
    年 地震                  経済暗雲 警報          

騙  蔓延  世界  真実 述   革命行為                       英国 

*英政府アサンジ米送り死刑は偽戦争ウクライナ報道への脅し、彼は秘密義務公務員でないので無罪、

https://www.globalresearch.ca/assange-court-ordered-extradition-us-warning-journalists-covering-ukraine/5778325

危機の時代であり、平時の模範生ではもはや対応不能、個には異常を知りつも不安一途

日本人は皆と同一行動の安心追及で自滅の罠へ、米の模範生岸田政府は日本を地獄へ、

底で経営者労働側に独立戦略が有るかと言えばない、

＊鍵語＝富裕層模範生病(権威追随問題なしの思考停止病) vs 異端派(問題ありの挑戦者)

❶2022年 4月の予報-ジュセリーノ・ルスによる
https://www.jucelinodaluz.com.br/previsoes/1223-previsao-de-abril-de-2022-por-jucelino-luz

8-地震は日本で 6.0を襲い、2022年に 9.0の地震の可能性への道を開く可能性があります。

8- Earthquake hits Japan of 6.0, could pave the way for the possibility of a 9.0 earthquake in 2022;

近日、日本列島最南部＝九州(沖縄?)地方を起点?とする電離層電子濃度の上昇低下の

上昇=0.5,低下=1,2,3日周期反復がここ数週にわたって起きてます、これが震源圧力変動の

反映とすれば、震源滑り出しが起きてることになる。

https://aer-nc-web.nict.go.jp/GPS/RT_GEONET/

滑り出し期間が長い程に滑り出し衝突停止＝地震発生は大きいです、

沖縄、九州は海洋に接する地域で津波に警戒必須となります。火山噴火可能性 1)も、

九州・沖縄地方の地震活動の特徴

https://www.jishin.go.jp/regional_seismicity/rs_kyushu-okinawa/

九州地域の活断層の長期評価

https://www.jishin.go.jp/evaluation/long_term_evaluation/regional_evaluation/kyushu-detail/

第 3編 被害想定 - 沖縄県

https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/bosai/documents/h25jishinhigaihoukokusyo-3.pdf

地震の活動状況(気象庁)

https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/index.html

☞1)：気象予報核心₌流体方程式予測、流体運動を加速する力に摩擦力項がある、巨大スケ

ルでみると地球地層運動も熱流体運動、固い鉄鋼棒も超長さでは柔い糸も同然,

摩擦力項内容数学表示＝流体間面の滑り摩擦力(地震)＋流体圧力吹き出し(火山噴火)
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❷     戦争大嘘  失  初  判    交易 大   

有罪判決 確定      何人 犯罪者   取 扱     権利 有   

 国際人権規約  規約   条  項

事実収集からの結論は{主犯＝米バイデン大統領、共犯＝露プ-チン大統領＋ウクライナ-ゼ

レンスキ大統領}、2014年米陰謀でウ国親露政権を転覆、以後ロシア挑発政策で今日事態に、
ロシアにすれば同盟国要請での軍事展開で国際法的に合法、然るにプ-チン有罪の意味は宣

戦布告にてその事情を世界周知にすれば今日の西側混乱はなかった<露一方的侵略>、意図
的に悪役を演じ米主犯を隠蔽、他方ドンパス地方へのウクライナ政府の不当攻撃を世界周

知に騒いで開戦阻止も可能だった(西側報道は承知でこれを大隠蔽)<現状逆事態が初めにあ

った>。ゼレンスキは一途に米代理人。3者意図は戦争継続政策！！！、何故か？、これが

間違いならば近時終戦。露(中国)トップは北朝鮮と同構造の米世界体制(NWO)の秘密代理人、

露国民は日本と同じ騙しと徹底脅迫下生活、終戦後を考え隣人露(中国)国民を非難しない方

が良い、米は今後の日本の親露(中国)化を恐れ、岸田に不可逆な深手を作らせてる！！。

http://777true.net/Biden-Zelensky-Putin-Are-All-Agent-Friends-in-invisible-NWO.pdf

