
民進党 公明党 共産党 社民党 自由党議員 党員支持者各位殿 2017/9/2.

再生日本必須条件=日本政治成長阻害最大要因の米軍追放で自主創造権獲得！

北朝鮮危機 日本刷新絶好機 自民 安部 墓穴 掘      

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J93-Go-Home-USwarmonger.pdf

危機の裏側は好機。米と北は裏で通々、横田米基地と平壌間で頻繁に往来あり, 安部は米から詳細

飛行経路と着地点も通知されてる。、となると着地点漁民安全で安部は前日の避難指示サボタ-ジュ、

翌日御用マスコミ(NHK朝日読売等)の用意された北危機大扇動、国民不安の目的とする所とは？！！

安倍首相公邸泊     把握  野党 指摘 衆院委     

                                                            

今月 首相 公邸 泊          両日       翌早朝 北朝鮮      発射

     事前 兆候 察知          

    北朝鮮     米国戦争屋傀儡 戦争屋    大扇動 軍事緊張継続政策  

諜報世界      事象 逆                     初代長官 諜報 技術 

CIA 米軍事産業に取り、商売失墜-覇権戦略瓦解＝平和こそが最大の敵なのです,

9/11,3/11 も皆この戦争屋仕業、この事実こそがナチス戦争屋世界支配を一変できる。

一途 世界 軍事緊張継続政策       隠    全面核戦争        味噌  

全面核戦争 全面地上破滅    彼 隠 目的真相 少数選民生 残 作戦 最終決戦作戦  

軍事緊張継続目的   煙幕 隠 第三次大戦 気候崩壊  地上多民族殲滅作戦  

温暖化  死    殲滅 北極   破滅 火炎地球 起   完全滅亡     

北朝鮮       属国                      年   月  日

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2016/11/post-d8db.html

手   軍隊 核    技術 持     国 絶対的独裁者    事実       北朝鮮

 最高指導者 金正恩         歳 支配者  道化師人形          世界平和   

 不幸     金正恩      戦争 脅威    遊            特 軍産複合体

    優先事項  中華人民共和国     封 込  孤立化         基軸   軍事

力投射      益 向           国務省 長期的権益 役立       

米国戦争屋 北朝鮮軍部 水面下        疑惑 米国 暴露     

       企業 北朝鮮 参入  日 近  

https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/31776600.html
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日本             国     上    米国戦争屋         

 絶対 報         米戦争屋     記事満載 日本    経由   

     支援国家         知  

https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/35462704.html

世界の問題箇所=ＩＳＩＳも北朝鮮もナチス軍産米国製！！、

北朝鮮 背後関係

http://kokuhiken.exblog.jp/25176765/

北朝鮮 原子炉 供給        本社   多国籍企業 ABB社 

     大物                社 北朝鮮 契約  当時役員  

    後    政権 国防長官   北朝鮮  悪 枢軸  呼  日本政府 

昨年        勲章授与          構造    

     言  風光明媚 有名   政治経済  非常 腹黒    -    小鬼>

北朝鮮 秘密資金 追 

http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3801/1.html

北朝鮮 資金援助    

                                  

北朝鮮 核     開発資金      調達      2016/8/4

https://news.yahoo.co.jp/byline/pyonjiniru/20160804-00060723/

極貧国 極小国 極遠方国 米国 脅威   

North Korea, An Aggressor? A Reality Check
http://www.globalresearch.ca/north-korea-an-aggressor-a-reality-check/5605534

No country too poor, too small, too far away, not to be threat, a threat to the American way of

life.” (William Blum, “Rogue State.”)

..............................................................................

米国      種類 大量破壊兵器 抱           軍事基地 韓国 持      

   拠点 北朝鮮国境 近       近          詳細      地図 参照 

                                            

日本政府 北     発射  事前 知     可能性 高  韓国   事前 把握

http://www.mag2.com/p/money/287330

米朝関係 日韓国民 欺    八百長        米軍佐世保基地    

 追跡艦 動向  北朝鮮    実験予定    

https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/36898736.html

米韓合同軍事演習     北朝鮮        実験強行 米軍三沢基地上空

 飛 越      在日米軍 冷静      疑問 持 

https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/36902576.html
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https://okwave.jp/qa/q5065524.html
https://news.yahoo.co.jp/byline/pyonjiniru/20160804-00060723/
http://www.globalresearch.ca/north-korea-an-aggressor-a-reality-check/5605534
http://www.mag2.com/p/money/287330
https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/36898736.html
https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/36902576.html


