文章には大いにテンション上げて頂いた。

♪（＾＾）♪

…ちなみに「出版社が」闇鍋会社だったらしい…？（＾＾；）

…潰れてる…ｗｗｗ
　　↓

http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1710/06/news081.html
三五館が事業停止　「一流アスリートの食事」など発行
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あ、今、２２：３３を観た♪
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（11月25日）　歩け歩け元気に！

https://85358.diarynote.jp/201711260057544141/

（寝落ちッ）

2017年11月25日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

https://www.youtube.com/watch?v=GI6dOS5ncFc
1 Hour of Ancient Egyptian Music 

「いつものやつ」２冊、９月末までつっこみました。

　（＾＾；）

http://p.booklog.jp/book/118516/read
リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－９

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年９月） 
閲覧数：433

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

閲覧数：2,440

途中なんどか寝てた★　変になってるかもだけど、チェックする体力ない。

寝ますぅ…（０：５３）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

あ、転記すんの忘れてた…☆
　　↓

目も。いかなる11月25日、集まりだ14時44分。(^。^;)
2017年11月7日 リステラス星圏史略　（創作） 

https://85358.diarynote.jp/201711260057544141/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201711260057544141/
https://www.youtube.com/watch?v=GI6dOS5ncFc
file:///tmp/puboo/127519/455289/book/116517/read


えってけ、

れってけ、

せってけ、

へってけ、

うぇってけ、

べってけ、

とかとか、る〜ん♪

訳

一歩

二歩

三歩

四歩

五歩

六歩

歩け歩け元気に！

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）
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閲覧数：497
閲覧数：2,445

…みなさん夜更かしですね…（＾＾；）☆

ご来場、ありがとうございまーす ♪
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月26日8:22
　

歌詞？は、なんだか歩いている間にあたまに浮かんだんですよ…。
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（11月26日）　「天国のような楽園である現実世界」

https://85358.diarynote.jp/201711260657178874/

『自己紹介シリーズ』　少女神 マライアヌ。

2017年11月26日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

　

　

あら、わたし？

マライアヌよ。

まだ新参の女神だから、三次元界語では「マライアヌ・ディア・ドライム」。

ディア・ドライムは姓ではなくて「まだ若い神」という位階を表わす言葉ね。

この界をいただけたことは本当に嬉しいのよ。

わたしのような未熟者では、まだまだ自力で界を産むことはできませんからね。

協力してくれる他の神々はみんなわたしより優秀なのよ。

うんと楽しい世界にするわ！

生と死はあるけど、病や苦しみや貧困や圧政なんか無いのよ。

悩みと言ったら恋と嫉妬と技芸の自己実現くらい？

精一杯、生きて食べて、歌って踊って、恋して産んで、育てて成長を見守って、

https://85358.diarynote.jp/201711260657178874/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171126/85358_201711260657178874_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171126/85358_201711260657178874_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171126/85358_201711260657178874_3.jpg


老いて、満足して、死ぬのよ。

…すてきでしょ？

テンセイカンリイインカイが「それじゃ転生修行にならない！」なんて苦笑してるけど…

「天国のような楽園である現実世界」というものだって、宇宙にひとつくらい、存在したって良

いと思わない？

（＾＾）ｄ

　

 



（11月26日）　『自己紹介シリーズ』（仮題）

https://85358.diarynote.jp/201711260752217982/

（作業すっ飛ばして遊んでいる…栗鼠０匹目）

2017年11月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=PpbwtqDLCZk
スペインの伝統的なスペイン音楽器楽

（前項参照）（＾＾；）

（※　昨夜寝落ち分、今朝イチで書きました！）

あらためまして、遅めのおはようございます！

０７：４７も通過しちゃいました☆

昨晩やりそこねたこれ先に造本？してました☆

　　↓

http://p.booklog.jp/book/118778/read

リステラス星圏史略　０－０－０　『自己紹介シリーズ』（仮題）

仮題です。『主要キャラ・自己紹介シリーズ』。基本、「毎晩、寝る前に、ガラケー

から１頁書く！」を目標に書いてます…☆ 

無料　小説・ノンフィクション （ SF , ファンタジー ） 
13ページ
0ダウンロード

https://85358.diarynote.jp/201711260752217982/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201711260752217982/
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file:///tmp/puboo/127519/455289/book/118778/read


コメント（0）
閲覧数：0

ちっと朝ご飯食べてきます☆

それから情報チェックやります〜☆

（４連休の最終日！）
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閲覧数：2

！（＾ｗ＾）！
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（11月26日）

https://85358.diarynote.jp/201711261053121721/

【 泊原発 ０．０ ６７ μ 】／【 札幌 ０．０ ５８ μ 】（－ ２
℃）。　（ルーティン作業な栗鼠１匹目）

2017年11月26日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=No7Z2bZtf1M
イタリアの伝統的なイタリア音楽器楽 

（承前）

…油断もスキもない…★（－－＃）★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月26日（日）【当日】 
01:00 0.036 0.035 0.035 6 
02:00 0.036 0.035 0.036 6 

03:00 0.054 0.037 0.045 6 
04:00 0.058 0.055 0.056 6 
05:00 0.052 0.042 0.047 6 

06:00
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ホワイトフード @whitefood1 · 25分25分前 
11月26日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/934557368955764736

ホワイトフード @whitefood1 · 18時間18時間前 
11月25日14時22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/934291127674454017

ホワイトフード @whitefood1 · 11月24日 
11月25日8時21分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が61箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/934200368287825920

ホワイトフード @whitefood1 · 11月24日 
11月25日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/934194965499985920

…わぁ★（画像３）★

中津川　昴 @subaru2012 · 12時間12時間前

2017/11/25 13:47pmJSTに日本海でMw4.6の地震発生、震源の深さは400km.
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=632260 …

【かなり珍しい場所、そしてかなり深い、ユーラシアプレートと北米プレートの境界

の下に太平洋プレートが入っている場所かな】

　　↓

地震マップ @eq_map · 19時間19時間前 
【M5.5】日本海 深さ427.1km 2017/11/25 13:47:02

https://twitter.com/subaru2012/status/934402337430319105
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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11月26日17:58
　

red_cross_  @red_cross_ · 4時間4時間前
 
2006年、原子力安全・保安院（経産省）幹部は、泊原発周辺住民との会合で「4人の現地検査官は
、目と耳の役割を担い、東京の本院に情報を伝えます」と伝えた。しかし5年後、福島第一原発事
故の際は、一番先に現場から撤収した #地震 #japan #原発 #tokyomx

Kanayan@CTS @kanamecchi921 · 11月25日 
返信先: @MayamaWoodgedさん 

北海道で反原発活動の中心の一人である北大名誉教授の小野有吾氏(オノ・ヨーコ女史の従弟)によ
ると泊原発は活断層の真上にあるとされており、一度事故が起きると風向きによっては放射性物

質が札幌を直撃するとのことなので北電の言うことを鵜呑みにしてはいけないと思いました。

ステイメン@打倒！凶人安倍！ @deskain · 11月23日 

道民の過半数「原発不要」　北電値上げ「影響ある」８割　道の意識調査：どうしん電子版（北

海道新聞） https://www.hokkaido-np.co.jp/article/146676 

北海道電力やそれに支援されてきた天下り知事の高橋はるみは、泊原発3号機の再稼働を何とか実
現させようとしてきた！だが道民の過半数が「原発不要」と考えているのだ！ 
https://twitter.com/deskain/status/933554107440275456

amaちゃんだ @tokaiama · 11月23日 
返信先: @tunentlさん、@BOOgandhiさん 

https://85358.diarynote.jp/
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2012年に北海道に講演に出かけたついでに各地で土壌サンプルを採取測定した経験から泊原発に
近い地域（渡島半島〜）で高い汚染を確認しています

どうやら泊原発が放射能のお漏らしをしているのは確実のようです

もう一度大規模で精密な調査が必要ですが

石川栄一（元大学職員）自由と平和　脱原発 @ishi2011t · 11月21日
 
＜高橋はるみ道政＞　「死神＝高橋はるみ」知事は道民の生活よりも経済を優先した泊原発プ

ルサーマル発電認可と２００８年サミット誘致。その間、夕張市破綻問題、ふるさと銀河線廃止

、北海道新幹線開通後の在来線切離し問題。北海道財政悪化。支庁再編問題。道警裏金問題など

多くの問題は闇の中。

平川典俊 @soudearunara · 11月11日 
返信先: @whitefood1さん 

はっきり言って、泊原発や六ヶ所村使用済み核燃料再処理工場などで何か問題が起きているよう

に見えます。

　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月27日6:00
　

2017年11月26日（日）【前日】
01:00 0.036 0.035 0.035 6 
02:00 0.036 0.035 0.036 6

03:00 0.054 0.037 0.045 6 
04:00 0.058 0.055 0.056 6 
05:00 0.052 0.042 0.047 6 

06:00 0.042 0.038 0.041 6 
07:00 0.039 0.037 0.038 6 

https://85358.diarynote.jp/
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08:00 0.042 0.036 0.038 6 
09:00 0.046 0.044 0.045 6 
10:00 0.044 0.040 0.042 6 

11:00 0.039 0.036 0.037 6 
12:00 0.036 0.035 0.036 6 
13:00 0.036 0.035 0.035 6 
14:00 0.036 0.035 0.035 6 

15:00 0.044 0.035 0.039 6 
16:00 0.050 0.046 0.049 6 
17:00 0.052 0.048 0.050 6 
18:00 0.051 0.047 0.049 6 
19:00 0.050 0.044 0.048 6 
20:00 0.043 0.038 0.040 6 

21:00 0.038 0.036 0.036 6 
22:00 0.036 0.035 0.035 6 
23:00 0.036 0.035 0.035 6 
24:00 0.036 0.035 0.035 6
　



（11月26日）　「 神サマからの時間調整 」。

https://85358.diarynote.jp/201711262242024053/

【 新潟 ０．１ ０６ μ 】。　（今夜も部屋のなかの懲りない夜行
りすですよ…。）

2017年11月26日 環境は、生命圏で、生存権。
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=h-2D2tUBOVU
African Traditional Music Instrumental
- Amazing Folk Drums for Relax Study & Ambience 

おばんです。２２：２２の１分前です。（＾＾；）

実はＰＣつけたのは

１１月２６日の

１７時２６分で。（＾＾；）

その後、雑資料作業に一旦ケリをつけようとしたら、２０：００を観て。

（＾＾；）

…こういう時って…「人間の都合的には何かと難航していても」

「神サマからの時間調整」が入っていて…結局、うまく行く（ or 難を逃れる）んですよね…？

…ｄ（＾□＾；）…☆

http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html
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01:00 0.036 0.035 0.035 6 
02:00 0.036 0.035 0.036 6 

03:00 0.054 0.037 0.045 6 
04:00 0.058 0.055 0.056 6 
05:00 0.052 0.042 0.047 6 

06:00 0.042 0.038 0.041 6 
07:00 0.039 0.037 0.038 6 
08:00 0.042 0.036 0.038 6 
09:00 0.046 0.044 0.045 6 
10:00 0.044 0.040 0.042 6 

