
緊急原点投資             

攻  者 勝  守 者 負               孫氏

自家菜園   仲間同士 物 交換   自己持続型 生活     考     
  自分 倒     前   近所 声           
    誰 信       誰 信      分      
https://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-7462.html
以下⑷指摘如 預金 一途 紙切 絶滅 邁進中     手遅 前 実物資産  

原点投資 菜園田畑 限   電力 風力水力太陽光      重大  

都会              理解即決断実行   人               

世界史的混沌       惨禍       嘘塊    戦争 危急時代不可逆 意味 

⑴国 長期債務残高 初     兆円超 財務省

https://news.yahoo.co.jp/articles/61a4c6b51f205c3efbefcfaf0b92b05082d32d87
黒田  <世界 >願  破滅的    (+    )  実質国家徳政令         
新紙幣発行 来   

⑵   禍  金  込  世帯   貯蓄額     万円 過去最多 

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6426140
国内世帯総額    兆      筆者     推測  ⑵＋⑶＝⑴

⑶企業 内部留保  年連続 過去最高更新 前年度比  増    兆円

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20210901-OYT1T50166/
市場調査 斥候隊 司令部 企業 生命線   不可逆危急時代 金 使 方 判    

  素人筆者  戸惑 事態 斥候隊<+営業企画> 間抜   司令部 間抜     

⑷    年      食料危機  経済        

https://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-7462.html
 理解   人           力 結集        西洋 物質文明 崩壊 不可避  

  悟       生        人 原点  返    

 人 原点  返       

 現地  力仕事 当初苦労        同志仲間    集団脱走          

日本人大移動 薦   

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J159-BIG-EMIGRATION-TOWARD-AGRI-countries.pdf

食糧欠乏 飢餓世界危機 到来 政府 敗戦 認  国民大疎開政策  

http://777true.net/Food-Crisis-by-Climate-Unstability-and-the-Counter-Policy.pdf

https://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-7462.html
https://news.yahoo.co.jp/articles/61a4c6b51f205c3efbefcfaf0b92b05082d32d87
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6426140
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20210901-OYT1T50166/
https://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-7462.html
http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J159-BIG-EMIGRATION-TOWARD-AGRI-countries.pdf
http://777true.net/Food-Crisis-by-Climate-Unstability-and-the-Counter-Policy.pdf


付録     惨禍       嘘塊          戦争  根拠要約  

   普及 今    新聞 世論形成主役     危険性根拠 以下列挙 方法論 原因

原初根源 明    見    信  事  言    今 騙 技術   逆転   事  

         人工生物兵器 背景 大規模 悪意    

http://777true.net/Prompt-Wartime-Regime-against-Bio-Weapon.pdf
       悪意 隠         必然的帰結 

http://777true.net/Vaccine-the-Upside-Down=vaccinated-people-help-infection-rise!.pdf
       死亡報告 実験的         注射 起因  数百万人 死亡 重篤 有害事

象 証拠

https://www.globalresearch.ca/evidence-millions-deaths-serious-adverse-events-resulting-e
xperimental-covid-19-injections/5763676
                歴史上最 操作   感染症          公式 政府官僚 医師

会 医療委員会         国連機関 主導  終     流  中      

  近日         再増加原因 関  以下     報道下 消    懸念 

新型       関連記事    随時更新 

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/web/15/360768/040700041/
      宣言   年 驚  連続   新型    科学

     解明      今 専門家 悩   謎           

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/22/031600125/
    転移 早 対策 追 付   感染拡大化 

異端者 科学者  億人 一掃  可能性        作成      私   怒  

     

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2678732/Are-mad-let-maverick-scientist-cre
ate-virus-wipe-400-million-people.html

         結論 

    人工生物兵器 邪悪 目的 有  高速転移     対応 実質防止       

隠微 後遺症付随 危険   放棄 最善策 代   原初的全員検査 根絶 目指   

之  手遅       

          軍事展開 国連憲章 合法  一方的侵略 大嘘塊       

    親露政権転覆 米陰謀 以後東部   挑発攻撃開始 本戦争真因 米英 

    虐殺事件等      側 非情 謀略工作 一途    邪悪 世界扇動

     戦争 最 悪   米英

https://tanakanews.com/220429baud.htm
     軍  猛攻撃 受 続        月   日     軍事支援 依頼  新条約

