
222 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 24 日(土) 午後 6 時 36 分  

タイトル: 罪や陰謀を明るみに出せ 

 

 

「実を結ばない暗やみのわざに仲間入りしないで、むしろ、それを明るみに出しなさい。」（エペソ 5・11） 

 

陰謀とは、暗闇のわざである。 

 

隠して実行するのは、見つかると成功しないからである。 

 

なぜ見つかると成功しないと思うかというと、「正当性がない」と考えているからである。 

 

知らないうちに、日本の地方において外国人参政権や人権擁護法案が成立しようとしている。 

 

なぜ隠れて行うのか。 

 

日本人の利益を損なうからだ。はっきり気づかれると反対されるからだ。 

 

このように、正当性のないこと、真理ではないこと、嘘、ごまかし、騙しは、暗やみのわざである。 

 

このような秘密の行いは、「実を結ばない」。 

 

それは、何も生み出さない。 

 

正当性がないこと、虚偽、騙し、陰謀は、実を結ばない。 

 

誰にとっても利益にならない。 

 

なぜか。 

 

この世界はキリストの王国だからだ。 

 

キリストはすべての出来事を見ておられる。 

 

そして、そのすべての業を裁かれる。 

 

わずかな業でも逃れることはできない。 

 

陰謀はすべて、完全に失敗する。 

 

そのような運命なのである。 



 

だから、悪の「仲間入り」をするな。 

 

途中までは仲間同士で助け合うかもしれないが、最後には、必ず裏切りあう。 

 

悪を行う人々は、最後には分裂する。 

 

バベルの塔を作った人々は、言葉が通じなくなって分裂した。 

 

神が裁かれるので、罪を犯す集団は破壊される。 

 

誰かとの関係を祝福されたいならば、罪を犯すな。 

 

罪人同士の交流は同士討ちに終わり、それゆえ無意味である。 

 

イルミナティは、いずれ同士討ちを始めるだろう。すでに始まっているという情報がある。 

 

われわれは、「暗やみのわざ」についてどのようにすべきか。 

 

「それを明るみに出」せ。 

 

陰謀をたくらんでいる人々、罪を隠している人々、正当性のないことをしている人々、国や国民や自分の属する

集団にとって有害なたくらみを行っている人々、神に敵対するようなことをしている人々、虚偽やプロパガンダ

に従事している人々。 

 

自分の暗やみのわざを公表しなさい。 

 

まず神に告白しなさい。 

 

その次に、人々の前に暴露しなさい。 

 

内部告発しなさい。 

 

匿名でもいい。 

 

自分の罪や悪を隠す人は成功しない。 

 

「自分のそむきの罪を隠す者は成功しない。それを告白して、それを捨てる者はあわれみを受ける」（箴言 28・

13） 

 

 

223 投稿者: kusakabemanai  



Date: 2011 年 9 月 25 日(日) 午前 8 時 09 分  

タイトル: 組織との関係 

 

 

組織に属している人は、その組織の秩序を重んじるべきである。 

 

神は革命的な方法を嫌われる。 

 

組織の内部をかき乱すことになるくらいなら、外に出るべきだ。 

 

私はこの立場をとることによって、組織が乱れると感じたので、おとなしく出ようとした。 

 

しかし、静かに出ることを拒んだのは教会のほうだった。 

 

理由なく免職にしようとした。 

 

結局、免職に当たることは何もしていないので、できなかったが。 

 

組織に属するべきか、出るべきかは、明らかである。 

 

マイナーな問題で違いがある場合は、組織に属するべきだ。 

 

マイナーな問題で波風が立つようならば、それは、自我の問題である。 

 

信仰とは無関係だ。 

 

メジャーな問題の場合は、組織を出るべきだ。 

 

教理に関して著しい違いがある場合、しかも、自分が教会にとどまることによって迷惑がかかるならば、おとな

しく出るべきだ。 

 

その教会を「平和的に」変える機会や能力があるならば、そうすべきだ。 

 

そうでなければ、権威を重んじて自分が身を引くべき。 

 

そして、独立して教会をはじめ、外から言論によって一般に影響を与える活動を開始する。 

 

こういうことしかできない。 

 

 

224 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 25 日(日) 午前 8 時 21 分  



タイトル: 聖餐式の必要性 

 

 

人間は、「霊」と「からだ」があってはじめて成立する。 

 

霊だけの人間は、厳密に言えば人間ではない。 

 

ギリシア思想は、肉に問題があって、霊は堕落していないとする。 

 

だから、復活を重視しなかった。復活を軽んじ、霊だけを尊重することから異端が生まれた。 

 

日本の無教会的運動の問題は、肉がなかったところ。 

 

いわゆる「礼拝のような集会」において、講義は行うが、聖餐は行わない。 

 

聖餐式において、われわれは、クリスチャンが互いに「一つのからだ」を持つことを確認する。 

 

クリスチャンは、互いにキリストにあって同じ霊、同じからだであり、一つの契約的実体に属する。 

 

この契約的合一を象徴するのが聖餐である。 

 

だから、聖餐を行わないということは、霊の一致だけであり、からだの一致を無視することであるから片手落ち

である。 

 

聖餐式は、われわれが復活したからだを持っていることを示している。 

 

なぜならば、キリストが復活したからだを持ち、それにわれわれは信仰とバプテスマを通じて組み込まれたから

である。 

 

われわれは不死の存在であり、永遠の財産を相続する者たちである。 

 

聖餐式を行わないならば、このような「永遠のいのち」を否定することになる。 

 

それは、ギリシアの異端思想に通じる重大な間違いである。 

 

 

投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 25 日(日) 午後 6 時 06 分  

タイトル: マイケル･ジャクソンは 911 の 3 日前に事件を止めようとしていた 

 

 

マイケル･ジャクソンは、3 日前に 911 を止めようとしていた。 



http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZtoEG8b4aJg#t=50s 

 

 

226 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 25 日(日) 午後 9 時 22 分  

タイトル: オバマが 911 の首謀者ゼリコウを指名 

 

 

以下、 

http://www.veteranstoday.com/2011/09/20/142478/の翻訳。 

 

911 のシナリオを書いた首謀者ゼリコウをオバマが諜報諮問委員会のメンバーに指名 

By ケヴィン・バレット 

 

ゼリコウは、米国民が存在しない脅威に怯えていることを認めた。「本当の脅威とは、1990 年以来、イスラエル

にとっての脅威である」。 

 

ゼリコウは、2002 年 9 月 10 日にバージニア大学で外交政策専門家として、911 事件と今後の対アルカイダ戦争

の影響についてこう述べた。 

 

「『これは、その名前を挙げることさえうっとうしい脅威である。というのも、率直に言えば、ヨーロッパ人は、

その脅威について関心がないからだ。米国政府も、その問題が国民の人気がないので積極的にかかわろうとして

いない。』とゼリコウは述べた。――アジアタイムズ。 911 事件は、『第 2 のパール・ハーバー』であった。つ

まり、火薬を用いた驚異的な特殊効果により、約 3 千人のエキストラが画面上で殺される TV ショーであった。」 

 

問題は、「では、そのシナリオライターはだれだったのか」ということだ。 

 

私の推測では、フィリップ・ゼリコウだ。オバマは、彼を大統領諜報諮問委員会のメンバーに指名した。 

 

ゼリコウは、「大衆神話の創作と維持」の専門家を自認している。 

ゼリコウの定義によれば、「大衆神話」とは、歴史に関する「大衆の思い込み」である。それは真実である場合

もあれば、真実でない場合もある。しかし、大衆の意見に大きな影響を及ぼし、その影響を通じて、歴史が変わ

る。 

 

ゼリコウは、自らがその創作と維持を専門とする「大衆神話」の主要な例として、パール・ハーバー、つまり、

「卑劣な日本人による奇襲攻撃」のストーリーを挙げている。 

 

ゼリコウの親しい同僚であるネオコンの過激派ポール・ウォルフォヴィッツは、「パール・ハーバーには巨大な

戦略的価値がある」との考えが自分の頭から離れたことはひと時もないと述べた。 

 

ウォルフォヴィッツは、「ドイツにパール・ハーバーのような出来事が起きていたならば、第二次世界大戦はド

イツの勝利に終わったことだろう」とのアルバート・スピアの言葉を繰り返して引用した（出典：Brian Bogart, 



University of Oregon ― Truth Jihad Radio interview, 2007）。 

 

そのため、ゼリコウのようなネオコンから見ると、マッコラムの「日本人を米国に対する奇襲攻撃に引き込むた

めの 8 項目計画」を採用したフランクリン・ルーズベルトは賢かった（Stinnett, Day of Deceit, 6-11）。 

 

パール・ハーバーは、単なる神のプレゼントではなく、米国の指揮下で起きた出来事でもあり、そこで死亡した

2403 人の米国人は、日本人だけではなく、米国政府によっても殺害されたのである。 

 

ロバート・スティネットが示したように、米国最高司令部は、攻撃の時間と場所を正確に把握しており、米国の

水夫や海兵隊員を意図的に敵の攻撃にさらした。それは、米国大衆を激怒させ、支配的であった第二次世界大戦

参戦への厭戦ムードを吹き飛ばし、逆転させるためであった。 

 

換言すれば、パール・ハーバーは、911 事件のように、戦争を開始するために、歴史上繰り返されてきた人身御

供であった。 

 

状況証拠からわかるのは、フィリップ・ゼリコウがこの人身御供劇の脚本を書いたということだ。ゼリコウは、

『フォーリン・アフェアズ』誌（1998 年）の共著の記事の中で、WTC の破壊のような第 2 のパール・ハーバー

型の事案によって引き起こされる政治的・社会的・心理学的結果に関し、意見を発表した。 

 

ゼリコウは、911 事件をあらかじめ知っていたことを示すこのような明白な証拠にもかかわらず、チェイニーと

ブッシュによって、911 委員会の運営を任されたのである。 

 

フィリップ・シェノンによると、ゼリコウは、委員会が調査を開始する前にすでに『911 委員会報告書』の章概

要をすっかり書き上げていた。 

 

ゼリコウは、調査を完全に管理し、自分が書き上げた筋書きに合わせて事件を調査するように部下に命じた。 

 

その報告書は、「サプライズ・ベストセラー」になったが、それは、小説のように読めるからである。実際、そ

れは小説だったのだが。 

 

中心となるストーリー―アフガニスタンの洞窟において透析治療を受けている一人の男に率いられた 19 人のハ

イジャッカーの計画―を裏付けているのは、法廷においてまったく通用しそうもない陳腐な証拠である。 

 

脚注を見ればわかるが、すべては、ハリド・シェイク・モハンメドをひどい拷問にかけて得られた間接証言に基

づいている。ハリドにゼリコウの小説の詳細を思い出させ、それをおうむ返しに繰り返させるために、洗脳が施

され、そのため、1 か月の間に 183 回水責めを行う必要があった。 

 

百万ドルの質問：ゼリコウはこの小説を「いつ」書いたのか。――私の推測：『911 委員会報告書』なる小説は、

TV 向けの災害映画の脚本から採ったものである。この脚本は、2001 年 9 月 11 日に秘密の作戦を実行するプロ

フェッショナルによって現実化した。 

 

脚本を書いた著者自身は、その脚本に基づく小説を書くのに最適の人物である。 



 

チェイニーとその操り人形ブッシュは、ゼリコウに『911 委員会報告書』を書かせた。この事件の大本の計画者

であり、事件の脚本を書き、911 の公式神話を作った「大衆神話の創作と維持」の専門家であるこの男に仕事を

委ねた。 

 

今や、911 事件の「大衆神話」は、伝説になった。それはもはや神聖なる物語ではなく、疑いを抱く人の数はま

すます増えている。オバマは、911 の「大衆神話」を「維持」するためにゼリコウを委員会に引っ張り込んでい

るのだろうか。 

 

ゼリコウは、たしかにこの仕事に適した人間である。その専門知識もさることながら、多くの動機がある。すな

わち、911 の大衆神話が最終的に崩壊すると、木に吊るされて、そよ風の中でゆらゆらと揺れるはめに陥るから

だ。 

 

ゼリコウが 911 事件の隠ぺいにおいて果たした主要な役割：  

http://www.youtube.com/watch―v=Nbak9KOINgo&feature=player_embedded 

 

 

-------------------------------------------------------ケヴィン・バレット博士は、アラブ・イスラム学者であり、アメリカの

テロとの戦争のもっとも有名な批評家の一人である。TVラジオ出演多数。www.truthjihad.com  kbarrett@m... 

