
末法破滅時代同時突入 悪魔化世界 危機   絶好機               

http://777true.net/The-Wicked-Spirit-in-Highest-Place-in-the-Upside-Down-Deadly-Fake-World_A.pdf

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

                        

                        

少数支配者 従事 裏切 勢力 世界 破滅崩壊加担    己自身 精査        

世界 極悪 貴族超富豪少数 支配    従 勢力多数存在 成立 上位 忖度  

故 実質的 破滅 救済 我 自身  決    他人責任転嫁          

    賢人 時代忠告  

両名 強力 神信仰者 不正虚偽憎悪 裏切   闘志  

問題      事 沈黙        時 我  命 終   向  始   

最大 悲劇  悪人 圧制 残酷      善人 沈黙           牧師

                                                              

心 誤   時 人 畏   間違  見方      人 従          上杉謙信

心 勇   時 悔       勇気無    悔        

                                     

我 命   間 国家 裏切 者 平   諸国 一  帰  貧困 陥  人  安住   

  他 希望      謙信 運 弱    志 空       速   病死 賜    

筆者宗教理解 武士道教義 等  仁義 死          神天国 用意     我  

死 確実不可避     即 政治革命 命 賭       架刑      拝       

天草四郎 乱   典型  世界大   趣旨理解   圧倒的多数派 即勝利確実  
  自害用小刀 侍            死 床  逆算   後悔   人生       佐藤康行 
  北極破滅回避工学施工  今 我 寿命     年頃       

Hitler's Prophecy: The Future Image of 2039
http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/b1fha400.html#01
Global warming is inevitable and 5 billion until 2043 , , may die if nothing is done in time ,and
they are hidden from worldwide population .. says Jucelino Luz
http://www.jucelinodaluz.com.br/aquecimento-global-inevitavel.htm
The coming 2043 would not due to CO2 global warming in rather slow tempo,but to rapid
collapse by Arctic methane catastrophe.

      今 混沌崩壊進行 何 故障       

http://777true.net/The-Wicked-Spirit-in-Highest-Place-in-the-Upside-Down-Deadly-Fake-World_A.pdf
https://tabi-labo.com/285949/awake-martinlutherkingjr-20quotes
https://iyashitour.com/archives/35877
http://inri.client.jp/hexagon/floorB1F_hss/b1fha400.html
http://www.jucelinodaluz.com.br/aquecimento-global-inevitavel.htm


      再生米支配下 日本 日米安保地位協定廃棄  米国実態  
話 極  明確 隠蔽化暴力無法支配     日本世界       国家社会 樹立    

少数支配者 従事 裏切 勢力 世界 破滅崩壊加担    己自身 精査        

世界 極悪 貴族超富豪少数 支配    従 勢力多数存在 成立 上位 忖度  

故 実質的 破滅 救済 我 自身  決    他人責任転嫁          

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  

 敵 設定   永久覇権闘争    革命 冷戦構造     中東侵略    世界汚染 虚偽     戦争 

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
米帝王 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    中国 含  世界      

⑶   再生米国支配層 究極戦略 

Operation EndGame toward Global Depopulation !!
Operation EndGame. Alex Jones 予言 見事的中    
For the New World Order, a world government is just the beginning. Once in place they can
engage their plan to exterminate 80% of the world’s population, while enabling the “elites” To
live forever with the aid of advanced technology.For the first time, crusading filmmaker
ALEX JONES reveals their secret plan for humanity’s extermination: Operation ENDGAME.
http://netattic.net/unbelievable/operation-endgame/
http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho
⑷革命民族   殲滅 為    米 製造 戦後自国 密輸入   再生米国  

The Horrifying American Roots of Nazi Eugenics
https://historynewsnetwork.org/article/1796
The Link between the Rockefeller Foundation and Racial Hygiene in Nazi Germany
file:///C:/Users/User/Downloads/fj236d30d.pdfhttps://www.nature.com/scitable/forums/genet
ics-generation/america-s-hidden-history-the-eugenics-movement-123919444/
WALL STREET AND THE RISE OF HITLER By Antony C. Sutton
http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/
Bush Family Funded Adolf Hitler
http://www.georgwalkerbush.net/bushfamilyfundedhitler.htm
Military-Industrial Complex Speech, Dwight D. Eisenhower, 1961
http://coursesa.matrix.msu.edu/~hst306/documents/indust.html
Operation Paper Clip and establishing CIA with the military industry complex.
Operation Nazification – U.S. Military Hired Sixteen Hundred Nazi Scientists and Doctors
http://www.globalresearch.ca/operation-nazification-u-s-military-hired-sixteen-hundred-nazi-
scientists-and-doctors/5369981
    例外主義<従来像逆転 米国 悲惨 現実 >.
https://www.unz.com/lromanoff/american-exceptionalism/