 沿   月   日 露軍       侵攻 特殊作戦  開始   

         関連記事集

https://tanakanews.com/index_russia.html

http://777true.net/Prompt-Wartime-Regime-against-Bio-Weapon.pdf
http://777true.net/Vaccine-the-Upside-Down=vaccinated-people-help-infection-rise!.pdf
https://www.globalresearch.ca/evidence-millions-deaths-serious-adverse-events-resulting-experimental-covid-19-injections/5763676
https://www.globalresearch.ca/evidence-millions-deaths-serious-adverse-events-resulting-experimental-covid-19-injections/5763676
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/web/15/360768/040700041/
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/22/031600125/
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2678732/Are-mad-let-maverick-scientist-create-virus-wipe-400-million-people.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2678732/Are-mad-let-maverick-scientist-create-virus-wipe-400-million-people.html
https://tanakanews.com/220429baud.htm
https://tanakanews.com/index_russia.html


          政権転覆      大統領自身 関与  問題 息子      

近日 真実報道取 締  機関 設置

https://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/biden-yanukovych-spoke-9-times-3-mont
hs-source-tells-ap-n37956
https://www.washingtontimes.com/news/2022/may/2/disinformation-governance-board-bide
ns-ministry-of/
  問題続編 付録   

    将校会議 2022-01-31時点 戦争反対  -  大統領辞任要求 
今 西側全面的対立化 読    軍部意向 背   戦争決行  大統領真意 何  

   最大 謎 恐怖政治下   人  言   事  大統領      同様 裏切 者 

     記事 5/12時点  公開  ...... 戦後 考    人人格蔑視言動 行    

 全   将校会議  議長                         准将  

   連邦 大統領 市民  戦争 前夜  訴  書   重要部抜粋日英対比  

http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_gra
zhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79?fbclid=IwAR2PimuTHdfkV3OegwLuOajfjYsbBxmi
TWOriThAgNJF-R4rh-NY15DJSLY

以下  私   意見      連邦 対  主 脅威          国家      来 

内部 脅威    権力 質   形成 理由 内部的   国家 非生存性    権力 行政 

    完全 無能力 専門性 欠如 社会 受動性 混乱   状態    国 長生      

外部   脅威 確  存在     専門家 評価     現時点  重要         

国家 存在   重要 利益 直接脅       全体    戦略的安定性 維持      

核兵器 信頼   管理下        軍 増強      脅迫的 活動 示      

And this, in our opinion, is the main threat to the Russian Federation. But this is a threat of an
internal nature, emanating from the model of the state, the quality of power and the state of
society. And the reasons for its formation are internal: the unviability of the state model, the
complete incapacity and lack of professionalism of the system of power and administration, the
passivity and disorganization of society. In this state, any country does not live long.

As for external threats, they are certainly present. But, according to our expert assessment, they
are not currently critical, directly threatening the existence of Russian statehood, its vital interests.
On the whole, strategic stability is maintained, nuclear weapons are under reliable control, NATO
forces are not building up, and they are not showing threatening activity.

https://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/biden-yanukovych-spoke-9-times-3-months-source-tells-ap-n37956
https://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/biden-yanukovych-spoke-9-times-3-months-source-tells-ap-n37956
https://www.washingtontimes.com/news/2022/may/2/disinformation-governance-board-bidens-ministry-of/
https://www.washingtontimes.com/news/2022/may/2/disinformation-governance-board-bidens-ministry-of/
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79?fbclid=IwAR2PimuTHdfkV3OegwLuOajfjYsbBxmiTWOriThAgNJF-R4rh-NY15DJSLY
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79?fbclid=IwAR2PimuTHdfkV3OegwLuOajfjYsbBxmiTWOriThAgNJF-R4rh-NY15DJSLY
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79?fbclid=IwAR2PimuTHdfkV3OegwLuOajfjYsbBxmiTWOriThAgNJF-R4rh-NY15DJSLY


   連邦大統領  私       将校       連邦 西側 統一軍 対  単独 戦 

戦争 引 起     政策 放棄  芸術 実施    条件 作 出    要求      

 連邦憲法 3 辞任 要求    

私       引退人 引退  軍人    市民 訴    

警戒 組織化 全   将校会議 要求 支持         戦争 放    積極的 反対  

軍隊 使用 内部市民対立 防     

From the President of the Russian Federation, we are officers of Russia, we demand to abandon
the criminal policy of provoking a war in which the Russian Federation will find itself alone
against the united forces of the West, to create conditions for the implementation of Art. 3 of the
Constitution of the Russian Federation and resign.