 

 

227 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 25 日(日) 午後 10 時 02 分  

タイトル: みんな神を知らない 

 

 

私の友人の牧師が、あるとき、信者の問題で警察に呼ばれたときに、警察官から怒鳴られたといっていました。 

 

まさに、その指摘が的確であったそうです。思い当たる罪だったと。 

 

ときに、神は、ある人を選んで、自分を罵倒される。 

 

その罵倒が、神から来ているということは、わかるものです。 

 

では、どうしてそういった罵倒があるのかというと、ほとんどの場合、長い間、自分が悔い改めずにごまかして

きた罪があったからです。 

 

長い間、神はこちらが悔い改めるのを待っておられた。 

 

しかし、自分をごまかして、神のほうに目を向けなかった。 

 

それで、ついに裁きの日が来る。 



 

罵倒する人間が現れる。 

 

もしくは、病気やら事故やらが起きる。 

 

最近、よく乗っ取りについて聞きます。 

 

教会の建物を建てたとたん、別の教会や同じ教会の違う群れから信徒がやってきてその建物を乗っ取る。 

 

あるケースでは、宣教師が盗聴器を仕掛けていた。 

 

（だから、教会にしろ何の施設にしろ、無借金で建てると危ない。） 

 

こういった無律法な人間、とくに、それがクリスチャンであり、しかも、キリスト教界の指導者であるなどとい

うことを耳にすると、恐ろしさを覚えます。 

 

なぜならば、福音について知れば知るほど裁きは厳しくなり、指導者であればあるほど責任は重いからです。 

 

クリスチャン指導者の場合、並大抵の裁きでは収まらない。 

 

普通の人の何十倍も地獄の炎の温度は上がる。 

 

その他人の土地と建物を盗んで、それで、自分が地獄に落ちて、永遠の刑罰にあったら何にもなりません。 

 

愚か者のきわみと言わねばならない。 

 

ある教会では、建物の乗っ取りのために、その牧師を引き摺り下ろして偽りの罪状をつけて追い出した。 

 

おそろしい。 

 

神の恐ろしさを知らない人が多すぎる。 

 

このような近視眼が日本全土、そして、世界中に広がっている。 

 

まさに、驚異としかいいようがありません。 

 

みんな神を知らない。 

 

 

228 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 25 日(日) 午後 10 時 25 分  

タイトル: 慢心しないために神はトラブルを起こされる 



 

 

「自分は大丈夫だ」と思ったり、「人よりもましだ」とか考えると、すぐにわなにかかります。 

 

友人の K 氏は、慢心しやすいタイプで、調子に乗ると運転なんかでも一時停止をしない。 

 

「K さん、今のところ一時停止しないと危ないですよ」といっても「大丈夫、大丈夫」という。 

 

その翌週にそこで出会い頭の事故を起こした。 

 

油断とか、慢心とかが神はお嫌いのようです。 

 

この世界になぜ犯罪者がいるのか。 

 

慢心しないためです。 

 

春先になって、近くの公園前の道路で、女性が一人で酔っ払って座っている。 

 

え～！と思います。 

 

あまりにも日本の治安がいいものだから、安心してしまっている。 

 

こういうのは、安心というよりも、むしろ傲慢という感じがします。 

 

日本は戦後あまりにも恵まれていた。 

 

そこで、神を忘れて慢心した。 

 

知らないうちに、韓国や北朝鮮、中国、米国から陰謀で乗っ取りを受けていた。 

 

賢い人とは、用心深い人です。 

 

この世界になぜ虫歯があるのか、病気があるのか、変質者がいるのか。 

 

殺人者がいるのか。 

 

侵略国があるのか。 

 

傲慢にならないため。 

 

慢心しないため。 

 



神は、われわれが慢心しないためにトラブルを起こされる。 

 

 

229 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 25 日(日) 午後 11 時 39 分  

タイトル: 菅首相とメドベジェフ大統領がフリーメイソンの握手をしている写真（再掲） 

 

 

http://tak0719.web.infoseek.co.jp/qanda3/billygrahamhandshake.htm 

 

 

230 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 26 日(月) 午前 0 時 10 分  

タイトル: 小沢一郎、昭和天皇暗殺未遂犯の墓を参拝 

 

 

民主党が支持母体とする韓国民団は、摂政宮・裕仁皇太子殿下（昭和天皇）を暗殺しようとした反日朝鮮人テロ

リスト朴烈が初代団長を勤める反日団体。 

 

朴烈は取り押さえられ、大正天皇の命も狙っていたことが判明。死刑判決も終戦の恩赦で出獄後民主党の支持母

体である韓国民団を作った。 

 

小沢一郎は昭和天皇を手榴弾で襲撃し暗殺を実行し取り押さえられ処刑された韓国人である李奉昌の墓を参拝。 

 

李奉昌は大逆罪で処刑された後韓国ソウルへ埋葬。小沢はわざわざソウルまで出向いて参拝。 

http://www.youtube.com/watch?v=CMRR4_8FG20&feature=player_embedded 

 

 

231 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 26 日(月) 午前 1 時 25 分  

タイトル: 議員とネット市民との連携により売国議員を排除しよう 

 

 

杉並区議会議員すぐろ奈緒氏によると、杉並区の選挙管理委員の報酬は時給にすると約４万円。 

 

高額すぎるので日額にして引き下げようと会派５人で議員提案したところ、自民・民主・公明・共産各党から叩

かれまくって否決された。 

 

理由は明確。この４党の議員の OB が選管に天下っているから。 

 

こういった利権構造を破壊するために、議員は、国民や市民にとって建設的で有益な提案をする場合に、ネット

で賛同者を募って、応援部隊を背後につけて活動していただきたい。 



 

ネット市民は、ネットで反対する議員の落選の呼び掛け、情報拡散、ポスティングなどでも対抗する。 

 

これからは、こういった議員とネット市民の連携によって、一般の市民に不利益をこうむらせる議員を落として

いく方法が有益だと思う。 

 

 

232 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 26 日(月) 午前 6 時 19 分  

タイトル: 科学は万能ではない 

 

 

（1） 

科学は万能ではない。それは、帰納法的認識論が万能ではないから当然。 

 

帰納法的認識論では、認識対象は現象の世界の経験できる部分に限られる。 

 

なぜならば、データを集められる領域は限定されているから。 

 

死後の世界や道徳についてどうやってデータを集めるのか。 

 

科学は経験できないことについては何も言えない。 

 

事実全体をチーズとすれば、科学はそのチーズにたくさんの穴を開けることはできるが全体を食べることはでき

ない。 

 

全体を食べるには、世界観もしくは宗教が必要。 

 

だから、人間は、不可避的に宗教的。 

 

人間の生活は、科学的知識を道具として利用しつつ、直感で営まれるものであって、科学的知識だけではやって

いけない。 

 

たとえば、人を採用する際に成績表と健康診断表だけでは選べない。 

 

直感でその人の人柄全体を見る必要がある。 

 

万人の知的生活は、意識するにせよしないにせよ、すべて宗教が土台であり、科学は道具として利用されている

に過ぎない。 

 

（2） 

進化がありえないもう一つの理由は、形質の進化には絶対に中枢の進化が必要だから。どのような単純な形質の



変化であっても、それに中枢の変化がなければ無用の長物である。クモが糸を作る機能を手に入れても、それを

つむいで巣を作る中枢がなければ無用。 

 

形質の変化も中枢の変化も DNA の変化。つまり、AGTC の並び方の変化である。形質の変化と中枢の変化とい

う互いに独立した事象において、偶然に互いに有機的に連携するように塩基が配列される確率は猛烈に小さい。

糸を作る器官がせっかくできても、それで巣を作る中枢を持つクモの出現を待たなければならないならば、途中

で退化するだろう。 

 

形質の変化と中枢の変化が同時に完成された形、つまり、互いに有機的に機能的に十分に調和している形で出現

するのを待たねばならないならば、進化よりも退化の圧力のほうが圧倒的に強いので、進化はありえない。どん

なに単純な形質であっても、それを動かす中枢の発達を待つという現実はあまりにも過酷である。 

 

これだけ複雑な生物の体を偶然の作用だけで説明するのは不可能であり、明らかに創造者がいたと結論せざるを

えない。このような非常に無理な理論を科学という名前をつけてわれわれは信じ込まされてきた。洗脳をとく必

要がある。シオン議定書においてロスチャイルドは「我々は進化論を仕掛けておいた」といった。 

 

人間は、創造者を前提として思想を組み立てるほうが、無神論を前提として組み立てるよりもはるかに自然であ

り、無理がない。無神論は、自分を騙す以外には成立しない。この世界が創造者によって作られたものであると

いう認識は、我々の本能である。心の奥底において誰でも神を知っている。 

 

日本人は、歴史上、そのほとんどすべての時間を、有神論者として過ごしてきた。似非科学である進化論が登場

してから、みんな騙された。ロスチャイルド・イルミナティに騙された。そして、変な民族になってしまった。

神仏を恐れないから、道徳が破壊された。万引きした子供をしからないモンスター親。 

 

世界観は、存在論・認識論・倫理から成り立つ。存在論が進化論で汚染されると、倫理まで汚染される。教育勅

語によって訓練された世代が去り、日教組の無神論と進化論によって汚染されたモンスター世代が日本を支配し

つつある。このまま進化論をのさばらせておけば大変なことになる。 

 

 

234 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 26 日(月) 午後 5 時 16 分  

タイトル: 聖書男？ 

 

 

全米が爆笑した「聖書男」:ウソや性欲ニモ負ケズ (1/2) : J-CAST モノウォッチ  

http://www.j-cast.com/mono/2011/09/26107710.html 

 

ある男が一定期間、聖書を文字通り実践してみたという。 

 

こういう冒涜は絶対に許されない。 

 

神の法に対するあからさまな拒絶であり、あざけりである。 



 

「罪人には石を投げよ」という文句があるが、そんなこと聖書のどこにも書いていない。殺人などの死罪に当た

る罪を犯した人間を石打ちにせよ、との命令はある。 

 

石は、聖書においてキリストと神の国を象徴している。 

 

ダニエル書において「人手によらずに切り出された石」が世界帝国の像を打ち砕く。 

 

つまり、神の国が最終的に人間の王国を粉砕するとの預言である。 

 

であるから処刑方法として石を用いるのはきわめて聖書的である。 

 

創世記において「女の末が、へびの頭を砕く」との預言がある。 

 

「わたしは、おまえと女との間に、また、おまえの子孫と女の子孫との間に、敵意を置く。彼は、おまえの頭を

踏み砕き、おまえは、彼のかかとにかみつく。」（創世記 3・15） 

 

聖書に定められた死罪にあたる罪、たとえば、殺人、冒涜、同性愛などは、サタンの側にいる人間の行動である。

だから死罪にあたる罪を犯した人の頭を石で砕くのは、この創世記の預言の成就でもある。 

 

「生理中の女性に触れていけない」という文句は、女性の象徴的な意味を知らないとわからない。 

 

女性は「泉」で象徴される。泉とは、水が湧き出るところであり、水は聖書では祝福の象徴である。泉のある場

所は、価値のある土地であった。女性は男性にとって祝福である。 

 

女性の生理は「血の泉」である。 

 

「人がもし、月のさわりのある女と寝て、これを犯すなら、男は女の泉をあばき、女はその血の泉を現わしたの

である。ふたりはその民の間から断たれる。」（レビ記 20・18） 

 

そして、血は命である。 

 

「なぜなら、肉のいのちは血の中にある」（レビ記 17・11） 

 

「すべての肉のいのちは、その血が、そのいのちそのものである。」（レビ記 17・14） 

 

「ただ、血は絶対に食べてはならない。血はいのちだからである。肉とともにいのちを食べてはならない。」（申

命記 12・23） 

 

そして、命は神に属する。 

 

だから、血に関することは神にのみ許されている。 



 

しかし、新約時代において世界がキリストによって聖められたことと、律法がキリストに導くための「序論」で

あったので、本論が現れた以上、どれが穢れた食物であり、どれが清い食物であるかという違いはなくなった。 

 

その代わり、神中心に行わない行動はすべて穢れているという戒めがある。 

 

 

このようなプロパガンダを通じて、聖書を守ることがいかに「カルト的」であるかという印象が広がる。 

 

一連の「聖書原理主義者は異常」という印象づけである。 

 

あらかじめ聖書を信じるクリスチャンと宣伝した上でイラク戦争を開始たブッシュと同じ戦略。 

 

セオノミーを排除しようとするフリーメイソンの策略であろう。 

 

 

235 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 27 日(火) 午前 0 時 43 分  

タイトル: 911 自作自演の脚本家フィリップ・ゼリコウ 

 

 

911 自作自演ストーリーを書いたのは、ユダヤ系米国人でネオコンのフィリップ・ゼリコウ。 

 

『フォーリン・アフェアズ』誌（1998 年）において、WTC 倒壊が第 2 のパール・ハーバーになるというアイデ

アを発表。 

 

ブッシュは彼に 911 委員会を任せた。 

 

脚本を書いた本人がまとめた事件調査報告書なので、小説のように実になめらか。ベストセラーになったという。 

 

フィリップ・シェノンによると、ゼリコウは、委員会が調査を開始する前にすでに『911 委員会報告書』の章概

要をすっかり書き上げていた。 

 

最近、オバマがゼリコウを諜報諮問委員会のメンバーに選ぶ。 

 

自作自演をもみ消すためか。 

 

 

236 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 27 日(火) 午前 10 時 53 分  

タイトル: 助けた亀に侮辱され・・・ 

 



 

1997 年のアジア通貨危機の時、韓国は企業の不道徳極まりない放漫経営により破綻寸前に追い込まれました。

この時日本は莫大な援助に踏み切りました。韓国はＩＭＦと日本により救われたのです。 

 

しかしこの時の韓国報道はＩＭＦ一辺倒で日本の援助を報道しませんでした。しかもＩＭＦの資金量の半分近く

は日本の融資によって運営されています。ということは韓国は日本の資金によって救われたのです。 

 

IMF の融資財源は約 20 兆円です。日本は麻生首相時代に世界的な金融危機を抑えるためにさらに 10 兆円もの

資金をＩＭＦに融資しました。 

http://ameblo.jp/mmtm2002/entry-11029718076.html 

 

以下は、韓国人選手による猿パフォーマンス。 

http://www.youtube.com/watch?v=rbVp8lKuUgQ 

 

 

237 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 27 日(火) 午後 3 時 14 分  

タイトル: 911 自作自演テロ脚本家フィリップ・ゼリコウ 2 

 

