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Content from Twitter

ＥＭ菌＆チェルノブイリへのかけはし編ＥＭ菌＆チェルノブイリへのかけはし編

Content from Twitter

Twitter / emnausica: 小沢一郎さんってＥＭＸＧｏｌｄ飲んでる
んですってヾ(*´∪∪｀ ...

あなたにとって最も大切なことと瞬時につなぐ。友だち、専門家、好きな芸能人や最新ニュースを
フォローしよう。
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by breathingpower

『君子怪力乱神を語らず』政治家の皆さん、この格言を忘れないで下さい。ニセ科学こそ現代の怪
力乱神です。 
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breathingpower 2012/09/28 22:30:15

『君子怪力乱神を語らず』政治家の皆さん、この格言を忘
れないで下さい。ニセ科学こそ現代の怪力乱神です。 htt
p://t.co/WVXzKOCY

breathingpower 2012/11/13 19:11:39

真偽は判りませんがＥＭ菌ボットが大物政治家の名前を出しました。そう言えばナノ純銀
除染の人も同じ方の名前を言ってましたね。 / “Twitter / emnausica: 小沢一郎さんっ
てＥＭＸＧｏｌｄ飲んでるんですってヾ( ...” http://t.co/56wjX7I7

NATROM 2012/12/03 14:01:03

日本未来の党の副代表に山田正彦元農林水産相か。口蹄疫のとき、『埋却地の臭気対策を
巡り「ＥＭ菌（有用微生物群）」を持ち出した』( http://t.co/vmQYdrd0 )ことは忘れ
ていないよ。

!日本未来の党の副代表になった山田正彦元農林水産相は、口蹄疫の対策に貢献したとし
てEM提唱者の比嘉氏へ感謝状まで贈ってます。EMが「結界」を作ることによって口蹄疫
から家畜を守るという荒唐無稽なもの。　http://t.co/kEwVoqXt　ニセ科学に親和的な
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Content from Twitter

ＥＭ情報室　ＷＥＢマガジン　エコピュア　連載　新・夢に生きる
[40]　 比嘉照夫 名桜大学教授
ＥＭ（有用微生物群）の開発者、比嘉照夫名桜大学教授、琉球大学名誉教授の連載

Content from Twitter

EMの利用例 - 有用微生物群（EM）まとめ - livedoor Wiki（ウィ
キ）
有用微生物群（EM）に関する情報をまとめています

Content from Twitter

ＥＭ情報室　ＷＥＢマガジン　エコ・ピュア　有機農業トピックス　
福島応援・脱原発がテーマ　土と平和の祭典２０１１
ＥＭ（有用微生物群）情報発信サイト。ＥＭ環境マガジン「ＷＥＢエコピュア」

Content from Twitter

琵琶湖のヒメが出た

Content from Twitter

ブラウザを更新 | Facebook

Facebookは、友達や同僚、同級生、近所の人たちと交流を深めることのできるソーシャルユーティ
リティサイトです。Facebookを利用すれば、友達の近況をチェックしたり、写真をアップロードし
たり(枚数は無制限)、リンクや動画を投稿したり、知り合いと連絡を取り合うことができます。

Content from Twitter

EMが福島にもたらしたもの ー 混乱と軋轢(3) - 増田まとめ

ナノ純銀除染編ナノ純銀除染編

kumikokatase 2012/12/03 14:11:59

政治家は危ういです。

breathingpower 2012/12/03 14:21:27

@kumikokatase 山田正彦元農林水産相の選挙区、対馬市では市をあげてEMを推進して
います。 http://t.co/nE18PTGO

breathingpower 2012/06/10 14:02:56

@kikumaco @konamih 飯田哲也氏はEMのイベントにも参加していました。 http://t.
co/OLAIp5Vc

breathingpower 2012/12/04 07:29:18

チェルノブイリへのかけはしの野呂美加氏は日本未来の党を応援しています。ニセ科学の
政治への介入は困りますね...。 / “琵琶湖のヒメが出た” http://t.co/3pA1WwOh

breathingpower 2012/12/04 07:33:18

チェルノブイリへのかけはしはフェイスブックでも日本未来の党支援一色ですね...。 / “
NPO法人チェルノブイリへのかけはし | Facebook” http://t.co/RmGXLK6W

kumikokatase 2012/12/05 18:12:19

野呂美加さんは、ああいうデタラメを言って脅して怖がらせて…、そして最後に出てくる
のがEM菌を飲めば体に良いとかだったりするし…。

ナノ純銀除染の人がＺ新聞に掲載された事を拡散しています。これって宣伝になるのかな
？ / “Twitter / Saculax: 拡散！:山我祐生ジャーナリストが ナノ純銀除染レポー ...” ht
tp://t.co/6XVVZGGx
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Content from Twitter

Twitter / Saculax: 拡散！:山我祐生ジャーナリストが ナノ純銀除
染レポートをZ旗 ...

あなたにとって最も大切なことと瞬時につなぐ。友だち、専門家、好きな芸能人や最新ニュースを
フォローしよう。

Content from Twitter

『ナノ純銀除染法の真実』
さくら優奈の☆サクラネスク☆の記事、ナノ純銀除染法の真実です。

Content from Twitter

Twitter / harry_130: 【重要】本日、福島県大熊町長・渡辺氏と
千葉議長が、板橋区長を ...

