
見込みの無い日本-世界経済＝気候変動地獄を認める生き方の可能性 2015/4/17

明治維新-戦後経済成長のいずれも欧米手本で成功。今では虚飾虚栄虚実力の究極＝

学校秀才化日本、これからは教科書に無い泥臭い問題発見-解決能力が問われるのだが、

諸氏は自分自身の未来シナリヲを書いて下さい、己に革命をもたらす可能性がある。

[１]：セウォル号沈没での不作為なければ全員助かった(2014/4/16)

http://blogos.com/article/95158/

乗船の476人が退船命令さえ出ていたら短時間で全員脱出できたと法廷で専門家が証言しました。

気候変動破滅問題も科学者が化石燃料文明退船命令を出せば助かる訳ですが。

[２]：見込みの無い日本経済<⑴⑵は同じ事を言ってる>

普段は食料以外は買わない筆者が近日気ずいた事は官製株価２万間円とは裏腹にかって

は誠実信頼できる企業が非常にせこい悪辣商売＝黒企業化に走って来てる事だ。秀才日本

人はシステム故障が理解できない，ひたすら部品交換で何とかのあり地獄。

⑴【アベノミクスの2015年】：物価目標は達成困難、異次元緩和は軌道修正へ

アベノミクスの「先」を見据える必要

http://diamond.jp/articles/-/64598

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

アベノミクスは「デフレ脱却」と「円高是正」が目的だった。しかし、デフレ脱

却と円高是正をすれば日本経済はバラ色かというと、現状、そうではないことが

明らかになったと思う。

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

そもそも GDP に占める製造業の割合はおよそ2割。設備投資全体のカギを握るのは

非製造業の動向であり、やはり内需がカギとなる。

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

内需の大きさは「人口×1 人当たりの所得」で計算できるが、人口が減り、1 人あ

たりの所得が伸び悩む日本の現状からみると、内需拡大は期待できない。小売り

や外食など非製造業が積極的に海外進出しているのも、そうした背景があるから

なのだ。

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

待ち受けているのは「どんなに金利が低下しても、国債の売却が行われない状態」

http://blogos.com/article/95158/
http://diamond.jp/articles/-/64598


⑵Why Japan will Default 10.04.2015

http://english.pravda.ru/world/asia/10-04-2015/130252-japan_default-0/

Japanese economy has been stagnant for 20 years＝基本的に老衰でしょう。

Looked at from a different angle 43% of tax revenues were spent just to cover intereston the debt in recent

years. That is what having a Debt almost 21/2 times above GDP does. The rising interest payments are not

going to magically disappear or decrease; they are going to eat more and more of the revenues up in

coming years.

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

"The budget will continue to grow each year as it gets increasingly difficult to curb social welfare spending

due to Japan's aging population," said Kyohei Morita, chief Japan economist at Barclays Plc.

A weak yen is good, they say. Yes, just like heroin is good for a sick addict in need of a fix. But this quick fix

is temporary since it always ends with the junkie in need another one and the doses have to be increased

over time to achieve the desired effect. The weak yen or euro, et al., is good until the illusion that central

banks can control inflation gets exposed.

But once the world catches up with Abe's crazy policies and realizes that Japan is slipping into a deeper

coma, the yen will collapse. When that happens the central bank will have two choices 1) raise interest

rates as high as is necessary or 2) go into default.

[３]：確実に見込みのある生き方。

生活費は月３万―５万円 自作の小屋で暮らす若者たち 4月11日

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150411-00000026-asahi-soci

自作の小屋で暮らす若者が千葉県内で相次いでいる。郊外の手頃な土地を購入し、量販

店で仕入れた建材でインターネットを見ながら自らで建築。普段の生活は井戸水を使い、

電気も最低限の電流を契約する「エコ」な暮らしぶりだ。ネットでその輪も広がりつつ

ある。

若者の田舎暮らし急増中！移住した若者10人に聞く「なぜ田舎？」2014年10月8日

http://mag.sanson.asia/inaka_iju_reason02/

＊お金をほとんど介さずに自分たちで作る、というあり方に衝撃を受けました。

＊田舎で育った仲のよい友達がとってもおおらかな人柄なので、自分の子供も田舎で育て

たいなと思っていました。

＊移住の理由は様々ですが、「ずっと田舎に憧れていて・・」みたいなパターンはほとんど

見られず、ちょっとしたきっかけで、比較的身軽に移住に踏み切っている方が多いですね。

http://english.pravda.ru/world/asia/10-04-2015/130252-japan_default-0/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150411-00000026-asahi-soci
http://mag.sanson.asia/inaka_iju_reason02/