11:00 0.039 0.036 0.037 6 
12:00 0.036 0.035 0.036 6 
13:00 0.036 0.035 0.035 6 
14:00 0.036 0.035 0.035 6 

15:00 0.044 0.035 0.039 6 
16:00 0.050 0.046 0.049 6 
17:00 0.052 0.048 0.050 6 
18:00 0.051 0.047 0.049 6 
19:00 0.050 0.044 0.048 6 
20:00 0.043 0.038 0.040 6 

21:00 0.038 0.036 0.036 6 
22:00

…度重なる被曝超過でアタマはぼーっっっっとしており。（－－；）

腎臓周りもなんだか重怠い。（〜〜；）★

そして昼寝の夢視が…＜（－－；）＞…なにやら「幽体離脱」あんど「退魔ボランティア」で
して…★

舞台がなんだか香港か台湾？なイメージだったところが謎なんですが。



（そんな退魔師の本拠地みたいなところに、何故わざわざ私が呼ばれる？）

（札幌の華僑集団にからむ霊障？とかかな〜？？）

とにかく「でかくなりすぎた桃の妖怪」的なものがマンションだか雑居ビルだかの一角に巣食っ

ていて。（－－；）

「今のところ大きな悪さはしていないが、これ放置しておいてもまずいし！」と…

呼び出されて、「対処」に行ったはいいが、抵抗されて…「さて、困ったね★」と、膠着状態で
カタマッテタあたりで、目が覚めました…★

ｗ（＾＾；）ｗ…寝ても起きても、非常識なやつですいません…★ｗｗｗ

ホワイトフード @whitefood1 · 2 時間2 時間前 
11月26日20時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が89箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/934741762660110336

で、昼寝２時間の予定が４時間も仮死状態というか「布団に拘束」（？）されて…（－－；）★

作業予定は大崩壊。西の部屋のおかたしは手つかず。ルーティン掃除は手抜き。

きのう格安で買い込んできた道産鶏むね肉の「今週の魔女鍋」料理だけはざくざく切り刻んで煮

込み、

洗濯＆入浴は諦めました。

（－－；）

…あとは、残り４５分で、もし原稿が書ければ…？

…そう悪い連休でもなかった。と言えるのですが…？？？

（四六のガマのアブラ的な、努力だけは、してきます…☆）

https://twitter.com/whitefood1/status/934741762660110336


cmk2wl @cmk2wl · 2 分2 分前 

今から 20年後、あなたはやったことよりもやらなかったことに失望する。
ゆえに、もやい綱を解き放ち、安全な港から船を出し、貿易風に帆をとらえよ。

探検し、夢を見、発見せよ。

マーク・トウェイン



（11月26日）　２．『地球の終わりの物語』

https://85358.diarynote.jp/201711262315578202/

２．『 地球の終わりの物語 』　／　（りある）【 広島 ０．１
０４ μ 】⇒【 欠測 】。

2017年11月26日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (2)
　

　 　

　

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511702400/1011-0010-101000-
201711262220.gif?t=1511703031
（２２：１０〜２２：２０）

（承前）

https://www.youtube.com/watch?v=KSC2MU9OllA
Shakira - waka waka + Lyrics 

…最低限、これだけ書いたよ〜ん…☆

２．『地球の終わりの物語』

２－０．支族たち。

…ごはん食べて寝まーす！

（明日からまた４連勤…！）
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https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0
Shakira - Waka Waka (This Time for Africa) 
(The Official 2010 FIFA World Cup™ Song) 
　

　

 
 
ひみつ日記

　

　

　

２．『地球の終わりの物語』

２－０．支族たち。

そのようにして涙滴大陸に栄えた《石の帝国》の二本足たちはごくわずかのみが生き残り、少な

い人数ずつに分かれて島々や大陸に散り散りになった。

命からがら未知の岸に辿り着き、そのまま未知の獣や病やその地の巨大で野蛮な毛むくじゃらの

二本足らに喰われて終わった者たちも多かった。

生きのび得たごく少数の者らはやがて増え、かつて《谷》の人々が竜尾の一族らから《教えの民

》と呼ばれたように、毛の濃い巨大な二本足らを教導し使役して、遠からず再び各地に《石の都

》を築いた。

夢視たちや占部たちは他の島や他の大陸にも生きのびた仲間があることを告げ、また《跳ぶ者》

らが現われて、細々とながら互いの消息を繋いだ。

かつて焼失した《谷》の一族はその後《石の帝国》後期においては十または十二と言われる職能

集団《色の七支族》に別れ、各地を流浪し、また分散して生活していたが、そのうちの造船と交

易に携わっていた《青波の民》は、涙滴大陸の滅びにあたってもっとも生存率が高く、漂着し

た《沙の大陸》南岸に強堅な石造都邑の拠点を築くと同時に、あたう限り巨大な帆船を造りあ

げて、他の地に流された仲間達を訪れた。

大航海時代と、毛猿巨人たちとの交雑が同時に進み、やがて人々は広がり拡散し、海岸沿いによ

り良い気候の土地を求めて北へ北へと進んでいった。

https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0


それぞれの土地で異なる文化と言語に別れ、かつて同輩であったことを忘れ、あるいは現地先住

民族と争い、旧大陸でのつながりは薄れていった。

　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月27日6:57
　

…悪かったな！沼人で…ッ！（－－＃）★（⇒次号予告ッ）
　　↓

cmk2wl @cmk2wl · 9時間9時間前 

おまえ自身の血管のなかに、腐って泡を立てている沼の血が流れているのではないか。

だからおまえは醜くカエルの鳴き声をあげ、誹謗ばかりしているのだ。

”ツァラトゥストラはかく語りき” ニーチェ
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日10:17
　

…もろ…！ｗｗｗｗ
　　↓

中津川　昴 @subaru2012 · 2 時間2 時間前
 
【HISTORY】古代の宇宙人９ 南極大陸のピラミッド @AbemaTV で視聴中
https://gxyt4.app.goo.gl/Ggzy #ヒストリー
https://twitter.com/subaru2012/status/936737303036272640

https://85358.diarynote.jp/
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…「白鱗人」まで「いる」し…ッ！！！
　

　

 



（11月27日）　幼生人類の教導担当…

https://85358.diarynote.jp/201711270552516071/

『自己紹介シリーズ』　知神ヨーリア。

2017年11月27日 リステラス星圏史略　（創作）
　

　 　

　

　

おや、わたしもかい？

通称ヨーリア・マリセトウィト。新生《大地世界》の副主界神を仰せつかったよ。

幼生人類の教導担当…ってことになるのかな？　あとはまぁ、神々のまとめ役というか。

全般に女神マライアヌの見落としやすい部分の補佐だね。

もちろん闘神界にも誘われたさ！

だがアイツがいる限り私は永遠の２位だし！（苦笑）

結果が判っている闘いにそうそう何度も本気になれないよ…

いや、負け惜しみとか、諦念という話ではなくてね？

たまには、もうひとつの得意分野で名を馳せるのも悪くはないと思っただけさ。

え？
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主界神選びに際して、手を抜いた…という噂？

まぁ、御想像にお任せするよ。

　



（11月27日）　「原稿」書いてきます…☆

https://85358.diarynote.jp/201711270619002839/

【 旭川 ０．０ ６４ μ 】／【 札幌 ０．０ ５８ μ 】⇒０．０ 35 μ
。（－ ３ ℃）。　（未チャ）

2017年11月27日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (6)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=WTJSt4wP2ME
K’NAAN - Wavin’ Flag (Coca-Cola Celebration Mix) 

おはようございます。０５：４２です。

再び４連勤の１日目…（＾＾；）☆

ちょっと先に、昨夜分の「原稿」書いてきます…☆

（前項参照）

…たくさんお立ち寄りくださりありがとうございま〜す☆♪
　　↓

リステラス星圏史略　０－０－０　『自己紹介シリーズ』（仮題） 
13ページ
0ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：42

リステラス星圏史略　sin 資料ファイル　Ω－Ｘ－２０１５－９

（霧樹りすはアルパカ狼さんの夢を視るか？）（2015年９月） 
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https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171127/85358_201711270619002839_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171127/85358_201711270619002839_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171127/85358_201711270619002839_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=WTJSt4wP2ME


98ページ
2ダウンロード
コメント（0）
閲覧数：580

https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0&spfreload=1
Shakira - Waka Waka (This Time for Africa) 
(The Official 2010 FIFA World Cup™ Song)

…ってことで、書いてきました！（＾＾）

０５：５５の１分前です…。

札幌はマイナス３℃。無風。静かでカチンカチン。

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月27日（月）【当日】 
01:00 0.036 0.035 0.035 6 
02:00 0.035 0.035 0.035 6 
03:00 0.035 0.035 0.035 6 
04:00 0.035 0.034 0.035 6 
05:00 0.035 0.034 0.035 6 
06:00

空気は良し。（＾＾）ｇ

水道水の汚染は「やや気になります」。（まぁお風呂と洗濯には使える…）

ホワイトフード @whitefood1 · 10時間10時間前 
11月26日20時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が89箇所以上存在します

https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0&spfreload=1
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


。

https://twitter.com/whitefood1/status/934741762660110336

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
11月26日14時12分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が113箇所以上存在し
ます。

https://twitter.com/whitefood1/status/934650949137702912

ホワイトフード @whitefood1 · 22時間22時間前 
11月26日の朝08時の空間線量です。
https://twitter.com/whitefood1/status/934557368955764736

特務機関NERV @UN_NERV · 12 時間12 時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2017年11月26日 19:22】
上川地方では、２６日夜遅くから２７日明け方まで大雪に警戒してください。

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月27日6:19
　

…なんか変に、ＰＣの反応が遅いな…？
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

https://twitter.com/whitefood1/status/934741762660110336
https://twitter.com/whitefood1/status/934650949137702912
https://twitter.com/whitefood1/status/934557368955764736
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


2017年11月27日6:30
　

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 

幸福になる秘訣をお教えしよう。

できるだけいろいろなものに興味を持ち、物ごとであれ人間であれ興味を感じるものを無視せず

、

できるだけ好意的に接することだ。

バートランド・ラッセル

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月27日6:30
　

https://www.youtube.com/watch?v=c6rP-YP4c5I
Shakira - Try Everything (Official Video)
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月27日6:59
　

cmk2wl @cmk2wl · 16時間16時間前 

高く登ろうと思うなら、自分の脚を使うことだ。

高い所へは、他人によって運ばれてはならない。

人の背中や頭に乗ってはならない。

ニーチェ

　

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=c6rP-YP4c5I
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月28日6:01
　

