日本(世界)に蔓延する悲観否定思考者_その打開策。

2016/12/27

物事を悪い方向に邪推する人をネガテヴシンカー(否定思考)と言う.逆に長所積極論見方
を肯定思考者。過去に経験の無い動乱変革時代突入で,後者だけが生き延びるだろう。
米人は大衆迎合＆逆説トランプ出現で大政変！！、その行方は我々自身の変化にかかる。
[1]:現状世界認識(まずは相手素性を知る！)
⑴世界史概論＜武力世襲貴族支配 vs 非暴力民主化運動>。
古代世界は武力王権支配政治、圧倒的平民は政治経済搾取と抑圧に苦しんだ、然るに
エジプト王政下捕囚ユダヤ人から天啓者モ-ゼ出現、非暴力を提唱。古代から近現代まで、
世界史は武力世襲王権支配と正義真実博愛民主革命=宗教民族ユダヤ人との階級闘争史。
⑵世襲米超資本→ナチス成立→ユダヤ迫害→ナチス米上陸再生＝米軍産 CIA メデア複合体。
現代史真相は教科書には絶対かかれない、上記真偽はネット情報等で確認できる、

問題核心は世襲米超資本＝石油帝王 Rockefeller 一族の米帝国主義世界支配(globalism)!!
⑶世襲米超資本の基礎思想＝19 世紀封建主義プロイセンのヘ-ゲル哲学。
＊動機＝支配者没落恐怖心理＝”敗戦よりも革命が恐ろしい!!” <戦時皇族首相近衛文麻呂>
⒜国家国民は優生貴族の搾取対象＝国民と天才は君主の手先となる<秘密支配操作主義>。
＊CIA-メデア機能はまさに国家国民を独裁者が操るロボコン技術開発に集約されてる。
ロボコン傾向人＝無力他人依存、不正利益思考、強者追随弱者迫害、正義正論を嫌う、

⒝敵を設定しての永久覇権闘争<軍国主義>。以上⒜⒝＝武力王権支配＝反宗教。
＊米国は歴史上でも世界突出の軍事大国、常時,敵を創出しての戦時体制国家、
軍事費捻出の為に生産性向上で米人も働き奴隷、雇用医療保険保護が無い例外国、

⑷上記米戦略は戦後全世界に魔の手が侵透、南米＝作戦コンドル、欧州＝ＯＰグラジオ、
日本＝占領下人脈、中東＝サウジ＆イスラエルコネクション、ロシア＆中国は敵設定,
⑸支配層以外の一般国民政治的痴呆化教育と腐敗マスコミによる愚弄化政策→否定思考化
⑹政治行政 CIA 侵透。保守＆左翼両建てでの自主性放棄＆秘密操作主義支配.→否定思考化
⑺言論政治活動抑圧としての政治警察国家体制、

→否定思考化

⑻神を正義真実博愛と定義すれば反神＝不正虚偽憎悪.→否定思考化
悪魔主義＝人は支配者と非支配者に二分される。宗教が挙って人類平等を説く核心！！
⑼石油帝王 Rockefeller 最大失敗は石油大規模消費＝気候危機招来とその隠蔽工作、
時代経過でこれは隠蔽不能は必然。→ 揉み消しとしての地域紛争継続と第三次大戦。
[1]結論。支配層が精神病理にあるので現彼ら世界支配下では悲観否定思想が蔓延！！、上記の
様な思想支配<分裂させて支配せよ>では世界は否定思考化は必然。圧倒的強者と見える米国体制
権威に依存、嘘不正憎悪支配世界なので他人不審と自己保身化、他人連携欠如、絶望支配、→
体制改革の努力尽力の放棄！！、宗教にも終末思想なる懺悔回心失敗での悲観思想はあるのだ
が基本趣旨は懺悔回心推奨、