付録１：なぜ今の日本は見込みが無いのか。

増えすぎた秀才が日本の大学に危機をもたらす

物事をまず疑ってかかる「いちびり」が消え、発見する力が急低下

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/43512

何より、とっさの判断ができ、初めて見る問題にもその場でアタマを使い、

答案を真っ黒にしてくるタフで食えない「地アタマ」の持ち主が、以前よ

り珍しくなった気がするのです。

大学などはどうでもよく、肝心の政官財実業界＝現場危機をもたらしてる

大敗・民主党、2つの敗因と今後の行方

http://diamond.jp/articles/-/39200

民主党の敗因その 1「約束のできる相手」と見られない

もう 1 つの敗因 アベノミクス批判に表れた「経済無知」

http://diamond.jp/articles/-/63826

虚飾虚栄虚実力の究極＝学校秀才日本、何回失敗しても根源からの反省ができない？？

探せば相応の人材はあるはずですが、しかるに沖縄が基地問題で日本民主化の実験的先導

地方政治になる可能性が期待されます。北海道や沖縄を足蹴にする本土は醜いです。

近畿大学の卒業式で、堀江貴文氏が卒業生に贈ったメッセージが素晴らしいと話題に

http://spotlight-media.jp/article/136496300602304813

「未来は分からない、目先に集中しろ」は自滅の逆さま訓示！、

堀江さんのマスコミ買収が正義だったからつぶされ、刑務所に出鱈目で放り込まれた。

無所在所中に重要な教科書を差し入れしなかったは筆者怠慢でした。今からでもお届けで

きます、筆者サイトをどうぞ！。

*筆者は50年前に月額5000円奨学金と月謝1000円で国立大学通学、だが教員無免許大学教

授授業はおおむね下手。要はカリキュラム-試験の枠組みと自学時間が実態だったと思う。

義務教育でない大学は手取り足取りで教えは行けない所。教授使命は研究です。

*upside down world 指摘のエドワルドガレーノ氏が近日死去、ご冥福をお祈り申し上げ

ます。氏の望む世界逆転=世界正転化がわれ等に課された使命になります。

http]//www.upsidedownworld.com/

事大主義＝強者依存の無能証明<甘やかされた異常な社会>

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J15-Anatomy-of-Stronger-Dependency

-the-Incompetence.pdf

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/43512
http://diamond.jp/articles/-/39200
http://diamond.jp/articles/-/63826
http://spotlight-media.jp/article/136496300602304813
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J15-Anatomy-of-Stronger-Dependency-the-Incompetence.pdf


付録２：アメリカはもう見込みがない<その背景>？？！

米人はシステム故障も利用する？！

⑴The 5 Catalysts That Will Trigger an Economic Collapse 2014/09/26 2015/4/13

https://www.youtube.com/watch?v=RGDSWSuLpiQ
Glenn Beck Says US Economy Will Collapse And Become 3rd World Country!
https://www.youtube.com/watch?v=Y0cW3TnaA5ghttps://www.youtube.com/wat
ch?v=e_NbWzPv6Qg

The New Poor America: 250 Million People and Counting
https://www.youtube.com/watch?v=9ok5ACFUoRc

Economic Collapse: More Poor People in America
https://www.youtube.com/watch?v=D4y347EkGMM

50,000,000 Americans on food stamps in US
https://www.youtube.com/watch?v=iV2bYwaNCU4

California: America's poorest state
https://www.youtube.com/watch?v=555WJXQI7KU

US military suicide hits a new record
https://www.youtube.com/watch?v=G_wSW8tPTfo