We appeal to all retired and retired military personnel, citizens of Russia with a recommendation
to be vigilant, organized, support the demands of the Council of the All-Russian Officers'
Assembly, actively oppose propaganda and unleashing a war, and prevent an internal civil
conflict with the use of military force.
 Google翻訳 不完全 重要部修理 必要 事態    日本語訳 特 危   

戦勝記念日行事     市民 画像 見     例年   冷  様子状況      

結構西側情報    経由 伝    模様  現地日本人報告  恐怖政治施工下 富豪

経営者 複数異常死             推移    見     

西側悪 枢軸     -  大統領 居   大芝居継続不可能   ....
{         戦争}長期化 決定的 悪影響 動作    

国民 方   枢軸中央 顔 向 岸田政府外交策 結局      不可逆 傷 作  

我  今後苦       近日              岸田応援団       

西側悪 枢軸 < EU NATO          同盟=米.   . -     ,英国,     
 > 以外 多数派 国<中南米,中東,    ,   > 米   中間立場       

⑹国民 方   枢軸中央 顔 向 国家指導者   .
 連時代             呼   頂点指導部 米 秘密結託     1989  連解
体後 一斉 西側    買 占  走        出来     鄧小平以後中国 似 

 寄     現代中国 米< 手下日本>支援 出来  頂点指導部 米 秘密結託    
     以外 地球上国家  米頂点   国 頂点指導部 秘密結託    

 確  反米指導者    地上国家全部 米支配下  言    思   

日本 見  戦後                明治維新以来   明治維新 君主制

英国 陰謀 誰  知 通  <幕府最大謀反人 自分,......T    > 
日 戦争勝利 悪 枢軸 為  手伝    <戦時借款 高橋是清      商会>
       革命 始動<    革命 裏支援 西側大富豪    影響 今  > 



現代天皇家 外来   

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
天皇家   闇 日本赤十字社   闇 田布施       闇 悪魔崇拝者   闇 

https://rapt-neo.com/?p=16559
現代    客人支配 国家          戦争 可能    

世界 皆       人類皆兄弟 実態 監獄惑星 囚人   現状 死刑囚   

我   同志仲間    脱走 義務      

付録      大統領米国 今後 世界 

          政権転覆      大統領自身 関与   続編 

悪 枢軸直下     大統領 秘密使命     政策         不可逆 事態 

進行    期間 煙幕         戦争     絶    戦争 次   人為的 

食糧危機 財務危機 起   全  大衆抑圧 力学    頂点支配者 反革命     

     米人    済    次期選挙  米民主党 大敗    英     政府下  

地方選挙  与党 大敗 実 仏大統領選      敗退    不正選挙 勝   

日本  野党 腐敗無能 国民 政治期待喪失 大規模 起    

         戦争 食糧危機 財務危機    無    人 警戒  大結集   政権

転覆 起             世界大 撒    今後    根絶   必須事項 

   大問題点 反革命 対  反反革命 指導原理 指導者 見当     

筆者   原因根源追及 方法論 以下 単純化 例 記載   

   世界市民全部 死刑囚     世界認識原点 極   誰 同結論 達      

気候変動 言 大背景下           言 人為詐欺 横行 世界 破綻邁進中  

http://777true.net/The-Cause-of-Covid&the-Ukraine-War-were-Climate-Worsening.pdf
  既 過去  戻   不可逆事態 認識           一 鍵 言 換   

目前現実業務 言 名 監獄中 圧倒的多数派 囚人 我    罪状 死刑囚 

商売 懸命 死刑  不条理                     気候破滅 現実   

破滅文明死刑場   脱走  以外      逃亡先一  生活原点       

先覚者 指導者 伝授者 次期指導者     指導原理     指導者 無用  

  一  地球上 全軍隊 砂漠 陸上 半分       戦争 国境線書 換   

   話  派兵  緑化大作戦従事 自給自足以上    人殺 軍隊 反転 最高   

それはすべての人間、動物、植物が 1つの土地に共存する究極の自然の形になるでしょう。
広大な草地が回復することで、CO2を大幅に削減することができます。
*ロシアと..、寒い北部地域の人々は厳しい冬に大量の燃料を消費するため、気候の修正にか
なり絶望しているようです。彼らは砂漠の緑化と戦うために南部地域に行く気候兵士であ

る可能性があります。偽のウクライナを攻撃するよりも利益があります。実際の戦時中は、

人は戦場のある地域から難民を出さなければならず、また兵士は故郷から遠く離れた他の

地域に配置されなければなりません。緊急時には人々はしばらくの間他の地域に動員され

なければなりません。

https://rapt-neo.com/?p=16671
https://rapt-neo.com/?p=16559
http://777true.net/The-Cause-of-Covid&the-Ukraine-War-were-Climate-Worsening.pdf


Allan Savory: How to Green the Desert and Reverse Climate Change
https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI

もう一つ世界軍は世界メタン破滅阻止作戦として北極で氷層増大作戦をする必要がある。

総じて戦時体制化世界です。

Dr Savory developed revolutional holistic
management method to turn desert into fertile grass

land by employing domestic animals.It is also low cost.

Global soldiers should be deployed to deserts as new

battle field,but not to Ukraine,etc....It is amazing method

recovering large vivid natural environment the granted

https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI

