
悪政根源 米国日本支配 加担 真 日本人 独立運動 加担   在日     問   

話 極  明確 隠蔽化暴力無法支配     日本世界       国家社会 樹立    

在日社会 米日本支配隠蔽暴力装置   特権地位庇護     日本警察行政国家背任    

在日 承知   自浄革命     確信犯     筆者 自衛権発動   証拠不完全    

   警告告発 謀略 無法犯罪放置        万社会崩壊 不可逆寸前   在日   万社会 

重 比較   在日差別  日本独立対米階級闘争  読者判断 情報提供者怒   不適切 表

現 含         重大事実   引用 

☞:警察司法行政無法黙認協力 国家反逆罪 生物兵器    地震兵器  日米交戦状態  

http://www.777true.net//the-convergence-to-genuine_J86-the-BETRAYERs.pdf
*生物兵器    Prompt Wartime Regime against Designed Bio-Weapon.2020/3/10,
http://777true.net/Prompt-Wartime-Regime-against-Bio-Weapon.pdf
2022/12/27,28,31
安部暗殺事件 暴露   朝鮮統一教会 甚大 政界浸食   近年自民総裁 麻生  谷垣  年

 例外        小泉純一郎 岸田文雄           年間 在日朝鮮人総理  

善政   在日万歳   事態 真逆       憎悪工学 朝鮮人 恨 隠 怨念  

http://777true.net/No-betrayal-but-Make-Big-Unite-with-Fact.pdf

    永田町 実質 米代理人朝鮮支配  警察司法官僚行政機構   下    

異常体制 政治暴力無法隠蔽 温存継続  彼  暴     隠 恩恵 政治失望根源 

⑴   再生米国支配層 基礎思想 

 国家国民 優生貴族 搾取対象 天才 国民 君主 手先    上位忖度同質国民化  

 敵 設定   永久覇権闘争              世界汚染 虚偽     戦争  無法暴力隠 崇拝  

http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Quotes/hegelnew.htm

⑵上記思想実現 政治陰謀技術開発 施工 The History of the CIA
https://www.globalresearch.ca/the-history-of-the-cia/5566699
帝王 Rockfeller  私兵 CIA 予算 秘密 政治操作技術 暗殺 騙  脅  人心操作技術 

徹底開発 施工組織 世界         特記 白人優生主義 超法規無法性  

⒜憎悪工学           支配 

     在日 使  日本 支配    件      言            感   

http://www.asyura2.com/11/hihyo12/msg/867.html
読者       

        調                         支配     西洋白人至上主義者 定石 

   支配 中国支配       支配     支配    支配 朝鮮支配 古        支配    

戦後 日本支配 全部同 手口  最下層 無教養 無学 凶暴 民族 選 出       女 孕   

    生      子孫 教育    縁戚 使  関節支配     下 現地民族 最下級 登用  

鬱憤          権力者 仲間 入     実 古典的 方法    日本 例外         

           世界 現実    

⒝腐敗要素 持 人物 支配者 仕立          謀略技術 倉前盛通 悪 論理 日刊工業新聞 

⒞統一教会恐怖洗脳献金巻 上 事件 見 如        隠 怨念全開 特筆 被害者 

悲惨 事       山上 安部空砲暗殺事件   隠 心理 国家政策 動     

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J86-the-BETRAYERs.pdf
http://777true.net/Prompt-Wartime-Regime-against-Bio-Weapon.pdf
http://777true.net/No-betrayal-but-Make-Big-Unite-with-Fact.pdf
http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Quotes/hegelnew.htm
https://www.globalresearch.ca/the-history-of-the-cia/5566699
http://www.asyura2.com/11/hihyo12/msg/867.html


⑶近年筆者永田町陳情 冷淡 経緯結果 秘書面談 電話会談 電子    書面手紙 .