[２]:米 Rockefeller 世界支配(globalism)破綻開始で好機到来！<発想大転換！！>
肯定思考とは成否はどうあれ,試行錯誤する事を否定しない前向き積極姿勢!。この境地は
失敗多数経験しての成功者で無いとわかりずらいのだが、だからまずは失敗してみる事だ。
訓練法として日常動作小事でともかく新規変更トライ、いつかは新発見が、之を癖にする。
⑴日本マスコミが絶対触れない事＝米次期政権は米大政変!!、その理由、

米大マスコミ全滅真相と次期米政権 → 米人政治選択と日本今後の緊急課題.
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J64-BIGr-POLITICAL-CHANGE-starting-on.pdf

⑵P.C.Roberts,我々次第！！(2016/11/23 米次期政権の行方,英文なので Google 翻訳)
http://www.paulcraigroberts.org/2016/11/23/it-is-up-to-us-paul-craig-roberts/

トランプ勝利理由は彼が直に真実で米国人に真実ヲ語ったからだ。誰もが真実を承知だが、
政治家からは遂に聞くことが出来なかった。その最大典型は 9/11!.
http://daily2.sakura.ne.jp/43.html

虚偽がまかり通る時代に真実を語ることは革命的行為である ジョ-ジ・オ-ウェル
⑶共和党にして労働者党<田中ニュース>
http://tanakanews.com/161217trump.htm

経済学者のスティーブン・ムーアは米国で最も権威ある右派(共和党系レーガン主義)のシ
ンクタンクであるヘリテージ財団の筆頭エコノミストだ。ヘリテージ財団は今年の大統領
選挙に際しムーアをドナルド・トランプを支援するため経済顧問として送り込んでいた。
このことは米国の右派エスタブリッシュメントが早くからトランプを支持していたことを
示している。そのムーアが最近驚くべき提案(予測)を発した。それは「トランプが率いる
今後の共和党はポピュリズム(庶民重視)の『トランプ労働者党』になる」というものだ。
＊トランプは始め労働者の民主党員を志願、だが拒絶されたのか共和党に鞍替えに留意！

⑷米(世界)既成体制病理と次期政権？！
彼志向は不動産金儲けはゲ-ムに勝つ手段、彼本来目的は別途にある、それが何かだ？！、
米国タブ-9/11 真相暴露で JeB.Bush をふるいあがらせ,既成体制から総スカン、他方で
自分の過去事業成功が多数雇用を生んだ事を自賛⑶、
⑸既存権力世界支配体制＝世界の警察官を止めて普通の国＝米国再生を目指すのだが。
自国の事は自国でやるを前提に正義公正で世界外交をやると云う。これは妥当な事だ、
既述したが米国に安保廃棄を提案できる。アジア安保に関し日本自立政策ができる。
基本は米国内政(雇用確保)重視だが過去米国負債は甚大！！、且つ⑻問題がある。
⑹米ロ協調路線で地域紛争消滅を推進、米ロ第三次核戦争阻止！！！。
之こそが当面の決定的主題になる⑻、世界軍事和平確立後は気候変動が世界主題に！
Rockefeller 家お上ヒラリ-隠れ使命は米ロ第三次大戦(最終決戦作戦),だから阻止で
プーチン＆トランプ連合が合意成立！！。

⑺法と秩序の追求(＝安定化基礎)。
不法移民は取締まるとは云うが合法移民は否定しない。他方強引に領土拡張ヲやる中国に
は強権姿勢、どうあれ強権内政の中国経済破綻は時間問題、中国政治穏健化を望んでる。
これは日本及び周辺国全部も希望、米中米ロ戦争は既成体制の秘密戦略。
⑻米既成体制は彼ら基本戦略(最終決戦作戦)を曲げた次期政権潰し＝”恐慌”になる！！
http://grandfather-economic-report.com/debt-summary-table.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EzJ3DbNNXcI
http://www.alt-market.com/articles/3061-world-suffers-from-trump-shell-shock-heres-what-will-happen-next