[２]：北朝鮮実態(飢餓絶望国家＝米軍産(米日韓-資金技術)操縦人形)。

金正恩はスイスで育成されてます、史上稀有悲惨国家の現北朝鮮は外国製操縦国！！、

その北朝鮮を裏支援してるのは米欧＆日韓です、

餓死者急増  人肉喰 事件 続発 断末魔

http://www.asagei.com/excerpt/12273

慢性的な食料不足と飢餓が伝えられる北朝鮮で、おぞましすぎる「共食い」事件が発生。

本誌は「実体験者」を直撃し、困窮する人民の断末魔に迫った。

命 虫  以下 扱 金正恩 知    北朝鮮 恐怖政治  実態

http://ironna.jp/article/3969

北朝鮮 平民 生活 実態 地獄  

http://www.asyura2.com/2003/war25/msg/443.html

北朝鮮     並行 民族殲滅国家 注目 一体  憎悪    由来     政策  

    慢性的飢餓国家北朝鮮 慢性的飽食国家日本 極東 実験動物国       予言  

http://hexagon.inri.client.jp/floorB1F_hss/b1fha400.html#05

極貧国北はミサイルで日本脅迫、富裕日本は披脅迫国、北朝鮮は慢性的飢餓国家、日本現

状は慢性的飽食国家で正反対、他方で米国戦争屋 100%傀儡国では本質が同一、

終戦占領時代 変    横暴米軍日本裏支配 官僚司法警察 其 忠実 手下     

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J89-the-LAWLESS-OCCUPATION.pdf

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J85-the-Public-Officers.pdf

第二次大戦で死者率は仏=1.35%.中国=1.89%、北朝鮮＝30％、日本は広島長崎福島の３歴史

的被爆では実験国である事は間違いない(全部米軍)。それでいて共通 敵存在 無視  日

本人-朝鮮人反目は世界的にも有名、共通致命傷 王朝 事大主義(強者甘  構造)!!,

    日米地位協定 日米合同委員会 戦後日本 無法支配  米軍実態   

❶従来 協定批判 

      言 方 日米地位協定 定義           

      占領期 同    日本 軍隊 配備 続       決  

 日米地位協定入門        

http://blog.livedoor.jp/bilderberg54/archives/25422061.html

    韓国 比  日米地位協定 基地費用負担 問題点 改定点 在日米軍 

苦     沖縄県民

http://world-news.beauty-box.tokyo/entry/2016/05/25/193100

駐留米軍 費用負担 日本   億     万   約     億円       人 韓国  億

    万   約    億円       人     億     万   約    億円       人

敗戦国         米軍 居  自主主権支配 日本突出特異 二級市民披支配的 

http://www.asagei.com/excerpt/12273
http://ironna.jp/article/3969
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❷今回新刊資料 協定新批判 

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52466

第三章 日本 国土 全 米 治外法権下    第四章 国     米軍 官僚

日本  法治国家崩壊状態     沖縄  本土     行政 末端  政権 中枢   猛烈

 勢  広  始      

法治国家崩壊状態   筆者 上記書詳細 見    正確     仮 事実   

合法         違法 違法  其 理由 以下 理由遺憾 関   違法   

 時 法技術詳細 超愚  結論     大注意   常識論理 決定   

❸機密文書 地位協定 考 方 

琉球新報 2004/10/18. 以下 核心   部分抜粋 全文 大量文書      

http://eritokyo.jp/independent/nagano-pref/kimitsubunsho-l01.html

 第十六条 

第十六条  米軍人等 日本 法令 尊重義務   定  

第十七条一 米軍 対  日本法令 適用

 一般国際法上 外国軍隊  接受国 法令 適用    

             中途省略 

 外国軍隊 駐留先 国 国内法令 実体的 守  行動            軍隊 派

遣    国 一般国際法上 義務 考          成文 規則 存在          

矛盾崩壊定理(8/11 追加) 