Verbind meteen met wat belangrijk voor je is. Volg je vrienden, experts, favoriete
beroemdheden en belangrijk nieuws.

Content from Twitter

さくら優奈 (Saculax)さんはTwitterを使っています

breathingpower 2012/10/27 23:31:48

mo0210 2012/11/19 19:47:08

こうやって政治家に近づく RT Saculax: miyake_yukiko35 三宅議員も推奨お願いしま
す。"板橋区ホタル環境生態館長・阿部宜男先生が研究開発し、小沢一郎氏、森ゆうこ氏
も推奨しているナノ純銀除染法。ナノ純銀除染法の真実" http://t.co/3zi4Tl9Q

saitoh0619 2012/11/20 07:03:10

ひょこひょこついて行ってしまう政治家が多いのがまた問題ですね。 RT @mo0210: こ
うやって政治家に近づく RT Saculax: miyake_yukiko35 三宅議員も推奨お願いします
。"ナノ純銀除染法。ナノ純銀除染法の真実" http://t.co/DuwImwFE

breathingpower 2012/11/27 08:16:58

ナノ純銀除染に復活の動きが...。いつまでこの状況が続くやら？ #福島 / “Twitter / har
ry_130: 【重要】本日、福島県大熊町長・渡辺氏と千葉議長が、板橋区長を ...” http://
t.co/MCK1z0GN

breathingpower 2012/11/27 08:25:01

ナノ純銀除染「放射能浄化Abe-Effect協議会の会報２号（講演記録）」画像のpdfです。 
/ “会報２号（WEB用）.pdf - Google ドライブ” http://t.co/mJzIGWwk

mo0210 2012/11/27 15:26:40

人前で話すのならクォークの名前くらいは勉強してほしいね RT @breathingpower: ナ
ノ純銀除染「放射能浄化Abe-Effect協議会の会報２号（講演記録）」画像のpdfです。 ht
tp://t.co/hkf4hT7m

breathingpower 2012/11/29 10:03:33

たがや 亮（日本未来の党）さん、ナノ純銀除染の人とは関わらない方が良いですよ。 htt
p://t.co/9DRBvLMF / “Twitter / Saculax: @seikatsu1_activ ...” http://t.co/NmP
mnLDy

breathingpower 2012/12/04 07:46:22

ナノ純銀除染の人のツイートも選挙一色。日本未来の党を応援しています。小沢氏繋がり
でしょうか。 / “さくら優奈 (Saculax)さんはTwitterを使っています” http://t.co/xsm
BTe9G
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あなたにとって最も大切なことと瞬時につなぐ。友だち、専門家、好きな芸能人や最新ニュースを
フォローしよう。

Content from Twitter

Twitter / Saculax: 中村勘三郎さんが肺病で亡くなられた。放射線
物質吸引が原因だと ...

Verbind meteen met wat belangrijk voor je is. Volg je vrienden, experts, favoriete
beroemdheden en belangrijk nieuws.

Content from Twitter

Twitter / Saculax: 2012年5月6日号『サンデー毎日「小沢が進
める放射能浄化計 ...

Instantly connect to what's most important to you. Follow your friends, experts, favorite
celebrities, and breaking news.

Content from Twitter

Twitter / Saculax: 嘉田代表in成増駅北口 ...

Instantly connect to what's most important to you. Follow your friends, experts, favorite
celebrities, and breaking news.

米のとぎ汁乳酸菌の飯山一郎氏も日本未来の党支援を表明しました。米のとぎ汁乳酸菌の飯山一郎氏も日本未来の党支援を表明しました。
米のとぎ汁乳酸菌支持者の方達が、選挙支援のボランティアをしてますね。

breathingpower 2012/12/05 08:37:04

人の命を弄ぶのは止めてほしい...。 / “Twitter / Saculax: 中村勘三郎さんが肺病で亡く
なられた。放射線物質吸引が原因だと ...” http://t.co/6bnoymDG

hunter_sbs 2012/12/05 08:50:47

もう悪しき風物詩だな… RT @breathingpower: 人の命を弄ぶのは止めてほしい...。 / “
Twitter / Saculax: 中村勘三郎さんが肺病で亡くなられた。放射線物質吸引が原因だと .
..” http://t.co/JZIqBPQL

mo0210 2012/12/05 09:55:08

怒！ナノ銀を支持する連中の程度がわかる。 RT @breathingpower: 人の命を弄ぶのは
止めてほしい...。 / “Twitter / Saculax: 中村勘三郎さんが肺病で亡くなられた。放射線
物質吸引が原因だと ...” http://t.co/aG5ccQpG

saitoh0619 2012/12/05 10:15:31

@breathingpower @mo0210 同じようなtweetをしたnonuke_japanはアカウント消
して逃亡しましたね（もしくは運営側に削除されたか）。さて，Saculax氏はどうするで
しょうか？

breathingpower 2012/12/05 10:07:44

血に淫した魔物の浅ましさ。RT @mo0210: 怒！ナノ銀を支持する連中の程度がわかる
。 RT @呼 / “Twitter / Saculax: 中村勘三郎さんが肺病で亡くなられた。放射線物質吸
引が原因だと ...” http://t.co/LhEmuZVj

breathingpower 2012/12/05 10:36:38

日本未来の党さん、本当にニセ科学のナノ純銀除染を推奨するんですか? / “Twitter / Sa
culax: 2012年5月6日号『サンデー毎日「小沢が進める放射能浄化計 ...” http://t.co/O
cpNIEBt

breathingpower 2012/12/05 13:05:40

日本未来の党の応援に駆けつけるナノ純銀除染の人。 / “Twitter / Saculax: 嘉田代表in
成増駅北口 ...” http://t.co/j9JyWkg0
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Content from Twitter

飯山一郎のLittleHP

日本は放射能国家！サバイバル！生き残れ！

Content from Twitter

Twitter / sakura_tokyo: @ipin61 はじめまして（*^_^*）今
日お昼ごろに初め ...

