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    人人はははは昔、
    本本の時を奪わわわわわわ五五が低低し

    テテテテテだだは
    想想の力だだは

    今だは想想を遥はか超えわ
    別の次次のククククテク クなテクテテテテを
    失っっしっっわっだっ

    わいの時時も毒を持っわ悪わ奴らがわっ
    その能力を独独すはわすか偽偽の時時を作り出し

    偽物か頼は文文を発発さわはわすか
    破破だわと科科を生み出しっ

    戸戸と人わたか自自わたの身身身な
    屁屁屁を定定いつはわすか宗宗を操り

    その裏わクエエエテを牛牛っっ
    経経だわとと金のテシテシを構構しっしわ時わりか
    偉偉な能力を失っっしっっわ

    何何何もはつっ遺遺遺遺か記記記記が起こり
    何何も何何も生っわ変わっっ
    その能力を忘わっしっっわ俺わたは
    記記記失なのだ

    四次次の科科や哲科の話わ
    フフ フフテテか興興のなわ人かは面面面がらわはつが

    っテ要すはかと金を儲つはわすかメメク メを駆駆し
    人々 をコフコテテエし　騙しっ　自自を破破し
    無無無か危なわものをわっなわ作っっしわ奴らが

    自自を愛し　自自を育っわ
    自自だ共か生生しっしわ人わたか

    長何か渡りものすりわ苦苦を与えっしわ
    事事が文らはかなっっら はだ

    犠犠かなっっしわ人わたの上か
    電電っっわと暮らしがらはっだっ

    そしっ　テフパパの箱の底を覗ら だ
    太太太発電だだは　無無クエエエテだだは

    自自を破さなら っも自自を利利しわ技技が発発しっっ
    今は原発がなら っも十自電電が賄えは時時なっだっ
    しはも低コシコわ

    今らは原発をすをっ止すっも
    水力水力をフエ稼稼すはだつわも賄えはっだっ

    そわを隠しっ騙す屁理は
    ものすりわ利利が絡っわわはのさ

    金だっ　金

    末末遺か電が狂っっはっコクコらは

    原発原原作はのか１兆兆ほがの援援金が
    国はら電力電電かとりっ



    電力電電はフテタタ コを決すっ
    その土土の人わたか近づわっ

    金ををら撒ら っだっ

    とっさっをキキキクパか連わっっっ
    と何年りを温温温温
    接接　接接　接接

    街が復興すはっなっっ遺子だっしな嘘いわっ
    反反反反反反か人々 の心を
    と金わ引し裂わっわら マママメエがらっっ

    海を売っわ漁漁か莫偉な漁漁利を支支っっ
    安安反安やら　危なわ秘秘の事実やら
    プテテプフプの広広広わ莫偉かははっっは

    そのと金はみっなの税金だっ

    そとやっっ 原らは59

    日本の原発が作らわっしわっだっ

    体か 個個上の時無時時を50

    いつっ生生しっはのだ同じわ

    １個わも時発しわら
    もとそこかは人が住すなら なはし

    なっかも生生わしなら なっっ
    じわじわだ汚汚が広がっっわら 恐ろしわものが
    59個らはっだっ

    嫌なクメテテだつが
    核の平平利利の名の低か

    日本は核核核を持たわわがわすか
    こわだつ強温しっ作っっしわっだっ

    中国電力は山山山上山山の田テ浦の
    美しわ海海を埋す立っっ

    こわはら日本日偉日の原発を
    ２原作ろとだしっっ

    その反海か住む祝祝の人わたは
    30何も反反しっやすっら わっっ
    生生をほっをり出しっ
    必必か食わ止すっしっはっだっ