この課題を考慮すると 2017 が安泰とは見えない、その意味で[２]⑶の話が簡単に成就する
は難しいだろう。政治経済軍事内政動乱にどう対処が本件報告の筆頭問題ならざろうえな
い。無論,当事者次期政権もその計算で現在と今後も必死だろう！！！、
⒜12/19 選挙人投票で次期大統領確定後も体制派サイトではトランプ攻撃が止まない。
既成マスコミ 100％？、ネットサイト 90％？が反次期政権と見れる(筆者観測)。
ＮＡＴＯ諸国既成体制、日本既成体制もしかり、多少の見かた変更もおこりつもあるが、
戦後米国既成体制が築いた世界支配体制＝[1]⑷においては米宗主崇拝の頭が簡単に変わ
らない事を意味してる！！。既成体制肯定派はそれで保身利益にかなってる事にもある。
我々次第[２]⑵！！と言うのはまさにここにある、[1]⑶大間違いに気ずけと言う事だ！！
⒝軍事：現場軍人閣僚多数は戦争中止に向けた布陣は明白。戦争は中止に向く。
＊”現場軍人は戦争を嫌う”は逆説としての定説に留意！、
⒞金融：現場金融人閣僚多数は＄金融破綻に向けた布陣は明白、覚悟を意味してる。
⒟経済：資産家経営者閣僚多数は財政破綻に向けた布陣は明白、その時は大恐慌時の
ル-ズベルト大統領ニュデ-ル類似政策(大公共事業)しかない。
政策
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%94%BF%E7%AD%96
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http://www.y-history.net/appendix/wh1504-011.html

⒠エネルギ気候(DOE):口先とは逆に次期大統領は気候変動を深く認識してる。
トランプは逆説の人物に留意、気候変動否定派を責任者に、これは気候変動を認識する
世間に向けた気候派 vs 政府との決戦を挑発してる!!!。

http://www.newsday.com/news/nation/trump-sees-some-human-role-in-climate-change-1.12652686

"I think there is some connectivity," he said. "Some, something. It depends on how much."
That's a significant shift from Trump's past statements that climate change is a "hoax"
perpetrated by the Chinese to make U.S. manufacturing less competitive.

*Despite his public stance as a politician, there is evidence that Trump the billionaire
businessman was already hedging his bets. Earlier this year, the Trump International Golf Links
and Hotel in Ireland cited the threat of sea-level rise in a permit application to build a nearly
two-mile-long stone wall between it and the Atlantic Ocean.

*Trump hands out supplies to flood victims(Hurricane Alex,august/8).
http://www.infowars.com/video-trump-hands-out-supplies-to-flood-victims/
⒡[２]⒟”経済”こそが核心！！。世界恐慌 → 世界大公共事業＝？！！！
正解があります。税金で所得の経済学者と気候科学者の給与が止まれば、
初めは苦難の道ですが、栄光ある未来発進になりえます。
絶望は愚か者結論＝否定思考では助からない、やってみる事しかないです。
米国人はココまで考え抜いてるのですから、われ等非米人も相応覚悟でやらないと、
⑼上記想定が外れる場合(恐慌がしばらくおあずけ)；
軍事和平が成立、世界筆頭問題は気候変動に移行します。
ぐずぐずすればするほどに決断なき気候科学者が窮地に、
＊上記⑻⑼で想定全てです、何故ならば背反事象双方を勘案。

付録１：全体意思統一！＝サッカ-と政治の難しさ(全員がある水準に達しないと駄目).

虚偽がまかり通る時代に真実を語ることは革命的行為である
ジョ-ジ・オ-ウェル
勝利ライン

上記グラフは y＝x11。名選手技量をｘ＝[0,1]で採点する。チ-ム実力は名選手技量 x の積と
仮定できれば、その技量 x ガ完成度 0.8 を超えないと目立った実力にならない乱暴な極論に
なる。政治では突出した指導者が輩出して,民意がそれに全面了解賛意すれば 0.8 以上にな
るが日本では圧倒的に意見多数分裂で勝利ラインには程遠いのが現状だろう。要は正しい
世界認識は唯一(真実)であり、その下での意思統一(全員がある水準に達しないと)で実施
行動、

