
問題解決能力 全体掌握力 指導者  実現技術合成力 部下参謀              

全体掌握力 指導者  全体状況認識 問題提示決断  解決目標 

企業内部留保 批判続出 既成体制護持路線    将来市場拡大見込 消滅 経営者 見  

事          全体状況認識 致命症 誰  承知    誰  口 出   気候変動悪化

進行  気候変動 関  対策技術不可能    主要気候科学者見解     言        

技術者見解         之 全国民 経営者等 確認   最優先緊急作業    

    全体掌握力 指導者  

          持  判断力    

                  最強 判断力 2016年 9月 3日

http://diamond.jp/articles/-/100785

 未処理箱            入    多数 未処理案件  限   時間 中    良 

判断 下  処理        評価                      詳  紹介 

    判断  誰        能力  組 合     行      分析  

 優先順位設定力  生産性 限   時間内     多               

 問題発見力  問題分析力  創造力  洞察力 先 読   範囲 広      

 観察   能力   計画組織力  当事者意識 自 主体的 行動  姿勢 意識   

 意思決定力           対人関係 円滑      能力      

筆頭   優先順位設定力  全体掌握能力  世界観   同時 何 目標 利得  同  

        指導者中核機能 見     現状況 解決  連絡   技術合成力 

全体 細部詳細 双方 通     困難  見 取    

日蓮聖人 教 

http://www.nichiren.or.jp/buddhism/nichiren/03.php

 一身 安堵 思     四表       静謐       祈    自  幸       

広 社会全体 平穏無事     願       世 中      皆努力        

問題設定としての全体掌握と解答目標が同時に一フレーズで啓示されてます。

土光敏夫

http://ameblo.jp/yuumeizin/entry-10001547829.html

監獄惑星.com by Alex Johns.

http://www.prisonplanet.com/

地球人 惑星監獄囚人    言 卓越  全体認識 看守人<Bilderberg地球支配)   

解放闘争 本人等 宗教的言辞 皆無         =行動 聖戦士    

http://diamond.jp/articles/-/100785
http://www.nichiren.or.jp/buddhism/nichiren/03.php
http://ameblo.jp/yuumeizin/entry-10001547829.html
http://www.prisonplanet.com/


    実例解析 

     全体       人    土地  瞬時 探 出          

http://footballskills-v.com/garedori70/

サッカは相手球奪取からゴールまでの接続経路が相手切断なしに連絡する事です。

＊相手切断なし=究極がワンタッチサッカ、配球予測と球制御に最高度が求められる、

最終接続者であるフォアードではドリブル突破小回りが求めれられる。

それが上記主題であることが判ります(変形規則の囲碁のような物)。

上記条件が最高は攻撃中相手からボール奪取に成功時点(統計的にカウンター攻撃が最大勝率)、

逆に球保持と言えど相手がゴール前守備固め多勢体制にあれば、得点は非常に困難になる。

ゲームだから予測を裏切る騙し(逆転世界)ガ一つ鍵。逆に相手の騙しを読み取らねば勝てない。

だから相手に玉を許してる時点でのバックス守備+攻撃転換力が、一つ決めてガ判る。平面がな

い身体をラケットにして打つのだから、球打点と足甲点等が厳密観測制御で当らないと好機球

にならない，サッカ凄さは微小 1cm？から最長 100m？まで動的レンジは 1万倍。当然ながら

不確定要素不可避な多体系サッカだから,弱者が強者に勝つ意外展開があることガ有名。

＊サッカ-コ-チ求職中(東工大体育サッカー 2単位取得,実態は小学生以下でしたが).

連絡先：gutvv1@dc4.so-net.ne.jp

内部留保 儲    理由 2016年3月11日金曜日

http://funshoku.blogspot.jp/2016/03/naibu-ryuho-moukaranai.html

先進国中 日本   労働報酬 下  続    一方  進 大企業 内部留保

http://lingvistika.blog.jp/archives/1050591093.html

内部留保         議論      内部留保 活用 可能   

http://www.yuiyuidori.net/soken/ape/2011/data/110608_01.pdf

麻生経済大臣 日経          給与増 回   内部留保 批判的             

相手守備固  許   結局点 取   日本     類似     基礎的背景 戦後 

工業民生品経済成長 衣料 住 家電 車 雑貨  終焉 既成体制護持路線     市場拡大見込

  消滅  将来 経営者 見  事        攻  所 失  目先 守     経営   

      言   本音   

   今回報告主題 転換    

問題解決能力 全体掌握力 指導者  実現技術合成力 部下参謀  

全体掌握力 指導者  全体状況認識 問題提示決断  解決目標 

本報告指摘 全体状況認識 致命症 誰  承知    居 口 出   気候変動悪化進行  

日本 限  世界  特 主導的米国       気    実 世界 大間違      

   資本主義  本尊 世界帝王=石油屋 Rockefeller 気候変動隠蔽大謀略 

http://footballskills-v.com/garedori70/
http://funshoku.blogspot.jp/2016/03/naibu-ryuho-moukaranai.html
http://funshoku.blogspot.jp/2016/03/naibu-ryuho-moukaranai.html
http://lingvistika.blog.jp/archives/1050591093.html
http://www.yuiyuidori.net/soken/ape/2011/data/110608_01.pdf