あなたにとって最も大切なことと瞬時につなぐ。友だち、専門家、好きな芸能人や最新ニュースを
フォローしよう。

Content from Twitter

乳酸菌風呂と柚子 | 乳酸菌普及協会

Content from Twitter

菌による自滅方法: においの事件簿

Content from Twitter

Twitter / Saculax: 早くナノ純銀除染法を国策で。 乳酸菌普及協
会　 http:/ ...

Verbind meteen met wat belangrijk voor je is. Volg je vrienden, experts, favoriete
beroemdheden en belangrijk nieuws.

船井幸雄氏が最高顧問を務める幸塾も日本未来の党を応援してます。船井幸雄氏が最高顧問を務める幸塾も日本未来の党を応援してます。

Content from Twitter

21世紀　「幸塾」　へようこそ！
幸塾とは、平成9年8月に設立された「幸せな生き方」を自ら主体的にを学び、発信する場です。10
年を経た現在は、最高顧問の船井幸雄先生が主幹される「にんげんクラブ」の活動も応援し、設立当
初からの、よい世の中への『100匹目の猿現象』拡大を目指しています！

breathingpower 2012/12/06 08:27:32

米のとぎ汁乳酸菌の飯山一郎氏も日本未来の党を応援ですか。次々と役者が揃いますねぇ
。 / “飯山一郎のLittleHP” http://t.co/UniIPvmB

breathingpower 2012/12/08 09:26:20

米のとぎ汁乳酸菌の人たちも日本未来の党候補の支援に集まっていますね...。https://t.
co/9lTTrntn

breathingpower 2012/12/08 09:40:34

米のとぎ汁乳酸菌普及活動のサイトなんですが、日本未来の党を応援しつつナノ純銀除染
も混ざってます...。 / “乳酸菌風呂と柚子 | 乳酸菌普及協会” http://t.co/4YkZ33CH

breathingpower 2012/12/08 14:18:40

米のとぎ汁乳酸菌のまとめ http://t.co/VKDiG9Gw http://t.co/qaUMI6nj をあわせて
ご覧願います。 / “菌による自滅方法: においの事件簿” http://t.co/woScP0pt

breathingpower 2012/12/08 21:35:09

やっぱり米のとぎ汁乳酸菌とナノ純銀除染は仲が良いですね。どちらが優れているのでし
ょうか？？？ / “Twitter / Saculax: 早くナノ純銀除染法を国策で。 乳酸菌普及協会　 
http:/ ...” http://t.co/wgIketvB

breathingpower 2012/12/09 22:52:14

船井幸雄氏が最高顧問を務める幸塾も日本未来の党を応援してます。役者が揃い過ぎ...or
z / “21世紀　「幸塾」　へようこそ！” http://t.co/EOXpxtqC
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イヤシロチ化こそがこの世と実相世界をつなげるポイント
イヤシロチ化こそがこの世と実相世界をつなげるポイント。

参考まとめ参考まとめ

ナノ純銀除染

breathingpower 2012/12/10 12:00:04

カタカムナ文献の発見者（？）がイヤシロチ・ケガレチ思想の提唱者でした...。船井幸雄
氏の思想のルーツを辿ると、関東軍作戦参謀石原莞爾氏やSF作家星新一氏の父君、星一
氏にまで繋がるんですね。 / “楢崎皐月 - Wikipedia” http://t.co/2lEsYsUa

breathingpower 7 days ago

社会社会  政治政治

政治の季節とニセ科学

衆議院選挙と東京都知事選のダブル選挙にあわせて、ニセ科学各派の動きが活発化し
てきました。

syoyuri 2012/01/19 20:06:34

震災震災  原発原発

社会民主党党首( @mizuhofukushima )とあやしい「かけはし」

震災1年目の3月11日に、福島県での集会とパレードと
"福島集会バスツアー企画"への参加を呼びかけている
福島みずほ社会民主党党首( @mizuhofukushima )と、
あやしい「かけはし」について。

syoyuri 2012/09/28 22:14:31

ログ・日記ログ・日記  メモメモ

安倍総裁夫人・昭恵氏による「福島原発の水に愛と感謝を送って下さい」などへの
反応

安倍晋三夫人・昭恵氏のブログ
安倍昭恵のスマイルトーク
「江本勝先生」
http://akie-abe.jp/index.php?ID=542
「江本勝先生より」
http://www.akie-abe.jp/index.php?ID=629
などへの反応をまとめました。 
#続きを読む(残り4行)

震災震災  復興復興

ナノ純銀除染２

ナノ純銀除染が長くなり、読みにくくなったのでナノ純銀除染２を作成しました。
主にアクアマリンふくしま事件以降をまとめています。
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米のとぎ汁乳酸菌の真実
米のとぎ汁乳酸菌について、提唱者の飯山一郎氏から重要なツイートがありま
した。一人でも多くの方に見ていただきたいです。

続・米のとぎ汁乳酸菌の真実
まとめ「米のとぎ汁乳酸菌の真実」に対して飯山一郎氏からの反論がありまし
たので、検証しました。

こちらの話題もおすすめ！こちらの話題もおすすめ！
オクトーバーフェストのビールは何故高いのか？オクトーバーフェストのビールは何故高いのか？ 109 users

ノープランで岩手に一人旅したら大変なことになったノープランで岩手に一人旅したら大変なことになった 151 users

政治の季節とニセ科学政治の季節とニセ科学 14 users

大切なお知らせ、大切なお知らせ、EMEM菌と米のとぎ汁乳酸菌で除染している皆さんへ菌と米のとぎ汁乳酸菌で除染している皆さんへ 15 users

キノコは微生物ですか？　ＥＭを応援している人たちに考えてほしいことキノコは微生物ですか？　ＥＭを応援している人たちに考えてほしいこと 2 users

powered by Preferred Infrastructure

breathingpower 2012/08/02 00:49:35

breathingpower 2012/07/24 09:27:31

震災震災  復興復興

【復興ブログの終了について - アクアマリンふくしまの復興日記】への反応

２０１２年7月31日新たな展開がありました。
富原さんおめでとうございます。
皆さんの支援の声が届いた結果だと思います。
詳細は別なまとめにして、末尾にリンクを入れました。
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と、僕らの基本的人権が事実上なくなって
しまうよ」
536 people recommended this.
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florestan854 4 days ago 0

こんなの( http://twitter.com/tosa_suigei/status/276163331117707264 )をRTし
た大学教授@Itoh_Kiminori もおりますがな。

jigen_the3 4 days ago 27

ニセ科学と反原発の親和性について考えると頭が痛くなるが、ニセ
科学に騙される人間が反原発に走るのか？　反原発に走るとニセ科
学に騙されるのか？永遠の謎…

hanpa64 4 days ago 8

まぁおそらく「忍びよる」段階はとうに過ぎているんでしょうけど。なんたって10年で
原子力から再生可能エネルギーに転換できるそうですから。

UUspyUU 4 days ago 1

ぶって姫が岡山から千葉8区に鞍替えするらしく、その街宣車を見かけたんですが、やっ
ぱりナノ銀とか言ってました。

popoi 4 days ago 9

#ニセ科学 と #歴史修正主義 の親和性についても考えると頭が痛くなるな。
ニセ科学に騙される人間が歴史修正主義に走るのか？ 歴史修正主義に走ると
ニセ科学に騙されるのか？ 謎でもなんでもない。自分の知性に矜持が無い輩
が、そうなるのである。

bananadaiquiri 4 days ago 13

21世紀になってもう何年もたつのに、まだこんなインチキ科学がまかり通っ
てるとは……いい加減うんざりですよー。

vitan_vitan 4 days ago 11

政治ってカルト宗教の代名詞でしょ。としか思えなくなってきている今日こ
の頃。原発推進でも脱原発でも自然界との戦いを避けては通れないのに、自
説にとって都合の悪い科学者からの警告を無視するからなぁ。

T_akagi 4 days ago 32

自民党、安倍晋三の「親学」も忘れるなー。右だろうが左だろうが
、自分の都合のいいニセ科学をありがたがるのは同じだからなー

yama4yoshi 4 days ago 11

自民党の親学もちゃんと非難してくれたらいいよ。同じキチガイでも片方だ
け絶賛とか意味不明だから。

Akkie_2011 4 days ago 14

少なくともここには片方だけ絶賛してる意味不明な人はいないな。E
M中心のまとめだけど、安倍氏の奥さんのトンデモぶりも取り上げ
られているし。トンデモが反原発活動や右翼・左翼の活動家に深く
入り込んでいることに危機感。

neologcutter 4 days ago 5

かつてのEM菌は放射能とは関係なく、土壌改良とかをメインにしていたが、やっぱり情
弱を騙し勢力拡大していったんだよなあ。小沢さんもその勢力頼みなんだろう。

mtcedar1972 4 days ago 4

ナノ銀と言えば、田中康夫も確か話に乗ってたんだよなぁ・・・・・

http://togetter.com/id/florestan854
http://togetter.com/id/jigen_the3
http://togetter.com/id/hanpa64
http://togetter.com/id/UUspyUU
http://togetter.com/id/popoi
http://togetter.com/id/bananadaiquiri
http://togetter.com/id/vitan_vitan
http://togetter.com/id/T_akagi
http://togetter.com/id/yama4yoshi
http://togetter.com/id/Akkie_2011
http://togetter.com/id/neologcutter
http://togetter.com/id/mtcedar1972
http://togetter.com/id/florestan854
http://twitter.com/florestan854
http://twitter.com/tosa_suigei/status/276163331117707264
http://togetter.com/id/Itoh_Kiminori
http://togetter.com/id/jigen_the3
http://twitter.com/jigen_the3
http://togetter.com/id/hanpa64
http://twitter.com/hanpa64
http://togetter.com/id/UUspyUU
http://twitter.com/UUspyUU
http://togetter.com/id/popoi
http://twitter.com/popoi
http://twitter.com/#search?q=%23%E3%83%8B%E3%82%BB%E7%A7%91%E5%AD%A6
http://twitter.com/#search?q=%23%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E4%B8%BB%E7%BE%A9
http://togetter.com/id/bananadaiquiri
http://twitter.com/bananadaiquiri
http://togetter.com/id/vitan_vitan
http://twitter.com/vitan_vitan
http://togetter.com/id/T_akagi
http://twitter.com/T_akagi
http://togetter.com/id/yama4yoshi
http://twitter.com/yama4yoshi
http://togetter.com/id/Akkie_2011
http://twitter.com/Akkie_2011
http://togetter.com/id/neologcutter
http://twitter.com/neologcutter
http://togetter.com/id/mtcedar1972
http://twitter.com/mtcedar1972


12/12/10 13:05日本未来の党に忍び寄るニセ科学の影 - Togetter

9/14 ページhttp://togetter.com/li/418059

kanenooto7248 4 days ago 10

この手の疑似科学は、感情の話。政府は無能だが、こんな民間療法で良くな
るとか、不公平だとか言いたいためにいくらでも出てくる。 http://toget
ter.com/li/387922

joejoeu 4 days ago 4

オカルトは形を変化させて適応していく。　汝の名はミームなり。　人類文明のニッチに
巣くうウィルスなり。

breathingpower 4 days ago 0

まとめを更新しました。日本未来の党副代表、山田正彦元農林水産相関連ツイートを追記
しました。

namanikuo 4 days ago 1

テレビ討論の前に学力試験させて公開させたほうが有意義じゃないか？統計学の基礎とか
大学1年レベルでいいからさ

boounyann 4 days ago 0

船井さんの本物研究所も絡んできたりして。

Meretseger2 4 days ago 0

世界最大のニセ科学のキリスト教がまたなんか悪いことしたの？

slpolient 4 days ago 0

とどのつまりは、右も左もニセ科学に親和性が高いということなんだよな…　911陰謀論
を信奉している国会議員もいることだし。

uzikin 4 days ago 6

だってニセ科学は望む人に都合のいい未来しか見せなくて現実を隠すからこそニセ科学な
んですから。真実はつらい、というか人の都合なんか自然とそれを構成する科学は考えな
いんですよ。都合のいい未来だけ追い求めるのには右も左もありません。隠す為に権力が
欲しいからニセ科学は政治にすりよるの。

kuichirou 4 days ago 4

現実っていうのは大体が地味でつまらない。それをバーンと覆してくれるからニセ科学は
どんな思想形態にも親和性が高い。そんな気がする。

unusefu1 4 days ago 1

最初から少しも忍んでないだろ。

ottwo 4 days ago 1

政治家がカルトを支持するのはヤバいけどカルトの人が政治家を支持するのは責めようが
無いのでは

rt_luckdragon 4 days ago 5

政治には論理的思考、科学的思考が必要と感じる。そうでないと、市民生活が改革、改善
できないから。　それに従わない政治家を選びたくないのだが、何か、それ難しそうです
ねえ。

rt_luckdragon 4 days ago 1

困った。よりベターを選ぶしかないか。

rt_luckdragon 4 days ago 3

実は、判例雑誌を読むと、科学的不適切な論文を引いて、放射線被害について論ずる文に
も出会ったりします。　　つまり、弁護士も、論拠の出発点を間違えると危ういというこ
と。　根拠の検証は大切なんですよ。

breathingpower 4 days ago 0

まとめを更新しました。関連ツイートを追加しました。
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NagatoShinano 4 days ago 3

これだからニセ科学は放置しておけないんだよね…。ニセ科学＝怪力乱心＝打ち出の小槌
だから政治家的には物事を単純化できてありがたいってことなんだろうなぁ。つまり政治
家を責めるだけじゃだめだってこと。

breathingpower 4 days ago 0

まとめを更新しました。米のとぎ汁乳酸菌の飯山一郎氏も日本未来の党支援を表明しまし
た。

saitoh0619 4 days ago 4

どの陣営にも多かれ少なかれ思慮が浅い議員や，トンデモに嵌った議員がいるものだけど
，日本未来の党は際立ちすぎて笑えないレベル。元々の左翼的な思想で親和性が高かった
ところに，突貫工事で所構わず支援を受け付けちゃった結果なんだろうな。

breathingpower 4 days ago 0

@ottwo ニセ科学の場合は商売目的がありますから。比嘉照夫氏が１００%株主のＥＭ
研究機構は、東証2部上場の株式会社オオバの筆頭株主でリゾートホテルも所有していま
す。その利益はどこから出てきたのか...。

tukikaranosisya 4 days ago 0

@rt_luckdragon rt_luckdragon氏、名誉毀損幇助の可能性があるのに当方をブロック
するのはまずいように思えます。あと、RT:実は、判例雑誌を読むと、科学的不適切な論
文を引いて、放射線被害について論ずる文にも出会ったりします。 $　具体的に挙げて
ください。広島長崎原発被害訴訟に関してですよね。

rt_luckdragon 4 days ago 0

フォローを強いるアカウントはブロックしているだけだけど。今、鍵つきになっているし
、時間ないので簡素にコメント｡

rt_luckdragon 4 days ago 1

個人を名指して、違法性を公開された場で問うのなら、具体的な行為を上げてください。

rt_luckdragon 4 days ago 0

〉 tukikaranosisya さん ...私は、そもそもあなたを知らないのだが。

Humi_TW 3 days ago 0

反原発もニセ科学も、其れを信じる人は物事を客観的に思考出来ない、「統計学的検証っ
て何？科学的分析なんて意味がない」と言って憚ら無い訳だから、本質は同じだよね…

bunten 3 days ago 2

票さしあげますとか言ってくる人(なのかどうかはよくわからんが)を遠ざけるのは政治家
にとって容易ではないだろう。彼らが持ってくる分を超える票が逃げるということを示せ
ればいいのだが…。

breathingpower 3 days ago 1

@bunten ナノ純銀の人は候補者の事務所で支援活動してます。チェルノブイリへのかけ
はし系の人たちも選挙支援ボランティアをしているでしょう。支援ボランティアを断るこ
とも難しいでしょうね。

tukikaranosisya 3 days ago 0

@rt_luckdragon ahare_asayakaのサブアカウント　交渉窓口　です。 apj氏の【定期
６】をＲＴしておりますね。問題がないという理由を説明してください。

saizenor 3 days ago 3

ああ、１０月初頭に話題になった虚偽告訴罪雀さんですか。　まだ懲りずに同じ手口使っ
てたんですね　

で、apj氏への告訴云々は相変わらずどうなったんですか？　http://www.cml-offic
e.org/archive/2012/11/06/3677　相変わらず、告訴・提訴をチラつかせての脅
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saizenor 3 days ago 4

しを使っているのですかね

saizenor 3 days ago 3

第三者の人向けに書いておくと、!のコメはtukikaranosisya氏=ahare_asayaka氏
についての事です。ナルトつけ忘れましたが、別にどうでもいいですのでこのままで

J_Tphoto 3 days ago 1

ニセ科学を科学忍者と空目したのは私です。

breathingpower 3 days ago 0

@J_Tphoto 忍者と聞くと抜け忍狩りを思い出します。

rt_luckdragon 3 days ago 0

以降は、(鍵つきなので、@ は付けません。) tukikaranosisya さん向けです。(なお、
ご本人の違法行為指摘が削除されれば、私の関連コメントも削除しますが、それまでは削
除はしません。)

rt_luckdragon 3 days ago 0

自宅に戻ったので、確認しましたら、過去に自動マクロで RT した痕跡が出ているだけの
ようですね。既に RT解除しているのですが、検索すると私がRTした痕跡が表示される模
様です。

rt_luckdragon 3 days ago 0

(既に解除された証拠に、私のアカウントで RT しようとすると、RT操作が可能です。$
試しにやると、再RTになってしまうのでやってません。やると、ご要求の意図に反する
ので。)

rt_luckdragon 3 days ago 0

私の twilog には、残滓が残ってましたので削除しました。これで、意図的に、過去の内
容を検索して強調しない限り、人の目につくことはありません。

rt_luckdragon 3 days ago 0

ので、ご指摘の違法行為には当たらないと思われます。以上、報告まで。

rt_luckdragon 3 days ago 0

なお、わざわざ検索しないと分からない内容を、ご本人が公開で指摘するのは、逆効果だ
と思うのですが、そういう行為に出る意図は、私には分かりかねます。

tukikaranosisya 3 days ago 0

rt_luckdragon氏　回答有難うございます。　しかし、阻却理由の説明になってないので
承服できません。”ＲＴによる信用低下情報の拡散は認めるが、自動マクロが勝手にした
ことなので自動マクロを設定した本人の責任ではない”という考えですよね。普通は、責
任が伴うものと思います。

apj 3 days ago 7

@tukikaranosisya 私の投稿について何ら法的手続きをとらずにおいて、幇助だけ
成立するってのは無理があるよね。まだ訴状来ないけどどうなってるの？告訴は？

vitan_vitan 3 days ago 3

@rt_luckdragon 論拠の出発点を間違えたという意味では根本的に電力会社と同じ間
違いをすることになっちゃうんですよね。

jigen_the3 2 days ago 3

またぞろ「チュンチュンさん」が湧いていると聞いてww

kazooooya 2 days ago 3

知ったか雀とかハッタリ雀とか呼ばれていたアレな人ねｗ プロフィール フォローするフォローする

地震と原発事故で大きなダメージを受
けた福島で跳梁跋扈するニセ科学を監

まとめを作成する
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markwat1 2 days ago 3

apjさんの発言をRTするともれなく告訴してもらえると聞いて(^^)

saifisu 2 days ago 2

他人を”アレ”呼ばわりしておきながら、自分が揶揄されると名誉棄損だなんだ諸々と喚
いていた雀が飛来したと聞いて

rt_luckdragon 2 days ago 1

何か勘違いされているようですが、私は RTを控えてください、の要請に関しての対処報
告を済ませたに過ぎません。以降、貴方と係わり合いとなることは忌避する旨、申し添え
ておきます。

rt_luckdragon 2 days ago 1

なお、忌避しているにも関わらず、更なる行動を起こした場合、行為に関して公職が判断
することになるので、今件の類型以上の責任が、発生する可能性があります。ご注意を。

tukikaranosisya 2 days ago 0

rt_luckdragon氏 "ご指摘の違法行為には当たらないと思われます。以上、報告まで。"
この発言と”対処報告を済ませたに過ぎません。”が矛盾していることを指摘します。