米模範生岸田は一途ロシア叩き、だがその跳ね返りは大きく路線修正は政権交代以外にな

い事になる。然るに野党無為で{経営＋労働}国民側は自前戦略を持てるか？？

市民虐殺の濡れ衣をかけられるロシア

https://tanakanews.com/220408bucha.htm

ロシアが負けそうだと勘違いして自滅する米欧

https://tanakanews.com/220326russia.htm

ノボロシア建国がウクライナでの露の目標？

https://tanakanews.com/220425novorussia.htm

❸        

現日本報道はついこの間までのコロナ恐怖とワクチン推奨報道、がウクライナ戦争で一転、

この２か月戦争報道の間にコロナ+ワクチンで世界は深刻大規模な問題が発生してる。

３回目接種が進まないらしいが{        }の副作用真相が静かに大きく普及した

からで、これに関し政府行政＋医学者＋報道の損害賠償責任問題が今後不可避、ウクライ

ナ一色模範生病支配報道機関、根絶策を言わない医学者も模範生病、コロナ慣れ模範生化

の国民側も初期封鎖生活を再認識すべきだ、

       死亡報告                    

実験的         注射 起因  数百万人 死亡 重篤 副作用事象 証拠

https://www.globalresearch.ca/evidence-millions-deaths-serious-adverse-events-resulting-e

xperimental-covid-19-injections/5763676
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In Deep(日本語)...コロナ関係では詳細な事象を徹底してやって重大警告してます。

https://indeep.jp/

倉持医師が日本の“変異なき”コロナ対策に警鐘「このままでは 8波 9 波と永遠に繰り返す」
https://news.yahoo.co.jp/articles/e3c0cfb2312d5b58107d3dfad6c2fd188c42a79a

  気              県     検査          知        

❹経済暗雲 {経営＋労働}国民側は自前戦略を持てるか？？

給料 下     物価 上       経済大国 日本 待 受   最悪 未来 

                                                                          

自動車 半導体 家電 金融     分野 負     

 大嫌    黙           仕事 楽    日本人  多数派           理由

                                                                                 

 後 向  仕事 多       日本企業      年代  続 事業 低迷 受      

削減 人員整理 事業再編 撤退    敗戦処理的 対応 迫      事業 着実 成

長 発展      年代   違   職場     後 向  仕事 割合 高       

          無   日本長期凋落 歯止         病根源 模範生病

防衛大学講師編纂の戦時研究書＝失敗の本質、

日本軍 一度成功 収   一途  路線継承     間 時代 変化 適応不全    

富裕現日本    高成長期育成世代  問題  現状維持 非異端環境育  模範生病  

異議   異端排除日本      上記黒枠 棺桶 意味      骸骨 骨秘密結社入社式  一

度棺桶 入 一度死  事         後 棺桶 開   再生 儀式 

❺死 目前 垣間見      一度死   偉人 

楽   楽    化  学校 試験                   歌        

http://777true.net/The-Wicked-Education.pdf

ゲゲゲの鬼太郎の漫画家水木茂氏は壮絶な戦場経験生き残り、あの漫画は霊界通信、ソクラテス

格言にも力を感じます、彼も水木氏同様の戦場経験者、悪法も法なりの最後は戦場生き残り者の

卓越した何か、連戦連勝のパットン将軍、彼は一度どころか何度も死んでる霊界人？、連戦連勝

の上杉謙信は幼少時教育で霊界通信者？、渋沢栄一も武士時代等に死に直面、彼は育成期に論語

教育、その双方等で武勇偉人に

世 人 元気        社会 発展 停滞     

     仕事 守  間違         

   大  計画   発展   世界 競争             渋沢栄一
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付録  地震電磁気学予知法 

日本列島上空 総電子数(TEC)上昇(赤化)   継続時間(震源移動電子総数 比例的)

 赤化 消  近日後 地震予知警報   東大地震研力学予知(数年)   時間精度(数日)

    位置特定  精度高 位置-電子量観測 出来  

https://aer-nc-web.nict.go.jp/GPS/RT_GEONET/

http://www.777true.net/Short-Term-Earthquake-Prediction-by-Phenomena-of-Electro-Seismology.pdf

http://www.777true.net/elastic-rebound-theory-anomaly_epicenter-physics_fluid-seismology.pdf

http://www.777true.net/seismology-the-frontline.pdf

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J48-Water-Injection-Earthquke-the-Mechanism.pdf

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J53-HAARP-Evidences-of-the-Mechanism.pdf

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J54-HAARP-Plasma-Oscillation-Mechanism.pdf

 通常,震源部 超高圧 潰   結果 

電子放出 地上負帯電 上空正帯電 

  地震開始 圧力緩和 震源部初期滑

 出 開始 同時 地表電子 震源回帰

開始 地表正帯電  

上空 負帯電(TEC)上昇(赤化) 
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