2017年11月27日（月）【前日】
01:00 0.036 0.035 0.035 6 
02:00 0.035 0.035 0.035 6 
03:00 0.035 0.035 0.035 6 
04:00 0.035 0.034 0.035 6 
05:00 0.035 0.034 0.035 6 
06:00 0.035 0.034 0.035 6 
07:00 0.035 0.034 0.035 6 
08:00 0.035 0.034 0.035 6 
09:00 0.035 0.034 0.035 6 
10:00 0.035 0.034 0.035 6 
11:00 0.035 0.034 0.035 6 
12:00 0.035 0.034 0.034 6 
13:00 0.035 0.034 0.034 6 
14:00 0.035 0.034 0.035 6 
15:00 0.035 0.034 0.035 6 
16:00 0.035 0.034 0.035 6 
17:00 0.035 0.034 0.035 6 
18:00 0.035 0.034 0.035 6 
19:00 0.035 0.034 0.035 6 
20:00 0.035 0.034 0.035 6 
21:00 0.035 0.035 0.035 6 
22:00 0.035 0.034 0.035 6 
23:00 0.035 0.035 0.035 6 
24:00 0.035 0.035 0.035 6
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月1日9:11

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


　

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 11月27日 

うへー！

https://twitter.com/charlie24K/status/935178055424786432
　

 

https://twitter.com/charlie24K/status/935178055424786432


（11月27日）

https://85358.diarynote.jp/201711270739031170/

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月27日22:25
　

先ほど無事帰投。(^o^)／
元気に22:22でした。
マイナス２℃の氷結荒野を１０kgかついで懲りずにアルキタク。
(^。^;)

まんが読んで、

ごはん食べて、

早めに寝ます。(^_^;)

『自己紹介』はあしたＰＣから書きま〜す☆

(’◇’)ゞ
　

 

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


（11月27日）　魂が、砕けてしまいました…

https://85358.diarynote.jp/201711280554585223/

『自己紹介シリーズ』　女神ルマルウン。

2017年11月28日 リステラス星圏史略　（創作）
　　

　

　

ルマルンと申します。

転生界時代最後の名前を正確に発音するなら、ルー・マ・ル＝ウームナール。

女神といってもほんの下のほうですわ。いまだ至らぬ者です。

新生《大地世界》にては偉大なる女神タ・マァ様のもとで特に幼いものたちの世話をする係を頂

きました。

…えぇ。わたしずっと智神ヨーリヤ様をかげながらお慕いしておりましたわ。

もちろん、叶わぬ想いだということは、解っていましたけれど…

でもずっとずっと、お慕いしておりましたの。

…それが…

…あんなことに…

わたくしおそばで一部始終を見ておりましたの。

ただ驚いて、見ていることしか、できなかったのですわ…

https://85358.diarynote.jp/201711280554585223/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18


それで。

わたくし、魂が、砕けてしまいましたの…



（11月28日）　（きのうちょっとだけだけどアルパカ成分補給できたし♪）

https://85358.diarynote.jp/201711280612485755/

【 猛ふぶき 暴風に警戒 】（２９日昼前〜３０日）。／（ 札幌
０．０ 36 μ。　＋ １ ℃。 ）。　（未ＯＴＬ）

2017年11月28日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg
Dean Fujioka - History Maker (Yuuri!!! on Ice opening) 10 hours 

おはようございます。ＰＣ起こしたのが０５：４４でした。

札幌は　プラス　１℃…？　…おや…？？

…ちょっとこのタイミングで、先に『自己紹介シリーズ』書いてきますね…☆

（前項参照）

…へい。書いてきました！（＾＾）！

情報チェック往きまーす！

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月28日（火）【当日】 
01:00 0.036 0.035 0.035 6 
02:00 0.036 0.035 0.035 6 
03:00 0.035 0.035 0.035 6 

https://85358.diarynote.jp/201711280612485755/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6
https://85358.diarynote.jp/201711280612485755/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171128/85358_201711280612485755_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171128/85358_201711280612485755_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171128/85358_201711280612485755_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CqGkCEtUlMg
http://www.iph.pref.hokkaido.jp/eiken_radiation/11DailyReport.html


04:00 0.035 0.035 0.035 6 
05:00 0.035 0.035 0.035 6 
06:00

空気よーし！

体調よーし！

精神状態もよーし！（＾ｗ＾）！

（きのうちょっとだけだけどアルパカ成分補給できたし♪）

（で、ちょうどここで、０６：００ジャストを観ました♪）

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511816400/1011-0010-101000-
201711280600.gif?t=1511817057
（０５：５０〜０６：００）

　　↑

（ちょっと、更新が遅れぎみ…？？）（現在０６：２２）

地震マップ @eq_map · 5 時間5 時間前 

【M4.2】石狩平野 深さ122.0km 2017/11/28 02:05:26
【最大震度1】(気象庁発表) 
石狩地方南部 深さ約130km M3.9 28日02時05分頃発生

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年11月28日 05:09】
北海道地方は２９日昼前から３０日にかけて、日本海側を中心に雪を伴った風が海上

で非常に強く、海はしけるでしょう。猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、暴風に

警戒してください。また、高波に注意してください。

チャーリー（Lv51） @charlie24K · 6 時間6 時間前 

https://hailstorm.c.yimg.jp/iwiz-weather/lightning/1511816400/1011-0010-101000-201711280600.gif?t=1511817057


うへー！

https://twitter.com/charlie24K/status/935178055424786432

中津川　昴 @subaru2012 · 16時間16時間前 

この地域、ヤバイかもね!!! あのロール状の雲が見えてるはず

【北海道と青森では朝から、寒気の吹き出しで4、5本のぶっとい雲が見える】
https://twitter.com/subaru2012/status/935034013512736768

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 

あなたの大きな夢を萎えさせるような人間には近づくな。

たいしたことない人間ほど人の夢にケチをつけたがるものだ。 

マーク・トウェイン

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月28日6:13
　

０

６２１

７２１☆

https://twitter.com/charlie24K/status/935178055424786432
https://twitter.com/subaru2012/status/935034013512736768
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29日6:14
　

2017年11月28日（火）【前日】
01:00 0.036 0.035 0.035 6 
02:00 0.036 0.035 0.035 6 
03:00 0.035 0.035 0.035 6 
04:00 0.035 0.035 0.035 6 
05:00 0.035 0.035 0.035 6 
06:00 0.036 0.035 0.035 6 
07:00 0.036 0.034 0.035 6 
08:00 0.036 0.035 0.035 6 
09:00 0.036 0.035 0.035 6 
10:00 0.036 0.035 0.035 6 
11:00 0.036 0.035 0.035 6 
12:00 0.035 0.035 0.035 6 
13:00 0.036 0.035 0.035 6 
14:00 0.036 0.035 0.036 6 
15:00 0.036 0.036 0.036 6 
16:00 0.036 0.035 0.036 6 
17:00 0.036 0.036 0.036 6 
18:00 0.037 0.036 0.037 6 
19:00 0.037 0.036 0.036 6 
20:00 0.038 0.036 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.037 0.036 0.037 6 
23:00 0.037 0.036 0.037 6 
24:00 0.037 0.036 0.037 6
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（11月28日）　過去ログ参照してくださいな…★

https://85358.diarynote.jp/201711290549121531/

（以下や11月28日赤さ多12時34分）

2017年11月28日 就職・転職 コメント (2)
　

　 　

　

　

どうも希望の部署にはまわして貰えず、このまま『人の嫌がる最低条件の業務』だけでタライマ

ワシにされそうな気がする。

昨日『こわいね〜ちゃん』（※暗愚ブリッ児のお仲間）に提出したはずのシフト希望書が今日は

担当者から受け取ってないとか言われ、昨日きちんと説明した話を再度した…だけならいいが、
更にこちらの要望の要点を完全に聞き流された。

(-_-#)

まぁやつらの目的は最初から、

嫌がらせを尽くして自主退職に追い込むことだ。

今日も厄日らしい。

早く帰りたい…

(∋_∈)

https://85358.diarynote.jp/201711290549121531/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

隣の席の人がまさに『私がやりたい業務』をやってる。

(^_^;)

…そんなツマンナサソウナ顔して暗い声で対応するくらいなら、私と代わってくれよぅ…ッ

（＞＜。）。。

 
　

　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月29日5:57
　

０６２…１７７１☆

ちなみに私の職歴（一部）

夢市場（ポラン広場）（加工品倉庫仕切り／パート３人の管理職）

ナチュラル・ローソン（コンビニ店員）

自然食レストランさんるーむ（調理）

軽井沢の有機農業畑（もうなくなった★）（農作業）

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


自称（嘘だった）有機乳業牧場（牛飼い）

…ですが…（＾＾；）…☆

お願いッ！　希望の職務に配属して…ッ！！！

（でないと１０月のあの我慢の嵐がすべて無駄に…（－－＃）★）

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月29日6:18
　

あぁ、（＾＾＃）

「興部の冨田ファーム」と

「軽井沢の有機畑」（あんまり嫌すぎて名前が出て来ない★）については、

２０１１〜１２年の過去ログ参照してくださいな…★

…騙された！

「…また！」

　騙されたァぁぁぁぁぁ…ッ！（＞＜ｐ）！
　

　

 

https://85358.diarynote.jp/
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（11月28日）　ディマントイド神兄様の。

https://85358.diarynote.jp/201711290559094304/

11月28日、21時45分。

2017年11月28日 【 フクシマ 】≒【 地球 】 !!≧（ ヒロシマ＋ナガサキ ）。
　

　

先ほど無事帰投。(^o^)／

小雨降るなか１８kgほど担いで楽勝バス帰宅。(^-^)g

座れた☆ o(^-^)o

後ろの席の人が咳き込んで苦しそうだったのへ

ノドアメ進呈できた☆(≧ω≦)b

『細いおね〜ちゃん』はやはりなかなかのけなげな潜在的逸材で、

努力したところで一朝一夕には身につけることが出来ない『人を暖め励ます才能』があるので

稀少価値。(^-^)g

あの資質はアルマンディン兄様ではなくてディマントイド神兄様の『神系』経統らしい。

（道理でアルマンディン兄様の扱いが丁寧だ☆(^。^;)☆）

しかしけしてキャリアウーマン向けの資質ではないので、誰か早くヨメに確保しなさい。

(^。^;)

古き良き『内助の功』を発揮してくれる、貴重な人材だぞ〜♪

https://85358.diarynote.jp/201711290559094304/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=14


私まで咳が出てきた★(-"-;)★

札幌はインフル上陸と思われ。

(-"-;)

とりあえず、

まんが読んで

ごはん食べて

早めに寝ます！

(^o^)／
　

　

　



（11月29日）　アルパカ狼さんの件は…（－－；）…。

https://85358.diarynote.jp/201711290628395828/

【 札幌　＋ ８ ℃ !! 】＋【 ０．０ ５２ μ 】。　（出遅れ＆「鬱
病再発？」危険水域…の、作業栗鼠１匹目）（－－；）★　（未
ビル）

2017年11月29日 就職・転職 コメント (3)
　

　 　

　

https://www.youtube.com/watch?v=VnwD8zsGl2Y
1 Hour of Medieval and Fantasy Inn Music 

