
日本人は本当の金の使い方を知らない。稼いだ使わず巨額金を、米人

に知らぬ所で使われてる 2014/11/6,8

今後の世界方向を決める以下ニュース⑴⑵⑶が飛び込んでます。

補：現状趨勢持続の限り気候変動問題＋経済政治軍事問題<＝最終決戦作戦>に関して大局

では既に結論済み。単純強力厳正な真実一つで世界団結する以外に救済手立てはない。

⑴気候変動緊急問題に関して科学結論は既に決してると言うのが筆者認識で

すが、2014/11/2に IPCC2014合成報告が上がった様子ですが、ザート見た限り
核心の北極メタン危機に関する項目が見当たりませんでした (見落としも？ )・

之がない限り真の救済はありえず、 IPCC は巨大国際詐欺機関となります！！。
http://www.777true.net/IPCC-the-injustice.pdf

http://www.777true.net/non-ipcc-Climatology-toward-Coming-Climate-Crisis.

http://www.777true.net/Estimating-the-worst-case-scenario.pdf

⑵他方中間選挙で保守共和党にボロ負け米オバマ民主党政権、

気候変動問題や米民主化路線の政策実現は遠のく事になる。オバマ大統領は

結局 ”格好だけ ”で命がけ本物追求をしなかった、後二年で挽回可能性がないとは

いえないが。ロックフェラー家の女将＝ヒラリ -大統領になるとお終いか？！。

＊キリストは時の政治権力から殺されてる、ゲーテ指摘如くキリスト教は政治革命<解放の
神学>、日本史最大級宗教弾圧の日蓮も政治革命家だった。無神論米ナチス右翼が中東で
史上最大級弾圧のイスラム、本物宗教は真実正義博愛実現の政治運動！！！、

⒜妙法蓮華教方便品第二(☞赤字筆者訳)。

如是本末究竟等。

これらは始めから終わりまで究極において等しく(同一ものに)起因するのである．

⒝新訳聖書ヨハネ黙示録第一章,

8 節.今いまし、昔いまし、やがて来るべき者、全能者にして主なる神が仰せになる、

「私はアルファであり、オメガである」。

17,18 節.「恐れるな。私は始めであり、終わりである、また生きてる者である。私は死ん

だ事があるが、見よ、世々限りなく生きてる者である。そして死と黄泉の鍵を持ってい

る。......」

⒞Al Qur'an 雄牛219：

そして施し物はどれほど出すべきかと質問してきたなら、余計の分と答えよ。

筆者注) 余剰(負債)＝収入－支出.

http://www.777true.net/IPCC-the-injustice.pdf
http://www.777true.net/non-ipcc-Climatology-toward-Coming-Climate-Crisis.
http://www.777true.net/Estimating-the-worst-case-scenario.pdf


⑶米は印刷紙幣供給金融政策を停止、逆に日銀は強化の模様で株式市場に投入予定という

事で大幅値上がりの17000円台、之は官僚が強行に要求する10%消費税増税の為の景気つく
りと皆が見なしてますが、之で株投機に素人が飛びつく？？？のは驚きです。

世界対処有り無しに関わらず間もなく気候凶暴化が一層進行、

日本人は本当の金の使い方を知らない。稼いだ使わず巨額金を、米人に知らぬ

所で使われてる。

付録１：米国の日本資産収奪の構造： 2014/11/1

＊米国と心中したい日本のＱＥ拡大

http://tanakanews.com/141105japan.htm

世界各国の年金基金のほとんどは最近、金融市場のバブル崩壊を懸念してリスク回避に動

いているなか、日本の公的年金だけは逆方向で、株や債券を買い増してリスクを拡大して

いる。

＊財務省・日銀は日本国民の幸福より、米国政府・ FRBの救済を優先していると知れ！
われら国民は800兆円規模の対外債権を受け取る権利を有していることにそろそろ気付け、
マスコミは絶対に教えないが・・・