    聖書  大誤認     保守派口実 

⑴聖書曲解派。

欧米人心理根底 考察  上  有神論無神論 問  無視      聖書     

神学者    筆者 論        言 要素 否定     筆者見解 拠  新約聖書

 福音 章  最終章      黙示録  部構成     前者趣旨 皆     生   

   過  悔 改   教  正当 話        後者  悔 改   人類 起  

災  予言集      最終舞台 最後 審判 地球火炎地獄絶滅 予言       気候

科学 現代予言  見事 整合   北極   破滅  欧米人  罪意識        放題 

放題      最後 審判 受 止   言 認識    確言 取  訳       

   反復   聖書真意 人類 懺悔      間違        悔 改   人類

滅亡  聖書失敗    無論 聖書   事態 予言  正      逆   聖書予言 

持  自滅    正     既成体制護持強硬派 世界支配的   事     明   

間違       自滅路線 強行 推進     反神大魔王 米帝王 石油屋

 気候変動隠蔽大謀略   配下 米戦争屋支配   日本   目先温存  専心 絶望

自滅路線 支配     

⑵切り札米国の行方！。

あのトランプ登場では筆者も当初誤解したが、近日に至り彼ら本音が見えてきた。

対抗する容姿端麗にあるヒラリだが、これぞ Rockefeller 家お上であり、死神代理人、

彼女政権では op End Game＝第三次大戦に志向するだろう、それが彼女の隠れ使命だからだ、

その嘘つき本性が近日,米人多数にばれるに及んでまず彼女勝利見込みはない。ヒラリ本来

は医療改革を志すなど良心派だったはずだが、あるねじれが彼女を crocked にした模様で、

その結果健康にも致命的傷害をかかえてる様だが国内報道では皆無。欧州保守も同様。

トランプ最大長所は米国最大の嘘=9/11 と中東侵略暴挙を非難してる事、それと容易に

誤言訂正に応じてる事！だ。素朴に本物志向となれば世界大救済の可能性が生じる！！、

これは世界の従来プロ政治家ではなかった卓越した柔軟性である。自己資本だけでの選挙

をやる実業家で大成功の彼の親族婚姻は国際的であり、偏狭な右翼ではない。

2001/9/11 以後は愛国法等で窒息寸前の米人もこれで再生なるかの大博打になる。

とは言えど今後の守旧派の大反撃を予測防御 せねば本当の勝利にはならない、

今後 米軍部 警察諜報機関等 行動 注視対象  

米戦争屋追従日本 反戦争屋 米   政権 緊急 備  大変革 迫    

   今 米国状況 裏切 勢力 沈黙下       



    気候変動対策 動    国民        時代 到来     

気候変動 食糧生産 住居      直撃爆弾        敵     戦争以上 

戦争以上 意味 明白 地上生命大破滅       

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

命 直結    如何  大人  国民 黙   居           対策  時間    

緊急 経営者実業家 全体掌握力 指導者     之 読 取       

気候変動 関  対策技術不可能   (主要気候科学者見解)    言        

技術者見解         之 全国民 経営者 確認   優先緊急作業    

http://www.777true.net/Rapid-CO2-Absorption-with-Mineralisation-of-CO2-by-OLIVINE.pdf

*Olivine may become angel stone.However R&D in wind turbine etc must be
more accelerated !!!.Wind turbine with H2 gas generation would be best !!!.
http://www.hrein.jp/english/products/index.htm
筆者 企業家 創造挑戦精神 買   積    経営村      過剰     物  

過去栄光 固執     言  無意味        擬似安心        上記引用

  判 如  大局認識 大転換  緊急   大規模 生存直結需要        指摘 

   同時 障害   産業 撤退転業 迫       大局使命 認識     否    

緊急 世界気候戦争宣言   即応体制遷移 可能       

http://www.777true.net/It-is-Climate-War-Declaration-which-enable-prompt-regime-transitio

n-without-confusions.pdf

    言           大好機     

関係資料

Die or Do_Mending the Deadly Climate_the Problem-Solution-Reaction
http://www.777true.net/Do-or-Die_Mending-on-Deadly-Climate_the-Problem-Solution-Reaction.pdf

http://www.777true.net/Q-A_Die-or-Do_Mending-the-Deadly-Climate_the-Problem-Solution-Reaction.pdf

＊望    思         行   成          

Without hope, when also mixing and doing to seem, there is often a thing
it’ll be(W.Shakespeare).
＊疑   最初 一段 登     階段    見            最初

 一歩 踏 出        牧師

Take the first step in faith. You don’t have to see the whole staircase, just
take the first step(M.L.King).

http://www.jucelinodaluz.com.br/aquecimento-global-inevitavel.htm
http://www.777true.net/Rapid-CO2-Absorption-with-Mineralisation-of-CO2-by-OLIVINE.pdf
http://www.hrein.jp/english/products/index.htm
http://www.777true.net/It-is-Climate-War-Declaration-which-enable-prompt-regime-transition-without-confusions.pdf
http://www.777true.net/It-is-Climate-War-Declaration-which-enable-prompt-regime-transition-without-confusions.pdf
http://www.777true.net/
http://www.777true.net/Q-A_Die-or-Do_Mending-the-Deadly-Climate_the-Problem-Solution-Reaction.pdf
http://www


追加 2014/9/5 間違 修正 出来  気候科学者 温暖化前  戻        

上記 日本気候科学 総本締   言   東大大気海洋研究所研究者 言葉 

 巨大危機 第  集 加速  異常気象  闘   

http://news.mynavi.jp/articles/2016/09/05/crisis/

Peter Wadhams(UK) point of no return  一言   之 真意    地球工学提案 集団員 

http://ameg.me/

結論  言  現状趨勢政策下 確  北極   融解 不可逆状況   氷融解氷層減少

→太陽熱海洋照射増大→氷層減少 正帰還 自然     止       海水温上昇 

   海底 達  底   大量   融解 起   急激 地球温度上昇発生   融解過程

 正帰還    地上 最終的    炎上地獄    気候科学会(IPCC協力者)   現象

 気   時 沈黙 始        後 地球工学=北極上空 太陽光遮断 人工雲発生

技術等 提唱    彼 姿勢 変化     <EXXON-MOBIL IPCC干渉> 

筆者等    80%削減技術 北極冷却工学支持者    後戻     楽観派 理解困難

 地球工学   救済可能性     地上大破滅 誰   承知 彼  不支持     

楽観論        可能性徹底追及 姿勢 問題 尋常簡単    不可能       

   全国民 経営者    論理 正   緊急 検証        !!! 

   放送     削減 地球工学 関  視点 完全無視    事 警戒        

    親分      米国戦争屋     世界帝王=D.Rockefeller 本業 石油屋

EXXON-MOBIL 気候変動隠蔽 世界陰謀勢力   FolksWagen 排気  隠蔽 想起) 

*北極  既    融解増大 起     事態緊急 間違       日 英国  

非常 歓迎   地球工学 通知      

  大気漏 強力温暖化      空域 電磁波照射 即分解解毒  方法 

The use of beamed interfering radio frequency transmissions to
decompose Arctic atmospheric methane clouds
http://arctic-news.blogspot.jp/p/decomposing-atmospheric-methane.html

Radio Transmitter to decompose methane
https://docs.google.com/presentation/d/10b1VGrbysjL4GDyQVldwFXtrd7xJgq89XzJNueqVkks/edit#sli

de=id.gd46501f_0_151

Radio and Laser Frequency and Harmonic Test Ranges for the Lucy and
HAARP Experiments and their Application to Atmospheric Methane
Destruction,
by Malcolm P.R. Light,October 7th, 2012

http://arctic-news.blogspot.jp/2012/10/radio-and-laser-frequency-and-harmonic-test-ranges-for-the-lucy-a

nd-haarp-experiments-and-their-application-to-atmospheric-methane-destruction.html

   気候診断技術改善 望     優先順位 地球工学&新  大規模規緊急開発   

大破滅 判  以上 地上生命破綻回避 気候変動世界大戦宣言    

http://news.mynavi.jp/articles/2016/09/05/crisis/
http://ameg.me/
http://arctic-news.blogspot.jp/p/decomposing-atmospheric-methane.html
https://docs.google.com/presentation/d/10b1VGrbysjL4GDyQVldwFXtrd7xJgq89XzJNueqVkks/edit#slide=id.gd46501f_0_151
https://docs.google.com/presentation/d/10b1VGrbysjL4GDyQVldwFXtrd7xJgq89XzJNueqVkks/edit#slide=id.gd46501f_0_151
http://arctic-news.blogspot.jp/2012/10/radio-and-laser-frequency-and-harmonic-test-ranges-for-the-lucy-and-haarp-experiments-and-their-application-to-atmospheric-methane-destruction.html
http://arctic-news.blogspot.jp/2012/10/radio-and-laser-frequency-and-harmonic-test-ranges-for-the-lucy-and-haarp-experiments-and-their-application-to-atmospheric-methane-destruction.html