横須賀市地元小泉進次郎、中川正治元文部大臣、土井たか子,福島瑞穂社民党党首、

枝野幸男民主(立憲)党,安部知子立憲民主党、官直人民民主党、気候変動問題、高額素粒子研究

不正、地震兵器、無法状況下 筆者生活 協力結果   今日 無残 状態     

⑷悪政 現状結果。

 気候変動無視筆頭格 地獄招来日本    

政界 冷淡無視   日本実績 化石賞受賞国 近日 日本海温暖 北極温暖化 伴 大冷

気団南下衝突結果 寒気暖気衝突熱機関破壊力   例年  倍   大雪 北陸雪惨事 陰 

関東 緩和冷気 無害 北陸被災救済 関東地区課税 必要  北陸人 逃亡     

 生物兵器    歴史的被災化    陰謀 政治隠蔽             

世界全体 隠    日本 惨状    月      死     人超 医療    崩壊    

可能性 投稿日     年   月   日

                                               

日本  日    死者数       以来最多 記録      歴史     見  共  

   抗体依存性感染増強  確信   中    次  数千万人  段階  

投稿日     年   月   日 更新日     年   月   日

                                

                                              

 地震兵器政治脅迫 実質隠蔽   隠 行使 協力 超裏切   

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J114-HAARP-the-Quick-Guidance.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J108-EQ-the-FINAL-DECISION.pdf
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J43-Earthquake-Weapon.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J95-Reverification-on-the-Criminal-3_11.pdf
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J53-HAARP-Evidences-of-the-Mechanism.pdf

 政治報道活動家 暗殺 陰謀   政治抹殺 政治議題化無視     

   米軍 代理人在日 上位    下 警察司法行政 米 日本官僚赤坂会談  

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J107-Abolishing-Illegal-Treaty.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J93-Go-Home-USwarmonger.pdf
日米地位協定

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J89-the-LAWLESS-OCCUPATION.pdf

⒠金融市場原理破壊   安部黒田の超低利金利策<日米金融地位協定?>,地銀破綻

超低利金利 野放図 国債乱発  金利上昇 国債 国政 破綻危機  

http://777true.net/Price-NDebt-Commodity_ECONOMICS.pdf

https://indeep.jp/japan-excess-death-2022-1226/
https://indeep.jp/japan-excess-death-2022-1226/
https://indeep.jp/ade-japan-now/
https://www.thailandmedical.news/articles/news
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J114-HAARP-the-Quick-Guidance.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J108-EQ-the-FINAL-DECISION.pdf
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J43-Earthquake-Weapon.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J95-Reverification-on-the-Criminal-3_11.pdf
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J53-HAARP-Evidences-of-the-Mechanism.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J107-Abolishing-Illegal-Treaty.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J93-Go-Home-USwarmonger.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J89-the-LAWLESS-OCCUPATION.pdf
http://777true.net/Price-NDebt-Commodity_ECONOMICS.pdf


⒡雇用形態破壊   非正規雇用拡大結果 上位半分 下位半分搾取 体制 

    年〜 規制緩和 派遣 対象業務拡大         時代

    年〜 規制緩和 派遣 対象業務自由化         時代

https://www.r-staffing.co.jp/cl/column/ct_299#:~:text=1985%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%B4%BE%E9%81%A3%E6%B3%95,%E7%9A%84%E

3%81%AA%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

筆者   代   年 各種職業転      派遣社員一期生 

 教育劣化政策      ⑴  

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

⒣   憎悪工学 現日本政治在日指導者 与 野党 

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J173_N0-Betrayal-but-One-for-ALL.   

    迷宮入 無法放置問題 政治報道活動家 暗殺 陰謀   政治抹殺  
話 極  明確 隠蔽化暴力無法支配     日本世界       国家社会 樹立    

❶安部 岸田政権下 闇 

 当初散弾銃発射     安部 前 聴衆   人     警察 玉  発見     

空砲 何    証拠   報道   簡明事実 無視沈黙 山上    事件発生報道  

    安部射殺 目的         

安倍日本首相 父親 私 朝鮮人  

                                         

安部元首相暗殺 右首  心臓 抜  銃創 奈良医大 当初会見  

山上 銃  不可能  

                                           

既        圧倒的多数 真相 認知    警察当局 司法関係者 報道関係者 

真偽 明白化     統一教会腐敗政治加味 日本岐路 最絶好機 

                                           

安倍元総理 暗殺      山上某 自作銃 空砲   可能性 高     音声分析 

証明            沈黙    

                                                           