 

以下は、フィリップ・ゼリコウが 1998 年に発表した WTC 爆破事件（1993 年）の影響に関するエッセイの紹介

記事である。 

 

＝＝＝＝＝＝ 

『フォーリン・アフェアーズ』誌 1998 年 11 月～12 月号において、ゼリコウは、アシュトン・B・カーター及

びジョン・M・ドイチとの共同執筆で「破局的テロリズム」と題した記事を発表した。 

 

この中で、筆者たちは、1993 年の世界貿易センター爆破が成功してならば、「結果として生じる恐怖とカオスは、

筆舌に尽くしがたいものとなっていたことであろう」と述べた。  

 

さらに、続けてこう語った。 

 

「破局的テロのそのような行為は、アメリカの歴史を分ける分水嶺となったことだろう。 

 

平時における事件としては、これまで前例のない損失が生命と財産に加えられたはずだ。 

 

1949 年のソビエト連邦の原子爆弾実験がそうであったように、アメリカ人の安心感は根底から覆されたことで

あろう。 

 

パール・ハーバーのように、それは、アメリカの歴史を『それ以前とそれ以後』に分ける画期的な出来事になっ

ていたはずである。 

 



米国は、厳しい手段を取っただろう。 

 

市民的自由の制限と、市民行動に対する監視の強化。 

 

容疑者の拘留や、殺傷力のある兵器の使用許可。 

 

未来のテロ攻撃もしくは米国の反撃に続いて、暴力が拡大したかもしれない。 

 

しばらくして、アメリカ人は、指導者たちを非難し、『テロへの取り組みが遅い。怠けている。』と非難する。」 

 

 

(Ashton B. Carter, John Deutch, and Philip Zelikow (November/December 1998). "Catastrophic Terrorism: 

Tackling the New Danger". Foreign Affairs. 

http://www.foreignaffairs.org/19981101faessay1434/ashton-b-carter-john-deutch-philip-zelikow/catastrophic

-terrorism-tackling-the-new-danger.html) 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

どうだろうか。 

 

まさに、2001 年に起きた WTC 倒壊事件とその後の米国政府の対応の予言ではないか。 

 

ゼリコウが 911 自作自演テロの脚本家であることは明らかだ。 

 

 

238 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 28 日(水) 午後 0 時 04 分  

タイトル: 機械論的世界観は世界をバラバラにする 

 

 

遺体収容に際して、西洋人はものとして扱う傾向があると聞いた。 

 

ある人は、西洋はキリスト教だからそうなのだろう、日本は仏教徒で遺体を仏として扱うから違う、というが、

まったくの間違い。 

 

西洋人は、デカルト以来、機械論者であり、ものを物体として見る傾向がある。 

 

デカルト以前は、西洋ではスコラ学が支配的であった。アリストテレスの世界観が支配していたから、一種のア

ニミズムであった。 

 

物の内部に何かの意志が宿っているから物は運動するとか。 

 



完全に物をそういったもの（形相・アニマ）から切り離して、物体の運動を純粋に物理学的法則によって考えよ

うとしたのが、機械論である。 

 

「天候や地形、生命などの諸々の自然現象を、心や精神や意志、霊魂などの概念を用いずに、その部分或いは要

素の決定論的な因果関係のみ、特に古典力学的な因果連鎖のみで、解釈でき全体の振る舞いも予測できる、とす

る立場」（Wikipedia-機械論） 

 

このような立場は、一面で正しいが、別の面で重大な欠陥がある。 

 

科学において、物をアニマから切り離すのは重要である。 

 

事実、物体の運動は物理法則にのっとって進む。 

 

しかし、「常に」ではない。 

 

デカルト以降、西洋人が物体の運動を完全に割り切って考えるようになったことによって科学が発達したのは事

実だ。 

 

しかし、「常に」物体は物理法則にのっとって進むと考えた結果、神を世界から追い出した。 

 

これは、きわめて重大な失敗である。 

 

聖書の世界観は、「神は物体を創造され、そして、今も維持しておられる」というものである。 

 

「創造と摂理」がワンセットで成立している。 

 

理神論は、創造だけで摂理がない。 

 

「神は最初の一撃を与え、その後は物理法則だけで天体は回っている」と考える。 

 

しかし、神は、その後も、物理法則を管理しておられる。 

 

物理法則は、「神のしもべ」である。 

 

法則は、神の下にあって、神の意志を代行するために設定されたものであって、神と独立して存在するものでは

ない。 

 

だから、聖書には無数の奇跡の話がある。 

 

「預言者イザヤが主に祈ると、主はアハズの日時計におりた日時計の影を十度あとに戻された。」（2 列王 20・11） 

 

これは、神が地球の自転に影響を及ぼされたことを意味する。 



 

逆回転である。 

 

地球の回転を逆にした場合、慣性の法則によって、地上のすべての物体にはものすごい力が働き、破壊され、液

体はそのまま進むので、全世界の陸地は海の水でおおわれるだろう。 

 

これを神はすべてをコントロールして正常な状態を維持しながら 10 度逆回転されたのである。 

 

奇跡とは、「世界が摂理によって保持されている」ということの宣言である。 

 

物理法則、化学法則、あらゆる法則は、神の主権のもとにあって世界を統治するための規則であるから、神は自

由にそれを変えることができる。 

 

だから、現代人の常識となっている「科学法則の自律」は幻想である。 

 

仮に科学法則が自律しているとすれば、祈りは無意味である。 

 

常に「強い者が勝ち、弱い者は負ける」という弱肉強食の原理が働くならば、正義に何の意味があるのだろうか。 

 

裁判所に、正義を重んじる義務があることがどうしてわかるのだろうか。 

 

科学法則の自律を主張すると、「夢も希望もなくなる」のである。 

 

「科学法則は絶対である」「奇跡などあるはずがない」と主張することは、「人間に自由はない」と主張すること

に等しい。 

 

だから、デカルト以降、人類は絶望を選択したのだ。 

 

「科学法則至上主義」は、自殺思想である。 

 

西洋人は、このような味もそっけもない思想に汚染されたため、極端な個人主義になった。 

 

互いの連携を裏付ける何もない。 

 

恋愛や結婚、宗教心すら、生理学や心理学、物理学で分析できるとすら言うから、すべてがバラバラになるのだ。 

 

このような世界観から、「尊属殺人を特別視してはならない」というような法律観が生まれる。 

 

親族に対する犯罪と、他人に対する犯罪の区別がつかなくなる。 

 

機械論的世界観は、欠陥思想である。 

 



われわれは、聖書の契約思想に帰るべきだ。 

 

人間も世界も、すべて創造という紐帯によって結ばれている。 

 

宇宙は神の創造によるから、人格的である。 

 

人間のとった行動は、神の善悪の基準によって評価され、賞罰が下る。 

 

人間と人間は、互いに祖先を同じくするため、同族である。 

 

ただし、クリスチャンは、祖先をアダムからキリストに移したため、別の種族である。 

 

旧人類はアダムにおいて罪を犯して、相続権を失ったが、新人類はキリストにおいて罪の支払いをし、しかも、

律法をすべて守ったため、永遠の命を入手した。 

 

だから、クリスチャンは、永遠の命と財産を相続することができる。 

 

このような契約的連帯の思想がなければ、社会はバラバラになり、統率を取ることができなくなる。 

 

日本には、もともとキリスト教があったので、契約的な人間観や社会観が根付いている。 

 

世界はデカルトの騙しから解放されて、聖書の世界観に立ち返る必要がある。 

 

 

239 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 28 日(水) 午後 0 時 24 分  

タイトル: 脱原発安易に考えるな 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YlUshfhFk7w&feature=player_embedded#! 

 

 

240 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 29 日(木) 午後 1 時 55 分  

タイトル: お祈りを感謝します 

 

 

本日確認したところ、翻訳会社がちゃんと支払をしていました。 

 

普段から比べると 1 か月遅れでしたが。 

 

これが払われないと、非常に苦しい状態になっていたので、感謝いたします。 



 

皆様に主の祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。 

 

在主 

 

富井 健 

 

 

投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 29 日(木) 午後 9 時 32 分  

タイトル: 増税は絶対反対 

 

 

増税がいよいよ実現しそうですが、本当におろかです。おろかというより、意図的に国力を殺ぐ作戦でしょう。 

http://www.nikkei.com/news/headline/related-article/g=96958A9C9381949EE3E4E2968A8DE3E4E2EBE0E

2E3E3E2E2E2E2E2E2;bm=96958A9C93819481E3E4E2E1828DE3E4E2EBE0E2E3E39797E0E2E2E2 

 

以下わかりやすいたとえなので転載いたします。（my 日本の「桜 並木」さんの日記） 

 

＝＝＝＝＝ 

マスゴミでも盛んに喧伝している、「将来に借金を残すのか！このままではギリシャの二の舞いで日本は財政破

綻する。」というのを聞いて友人が質問してきました。「どうしたらいいの？…増税はいやだけど日本が破綻した

ら困る」 

そこで、日本経済を家の経済にたとえて説明しましたら、なんとなく分かったと言ってくれました。これは自民

党の西田議員も言っているたとえ話です。 

 

結論から言えば日本はギリシャにはなり得ません。 

 

ある所に、A さんと B さんと C さんがいました、 

 

A さんの旦那さんは働き者で一緒懸命に働いていますが小遣いが少なくて（可処分所得）お昼は吉野屋の牛丼に

しました、（デフレ） 

しかし、奥さんはきっちり貯金している倹約家です（日本）。それでもお小遣いの足りない部分は金利を払って

奥さんから借りています（日本国債）。 

 

B さんの旦那さんは働くのが嫌いで給料の大半をパチンコにつぎ込んでいて、サラ金（外国国債）に数千万の借

金があって金利を払うのもやっとという状態、奥さんも浪費家で貯金もありません。（ギリシャ） 

 

数年後…。浪費家の B さんはいよいよ立ち行かなくなり、自己破産しようとします。しかし、数千万と言う巨額

の借金を自己破産されたらお金を貸しているサラ金も潰れてしまいます。なんとか自己破産しないように B さん

の親や兄弟（EU）に B さんを何とかしろと言っていますが、当の B さんはそ知らぬ顔で借金を返す気などサラ

サラありません。（ギリシャ問題） 



 

さて、働き者の A さん。困ったことに自動車をぶつけてしまい全損させてしまい買い換えなくてはなりません（震

災復興費）。 

A さんは考えました。（民主党の増税案） 

奥さんにこれ以上借金はできないし、言い出せない。しかし、自動車がなければ仕事が出来ない。そこで貰って

いるお小遣いで何とか車を買おうと貯金をし始めました（増税→可処分所得低下）。そしてお昼を愛妻弁当にし

タバコを止め、お酒も止めて倹約すれば何とかなる。でも…そうしたら…吉野家が倒産し、タバコ屋が倒産し、

酒屋がつぶれてしまいました。（景気悪化、デフレ進行）実は A さんの仕事は吉野屋やタバコ屋さんや酒屋さん

に品物を卸している仕事だったのです。A さんも倒産し……残念ながら自ら命を絶ってしましました。 

 

さて A さんと同じような働き者の C さんも同じように自動車を壊してしまいました。C さんは奥さんに借金し

て（建設国債）自動車を買い替えました。もちろん奥さんには金利をつけて将来返済することを確約してです。

新しい自動車にカーナビやオプションをたくさん付けてかなりの金額になりました。それで近所のカーショップ

が儲かりました。実は C さんの仕事はカーショップに品物を卸していたので、C さんの売り上げもアップして利

益も出ました（震災復興→デフレ脱却→景気回復→税収アップ）。お小遣いも増えたので、また車にお金をかけ

てドレスアップできました（可処分所得増・国内需要増）そしたらまたまたカーショップから注文が来て…笑い

が止まらなくなりました。 

そこで奥さんに借りていた借金をきっちり金利をつけて、しかも前倒しで返済しました。以後 C さんは商売も上

手く行き、奥さんと幸せに暮らしましたとさ。 

 

日本の問題点は国産残高の多さではなく、デフレの進行による可処分所得の低下と円高による為替差損の問題で、

財務省とそれに踊らされた野（ぶ）田民主党の言う財政健全化ではないのです。証拠があります。財政危機の国

のお金の価値は下がるはずです。いつ紙切れになってしまうか分からないお金を買いあさる人はいないはずです。

日本の財政は大丈夫だから円高になるのです。それは日本の借金は A さんや C さんのように奥さん（国民）か

ら借りているからです。そして、奥さんから借りている借金には利子を払っているからです。旦那さんが奥さん

に借金してても、結果的に家計全般では資産が増えるのです。国民の借金は国民の財産になると言うことで、こ

こが B（ギリシャ）さんとは違うところです。 

要は日本が A さん（増税→ﾃﾞﾌﾚ進行→日本衰退。）になるか、C さん（国債増発→国内需要拡大→ﾃﾞﾌﾚ脱却→景

気回復）になるか。今が分かれ目でしょう。民主党よ、マニフェストは破綻した。増税するなら国民に信を問え！

…です。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

勝という財務官僚が増税によって国を滅ぼそうとしています。 

 

中川氏をはめて酩酊会見を開かせた日銀の白川とあわせて、神が引き摺り下ろしてくださるよう祈ってください。 

 

そして、増税案が国会を通らないように祈ってください。 

 

 

242 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 30 日(金) 午前 11 時 19 分  



タイトル: ファンダメンタリズムは「世俗を捨てよ」というか？ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2mYRaNDMJqk&feature=related 

 