tukikaranosisya 2 days ago 0

rt_luckdragon氏質問です"この発言と”対処報告を済ませたに過ぎません。”$この対処
で今後同類の信用低下発言が今後一切ＲＴされないことの保障、および、その確約になっ
ているのでしょうか？回答をお願いします。

saizenor 2 days ago 1

「（違法行為ではないが）気にする人がいるから、気を使って要請には応えておこう」と
いう事すら理解できないようで。　そもそも、ただの言い掛かりなんだから今後一切しな
いとか確約できる訳がない

saizenor 2 days ago 1

@tukikaranosisya で、apj氏への告訴云々は相変わらずどうなったんですか？　http:/
/www.cml-office.org/archive/2012/11/06/3677　告訴も提訴もない以上、正犯が成
立しないのに幇助が先に成立するわけがないとはapj氏の弁

saizenor 2 days ago 1

そもそもが、周囲を見渡しながら道歩いてたら「今お前俺を睨んだだろ」と難癖付けられ
るようなもの。　その後のやりとりはこんなもの。　「睨んでいません。道を確認しなが
ら歩いていたのですが、お気に障ったのならスイマセン。以後気を付けます」"「今、お
前睨んでないって言ったんだから、謝る必要なんてないはずだ。謝るって事はお前は今悪
いことをしたと、認めたって事だ。それに、気を付けるというが、これから先お前が俺を
一切睨まないって保障できるのか」

breathingpower 1 day ago 0

まとめを更新しました。米のとぎ汁乳酸菌関連のツイートを追加しました。

zisyurosen93 14 hours ago 0

放射能にEM菌は効かない。しかし、これまで批判するのは馬鹿げている"口蹄疫のとき
、『埋却地の臭気対策を巡り「ＥＭ菌（有用微生物群）」を持ち出した』( http://t.co/v
mQYdrd0 )

zisyurosen93 14 hours ago 0

「臭気対策」だぞ！！！微生物が臭気の原因である物質を消化して無臭にするのは事実。
なぜ、それまで批判する？是々非々ができん奴らだな～？

zisyurosen93 14 hours ago 0

放射能にEM菌が効くと言うのはニセ科学です。しかし、臭気対策にEM菌が効くというの
は、紛れもない事実です。まとめを訂正し、謝罪しなさい。選挙期間中に、自分の勘違い
で政治家や政党を侮辱するのは犯罪的な行為です。

breathingpower   

視しています。
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みんなのおすすめ商品 商品を編集

疑似科学入門 (岩波新書) 
池内 了

疑似科学はなぜ科学ではないのか!
そのウソを見抜く思考法 
チャールズ・M. ウィン,アーサー・
W. ウィギンズ,シドニー ハリス

なぜ人はニセ科学を信じるのか
〈1〉奇妙な論理が蔓延するとき
(ハヤカワ文庫NF) 
マイクル シャーマー

ハインズ博士「超科学」をきる!真
の科学とニセの科学をわけるもの 

テレンス ハインズ

カルト資本主義!オカルトが支配す
る日本の企業社会 

なぜ疑似科学を信じるのか: 思い込
みが生みだすニセの科学 (DOJIN選

コメントを入力してください。

コメントする  

breathingpower 14 hours ago 0

@zisyurosen93 比嘉照夫氏はＥＭの結界で口蹄疫からえびの市を護ったと主張していま
す。この点はおかしいと思います。http://www.ecopure.info/rensai/teruohiga/yum
eniikiru40.html

breathingpower 13 hours ago 0

まとめを更新しました。船井幸雄氏が最高顧問を務める幸塾も日本未来の党を応援してま
す。

Friendboy42 11 hours ago 0

EM菌の臭気対策について調べてみても実績は出てきてもどういう理由で臭いを消せるの
かについては触れてないですね。研究する気もあるのかどうか。前に「畑にEM菌を」っ
てのもありましたが、その時も「耕したからじゃない」という反論がありました。臭気対
策についても、散布した行為の別のところに理由があるかも知れません。あるいは、EM
なんてわざわざ持ち出すまでもなく普通の乳酸菌とかで良かったとか。「EMだったから
こそ起きた有意義な変化」を証明できない限り「紛れも無い事実」と言うのは難しいでし
ょう。

zisyurosen93 6 hours ago 0

これが事実なら、威張ってもよいと思います。@breathingpower RT　近隣から苦情の
あった悪臭は消え、噴火のごとく吹き出ていた血液などの体液やガスの発生も止まり、ハ
エもほとんど見当たらず、重機のオペレーターもマスクを外して埋却作業を行っていまし
た。

zisyurosen93 6 hours ago 0

微生物が大きな働きをしているのは事実です。「奇跡のりんご」ができるのも微生物のお
かげだそうです。我が家で青カビが発生したとき、ネットで調べて納豆菌が効くとあった
ので、それを試したところ、確かに効きました。青カビを納豆菌が食べるみたいです。同
じようにEM菌が効くのだと思いますよ。

tukikaranosisya 1 hour ago 0

@rt_luckdragon rt_luckdragon氏　確認致します。違法行為ではないが、不法行為で
あることを認識なされているということですね。今後、信用低下情報のＲＴをしないこと
を確約しないのは、権利侵害である不法行為を行う(将来的)意図を持っていると解釈いた
します。

tukikaranosisya 57 minutes ago 0

管理人へのお願い　c861478,c861509,c861514,c861965 これらのコメントは、当方
の名誉権を侵害している(将来的な可能性も含む)ので、削除を求めます。

breathingpower 22 minutes ago 0

まとめを更新しました。ニセ科学の元締め船井幸雄氏について追記しました。

最近追加された商品

オススメ マイスター トゥギャ通

ほっと屋 褌(ふんどし) 遊 腕相
撲 

交通事故後遺障害診断書〈5〉高
次脳機能障害 

これがアームレスリングだ!! 