遅めの？おはようございます。この一行を書き始めたのが０５：５９だったのに、

何故かすでに０６：０５になってます。危険です。（－－；）

日付修正しました昨日の分、前々項と追記したコメント欄ご参照。（－－；）

精神状態は色々よろしくないです。てか、

本来の１１月の今頃の「鬱病再発」危険水準です…（－－；）…★

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【北海道地方 気象情報 2017年11月28日 16:04】
日本海側では、２９日昼前から暴風に、２９日夕方から３０日にかけて

猛ふぶきや吹きだまり

による交通障害に警戒してください。また、北海道地方では引き続き３０日にかけて

https://85358.diarynote.jp/201711290628395828/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711290628395828/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171129/85358_201711290628395828_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171129/85358_201711290628395828_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171129/85358_201711290628395828_3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=VnwD8zsGl2Y


高波に十分注意してください。

　　↑

札幌の気温は現在、　プラス　８℃…！

本降りの雨。（－－；）

このまま根雪になるかと思われていた積雪は、すべて融けてしまいました…★

…いや…「本来なら」１１月２９日にこれは、べつにおかしくないんですが…。

「降っても２〜３日でまた融ける」はずの１１月初旬の雪が、そのまま根雪化？…と、
私だけではなく、札幌市民すべてがすでに「このまま越冬！覚悟モード」に入っていたと思うん

ですが…★

（－－；）

昨日からイキナリ気温があがりはじめ…雪ではなくて雨…（－－；）…。

…体調が…ついていかなくて…湿度と半端な気温に弱い私は、昨日のダメージもあって、
メンタル直撃、急降下キリモミ状態です…（ＴＴ；）…★

（だってね！昨日ね！「あきがない」と言ってた環境系の部署に…！）

（５人くらい？新人さん集めて、「さあ！」って…研修開始してたんだよ…ッ！！）

…（また！）【騙された】〜ッッッッッ★！（＞＜ｐ）！★

（あいつら本当に！私に対して！



【利用できるトコだけトコトン利用して、】

【ボロ雑巾のようにダメージ与えまくって、】

【さっさと追い出そう！】という…

【　悪 意　】（害意）しか…、ないよな…ッ？？？？！）

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月29日（水）【当日】 
01:00 0.037 0.036 0.036 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.037 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 

05:00 0.052 0.039 0.045 6 

06:00

★（＝＝＃）★

（…と、ここで「作業栗鼠６匹目の、「騙し商品」広告を見つけてしまって、

　さらにダメージ受けて怒り狂っている０６：２１現在…★）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…そんなわけで精神状態かなり悪。なので、『自己紹介』はお休みです…★

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


（てか「語りたいやつ」がどんどん増えて、予定の順番が狂ってる…）

…ｗ（＾へ＾；）ｗ…

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

特務機関NERV @UN_NERV · 2 時間2 時間前 

【石狩・空知・後志地方 気象警報 2017年11月29日 04:56】
石狩地方では、２９日昼前から暴風に警戒してください。

地震マップ @eq_map · 3 時間3 時間前 
【M2.5】上川・空知地方 深さ135.2km 2017/11/29 04:13:50

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【M2.6】石狩平野 深さ20.1km 2017/11/28 14:15:15
　　↑

地震マップ @eq_map · 17時間17時間前 
【最大震度1】(気象庁発表) 胆振地方中東部 深さ約20km M2.4 28日14時15分頃発生

 
　

　

 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月29日6:29
　

精神状態すげー悪い今。（－－；）

何も考えられない。考えたくない。

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


特に、アルパカ狼さんの件は…（－－；）…。
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月29日7:32
　

mada,1771nomama...
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月30日6:18
　

2017年11月29日（水）【前日】
01:00 0.037 0.036 0.036 6 
02:00 0.037 0.036 0.037 6 
03:00 0.037 0.036 0.037 6 
04:00 0.037 0.036 0.037 6 

05:00 0.052 0.039 0.045 6 
06:00 0.056 0.051 0.054 6 
07:00 0.050 0.041 0.045 6 
08:00 0.040 0.037 0.039 6 

09:00 0.038 0.037 0.037 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.039 0.038 0.038 6 

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

https://85358.diarynote.jp/
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https://85358.diarynote.jp/
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17:00 0.040 0.039 0.040 6 
18:00 0.041 0.040 0.040 6 
19:00 0.040 0.039 0.040 6 
20:00 0.040 0.038 0.039 6 

21:00 0.039 0.038 0.038 6 

22:00 0.040 0.039 0.040 6 
23:00 0.040 0.039 0.040 6 

24:00 0.039 0.039 0.039 6
　

 



（11月29日）　再び妄想スイッチが…ｗ

https://85358.diarynote.jp/201711300604289283/

もしかしたら『副官Ｃちゃん』？

2017年11月29日 環境は、生命圏で、生存権。
（五十嵐11月29日飽きた12時24分）

吹雪で大荒れの予報だったのに気温上昇してまとまった雨の後きれいに晴れた(^。^;)ので
半月ぶりに雪のない豊平河畔を平靴で徒歩通勤。(^_^;)

案の定、わずか半月で平地歩行用の前太腿と足首の筋肉が退化(^。^;)していて時間がかかりました
…
☆(-"-;)★

（雪靴だと使うのは膝から脛のバランス反射筋がメインなんですよね〜☆）

(^。^;)

細いおね〜ちゃん、もしかしたら『副官Ｃちゃん』かも？とか再び妄想スイッチが…ｗ

んだって、私をなだめすかしておだてて仕事させるのが上手いんだも〜ん…☆

d(‾ー+‾)

相方もノリが良くてポジティブで、常識人で苦労人。(^-^)g

こういう『マトモな同僚』が

https://85358.diarynote.jp/201711300604289283/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=6


欲しかった！(^O^)！

てことで『細いＣ〜ちゃん似』に乗せられて本日は営業成績も良し。(^_^)v

鬱を悪化させないように踏ん張り升目用紙…(^_^;)。
 



（11月29日）　アルパカ狼さんがかまってくれなかった（＞＜。）。。

https://85358.diarynote.jp/201711300611083323/

私と仲良くなんかしていたら、虐めの巻き添え喰らうこと必至。

（－－＃）★

2017年11月29日 就職・転職 コメント (8)
（胃から11月29日極まり22時07分。）

先ほど無事帰投。(^_^;)

まぁとりあえず、

『細いＣちゃん似』はいいこだ…(^_^;)☆

でも私と仲良くなんかしていたら、虐めの巻き添え喰らうこと必至なので、距離を開けないとね

…(-_-;)★

相方さんは良い同僚だが明らかに甲状腺が腫れ上がっていて、知的後退と言語麻痺が始まってい

るので、

一緒に働ける日々もあまり長くはあるまい。(T_T)

てなことでアルマンディン神兄を罵り倒しつつ、雪がないので買い物も最低限にして、

 
元気に河原を歩いて帰って来ました。

o(^-^)o

にしても行きがプラス１２℃で帰りがマイナス２℃！しかも強風。ってどうなの…？(-"-;)★

まぁもちろん、「こんなこともあろうかと」。

常備している長丈レインコートをウィンドブレーカー代わりに羽織って、少しも寒くなく、

 

https://85358.diarynote.jp/201711300611083323/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=203
https://85358.diarynote.jp/201711300611083323/


楽しく歩きましたけどね…？

(‾ー+‾)ニヤリ

まぁとりあえず、塩味の魔女鍋にジャガイモとカレー粉を投入してリメイクしたので、ごはん炊

いてまんが読んでごはん食べて早めに寝ますわ〜…☆

『自己紹介』は、アルパカ狼さんがかまってくれなかった（＞＜。）。。

 
恨みでグレているので休み〜ッ★

(ノ-o-)ノ　┫

 
　

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月30日7:02
　

cmk2wl @cmk2wl · 8時間8時間前 
返信先: @cmk2wlさん 
　

ヨウ素が欠乏していると、非放射性のヨウ素も、放射性のヨウ素も取り込みやすくなってしまう

。

原発事故のときにヨウ素剤（非放射性）を飲むのはこの理由から。

　

　

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12月1日18:11
　

rin_earthさんがリツイート 
全日本もう帰りたい協会 @mou_kaeru · 11月28日 
　

拒んでいるんだ。

https://twitter.com/mou_kaeru/status/935621857268547584
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日12:25
　

派遣社員News【公式】 @haken_news · 2 時間2 時間前 
返信先: @araichuuさん 
　

接客の現場では従業員が疲弊するぐらいの顧客志向が強要されているのに、

 
採用試験で横柄な態度をとって企業の評判を落とすのを

 
企業がなぜ許容するのか理解に苦しむ。

現場の努力台無しじゃないか？

　　↑

人事窓口の人が一生懸命カキアツメテ募集して送り込んでくれる人【 財 】を、

自分が好きに使い捨てていい「オモチャ」としか思わず、

「ねぇねぇ、誰さん辞めるって！」

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/mou_kaeru/status/935621857268547584
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「やったぁ♪　次、誰いじめるッ？」

…とフロアの真ん中で嬉々として会話していた、

前職の現ＳＶと現リーダー（最古参の連中）。

 
（新参ゆえに「いじめに参加」せざるをえなかった（参加を強制された）エルさんには、その点

では罪はない。）…を、

どうにかするべきだと思う…★

（特に！「産休明けで出戻ってきた」連中ねッ！★）

　

　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日12:34
　

OTL49さんがリツイート 
Nostradamus @Nostradamus1566 · 11月30日 
　

「よこしまな人、悪しき人は偽りの言葉をもって行きめぐり、目でめくばせし、足で踏み鳴らし

、指で示し、よこしまな心をもって悪を計り、絶えず争いをおこす。それゆえ、災は、にわかに

彼に臨み、たちまちにして打ち敗られ、助かることはない」（箴言 6.12-15）#twirobo
　

　

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日13:14
　

OTL49さんがリツイート 
らん@マイナンバーとは全体主義のこと @ranranran_ran · 12月1日 
らん@マイナンバーとは全体主義のことさんが大江昇をリツイートしました
　

中身が完全に同じで片や千円以下、片や１万円以上になる代表的業界が化粧品です。

https://85358.diarynote.jp/
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昔、目隠し調査をした事がありまして。女性って価格のプラセボ効果が強烈に高いんです。

目隠しだと評価は平均的なのに、教えた途端に価格が高い商品を断然良いと言う。

　　↑

詐欺も同然の（半額を名乗った実は高価格の）劣悪サービス商品を、

（ＴＶＣＭを観ただけで）嬉々として電話注文してくる、

 
バカすぎるベクレゾンビどもの相手をする前職よりは、

詐欺も同然の（無料を装った実は計算すると大損の）劣悪キャンペーンを、

（電話営業の社名を聞いただけで）ソッコー「がちゃ切り」する、

　

少なくとも常識的な警戒心は十分にある法人向け

営業電話の

現職のほうが、

　

…絶対にマシ…ｄ（＾＾；）…★
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日15:25
　

OTL49さんがリツイート 
電機・情報ユニオン大阪支部 @denkijohokansai · 11月28日 
電機・情報ユニオン大阪支部さんがえみちゃんをリツイートしました