この牧師の息子は、理解が浅い。ファンダメンタリズムは、大本はカルヴァン主義。 

 

カルヴァン主義は、「世俗を捨てろ」なんていわない。全宇宙に神の主権を立てることを求める。 

 

スコットランドの政治を改革したジョン･ノックスがその典型。カルヴァン主義からアルミニウス主義が出て「世

俗を捨てろ」と言い出した。 

 

このアルミニウス主義の影響を福音派やファンダメンタリズムは強く受けている。 

 

宗教右派は、このアルミニウス主義がほとんどを占めているにもかかわらず、再建主義のドミニオン主義（統治

主義）を接木したために、「武力による覇権主義」になり、ネオコンに利用されている。 

 

しかし、再建主義の統治主義は、宣教と教育による変革を唱えており、武力による覇権主義に反対している。 

 

ラッシュドゥーニーの Calcedon の HP を見れば明らか。 

 

中途半端な知識では批判できませんよ。 

 

 

243 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 30 日(金) 午後 2 時 07 分  

タイトル: 平岡法務大臣、朝鮮総連とのつながりが明らかになる 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nqRTyXswa1Y&feature=related 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

やまと新聞引用 

 

親北・菅直人前首相も真っ青？「朝鮮学校で祝辞まで述べた法相」 野田首相ショック「知らなかった…」 

 

平成 18 年 11 月に都内ホテルで行われた朝鮮大学校（東京都：小平市）の 50 周年祝賀宴に、平岡秀夫法務相が

国会議員としてただ 1 人出席していた事が、27 日の衆議院予算委員会で明らかになった。自民党・河井克行議

員が追求した。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

そもそもこの人は、死刑反対論者で、TV で「犯罪者にも事情がある」と発言した。 



http://www.youtube.com/watch?v=LswADT-mSs0 

 

こんな人間をどうして法相に任命したのか。 

 

任命責任者である野田に責任あり。 

 

日本は売国奴に徹底支配されており、猛烈な祈りが必要です。 

 

 

244 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 30 日(金) 午後 8 時 47 分  

タイトル: 日本とキリスト教が支配する世界が来るように祈ってほしい 

 

 

クリスチャンと日本人に対するサタンの攻撃は似ている。 

 

いずれに対しても、「政治については無関心でいなさい」と囁いてきた。 

 

マッカーサーは、日本人が経済に集中し、政治や軍事については熱心にならないように、教育をした。 

 

アメリカが日本の代わりに防衛をすることによって、日本に国防を担当させないようにしてきた。 

 

もう一方で、ディズニーなどのエンターテインメントを通じて米国文化にあこがれをもたせ、「竜宮城」の体験

をさせることによって現世を忘れさせた。 

 

戦後の日本人は、このようにして巧妙に政治と軍事から引き離されてきた。 

 

クリスチャンも同じように、フリーメイソンによって「キリスト教は来世のことや教会内部のことに関するもの

で、政治は関係ない」と吹き込まれてきた。 

 

だから、福音派の教会において政治について語り出すと、「危ないですよ。悪魔にやられますよ。」とか忠告され

る。 

 

これも、一つの愚民化政策である。 

 

クリスチャンに政治にタッチさせたくないのである。 

 

なぜ政治にタッチさせたくないのだろうか。 

 

それは、「支配」の問題だからだ。 

 

支配や覇権の問題こそ、この世界の究極的問題である。 



 

政治は基礎の中の基礎である。 

 

国土が蹂躙されている国において経済が発展するはずがない。文化が発達するわけがない。 

 

国土があってこその文化や芸術、経済だ。 

 

ソ連が崩壊した後、しばらくの間、政治抗争だけではなく、マフィア同士の血で血を洗う抗争があった。 

 

なぜか。 

 

都市の覇権をだれが握るかは基本的な問題だからだ。 

 

つまり、政治的支配や覇権は、社会の土台である。 

 

商売にしても、芸術にしても、この土台が定まった後の話である。 

 

まず、その地域をだれが統治するのか。 

 

これこそが最も重要な問題だ。 

 

だから、サタンは、クリスチャンには政治について関心を持ってほしくないのだ。 

 

自分の支配が崩れるからだ。 

 

サタンは、キリストが十字架と復活において勝利したことを知っている。 

 

だから、キリスト軍が攻撃を仕掛けてきたら、必ず敗北することを知っている。 

 

自分の支配をできるだけ延ばすには、クリスチャンにこの知識を与えないことだと考えている。 

 

だから、再建主義のような教えをものすごく嫌うのである。 

 

クリスチャンはディスペンセーショナリズムを通じて「われわれは天国の住民であって、地上の住民ではない」

と信じてきた。 

 

「御心が天におけるように、地上でも行われるように」と祈りながら。 

 

「イエスは主の主です！」と集会で叫びながら。 

 

騙されてきたのだ。 

 



日本人もクリスチャンも、同じようにイルミナティ・フリーメイソンによって騙されてきた。 

 

日本人が米国の搾取と支配から解放されたらどういうことになるだろうか。 

 

アメリカ人は、日本人とドイツ人を恐れている。 

 

これは、日下公人氏が米国の研究所で痛感したという。 

 

実質的に、世界において経済的に残ったのは日本とドイツだけだ。 

 

後は全部破たん寸前だ。 

 

とくに日本人については、徹底的に叩きのめされて、国土を焦土とされながら、20 年で世界第 2 位の経済大国

に上り詰めた。 

 

1985 年の時点では、おそらく世界一になっていただろう。 

 

恐ろしいのだ。グローバリストたちは日本人が。 

 

それで、1985 年日航機撃墜からはじまって、プラザ合意、バブル崩壊、失われた 20 年と、日本経済の破壊のた

めに奴らは腐心してきた。 

 

しかし、最終的に破壊されたのは英米、EU 諸国であった。 

 

サタンが恐れているのは、日本人とクリスチャンである。 

 

だから、日本人で、なおかつクリスチャンである人は、もっとも恐れられているとみてよい。 

 

日本人のクリスチャンが覚醒したらどういうことになるだろうか。 

 

今のディスペンセーショナリズムやリベラルのキリスト教ではだめだ。 

 

腑抜けになる。 

 

聖書にしたがった正しい教えによって訓練された日本人クリスチャンが登場することは、サタンの帝国の滅亡に

つながるだろう。 

 

われわれが祈るときに、サタンの帝国は壊滅的な打撃を受けるだろう。 

 

ぜひ敵を撃滅するまで祈ってほしい。 

 

そして、日本とキリスト教が支配する世界が来るように。 



 

 

245 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 30 日(金) 午後 10 時 11 分  

タイトル: 支配と祝福 

 

 

 

[ミレニアム通信][00244]拝読しました。 

 

彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪い者から守ってくださるようにお願いしま

す。・・・わたしは、ただこの人々のためだけでなく、彼らのことばによってわたしを信じる人々のためにもお

願いします。 

（ヨハネ 17:15、20） 

 

イエス様が十字架の前にこう祈られた。 

「秘密の携挙」も「患難前携挙」もあきらかにこの御言葉に矛盾する 

 

パウロは、その意味を悟っていた（御霊の示しによって）： 

 

神の御霊に導かれる人は、だれでも神の子どもです。 

あなたがたは、人を再び恐怖に陥れるような、奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたの

です。私たちは御霊によって、「アバ、父。」と呼びます。 

私たちが神の子どもであることは、御霊ご自身が、私たちの霊とともに、あかししてくださいます。 

もし子どもであるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと、栄光をともに受けるために苦難をともにし

ているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。 

今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに啓示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私

は考えます。 

被造物も、切実な思いで神の子どもたちの現われを待ち望んでいるのです。 

それは、被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく、服従させた方によるのであって、望みがあるからです。 

被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられます。 

私たちは、被造物全体が今に至るまで、ともにうめきともに産みの苦しみをしていることを知っています。 

そればかりでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、

すなわち、私たちのからだの贖われることを待ち望んでいます。 

私たちは、この望みによって救われているのです。目に見える望みは、望みではありません。だれでも目で見て

いることを、どうしてさらに望むでしょう。 

もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは、忍耐をもって熱心に待ちます。 

（ローマ８：14-25） 

 

「地を従えよ。」との命を受けたアダムは失敗した。 

同時に被造物が虚無に服さざるを得なくなった＝「見よ。それは非常によかった。」状態からどんどん乖離が始

まった。 



 

「滅びの束縛から解放され、神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられ」るために、この地上世界は 

「切実な思いで神の子どもたちの現われを待ち望んでいる」 

 

神の子供たち、 

「子としてくださる御霊を受け」「神の御霊に導かれ」「「アバ、父。」と呼ぶ」クリスチャンを！！ 

 

彼岸信仰に逃避するのでなく、御国建設に携わるクリスチャンを！ 

 

tomi 先生、こういう理解でよろしいでしょうか？ 

 

 

 

そのとおりですね。 

法的には被造物は回復しているのです。 

しかし、実際的には虚無の中にいます。 

もともと動物にしても岩石にしても、神の栄光を表すように造られているが、その状態にはありません。 

クリスチャンが文化的営為を通じて、その栄光の状態に至らしめるべきです。 

これが文化建設です。 

クリスチャン的な文化を通じて、世界が徐々に復活し、命にあふれていく。 

 

野菜とか動物、人間も、栄光に満ちていくにつれて、大きくなるでしょう。 

昔の人は 2・5m あったそうです。 

トンボも 1m くらいあったらしい。 

 

とにかく、祝福の状態について現代人は知らない。 

しかし、戦国時代の武将はみな 50 歳くらいで亡くなっています。祝福によって、長寿になり、120 歳くらいに

なるのではないかと思います。 

 

現在のイルミナティの支配下においては、文化が堕落し、進化論や無神論などを通じて冒涜がはびこっているた

め、寿命は延びないでしょう。 

 

クリスチャンが増えて、文化がクリスチャン的になれば、生産力が飛躍的に向上し、おそらく、コストのいらな

いエネルギーが普遍的に利用されるでしょう。 

ということは、全世界の国民が等しく所得が上がるということです。 

 

今は、ユダヤ人が独占しようとしているため、エネルギーのコストは高いですが。 

 

現代世界は一度、痛い目にあわないとだめです。 

 

へりくだらないと、キリストの救いは見えてこない。 

 



どうかそういった謙遜を与えてくださるよう祈ります。 

 

そして、イルミナティを完全追放し、悪魔崇拝者が世界を支配しないように働きかける必要があります。 

 

 

246 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 9 月 30 日(金) 午後 10 時 35 分  

タイトル: この世は後の世のテスト期間 

 

 

キリストは「律法と預言者を成就するために来た」といわれた。 

 

ということは、十字架上で「完了した」といわれたときに、イエス・キリストは、すべてを成就されたのだ。 

 

パウロは、「天地にあるすべてのものはイエス・キリストを通じて神と和解した」と宣言した（コロサイ 1・20）。 

 

そして、キリストは「天地にある一切の権威を与えられた」といわれ、「わたしはすでに世を征服した」といわ

れた。 

 

「世に勝った」という表現は、実は原語では「世を征服した」という意味である。 

 

キリストは、世界の征服者になられた。 

 

だから、今の世界はキリストの王国であり、世界はことごとく征服されたのである。 

 

それゆえ、紀元 70 年という年はきわめて重大な年である。 

 

キリストが旧約聖書の約束をすべて成就し、全世界を和解され、全世界を征服された年である。 

 

紀元 70 年の神殿崩壊は、神の新しい体制の開始を象徴する。 

 

神殿を中心にして成立していた世界が、別の世界に変わったということである。 

 

別の世界とは、今のディスペンセーショナリズムのクリスチャンが考えているようなものではない。 

 

ことごとく変わったのである。 

 

完全にイエス・キリストの王国がそのときに始まった。 

 

世界はニュー・ワールド・オーダーになった。 

 

世界はエデンの園化された。 



 

しかし、こういう疑問が起きるだろう。 

 

「え～、これがエデンの園ですか？戦争や天災や騒乱や堕落に満ちたこの世界が？」 

 

法的と実際的の区別がついていない。 

 

イエス・キリストは、「法的に」世界を完成されたのである。 

 

「実際的に」ではない。 

 

アパートの法的権利を手に入れても、住民が出ていかないならば、そのアパートは実際的には自分のものではな

い。 

 

説得して住民を追い出す作業が必要である。 

 

それと同じように、世界はキリストのものになったのだが、実際にはサタンが住み着いて出て行かない。 

 

これを追い出すのがわれわれの仕事である。 

 

われわれは、「掃討部隊」である。 

 

すでに敗北が決定した敵の残党を掃討するのである。 

 

本国はすでに体制が崩壊してしまっているのに、連絡が届かない残党がゲリラ戦をしている。 

 

このような悪霊を退治して、次々と世界の領土を広めることである。 

 

あらゆる分野を変革して神の体制に変えるのである。 

 

聖書を基準とした世界を作る仕事がわれわれに残っている。 

 

自分の人生の評価は、「どれだけ神の国を拡大したか」によって行われる。 

 

この世は、後の世のテスト期間である。 

 

この世において、犠牲も払わず、神の国のために働かなかった人は、後の世において貧乏人になる。 

 

われわれの一つ一つの行動を神は評価しておられる。 

 

永遠の世界においてどれだけ獲得するか、これこそがわれわれの目標とならねばならない。 

 



だから時間と資産を無駄に使ってはならないのだ。 

 

 

247 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 1 日(土) 午後 9 時 19 分  

タイトル: 鉄の柱が蒸発―911 の WTC 倒壊 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=km1DGSMjD1k 

