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自分の発言・行動

3/12 15:40 ANN トランクから妻子の遺体…死体遺棄で55歳男を逮捕(テレビ朝日系（ANN）) - Yahoo!
ニュース

北海道苫小牧市で11日、職務質問を受けた55歳の男の車のトランクの中から、男の妻と
長男の遺体が見つかりました。警察は、男を死体遺棄の疑いで逮捕しました　死体遺棄
の疑いで逮捕されたのは、北海道新冠町の牧場経営・中村伸一容疑者です。トランクの
中から妻・理恵さん（42）と長男・響季君（10）の遺体

4/10 愛知県・中学生の自転車に車が突っ込む
4/11 01:45 msn産経 １０日午後９時５０分ごろ、(愛媛県）松山市桑原１丁目、無職山口準一さん（７１）方で、妻

で無職の美恵さん（６９）が意識と呼吸がなく倒れていると１１９番があった。美恵さんは病
院に運ばれたが、死亡。首にひものようなもので絞められた痕があり、愛媛県警は殺人
事件として捜査を始めた。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120411/crm12041101460002-n1.htm
4/11 ＸＸＸＸＸＸさんのツイートをPaper.liに採用してくれないかと４，５人

の人にかけあった
4/12 　４月１２日午後１時すぎ、京都市東山区の大和大路通四条交差点付近で、信号無視の

軽乗用車が横断歩道を渡っていた歩行者を次々とはねた。車は衝突を繰り返しながら、
北約２００メートル先の電柱に衝突して停止。府警によると、歩行者の男性２人、女性５人
の計７人が死亡した。軽乗用車を運転していた男は病院に搬送されたが、間もなく死亡
が確認された（2012年04月12日） 【時事通信社】
（最終的に死者７人、計18人が死傷、19人としているニュースもある）

ＸＸＸＸＸさんが玉突き事故に遭う
死者７人　１８人（１９人）死傷

（京都祇園事故）　にぎわう祇園に暴走車、７人死亡…運転の男も （読売新聞） - Yahoo!
ニュース　　府警も藤崎容疑者の持病を把握しており、事故との因果関係を捜査。１３日
に藤崎容疑者の遺体を司法解剖する。

Kazumoto Iguchi's blog : 京都・祇園の暴走事故、真相はいかに？：どうみても自動車の
制御不能事故に見えるが？
Youtube２つめ「京都、祇園の事故は故意？発症？衝撃の衝突映像公開
2:43　意識はしっかり持ってはりました（タクシーの横を歩いていた女性）
　　　市バスをよけて
5:24　電柱に衝突する前に、ブレーキランプがついている（アクセルからブレーキに踏み
かえた）
7:12　両手がふるえてはる

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120411/crm12041101460002-n1.htm


4/14 19:00 Exite 8人が死亡した京都祇園の｢事故｣は殺人だった？(税金と保険の情報サイト) - エキサイ
トニュース
http://megalodon.jp/2012-0423-1636-
29/www.excite.co.jp/News/economy_g/20120414/Itnetworks_tax_news_4CQVZuYYA.htm
l
死亡するまで運転手が意識を消失していなかった形跡があることから、警察では殺人の
可能性も視野に入れた捜査を開始した。殺人事件の可能性も
事故を起こした軽自動車は、タクシーに追突した後、停止せずに逃走。赤信号の交差点
に進入し、歩行者をはね、停車中の車両に衝突した。

追突事故後、逃走する際にも、｢焦った顔をしていた｣など、意識の消失はなかったものと
みられている。てんかんは幻覚や妄想をともなう統合失調症と関係が深く、てんかん患者
が統合失調症を併発する率は、一般の10倍近いという研究報告もある。4/14 4/14 （引寺被告）の裁判で裁判長が「いなばこうじ」であることについ