伝説から神話へ 日本武道館さよ
ならコンサート・ライブ-完全オ
リジナル版- [DVD] 

アートストーン　(腕相撲ゴリラ)

【これはすごい】コンポタージュの缶の
コーンを効.. 424 users

安倍自民党大応援ツイデモ第三弾 　
12・3 まとめ 1 user

「趣味が心の支えになってる人がいる」
ということ.. 557 users

http://togetter.com/id/breathingpower
http://togetter.com/id/breathingpower
http://togetter.com/id/Friendboy42
http://togetter.com/id/zisyurosen93
http://togetter.com/id/zisyurosen93
http://togetter.com/id/tukikaranosisya
http://togetter.com/id/tukikaranosisya
http://togetter.com/id/breathingpower
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4004311314/mtcedarcom-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4004311314/mtcedarcom-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/430373490X/togetter06-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/430373490X/togetter06-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4150502803/togetter06-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4150502803/togetter06-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4759802754/mtcedarcom-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4759802754/mtcedarcom-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4163530401/togetter06-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4759813489/togetter06-22/ref=nosim/
http://togetter.com/id/breathingpower
http://twitter.com/breathingpower
http://www.ecopure.info/rensai/teruohiga/yumeniikiru40.html
http://togetter.com/id/breathingpower
http://twitter.com/breathingpower
http://togetter.com/id/Friendboy42
http://twitter.com/Friendboy42
http://togetter.com/id/zisyurosen93
http://twitter.com/zisyurosen93
http://togetter.com/id/zisyurosen93
http://twitter.com/zisyurosen93
http://togetter.com/id/tukikaranosisya
http://twitter.com/tukikaranosisya
http://togetter.com/id/tukikaranosisya
http://twitter.com/tukikaranosisya
http://togetter.com/id/breathingpower
http://twitter.com/breathingpower
http://togetter.com/li/418059#
http://togetter.com/li/418059#
http://togetter.com/li/418059#
http://togetter.com/li/418000
http://togetter.com/li/417589
http://togetter.com/li/417628
http://twitter.com/intent/user?screen_name=togetter_jp
http://togetter.com/li/420558
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B004ST7MAA/ibarakidaisuki-22/ref=nosim/
http://togetter.com/li/420557
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4780304350/togetter06-22/ref=nosim/
http://togetter.com/li/420558
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4583035209/togetter06-22/ref=nosim/
http://togetter.com/li/420054
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002AV4FR6/togetter06-22/ref=nosim/
http://togetter.com/li/420558
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0095C0N7O/togetter06-22/ref=nosim/
http://togetter.com/li/418000
http://togetter.com/li/418000
http://togetter.com/li/417589
http://togetter.com/li/417589
http://togetter.com/li/417628
http://togetter.com/li/417628
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CsBhbUV_FUKf-I4nYkQWl0YCYCLnejocD2YqmpEWh3uSabhABIMvooyBQwqnFzANgieO7hNgToAH3xoDdA8gBAqkCvA9swIMISj7gAgCoAwHIA50EqgSLAU_QnCYGWXtoQq5fhIFkMqTz8gxPRWS7R0R4xy4NDnoECTBTgHR1emKIBuJbSocEcE_KHE0WmDFLy5Gll7yykDfczcdYbwbMVelKjLI3pEaYO_gYjfZ6yz1q7YJRcXlPHL-du0wGzW7Ur9TM0QkJsOwf2BwqYfSJGXS4x40ZtdXae0vWiEobEhyuPQLgBAGgBgKAB_G4_yI&num=1&sig=AOD64_2hcmQ_8W115AWka22RhZWeDQRhug&client=ca-pub-1379083136098030&adurl=http://nanten.j-wave.co.jp/


12/12/10 13:05日本未来の党に忍び寄るニセ科学の影 - Togetter

14/14 ページhttp://togetter.com/li/418059

コンテンツ：
注目のまとめ
今週人気のまとめ
人気のまとめ
新着のまとめ
更新済みのまとめ

フィード：
注目のまとめ
(Google|Livedoor)

新着のまとめ
(Google|Livedoor)

オフィシャルアカウント：
@togetter_jp

サービス連携：
twitterクライアント
「twittie」

掲載メディア：
週刊アスキー
週刊ダイヤモンド 7/17

MacFan 2010年8月号
@IT
ITmedia

Togetterについて：
利用規約
プライバシーポリシー
お問い合わせ
広告掲載はこちら
運営会社

受賞：
WISH2010 TechWave賞
2010年度 グッドデザイン賞

Copyright 2010 www.togetter.com. All Rights Reserved.

斎藤 貴男 書) 
菊池 聡

設定を変更する

ページのトップに戻る
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