・パナソニックアドバンストテクノロジー

月２１３時間でストレス訴え

　↓

社長のパワハラで精神疾患

　↓

嫌がらせで休復職繰り返し

　↓

https://85358.diarynote.jp/
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パソコンを取上げ自殺念慮へ

　↓

自殺念慮３日後に昼休み・昼食なしで８時間半叱責

　↓

上司の暴力等で３度目の休職

　↓

１７件の懲戒事由濫発で不当解雇

https://twitter.com/denkijohokansai/status/935527114765246467

そぉか！【 懲戒事由 濫発 】てのが、専門用語ね！（＠ｗ＠＃）！

（これだ〜！　「やられた」の…!!）
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月2日15:32
　

OTL49さんがリツイート 
盛田隆二『焼け跡のハイヒール』祥伝社 @product1954 · 11月27日 
　

神戸高2自殺未遂、机に大量紙切れ
　

机や椅子に大量の紙切れを貼りつけられ、「高校をさっさとやめろや、ブス」と言われた女子生

徒は、

この証拠写真を撮った後、そのまま授業を受けたという。あまりに異常な光景。

教師はこの陰惨ないじめを知りつつ放置した。断じて許せない。

https://twitter.com/product1954/status/935025473062498304

　　↑

ていうか、ＳＶの「いじめ」だし！

　

　

 

https://twitter.com/denkijohokansai/status/935527114765246467
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霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月3日10:16
　

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
bandeapart72 @bandeapart72 · 11月29日 
　

東北大、無期雇用採用試験で１３１人不合格　雇い止めか：朝日新聞デジタル

https://twitter.com/bandeapart72/status/935714763425714176
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（11月30日）　【精神的苦痛⇒右脚疼痛】。というメカニズム。

https://85358.diarynote.jp/201711300633325351/

【 泊原発 沖 ０．０ ６５ μ 】／【 札幌 ０．０ ５６ μ 】（－ ３
℃）／【 － ２６ ℃ の寒冷渦 】南下中。シベリア高気圧（冬
将軍）到来です。　（中中津）

2017年11月30日 環境は、生命圏で、生存権。 コメント (2)
　

　 　

　

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

（承前３項）（－－；）

おそよう？ございます。

ＰＣ起こしたのが０５：５４で５５を見損ね、日付け修正作業をしていたらさらに遅くなりま

した。

現在０６：１２。

札幌は午前４時にマイナス２℃。午前５時にはマイナス３℃まで下がっていました。

無風。雪なし。

４連勤の最終日。精神状態は底辺を這ってますが、体調はいつもの視力低下とストレス性の右足

疼痛が悪化している以外は（内臓系は）堅調。

…右脚が痛いです…（ＴＴ；）…何やっても、何もしてなくても、とにかく痛いんです…★（＞
＜ｐ）ッッ★

（整体師仲間なら「あぁなるほど。」と言ってくるんだが…
 
【精神的苦痛⇒右脚疼痛】。というメカニズムを、現代外科医学では診断書書いてもらえない

ので…
（－－；）…労災申請が出来ない…★★（－－＃）★★

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

地点名：札幌市 (City name : Sapporo) 
2017年11月30日（木）【当日】 
01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 
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06:00

…まぁ、昨日の線量の高さが、不調の原因でしょうね…★
　　↓

http://85358.diarynote.jp/201711290628395828
（コメント欄）

ホワイトフード @whitefood1 · 16時間16時間前 
11月29日14時32分、空間線量の月平均を25％以上上回る拠点が35箇所以上存在します
。

https://twitter.com/whitefood1/status/935743191378165761

https://www.youtube.com/watch?v=npJ5mamoHhE
坂本美雨【CHILD OF SNOW】

特務機関NERV @UN_NERV · 1 時間1 時間前 
【上川・留萌地方 気象警報 2017年11月30日 06:03】
留萌地方では、３０日朝まで暴風雪に警戒してください。上川地方では、３０日昼前

まで大雪に警戒してください。

https://twitter.com/UN_NERV/status/935977656482373632

特務機関NERV @UN_NERV · 15時間15時間前 
【石狩・空知・後志地方 気象警報 2017年11月29日 15:43】
石狩地方では、３０日昼前まで暴風雪に警戒してください。

https://twitter.com/UN_NERV/status/935761228739284996

　　↑

札幌平野部（赤い部分）は、全く何もなし。むしろ晴れてた…。

中津川　昴 @subaru2012 · 3時間3時間前 

大陸には1044と1048hPaの非常に強い寒気の塊があり、そこからー26℃（高度5,500m
付近)の寒冷渦が南下中。満を持してシベリア高気圧（冬将軍）到来です。

さらに本州の南岸沖には前線が東進中で、週末に発達して低気圧になると、寒気は西

から九州南部まで降りて来て、木枯らしが吹き関東も雪の模様。

https://twitter.com/subaru2012/status/935958751202312192

中津川　昴 @subaru2012 · 3時間3時間前 

大陸からの寒気と暴風がすごい

https://twitter.com/subaru2012/status/935956309886754816

中津川　昴 @subaru2012 · 3時間3時間前 
大雪・暴風雪警報が北海道に発令中、青森は風雪注意報も

https://weather.yahoo.co.jp/weather/zoomradar/ …
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http://www.jma.go.jp/jp/warn/
https://twitter.com/subaru2012/status/935955945972047872

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 15時間15時間前 

次の添付図は日付は同じ12月4日午前零時(ut)の500hPa(上空5000ｍ）の気温・気流図
です。

https://earth.nullschool.net/jp/#2017/12/04/0000Z/wind/isobaric/500hPa/overlay=temp/orthographic=117.97,36.85,700/loc=120.945,37.491
…
偏西風の蛇行により寒気が南下しており、山東半島上空で－30℃と激烈です。
次第に寒気は日本列島全体を覆うでしょう。

中央アジアには寒冷低気圧が生じており次第に東方へ移動します。

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/935775606612025345

　　↑

「これは予報よ！」ｗ（＾-＾；）ｗ…（１２月４日）…。

 
 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月30日7:03
　

cmk2wl @cmk2wl · 11時間11時間前 
cmk2wlさんがcmk2wlをリツイートしました
　

メルマガ「トレンドでみられる筋膜の症状の多さや様々な情報を統合していくと

「筋膜 and 足」の関係に行き着くのです。平易に書いていますが相当な時間を費やしました。
 
「筋膜からの排毒」が内部被曝に対する起死回生の打開策になるかも、とお伝えしたようにここ

に希望が…」
https://twitter.com/cmk2wl/status/935833709357424640
　

　

 

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月1日7:20
　

2017年11月30日（木）【前日】
01:00 0.039 0.038 0.039 6 
02:00 0.039 0.038 0.038 6 
03:00 0.039 0.038 0.038 6 
04:00 0.039 0.038 0.039 6 
05:00 0.039 0.038 0.038 6 

http://www.jma.go.jp/jp/warn/
https://twitter.com/subaru2012/status/935955945972047872
https://earth.nullschool.net/jp/#2017/12/04/0000Z/wind/isobaric/500hPa/overlay=temp/orthographic=117.97,36.85,700/loc=120.945,37.491
https://twitter.com/Birkeland2nd/status/935775606612025345
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/cmk2wl/status/935833709357424640
https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/


06:00 0.040 0.038 0.039 6 
07:00 0.039 0.038 0.039 6 
08:00 0.039 0.038 0.038 6 
09:00 0.038 0.038 0.038 6 
10:00 0.038 0.037 0.037 6 
11:00 0.038 0.037 0.038 6 
12:00 0.038 0.037 0.037 6 
13:00 0.038 0.037 0.037 6 
14:00 0.038 0.037 0.038 6 
15:00 0.038 0.037 0.037 6 
16:00 0.038 0.037 0.038 6 
17:00 0.038 0.037 0.038 6 
18:00 0.037 0.037 0.037 6 
19:00 0.038 0.037 0.037 6 
20:00 0.038 0.037 0.037 6 
21:00 0.038 0.037 0.037 6 
22:00 0.038 0.036 0.037 6 
23:00 0.038 0.037 0.037 6 
24:00 0.037 0.037 0.037 6
　



（11月30日）　態勢を建て直して、原稿に戻るぞッ☆

https://85358.diarynote.jp/201712010703477351/

（ 白熊さんは、 ビクーニャさん。 ）

2017年11月30日 リステラス星圏史略　（創作） コメント (1)
　

　 　

（いさわ11月30日、秋味12時21分。）

シフトの件は無事解決。(^_^;)

恐いね〜ちゃんが変なとこに？

ほっぽって帰って

『翌日休み』だったらしい

(^_^#)

月曜日に私が書いた

希望シフトの通り。(^。^;)

実に１５年ぶり？ぐらいに、

『☆年末年始が休み。』

♪へ(^o^ヘ)(ノ^o^)ノ♪

白熊さんが

https://85358.diarynote.jp/201712010703477351/
https://85358.diarynote.jp/?theme_id=18
https://85358.diarynote.jp/201712010703477351/
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171201/85358_201712010703477351_1.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171201/85358_201712010703477351_2.jpg
https://diarynote.jp/data/blogs/l/20171201/85358_201712010703477351_3.jpg


黒熊さんになってて、

可愛かった♪ (≧ω≦)b

※

白熊さんが、

黒フェイクファー付きの

黒コート着ていて、（ちょっと熊の着ぐるみ状態でｗ）

すごく似合ってた♪　o(^-^)o

とにかくあと６時間を乗りきって

明日はよく寝て

態勢を建て直して、原稿に戻るぞッ☆

　　↑

前項追記。(^。^;)

あ、

白熊さんって、

リャマさんで、

ユミちゃんで、

レイで、

ヨーリアね？ (^。^;)

　　↑

違う違う(^。^;)



白熊さんは、

ビクーニャさん。(^。^;)

リャマさん行方不明。心配。心配！

(・_・;)

 
 

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年12月1日7:06
　

【　11月30日23時55分　】

一時間ほど前に無事帰投。

(^o^)／
ごはん食べました。

精神状態ニュートラルまで戻しました。

まんが読んで寝ま〜す☆

マイナス４℃！

ヽ（・＿・；）ノ

　　

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


（借景資料集）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（借景資料集）



（上旬）　…前世のことが、頭から離れないまま…。

（１１月０１日）

https://85358.diarynote.jp/201711010837132634/
https://85358.diarynote.jp/201711010840221494/
https://85358.diarynote.jp/201711010842085430/
https://85358.diarynote.jp/201711010842471943/
 
https://85358.diarynote.jp/201711010843383278/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
 @geruyokota · 10月30日 

前妻のことが頭から離れないままデザートまでいった。

https://twitter.com/geruyokota/status/924950416588029952
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
旭川医大寄生虫学講座 @parasitology_as · 10月29日 

今日は朝から消しゴムハンコづくりという女の子っぽい趣味を楽しんでいます。

エキノコックス成虫と虫卵。年賀状に使おうかな、来年戌年だし。

https://twitter.com/parasitology_as/status/924453408588709888
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://85358.diarynote.jp/201711012001501486/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