付録２：悲観主義の否定思考社会は操作主義陰謀か＜悪魔支配の逆さま世界＞？！！。
昨日と今日明日が同じ社会には肯定思考も否定思考も無い、問題発生局面での打開姿勢で
それが明らかになる。そも問題認識が無い間抜けでは話が始まらないが、今の日本で問題
なしなど言う者は皆無のはず、然るに一向に将来大局展望を言い出す者が見えない、
そこで虚栄を張るのは自信無さの裏返しで、否定思考社会になってるのだ。筆者はサッカ
を見るが、チ-ム心理状態が如何程に個々の選手プレ-に影響するかを良く見る。相手を
圧倒的強いと思うとまず勝てない(否定思考)、だが偶然局面打開が起きると事態一変、
まさに人が変わってしまう(自信と肯定思考！)。この逆も真なり！！。局面打開をする
優秀な人は常識通り少数でも良いのだ(影響力の有無)。これは日本に限った話ではない。

自分

思考 成功 阻

http://sys.diamond.jp/r/c.do?1XGv_36zz_173_vow

100 点満点評価社会は減点主義で、失敗を容認しない。能力競争社会では他人不審助長社会
でもあり、他人の為に自己犠牲などトンデモの無愛情＝憎悪社会になる。リスクテイクな
し姿勢で過去に経験の無い時代突入では先が見えるという物(日本癌病巣は東大支配)。
学校秀才と言うのは失敗だけを恐れる自己保身家、自己犠牲や賭け決断が出来ない！。
国家試験選抜優秀者の高級官僚(警察),医師,法曹界も同様の自己保身家集団。上記は同時
に戦後日本に築かれた CIA 協力網＝占領下人脈有力癌組織として米に利用されてる。

危険を賭ける者だけが局面打開を出来る。戦後日本は教科書学習＝生産向上の時代で高度
成長を成し遂げた虚妄実力、それが今日の異常な虚栄(自信喪失負思考)社会を形成してる。
日本韓国中国は同類で結局西欧近現代技術を模倣しただけの虚妄繁栄、だがその反動が！
基礎から己の思想で構築した社会で無いとっつけの模倣社会だから、自己誤謬訂正能力に
欠くので今後の過去に経験の無い時代突入では大混乱が予想される.日本韓国中国は社会
基盤となる統一基礎モラル(宗教)がない統合能力失調症国家。しかも西欧劣等感から自己
卑下としての仲間差別で、その仲たがい３国史は有名でもある。
諸悪根源は支配層の頑迷大間違いな現状維持、地位没落恐怖が生む異常な政治抑圧社会。
人は支配する者,支配される者に二分するを悪魔主義と言うが、それは真実正義博愛(神)の
逆の虚偽不正憎悪の逆さま世界になる。以下はほんの一例、日本は裏切り者支配国!!!。
⒜明治維新は自主民族革命ではなく、対外戦争に敗れた薩摩長州等が王政英国陰謀に加担、
坂本竜馬は英国グラバの配下、彼は幕府最大の謀反人は自分と告白。日米戦争は敗戦
承知(秋丸機関報告)で開戦,敗戦よりも革命が恐ろしい<近衛>。天皇家崇拝は逆さま
⒝戦後日本は実態的に物資金融補完の米植民国家化、それでいて 2011/3/11 地震攻撃,
＊悪魔が脅す事が出来るのは従う者のみ！........コラ-ン
⒞福島源原発破綻真因は炉冷却最終電源の 10 億円費用での撤去(東電幹部と小泉政権)。
⒟戦後日本は食糧自給放棄で工業国家化、だが時代逆転が気候変動で開始、

付録３：日本人組織破滅
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対策

2016/4/2４

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J47-Real-Cause-of-Failure.pdf

”日本人は 12 才“(占領軍司令官マッカーサ)＝強者権力に擦り寄る他人依存の日本人。
明治維新は欧米に局地戦争で負け,屈服した薩摩長州が起こした(欧米操縦革命).
日本人は(利己主義での)強者追随で仲間を裏切る。
付録４：日本大修理要項＝裏切りが地獄を招く:

2014/5/4

現代世界最大真相は気候変動、現状趨勢では地上生命破滅、だが回復可能性はある。
当然、世界は大修理を要するのだが、その前に自国修理を予備演習として探索。それには正確な
遠慮抜きの診断が不可欠、正確な政治構造診断なくて修理は不可能は明白だろう。
自由があれば日本人の創造性を確信するが、歴史的外患勢力が阻んでる事実がある。
徳川支配 200 年後の英国密輸の明治維新、第二次大戦敗戦後の米裏支配がそれである。

The Deep Routed Connection between Japan and UK
http://www.777true.net/JapanUK.pdf
要約すれば明治以後の近現代日本支配層は意識無意識下で外来勢力に操縦されてる。
即ち裏切りが支配なのだから、常識ではありえない国家国民形態化は必然だろう。
現今日本は経済至上主義の下に虚栄傲慢経営と他方で社員欝病大量罹患の病的時代に,
政治は裏切りで混乱極地、内政不調を偽旗戦争化での全体主義体制引き締めを陰謀,
＊隣人韓国歴史も日本と類似、長い中国支配,近代日本支配,朝鮮戦争後の米支配。

[1]：悲観論を先行して払拭する！！！.
人心支配の最大鍵は国民大衆の無能化と、それから生じる支配者依存性の強化にある。
甘え-裏切りの構造悪はすべて、自主独立自由と創造性欠落に原因する様になるから。
⑴明治維新後の欧米劣等感と潜在的無力化心理。
問題は長時間歴史負遺産で大規模であり、大方はまず絶望が先立つだろう。問題核心は
まさにここにある。筆者楽観論根拠は自由人は一度真実を受容すれば最善が出来る！！。
明治維新に先立つ江戸時代認識に関してはとんだ誤解が、文治統治では革命になった。
http://www.777true.net/AGAPE-Tunayoshi.pdf
現代既成体制を護持する意味で、実は前時代が優れていたなどは国民禁忌なのだ。
徳川幕府は町人経済成長が政治力逆転をもたらす可能性があるとみて商工発明禁止。
それでカラクリ人形という工学が捩れ発生、数学試合も神社に掲示されたと言う。
切捨てご免も実態は生易しい事ではなかった。もう一つは大正デモクラシ-文学最盛期。
関東大震災と中国侵略政策＝昭和天皇＋軍部勢力でつぶされてしまう。

⑵現代教育体制が潜在的-顕在的な自主性-自信喪失を大量生産：
学習過剰は実は無能を育む。経済成長後の家庭では師弟高等教育費が増大、受験体制と
学習塾異常繁殖の結果、若年層の過剰学習、他方で大量おちこぼれも生産。実は両者共に
潜在的自信喪失を形成する。後者は自明だが問題は前者、問題を解く技術習得に集中だが、現場
実力と言うのは逆の問題発見能力こそに最大の鍵がある。しかも紙試験は断片的局所的問題で
の数時間内作業だが、現場では数日から数十年の大規模、知識断片ではなく
全体統合能力が鍵,しかも共同作業になるのが通例。だから自由研究の薦めです！！！。
⑶日本を駄目にしてる東大支配：
後日予定。