安部元首相暗殺 隠蔽加担日本警察 含 組織的犯行   生贄 誰 利益 得     

安倍元首相射殺 別 狙撃手       確実            

下記 現在   削除   要約 以下 告発者  不当圧力監視 皆 必要   

http://www.asyura2.com/22/senkyo287/msg/225.html
 最初 奈良 病院 会見   首 右前部   所 銃創    銃弾 首  体内    

 心臓 胸部 大血管 損傷   説明      翌日 司法解剖 治安機関  結果  左

上腕部  体内 入  銃弾  左右 鎖骨下   動脈 損傷   説明     

筆者補足   説明    山上犯行説 崩壊     奈良病院会見記事 司法解剖会見記事

 違  一般報道  確認出来          

                                             

https://www.r-staffing.co.jp/cl/column/ct_299#:~:text=1985%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%B4%BE%E9%81%A3%E6%B3%95,%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
https://www.r-staffing.co.jp/cl/column/ct_299#:~:text=1985%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%B4%BE%E9%81%A3%E6%B3%95,%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81%AE%E3%81%BF%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
http://777true.net/The-Wicked-Education.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J173_N0-Betrayal-but-One-for-ALL.pdf
https://japanese.joins.com/JArticle/80386
http://777true.net/Mending-Technology_1.pdf
http://777true.net/Mending-Technology_1.pdf
http://blog.livedoor.jp/hisa_yamamot/archives/16773538.html
http://www.asyura2.com/22/senkyo287/msg/225.html


    最初 病院 会見 正   思        別 狙撃手    高      安倍

元首相 首元 撃  弾丸 肺 心臓 達  可能性 高  

銃撃   安倍元首相 心臓 大血管 損傷 死亡確認 病院 会見         

https://www.asahi.com/articles/ASQ7864WZQ78PTIL02W.html
病院     安倍氏 首 右前部 約      間隔   所 小  銃創     銃弾 

首  体内 入  心臓 胸部 大血管 損傷        心臓 壁  大  穴 開  

      左肩 銃弾 貫通       傷 一        体内  銃弾 発見   

       

一発目 銃声 振 返  安倍氏 左上腕部   銃弾 致命傷 

 司法解剖結果 発表                

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220709-OYT1T50176/
奈良県警  日 安倍氏 司法解剖 結果 発表   左上腕部  体内 入  銃弾  左

右 鎖骨下   動脈 損傷     致命傷     死因 失血死    

②政治暗殺 示唆  事例

⑴第二次安倍政権以降 自殺 不審死     公表  

https://friday.kodansha.co.jp/article/7013
安倍政権下 自殺 不審死  人物

https://www.npojp.com/NpoPage/KeijibanThread.do;jsessionid=99459CA7AAB2C77C2C5
C48E071A06763?todofukenCd=26&shikuchosonCd=26203&cate_id=1&th_id=048363884e
94194bea3b6b86b8f2769d&linkflg=1
 元東京都監察医務院長  (政治 関  人 )自殺 9割以上 他殺      言及    

 反日   保守    安倍政権 一貫     日本 破壊      強 意志

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/309684
安倍 元首相  邪魔  死                 新方針

http://alternativereport1.seesaa.net/article/493540029.html
戦後最大腐敗権力者 日本破壊 辣腕 十分仕事   過    後  考慮  始末    

⑵暗殺請負人 

殺 訓練可能性 軍隊 暴力団 前者 給与    思想動機             

 浅沼社会党委員長暗殺 自衛隊員子弟 社会党軍備廃棄政策   自衛隊否定    強動機 

現日本人一般認識 韓国           等 影響 甘    多   在日 対米協力

者 米      日本警察   庇護   事例 筆者 証言   ③⒝  在日   安部

首相 激  日本破壊 推進 当然反撃 備         上記 見 政敵陰謀暗殺 

   米軍諜報機関 内密肯定 身内   依頼        日本警察 暗黙協力  

在日韓国 朝鮮人

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E9%9F%93%E5%9B%BD%E3%83%
BB%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E4%BA%BA
暴力団 在日韓国 朝鮮人 参照     wikipedia  差別言動  厳  検閲   