 

鉄の柱が蒸発しているところがはっきりと写っている。 

 

これは、明らかに核兵器が使用されたことを示している。 

 

 

248 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 1 日(土) 午後 10 時 35 分  

タイトル: ケルセチン効果 

 

 

医者ではないですが、成人病に気を付けているので。 

 

ケルセチン効果は期待できます。 

 

http://miyakantei.fool.jp/page044.html 

 

ケルセチンは玉ねぎの皮に多く含まれている。 

 

玉ねぎの皮の粉末 100g が 980 円で買えます。 

 

http://item.rakuten.co.jp/kurumiya/1039898/ 

 

 

249 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 2 日(日) 午前 9 時 53 分  

タイトル: 1913 年の FRB 創設は米国の再植民地化であった 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PuZmYPXQHyo&feature=related 

 

独立戦争で、貨幣発行権をイギリスから奪った植民地アメリカは、1913 年銀行カルテルによってふたたび奪わ

れた。 



 

 

250 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 2 日(日) 午後 3 時 57 分  

タイトル: 「政治について語るな」というようなキリスト教はキリスト教ではない 

 

 

「政治について語るな」というようなキリスト教はキリスト教ではない。 

 

なぜならば、「統治」の基本は政治だからだ。 

 

神は人間に「地を従えよ」と命令された。 

 

これこそが、神の基本命令である。 

 

人間存在は、このためである。 

 

人間が創造された目的は、「統治」のためであり、「政治」のためである。 

 

政治において失敗すれば、経済や文化においても失敗する。 

 

どんなに会社ががんばっても、中央銀行が金融緩和しなければデフレは収束せず、どんどんモノが売れなくなっ

て、駄目になる。 

 

中央銀行制度という「偽札（つまり、不換紙幣）が合法化されている」の制度のもとでは、偽札犯が王様である。 

 

通貨の供給量を自在に決定でき、それによって、景気不景気をコントロールできる。 

 

犯罪者が支配する体制、これが、中央銀行制度である。 

 

米国では 1913 年から、日本では 1998 年から中央銀行は独立し、総裁人事の決定権は政府にはない。 

http://www.publicchoice.jp/takahasi.htm 

 

だから、イルミナティのピラミッドは 98 年に日本において完成した。 

 

頂上のキャップストーンが、ふわふわ宙に浮いている。 

 

「目」が独立して支配している状況になっている。 

 

だから、日本国民がどんなにがんばっても、景気はよくならない。 

 

デフレとは、供給力が需要よりも大きいこと。 



 

日本には供給する力が十分にあるにもかかわらず、日銀という魔物によって、それを封じ込められている。 

 

政治を牛耳られると経済も牛耳られる。 

 

だから、政治に関心を持たないと敵にすべてをやられてしまうのである。 

 

クリスチャンの若者諸君、どうか勉強をしっかりしてくれ。 

 

そして、政治を学んでくれ。 

 

聖書だけではなく、聖書を政治に適用してくれ。 

 

クリスチャンの実業家諸氏にお願いする。 

 

このままなら日本経済は駄目になる。 

 

再生のために、正しい世界観と諸学問の構築のために金を出してほしい。 

 

ラッシュドゥーニーとゲイリー・ノースがそのために貴重な仕事をしてくれたから、それを日本人に伝えたい。 

 

そして、後の世代のクリスチャンが日本を聖書によって構築しなおすための基礎を作ることに参加してほしい。 

 

ヒューマニズムでは、限界が来ている。 

 

新しいパラダイムが必要だ。 

 

そのためには資金力は非常に重要である。 

 

さしあたり、聖書律法綱要などの翻訳に資金が必要だ。 

 

この分野の翻訳ができる人々がすでに 50 代以上で、活動できる期間はわずかしかない。 

 

60 代になって目がやられるとどうしようもない。 

 

今日本の土台作りをしなければ禍根を残すことになる。 

 

われわれの立場以外に、これからの社会に指導原理を提供できる教えはないだろう。 

 

ヒューマニズム側は、すべて出し尽くした。 

 

キリスト教再建主義を支援することがいかに重要であり、それが自らの永遠の生命と祝福にどれだけ大きな報い



があるか考えていただきたい。 

 

 

251 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 2 日(日) 午後 5 時 42 分  

タイトル: ソ連のテロに加担したユダヤ人 

 

 

KGB が粛清した人の数は 2 千万人である。粛清の内容は、強制集団農場化、飢餓、大規模なパージ、除名、流

刑、処刑、強制収容所における大量死である。 

 

あらゆる階層の人々が排除された。独立農民、少数民族、ブルジョア、高級官僚、知識人、芸術家、労働運動活

動家、まったくランダムに定義された「反体制人」、無数の共産党員。 

 

歴史家ナイアル・ファーガソンは、新著 The War of the World において、「人類の革命史の中で、ソヴェト革命

ほど、無限の破壊欲を自国民に対して注いだものはない」と述べた。テルアビブ大学のイガル・ハルフィン博士

は、「スターリン主義者の暴力は、その対象が内部に向かったという点で独特である」と語った。 

 

これには協力者が多数いたが、かつて KGB で働き、この犯罪に加担した人々のほとんど誰も逮捕され裁判にか

けられていない。ロシア人大衆がこの問題について話題にすることはほとんどない。東欧諸国に反して、ロシア

人はスターリン主義者に仕返しをしない。 

 

KGB の前身である GPU の副長官であり、NKVD の創設者及び長官であったゲンリッヒ・ヤーゴダはユダヤ人

であり、20 世紀最大のユダヤ系殺人者である。 

 

スターリンの集団農場化の命令を忠実に実行したヤーゴダが殺した数は、1 千万人である。強制収容所は、ヤー

ゴダの部下によって作られた。スターリンに嫌われてから、ヤーゴダは降格され、処刑された。1936 年に後任

者として通称「血に飢えた小人」イェゾフが選ばれた。 

 

イェゾフはユダヤ人ではないが、活動的なユダヤ人の妻がいた。著書 Stalin: Court of the Red Star の中でユダ

ヤ人歴史家セバグ・モンテフィオーレは、「共産主義者の殺人マシンがフル稼働していた恐怖時代の最暗黒の時

期に、スターリンは、美しく若いユダヤ女性に囲まれていた」と述べた。 

 

スターリンの側近にして、中央委員会委員であり政治局員であったラザロ・カガノビッチはユダヤ人である。モ

ンテフォーレによれば、カガノビッチは「最初のスターリン主義者」であり、ナチの恐怖政治と毛沢東のテロを

別として世界最悪の悲劇であるウクライナにおける大量餓死にもその心は動じなかった。 

 

多くのユダヤ人が共産革命の悪魔に魂を売り、己の手に血を塗りたくり、永遠の罪を自分のために積み上げた。

NKVD の特別局長兼主任尋問官レオニード・ライヒマンは、残忍なサディストであった。 

 

1934 年、公表された統計によれば、ソ連の公安機関の最高幹部の 38・5%がユダヤ人であった。次の粛清時には、

彼らも排除の対象になった。今週開かれたテルアビブ大学の会議において、ハルフィン博士は、ソヴェトのテロ



を「大量虐殺の謝肉祭」「パージのファンタシー」「邪悪なメシア信仰」と評した。メシア信仰にとらわれると、

ユダヤ人でも現代史に名を残す大虐殺者になりえるのである。 

 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html 

 

 

252 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 3 日(月) 午後 2 時 09 分  

タイトル: 聖霊に満たされ続けよ 

 

 

聖書を読み、教会というある程度霊的な場に入って、心の中が霊的に整えられるということは、掃除と似ていま

す。 

 

聖書を読み、牧師の説教を聞いて理解すると、それだけ心は掃除されます。 

 

掃除をするとそれまで隠れていたものが現れるように、それまでなぞだったものが整理されて見えてきます。 

ですから、クリスチャンになって心が整頓されればされるにつれて、どんどん世界の理解力がつきます。 

しかし、同時に、整理されているということは、悪霊側にとっても都合がいいのです。 

 

「汚れた霊が人から出て行って、水のない地をさまよいながら休み場を捜しますが、見つかりません。 

そこで、『出て来た自分の家に帰ろう。』と言って、帰って見ると、家はあいていて、掃除してきちんとかたづい

ていました。 

そこで、出かけて行って、自分よりも悪いほかの霊を七つ連れて来て、みなはいり込んでそこに住みつくのです。

そうなると、その人の後の状態は、初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまた、そういうことにな

るのです。」（マタイ 12・43－45） 

 

心を整理しただけでは、非常に危険です。 

心を聖霊によって占領され続ける必要があります。 

聖霊がなく、空っぽになっていると、悪霊が喜んで住みつきます。 

 

では、悪霊が住み着くきっかけはなにかというと、教会に通い、聖書を読んだのにもかかわらず、その後、何ら

かのきっかけでそれを嫌ったり遠ざけ、不信仰や反感などをキリスト教に持つようになることです。 

 

掃除の程度に応じて悪霊も働きやすくなります。 

 

そのため、牧師の息子なんかが反キリストになると、相当知識があるため、逆の道具として大いに利用されます。

ニーチェやユングなどはその例です。牧師の息子ではないが、かつてクリスチャンで、キリスト教に理解のあっ

たマルクスとエンゲルスは、普通のノンクリスチャンのレベルとは数段違う霊的レベルに達した後に堕落したの

で、それだけ掃除がされており、悪霊が大きく利用しやすかったのです。 

 

私の考えでは、とくに知的レベルが高い人の場合は、高級霊に憑依されます。高級霊とは、哲学とか思想、神学、



科学、教育など、社会の基本となる部分において働く霊です。エクソシストなどに登場するような霊は、低級霊

であり、高級霊と比較すれば、それほどの威力はありません。 

 

高級霊の恐ろしいところは、社会全体を悪魔化する大きな影響力を持っていることです。 

 

鉄人が敵にリモコンを奪われると、敵のために働くのと同じように、人間は、どの霊に憑依されるかによって、

正反対の行動が取れます。 

 

神、キリスト、聖書、クリスチャンに対する不信は、心に開いた穴です。そこから悪霊が入ります。 

 

信仰は、「大きな盾」といわれます（エペソ 6 章）。 

 

信仰が弱くなったり、失ったりすると、自分を守るものが何もなくなります。 

 

悪霊にやられ放題になり、自分の心を占領され、自分ではなくなってしまいます。 

 

聖霊に満たされていれば、悪霊が入る隙がありません。 

 

信仰を堅く保ち、聖霊に満たされ続ける必要があります。 

 

 

253 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 3 日(月) 午後 3 時 54 分  

タイトル: 心の病を治療するには 

 

 

私は、様々な心の病の原因が霊にあると考えています。 

 

もちろん、すべてとは言い切れないですが、多くの場合そうだと思います。 

 

これまでの経験から、心の病に陥る人の特徴は「抵抗しない」ことです。 

 

人から責められたときに、素直に受け入れてしまう。 

 

これは、ある程度はいいですが、度が過ぎると利用されます。 

 

悪霊は、人の良心を利用しますので、相手が謝罪したり、悔いたりすることを狙っています。 

 

罪悪感を利用して、無限の負のスパイラルに持ち込もうとしています。どんどん悪いほうに考えを導いていこう

とする。 

 

それから、心の病に陥る人の特徴は「信じやすい」ことです。 



 

これまでの経験で、こういう人々には、世間的に見て素直でいい人が多いと感じました。 

 

素直なことはよいことですが、しかし、悪霊に対しても素直であってはなりません。 

 

イエスは、「鳩のように素直で、蛇のように聡くあれ」といわれました。 

 

素直だけではだめで、「騙し」を見破る狡猾さが必要です。 

 

とくにクリスチャンになりたての霊的幼児の人々に申し上げたいのは、「読む本に注意せよ」ということです。 

 

間違った教えは、幼児にとっては劇物（毒）です。 

 

幼児の周りにはそういった劇物を置いてはならない。 

 

聖書から正しい教えを学び、十分に成長してからでなければ、異なる教えの本を読んではならないと思います。 

 

幼児は、何でも口に入れますが、霊的幼児も、こういう教えでも心の中に入れてしまいます。 

 

すると、心の中が劇物で焼け爛れてしまいます。 

 

われわれの体は神殿であり、心は至聖所です。 

 

われわれの役割は、門番として、この神殿に入る人をチェックすることです。 

 

これに失敗すると、至聖所にまで入られます。 

 

至聖所に入られてそこを占領されるとなかなか追い出すことが難しい。 

 

心の病の治療とは、実は「宮聖め」なのです。 

 

イエスのように、鞭を作って、悪霊を打ちたたき、彼らの商売道具を覆してください。 

 

ただし、自分の力ではできません。 

 

イエスの権威を帯びてください。 

 

警察官が犯罪者を逮捕できるのは、国家の権威があるからです。 

 

それと同じで、イエスの権威を帯びずに悪霊を追い出すことはできません。 

 

イエスの権威を帯びるということは、信仰によってイエスの契約の中に入り、その細胞として御体にがっちりと



組み込まれることです。 

 

細胞が体から離れて、孤立してしまえば、死に絶えるしかありません。 

 

「わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です。人がわたしにとどまり、わたしもその人の中にとどまっている

なら、そういう人は多くの実を結びます。わたしを離れては、あなたがたは何もすることができないからです。」

（ヨハネ 15・5） 

 

信仰を堅くもって、イエスにつながってください。 

 

そうしない限り、心の病を治療することはできないでしょう。 

 

 

254 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 4 日(火) 午後 4 時 21 分  

タイトル: R・J・ラッシュドゥーニー 契約について 

 