http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Quotes/hegelnew.htm
https://www.globalresearch.ca/the-history-of-the-cia/5566699
http://netattic.net/unbelievable/operation-endgame/
http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho
https://historynewsnetwork.org/article/1796
file://C:\Users\User\Downloads\fj236d30d.pdf
https://www.nature.com/scitable/forums/genetics-generation/america-s-hidden-history-the-eugenics-movement-123919444/
https://www.nature.com/scitable/forums/genetics-generation/america-s-hidden-history-the-eugenics-movement-123919444/
http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/
http://www.georgewalkerbush.net/bushfamilyfundedhitler.htm
http://www.georgwalkerbush.net/bushfamilyfundedhitler.htm
http://coursesa.matrix.msu.edu/~hst306/documents/indust.html
http://www.globalresearch.ca/operation-nazification-u-s-military-hired-sixteen-hundred-nazi-scientists-and-doctors/5369981
http://www.globalresearch.ca/operation-nazification-u-s-military-hired-sixteen-hundred-nazi-scientists-and-doctors/5369981
https://www.unz.com/lromanoff/american-exceptionalism/


    政治暴力隠蔽 裏切警察司法 

 敵裏切者 知  自己虫   己 知  百戦危       
話 極  明確 隠蔽化暴力無法支配     日本世界       国家社会 樹立    

⑴占領下人脈 
日本敗戦米軍進駐 今後 米日本支配機構基礎   米諜報組織     旧軍人 警察官僚 戦時

日本支配者 官界実業界報道文化人  暴力団等  広域 協力代理人組織 作     今日  

全域 及     今日結果     在日朝鮮人多数 重要対象   徴用    

      一  政府 山川暁夫 教育社     

⑵代理人朝鮮人 近代日本支配
朝鮮人統一教会 育成 背景 操  米        北朝鮮 米軍事産業 為    有名  

安部暗殺事件 初  暴露 至  強 朝鮮人 日本憎悪動機起因 恨       悪魔文化  
  恨  生          言 悪魔思想 逆  国家社会     政治暴力隠蔽 裏切警察司法

統一教会 恐怖心理工作   家計破綻 至 迄 巨額金銭搾取 近代日本歴史真相    物

  済    現永田町 実体朝鮮支配   明治維新天皇制   実 隠 英国現米国傀儡 朝

鮮王朝 幕府滅亡後 日本 軍事国家化 戦争史 結末 広島長崎原爆 戦後 米占領支配 

http://777true.net/The-Aget-Korean-Ruling-Began-Since-1868.pdf

⑶現今日本 悲惨極  状況.
組織      忖度    日本没落 主犯 断言   理由

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/73059
非正規雇用 増    結果… 中間層 崩壊    日本 沈没   一流経営者 予言
https://gendai.media/articles/-/102486
 売国奴      岸田 売国奴   証明 自民 統一 南朝鮮 公明 創価 北朝鮮  

   自公民 在日南北朝鮮     日本 東朝鮮国    

https://quasimoto4.exblog.jp/32211235/
 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
統一教会 創価学会 漆黒 闇 知         

                                                

日本 朝鮮人 支配        証拠  田布施        朝鮮人 金融      

日本支配 始  

https://rapt-neo.com/?p=16671
https://rapt-neo.com/?p=16559
 官僚 発見    国  日本  日本人  朝鮮人    支配        

https://quasimoto4.exblog.jp/31119197/
帰化国会議員       年版発見    国 政治 終        

https://quasimoto2.exblog.jp/239191035/
☞；朝鮮人   事 問題     恨 憎悪 生           言 破滅的悪魔文化 

大間違  同文化 憎悪工学  上位    庇護    懺悔 応     

http://777true.net/The-Aget-Korean-Ruling-Began-Since-1868.pdf
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/73059
https://gendai.media/articles/-/102486
https://quasimoto4.exblog.jp/32211235/
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/309684
https://prepper.blog.fc2.com/blog-entry-630.html
https://rapt-neo.com/?p=16671
https://rapt-neo.com/?p=16559
https://quasimoto4.exblog.jp/31119197/
https://quasimoto2.exblog.jp/239191035/