https://www.asahi.com/articles/ASQ7864WZQ78PTIL02W.html
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220709-OYT1T50176/
https://friday.kodansha.co.jp/article/7013
https://www.npojp.com/NpoPage/KeijibanThread.do;jsessionid=99459CA7AAB2C77C2C5C48E071A06763?todofukenCd=26&shikuchosonCd=26203&cate_id=1&th_id=048363884e94194bea3b6b86b8f2769d&linkflg=1
https://www.npojp.com/NpoPage/KeijibanThread.do;jsessionid=99459CA7AAB2C77C2C5C48E071A06763?todofukenCd=26&shikuchosonCd=26203&cate_id=1&th_id=048363884e94194bea3b6b86b8f2769d&linkflg=1
https://www.npojp.com/NpoPage/KeijibanThread.do;jsessionid=99459CA7AAB2C77C2C5C48E071A06763?todofukenCd=26&shikuchosonCd=26203&cate_id=1&th_id=048363884e94194bea3b6b86b8f2769d&linkflg=1
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/309684
http://alternativereport1.seesaa.net/article/493540029.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E9%9F%93%E5%9B%BD%E3%83%BB%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E9%9F%93%E5%9B%BD%E3%83%BB%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E4%BA%BA


❷在日    米軍 日本支配特権証明 日米地位協定 日本官僚赤坂会合 
   米軍 代理人在日 上位    下 警察司法行政 米 日本官僚赤坂会談  

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J107-Abolishing-Illegal-Treaty.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J93-Go-Home-USwarmonger.pdf
日米地位協定

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J89-the-LAWLESS-OCCUPATION.pdf
☞:警察司法行政 無法黙認協力 国家反逆罪 地震兵器  日米交戦状態   

❸在日朝鮮人 決定的特権証明  

⑴ 在日韓国 朝鮮人  特権        
https://ccce.web.fc2.com/zt.html
一般 在日外国人 重犯罪 犯  場合  受刑後 祖国 強制送還    特別永住者 在日朝

鮮人  場合   内乱 関  罪 外患 関  罪 国交 関  罪 外国 元首 外交使節又 

  公館 対   犯罪   禁錮以上 刑 処    者   一部 特殊    除     

 日本 一般社会 放流       世界 唯一     超法規的特権  

❹無法事例資料 

⒜副島  襲撃事件 世界日報編集長襲撃事件  

                                                

動機    統一教会犯行 明     犯人 逃亡迷宮入  無法支配

⒝小西誠  赤報隊事件  統一教会 勝共連合  影

                                                        

赤報隊事件  兵庫県警 統一教会 勝共連合 捜査中止 命     証言 

  赤報隊事件 犯人  統一教会 勝共連合 元自衛官    

      兵庫県警 元捜査官 証言    団体   月  捜査  段階  上司    

中止 命      報道   団体   統一教会 勝共連合  

⒞  統一教会問題 放置     失     年間 有田芳生  振 返 

                                                  

⒟ 朝日 記者           脅迫  始   旧統一教会    年    人 脱会

 成功  牧師 山崎浩子   

                                                                          

今 猛批判   直近  統一教会 宣伝 垂 流    報道機関   大手

統一教会  警戒心 緩      政界                 

                                           

⒠宮台真司氏 掲載中止              捕捉 朝日新聞         削除   重

要      

                                                  

     必然的 統一教会関係者犯行 濃厚  

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J107-Abolishing-Illegal-Treaty.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J93-Go-Home-USwarmonger.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J89-the-LAWLESS-OCCUPATION.pdf
https://ccce.web.fc2.com/zt.html
https://sagishibunsenmei.web.fc2.com/msg-06.html
http://www.labornetjp.org/news/2022/1658290209373staff01
https://dot.asahi.com/wa/2022081200024.html?page=1
https://news.yahoo.co.jp/articles/dabfe7883a513beb5265b32ffc2c81add387e642
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/71220
https://www.j-cast.com/2022/07/20442144.html?p=all


  悲報 安倍政権時 不審死  人一覧    

                                                              

安倍政権 関   不審 死 遂  人物一覧

                                                         

⒢  保存版   安倍政権下  暗殺   安倍政権下 多   自殺 見   不審死

 警察 自殺 断定    全  闇      悪事 森加計桜      

地検 動      察知    安倍逮捕 来年   

                                             