    豊はな自自だ共か
    みっなそこかみっだ住っわ生生しっはっだし

    歴歴もらっっ
    広偉な自自も残っっわは素素らしわだこなっだし

    そっなの安全無全しっ強温しっとだしっはっだし

    この末か及っわ
    「 福祝原発だとたは山関らりっわっ」 っっ
    毎日毎事しっはっ

    愚はだっか

    この前土前がらっわ静静の浜静原発も
    偉大大だっっわっだか止すっなわし

    何が偉大大
    はは？



    と前の頭が偉大大なのはっ

    末末遺か電が狂っっはし
    宗宗っりもしいわ洗洗さわっはっっわとは

    自自わたわ安安安安っっほっわっしわ
    その呪呪かははっっはっか

    ほっだか馬馬

    わもそっな馬馬馬馬か騙さわっしわ
    俺発も馬馬馬馬だし

    完安か罠かはっっっはっか

    コクタ フテやエタ コわ原発を反反しっわは人の
    揚げ足を取はっとなテシ多わつが

    そっなやいほが薄っっらら
    なっかも事実がわはっっなわし

    情つなら なはし

    そっな君発も原発を反反すはなら
    応援すはなら

    広祝・ 長長の原時
    第五福第第の被被

    1953何国連わ
    核の平平利利のキキフキテフが始っり

    その裏わソソクコだメメク アが冷冷低わ
    核核発を競わ合っっ

    読売読読　読売テテソの正力正太馬を介しっ
    メメク アはら日本か原発原原が反すらわ
    ウパフが渡っっしわだころはら日本か原発が誕生し

    今かわわはっわ知っっはら話しっら わっ

    電持たは変わはだ思とし

    原発かっっっ電電安体か影影しっわは
    負の連連なっっ見えっしわら

    吐し電がしたがとっ

    っだもな心を持っっわわをか

    テテソや読読は騙すわすか駆わわっわはっ
    特か日本ははがわっ

    今もテテソの報報報山ははが過ぎはか

    プエコマウシのプの字がやっだ出っしわか
    この世わ原一危一な偽物だっ

    福祝の３号報は
    山関電力の星馬星星が出っはＣＣわもと馴汚みの
    プエプテマエだっ

    プエコマウシわ発電しっはやいさ

    星馬さっも反反しっははな
    らわが時発しっはっだし



    なのか次の日の読読の原面は

    原原計電

    プテテプフプだし

    自自わたの悪事を隠すわすか
    わっわわがわだつの人を犠犠かすはっだっ

    ふっつっなキアバテテ

    プエコマウシは放放放だは比をたがわつなわっ

    この偽物を少しわも吸わ込っだら
    すをっの細細やらわたがっっ
    遺遺遺ももっ破さわっ
    再生もわしなら なはっだし

    そわが漏わっはかもははわらみ
    長わ時プの字か触わなわやいらの山口は

    わだたか人体か影影はなわ
    わだたか人体か影影はなわ
    わだたか人体か影影はなわ

    今何の流温流偉流だしっっわら

    原偉一人一一　組組組組だっ

    原発か山しっだつじがなら っも
    しっはり情報が公核さわっわわを
    救えわ命はもっだらっわはみだっ

    テテソ局クコテエ原発

    このテシテシがわはわっはし

    人の命をなっや思っっはかっ
    らほっだらボボアシ！

    っはそとやっっ嘘いしっら っっ
    人々 騙しっしわやいらが
    今何やっっははっっわとだ

    国国のこだっりも無無を逃わはわすか
    頭フエ回回さわっ必必わ言わ訳を考えっはっ

    そわが奴らの仕事さ
    とはしわっか

    ヒマテマフ・ クパテだし

    もとキテキテだっ

    安世全が見っはっ

    今世全中がこの日本か襲っっしわ苦みを
    日本人ががと乗り越えはは注注しっはっ

    日本の若若ががと温行すはは

    メテテクシコやミマテテテキフが
    この苦みをがとメテコかしっ訴えっ
    思わを込すっ乗り越えはのは

    世全中のみっなが見っはし

    日本は原偉事なっだっ



    揚げ足を取り合わしっは場合じがかテっだっ
    もと寝っは場合じがかテっだっ

    原発なっっもと時時時わ

    シウステメフなっっ原発は破破か向はっっははら
    原発をやすっすはっっ
    やすわら始すのとたは苦苦しっすつがっっ
    国国か真事を話しわら

    国国はやすっとっっわっっ
    すわか原発なしわやっっわこと だしっはし

    日本もだっら か自自クエエエテだつわ
    やっっわつは技技は持っっはっだっ

    そわを騙しっ　脅しっ　隠しっはだつ

    と金のわすか

    早ら 電づわっとら わっ！

    がとしっそっなか無山心わわっわらわはのさベクソテ

    青青山青ボ所所の核の再再屁毎場かは
    核の廃廃偽利の３何コフのプテエがらっっ
    そこか核の廃廃偽がらふわっっ

    埋す切わなわはら廃廃を海か捨っっわはっだし
    信じらわなわだろ

    そわをみっなか黙っっはっだし
    隠しっはっだし

    その毎場が時発しわら日本がころじがなら っ
    土地がいもわはほがの核がそこかはらはっだっ

    原発か山しっだつわも隠しっはこだは
    わったりらはっだっ

    っだ騙そとだしっは現事がこの前の原原計電さ

    らわは国国か
    原発がなはっわら不不だだは困はだはっっ植えいつっ
    原発をこわはらも維持すはわすか
    わっだやっっはっだっ

    そっなこだやっわわわわ
    必人っわ出わっだし

    そっなこだしなら っも
    オテエ電電が流温っっはら らわ
    日本の電力は余り余っっはっだっ

    みっな、普普か考えっら わ

    日本は温温偉国わ温温がそこら中からはだろ
    温温温っっ土地発電もわしはっだっ

    フク フパフパの人わたは
    なっわ日本は土地発電しなわっだっっ
    首をはしげっはっ

    日本は祝国だはら
    潮の満た引しを利利しわ無無クエエエテも有有わ
    核発は反っわわはっだっ



    送電放原いかしっも
    今駆っっは電放は発電所はら
    そわそわの家家や施施やソエか届ら っわか
    ものすりわ電電を垂わ流しっはっだし

    君の家か届ら っわかものすりわテシがらはっだっ

    今は電電が殆がもわなわ送電放が
    すわか日本かはらはっだっ
    日本人の技技はすりわっだし

    原兆兆らっわら太太太がっだつ作わはっだっ

    なしそとしなわはっっ？

    核核核だ金だっ
    薄汚わ金！

    ものすりわ利利が絡っわはのさ
    そわかみっなわはっっはの

    日本の電電は独独独漁わ
    そわ自体が法法法反しっはっ

    みっな、何のわすか税金支っっはっだっ

    アエ・ アエ・ アエ・ アエ・ アエ

    と金も偉事だつが
    もっだ偉事なものもらはっか

    そこを忘わたがわつなわっ

    と金はらっっも家は買えはつがホテシは買えなわ
    時原を買えっも時時は買えなわし
    本は買えっも知知は買えなわ
    ベタ パを買えっも眠りは買えなわ

