
 悪夢 民主党  <近代日本史真相＝田布施システム> 2019/02/11,19

近代日本支配層は戦前戦後も欧米傀儡の証明に挑戦！、衝撃事実で覚醒がないと日本は終

わり、日本構造解明は即世界支配構造解明でもあり、狭い国粋主義議論のつもりはない。

悪夢民主党とはあの東北福島人工地震兵器破綻で、それを言うとは安部政権だけは地震兵

器では庇護されてるの自白に相当！、これを日本人は許せるのか！！(社会党政権でも阪神

大被災！！).これを言われた以上は野党が地震兵器と日米地位協定と言う日本奴隷化装置

廃棄決断に踏み込まねば森本加計学園不正問題同様に敗北になる。

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J108-EQ-the-FINAL-DECISION.pdf

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J107-Abolishing-Illegal-Treaty.pdf

[１]：参考資料<真実を厳選し，その直視がなければ安定した建設は不可能！！>。

⑴韓国国会議長  天皇戦争主犯  明言         日本政界    醜態 世界 

露見 明治憲法上 天皇 軍統帥権    以上 議論 余地   自明 事実 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-08/south-korea-lawmaker-seeks-imperia

l-apology-for-japan-sex-slaves

天皇 犯罪者

http://alternativereport1.seesaa.net/article/49608166.html

山田朗 著書 昭和天皇 軍事思想 戦略 校倉書房刊    膨大 資料 証言 積 重     

政治 軍事 最高指導者      最 正確 情報 収集 得 立場   者   天皇 戦争 

起   責任     結論付       膨大 資料 証言 反論 得 研究    出    

⑵憎悪動機 悪用  政治工作 諜報世界 常套手段   問題            

中東 東欧 南米世界各地  見   普遍的人類問題 克服    絶滅   

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

http://rapt-neo.com/?p=16559

日本 朝鮮人 支配        証拠  田布施        朝鮮人 金融    

  日本支配 始   

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

金融    言   証拠希薄(無関係  思   ) 当時 英国世界支配 皇室貴族超 

    同様 差別       人才能 利用    英国皇室貴族階級  

外国人撮影 40明治天皇 中心   写真 注目

同名 被差別部落 鹿児島 山口県    二   田布施町  外国支援 結束 王制復古明治

維新      起     田布施町    後 政治的有力者 多数現          

明治天皇生母-中山慶子 孝明天皇 生  女性 墓 東京 文京区 豊島 岡墓所       

明治天皇 始 皇族  誰 参拝 行         
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 田布施      明治天皇替 玉説

https://matome.naver.jp/odai/2140936478223317401

山口県田布施町 怪  日本国家 真相  心 青雲 

http://www.asyura2.com/07/bd50/msg/536.html

 皇室 正田 田布施 北朝鮮      白山信仰

http://hiromihiromi.sakura.ne.jp/01/?p=15618

⑶世界支配構造

日本  米国 筆頭子分   身分  国内悪 無論 世界悪  協力 重罪

人    解消 国際法違法 地震兵器世界公開 日米地位協定 破棄

小泉元首相 一族  広域暴力団     

http://alternativereport1.seesaa.net/article/147365667.html

小泉元首相 祖父      大統領 祖父            共  西部通商   名前  米

国製兵器  輸入商社  共同経営  来  

     親分        家         癒着 - 阿修羅掲示板

http://www.asyura2.com/sora/bd14/msg/732.html

英王室    

http://mazeranmisogi.jugem.jp/?eid=2423

米大統領      家 英王室 血族      一員 判明 

http://www.asyura2.com/2003/war19/msg/371.html

    家 現     王家             家     世紀 Henry Specer     

 家  後裔       

現ウィンザー朝本来はドイツ由来のハノーバ家、英国もドイツ支配となる。

再生   総統 米国       全貌

http://www.777true.net/The-Rockefeller-File.pdf

           系  米国実態    系米人支配 強      現状趨勢  気候変動

地獄 石油屋       開始         最終決戦作戦 終   地球大殲滅  

⑷日本 朝鮮 理解   

 日本人      来   沖浦和光       人権情報      

http://www.jinken.ne.jp/be/meet/okiura/

日本人 朝鮮,中国 南方-北方人 混血     言語文法 朝鮮語 同 膠着語 

中国語 欧米型 主語+動詞+目的語    日本人 間違  朝鮮  血縁関係    

https://ameblo.jp/t-kazuhiko/entry-11254339642.html

https://matome.naver.jp/odai/2140936478223317401
http://www.asyura2.com/07/bd50/msg/536.html
http://hiromihiromi.sakura.ne.jp/01/?p=15618
http://alternativereport1.seesaa.net/article/147365667.html
http://www.asyura2.com/sora/bd14/msg/732.html
http://mazeranmisogi.jugem.jp/?eid=2423
http://www.asyura2.com/2003/war19/msg/371.html
http://www.777true.net/The-Rockefeller-File.pdf
http://www.jinken.ne.jp/be/meet/okiura/
https://ameblo.jp/t-kazuhiko/entry-11254339642.html


双方共 永久 憎悪合戦             歴史真相 確認    

代理人在日支配 破滅日本政治 極東 国再生論 

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J51-Strike-Discord-Conspiracy-among-Far-

East-Nations.pdf

三国志論

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J79-the-Try-States-Will.pdf

韓国人にはとてつもない歴史的傷痕がある、これの理解がないと和解にならない。

[２]：差別不条理が招く気候変動殲滅世界！！！

過去にも本サイトでは安部政治は憎悪動機と指摘した。田布施町住民が歴史的差別不条理

に生きねばならなかった憎悪動機力が近現代日本の悲劇を招いた事に日本人は深い反省が

求められると同時に諸悪根源=貴族制度天皇制廃棄が不可避になる。他方貴族制度がないは

ずの米国での企業闘争歴史結果、実態全米資本支配の帝王ロックフェラ(石油屋)が出現、

高所高みにある者の常として、その凋落恐怖から全体主義支配悪が発生＝CIA米軍産複合体

は米国内のみならず、世界各地に政治+民生破壊をもたらしてる。その究極犯罪こそが

最終決戦作戦＝優勢主義少数エリトだけが生き残る気候悪化無対策世界の実現、間抜け世

界は気候変動=実態第三次世界最終大戦の認識ができない、過去の如何なる戦争も人類殲滅

だけはなかった。戦争以上の超実態に直面、事実直視と緊急の戦時体制決断ができない。
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