    政治暴力隠蔽 裏切警察司法 

 安部 岸田政権下 闇  
話 極  明確 隠蔽化暴力無法支配     日本世界       国家社会 樹立    

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          

                                             
    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    

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
https://www.asahi.com/articles/ASQ7864WZQ78PTIL02W.html
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220709-OYT1T50176/


             渡     安倍晋三 暗殺
https://www.globalresearch.ca/when-globalists-crossed-rubicon-assassination-shinzo-abe/5786559

https://comedonchisciotte.org/lassassinio-dellarciduca-shinzo-abe/

主流       素晴   話 受 入      日本 警察 治安機関 代替 解釈 押  

                   北川隆氏  月   日 安倍首相 山上 立    後  

     正面  撃         高層   一方   両方 上  斜  発射    違

      示唆  資料 投稿   鉄道駅広場 向   交差点 両側 

海外記事 簡単 削除         報告  政治家安部氏評価 見当違  述     

安部元首相 統一教会 日本政界真相     書      

真実隠蔽本件 日本警察 司法 弁護士会   日本 為 働        立証     

追伸 山上被告 弁護士接見事情 報道       早期 裁判  裁判 捻 曲  事 許

       

 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         

https://www.globalresearch.ca/when-globalists-crossed-rubicon-assassination-shinzo-abe/5786559
https://comedonchisciotte.org/lassassinio-dellarciduca-shinzo-abe/


    政治暴力隠蔽 裏切警察司法  

 政治暗殺 恐怖政治日本 
話 極  明確 隠蔽化暴力無法支配     日本世界       国家社会 樹立    

裏切り者をあぶり出す事例検索、確たる情報獲得は難しいが多勢協力次第で

①電磁地震兵器       

政治脅迫 筆頭 技術実態 迫   筆者  見    浜田和幸氏国会証言   永田町 

 公然事実 地震兵器隠蔽   被害加担   阻止 向  決定的技術世界公開協力  

        出    京大      

物質一般 原子 電子 静電力 結合 横波電磁波  異  物質貫通電荷密度波     破壊力 

震源層破壊 地震始動開始 働  爆発地震 異  自然地震波形 出   

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J54-HAARP-Plasma-Oscillation-Mechanism.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J53-HAARP-Evidences-of-the-Mechanism.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J48-Water-Injection-Earthquke-the-Mechanism.pdf

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 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   

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J54-HAARP-Plasma-Oscillation-Mechanism.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J53-HAARP-Evidences-of-the-Mechanism.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J48-Water-Injection-Earthquke-the-Mechanism.pdf
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