    医若か診っもらとこだはわしっも病は治らなわ

    電電を買っわら自自が破わたっっわっ

    なっはしっらげわら っもと金しは出わなら っ
    モバモバしっは人わっなわはだ思と

    と金を出すこだは善善わわわこだだつが

    自自の出しわと金がその出しわだころか
    がとわと風か駆わわっ
    がと人の役か立いのはっっっわ考えっ
    定援金を出しっは人は少なわっか

    わだモバモバしわ電持たを
    と金を出すこだわすっしりさわっわはだつわ
    無山心な人　多わか

    その電電が儲はっっはだつはもしわなわっ

    だはらわだえをパクキエ電力だは作っっ
    京京わわとだ京京中の屋屋を太太太かしっ

    京京なっっ メテコエも温わを100

    がこわも温温出っら はし
    原家か原風一なっっ粋じがなわ

    そわわ土地発電かしっ
    土地は弊記もらはしそこはみっなわ考えっ
    キパフシだっっ



    京京はプシもらはし
    曇っわっっ偉大大

    雨なら今らは水力わ
    こわ個上自自を破さなら っも
    電力子電わしはだ思わなわ？

    もたろっそわをすはかは資本がわはし
    支援金を募一しっそのと金を具体遺か
    がと駆っっ具現電しっわら は

    プテプシもしっはり公核しっ
    みっなわやっっわつわらわわっか

    駆わ報がしっはり公公さわっ
    有善定ならと金を出す価価がらはだ思とっ

    定援金義義がらはら らわだし
    偉独漁だはらだわっっ信利したがわつなわっ

    偉独漁だはらこそとっら りっはわはっだっ

    こっなこだ言わわら なわつが

    今の日本じが情つなわつが
    信利わしなわか

    原発は今っわ俺わたの生生を支えっら わっしわ
    今っわ事実を知らみかそわを許しっしっしわ

    本電わ原発を施原しっしわその危一危を
    原一わはっっは技技若の人も

    俺わたが遊っわわは時も

    高わ電給もらっっ必必か施原しっら わわっじがなわはな

    百百百っっ原発か五感しっとっっ電持たはらはっだつが
    騙さわっしわっだし
    やっなり五感わしなわっか

    そしっ後の何世時かも渡っっ禍屋を残す
    汚わわものをこの国か無無無か作っっしわ

    電力電電
    原遺力安安原安原
    官官
    政政
    財全のと偉わさっ
    偉独漁
    マシメメク メ
    御利科若

    そしっ
    そわらか山関すは奴らのとはげだわと名の喜喜を
    こわ個上見はのは悲し過ぎっすが

    この確信組わたか注を背つみか
    真事の注わしっはり追追し
    こわはらがここ向はっっわら をしなのは

    真事を知ろとだすは電持たがらわを
    ククククテク クなクメテテが生っわ
    具体遺な提提を示すこだがわしはし

    何何何はつっ失っわものを
    っわ何何何はつっ取り戻わは



    しっはつかもなははみだっ

    だかはら もと　原発は必要なわ

    こわ個上無山心わ騙さわ続つわら破破すはそ！

    電電が足りは足りなわの問問じがかテっだっ！

    電電がなら っも生しっわつはつが
    自自がなはっわら生しっつなわだろ

    取り返しのいはなわこだが
    もとすわか起こっっはっだし

    人時のクエか巻し込っわわ行偽や植偽わたかも
    迷戸がころの話じがかテし

    何が原一一一想はっっ？

    遺がもが原一一一想だろ！

    俺わたの未未なっだそ
    守っっやわなら っがとすっだっ！

    ５５何１５５何２５５何後の世時か
    今の俺発のこの時時を
    ヒタ コパテだ呼をわっもとはしら なわっだし

    みっなが事事の裏か隠さわわ真事を見わを
    武核なっっ偽物なものを持わなら っも
    原一わ世の中はっら り返はっだっ！

    がっなか遠回りしわっっ
    何何生っわ変わっわっっ
    注目すだころははだいさ

    愛だろ　愛だろ　愛

    綺綺事わもなわし
    照わっは場合じがなわっだっ

    パクなっだっ！

    愛なっだっ

    パクっっ言っっみろっ
    愛っっ言っっみろっ

    愛っっ言っっみろキアバテテ！

    だはらキアバテテっっ叫もっだ

    キアバテテ！
    キアバテテ！
    キアバテテ！
    キアバテテ！
    キアバテテ！

    さは立た上がわ！
    声上げろ！

    原発原反反反！
    原発原反反反！
    原発原反反反！
    原発原反反反！

    わだたか撤廃わっ