世界危機研究所（WCL）さんがリツイート 
森井啓二 @keijimoriiVet · 10月31日 

シベリア北部の空に巨大な白い球体が出現

https://twitter.com/keijimoriiVet/status/925304142171533313

　　↑

…レ・リナル・リナル・ラウレイ様…？！（＠＠；）！？
（※「可視霊体」バージョン！）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

https://twitter.com/geruyokota/status/924950416588029952
https://twitter.com/parasitology_as/status/924453408588709888
https://twitter.com/keijimoriiVet/status/925304142171533313


（１１月０２日）

https://85358.diarynote.jp/201711020747458608/
https://85358.diarynote.jp/201711020748273309/
https://85358.diarynote.jp/201711020756527395/
https://85358.diarynote.jp/201711020759109257/
 
https://85358.diarynote.jp/201711020759491725/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

cmk2wl @cmk2wl · 17 時間17 時間前 

放射能汚染のことを うるさくあなたに言ってくれる人がいるとするなら、その人は優しいんだよ
。

無関心なら何も言わないだろうし、大事だと思ってなければ言う必要もない。

しんちゃんさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 10月31日
チェルノブイリ特集 第1回 潜入！最悪汚染ゾーン（’93.5）放送。
「事故後に住民の被害が拡大したのは、専門家による安全宣言だったということを肝に銘じるべ

きだと思います。」広河隆一

…すいません。もー血縁者にも何も言わないし、職場でも全く喋れらないですね…

（…アルパカ狼さんにすら、わざわざ言おうとは、もはや思っていない…!!）
　　↑

…この時点ですでに「見捨ててる」かぁ〜…★
…（ーーｐ）…。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
エリック ・C @x__ok · 10月31日 

東京新聞:東芝、サザエさん降板へ　ＣＭ提供４８年、合理化で:経済(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017103101002529.html …　
 
原発事故でここまで行ってしまった東芝。

https://twitter.com/x__ok/status/925446100969971712

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017103101002529.html
https://twitter.com/x__ok/status/925446100969971712


 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

sinwanohate・レイジさんがリツイート 
柞刈湯葉（イスカリユバ） @yubais · 10月31日 

サザエさん最終回では町のいちばん外側にある壁が崩壊して

自分たちの暮らしていた町が国家により建設された「昭和文化保護特区」だったのが明らかにな

り

財政難と人道的見地から特区の解体が決定されたと政府の高官が伝えにくる

https://twitter.com/yubais/status/925500078848073729
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

https://twitter.com/yubais/status/925500078848073729


（上旬）　いつか来るはずの世紀末。生と死の輪廻に鬼が介入する時、／ほぼ間違いな
く編集に突っ返されます。

（１１月０３日）

https://85358.diarynote.jp/201711030805134801/
https://85358.diarynote.jp/201711030806492681/
 
https://85358.diarynote.jp/201711030807532724/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

いつか来るはずの世紀末。生と死の輪廻に鬼が介入する時、種の生活は止まり種は滅びる。

https://twitter.com/gottsu_alchimie/status/925683446659268608
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://85358.diarynote.jp/201711031016295806/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

吉岡　平＠日々是口実ｗ @torinakisa · 10月31日 

恐ろしいことに 現実の犯罪は フィクションよりはるかに『雑』になることが多いのです
たとえば

 
「引っ越して来た青年が 二ヶ月で9人殺して 遺体をクーラーボックスに入れてワンルームに放置
します」

と企画出したら「もう少し練り直しましょうか」と

 
ほぼ間違いなく編集に突っ返されます

https://twitter.com/torinakisa/status/925473222388154368
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711031019462848/
 
 
（１１月０４日）

https://85358.diarynote.jp/201711040741275265/
https://85358.diarynote.jp/201711040754219027/
 
https://85358.diarynote.jp/201711040756583492/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

https://twitter.com/gottsu_alchimie/status/925683446659268608
https://twitter.com/torinakisa/status/925473222388154368


霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月4日8:15
　

０６２０３７３．

…今日はみごとにカウンターが動かない…（１時間うごかない）

皆さん、生きてます…？？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://85358.diarynote.jp/201711040906383239/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

OTL49さんがリツイート 
TG @tguhryk · 11月2日 

うおぉぉ〜っっ

スパーで買ったレタスから!!
冷蔵庫で3日…寒かったね

( ; ゜Д゜)
https://twitter.com/tguhryk/status/926033652051410944

cmk2wl @cmk2wl · 11月2日 

「どんな事にも理由がある。僕が生まれてきた事にもきっと理由があるはずだ」

サイモン・バーチ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://85358.diarynote.jp/201711040908436503/
https://85358.diarynote.jp/201711040910263597/
　

 

https://85358.diarynote.jp/
https://85358.diarynote.jp/
https://twitter.com/tguhryk/status/926033652051410944


（１１月０５日）　【 生き残った ひなは 2羽だけ 】。

（１１月０５日）

https://85358.diarynote.jp/201711050641214001/
https://85358.diarynote.jp/201711050752137216/
https://85358.diarynote.jp/201711050754014328/
https://85358.diarynote.jp/201711050755206113/
 
https://85358.diarynote.jp/201711050840241685/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

世界危機研究所（WCL）さんがリツイート 
AFPBB News�認証済みアカウント� @afpbbcom · 11月3日 

【生き残ったひなは2羽だけ】
 
南極大陸で今年生まれたペンギンのひなが大量に餓死していたことが明らかに。

海氷の異常な厚さが原因で餌場が遠くなったため…
https://twitter.com/afpbbcom/status/926468786714300421
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://85358.diarynote.jp/201711050841204669/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中津川　昴 @subaru2012 · 26分26分前 

【サブカルは世界を救うとは思うけど、人が沢山集まると、反体制派には治安が乱れ

ている様に見えるのかな？】アニメ祭り主催者拘束 リビア | 2017/11/5(日) -
Yahoo!ニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/926945479241351168

…だって、「おっぱい♪」と「反体制！ｗｗｗ」…が、「日本アニメ」の２本柱だよ…？？ｗｗ
ｗ

（『進撃の巨人』を国民に推奨する為政者がいたら、むしろ笑う…）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
https://85358.diarynote.jp/201711050842174250/

https://twitter.com/afpbbcom/status/926468786714300421
https://twitter.com/subaru2012/status/926945479241351168


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

OTL49さんがリツイート 
ロイター.co.jp�認証済みアカウント� @Reuters_co_jp · 11月2日 

愛する人の遺体を「高度な医学的研究」に提供する代わりに、無料で火葬するとうたった米企業

。実は

遺体を集めて切断し、部位ごとに医学研究者や研修機関、その他の買い手に売って利益を得て

いる、いわゆる「ボディーブローカー」だった　http://bit.ly/2imNc6a
https://twitter.com/Reuters_co_jp/status/925920097192964096
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
 

http://bit.ly/2imNc6a
https://twitter.com/Reuters_co_jp/status/925920097192964096


（上旬）　積ん読は正義。

（１１月０６日）

https://85358.diarynote.jp/201711060746341917/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

cmk2wlさんがリツイート 
なな竈11666 @nana_cama · 11月3日 

３連休初日、東北道でトラックのタイヤ破裂にはじまり

 
17分間に３km内で４件事故って…
https://twitter.com/nana_cama/status/926420798977425409
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711060747161759/
https://85358.diarynote.jp/201711060748221668/
https://85358.diarynote.jp/201711060749195439/
https://85358.diarynote.jp/201711060750318225/
 
（１１月０７日）

https://85358.diarynote.jp/201711070809597485/
https://85358.diarynote.jp/201711070811006970/
https://85358.diarynote.jp/201711070811352231/
https://85358.diarynote.jp/201711070812085682/
https://85358.diarynote.jp/201711070813054908/
 
（１１月０８日）

https://85358.diarynote.jp/201711080754149089/
https://85358.diarynote.jp/201711080807517452/
https://85358.diarynote.jp/201711080811035634/
https://85358.diarynote.jp/201711080811524917/
https://85358.diarynote.jp/201711080812418504/
 
https://85358.diarynote.jp/201711081003022754/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

JUMPILIKEYOUさんがリツイート 
Simon_Sin @Simon_Sin · 11月6日 

https://twitter.com/nana_cama/status/926420798977425409


宇宙戦艦ヤマトの艦首には菊の紋が付くはずだった。しかし

「軍国主義臭えのは大嫌いだ」と松本零士監督が反対し

「戦艦には菊の紋が必要」という西崎Pと対立。

メカデザイナーの宮武一貴氏が「ちょっと下に移動させて、内側に引き込んだらどうすか」と

波動砲にした

#実は最初はそうじゃなかったこと
https://twitter.com/Simon_Sin/status/927493498445611010

…ぇえええええぇッ？！ｗ（＾◇＾；）ｗｗｗｗｗ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

https://twitter.com/Simon_Sin/status/927493498445611010


（上旬）　自衛隊が軍隊となった。2019年発布後、

（１１月０９日）

https://85358.diarynote.jp/201711090656557101/
https://85358.diarynote.jp/201711090657514833/
https://85358.diarynote.jp/201711090819249239/
https://85358.diarynote.jp/201711090937112152/
https://85358.diarynote.jp/201711090938009601/
 
（１１月１０日）

https://85358.diarynote.jp/201711100827359823/
https://85358.diarynote.jp/201711100829252326/
https://85358.diarynote.jp/201711100830514746/
 
https://85358.diarynote.jp/201711101050212187/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

JUMPILIKEYOU @jumpilikeyou · 11時間11時間前 

2018年、自民党改憲草案に基づいた改憲発議が行われれ、国民投票の結果得票率70%で憲法改正
が可決された。自衛隊が軍隊となった。2019年発布後、安倍政権は直ちに非常事態宣言、安倍晋
三は無期総理大臣となった。

法律は全て閣議決定で成立し、18歳以上の男女に兵役が義務化された。
https://twitter.com/jumpilikeyou/status/928636039530291201
 
 
…予言ネタは小説だけにしてください…★
 
⇒http://p.booklog.jp/book/109780/read#none
　リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－２－ｘ　「（裏）善野物語…」
 
⇒http://p.booklog.jp/book/108717/page/2970851
　リステラス星圏史略　古資料ファイル　５－３　『朝日ヶ森の物語』

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711101051234702/
 

https://twitter.com/jumpilikeyou/status/928636039530291201
file:///tmp/puboo/127519/455289/6a214e35b1ca13be16e2/book/109780/read#none
file:///tmp/puboo/127519/455289/6a214e35b1ca13be16e2/book/109780
file:///tmp/puboo/127519/455289/6a214e35b1ca13be16e2/book/108717/page/2970851
file:///tmp/puboo/127519/455289/6a214e35b1ca13be16e2/book/108717