て問い合わせ
4/15 RAG　FAIR引地が結婚のニュース

4/17 ツイッターデモやりませんか、と呼びかけ
4/19 ツイッターデモ開催のお知らせ

【ライブドアブログで、熊の絵文字４コ使った】
4/20 11:17 毎日新聞 ２０日午前３時ごろ、横浜市中区黄金町１のマンション「クリオ黄金町参番館」７０３号室

で、女性が血を流して死亡しているのを１１０番通報で駆け付けた神奈川県警伊勢佐木
署員が見つけた。
・持っていた外国人登録証明書から１９歳のロシア人女性
・女性の知人という日本人男性（３６）が、外国人男性と一緒に部屋を訪れ、「彼女が包丁
で手を切った」と１１０番通報した

13:42 時事ドット
コム

２０日午前１０時５分ごろ、秋田県鹿角市の八幡平熊牧場から「従業員がクマにかまれ
た」と１１９番があった。同市などによると、女性従業員２人がクマに襲われ１人が負傷、
もう１人と連絡が取れなくなっている。おりから出たクマ４頭は地元猟友会が射殺。もう１
頭出ているとの情報があり、県警や消防などは付近の道路を封鎖して警戒に当たってい
る。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201204/2012042000408&rel=y&g=soc

iza クマに襲われ２女性死亡　雪踏み台に脱走か　６頭射殺、秋田の牧場

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/accident/557646/
4/21 集団ストーカー周知・反対ツイッターデモをやる

4/22 「想定外の爆発起きた」　三井化学工場で１人死亡 - MSN産経ニュース
「想定にない爆発が起こった」。周辺の民家を巻き込む大規模な爆発事故が起きた三井
化学岩国大竹工場（山口県和木町）では（中略）
幹部の説明によると、事故の約３時間前、工場内の電気設備に不具合が発生。亡くなっ
た社員の砂川翔太さん（２２）らが、プラントの緊急停止作業に当たっていたところ、突然
爆発が起きたという。
１人死亡、作業員１１人が死亡、住民６人が負傷
合計で１８人死傷、作業員と住民の負傷者数も不吉数字

死傷者１８人　死者１名　負傷（作業員１１、住民６）
２２日に２２歳の「翔太」さんが亡くなる

工場の爆発→MJのPV
（マイケル・ジャクソン　Ｂｌａｃｋ

山口県

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120422/dst12042210470001-n1.htm
4/22 工場爆発

http://photo.sankei.jp.msn.com/highlight/data/2012/04/22/06yamaguchi/

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/accident/557646/
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120422/dst12042210470001-n1.htm
http://photo.sankei.jp.msn.com/highlight/data/2012/04/22/06yamaguchi/


4/23 コシミズブログ解剖の件

14:56 京都　亀岡小学生の集団登校の列に車が突っ込む
２３日午前７時５５分ごろ、京都府亀岡市篠町篠上北裏（しのちょうしのかみきたうら）の
府道で、集団登校中の市立安詳（あんしょう）小の児童の列に軽乗用車が突っ込んだ。
府警によると、小学１〜５年の男女９人（６〜１０歳）と付き添いの保護者の女性（２６）が
はねられ、児童３人が意識不明
７人重軽傷、犯人は18歳　は児童７５５人

７時５５分　産経新聞のいやがらせ記事は更新時刻がこの時刻
のものが多い。時間と児童数７５５人が一致

http://mainichi.jp/select/news/20120423k0000e040123000c.html

4/24 Dragon　Ash　馬場育三さん死去
21日に亡くなったのに、Yahooニュースには24日に表示されている
☆所属レーベルのビクターエンタテインメントが24日に発表

ライブドアブログで、熊の絵文字４コ使ったときに、象の絵文字も
一つ使った

http://rocketnews24.com/2012/04/24/206433/

4/26 茨城　元妻を殺害後に自殺（ｍｈｔファイルが開かない）
小沢無罪判決

4/27 10:02 27日午前7時35分ごろ、千葉県館山市大賀の県道で、登校のため路線バスを待っていた
市立館山小学校の児童4人と保護者2人の列に、軽乗用車が突っ込んだ。近くに住む小
学1年の山田晃正君（6）が病院に運ばれたが、間もなく死亡。山田君の母親も軽傷を
負った。
　県警館山署は、自動車運転過失傷害容疑の現行犯で同市館山、アルバイト大河原央
徹容疑者（20）を逮捕した。同署によると、大河原容疑者は「仕事のことを考え、ぼうっとし

千葉県館山市
小学生４人と保護者二人（計6人）の列に車がつっこむ
1人死亡　６歳

4/27 10:55 27日午前7時15分ごろ、愛知県岡崎市鉢地町の県道で、登校中の小学生の児童4人の
列に軽ワゴン車が突っ込んだ。県警岡崎署や市教委によると、児童2人が病院に搬送さ
れ、3年の女児（8）と5年の男児（10）が鼻や脚の骨を折るなど重傷を負った。
　同署は自動車運転過失傷害の疑いで、運転していた岡崎市の会社員の男（24）を現行
犯逮捕。容疑を認め、「ぼうっとしていた。ブレーキをかけたが間に合わなかった」と話し
ているという。

愛知県岡崎市（５月１４日にも死亡事故発生）鉢池町
小学生４人の列に車が突っ込む　2人けが

4/28 02:09 ２７日午後１０時４５分ごろ、東京都港区六本木３丁目の都道で、俳優の黒柳徹子さん（７
８）の乗っていたタクシーが後ろから来たタクシーに追突され、黒柳さんが首に軽傷を負っ
た。 警視庁麻布署によると、黒柳さんの乗ったタクシーは信号待ちをしていたという。追
突したタクシーの運転手の男性は「考えごとをしていて追突してしまった」と話していると
いう

ＸＸＸＸＸにＸＸＸが出た時、ＸＸＸＸＸがすごいものを見たと言うツ
イート。石川もその後見たらよかったなどとツイート

4/29 07:42 　２９日午前４時４０分頃、群馬県藤岡市岡之郷の関越自動車道上り線藤岡ジャンクショ
ン（ＪＣＴ）付近で、ツアーバスが道路左側の防音壁に衝突した。

　乗客４５人のうち７人（女性６人、男性１人）が死亡し、１４人が重傷、うち３人が重体。２
４人が軽傷。バスの河野化山(かざん)運転手（４３）も重傷を負った。河野運転手は「寝
ちゃった」と、居眠りを認める話をしており、県警は自動車運転過失致死傷容疑で河野運
転手の逮捕状を請求した。

※TDL（東京ディズニーランド（千葉県浦安市））に向かう途中
※バス会社は創価の３色を使ったロゴマーク

群馬県藤岡市で発生
乗客７人が死亡
千葉県浦安市に向かう途中
乗客４５人

http://mainichi.jp/select/news/20120423k0000e040123000c.html
http://rocketnews24.com/2012/04/24/206433/


4/30 12:48 ２９日午前１０時半頃、香川県三豊市財田町の国道３２号で、岡山交通（岡山市）の観光
バス（乗員・乗客２０人）と乗用車が正面衝突。乗用車を運転していた徳島県三好市、看
護師辻岡佐和香さん（２５）が右足骨折の重傷。バスの男性乗客６人（４０～６０歳代）とバ
スガイドの女性（４５）の計７人が手足の打撲などの軽傷。

　現場は香川、徳島両県境の「猪ノ鼻峠」近くで、カーブが続く片側１車線。三豊署は乗用
車が中央線をはみ出し、対向のバスに衝突したとみている。

計７人が負傷。うちバスガイド４５歳
岡山市
猪ノ鼻峠

4/30 21:15 ３０日午前８時５分ごろ、千葉県浦安市北栄３のマンションに住む男性会社員（２３）から
「自室で知人の女性が胸から血を流して死亡している」と１１９番があった。女性は左胸を
刺されており、現場で死亡が確認された
　同署によると、女性は、仙台市宮城野区宮城野２、看護師、長谷川かなえさん（２３）。

千葉県浦安市
長谷川かなえさん（死亡）　長谷川＝島田紳助
かなえ＝木嶋佳苗（ほかさなえ、ひなえ事件あり）

http://vipper4news.doorblog.jp/archives/6495141.html

（MSN産経）全５ページ
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120513/crm12051316350011-n1.htm

5/1 ダーレオーエン選手（水泳）が急死 4月末頃にＸＸＸＸＸがＸＸＸＸＸＸ、ＸＸＸＸＸＸＸがどうのこうのという
ツイート。ＸＸＸＸＸＸ＝〇〇でほのめかしくさいが無視した。その
後、越智静香が冷たいなどとブログに書いている。応援（したの
は）誰？　という仄めかしか

5/1 インドでフェリー沈没　300人死亡
☆CNNとロイターが12分の発信時刻でニュースを出している

4月にMJのBlack and Whiteを何度か聴いた。
朝の爽やかな目覚めに、とツイートもした。
Youtube映像内に工場、インド人の女性がでてくる。
インド、船舶沈没で前からの連鎖
Black and White を連想させることで
4月22日の三井化学工場爆破を連想させる
→22日発生、22歳の翔太さん死亡
　→22つながりとＸＸＸＸＸを連想させる

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120501-00000011-cnn-int

5/3 00:35 ＜火災＞名古屋樹脂工業小牧工場から出火　住民８０人が避難 （毎日新聞） - Yahoo!
ニュース

山口県三井化学工場との工場火災の連鎖

http://vipper4news.doorblog.jp/archives/6495141.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120501-00000011-cnn-int


5/5 04:32 ビースティ・ボーイズのMCAことアダム・ヤウクが、現地時間の5月4日朝、故郷のニュー
ヨークで亡くなった。享年47歳。約3年前から患っていた癌のため。

アダムは2009年7月に、左耳に悪性の耳下線腫瘍が見つかり、即、摘出。手術は成功
し、その後は、インドで治療を受けるなど療養生活を送っていた。完治には至っていない
ものの、経過は順調とみられていた。

5月1日火曜日、1990年代を中心にメドレーにしたYoutubeをかな
りごちゃまぜで聴いていた。2日、3日あたりも同様のことをしてい
た。フル歌のメドレーを作る際、Globeの歌を入れた。I'm proudも
PVらしきものを聴いた。ちょっと泣いた。小室哲哉が「史上最大
のリツイートを」と呼びかけていたのをみて、自分もツイートを増
やしたり、リツイートしたり橋下にツイートを送ったりした。亡くなっ
たアダム・ヤウクはマーク・パンサーに似ている

5/6 05:46 イタリア北部で、高速道路を走行中のバスが用水路に転落して５人が死亡、１８人がけが
をし、地元のメディアは「運転手の居眠りが事故の原因の可能性がある」と伝えていま
す。
事故が起きたのは、イタリア北部パドバの高速道路で、５日朝、貸し切りバスが道路脇の
ガードレールを突き破って高速道路の下を流れていた用水路に転落しました。バスには
乗客と運転手の合わせて２４人

死亡者と発生時刻が５で連鎖
１８人死亡

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120506/t10014913121000.html

5/6 14:55 竜巻注意情報が出る（この日はヒョウが降った） ☆実家で食べたもの
鯛の塩焼き（頭の部分）、豚肉とキャベツ、しし唐の鉄板焼き、切
り干し大根
→小島よしおが６日にキャベツを「キャラメリゼ」というブログを更
新、キャベツが焦げた様子が載っている。この日の鉄板焼きで
キャベツが焦げたが、小島の方が先にブログに書いている

5/7 仏大統領選、社会党オランド氏勝利

5/7 登校の中１、小学教諭の車にはねられ重体…愛知 （読売新聞） - Yahoo!ニュース
７日午前７時半頃、愛知県小牧市郷中の県道で、道路を横断していた近くの同市立北里
中学校１年前田龍雅君（１２）が軽乗用車にはねられた。

　前田君は病院に運ばれたが、頭を強く打っており、意識不明の重体。小牧署は、軽乗
用車を運転していた同県春日井市如意申町、小牧市立村中小学校教諭中島かおり容疑
者（２５）を自動車運転過失傷害容疑で現行犯逮捕した。

教師が生徒をはねる
（後で保育園教諭が園児をはねる事故あり

5/9 ＸＸＸＸＸＸさんあてのメール草稿を書く。（夕方かよるくらいから）
10日も引き続き書いていた。

5/10 07:22 インドネシアで40人以上を乗せたロシア製旅客機が消息絶つ(フジテレビ系（FNN）)
インドネシア・ジャカルタ近郊で9日、40人以上を乗せたロシア製の旅客機が消息を絶っ
た。9日午後、ロシア人を含む40人以上を乗せた「スホイ・スーパージェット100」が、ジャカ
ルタの空港を離陸後、消息を絶った。
（11日CNNニュースも参照）