⒣工藤会

                                                         

日本    北朝鮮系 暴力団 北朝鮮   日本      攻撃   内偵 準備  関  

   

http://alternativereport1.seesaa.net/article/487273376.html

小泉政権以降 頻発  不審死 不審 報道  巨大    逆   不審死   暗殺      

                                                 

暗黒 小泉政権下 何人死   

                        

石井紘基氏 殺人 依頼  背景   小泉政権周辺 闇将軍 影      

                                            

                        救急車 到着  前 既      何台 狭 

路上 止       救急車 入      家族 証言        

小泉 竹中改革下 起  幾   暗殺 冤罪事件 日本   法治国家     

                            

小泉純一郎 安倍晋三 後  国民 騙     利益   政策 打 立       

竹中平蔵 頭脳 竹中平蔵                      日本国民              

小泉  安倍   背後      狡猾 連中           鋭 見抜 人 沢山出        

     人   中  小泉 安倍         政策 実際 止        力 持  人間   

     当然     人                      金融   人    煙       

  結果 彼  暗殺     冤罪 巻 込       命 失   社会的信用 失  二度 小泉 安倍 

        邪魔              

小泉首相 愛人新橋芸者小  変死事件考

                                                                                               

               

https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1663474671?v=pc
https://tigayacyan.hatenablog.com/entry/2018/04/05/230336
https://note.com/sasaootako57/n/n1bcf637c2859
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E8%97%A4%E6%9C%83
http://alternativereport1.seesaa.net/article/487273376.html
http://spiritcat.blog.fc2.com/blog-entry-536.html
https://rensai.jp/244715
http://etc8.blog.fc2.com/blog-entry-714.html
https://rapt-neo.com/?p=9584
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/seitoron/jimintoron/history/koizumiseikenco/uwasanozikenco/kohanjikenco.html
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/seitoron/jimintoron/history/koizumiseikenco/uwasanozikenco/kohanjikenco.html


    利益 邪魔   人間 消    暗殺 不審死     

                                                            

小泉 竹中改革下 起  幾   暗殺 冤罪事件 日本   法治国家   

https://rapt-neo.com/?p=9584

小泉純一郎 橋下徹 在日朝鮮人         生長 家人脈 

http://kawata2018.com/2019-03-10/

繰 返   口封  冤罪 暗殺

https://chargepure.com/?p=564

         戦後日本  日本 東朝鮮国   道     地球人 政治世界 汚   

    

https://quasimoto4.exblog.jp/32073704/

           有毒食品  認定 

https://blog.goo.ne.jp/debuo2006/e/869a55ae7a126ac2b4e0d8868df8c40d

日本 売  小沢一郎  続  

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/233.html

帰化国会議員       年版発見    国 政治 終        

https://quasimoto2.exblog.jp/239191035/
     年   月   日 國民新聞 

民主党

小沢一郎 実父 済州島出身 実母 在日朝鮮人 

菅直人 実母 済州島出身 

土井  子 本名 李高順     年   月   日帰化 

千葉景子 近藤昭一 岩國哲人 土肥隆一 金田誠一 岡崎  子 簗瀬進 山下八洲夫 中川正春

横路孝弘 神本美恵子 鉢呂吉雄 今野東 松野信夫 平岡秀夫 赤松広隆 小宮山洋子

鳩山由紀夫 実父威一朗 結婚前 韓国人 生   子 妻 幸 在日韓国人 

横光克彦 松岡徹 水岡俊一 群和子 犬塚直史 佐藤泰介 谷博之 藤田幸久 増子輝彦

江田五月 高木義明 中嶋良充 円  子 中村哲治 藤谷光信 室井邦彦 横峯良郎

白真勲 奥村展三 小沢鋭仁 川端達夫 佐 木隆博 末松義規 西村智奈美

細川律夫 家西悟 小川敏夫 津田弥太郎          那谷屋正義 内藤正光

福山哲郎 峰崎直樹 郡司彰 小川勝也

諸氏   人

https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1942756086&owner_id=6542702
https://rapt-neo.com/?p=9584
http://kawata2018.com/2019-03-10/
https://chargepure.com/?p=564
https://quasimoto4.exblog.jp/32073704/
https://blog.goo.ne.jp/debuo2006/e/869a55ae7a126ac2b4e0d8868df8c40d
http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/233.html
https://quasimoto2.exblog.jp/239191035/


