
政治絶望列島日本 病根 対策             

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   

    戦後 実態独裁政治 与党自民党 腐敗

旧統一教会巡  閣僚交代 防衛相 浜田氏 第  次岸田改造内閣 発足

                                                                                  

   統一教会   自民党    黒 歴史  背後    組織  暗躍   誰 触   日本

政治 本当 裏       斉藤 暴露   

                                               

明治維新真相 君主制勢力英国 仏共和制勢力徳川幕府 打倒 薩摩長州 当初 攘夷戦

争 英米 敗北 維新革命傀儡 働     英国 在日朝鮮人 天皇 支配代理人 起用 

https://rapt-neo.com/?p=16671

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

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

近代日本 長州 在日朝鮮 支配 起源       戦後  統一教会 岸安部  加   

近現代日本 役割 英米 世界政策遂行上利用 為 傀儡国    

    壊滅状態 統合能力分裂 日本野党政治 腐敗臭察知    国民   

各党 支持率    世論調査     年  月  日

                                                              

自民       支持政党          個  分裂野党                      

立民 党 重大 岐路 参院選総括 危機感強調     年  月   日

                                                              

日本共産党 異変  全会一致        中央委員会総会

本当 真面目         綻  出     当然         

                                           

日本維新 会  旧統一教会 側 接点   人 所属議員 公表 藤田幹事長 馬場共同代表

 接点  一線 踏 越 処罰対象   人        

                                                                          

         被害露見 懺悔悔悛 逆   居直 悪魔教会  

旧統一教会 弁護士 反論 組織    資金集         会見質疑全文 

                                          

教会強気背景   背景庇護勢力米     優生主義者  日本制圧政策意向 働     

韓国    米国搾取支配下      米    恨  日本 向  大間違    

神 正義真実博愛 逆 悪魔支配  不正虚偽憎悪    今後 不幸 約束  

政治 限  踏 絵 正義真実博愛    

  最大基礎 真実          始      

https://xn--rjp-k73bua.reuters.com/article/kishida-cabinet-nishimura-idJPKBN2PG092
https://ameblo.jp/666jun/entry-12754674284.html
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http://777true.net/The-Wicked-Spirit-in-Highest-Place-in-the-Upside-Down-Deadly-Fake-World_A.pdf
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220808/k10013760121000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220810/k10013764541000.html
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/71312
https://news.yahoo.co.jp/articles/d6edb3ae9ab753c78d87f645cf7733ec9bac56ed
https://www.businessinsider.jp/post-257806


付録    弱者 甘 言葉 騙 左翼勢力 腐敗 

事実開示 差別      確  差別助長側面 否定       相手 懺悔悔悛   

糾弾闘争以外          

    階級闘争歴背景 

資本主義勃興後歴史 見  資本家強者支配 成立 弱者多数派労働者   階級 成立 

社会主義共産主義 下層階級救済思想 左翼運動 起   支配階級最大懸念       

大富豪欧州        米国            中国革命 裏 通  秘密結託 起   

http://www.777true.net/The-Rockefeller-File.pdf
http://www.777true.net/The-Upside-Down-World.pdf
世界各国 保守革新双方 指導勢力 超富豪貴族階級 関係 以下  明      

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

☞：南米の過去現在には米コネにない左翼政権があったとみられる・

⁂入学選別   公立小中学校時代 想起        子  割程度 残  普通又 弱者 

    。彼らが正常な教育育成にあれば社会＆経済指導者とその組織は成立するだろう。

筆者は子供育成経験がなく実情無知、2000 年以降 20 年の推定では情勢は変貌した

    現状日本 観測事実

⑴低学歴    人間 無知 貧困 絶望的 保    
http://777true.net/The-Wicked-Education.pdf
日米地位協定下日本 文部行政   小学校  時代即応 創造力育成 称  過剰知識

教育 強行 実態 問題発見 自主解決力 自信喪失 陰険 推進    

集団同調 異端排除 内密演習    

⑵連帯感 欠乏進行日本

孤独感 今最 強     代    居場所 失  若者   深刻 実態

https://diamond.jp/articles/-/306051
https://toyokeizai.net/articles/-/604781
https://www.mag2.com/p/money/1216039
⑶経済潜在成長率 主要  国 中  最下位    
https://gendai.media/articles/-/97877
   禍以降    企業     万社  全企業  割強 該当          
                                                           

利払  負担 事業利益 賄       企業  現状分析 帝国      

企業は経済原則に任せないと無駄負担増大、肝心の人救済の金がなくなる、日本小企業には土建下請けが

非常に多く、経営者は雇用者搾取で成立、

    悪意 支配 

 証拠提示    総論   日米地位協定下日本     年後 隠  弱体化政策施工

 誰      己地位確保   裏切 者     悪意怨念 持 勢力    

 人 不当差別 許容      悪事露見 及  懺悔悔悛    闘争以外    
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