5/10 韓国で事故、ヒュンダイ車が急発進か

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120506/t10014913121000.html


突然動き出した車は赤信号を無視してどんどん加速していきます。事故を避けようとドラ
イバーは懸命 にハンドルを切りますが・・・地元警察によりますと、車を運転していた６６
歳の男性と助手席の妻（６４）が 重傷、衝突された側は６台が絡む玉突き事故になり、合
わせて１５人が重軽傷を負いました。
　運転していた男性は警察の調べに対し「ヒュンダイ製の車が急発進し、ブレーキが効か
なかった」と話しています。

10日　小島よしおブログ　納豆と豆腐、キャベツは冷蔵庫の中身
パクられてる

5/11 12:15 警官、脱走カンガルー４頭と格闘４時間(読売新聞) - goo ニュース
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20120511-567-OYT1T00048.html

5/11 18:21 CNN ジャカルタ（ＣＮＮ）　招待客を乗せてデモ飛行中だったロシアの最新鋭旅客機「スホイ・
スーパージェット１００」が９日にインドネシアの山間部上空で消息を絶った事故で、インド
ネシアの捜索救助当局は１１日、１２人の遺体を発見したと述べた。悪天候が続く中、捜
索活動は難航しているという。

同機はサラク山で墜落したとされ、１０日に約１８００メートルの地点で機体の残骸が発見
されていた。ロシアの調査当局によると、同機には乗客・乗員合わせて４８人が搭乗して
いた。ロシアの国営ノーボスチ・ロシア通信社は４５人が搭乗していたと報じている。

事故の日、同機は２回目のデモ飛行中に下降を始め、山間部の上空１９００メートルの地
点でレーダーから姿を消した。救難救助当局によれば、管制官との連絡が途絶えたのは
離陸から２１分後の現地時間午後２時１２分。すぐに２機のヘリコプターが捜索に向かっ
たが、強風と天候不順で基地への帰還を余儀なくされていた。

１２人の遺体
インドネシア（MJ→インドから取っている）
１０日、１８００メートル
２時１２分　連絡がと絶える（ホイットニー死亡日　２月１２日）
４５人

5/13 07:58 　12日、仙台市で、5歳の男の子が乗用車と街路樹の間に挟まれて死亡しました。乗用
車を運転していた保育士が現行犯逮捕されました。
　警察の調べによりますと、午後3時すぎ、仙台市泉区の市道で、近くに住む武田善進
ちゃんが路肩に乗り上げた車と街路樹の間に挟まり、胸などを強く打って死亡しました。
車を運転していた泉区の保育士・堀田仁子容疑者（53）が現行犯逮捕されました。「くしゃ
みをした弾みで車線をはみ出した」と話しているということです。

12日　寒くてくしゃみを何度かした
保育士が園児年齢の子供をはねる

5/13 09:57 ＜ホテル火災＞６人が死亡…広島・福山の４階建て （毎日新聞） - Yahoo!ニュース　１３
日午前７時ごろ、広島県福山市西桜町１のホテル「プリンス」から出火。県警福山東署な
どによると、ホテルは４階建てで、市内の病院に搬送された１０人のうち６人（男性２人、
女性４人）が死亡、２人が重傷、１人が軽傷。県警は一時、「死者数７名」と発表したが、
その後訂正した。
現場はＪＲ福山駅から南西約８００メートルの住宅や飲食店の混在する地域。

午前７時ごろ発生
搬送されたのが１０人
当初死亡は７人と発表されたが６人に訂正
JR福山駅から８００メートル
5月11日か12日（あるいは13日（日曜日））福山のラジオを動画サ
イトで観た（岡村がゲスト）