（中旬）　『 メトセラの子ら 』 ロバート・Ａ・ハインライン。

（１１月１１日）

https://85358.diarynote.jp/201711110723361369/
https://85358.diarynote.jp/201711110805471867/
https://85358.diarynote.jp/201711110839123095/
https://85358.diarynote.jp/201711110925485694/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中津川　昴 @subaru2012 · 8時間8時間前 
宇宙のエネルギーランク

ビッグバン＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞重力縮退(超新星爆発)
＞ブラックホール＞＞反物質対消滅＞＞＞太陽フレア＞クォーク融合＞核融合＞＞＞核分裂

＞＞磁力密度無限大＞＞モノポール＞台風＞＞MOAB＞地震＞TNT＞＞マグマー水蒸気爆発
＞＞ガソリンー空気

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711110927213837/
https://85358.diarynote.jp/201711110930524817/
https://85358.diarynote.jp/201711110930524817/
https://85358.diarynote.jp/201711111142352521/
https://85358.diarynote.jp/201711112022257991/
https://85358.diarynote.jp/201711112023114125/
 
（１１月１２日）

https://85358.diarynote.jp/201711120802593129/
https://85358.diarynote.jp/201711120848002346/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

チャーリー（Lv51）さんがリツイート 
s_matashiro @glasscatfish · 11月10日 

「なぜ熊野古道にスペインからの観光客が多いか」という熱の入った会話をしてた人が、昨日入

ったカフェにいた。

休みの期間も一因だけど、『道の世界遺産』は、サンチャゴ・デ・コンポステラと熊野古道しか

ないので、テクテク巡礼大好きなスペイン人が来るのだと言う話。

録音したいくらい面白かった

https://twitter.com/glasscatfish/status/928987303632044034

　　↑

https://twitter.com/glasscatfish/status/928987303632044034


スペインの巡礼道「歩いて来たよ〜！」という人が、

いま（先週）狸小路で、絵ハガキ売ってた…☆（＾＾）ｇ

「神の」道、良し！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

…ヤオヨロズは、すでにヤマト民族を、見捨てたけどな…★
ｗ（－－；）ｗ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711120850077846/
https://85358.diarynote.jp/201711120851271912/
https://85358.diarynote.jp/201711120854032336/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

cmk2wlさんがリツイート 
cmk2wl @cmk2wl · 2014年2月27日 

ちょっと興味深いものが…。ユダヤ人（アシュケナジムのユダヤ人。嘆きの壁に祈る鷲鼻のユダ
ヤ人とは違う、アメリカの支配階層）はテイ＝サックス病という致命的な遺伝病になる確率が

高い。一般的ヨーロッパ人の約100倍も罹患しやすいとか。それをトレンド検索してみたところ、
次の結果が…
https://twitter.com/cmk2wl/status/439054085895897088

…実話（？）だったのか…！？
⇒https://ebookstore.sony.jp/item/BT000021297600100101/?cs=bnr1831_top
『メトセラの子ら』ロバート・Ａ・ハインライン(著),
 
 
cmk2wl @cmk2wl · 18時間18時間前 

奴らの頭は我々のもので、奴らは我々の思い通りに動く。

我々は奴らの政府を作り、反対勢力も設ける。その両方を所有するのだ。

プロトコール

https://twitter.com/cmk2wl/status/929209068895420416

cmk2wlさんがリツイート 

https://twitter.com/cmk2wl/status/439054085895897088
https://ebookstore.sony.jp/item/BT000021297600100101/?cs=bnr1831_top
https://twitter.com/cmk2wl/status/929209068895420416


cmk2wl @cmk2wl · 3月31日 

私たちはいい加減、弁護士だとか学者だとかその発言をうのみにすることをやめて、自分で

たどたどしくはあっても己の人生経験のすべてをかけて考えるのだ。

それは人間の文明とは何かというあたりから始めることになりそうだ。

https://twitter.com/cmk2wl/status/847882525909196800
 
 
…おあとがよろしいようで…（＾＾；）☆
 ⇒http://p.booklog.jp/book/112686/read
リステラス星圏史略　古資料ファイル　Α〜Ω

『 リステラス星圏史略 』
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 https://85358.diarynote.jp/201711121137207526/
 

https://twitter.com/cmk2wl/status/847882525909196800
file:///tmp/puboo/127519/455289/6a214e35b1ca13be16e2/book/112686/read


（中旬）　第二次火星移住計画が 2030年までに

（１１月１３日）

https://85358.diarynote.jp/201711130734205220/
https://85358.diarynote.jp/201711130734569159/
https://85358.diarynote.jp/201711130735275627/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

コメント

霧木里守≒畑楽希有（はたら句きあり）

2017年11月18日10:48
中津川　昴 @subaru2012 · 11月12日 

それから2025年の空にはたくさんのアレが浮かんでいた、おお〜これが映画とかで見た空中ア
ド（広告）というやつかぁ〜と思って眺めた。それから日本の歌手（髪が金色と水色で透き通っ

て見える、少女）が世界を舞台に歌っていて、その空中広告でも世界同時配信という手法で、空

中に投影されていた。

３D広告の中に混じってその女性ボーカルが世界170都市で同時にライブをしていて、面白かった
。日本のDIVAと呼ばれて、地上だけでなく、ISSなどの中継衛星基地などでも視聴できるようだ
。大気の有無は関係ないようで、中継できれば、月面でも火星でも上映できるという。

しかも、地球時間で太陽系中に放送されるのでタイムラグが発生しないライブになる。備え付け

の3D投影機があれば、自宅でも、ビーチでも、飛行機の中でも楽しめる。「SONON」という女
性ボーカルのユニットが全世界で、マルチミリオンヒットとか字幕放送されてた。まだ字幕って

あるんだと思った

全世界だから、170すべての国の言語で歌うボーカルなんだろうなと思ったけど、日本語オリジナ
ルで聞きたい人は、ヘッドフォンで切り替えることができるらしい。

とても未来的な楽曲なんだけど、固有の伝統音楽みたいな曲もあるようだ。

2030年の地球の人口は130億くらいだから、多すぎると考える一部の抑制者も出てきていたようだ
。一方、火星のフロンティア計画では、情熱あふれる人々によって、続々、大船団が組まれて宇

宙船を建造し始めていて、日本はロシアのモジュール（コンティニュアム）を国家予算で下請け

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


を行っていた。

2025年にはもう一つ、人口と食料の問題がクリアされたというニュースが空中に表示されいた。
食料は自動化や日照、雨量が適切に操作されていれば問題ないかもしれないけど、人口ってどう

なるんだろうなと思う。医療が進歩すると延命され、人口は100億に達するんだけどね

第二次火星移住計画が決まっていた。2030年までに第一次火星移住者による基地拡幅工事によ
って、居住地容量が10万人（4万世帯）まで増える。希望者が殺到していた。そこで各国政府が、
移住者の窓口を作って「行政」「事業者」「技術者」「文化人」「科学者」「軍関係者」が選ば

れていた。

コンティニュアムではモジュール型宇宙船を数珠つなぎにして宇宙空間に運搬し、ラグランジュ

ポイントで各モジュールを連結する作業を行い、10個ずつ繋がったら、月周回軌道に向けて放出
され月と地球の引力を使って火星に向けて送る宇宙船の計画だ。

運搬のために、複数の推進機関をアメリカと日本とブラジルが研究開発していた。クオンタム・

エンジンとEMエンジンが採用され、より安全で高効率なEMエンジンがメインになっていた。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711130736017502/
https://85358.diarynote.jp/201711130736381033/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

cmk2wl @cmk2wl · 12時間12時間前 

「空の青さはペンキで塗られたもの」

いつでもそれぐらいの疑いを持った方がいい。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



（中旬） 「人類最初の移住者は、船でやって来た」。

（１１月１４日）

https://85358.diarynote.jp/201711140640595992/
https://85358.diarynote.jp/201711140642208571/
https://85358.diarynote.jp/201711140803274945/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 14時間14時間前 

生物は何故新種を誕生させるのか、そして時折何故大量絶滅するのでしょうか？

それは宇宙線が原因していると私は推察するのです。

つまり、宇宙線量が増大するとき生物の遺伝情報BANKであるDNAが変異し新種を誕生させると
同時に

大量絶滅も引き起こすと考えられるのです。

…はいはいはい…。
⇒http://p.booklog.jp/book/112686/read
 
 
ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 14時間14時間前 

5億7500万年の生物の歴史に着目すると生物はその種を増加させると同時に絶滅を繰り返してきま
した。

生物の進化とは新種の誕生と絶滅の繰り返しであったのです。

生物が何ゆえ新種を誕生させるとともに絶滅を繰り返すのでしょうか？

そこには宇宙規模のメカニズムがきっとあると私は推察するのです。

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/929996752152813568

＞「チバニアン」（千葉時代）と命名された約７７万〜１２万６千年前とは、

>現生人類（ホモ・サピエンス）が誕生したころです。
 
 
ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 14時間14時間前 

地質年代を見ると、私たち人類の歴史とはずいぶんと新しくまだ経過時間が短いことが分かり

file:///tmp/puboo/127519/455289/6a214e35b1ca13be16e2/book/112686/read
https://twitter.com/Birkeland2nd/status/929996752152813568


ます。

もうちょっと時間軸を大きく俯瞰すると、地球上の多細胞生物の歴史（カンブリア時代以降）も

地球の誕生が46億年前であるのだから、たかだか5億7500万年ほどしかないことが分かるのです。
https://twitter.com/Birkeland2nd/status/929992598332219393
 
 
ビルケランドⅡ世さんがリツイート 
KAMEI Nobutaka @jinrui_nikki · 11月11日 
KAMEI NobutakaさんがPaleoAnthropology+をリツイートしました

アメリカ大陸への人類最初の移住者は「ベーリング地峡を歩いてきたのではなく、船でやって

来た」仮説が有力に。年代も遡る。地峡を歩いて渡った人びとは、第二波の移住者であったとい

うことになる

https://twitter.com/jinrui_nikki/status/929256294619533312

オルメカとインカの違いだね☆（＾＾）☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711140805039626/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

cmk2wl @cmk2wl · 4時間4時間前 

次に起こる戦争は勝利に終わるのではなく、

相互の全滅に終わる。

バートランド・ラッセル

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711140805501490/
 

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/929992598332219393
https://twitter.com/jinrui_nikki/status/929256294619533312


（中旬）　やはり 地球滅亡！

（１１月１５日）

https://85358.diarynote.jp/201711150711351810/
https://85358.diarynote.jp/201711150712524009/
https://85358.diarynote.jp/201711150800351753/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中津川　昴 @subaru2012 · 2日2日前 

【超警告】11月19日にニビル接近、12月2日までに

M7以上の巨大地震連発で地球滅亡へ！ やはり“この世の終わり”はもう始まっていた!?
https://twitter.com/subaru2012/status/929926516410007553

中津川　昴 @subaru2012 · 2日2日前
 
【緊急警告】やはり11月19日付近で地球滅亡！ 

ニビルが地球最接近で巨大地震連発、 “不吉な兆候3つと証拠映像”で判明！
https://twitter.com/subaru2012/status/929925911268306944