⑵IMF tells regulators to brace for global 'liquidity shock'
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11538509/IMF-tells-regulators-to-brace-for-gl

obal-liquidity-shock.html

⑶上記⑴⑵の背景。

大量印刷紙幣政策＝QEでは利ざや稼ぎの金融市場だけに資金が流れてのマネゲームで

株価等経済指標が操縦されたが,それも有限操作だから頭打ちが来る。一度下がると実態市

場に希望がない情勢下では破綻へ。大手は既にこれを織り込む済み＝逃げ対処完了で後は

破綻を待ち望んでる、それが intelligence comｍunity fears....... とか IMF の警告の真意。

無論好景気は利潤をもたらす一方で大不況は安値買い叩き支配拡大の絶好機になるから。

上昇も加工も皆操作操縦されてる事になる。だからこの報告自体も彼らに加勢してしまう

のだが、もう流れが出来てるので沈黙無視での対処遅れよりはましの判断。

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11538509/IMF-tells-regulators-to-brace-for-global-liquidity-shock.html


⑷このまま気候変動対処世界政策なしに進行すれば近未来は動乱時代必須！！、

特別に飢餓が発生すると如何なる時代の如何なる国の国民も動乱革命に動く。気候変動

進行では確実に飢餓が世界的に進行する。大衆を自由放置すれば既存世襲支配(王侯貴族-

超資本)が危ないと彼等は読むので大衆実力を削ぐ事前政策に出る、その証拠は欧米日本

で今まさにに進行する軍事警察国家体制<暴力支配装置>である。

“The True Story of the Bilderberg Group” and What They May Be Planning Now
http://www.globalresearch.ca/the-true-story-of-the-bilderberg-group-and-what-they-may-be-planning-now/13808

最終決戦作戦

For the New World Order, a world government is just the beginning. Once in place they can

engage their plan to exterminate 80% of the world’s population, while enabling the “elites” To

live forever with the aid of advanced technology.For the first time, crusading filmmaker

ALEX JONES reveals their secret plan for humanity’s extermination: Operation ENDGAME.

http://netattic.net/unbelievable/operation-endgame/

http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho

その為に世界大不況＆戦争等が利用される可能性があるだろう、中産階級を含め大衆全般

からその資産と政治的自由度を剥奪するとすれば如何なる手段があるか？？。

Ⅰ：超インフレション<大量通貨発給>と政府による債務不履行<国債>。

承知如く米国欧州＆日本の QEX が前者、後者は時間の問題？

Ⅱ：偽旗戦争と米ロ第三次世界大戦の可能性<最終決戦作戦>

承知如く米国 9/11 自作自演テロと中東侵略の為の偽旗戦争と偽旗テロの頻発、

既存の各国政治権力は自国民を大幅に裏切ってる結論に至る。かように世界の既成マスコ

ミが真相背景を読めないのか、隠蔽してるのかがかも判る。

http://www.globalresearch.ca/the-true-story-of-the-bilderberg-group-and-what-they-may-be-planning-now/13808
http://netattic.net/unbelievable/operation-endgame/
http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho


付録３：くどい様だが市場経済因果律(力学)
要は完成された欧米日本(そして準完成の BRICS も)経済では頭打ち＝成長停止、資本主義

本質は過渡的な泡膨張政策の自転車操業{需要増見込み→投資→利潤回収→所得増＝需要増

見込み再投資→→→},欲張りと言えど所詮基本は有限な衣食エネ住，過渡的な泡膨張政策の

贅沢品-設備投資的産業は最初に潰れる(日本,..中国)、この膨張規模縮小余波＝強だと本来の

基礎需要も生活節約で縮小(市場経済は正帰還が本質).かような因果律(力学)は誰も了解で

きよう。この構造的対処法は後述、中国 AIIB は国内市場飽和打開策だがもう遅いだろう。

2020年には気候変動はもっと悪化するのに、これを加速する逆世界政策！！！。

付録４：過渡的な泡膨張政策の贅沢品-設備投資的産業は最初に潰れる(日本,..中国)、

最需要強度産業はいわずと知れた泥臭い農業漁業とエネルギ産業だ！！！。

所得価格供給変動があっても支出制限が出来ない商品＝{農業漁業とエネルギ産業！！}。

戦後日本は泥臭いこれらを軽視して家電-車の贅沢品産業に飛びついた、更に米国が基礎技

術とその市場をも開放して高度経済成長と図に乗った次第<米国の物資金融軍事補完国>。

今に気がついて見れば新興国=中国-韓国等の猛烈な後追いで敗北しつあるのが現実。

この日本型経済の中国韓国も同じ宿命=凋落と破綻<環境破壊負遺産>にあるだろう。

これで３国は共同に泥臭さにこそ目覚めねば救いが無い。

付録５：生活必須高度技術だけを土産に、根幹土台では昔に戻る！！！

近年痛感するは,資本主義爛熟に達すると虚栄虚飾文化一色に成っていく事だ。土台は同じ

だから飾る-見栄えを競う以外に無いからだ。人の心理的様相もそれに対応し脆弱化が進行

する。他方で表虚飾とは裏腹に実態は凋落に向かう<やる事が尽きたから>。それは雇用

圧縮としての所得労働環境悪化と最終的な失業増(もしくはその潜伏).ピカピカな

欲望空間都会繁華街と明日の不安を抱えた生活は一層人心理を不安定にする。人は迷うと

一途に救済を求めて簡単に暗示の罠に陥る、相手は心理操縦専門家です。

*心理不安定な人を自然環境<海辺,野原山腹>へ置くと自然治癒(生命空間)するだろう、

欧米世界も凋落であり、その政治環境は軍事警察暴力支配への移行に注視せねばならない。

要するにココに至って大失敗<気候破壊と経済破綻>が見えたのだから、一度ポテンシャル

最低安定点な昔に戻ってはどうかという提案だ、安定とは変化を必要しないという意味。

筆者見解はともあれ、読者自身が己の

未来シナリヲを書くことをココで強く

推奨、その作業では何が真(＝実現)か

それだけが問題化するだろうから。



付録６：日本これを修理しないとやばいマニュアル.

⑴戦後現代日本オール裏切りの事例研究：これではありえない国は必然！！！

http://www.777true.net/Fatal-Weakpoint-in-Japanese-Thinking-Way.pdf

＊己安泰を願うならば、まずは全体の安泰を願うべし<上記の妙薬...日蓮>

これが判ってない,出来てないからやばい日本(世界)になってる！！！利己主義社会は他人不信での一層保身で利己主

義加速、利他社会は他人信頼で一層利他主義加速、この正帰還原理をどう制御するかに日本(世界)将来が掛かる

⑵地獄人と天上人

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J13-People-in-Hell-and-People-in-Heaven.pdf

人は超異変異常は目前にしても認め難い、一時は恐怖が支配、だが人は一度共同危機認識

に到達すると決死の決断実行に至る。これは将来危機に関し,重大知見を与えてる。

現代世界は少数天上人が全人類命運を決めてる不条理がアル。然るにその対処とは

⑶他人依存無能の構造<問題認識と解決の論理追求でなく,周囲人の意向動向だけに注視>

大人、親(生活能力＝問題解決能力) 子供、無能(問題解決能力が無い人)