社会学者 宮台真司氏   襲撃      安倍元首相銃撃事件 展開       

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/315267
実 今 日本 必要 警告家研究者   

③筆者証言 

無法化被害 米企業時代        顕著化      統計物基礎理開発 素粒子論        。

⒜筆者個人被害=実態警察不在   無法 業務 生活妨害 直接間接的身体心理攻撃

結果的 筆者 山上事件 部分的    危機緩和救済   一人   気 付  筆者周囲

 代理人在日朝鮮人 囲       米軍基地横須賀 小泉 典型在日朝鮮人 暴力団稲川

会 暴走族 控      在日朝鮮人    無 恐喝 金銭搾取   大暴露 及     

 日本直撃      小泉進次郎     血          

https://www.youtube.com/watch?v=OgCTrbJJygM

⑴就業所得封鎖貧困 

    年      億円素粒子実験施設    建設半  無用化  理論著作権無断盗用 

日本政府予定供出金          億円 無用化  礼 以後 就業所得封鎖貧困 一時 経営

困難理由 生活保護 横須賀脱出時離脱 以後年金  万 月 時折 政府給付金 

基本的 飯盒食 山小屋生活 最大経費   電話料金 負債   請求 破産  

⑵業務妨害 直接間接的身体心理攻撃

     動作            不便   満載   業務過労 誘導 

留守中 業務生活器具盗難 器具衣類  他 破壊   毎日散見 間接攻撃 騒音 打撃

 睡眠妨害 自転車     走行      毎日水道       発電故障

⑶直接  被害 街頭乱闘被害骨折後遺症      襲撃被害 警察関係者 近隣面識犯人

 無罪放免 人 名前部分 記憶喪失 一時期 平衡感覚障害 銀杏 直   無音   追

突 後日当時社会党議員 会談予定    日共地区 犯人 高校   部 無罪放免

⑷無法司法：

医療偽装刑事訴訟不起訴複数と論文審査不正民事裁判は真実皆捻じ曲げ、

☞；安全安価平等の国民司法に抵触する大問題で詳細は今後に

⑸不法医療：

医療全部      過去耳鼻科被害 耳鳴   老化今後 致命傷   歯科被害    

    年体調異変     浦賀住友病院 一時意識喪失 診断 難  髄膜炎 待遇 苦痛  週

 退院 以後性    失調症 老化能力低下加速 作用 医師自身 意識喪失中     

看護師処置     言     情報   髄膜炎     判断  何 疾患原因  

☞；安全安価平等の国民医療原理に抵触する大問題で詳細は今後に

日本医学会 深 闇    細菌部隊 敗戦後米軍 Fortdetric基地 傀儡化 歴史 始   

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/315267
https://www.youtube.com/watch?v=OgCTrbJJygM
https://www.youtube.com/watch?v=OgCTrbJJygM
https://www.youtube.com/watch?v=OgCTrbJJygM


⒝筆者近隣 交友周囲人  隠微攻撃被害 警察隠蔽脅迫圧力 

     医療 偽装暗殺   

警察隠蔽脅迫圧力   筆者加勢  法度   攻撃  報償  

 自宅近  県道十字路    過去 異常    頻繁 工事騒音 信号 急坂    車排

気       的    旧知 住民一人 移転   

 近所 戦後新興住宅地 一角 公然在日    吠  犬 近所 若死  多   

    訪問 画家  氏 猫問題  世話     氏 美男美女夫婦  氏 

  犬 足長 筆者     年前 動物病院 頂  若干 短足雑種   年暮    

 毎朝      大騒音           米兵 筆者 近          音 

山小屋生活結果 冬場 巻 割  近所騒音   代高騰 止      

 自宅前 駐車場    過去車騒音劇場 警察 何度 電話 在日    

 悪性隣家在日 過去長期 夜半 各種工学 騒音 警察 一向 静止   

一時 年金滞留金 三重 移転   今回山上  陰 相当大人       

  年前   月 異常騒音 覚醒 警察電話 翌朝隣家主人 死亡 知   

 県道向  側      県道筆者側近隣  幼児子供    少     

親密交友 幼友達 未婚 子供   一人 高卒   外資系化学研究所員 一人 家 勉強

        級長 親   筆者 同 東工大物理出 北里大教授 兄弟 話  外国人 

結婚 今 死去 筆者 物理仕事 知     少  同郷人 

 横須賀高校 東工大学友 過去 生活 就業  知人 若死  多     

    詳細事情 学友 訪  予定 

 過去 社会党議員 陳情 大出俊氏 岩垂寿喜男氏 早死   

 筆者 対  脅迫   地震兵器使用    

 