…えぇっとぉ…★（＾＾；）★
http://p.booklog.jp/book/110718/read

http://85358.diarynote.jp/200910200342564430/
＞小惑星が予定の軌道を外れ制御不能となり、遠からず地球におそらく正面衝突するだろうとい

う

＞使い古されたＳＦ映画の脚本のような事実

＞小惑星の地球重力圏落下を寸前で阻止、「第二の月」としてラグランジュ５に押しとどめた。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711150802053391/
 
（１１月１６日）

https://85358.diarynote.jp/201711160619405415/
https://85358.diarynote.jp/201711160707161369/

https://twitter.com/subaru2012/status/929926516410007553
https://twitter.com/subaru2012/status/929925911268306944
file:///tmp/puboo/127519/455289/6a214e35b1ca13be16e2/book/110718/read
http://85358.diarynote.jp/200910200342564430/


https://85358.diarynote.jp/201711160723012071/
https://85358.diarynote.jp/201711160802058339/
 
（１１月１７日）

https://85358.diarynote.jp/201711170928184758/
https://85358.diarynote.jp/201711171020388186/
https://85358.diarynote.jp/201711171022049995/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中津川　昴 @subaru2012 · 20時間20時間前 

【光速以上で飛べる理論ができて、技術的に作れそうなら宇宙船建造して行ってみたいね〜】

11光年先に地球似の惑星 発見 | 2017/11/15(水) - Yahoo!ニュース
https://twitter.com/subaru2012/status/931021497379913728
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711171023237608/
https://85358.diarynote.jp/201711171024176979/
 
 

https://twitter.com/subaru2012/status/931021497379913728


（中旬）　地獄に、堕りて来る…。

（１１月１８日）

https://85358.diarynote.jp/201711180650482754/
https://85358.diarynote.jp/201711180652012585/
https://85358.diarynote.jp/201711180654207800/
https://85358.diarynote.jp/201711180655106371/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
OTL49さんがリツイート 
ニンパイ @shinobuk · 11月13日 

自虐がそうであるように、自分を粗末に扱う人は、むしろ人一倍大事に扱われたいという

思いの強い人なんだろうと思っている。

他人にそうされて深く傷つくのが怖いから、自分から先回りして自分を傷つけ、

自分はもう傷ついてるという認識で自分を守るような。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 
…そういうもの（理想的状態）が、「ある」んだ！　探せ！

　「なければ、創れ！」…と…

　暗闇にひとすじの光明を…

　「伝える」ために、「私（たち）」は…

　常に、地獄に、堕りて来る…。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711180655528441/
https://85358.diarynote.jp/201711181101346280/
https://85358.diarynote.jp/201711181107209005/



 
（１１月１９日）

https://85358.diarynote.jp/201711190808299729/
https://85358.diarynote.jp/201711190810147905/
https://85358.diarynote.jp/201711190811242390/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

たこさま@トラック着任3ヶ月目 @takosama312 · 11月8日 

地磁気センサーが　角度誤差最大135度
ロボットの振動によって+-90以上ずれる楽しい仕様
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711190812299205/
https://85358.diarynote.jp/201711190816585201/
https://85358.diarynote.jp/201711191222415273/
https://85358.diarynote.jp/201711192119578390/
 
（１１月２０日）

https://85358.diarynote.jp/201711200656442995/
https://85358.diarynote.jp/201711200657213086/
https://85358.diarynote.jp/201711200658305432/
https://85358.diarynote.jp/201711200659034277/
https://85358.diarynote.jp/201711200659445012/
 



（下旬）　『悪徳なんかこわくない』

（１１月２１日）

https://85358.diarynote.jp/201711210801296224/
https://85358.diarynote.jp/201711210803163249/
https://85358.diarynote.jp/201711210803544534/
https://85358.diarynote.jp/201711210804329874/
https://85358.diarynote.jp/201711210805219134/
 
（１１月２２日）

https://85358.diarynote.jp/201711220728422832/
https://85358.diarynote.jp/201711220730023153/
https://85358.diarynote.jp/201711220731213902/
https://85358.diarynote.jp/201711220733058136/
https://85358.diarynote.jp/201711220733561724/
 
（１１月２３日）

https://85358.diarynote.jp/201711230905445980/
https://85358.diarynote.jp/201711230907284598/
https://85358.diarynote.jp/201711230908402065/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 20時間20時間前 

AFP記事：太陽系外から飛来した小惑星を初観測、葉巻形で岩石質
http://www.afpbb.com/articles/-/3152214?cx_position=3 …

「ハワイの言葉で使者を意味する「オウムアムア」と名付けられたこの小惑星は、全長約400メー
トルで、

幅に比べて長さがおよそ10倍という非常に細長い形をしている。」
https://twitter.com/Birkeland2nd/status/933190176758677504

中津川　昴 @subaru2012 · 11月21日 

【コロナホール由来の太陽風(南向き磁場)、地球に直撃中でG1級磁気嵐発生!!】
https://twitter.com/subaru2012/status/932871936786305024
 

http://www.afpbb.com/articles/-/3152214?cx_position=3
https://twitter.com/Birkeland2nd/status/933190176758677504
https://twitter.com/subaru2012/status/932871936786305024


　　↑

…「イオン・ファゼカス」…（＠＠；）…☆
https://pbs.twimg.com/media/DPNaCfGVoAAw1Wv.jpg

…「ファースト・アロウ」…？？
⇒http://76519.diarynote.jp/200701260030190000/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中津川　昴 @subaru2012 · 15時間15時間前 
【ボディが前の人の、脳みそだけ他の人のだと、ほぼDIOじゃないか！！】

世界で初めてヒトの頭部移植に成功 生命倫理の観点から物議も #ldnews
https://twitter.com/subaru2012/status/933276432473628672

⇒https://bookwalker.jp/series/8640/?adpcnt=7qM_VsaT
『悪徳なんかこわくない』

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711230909577946/
https://85358.diarynote.jp/201711230911233458/
 

https://pbs.twimg.com/media/DPNaCfGVoAAw1Wv.jpg
http://76519.diarynote.jp/200701260030190000/
https://twitter.com/subaru2012/status/933276432473628672
https://bookwalker.jp/series/8640/?adpcnt=7qM_VsaT


（下旬）　「 リステラス の 二重螺旋 」。

（１１月２４日の続き）

https://85358.diarynote.jp/201711242347346537/
https://85358.diarynote.jp/201711242348413106/
https://85358.diarynote.jp/201711242350117299/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ビルケランドⅡ世 @Birkeland2nd · 38分38分前 

星間物質の集積に電気力、磁気力が関与しているのです。

まず知ってほしいのは宇宙空間の99.9％は希薄なプラズマ（電離気体）で満ちていると言うこと
なのです。

実はプラズマには宇宙空間に電位差があると細い糸のようになって電気が流れるのです。

細い糸は何本も束ねられて太くなってゆきます。

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/934024481596628992

　　↑

…これはまさに「リステラスの二重螺旋」でわ…（＠＠；）☆
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711242352332813/
https://85358.diarynote.jp/201711242356287744/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

OTL49さんがリツイート 
はたちこうた Kota Hatachi�認証済みアカウント� @togemaru_k · 11月22日 

そのご遺体を発見したのは、婚約者でした。

結婚を間近に控えながら、過労死したNHK記者、佐戸未和さん。31歳の彼女は、なぜ死ななけれ
ばなかったのか。

その長時間労働の実態と背景について、ご両親にお話を伺いました。とても辛い、取材でした。

https://twitter.com/togemaru_k/status/933484924287381504
 
 
（…えぇと…⇒『 鳥になりたい 』（トリガーが見つからないｗ）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711242357187947/

https://twitter.com/Birkeland2nd/status/934024481596628992
https://twitter.com/togemaru_k/status/933484924287381504


 
 
（１１月２５日）

https://85358.diarynote.jp/201711250841571009/
https://85358.diarynote.jp/201711250843507154/
https://85358.diarynote.jp/201711250844378737/
https://85358.diarynote.jp/201711251210383114/
https://85358.diarynote.jp/201711251212588009/
 
（１１月２６日）

https://85358.diarynote.jp/201711261056525685/
https://85358.diarynote.jp/201711261058388206/
https://85358.diarynote.jp/201711261100566270/
https://85358.diarynote.jp/201711261102034777/
https://85358.diarynote.jp/201711261106354843/
 
 



（下旬）　宇宙を漂う　神の意志なのだから。

（１１月２７日）

https://85358.diarynote.jp/201711270631321153/
https://85358.diarynote.jp/201711270633118026/
https://85358.diarynote.jp/201711270736475694/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中津川　昴 @subaru2012 · 18時間18時間前 
返信先: @subaru2012さん、@Airline_Trainfoさん 

【上海南部の町で工場が大爆発！ビル倒壊現場で30人以上の死傷者が付近の病院に担ぎ込まれる
。港湾都市は封鎖された。】

China: Explosion Rocks Port City in South of Shanghai; Several Injured via @indiacom
https://twitter.com/subaru2012/status/934647942031425536

　　↑

（…きのうの夢の「桃の妖怪」事件、これ…？？）
⇒http://85358.diarynote.jp/201711262242024053/
？（〜〜；）？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711270738214616/
https://85358.diarynote.jp/201711270739031170/
 
 
（１１月２８日）

https://85358.diarynote.jp/201711280637435596/
https://85358.diarynote.jp/201711280638378838/
https://85358.diarynote.jp/201711280639331308/
https://85358.diarynote.jp/201711280640228859/
https://85358.diarynote.jp/201711280640533763/
 
（１１月２９日）

https://85358.diarynote.jp/201711290634498110/
https://85358.diarynote.jp/201711290636382966/
https://85358.diarynote.jp/201711290733569244/
https://85358.diarynote.jp/201711290734529983/
https://85358.diarynote.jp/201711290736003666/

https://twitter.com/subaru2012/status/934647942031425536
http://85358.diarynote.jp/201711262242024053/


 
（１１月３０日）

https://85358.diarynote.jp/201711300738206774/
https://85358.diarynote.jp/201711300740203887/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

教祖 @nanashiro1988 · 11月15日 

しろかにっぺ（@shirokanipe_mzk ）
という者がいる

かの者は

素朴な風体と裏腹に

宇宙神のごとし

思考の人である

音を作る職人だが

心は百里を駆ける

風である

かの人は

人ではない

風である

その上

宇宙を漂う

神の意志なのだから

そう

もはやこれは

太陽風である

たまに磁気嵐をおこす

太陽風

https://twitter.com/nanashiro1988/status/930703989544452097
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

https://85358.diarynote.jp/201711300742025454/

https://twitter.com/nanashiro1988/status/930703989544452097


https://85358.diarynote.jp/201711300742025454/
https://85358.diarynote.jp/201711300743126163/
 



（…続きません。…）

 （湧出氾濫混濁中⇒整理整頓中）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これにて（一旦）終了！
 



奥付

（閉店準備作業のための予備ファイル）　９

↓

 

 
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
 

（2019.08.23.〜 作業中 ）
 

 

☆ 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/127519

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

 

 