5/14 06:03 麻薬組織による犯罪や抗争事件が後を絶たないメキシコで、切断された４９人の遺体が
路上で見つかり、警察は麻薬組織の犯行とみて捜査しています。

メキシコ北部にある第３の都市、モンテレイで、１３日未明、路上に放置されていた黒い袋
から切断された遺体の一部が見つかりました。地元の警察が現場を調べたところ、同じ
ような袋が次々と見つかり、男性４３人と女性６人の合わせて４９人の遺体が確認された
ということです。
警察では、現場の壁に書かれていたメッセージや手口などから、麻薬組織の犯行とみて
捜査しています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120514/k10015093981000.html

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20120511-567-OYT1T00048.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120514/k10015093981000.html


5/14 11:13 伊豆観光の夫婦、車が崖下に転落・死亡(読売新聞) - livedoor ニュース
１３日午後４時４０分頃、静岡県松崎町道部の国道１３６号で、名古屋市守山区太田井、
会社員高橋邦典さん（５８）の乗用車が道路右の崖から約６０メートル下に転落、炎上し
た。

　駆け付けた救急隊員が車外に倒れている高橋さんと妻啓子さん（５７）を見つけ、病院
に搬送したが死亡が確認された。現場は急な左カーブ。松崎署の

静岡県
松崎
高橋　高橋けいこ　けいこ（芸能人名）

http://news.livedoor.com/article/detail/6555869/
http://megalodon.jp/2012-0514-1902-58/news.livedoor.com/article/detail/6555869/

5/14 06:47 東京ディズニーシー近くの道路で車3台からむ事故　14人重軽傷(フジテレビ系（FNN）)
東京ディズニーシーの近くの道路で、13日午後、車3台がからむ事故があり、14人が重軽
傷を負った。13日午後4時ごろ、千葉・浦安市で、ワゴン車が反対車線にはみ出し、乗用
車と衝突し横転、さらに別の車とぶつかった。
この事故で、ワゴン車を運転していた大学生(20)ら2人が重傷、ほか12人が軽傷を負っ
た。大学生らは、東京ディズニーシーからの帰り道だったという。

１４日に１４人重軽傷
ディズニーシー
千葉県浦安市
ワゴン車

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20120514-00000219-fnn-soci

5/14 18:49 NHK １４日午後、大阪・中央区の道路で、小学１年生の女の子が車にはねられて死亡しまし
た。警察によりますと、女の子は、集団で学童保育に向かう途中で、ほかの児童にけが
はありませんでした。
１４日午後３時すぎ、大阪・中央区玉造のＴ字路で歩いていた小学１年生の有井千織さん
（６）が右折してきた乗用車にはねられました。

警察は乗用車を運転していた会社員の佐藤幸一容疑者（６５）をその場で逮捕しました。
調べに対して、「前をよく見ていなかった」と供述しているということで、自動車運転過失致
死の疑いで事故の状況や原因を調べています。現場はＪＲ玉造駅から北西におよそ５０
０メートルの信号や横断歩道のないＴ字路だということです。

６歳の女の子が一人死亡
さとうこういち（芸能人名）　佐藤浩市１９６０年１２月１０日生
T字路

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120514/k10015111601000.html
http://megalodon.jp/2012-0514-2146-
17/www3.nhk.or.jp/news/html/20120514/k10015111601000.html

5/14 14:52 産経新聞 【ニューデリー＝岩田智雄】ＡＰ通信によると、ネパール北部のジョムソン空港に着陸しよ
うとしていた２１人乗りのアグニ航空機が１４日、墜落した。
　在カトマンズの日本大使館によると、インド人乗客のほかに国籍不明の外国人２人が
乗っていたといい、同大使館は、邦人の安否の確認を急いでいる。
ジョムソン空港は、トレッキングで人気のある観光地の玄関口に当たる。

飛行機墜落
インド、インド人を狙っている

portirland: （メモ）納豆おかめ小粒から4.6Bq/kg検出。
http://portirland.blogspot.jp/2012/05/46bqkg.html

http://news.livedoor.com/article/detail/6555869/
http://megalodon.jp/2012-0514-1902-58/news.livedoor.com/article/detail/6555869/
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20120514-00000219-fnn-soci
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120514/k10015111601000.html
http://megalodon.jp/2012-0514-2146-17/www3.nhk.or.jp/news/html/20120514/k10015111601000.html
http://megalodon.jp/2012-0514-2146-17/www3.nhk.or.jp/news/html/20120514/k10015111601000.html
http://portirland.blogspot.jp/2012/05/46bqkg.html