 

R・J・ラッシュドゥーニー 契約について  

 

http://www.youtube.com/watch?v=ukQFOzhmPvU 

 

 

255 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 4 日(火) 午後 6 時 19 分  

タイトル: R・J・ラッシュドゥーニー 「新約の」教会 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-8ROcd-ORz8 

 

 

投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 4 日(火) 午後 9 時 11 分  

タイトル: やればやるほど、火に油を注ぐようなもの 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=x-XuYq1HLWQ&feature=related 

 

イルミナティの期待どおりの行動を取っている。 

 

デモで座り込みをやって、強制排除。 

 



これを契機に、どんどんと市民的自由をはく奪するのが彼らの作戦なのだから、やればやるほど、火に油を注ぐ

ようなもの。 

 

米国との戦争に引きずりこまれた日本のような状況。 

 

 

257 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 4 日(火) 午後 9 時 15 分  

タイトル: これは、人間的な力ではどうしようもない 

 

 

これは、人間的な力ではどうしようもない。 

 

しかし、米国人が神を捨てているから、神に頼ることもできない。 

 

結局は、自分が蒔いた種を刈り取っている。 

 

収容所での大量処刑に至る前に気づいて悔い改めるしかないだろう。 

 

 

258 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 5 日(水) 午前 0 時 16 分  

タイトル: 傲慢は滅びに先立つ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GJtyD-4FGgw 

 

これは、ひどいビデオである。 

 

ウォール・ストリートに対する非難のデモに対して、上からシャンパンを片手に笑いながら見物しているウォー

ル・ストリートの人々。 

 

年収 1 億のビジネスマンが、失業者をあざ笑う。 

 

フランス革命における貴族と農民の対立図の再現である。 

 

社会の上層部が、庶民の苦しみをあざ笑うようになったら、その体制が終焉しつつあることの兆候である。 

 

なぜならば、神が許さないからだ。 

 

社会のリーダーは、庶民の利益のために立てられている。 

 



庶民の利益を踏みにじるような者は、神の目から見て役立たずである。 

 

詩篇 1 篇に「幸いなことよ。あざける者の座に座らなかった人。」とある 

 

神や人に対するあざけりは、破滅が近いことを示している。 

 

私の経験では、客をバカにするような商店はすぐにつぶれる。 

 

あまりにも接客がひどく、文句を言う客に対して「だったら来なくていい」というような店はつぶれる。 

 

ある商店は、火災が起きた。 

 

視聴者がデモまでして抗議しているのに、「ボロボロの日の丸」を掲揚するなどの対抗措置を取り、タレントが

「嫌なら見るな」というようなフジテレビはもうおしまいである。 

 

神は滅亡までの間に、何度か悔い改めのチャンスをお与えになる。 

 

しかし、そのチャンスをバカにするようなら、もはやつける薬はないので、今度は、逆に頑なにさせる。 

 

モーセの訴えに対してパロは最後に頑固にさせられた。 

 

最初の何回かは「パロはモーセに対して頑固になり…」とあるが、あるときから「神がパロを頑なにし…」と変

わる。 

 

頑固に対する裁きは、頑固である。 

 

神は、皮肉によってその悔い改めない罪人に報いられる。 

 

最近は、フジテレビは狂ったように韓流を出して、視聴者にまっこうから挑戦している。 

 

さあ、われわれは、頑固にならないようにしよう。 

 

自分に非がないか、いつもチェックしよう。 

 

自分が頑固になって人の意見を無視するようになっていないかチェックしよう。 

 

神に「わたしを頑固にせず、罪を悔い改める謙遜さを与えてください」と祈ろう。 

 

自分はだれかを嘲笑していないだろうか。 

 

自分に対して忠告する人をあざけっていないだろうか。 

 



客のクレームに真摯に対応せず、馬鹿にしていないだろうか。 

 

もし自分がそれらをあざ笑っているなら、裁きの火はもうすぐそこまで迫っている。 

 

「傲慢は滅びに先立つ」 

 

 

259 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 5 日(水) 午前 2 時 39 分  

タイトル: がんの特効薬は発見済みだ ! [単行本 ] 

 

 

真偽のほどは確かではありませんが、可能性はあるということでご紹介いたします。 

 

＝＝＝＝＝＝ 

がんの特効薬は発見済みだ! [単行本]  

岡崎 公彦 (著)  

 

内容（「BOOK」データベースより） 

がんには、安全に、安価で治せる特効薬があるのに、なぜそれが医学界で黙視され続けてきたのか―。京大医学

部を卒業後、アメリカと日本で半世紀近く医療の第一線で活躍してきた著者が、医学界に遺す“遺書”として書

き下ろした、衝撃の一冊。  

著者略歴 (「BOOK 著者紹介情報」より) 

岡崎 公彦 

1933 年 3 月 23 日、大阪市生。1959 年、京都大学医学部卒。1960 年 4 月~1981 年 7 月、同学部、ピッツバーグ

大学医学部、愛知医科大学において、大学院生、大学助手、リサーチフェロー、助教授などとして生化学的研究

に従事。その間に“パン酵母における新補酵素の発見”、“白ネズミの肝再生端緒因子の発見”等の業績を挙げる。

1981 年 8 月以降、関西医科大学附属病院内科勤務。内科医員、医長、部長、副院長、院長などとしての民間病

院勤務を経て 1989 年 9 月、京都市右京区にて内科開業し、現在に至る(本データはこの書籍が刊行された当時に

掲載されていたものです)  

 

読者レビュー： 

 

およそ大きな利権が絡むところには必ずと言っていいほど、「こうでなければならない！」  

と無理矢理思い込ませるような「仕組み」が存在する。原発問題然り、ガンの三大療法然り。  

 

ことガンに関して言えば、その治療法を人類が日夜研究していながら、いざその治療法が確  

立して研究対象が消滅してしまうと、彼等の地位と名誉を知らしめる「場」が無くなってし  

まう。その為に、確立された治療法と思われる論文は一切メジャーな学術機関では受理され  

ないと書かれている。恐らく、地位と名誉だけではなく、医療機関や学術機関の背後に蠢く  

医療メジャーの金銭欲も絡んでいることは想像に難くない。人間の「欲」とは如何に愚かし  

いものだろうか・・・。  



 

わずか５０ページ、読破に要する時間は３０分足らずのこの本で紹介されている「ビオタミ  

ン」「ビオトーワ」という薬は、単なるビタミン B1 誘導体、つまりはいわゆるビタミン剤で  

ある。安価だし、副作用があるはずが無い。これらの服用でガンを抑えることができるとい  

う。どうしても半信半疑なら、副作用の無いこの方法を併用してもいい訳である。出費もほ  

とんど無く副作用も無いなら、是非一読の上試してみる価値はあるように思う。理論の概要、  

服用の方法、著者を受診して完治した患者さんのカルテ２例も掲載されている。  

 

ちなみに、ガンの三大療法（手術、抗がん剤、放射線）の危険性、無意味性は、免疫学の権  

威、安保徹博士の共著書「ガンは治る、ガンは治せる―生命の自然治癒力」という本も非常  

に参考になる。三大療法の真実の他、上記の医療メジャーによる利権の構造や、効果の無い  

事を知りながら抗がん剤を認可する厚労省の幹部の発言など記載されています。ご参考まで。  

「ガンは治る、ガンは治せる―生命の自然治癒力」リンク↓  

http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%81%AF%E6%B2%BB%E3%82%8B%E3%82%AC

%E3%83%B3%E3%81%AF%E6%B2%BB%E3%81%9B%E3%82%8B%E2%80%95%E7%94%9F%E5%91%BD

%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%84%B6%E6%B2%BB%E7%99%92%E5%8A%9B-%E5%AE%89%E4%BF%

9D-%E5%BE%B9/dp/476340489X  

＝＝＝＝＝＝＝ 

 

http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8C%E3%82%93%E3%81%AE%E7%89%B9%E5%8A%B9%E8%96%AC%

E3%81%AF%E7%99%BA%E8%A6%8B%E6%B8%88%E3%81%BF%E3%81%A0-%E5%B2%A1%E5%B4%8E

-%E5%85%AC%E5%BD%A6/dp/4812703220/ref=pd_cp_b_4 

 

 

260 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 5 日(水) 午前 10 時 07 分  

タイトル: イルミナティの奴隷化計画を粉砕しよう 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

国連は、すべての兵器を国際法の規制下に置くことを求めている。オバマ大統領は、武器を所持する市民の権利

を剥奪することに熱心に取り組んでいる。 

 

国連は、「世界平和」の美名のもとで銃の所持禁止と没収のための条約を通そうとしている。 

 

これによって、憲法修正第 2 条の米国民の権利が奪われ、遵法的な米国民は武装解除され、犯罪者とテロリスト

の天国になる。 

 

http://www.conservativeactionalerts.com/2011/10/obama-and-the-uns-war-against-small-arms/ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

国連やオバマ大統領が目指しているのは世界平和ではなく、市民的権利の剥奪と奴隷化である。 



 

独裁者の究極的目的は、万人の奴隷化である。 

 

なぜならば、独裁者の中にサタンが入っているからである。 

 

サタンの憑依が進めば進むほど、その人は、市民から自由を奪うことを求めるようになる。 

 

神は、ハイ・サポート、ロー・コントロールであり、 

 

サタンは、ロー・サポート、ハイ・コントロールである。 

 

つまり、神は自由を望み、サタンは束縛を好む。 

 

米国では、セオノミー（神の法）を「恐怖政治をもたらす」ものと呼ぶ人がいるが、まったく誤解している。 

 

セオノミーは、自由の法である。 

 

むしろ、反セオノミーこそが、奴隷の法である。 

 

無律法主義によって、殺人や偽証、窃盗などがはびこることによって、市民の自由はどんどん制限されていく。 

 

正しい政府は、倫理に厳しく、それ以外について自由である。 

 

間違った政府は、倫理に緩く、それ以外について厳しい。 

 

われわれの法律が、セオノミーに近づけば近づくほど、自由は拡大する。 

 

オバマ大統領と国連の背後にイルミナティがいる。 

 

イルミナティの奴隷化計画を粉砕しなければならない。 

 

 

261 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 5 日(水) 午前 11 時 48 分  

タイトル: 米国が今でも民主主義の国だとか自由の国だとか考えているのは情報弱者だけである 

 

 

前米財務省副長官で、ウォール・ストリート・ジャーナルの前副編集長ポール・クレイグ・ロバーツが米国の死

を宣言した。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

2011 年 9 月 30 日は、アメリカが暗殺された日である。 



 

われわれの一部は、この日が近づいていることを予測し、警告してきた。しかし、「愛国者」によって、ブーイ

ングと非難で迎えられた。彼らは、米国憲法を、犯罪者とテロリストを尊重し、市民の安全を確保するために働

く大統領を妨害するものとみなしていた。 

 

著書 The Tyranny of Good Intentions において、ローレンス・ストラットンと私は、「911 事件のはるか前に、

米国法は、人々の保護者であることを止め、政府の武器に変ってしまった」と述べた。 9/11 事件は、行政部に

超法規的な権限を与えるために利用されたのである。大統領が不法行為を是認する限り、行政部のスタッフたち

は、不法行為を禁止する法律に対してもはや責任を負わない。 大統領権限に基づき、行政部は、許可書なしの

米国人へのスパイ活動や、無期限拘留、拷問を禁止する米国法を、不利益を被ることなく破ることができる。 

 

オバマ大統領のもとで、人々は「政府は再び法律に対して責任を負うようになる」と期待していた。 この期待

は見事に裏切られた。オバマは、ブッシュやチェイニーを越えた悪党だった。米国民を起訴なしに無期限に収監

する権限だけではなく、法廷での宣告なしに命を奪うことができる憲法違反の権限すらも主張した。 オバマは、

「米国憲法に反して、自分には、正当な法的手続きを経ずに、「脅威」と思われる米国民を暗殺する権限がある」

と断言した。 

http://lewrockwell.com/roberts/roberts328.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

1913 年に連邦準備制度ができたときに米国はすでに死亡していた。 

 

2001 年の 911 事件は、とどめを刺したということだろう。 

 

米国が今でも民主主義の国だとか自由の国だとか考えているのは情報弱者だけである。 

 

 

262 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 5 日(水) 午後 4 時 20 分  

タイトル: ベン・アミ・シロニー教授、女系天皇論を叱る 

 

 

ベン・アミ・シロニー  

ヘブライ大学名誉教授  

 

『自分はユダヤ人だからユダヤ教である。ユダヤ教のユダヤ人は男女同権という思想を正しいと考えている。し

かしユダヤ教のラビと呼ばれる位を持つ坊さんは、父親から息子にのみその資格が移る。女性のラビはいない。

だけれども、男女同権思想を持っているユダヤ人は誰一人、そのことに対して異議を唱えない。それは長い歴史・

文化・伝統であるから、現代の思想である男女同権はそこに立ち向かうことはできない。全世界にカトリック教

徒は 10 億人くらいいる。ローマ法王を見なさい。ローマ法王はすべて男性だ。これは男女同権思想がないがし

ろにされていることであるにも関わらず、誰一人異議を唱えない。それも歴史と伝統と文化があるからだ。日本

人の皆さん、目を覚ましなさい。１２５代続いている家というのはあるのか。それが男系で続いてきているとい

うことは尊い日本の伝統であり、文化であり、歴史なんだから、それを日本人が守らないのはおかしい』 



 

 