http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/34309395.html

この10月末、米 FRBは量的緩和終了を決定しました。その理由として雇用情勢の回復など

と言っていますが、要は日銀の協力でわれらの国富が数百兆円規模で米国に移転されたか

らです(新帝国循環)。ちなみにこの手口を見破った故・吉川元忠氏はそれを暴いたとたん

に不審死されています。後は FRBがいつ利上げを実施するかですが、その前に彼らは日本

の国富1500兆円(日本国民の金融資産総額)をできるだけ多く合法的に収奪するつもりでし

ょう。

＊新帝国循環

吉川教授は米国による日本資産搾取戦略を「新帝国循環」と表現して、厳しく批判。

2013-03-03 06:53:33 ■「新帝国循環」＝安倍首相の５０兆円外債購入ファンド設立

http://ameblo.jp/minami10kisei/entry-11482302571.html

（６）日銀や日本の外為金融機関の保有する米国債は償還を迎えても、借り換え債などで

契約更新していき、日本の対米債権(累積利子含む)は増える一方となる。

なぜなら、米国連邦政府の財政は、常に真っ赤かであり、到底、返済できないからである。

http://tanakanews.com/141105japan.htm
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/34309395.html
http://ameblo.jp/minami10kisei/entry-11482302571.html


ちなみに、日米関係評論家・副島隆彦氏の試算では日本の対米ドル債権累積は官民にて総

額700兆円から1000兆円規模(米国債およびドル建て金融商品含む）に達するようであるが、

正確な実態は公表されないので不明である。

国民の富が、米国によって毟（むし）られていくのです。「軍事同盟より怖い日米経済同盟。

日本を亡国へ導く対米マネー献上の恐るべきカラクリを暴く」。

日本国民が一生懸命に働いて稼いで蓄えた金は、米国にむしられて、米国政府と米国の大

資本のために使われているのです。

http://oujyujyu.blog114.fc2.com/blog-entry-2361.html

付録２： IPCC は地獄先導人！、市民手作り世界組織を持たないと破滅！！、

2012/11/27

IPCC 5 Will Ignore CO2 & Methane from Melting Permafrost, a Huge Carbon
http://www.dailykos.com/story/2012/11/27/1165174/-IPCC-5-Will-Ignore-CO2-Methane-from

-Melting-Permafrost-a-Huge-Carbon-Source

It will not model the effects of the melting of Arctic permafrost which contains 1,700 gigatons

of carbon, twice as much carbon as today's atmosphere.

以下は信頼できる英国科学者等の最大北極メタン専門サイト、

Arctic Sea Ice - Methane Release - Planetary Emergency
Urgent Message to Governments from the Arctic Methane Emergency Group, AMEG
AMEG’s Declaration
http://ameg.me/

Governments must get a grip on a situation which IPCC, the Intergovernmental Panel on
Climate Change, has ignored.
...............................................

The Arctic must be cooled, ASAP, to prevent the sea ice disappearing with disastrous global

consequences.

...............................................
5. Techniques exist for cooling on the necessary scale<ここが重要！！！>. Both the

brightening of low-level clouds and the production of a reflective haze in the stratosphere

are techniques based on natural phenomena which have been studied extensively.

Various methane suppression techniques have been proposed. However, all these

techniques require technology development and testing before deployment.

http://oujyujyu.blog114.fc2.com/blog-entry-2361.html
http://www.dailykos.com/story/2012/11/27/1165174/-IPCC-5-Will-Ignore-CO2-Methane-from-Melting-Permafrost-a-Huge-Carbon-Source
http://www.dailykos.com/story/2012/11/27/1165174/-IPCC-5-Will-Ignore-CO2-Methane-from-Melting-Permafrost-a-Huge-Carbon-Source
http://ameg.me/index.php/2-ameg/53-urgent-message-to-governments-from-the-arctic-methane-emergency-group-ameg
http://ameg.me/


IPCC: rapid carbon emission cuts vital to stop severe impact of climate change
Most important assessment of global warming yet warns carbon emissions must be cut

sharply and soon, but UN’s IPCC says solutions are available and affordable.

2014/11/2

http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/02/rapid-carbon-emission-cuts-severe-i

mpact-climate-change-ipcc-report

IPCC に加担しない科学者も多数居ます。気候対処核心一つは新エネルギ技術、

結局は世界政治革命にならないと助からない、その核心は単純強力厳正な一つ真実での

世界団結以外にないだろう。

http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/02/rapid-carbon-emission-cuts-severe-impact-climate-change-ipcc-report