5/14 16:43 産経新聞 タレントのエスパー伊東（本名・伊東万寿男）さんが自宅に空き巣に入られ、現金約２５万
円を盗まれていたことが、警視庁志村署などへの取材でわかった。同署は、何者かがベ
ランダ窓から侵入し、盗んだ可能性があるとみて調べている。伊東さんは４日と５日に地
方営業のため、自宅を留守にしていたが、その間、ベランダの窓を施錠していなかったと
いう。

前日か２日前に水谷豊、伊東蘭夫妻は
伊東蘭→田中好子と同じキャンディーズ
水谷豊・相棒→田中実と共演いうのをどこかで目にした。
（田中好子４月２０日頃死亡、田中実４月２５日死亡）

戦場カメラマン渡部さん→エスパー伊東→志村署
【パトチャンペ、ためだこりゃーのツイートも関係？】
→お笑い好きの自分のためにお笑いネタづくし？
窓開けたまま（＝自分もしていた）

5/14 18:41 日本テレ
ビ

　静岡・熱海市で１４日午後、トラックがバスに次々と接触し、１０人がケガをした。事故が
あったのは熱海市の県道で、警察などによると、１４日午後３時４０分頃、下り坂を走って
いた４トンのクレーン付きトラックが観光バスと路線バス、さらに軽自動車と乗用車に接触
し、最後は民家に突っ込んで止まった。この事故で、１０人がケガをして市内など４か所
の病院に搬送された。いずれも意識はあるという。トラックは広島市の会社員が運転して
いた。警察が事故の原因について調べている
→氏名が公表されていないと言う指摘（運転手の話：ブレーキが利いていなかった）
http://signumpress.com/1155.html

静岡県
１０人がけが
広島市の運転手

5/14 21:52 毎日新聞 　吉村達也さん６０歳（よしむら・たつや＝作家）１４日、胃がんのため死去。葬儀は「お別
れの会」として、１８日午後６時と１９日午前１１時、東京都江東区森下５の９の５の平安祭
典深川会館。喪主は妻深美子（ふみこ）さん。　ミステリー「朝比奈耕作」シリーズや、ホ
ラー「ビンゴ」などを手がけた。

5/14 23:30 TBS 福島市の温泉旅館で火事があり、宿泊客１５０人が避難する騒ぎとなっています。１４日
午後８時すぎ、福島市の穴原温泉の旅館「山房・月之瀬」から煙が出ていると消防に通
報がありました。警察などによりますと、旅館は１０階建てで、５階の客室から出火したと
みられています。この火事で、宿泊客１４９人、従業員２９人が避難しました。全員の無事
を確認し、けが人はいないということです。

１０階建て
旅館火事
宿泊客と従業員の人数下一桁「９」合わせ

5/15 09:13 読売 １４日午後１１時２５分頃、愛知県岡崎市日名西町の矢作川に架かる「日名橋」で、ワン
ボックスカーが橋の欄干に衝突し、横転しているのを覆面パトカーで追跡してきた県警岡
崎署署員が見つけた。
　この事故で助手席の同市昭和町、会社員田中秀典さん（２６）が車外に投げ出され、全
身を強く打って死亡。運転していた市内の飲食店従業員の男性（２６）も右腕に軽いけ
が。

　また、近くではワゴン車が堤防道路から転落しており、運転手の男性（５６）が頭に軽い
けが。ワンボックスカーを避けようとして転落したとみられる。

愛知県岡崎市
ワゴン車
「矢作」

5/14 15:15 MSN産経
新聞

１４日午前９時２５分ごろ、群馬県高崎市宮原町の森永製菓関連の工場敷地内で、全長
約３０メートルの大型くい打ち機が横転し、操縦していた大阪市の男性会社員（３６）が手
や足に軽いけがをした。
　県警高崎署によると、くい打ち機はアーム部分の長さが約２４メートル。新たに工場を建
設するため、地中に残っていた鉄製の古いくいを砕いて、別の場所に移すために旋回さ
せていた際、くい打ち機が横転した。午前８時から６人で作業しており、敷地内には３０人
以上がいたが、ほかにけが人はいなかった。県警は作業手順に誤りがなかったかどうか
調べている。

群馬県高崎市
作業は６人で
アームの部分が２４メートル



http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120514/dst12051415160025-n1.htm

5/15 14:31 gooニュー
ス

　フジテレビの伊藤利尋アナウンサー（３９）が今月１４日、東京都港区の路上で車を運転
中、歩行者の３０歳代の女性と接触する事故を起こしていたことがわかった。女性にけが
はなかった。警視庁高輪署で事故原因を調べている。

　同庁幹部によると、伊藤アナウンサーが１４日午前９時頃、港区白金台の路上を走行
中、左ミラーが女性の左肩に接触した。車はそのまま立ち去ったが、ナンバーを覚えてい
た女性が同署に届け出た。伊藤アナウンサーは事故に気付かなかったと同署に説明し
ているという。

5/15 21:02 nikkanspo
rts.com

福岡県警は１５日、知人から現金を脅し取ったとして恐喝の疑いで、指定暴力団工藤会
幹部で韓国籍の李里士容疑者（３７）、工藤会系組員伊藤克美容疑者（４６）ら３人を逮捕
した。

　３人の逮捕容疑は２０１０年８月１９日、福岡市内の飲食店で、福岡県春日市の知人の
無職男性（２４）に「北九のやくざ、おちょくっとったら殺すぞ。金払うか殺されるか自分で
選べ」などと言い、９月末までに頭を殴るなどした上で計４１万円を脅し取った疑い。

5/16 【火災発生】
10:21から　日本の裏社会というサイトを見る
（閲覧履歴のハードコピーを調査フォルダに保存）
☆なぜ見ようと思ったかというと、エスパー伊東が泥棒に入られ
る、アミーゴ伊東ひき逃げ？に続き、工藤会幹部伊藤克美容疑
者逮捕というニュースを見たから。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1337104870/-
100

11:30頃か、外出しようとする→火事に気付く
最初に撮った写真の時刻は11:40
しばらく様子を観ていた。いったん家に戻り、ツイート11:56
再度表に出て様子を観た。MBS、読売等の取材がいくつかきて
いた。
元々散歩しようとしていて、やめようかと思ったが外出。遠回りで
高畑町の７１１に行き、たばこを買って（12:21）帰宅。大通りの方
に消防車が５，６台。全て写真を撮りたかったが、こちらを見てい
る消防士がいたので断念。よく見かける女性警察官（眼鏡、お

5/18 毎日新聞 ２９日午前９時５０分ごろ、兵庫県警垂水署を男が訪れ、「ドライブウエーから遺体を捨て
た」と自首した。県警捜査１課などが同日午後３時半ごろ、神戸市中央区葺合町の再度
山（ふたたびさん）ドライブウエー近くの山中で男性の遺体を発見し、男と知人の男の２人
を死体遺棄容疑で逮捕した。男性は同区熊内町７の田中実さん（６８）と判明。県警は金
銭トラブルがあったとみて、経緯を調べている。逮捕されたのは、同市北区西大池２、飲
食業、田中五郎容疑者（６１）と同市兵庫区荒田町４、無職、布市勉容疑者（６２）。布市容
疑者が自首した。逮捕容疑は２５日深夜～２６日未明、田中実さんの遺体を車で同ドライ
ブウエーに運び、山中に放り捨てたとされる。

　遺体はビニールシートで全身がくるまれていたが、上半身が血で染まっており、県警は
司法解剖して死因を調べる。２容疑者とも容疑を認め、田中容疑者は「自分が殺した」と
供述しているといい、殺人容疑も視野に追及する方針。

（メモ）
ふたたびさん→石川ブログの決め挨拶「みなさんふたたび」「股
旅（またたび）」
俳優田中実が亡くなったのは、11年4月25日
「熊内町７」　秋田県の牧場で熊脱走事件←ブログに熊の絵文
字４コ使った後。「７」7人がけが、７人死亡という事故が多発して
いる

借金期日を４月２０日から２５日に延期した
田中好子死亡日→田中実死亡日？

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120514/dst12051415160025-n1.htm