263 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 5 日(水) 午後 4 時 29 分  

タイトル: 菅がゾルゲ並みの中朝スパイだった？ 

 

 

月刊テーミス１１月号「中国、北朝鮮、ロシアが狙う 菅直人の「国を売る反日活動」をあばく」より（要約） 

 

法相が菅氏追及を牽制する？ 

 法務大臣平野秀夫は朝鮮大学校創立５０周年祝賀宴に参加するなど「北朝鮮系の政治家」で有名だ。外国人か

らの献金問題で退陣後の検察の動きに怯える菅氏にとって、平岡氏の法相就任は検察ににらみを利かすうえで絶

妙の人事だった。「菅グループによる法相獲得の感触を得てからの菅氏の動きは、電光石化だった」（民主党保守

派議員）。その典型が「北朝鮮学校への無償化検討の指示」だった。一見保守派にみえる野田氏を首相に据えた

のも、「民主党全体の偽装工作」という党の総意が働いており、朝鮮半島の利益実現のために動く菅氏の露骨な

行動は「民主党全体の偽装工作」を破壊しかねないという懸念が高まっている。野田氏は菅氏の無償化指示を撤

回せず、事実上容認。「菅氏の動きを期待した南北朝鮮の跳梁ぶりが激しくなっている」と在日米軍情報担当官

も警告する。 

 

北朝鮮への制裁緩和の懸念も 

 拉致被害者家族連絡会と会談して１週間後、野田氏は「北朝鮮への制裁強化は取りやめろ」と指示し、関係者

は皆、耳を疑った。この決定の背景には米オバマ政権を中心に北朝鮮との対話ムードがあると官邸関係者は説明

したが、「それは表向きの理由で、野田政権は党内の北朝鮮勢力の意向に従って制裁強化を引っ込めただけ」と

全国紙の記者は語る。野田首相は「過去の清算」を求める北朝鮮の要求に応じ、北朝鮮の歓心を買った。これは

まさに「菅氏が密かに模索した北朝鮮への巨額経済支援を制裁解除の交換条件として、北朝鮮電撃訪問を計画し

たのと軌を一にする」と外務省の関係者は指摘する。 

 

前首相から国家機密が漏洩？ 

 「すでに菅氏や野田首相と北朝鮮の闇の取引は始まっている。菅氏が仕掛けた朝鮮学校無償化の動きを、野田

首相が後押ししたことが明確な北朝鮮へのシグナルになった」と韓国の外交関係者は警戒する。「いまや野田政

権は、菅氏の衣鉢を引き継ぎ融和外交の継承者と期待されている」という。それと同時に「菅氏の危険が増すの

はこれからだ」と民主党の保守系政治家は警告する。国内では人気のない菅氏は北朝鮮や韓国の諜報機関からは

高く評価されている。「菅氏が首相の座に座ったことであらゆる機密情報が日本に敵対する北朝鮮や韓国、中国、

ロシアにまで流れる危険が高まっている」と外務省高官だけでなく、極左担当の公安幹部は懸念を示すが、情報

源としていまだに十分使い途があるというのだ。日本の首相には米国大統領のような退任後の機密保持の法的罰

則がない。首相しか知りえない極秘防衛情報に始まり、テロの脅威が高まる国内原発の警戒態勢、朝鮮系信用金

庫の査察情報、２２兆円を誇るパチンコ業界の脱税状況まで北朝鮮や韓国が知りたいあらゆる情報に、官邸から

アクセスできたという。「家宅捜査したいぐらいだ」ある公安幹部はこうつぶやく。菅氏にはこれまでも北朝鮮

や韓国を利した活動があり、その物的証拠があるという見立てだ。戦前であれば、旧ソ連の二重スパイ「ゾルゲ」

が引き起こしたような国家犯罪だった可能性もあるという。 

 

中国が評価する菅氏の「実績」 



 従軍慰安婦問題も再びくすぶり始めており、首相特使として菅氏を担ぎ出す動きも水面下で取りざたされる始

末だ。さらに中国も日本国内原発放棄の「反原発」運動の推進や、「反戦平和」の軍備縮小の旗振り役として菅

氏の活動に期待する。「菅氏は米国の忠実な同盟国として日本政府の国際的影響力を削ぎ落としただけでなく、

日本国内の平和勢力を成長させる種子をまいた」と在京の中国人記者は手放しで評価した。さらに中国が評価す

るのは、菅氏の日米同盟への「見えないサボタージュ」だ。「辺野古への基地移転などに賛意を示しながらも首

相として菅氏は何一つ手を動かさず、米政権の要求を実質無視し続けた功績は大きい」と中国記者は語る。中国

の複数のシンクタンクは、アジアでの宣伝工作のため、日本など主要なアジアの国々とアジアの平和をテーマに

したシンポジウムを多数開催する工作を進めている。日本側パネラーとして「日米同盟をサボタージュした功績」

を評価し、菅氏を招へいする計画もあるという。国内の分裂活動に役立てる戦略につかわれるだろう。 

 

ゾルゲに匹敵するスパイ行為 

 しかし、野田政権の誕生で「わが世の春」を謳歌し始めた菅氏が、もっとも恐れている事態が迫っている。そ

れは福島原発の対応をめぐり、総理の責任が問われ東京電力と並び巨額の損害賠償責任などの訴訟が起こされる

危険が高まっているためだ。複数の市民団体が世界初の「首相の原発犯罪を裁く市民訴訟」の準備を進めている

という。この事態を危険視した菅氏は、全国紙やテレビに相次いで出演し、福島原発事故で示した自分の決断を

自賛し、東京電力や経済産業省、原子力安全・保安院を「悪の原子力ムラ」として非難する行動にでている。日

本にはスパイ防止法などがないため、菅前首相の国益を売るような行為を処罰することはできない。だが「ゾル

ゲ」とその仲間・日本人の尾崎秀実らにも匹敵する売国行為との見方も多い。韓国と北朝鮮に尽くした前総理の

暗躍は、日本にとって限りなく危険だ。国民は監視を怠ってはならない。 

 

 

264 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 5 日(水) 午後 5 時 38 分  

タイトル: イルミナティの地域共同体構想が早くも頓挫 

 

 

ツイッターより。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

akuninface じと様 

欧の共同経済圏は大失敗。真面目な国が足を引っ張られて共倒れ寸前。独立思想の強い伊はユーロ崩壊に備えて

独自の通貨を準備する地方もある。こんな状況を見ても「中韓と共同経済圏に」などと言う政治家は中韓から金

もらってる売国奴と認定していいよね。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

イルミナティの地域共同体構想がヨーロッパで早くも頓挫。 

 

だいたい、バベルの塔をモチーフにした会議場を建てたところがアホとしかいいようがない。 

 

この調子で、世界中で計画が崩壊することを祈願する。 

 

 

265 投稿者: kusakabemanai  



Date: 2011 年 10 月 5 日(水) 午後 5 時 46 分  

タイトル: 日本の経済破綻？ 

 

 

日本の経済破綻とか言っている人、日本は借金を差し引いても 1000 兆円の資産があること知っていますか。米

英欧韓朝みんな駄目になったけど、日本だけ一人がちしているんですよ。それが現実。政府は借金しているが、

国は大金持ち。日本が破綻するなんてありえない。 

 

 

266 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 5 日(水) 午後 6 時 22 分  

タイトル: 本質的に平等だが、機能的に差別的 

 

 

まちがった男女平等主義がはびこっている。 

 

ロックフェラーが広めたものだ。 

 

アーロン・ロッソによると、ニック・ロックフェラーは「おれたちが始めた」といったという。 

 

この間違った男女平等主義によって、家庭が無政府状態になっている。 

 

女性が男性を立てない。 

 

離婚の増加の一因である。 

 

われわれは、聖書的な平等論に還る必要がある。 

 

聖書では、神の三位は互いに平等である。父、子、聖霊は互いに等しく神であられる。 

 

しかし、機能的には、差別がある。 

 

子は父に従い、聖霊は両者に従われる。 

 

これは、あくまでも神の社会が機能するための差別である。 

 

これこそが、人間社会の模範である。 

 

たとえば、会社では、社長と社員の命の値は同じである。 

 

しかし、会社が機能するために、職権に差がつけられている。 

 



社員は社長の命令に従う。 

 

神の御前ですべての人が平等である。 

 

男も女もない。 

 

しかし、機能的に女性は男性に従うべきである。 

 

体の構造から見ても、女性は男性ほど力がない。 

 

男性は明らかにリーダーとして創造された。 

 

これは創世記を見ても明らかである。 

 

このような秩序を「差別だ！」とするならば、社会が機能しなくなる。 

 

ウーマンリブによって、女性の権利はかえって侵害される結果となった。 

 

二ール・ロックフェラーによると、男女平等を推進した理由は、女性からも税金を取れることと、子供を親から

引き離すことができることであった。 

 

つまり、グローバリストによる全世界奴隷化のためである。 

 

聖書の平等論に還ろう。 

 

そうしないと、グローバリストによって奴隷にされてしまうだろう。 

 

 

267 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 6 日(木) 午前 6 時 04 分  

タイトル: キリスト教再建主義のまとめ 

 

 

キリスト教再建主義のまとめ 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8EyT_izBCRI 

 

このビデオは 1987 年頃に制作されたものです。 

 

全体は、DVD で販売されていますが、翻訳はありません。 

 

 



268 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 7 日(金) 午前 3 時 02 分  

タイトル: R・J・ラッシュドゥーニー 受肉 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=y7AjOad10MA 

 

 

269 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 7 日(金) 午前 3 時 45 分  

タイトル: 鉄骨が蒸発する瞬間――世界貿易センタービル 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=folxDaQs4QA 

 

 

270 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 7 日(金) 午前 4 時 47 分  

タイトル: 虐殺が始まってから「騙された！」なんて遅すぎる 

 

 

ビルダーバーグ会議メンバーで、ロスチャイルド系ユダヤ人ジャック・アタリが、「地球汚染を防ぐため、今す

ぐ国際社会が日本に介入すべきだ」と断言した。 

 

やはり、福島原発の目的は、日本占領にあった。 

 

原発事故の収拾のためにフランス政府が絡んできたのは、アタリとかかわりがあるからでしょう。 

 

しかし、不思議なことにフランス製の汚染除去装置はうまく作動していない。 

 

これも神が日本を守ってくださっているからか。 

 

今後、日本政府が国際社会による介入を容認するような発言をしたら死ぬ気で抵抗しないとだめでしょう。 

 

アタリは、エルサレムを世界政府の首都にすると明言。 

http://www.youtube.com/watch?v=XkIGFLH3ag0&feature=related 

 

まさに、ティム・ラヘイやハル・リンゼイなど統一協会の手先が、福音派クリスチャンに広めた終末論どおりの

展開。 

 

いよいよ偽メシアの登場でしょう。 

 



この偽メシアをキリストと宣伝して、世界中のクリスチャンを信じさせる。 

 

UFO かなにかで登場させるかもしれない。 

 

世界政府ができれば、一番先に虐殺されるのはクリスチャンなのに。 

 

今抵抗しないと、いつ抵抗するんでしょうか。 

 

虐殺が始まってから「騙された！」なんて遅すぎる。 

 

 

投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 7 日(金) 午後 4 時 11 分  

タイトル: クリス・バズビーの正体 

 

 

「クリス・バズビーの正体――単純算数ができない自称科学者」との趣旨の HP： 

 

http://junksciencewatch.wordpress.com/ （英文） 

 

 

272 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 8 日(土) 午前 6 時 43 分  

タイトル: 心の病の解決法 

 

 

（1） 

おそらく、心の病に関して本当の解決を得られる教えというのは、今の教会でも医学でも存在しないと思います。 

 

教会を離れて、一人で独立伝道をしているときにいろんな攻撃を受け、霊的な体験を通じて様々な聖書的な解決

法を知りました。 

 

そして、それを適用していくと、深刻な対人恐怖や金縛り、霊的障害の人々が治っていきました。 

 

一言で表現すると、治療は「疑わない」ということです。 

 

神の御言葉は絶対であり、それ以上の真理はないので、勝利を確信するということ以外にはないと思います。 

 

自分の中にまだ信仰が不完全な部分があると、そこにサタンが巣を作って、なかなか離れようとしません。 

 

「疑い」という巣、破れ口をできるだけ小さくした上で、次は、攻撃に移ります。 

 



攻撃は、「イエスの御名によって命じる。○○の霊よ、『縛る』。そして、底知れぬところに投げ込み、そこを閉

じて封印する。二度と出てくるな。」と祈ります。 

 

「縛る」というだけで、非常に心が軽くなります。 

 

○○の部分には病気の名前や、分かっている霊の名前を入れます。 

 

名前をつかむことは、勝利の秘訣なので、相手の名前が分かれば効果的です。 

 

（2） 

神様の世界に入ることは、実は祝福であると同時に、ものすごい戦いの中に入ることです。 

 

そのため、クリスチャンになって「世的な意味の」幸せな生活を送ることはこの世界では不可能に近いのです。 

 

サタンは手を変え、品を変えて攻めてきます。 

 

その攻撃の特徴をつかむ必要があります。 

 

それが経験というもので、その経験をどれだけつむかによって、ステージがあがり、霊的に高い戦いに参戦でき

ます。 

 

霊的な知識がないために、非常に多くの人々が、ますますひどい束縛にあっています。 

 

すでに申し上げましたが、 

 

１．御言葉を疑わない。 

 

２．悪霊を縛って地獄に投げ込み封印する。 

 

この２つを根気よく続ける必要があります。 

 

人間的な助けは、必ず誘惑の中に入り込みます。 

 

人間に助けを求めると、その相手に必ずサタンが入り、こちらを利用しようとします。 

 

神に助けを求めるときに与えられる人間の助けが本当の助けです。 

 

 

273 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 8 日(土) 午前 8 時 17 分  

タイトル: 効果が見えたフジテレビへの抗議行動 

 



 

以下引用。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

井上政典  【効果が見えたフジテレビへの抗議行動】 

------------------------------------ 

  

  

７日の朝ズバ（TBS)のニュースを見ていたときにふと気が付きました。TBS の報道姿勢が変わっているのでは

ないかと。 

 

 というのも、日韓外相会談で韓国の外相が玄葉大臣に「戦時売春婦問題（韓国側・従軍慰安婦問題）」を話し

合うテーブルに着け韓国の外相が言っていると報道した後に、続けて韓国人がらみの事件を２件立て続けに報道

したのです。 

 

 これまでの TBS の報道姿勢からは考えられないと思います。というのも、この放送順番です。 

 

１．外相会談で戦時売春婦問題を韓国側が持ち出した。 

 

２．韓国籍の売春斡旋人が韓国人売春婦を使って売春していることを摘発した。 

 

３．別の韓国人の事件（失念しました）。 

 

 このように、戦時売春婦問題は先の大戦で日本の恥部だと言うような報道が目だった TBS ですが、今回は、

その後に現在の韓国が絡む売春問題をその直後に報道したことです。 

 

 だいたいこういう問題はあまり報道せず、報道してもできるだけ間隔をあけて報道したものです。しかし、今

回は違いました。明らかに違うのです。 

 

 これは、テレビは新聞と違い視聴者の声に敏感だからではないでしょうか。以前フジテレビに心ある方々がデ

モを仕掛けたことがありました。それが、大きな影響を与えていると思います。 

 

 これってすごい進歩ではないでしょうか? 