筆者臆病 目的業務達成 為  称    問題 無視        暁  責任 取  

           業務 若手 移譲     

④裏切 者    出  拝一刀        

⑴診断結果 並   仕方   大修理 求      

過去筆者 劇画 子  狼    気 入  鎌倉 古書店 全集完備    勉強     

他方     時代 唯一買  劇画       穀物戦争 両名職業 殺 屋 過去 無法

問題 地元警官 会談     自衛権    言  手錠 拳銃 要求 否定    自衛権

  掃敵 捜査権          司法 正常動作   以上 今後長期 考   

処罰権     被害防止      放置   暗殺犯 今 日本 複数     

暗殺犯依頼者 方 割           皆 捜査権 処罰権        

⑵過去 一切関係     筆者憎悪 理由 米軍庇護 怨念     

過去 関係  長期隠 在日攻撃者 一人 米軍日共同時関係者 警察庇護者  他多勢 何

 関係      動機  筆者    開始     前   反米 表明       米軍強度

庇護下在日 動 理由    他方 同類 日共潜在 市県行政 隠微攻撃    税金 米

作戦 協力   反日勢力 自民党 全 同類動作    醜悪裏切 日本    



    政治暴力隠蔽 裏切警察司法  

 東大法学部支配政治警察 支配側   暗殺 
話 極  明確 隠蔽化暴力無法支配     日本世界       国家社会 樹立    

裏切り者をあぶり出す事例検索、確たる情報獲得は難しいが多勢協力次第で

①裏切 者 最大恐怖  保身 為 一層恐怖政治。

筆者に日本警察査察情報は難しい、他方ジャナリスト一般にも危険もあるので厄介だが一

つ割れる事は警察庁頂点幹部

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81
警察庁長官 露木康浩

次長 緒方禎己

官房長 楠芳伸

総括審議官 渡辺国佳

政策立案総括審議官 堀誠司

技術総括審議官 増山芳邦

生活安全局長 山本仁

刑事局長 大賀真一

組織犯罪対策部長 猪原誠司

交通局長 太刀川浩一

警備局長 原和也

警備運用部長  迫田裕治

外事情報部長 宮沢忠孝

    警察局長 河原淳平

②米占領軍 在日代理人 日本警察 官僚 東大支配

日本支配上層 日本人     初  警察 官僚   下 

現体制維持     正規雇用組 残  搾取対象 貧困層非正規雇用 

東大出 人 己    醜 地位     認識頂    

③皆 宮台教授襲撃犯探  探偵団       

防犯カメラは途切れなくあるはずだが！！！！！！！！

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81%E9%95%B7%E5%AE%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%B2%E6%9C%A8%E5%BA%B7%E6%B5%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%92%E6%96%B9%E7%A6%8E%E5%B7%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%A0%E8%8A%B3%E4%BC%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E4%BB%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%B3%80%E7%9C%9F%E4%B8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%88%80%E5%B7%9D%E6%B5%A9%E4%B8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%92%8C%E4%B9%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E6%B2%A2%E5%BF%A0%E5%AD%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E6%B7%B3%E5%B9%B3


付録  参考資料

日本 恨      韓国 恨     違  井沢元彦氏
                                                                   

Revolution is more terrible than defeating war............Konoe Fumimaro
the emperor family member at that world war the 2nd.
                                                       

非公然一般多数党員 告  今 志位日共 反革命用心棒

                                                                        

無法    米軍 筆者 確執 警察司法権 日米地位協定                    

常識 法論理結論  言  国内違法 米軍等  適用   無罪放免       

                                                                            

誰 言   凶暴安部腐敗政権 共謀罪強行成立背景            

 不正選挙         勝       

                                                                                       

         

安倍政権 地獄案内人

                                                                          

結論     年頃 財政破綻 絵空事    

                                   

政治絶望列島日本 病根 対策             

http://777true.net/Political-Desperate-Nation-the-Roots-and-the-Fixing.pdf
近現代日本    年 驚愕 真実 検証 腐敗傀儡根源 断 切   再生    

我      圧倒的多数派    敵最大恐怖   真実一  団結力   

https://www.news-postseven.com/archives/20131121_226437.html?DETAIL
http://tamutamu2011.kuronowish.com/konoejyousoubunn.htm
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J122-Revolution-in-JCP.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J89-the-LAWLESS-OCCUPATION.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J84-How-to-Defeat-Fake-Voting-Machine-with-Abe.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J84-How-to-Defeat-Fake-Voting-Machine-with-Abe.pdf
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J55-Betrayals_1-in-Japan.pdf
https://www.mag2.com/p/money/8515/5
http://777true.net/Political-Desperate-Nation-the-Roots-and-the-Fixing.pdf