上記  米軍 法適用無  言 ,  法適用    肯定否定同時 矛盾 述    

論理学定理    矛盾 認       無法        論理学   必須教科  

❹常識通  米軍日本国内法無法行為 国際法  有罪   

   通用   国 独立国     国民 奴隷      

⑴成文 規則 存在   国際法           

 友好関係原則宣言  従  以下原則 国際法 一般原則   確立         

http://www.un-documents.net/a25r2625.htm

   国際関係    武力 威嚇 行使 禁止 原則 第一原則 

   国際紛争 平和的解決 義務 原則 第二原則 

   国内管轄事項  不干渉義務 原則 第三原則 

   国  相互 協力  義務 第四原則 

   人民自決 原則 第五原則 

   国 主権平等 原則 第六原則 

   国連憲章 義務 誠実 履行 原則 第七原則 

上記 今回 核禁止条約同様 国際連合総会決議                 筆者 

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52466
http://eritokyo.jp/independent/nagano-pref/kimitsubunsho-l01.html
http://www.un-documents.net/a25r2625.htm
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⑵地位協定非開示条項 非合法    開示 上 撤回 国会最優先義務   

秀才東大出高級官僚と強面米軍人会合の模様を想像されたし、筆者は過去に米企業で

ヘイヘイ卑屈日本人(裏返しに国内人には強行姿勢！)と自己主張する日本人の二種を見ま

した。こんな無様な会合で日本命運を決定されては遣ってられない！！！

    世界危機回避 不可避 腐敗日本大刷新  戦後体制 真 終焉   

極東 実験動物  世界 必要   日本                大進化  大苦境

   決断絶好機 戦後日本 世界  諸悪根源 米戦争屋    継承勢力  占領下横暴 

裏支配     政治成長 阻    実質傀儡自民一党独裁体制 米国下 奴隷経済成   

能力人心荒廃現今日本 実験動物     現状路線延長 気候崩壊進行 先行破滅    

⑴核戦争はあり得ない<米戦争屋最終決戦作戦が優生主義者生き残り闘争だから！！>

米ロ全面核戦争では地上生命は長期放射能汚染で完全殲滅！！、だから陽動作戦として

逆に地域紛争テロ連綿継続での米ロ核戦争脅威で各国を軍事緊張路線へ強いる。逆に

世界黙殺の気候崩壊こそが隠れ第三次大戦！！、これが戦争屋隠蔽作戦を証明可能。

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J90-Warning-to-ARCTIC_Researchers.pdf

⑵日米合同委員会は戦争屋米軍司令部＋国内官僚実働部隊で実態隠れ反日勢力である。

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52466

筆者証言未公開資料 1,2,3.

⑶其の実害は日本人実験動物化＝戦争屋イデオロギで言う搾取対象階級。

CIA 実験心理学＝快楽と脅迫で駆動の思考停止人間の大規模創出

https://darkness-tiga.blogspot.jp/2014/01/20140116T1554000900.html

最近若手議員不祥事連発を見れば経済成長世代の異常育成環境を認識せねばならない。

⑷上記⑵⑶環境日本では気候崩壊時代では先行して破滅民族(戦争屋劣等人種政策)。

過去に学習経験が無い事象では全くの無能暴露になる!!!。既に其の各種兆候が、

⑸再生日本必須条件=日本政治成長阻害最大要因の米軍追放で自主創造権獲得！！。

極悪非道 9/11-3/11 の主犯米戦争屋、3/11 は戦争犯罪＝米軍加担は国家反逆罪！

物的財政的搾取と独立日本人弾圧だけが目的。苦痛被害だけの戦犯米軍追放は必然！！

自衛隊は国家建設隊に再編成、世界が軍備にある間は試験軍隊-独立諜報活動は必須。

⒜人材能力最大化の方法＝入力(使命)出力(成果)だけを管理、過程は自主自由にする。

失敗成功体験を許容しないと過去に経験の無い事象に対処できないから<紙試験脱却>。

⒝組織能力最大化の方法＝現実を正確に把握、使命目的機能を厳格に設計する。

⒞国家統合能力の最大化＝生 残  日本   世界 必要   日本   

気候危機時代下世界との連携策を設計。行政長人材等を想像力ある企業人等から求める。

 己安泰 願      世界 安泰 祈           日蓮

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J90-Warning-to-ARCTIC_Researchers.pdf
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52466
https://darkness-tiga.blogspot.jp/2014/01/20140116T1554000900.html


付録  現米政権 関係影響 

⑴米軍総司令官見解     大統領就任演説全文和訳 原文付 

私   世界 国   間 友情    友好 求         前提       国 

自国 利益 優先  権利      認識      

私   自分   生 方    誰  押 付          

http://ncode.syosetu.com/n6536dt/

⑵トランプ就任直後ＴＰＰ廃止で Rockefeller 既成権力激怒！、徹底退陣工作が開始.