他人の面倒を見る人、

他人に指図する人、

他人の面倒みにすがる人、

他人指図に従う人、

問題認識と解決の論理追求

独立精神と他人協調

他人(強者)の意向動向だけに注視

事大主義,甘えの構造<弱者に冷淡>

⒜責任-使命感で問題発見意識が高い、

⒝論理推理,認識逆転に長けてる

⒞他人評価,全体視野に長けてる

⒟困難に耐久力がある。

⒜先天的に問題がある、

⒝後天的に問題を起こした。

＊過保護,過誤教育等で自信自助能力を削が

れた,国民弱体化無能推進の愚民化国策。

⑷国家国民と天才は君主の手先となる<ヘ-ゲル独裁君主制御用哲学、ブント実験心理学>

甘え構造日本では自己責任決断決行するよりも,組織傘下で上部命令操縦される事ヲ喜ぶ、

それで組織庇護される事をよしとする奴隷化逆さ無脳人(ロボトミ)多数が居る。

*CIA が戦後日本に構築した占領下人脈からの警察-行政-政治民間組織<国家反逆罪組織>、

いくら選挙を重ねても変わらない奴隷日本を管理するための秘密重大装置なのだろう、

＊悪の逆さ団結力！、そうでなくて事象真実を持って団結するのが真の建設的政治へ

⑸戦後経済成長下で不況を知らない時期に成長した世代<40,50,60,70 代>の危険性。

問題なし環境下にあると才覚が閉じ込めになる。問題なしの問題あり人間になる。

過去に経験の無い問題遭遇に無能になる。彼らこそが今のエリ-ト世代なのだ！！！。

XX 育児書も過剰な”ほめて育てる”も悪化勢力陰謀かも知れない。

何かとてつもないショック療法でもないと根治できない弱点がある事になる。このままで

は未曾有の将来対処不能!!,かような新教育技術の開発が世界的に期待される！！！。

http://www.777true.net/Fatal-Weakpoint-in-Japanese-Thinking-Way.pdf


⑹貧乏困窮に遭遇したらば喜べ！！！.

貧しい人の息子は讃えられよう。人類に英知をもたらすのは彼らだ<ユダヤ商人秘伝の格言>

http://www.aoiro-odawara.com/news-web/rensai/hiden.htm

安穏な未来、引かれたレールに従う子供達にはそう言うパワーは宿らない。偉業を成し得ると言う事は並

大抵の努力ではない。そのパワーは、幼い頃から積み重なった反骨精神や成り上がり願望から来る。

⑺失敗体験を重ねると底状態を知るのでそれなり覚悟でピンチに強くなるものだ.

＊肉体内からの要求に悩まされる病人はどうしても自己中心、逆に自己保身中心の人は病気になる、人はよく出来た者

で利他的な人(親等の使命感に支配される人)は強くなれる、だから人核心一つは愛憎、それと真実-正義。

⑻論理学の実践：駄目を認めない＝問題なし日本の行く末は地獄は論理！！。

ある方法で駄目ならば、それ以外に正解がある。

この厳格な論理を日本人は実践しない,転換が出来ない<統合能力失調症>.

＊日本軍(産業)は過去に成功を収めると一途その路線を追求、だが時代変化で対応不能化。

失敗の研究<防衛大学講師編、ダイアモンド社>、日本人は歴史後ろ向き！！

＊米人は営業予測でトップダウン決断で施工、未来シナリオ欧米は歴史前向き？。

⑼人に気に入られない事を恐れない<あるサッカ-主将選手の言葉＝指導者資格条件>

何かと人顔色を伺いで同調的に自己保身優先で決める悪傾向がある。

人を注視すると誤る<偶像崇拝禁止！！>、事象真偽を論理判断する修練が必須。

⑽キリストは革命家として殉死した。使命に殉じる事が宗教教えだ。

人間最大弱点は政治能力、その為に宗教<真実正義博愛>が天啓された。

キリスト経本来の教えは政治革命にあったが、敗北して道徳教義になった<ゲーテ>.

イスラム経も聖戦<不法侵略者との戦い>で殉じた者の為に天国があるとする。

だから世界最大悪化勢力＝CIA 米軍産複合体右翼が一番敵視するのが正道に生きる勢力.

＊ネットで見る既存教会の教えは本来教義に反れてる。今後バチカンの出方に注目.

＊聖書エペソ 6.12～16:

わたしたちの戦いは、血肉に対するものではなく、もろもろの支配と、権威と、やみの世の主権

者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである＜高所の邪悪精神>。それだから、悪しき日にあ

たって、よく抵抗し、完全に勝ち抜いて、堅く立ちうるために、神の武具を身につけなさい。す

なわち、立って真理の帯を腰にしめ、正義の胸当を胸につけ、平和の福音の備えを足にはき、そ

の上に、信仰のたてを手に取りなさい。それをもって、悪しき者の放つ火の矢を消すことができ

るであろう。

＊ユダヤ VS 反宗教勢力(ロックフェラ)の二大対立こそが歴史という指摘は正しい、

神の勢力は民主化路線(階級闘争)、王侯貴族超資本が寡頭民主化弾圧政治。だから現代

世界の気候＆経済危機こそはこの対立最終焦点。われわれはこの何れかを選択で運命決定。

後者に追随すれば地獄へ。補足:後者にたつ現イスラエルは真のユダヤでない。

http://www.aoiro-odawara.com/news-web/rensai/hiden.htm