付録   無法 論理学 

矛盾崩壊定理 

論理学定理 従   矛盾 虚偽 真 偽   認   任意命題 真 証明       

以上 数理科学系 話   一般論    言     事 関  嘘 真 偽 事 許   

   別 嘘 許    不平等       秩序崩壊  数理科学系 同        

憲法 条 矛盾性 

日本 世界 関  矛盾放置国家 軍備交戦権 否定  現実 軍備      今  

専守防衛規範 超  予防的先制攻撃 議論開始    自然権    自衛権 誰 否定 

    他方 憲法前文指摘 如 他国信頼 依拠  軍備放棄 一  自衛戦略      

常識   侵略者側 自衛権 言   常  非武装   口実 完全 封      

 米軍事産業   非暴力思想 最大商売的    表   掲   攻撃被害可能性   

    師    牧師 暴力 倒   

 現代戦特殊性 実効的自衛体制 

見   地震兵器 生物兵器 某国  一点張 結果 気候変動世界進行 伴 社会    破

壊     食糧危機進行 米軍需産利益 軍備   本格国民生命生活自衛体制 避  

    通常 核兵器 関  軍事世界情勢解析 軍事技術情報 仮 非武装政策  政策

能力知見   不可避 試験軍隊 持 必要       

現実 国家 無法施工  時 国民論理 

事実上 国家崩壊 等      自主自衛権発動 避      自然権    自衛権 

誰 否定     自衛行動  犯罪者捜査 不可避 他方 将来被害 防止  意味 犯罪

者処罰 不可避         犯罪 放題 秩序崩壊 

司法医学等 国家試験 論理学導入 必要性 

近日筆者 判明  事 論理学   万能選手 数学 無論 常識的 認識論理     

量子物理学 構築 切  他方 日本現実社会運営 見  情緒過剰 論理学欠落国家 

          欧米 原理主義 原理 原点    行動規範     派生  論理 

   日本 原理欠落結果 浮 草同様 時代変化 簡単 流失      

革命権

https://kotobank.jp/word/%E9%9D%A9%E5%91%BD%E6%A8%A9-43819#:~:text=(2)%20%E6%86%

B2%E6%B3%95%E5%AD%A6%E4%B8%8A%EF%BC%8C,%E5%89%8D%E6%8F%90%E3%81%A8%E3%81%97%E3%8

1%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82

   人民 抵抗権   思想    中世    存在                暴君放伐

論    一段 積極性                 自然権    革命権 明確 主張  

  彼    政府 市民社会    人為的機関           市民社会 利益 反 

 行動  場合   市民 市民 名       変更     権利   承認        

 機関 権力装置   以上   変更 極限的  暴力的変更     天  訴  革命    

   憲法学上 革命  憲法 基本原理 変更           行為 正当 権利 行使  

 場合 革命権        既存 憲法秩序 立場     当然合法的           

  正当化      実定法    自然法 前提           反民主主義的憲法秩序

 対  抵抗 自然法 根拠 革命権   主張   例          独立     革命 

          場合  抵抗権 革命権   作用   

https://kotobank.jp/word/%E9%9D%A9%E5%91%BD%E6%A8%A9-43819#:~:text=(2)%20%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%AD%A6%E4%B8%8A%EF%BC%8C,%E5%89%8D%E6%8F%90%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82
https://kotobank.jp/word/%E9%9D%A9%E5%91%BD%E6%A8%A9-43819#:~:text=(2)%20%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%AD%A6%E4%B8%8A%EF%BC%8C,%E5%89%8D%E6%8F%90%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82
https://kotobank.jp/word/%E9%9D%A9%E5%91%BD%E6%A8%A9-43819#:~:text=(2)%20%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%AD%A6%E4%B8%8A%EF%BC%8C,%E5%89%8D%E6%8F%90%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82


付録  死後世界 現世生 様 

死 誰  不可避 真理  死後世界有無  筆者物理論理結果 歴史的世界的臨床事例 

  総合結論 肯定          現世 来世  修行 場   教      教 仏教

 然     実 現代世界諸悪根源大悪党    再生勢力 彼  戦後世界支配結果 地

上生命絶滅 気候変動 現代最後 死滅世界 死 不可避 彼  陰謀           

戦争結果 道徳崩壊政治堕落進行 現世界 見   彼  必死 過去大罪 洗浄 懸命 

無神論 彼    歴史的長期 革命有神論民族    殲滅 諮   故 罪洗浄  敵彼 

 有罪 一 証明  必要    彼 特有   曲  論理   
     再生勢力 中核 担 秘密結社 骸骨 骨 入社化歌  本質 明確 見   

死     骸骨 骨    生   間     放題  放題

現代全世界注目      戦争 米露      戦争指導者 皆 計画      人 

戦後世界 悪評一途             迫害 強制   英米    陰謀結果 

世界 無神論者  大陰謀 一斉 目覚    世界 一変    

批判点 

世界問題 扱   余     過     一般人   先行  

基礎的   想      専門化家筋  実 同 側面    筆者業務 原理統合 総合

屋     仕事  最大困難 皆   想          思          

皆 本当     思       技術開発 今筆者 皆 必須   

 筆者 過去大罪洗浄 懸命   懸命           

参考書 

宜保愛子 宜保愛子 死後 世界 霊  聞  霊界 本当 姿 日東書院本社       
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	組織にはびこる「忖度」こそが日本没落の主犯と断言できる理由
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