以後米が見事 2色分離。ネットも反体制右翼 prison planet 以外は殆ど反現政権。

軍部だけは敵にできないと見て、戦争屋に妥協開始が現状、政権維持だけで手一杯.

チャベス民主化路線を継ぐ現ベネゼラ政権潰しに手を貸す間違い寸前になってる.

米国革命頓挫と認めざろうえないだろう。だとすると米国以外での何かしかない。

⑶戦後の長期米戦争屋支配で世界は逆さま！、戦争屋最大弱点は誰が握ってる？。

世界中でもっとも戦争屋が甘い汁を吸える国＝史上まれな異型国家近代日本！！！

⑷北は日本破壊可能、だが北朝鮮＝米戦争屋の等式を日本が声高に言えば不可能！。

日本核攻撃は米国がまたしても４回もやったと言う事を世界に周知させるのだ。

これこそが日本最大の武器、これは窮地の本来は反戦争屋の現米政権にも都合がよい。

大統領がこれと 9/11 真相を言う気配をみせればケネデイ同様に暗殺になるのだから。

就任以後の反トランプ大騒動は大衆からの暗殺があって当然の偽装地盤作り。

⑸     苦戦 2017/8/31 田中宇

http://tanakanews.com/170830trump.htm

トランプが転向しないのは確かだが、味方行政参謀＋議会支持を失うと執政不能化する。

通うな紛糾存在継続は敵には超好都合なだのだが、現状趨勢でこの紛糾が４年継続だと

我々は負けになる<隠れ第三次大戦=気候崩壊→北極破綻？！>。政権命運は我々次第,

*共和党筋の頑固気候否定者多数派に迎合してか、トランプは本音を言わないが

気候変動真相<北極破滅>を知らないはずが無い。スコットランド所有ゴルフ場では沿岸水

位上昇を見越して壁設置を工事申請したと言う。メキシコでも壁で、実は北極も氷壁を作

ってメタン破滅回避方法<人類史上最大工事になる>も知ってるだろう。就任演説では

不可能 言  米人精神 反  と非常に威勢のよい予言もしてる。それにはオバマ

大統領も懇願した科学者の一大決意=気候真相世界声明が必須になる。米国内の２分闘争だ

が、オバマが一転してトランプと上記路線で共同請願すれば事態一変も可能かもしれない。

オバマ彼使命はまだ終っていない。時間猶予も無い。自分が学生時代、欧州-米国学生も命

がけで反ベトナム戦争行動<州兵による丸腰ケント大学生射殺事件、羽田闘争京大生山崎君,

警官衝突で死亡>をした。筆者も東工大学友と新橋、横須賀基地集会でも参加、活動家級友

には逮捕者も出た。今の米国-日本-欧州-学生は気候変動真相を知らないほどに間抜けなの

だろうか<彼らを育成したのは陰険な筆者等の高年世代、子供を生贄！！>。

http://ncode.syosetu.com/n6536dt/
http://tanakanews.com/170830trump.htm


付録２：政治組織能力最大化の方法＝現実を正確に把握、使命目的機能を厳格に設計。

筆者も良く判っていないので以下考察。これは誰もが所望する重大事課題！！！。

⑴事実認識。

理屈は自明、嘘の積み上げで安定構造物ができるわけが無い<論理学矛盾崩壊定理>！！。

エンジニアリングでは設定環境認識=現実真相確認から始まる、技術屋ならば不都合こそ

を積極的に認識する者のだ、ところが政治屋は己パトロン配慮で平気で事実捻じ曲げ。

口先文学調政治家は冷淡偽善家、結局、緻密論理だけが安定秩序を形成できる。

*筆者は緻密論理追及方針だが、手抜きが無いなどとはいえない。

⒜気候崩壊に対処なしだと地上寿命は後 30 年も無い。日本米国崩壊始動は周知の通りだ.