社民党

福島瑞穂 本名 趙春花     年  月   日帰化 

辻元清美 保坂展人 照屋寛徳 日森文尋 近藤正道 又市征治

公明党

東順治 上田勇

自民党

山崎拓 河野太郎 加藤紘一 衛藤征士郎 河村建夫 中川秀直 犬村秀章 野田毅

太田誠一 二階俊博 大野功統 馳浩

注

 本紙 一覧表 提供  吉田滋氏     資料 真実性   間違     述      國民

新聞 

後帰化     連中 背乗  疑    連中  舛添要一 前原誠司 他  未    

      日本国民   恐怖 何       総理大臣 人 野田氏      野党 党

首 自民党 重鎮    方    帰化人        彼  元祖国 国籍離脱証明書

 提出        問題 核心    中華民国     等 国   帰化    国

籍離脱証明書 提出 問題        韓国 北朝鮮   国籍離脱証明書 取得 不

可能 近  韓国   遡  徴兵忌避者 国籍離脱 禁   法律        国籍離脱

証明書 提出       

靖国参拝    石原慎太郎元東京都知事  野党 参拝         質問 応  曰 

     日本人         

                 

順位 名前 漢字 職業 業種 年齢 資産   億  資産 億円 

             柳井正            社長 衣料           

             佐治信忠      社長 飲料           

          森章森     社長 不動産           

             孫正義       創業者              

              毒島邦雄       創業者                

                三木谷浩史 楽天社長             

                山内溥 任天堂相談役              

              糸山英太郎 新日本観光代表    場           

                  滝崎武光      創業者 電気機器           

             武井博子 武富士創業者 夫人 消費者金融            

              三木正浩       創業者 靴 小売           

                   高原慶一朗        会長 衛生用品           

                   永守重信 日本電産創業者 電気機器           

              伊藤雅俊                名誉会長      小売           

               金沢要求 三洋物産代表取締役              



              韓昌祐     会長                

                 田中良和    創業者             

                  福武總一郎             会長 教育 出版           

            森稔森  社長 不動産           

              船井哲良 船井電機会長 電気機器           

               神内良一     創業者 消費者金融            

              國分勘兵衛 国分社長 酒 食品卸売           

                    島村恒俊     創業者 衣料           

                   木下恭輔     創業家 消費者金融         

            岡田和生    会長               

                      松井千鶴子 道夫松井 証券創業者一族 証券          

              稲盛和夫 京  創業者 電気機器          

                高田重一郎    会長 自動車部品          

            似鳥昭雄    創業者 家具          

               増田宗昭        創業者      販売          

              里見治              会長                   

               笠原健治     創業者            

                   福嶋康博            名誉会長             

              多田直樹        創業家               

                   大塚実 祐司大塚商会創業家   販売          

             安田隆夫        会長 小売          

                  重田康光 光通信創業者   販売           

             上原昭二 大正製薬 名誉会長 製薬          

                 豊田章一郎    自動車 名誉会長 自動車           明   在日  

  人

靖国 日本式 神社  無  朝鮮式 東京招魂社    長州藩田布施朝鮮民族   日本民

族弾圧     田布施    偽天皇財閥 日本赤十字社 皇族私的団体 非課税特権

http://blog.livedoor.jp/matrix_zero1/archives/2078170.html

天皇 犯罪者        通信

http://alternativereport1.seesaa.net/article/111594724.html
    年 月  日付毎日新聞     年 月  日付 天皇  東条英樹宛  勅語 掲載   

        東条   朕 天皇  行 戦争     朕 指導 下 十分 職務 果     

明治天皇 暗殺        影武者 天皇 地位 座   昭和 平成 令和 天皇    

     末裔   

http://alternativereport1.seesaa.net/archives/20221014-1.html

http://blog.livedoor.jp/matrix_zero1/archives/2078170.html
http://alternativereport1.seesaa.net/article/111594724.html
http://alternativereport1.seesaa.net/archives/20221014-1.html