[2]：現代日本、ここを修理しないとやばい!!!。
⑴支配者側の問題核心＝貴族世襲支配からの脱却：

明治維新は逆革命の王制復古、そも王侯貴族とは何か、歴史的には強盗殺人に優れて
領地強奪支配者の子孫である。彼ら関心は己地位安泰、ここが悪魔化の起源になる。
http://www.777true.net/AGAPE-Tunayoshi.pdf
要するに反民主主義＝右翼体制とはこの邪悪動機に由来する国民不幸の最大起源。
＊敗戦よりも革命が恐ろしい<近衛文麿>
あの戦争ではアジア数千万犠牲者と自国では原爆戦禍、だが今では皆が大地獄を忘却！！
当時の陸軍部秋丸機関の戦時経済予測でも対米戦争に勝ち目がなかった事は天皇も
軍部も承知だった、だが中国撤退となれば内政不安定化を恐れて対米戦開戦を天皇が決断。
当時の憲法では軍統帥権は天皇が明記されてる。それでも米国 GHQ マッカサー統治下で生き延び
た天皇制戦後機能とは植民地支配の脅迫的権威としての機能。右翼体制である。
憲法上は象徴天皇だが、実態的には財閥の天皇家縁戚関係が支配、学会支配にも関与。
戦争責任追求で有名になったのは長崎元島市長への右翼の銃劇事件、実は王侯貴族は
欧米のそれと国際連帯関係にある<Bilderberg＝欧米王侯貴族＋超資本の世襲支配>。
代表格が米国帝王ロックフェラと英国皇室、世界の典型的な反民主主義勢力。

⑵国民側の問題核心＝甘えと裏切りの大構造からの大脱却。
現実として大衆大半は能力不足、有能者は少数派。人は己が力不足と思った時、どう生きようと
手立てを考えるか。雇用関係で言えば安直には力ある人の下に従属する以外にない。だが実は労
組＋政治と言う弱者側の強力手段が。弱者側には団結と言うの最大武器があるのだ！！！。だ
が現今日本では戦後以来一環して労組弱体化の歴史にある。なぜか？？？、

⑶弱者内部の”裏切り”こそが問題核心！！！：

⑷”有能者指導者”の追い落とし陰謀加担！！！：
以上は国民内部の利己主義を扇動利用しての敵支配者側の策謀であり、それは当然ながら国民内
部の指導者たちは周知の事項である。だからそれを知る指導者の追い落としも必然化、孫子曰く、
敵を知り，且つ己自身もよく知らねばならない事だ。己内部の敵である。

[３]：施工能力＝技術スキルの問題・
⑴診断真相を知る。
この初動問題でてこずってるというのが一つ実情でなかろうか
⑵対処修理法を案出。
これに関して筆者はまったく楽観、正確に問題が提示されれば最善解は一つだから。
一つ注意点は問題が国内では解決しない要素が多分ある事だ、そこで国際連帯の必然。

[４]：共同現象化<悪魔との戦いだから神が必要だ！！！>：
武力解放闘争は敵挑発＝思う壷になる、われわれは政治過程を通じて勝利を目指す。
何しろ我等 99％の数を誇り、敵は 1％に過ぎない、内部の裏切り克服だけが最終問題!!!。
裏切りは真実正義慈愛に反する。然るに神＝真実正義慈愛だからこそ皆が信仰する。
共同現象＝相転移の理論に従えば、はじめは身近での小さな団結が起こる、そして最後が巨視的
なクラスター(巨視化群)になりシステムの相転移が成就。

⑴相手は富と武器を備え国際連帯で悪魔しており、戦いには犠牲が伴うものだ。
勝利には相応の代償も払わねばならない。裏切りの逆＝献身が要求されてる。
⑵マルクスも団結を解いたが実態世界的にマルクス主義は勝利してない。なぜか？。
何しろ相手は悪魔化してるのだ、神が必要なのにキリスト教はアヘンと排除した。
原版キリスト教は敵を見抜いており、その闘争法も指南してるのだ<解放の神学>。
⑶イスラム教はある意味で聖戦献身の教えそのものだ。
仏教は世俗の悪魔性を見抜くのだが、そこで政治革命でなく厭世出家は裏切り、
例外が政治参画の法華経日蓮宗。

⑷神(真実正義慈愛)は本物の証明！！！：
http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf
⑸日蓮も天界＝神意向に逆らうから地獄と指南<立正案国論>。