現状趨勢最後 20 年は誰もが想像できない地獄世界になろう<気候シュミレション>。

既に食品は全面的な価格上昇傾向。生活基盤破壊力は増大一途,お天気次第が生活支配。

⒝基地米軍=米戦争屋(ナチス継承勢力)の官僚行政を通じての戦後日本全面裏支配こそが、

日本を破滅に導く<実態は搾取と破壊の反日、最大が米軍 3/11>。これは本報告主眼通り。

彼ら基礎は虚偽隠蔽無法暴力支配、当然現状趨勢では地獄世界が不可避と見るべきだ。

⒞以上決定的事実を無視する綱領の政党政治家は反国民。

⑵使命＝組織成員が生き延びれる事！。

⒜生命の根源使命なので議論余地が無い。

*聖書 90％教示は過ち改悛の勧め～福音、ヨハネ黙示録は改悛失敗での予言＝最後の審判。

これは聖書趣旨から言って警告であり、最後の審判成就が信者使命などは超逆さま！、

欧米支配層右翼にはよくある曲説です。筆者は現状イスラエルには疑問譜です。

⒝過ち改め＝正誤訂正＝論理反転～逆さま現状世界では革命になります！！。

＊キリスト教本来の教えは政治革命にあった、敗北して道徳教義になった(ゲーテ).

＊神を暗黙に認めた法華経、日蓮宗だけが政治参画、

⑶組織の方法機能：

筆者は実務経験が無いので、皆様にお任せします。



⑷主役の実業界？！！→気候戦争戦時体制の経済擬似計算.

気候変動はやるか、やられるかの二者択一しか許されてません。

国連諮問機関 IPCC 答申に元ずくパリ協定では助からない。

http://www.777true.net/The-Broken-Paris-Accord-is-Final-Chance-to-Transit.pdf

経営-雇用側が支出する官僚-科学者(税)＋既成報道(広告料)を信用すると気候破綻です。

*彼らは意識無意識の米戦争屋の実質的な協力者、

内部留保充分企業を除けば、経営に多少の隙間ができれば赤字転落を恐れるだろう。

現状では唯一救済可能性としての気候科学者真相声明に元ずく世界気候戦争宣言を前提と

しての気候変動実効対処では短時間での体制変革が大きい、戦時体制突入だから、不安は

必然で、戦時体制即応の産業雇用体制の大転換が求められる。だが実業界は相応の実力者、

気候戦争戦時体制の経済擬似設計計算ができる。

http://www.777true.net/Life-Assurance-by-National-Strategy-in-coming-climate-WAR-TIME.pdf

*基本的に先進国での従来経済体制は市場飽和で成長停止方向、かつ巨額負債突出、

成長停止なれば借金=自転車操業は破綻は明白、しかも気候変動無視では２重苦地獄化。

気候変動本格認知は新規経済立て直しでもあり、非常に発想が健全です。

真に必要な物だけを生産し、不要物は淘汰すべきなのです。労働慣習も革命が必須。

絶望不毛退廃的なな現状経済からの脱却=希望は働くもの全員の士気を高めるはずです。

気候変動はやるか、やられるかの二者択一しか許されてません。

⑸底辺からの国際連携：

各国政府は偽善のパリ協定妥結(米戦争屋の世界殲滅陰謀)で事足れりとしてるが、それで

は救済が無い。地域企業教育研究機関等の底辺からの革新する方法がある。底辺からの

真実に元ずく団結力で政府を最終的に動かす事になる<従来の逆！>。

政府     全米市長        新     支持 

米国市長     再生可能     誓約  気候変動問題指導力欠落 補    

(google翻訳    結構     ) 

https://popularresistance.org/u-s-mayors-back-100-renewable-energy-vow-to-fill-climate-leadership-void/

米国市長会議  車両 迅速 電化 支援  事 賛同              

  気候協定 取 戻    議会 要請                何 起     米国  

  設定  目標 満        多  市長 気候変動  戦          市長 力 

与     活動 拡大    同会議 語   

後進国実態は CO2 大量放出ではない、技術資本援助があれば新エネ転換では有利かも。

援助国農業支援で食糧輸入ができる。先進国(欧米,日本中国,南米,中東アフリカ産油国)は

技術資本で急速転換可能。<各国内政は本質で日本と同じ>、

http://www.777true.net/100pct-Renewable-Energy-is-Possible.pdf

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

http://www.777true.net/The-Broken-Paris-Accord-is-Final-Chance-to-Transit.pdf
http://www.777true.net/Life-Assurance-by-National-Strategy-in-coming-climate-WAR-TIME.pdf
https://popularresistance.org/u-s-mayors-back-100-renewable-energy-vow-to-fill-climate-leadership-void/
http://www.777true.net/100pct-Renewable-Energy-is-Possible.pdf
http://www.777true.net/Rapid-CO2-Absorption-with-Mineralisation-of-CO2-by-OLIVINE.pdf
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