⑹日月神示も世界大洗濯に備え魂を磨けと指南。

付録：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！！
⑴戦時中反戦獄中闘争を貫いた共産党員や日蓮宗徒をマッカサーは恐れて戦後抱き込み。
共産党や公明党の CIA 操縦の裏切りが現代日本腐敗を招来。
⑵読者多数から購読料金を取っての NHK＋読売朝日毎日の腐敗裏切り、ネットも多分に腐敗,
人体で言えば脳疾患ですから致命的です。
⑶国民多数の高額納税で、米 CIA 占領下人脈支配の官僚公務員の大規模裏切り、
⑷戦後労組運動の分裂裏切りの歴史//企業労組は欧米では黄犬契約と言われる。
⑸学会(重大真相隠蔽)教育界(子供自立化を削ぐ)の裏切り腐敗。国民能力と情報取得で大損.
素粒子論完成,地震兵器を無視,気候変動悪化でも沈黙、能力とは問題発見に始まる(紙試験は
逆). 教育目的は子供の大人化＝自立判断と行動が出来る！！、自信が付く自分発見に導く!!、
その後は高校生や大学生を手取り足取りで教育してはいけない。

⑹宗教界の腐敗と裏切り。宗教家が本物の宗教を理解していない、歴史的形骸化してる。
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⑺現代日本政治は裏切りの塊＝利己主義悪魔化政治。安部政権は不正選挙の非合法政権、選挙
管理の公務員多数が事実を承知。今後はいかにして有能指導者を緊急発掘育成するかです。
⑻1995 オ-ム真理教毒ガス事件は CIA-日本公安の秘密実験、後に米特殊部隊の自作自演の米国
9/11 大規模テロ事件へ、1985 年御巣鷹山ＪＡＬ機墜落下手人は自衛隊、
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/a1a847e042b50e4899e8cc57750e87d1
⑼福島原発破綻は日本内部での裏切り行為がなければ不成立(自家熱最終発電装置)。
10 億円で最終安全装置を外すとは！、当時の政府上層と東電上層部が糾弾されない。

⑽2011/3/11 東北大震災と⑼は米国地震兵器攻撃(3 個海底爆弾での津波合成)
敗戦日本は戦後実質米植民地、支配層は米追従なのにこの逆さまな沙汰、当時は革新
官民主党政権、1995 年阪神大震災も革新村山社会党政権下の米地震攻撃、
＊悪魔が脅す事ができるのは追従する者のみ、........コラ-ン

⑾米国地震兵器での脅迫で動く政治日本！、地震兵器真相を当局-科学者が隠蔽の裏切り.
この被害は日本だけでなく世界的(ハイチ地震 2010、スマトラ地震,.....)

⑿世界巨悪元凶は米軍産 CIA メデア複合体の陰謀暴力支配、9/11 と中東偽旗テロ＆戦争
その帝王は Rockefeller、現代世界最終問題は地上全破滅に及ぶ気候変動、その世界規模
隠蔽工作は米国石油帝王＝世界支配者最大失敗。皆が承知で沈黙の超逆さま世界を実現、

⒀敗戦よりも革命が恐ろしい<皇族戦時首相近衛文麻呂>，お陰で原爆 2 発と戦後植民地化日本、
そも王政復古明治維新は英国陰謀、坂本竜馬は武器商人グラバ-の手下、対外戦争で敗れた薩摩
長州両藩が明治維新主役、以後欧米陰謀で日清日露と中国侵略日米戦で敗戦。日米戦争は陸軍
秋丸機関戦争経済試算で勝利見込みなしの下に昭和天皇が保身の為にだけに開戦。

⒁戦後米支配下で欧米技術導入で農業漁業食資源を潰し,工業化経済成長日本、現在市場停滞か
ら下降へ、だがいまだ過去固執で気候変動未来を無視して真面目一途に自滅邁進政策！！,

＊失敗の本質、防衛大講師,日本軍は過去にうまく云った戦略に一途固執、だが時代は変化
して適応不能に＝過剰適応の不適応!!。時代変化で不都合が起きてるのに認めない！！、
→ 過去学習型(東大出官僚)から未来志向試行錯誤危険引受人(ベンチャ実業人)へ！！
＊己安泰を願わば、まずは全体の安泰を願うべし(日蓮).