 

 以前、このコラムでテレ朝の自衛隊に対する報道姿勢が変わったことを指摘しましたが、今度は TBS が変わ

ってきています。 

 

 地方のテレビ局に勤務する友人がいうには、広告収入が激減しており、イベントをするにも以前は２０００万

ほどの冠スポンサー料が今では半分以下のスポンサー料でしか取れないとか、テレビコマーシャルを出している

企業がその本数を減らし始めたとか言う話ばかりをしてきます。 

 

 ここでもし、フジテレビへの抗議行動のようにマスメディアは報道しないけれどもネットとかで大々的に広め



られるとコマーシャル離れの企業がまた増えることになり、放送局の収入ががた減りするのを恐れているのでは

ないでしょうか。 

 

 つまり、韓国に対する偏重姿勢を抗議したあのデモの効果が出てきているのです。 

 

 いままで、どんな抗議行動を行ってきても、どんな言論で論陣を張ってもなかなか一般の人たちまでに至らな

かったのですが、やっと一般国民にもわが国の現状がおかしいと理解でき始めたのです。 

 

 たくさんの日本大好き派の人々が長年かけてやってこられた行動がやっと芽が出始めたのです。ネット上で保

守同士がちょっと意見が違うからといっていがみ合うのではなく、売国奴とわれわれとの大きな違いを問題にし

て共同して戦えば、勝利は目前ではないでしょうか。 

 

 まだまだあまいよと言われるかもしれません。しかし、あの重い蒸気機関車だって最初のひところがりができ

れば、少しずつ加速するのです。止まっているものを動かすことほど難しいものはありません。 

 

 でも、皆さんの努力で動き始めたのです。この微妙な変化を的確に捉えて、売国奴たちの日本を貶める活動を

封じ込めましょう。 

 

 電波ほど世論に弱いものはありません。それは企業が広告を出すことを渋るからです。反日放送局も見なけれ

ばいいのです。特に視聴率を測る機械を持っている人は反日放送局を見ないことです。もし見たいのならば、視

聴率調査の機械をはずしてください。 

 

 テレビ局の視聴率は分刻みにでます。いやな場面でチャンネルを変えるとすぐに反応が出ます。それをテレビ

局は恐れています。 

 

 プロデューサーは自分の担当した番組の分刻みの視聴率で一喜一憂します。 

 

 

 

 これこそ、みんなの力で変えることになります。今がチャンスです。長い間巣食ってきた反日勢力を放送局か

ら締め出すチャンスです。 

 

 NHK は払わないと宣言するといいでしょう。一番効くのは兵糧攻めです。 

 

 私は東京のデモには参加できませんでした。参加された方にお礼を言いたいと思います。皆さんの行動が戦後

の呪縛を解き放つ働きをしたのです。ありがとうございます。 

------------------------------------- 

 

「蘇れ美しい日本」第１０４３号より。 

http://melma.com/backnumber_133212/ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 



フジの韓流推しは、ひどい。 

 

ペンタクスもサムスンと組んであまりにもサムスンの部品が故障が多いので、低迷だそうです。 

 

しかも、ペンタクスの広告は、民主党の建物においてイルミナティの「三角形と目」を表しており、関係を疑わ

れます。 

 

イルミナティに属しているならば、滅びるしかないでしょう。 

 

こういった悪魔に属する活動が日本から消えるように祈りましょう。 

 

アメリカでも、正しい運動が起きて、ナチス化が防止されるように。 

 

 

274 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 8 日(土) 午後 7 時 09 分  

タイトル: 下手な芝居がばれてきた 

 

 

米公文書 CIA の協力者第二次公開約 1100 人分に、 

 

石井四郎（731 部隊）、 

 

児玉誉士夫と笹川良一（中国での麻薬取引及び略奪）、 

 

野村吉三郎（真珠湾攻撃奇襲）、 

 

大川周明（大東亜共栄圏）、 

 

辻政信（バターン死の行進）の名が。 

 

これらの日本の中国侵略の立役者たちがなぜ戦後無罪になり、その後 CIA に協力したのか。 

http://www.asyura2.com/11/senkyo104/msg/956.html 

 

中国侵略をしたから無罪になったのか？ 

 

これはおかしい。米国は、中国の同盟国だったわけだから。 

 

中国の後押しもあって、本来なら処刑だろう。 

 

どうして逆の結果になったのか。 

 



どうして、戦争犯罪人のトップが無罪放免になったのか？ 

 

この謎は、次の米国の世界侵略の方法が分かれば氷解する。 

 

１．侵略したい地域に協力者を探す（フセインやタリバンなど）。 

 

２．悪さをさせる（クウェート侵略など）。 

 

３．国際社会に訴える（国連安保理など）。 

 

４．米国主導で攻撃（イラク戦争など）。 

 

５．侵略。  

 

これを日本もやられた。 

 

すべて脚本がある。 

 

ハリウッドなのだ。 

 

ハリウッドを作ったのは、ヤコブ・シフ。 

http://www.truthtellers.org/alerts/benshapiroignoresjews.html 

 

ユダヤ人は、印象操作の天才である。 

 

日本の大陸侵略、真珠湾奇襲攻撃、731、バターン死の行進、南京大虐殺も全部印象操作。 

 

日本を悪者にして米国による侵略と原爆投下を正当化するために編み出されたツールに過ぎない。 

 

現代においてこの印象操作をやっているのが、フィリップ・ゼリコウをはじめとするネオコンたち。 

 

911 を第 2 のパール・ハーバーにしようとした。 

 

しかし、やり方が下手だった。 

 

ブッシュなどという大根役者を使ったのもまずかった。 

 

イルミナティは致命的な失敗をした。 

 

今、日本は第 2 の侵略を受けている。 

 

ロスチャイルドの弟子ユダヤ人ジャック・アタリが、「福島原発事故によって世界が汚染される。だから、国際



社会は日本に強制介入すべきだ」と言った。 

 

自分で事故を起こし、解決する過程で疑似合法的に支配する、というやり方をまた使っている。 

 

われわれは、祈りの武器によってこれらのサタンの演劇をストップしなければならない。 

 

祈れば、あいつらは必ず失敗する。 

 

祈らないと、世界的大虐殺だ。 

 

ポルポトの大量虐殺が世界中で起きる。 

 

「イルミナティの霊よ、お前を縛る。そして、底知れぬところに投げ込む。」と祈ってほしい。 

 

 

275 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 8 日(土) 午後 8 時 21 分  

タイトル: 公立学校はシオニストの洗脳機関か 

 

 

シオン議定書 

 

【16-05】  

『私立校廃止、集会で人間関係・罰則・制約問題・信仰講義』 

 

・ユダヤ人は全ての私立学校を廃止する。 

・教育施設の中では、あたかもクラブのように、親たちとの集まりを持つことは許す。 

・休日には、そういう集まりに教師が参加して、人間関係、見せしめの罰則、神の選民ではない者のいろいろな

制約等々の問題、とどめには、まだ世界で明らかにされていない新たな哲学原理について、課外講義で読んで聞

かせるだろう。 

・その原理は、最終的にユダヤ人の信仰に従わせるための移行期の教理として、ユダヤ人が提起するのである。  

https://sites.google.com/site/shionkenjanogiteisho/menyu/--16-05 

 

 

276 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 8 日(土) 午後 9 時 05 分  

タイトル: 【拡散・抗議希望】民主党外貨準備金 10 兆円規模で韓国の経済危機を援助 !! 

 

 

http://ameblo.jp/tachiagare-nihonjin/entry-11041138714.html 

 

 



277 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 9 日(日) 午前 5 時 30 分  

タイトル: 暴かれたバズビー 

 

 

日本の北 3 分の 1 に疎開を薦めるクリス・バズビーの素性について記してあるページの翻訳。 

http://chrisbusbyexposed.spaces.live.com"Chris Busby" 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

緑の党のために働く自称「科学」アドバイザー兼意欲的な欧州議会議員クリス・バズビーの不適切な言動を暴露

する次のページをご覧ください。 

 

http://iopscience.iop.org/0952-4746/28/1 

 

（略） 

 

バズビーのこれらの文章を読めば、あなたも「世界のほとんどすべての科学者と医師は無能で、巨大な隠蔽工作

に加担し、自らの家族と友人の健康について無関心である」と信じることになるでしょう。  

 

「あなたが」バズビーを信じているならば、さらに以下をお読みください。 

 

バズビーの履歴を暴く： 

 

バズビーの履歴は、騙されやすい人やナイーブな人にとっては印象的に見えるが、単なる見掛け倒しであり、そ

こには根拠の薄弱な科学的業績しか記されていない。 

 

要点を列挙する。 

 

(1) 化学士（ロンドン大）、化学物理学博士（ケント大）。 博士号取得の最初の試みは失敗に終わった。これは、

彼の知的な欠点を示す初期の兆候である。 

 

(2) 数年間の美化された研究所助手時代。 

 

(3)海上での「冒険的生活」を求めてドロップアウト。数百万人の納税者が教育や公共医療サービスなどにお金を

使う時に、なぜわざわざ実質的な仕事に就くのか。 

 

(4) 自称「科学コンサルタント」、「作家」及び「グリーン・オーディット」社長。 

 

(5) 自称政府「専門家」。 

 

―実際、バズビーは、マイケル・ミーチャーMP によって CERRIE 委員会に招かれたことがある。それは、信

頼すべき科学的業績のある科学者がほとんど誰も信じていないような（地球扁平説と同じくらい）極めて偏狭な



少数意見を述べるためであった。 

 

おそらく、政府は、できる限り包括的であろうとしたのであろう。自己推薦以上のいかなる才能もない人間でも

参加できるようにと配慮したのであろう。  

 

おべっか使いの、かつてプロのミュージシャンであったバズビーの部下リチャード・ブラムホールですら、低レ

ベル放射線キャンペーンについて説明するために CERRIE 委員会に招かれたのである。 

 

(6) リバプール大学解剖学細胞生物学部の名誉フェロー。  

 

余談だが、これを手配したのは、バズビーの友人ヴィヴィアン・ハワードであった可能性がある。 

 

ハワードは、有名なオランダの病理学者ディック・ヴァン・ヴェルゼン(親の同意なしに体の一部を取り、保持す

るので有名)の同僚であり、共同で少なくとも 25 本の論文を執筆した。 

 

ハワードは、北アイルランド・コールレーンのアルスター大学に左遷されたらしい。 

 

奇妙なことに、リバプール大学の解剖学細胞生物学部のウェブサイト上では、名誉スタッフのリストにバズビー

の名前は含まれていない。 

 

学部に「電話しても、誰もバズビーの名前を聞いたことがないようだ」！ これにもかかわらず、バズビーはい

まだにリバプール大学への所属を主張している！ ・・・ 

 

(7) 最近、(お察しのとおり)コールレーン・アルスター大学の客員教授になった！  

 

誰がバズビーを選んだのだろうか。  

 

正直言うと、それまで私はこの大学について聞いたことがなかった。このような名誉職への指名をするというこ

とは、おそらく、この大学は、凡才のセンターとしての評判を確立しようと頑張っているのであろう。 ・・・ 

 

(8) 仰々しい名前が付けられたインターネット限定の「雑誌」『欧州生物学及び生物電気磁気学ジャーナル』の編

集員。  

 

実際のところ、この「ジャーナル」は科学雑誌の公式カタログには掲載されていないので、格としては『Beano』

誌と同列である。  

 

インターネット限定のジャーナルの場合、それを設置し、自分を編集員に任命することは誰でもできる。 

 

この『ジャーナル』は、たった 6 号で廃刊になったようだ。バズビーは、廃刊前に、自身の弁では査読済みの論

文を 8 本発表した。その査読を行ったのは、明らかに痴呆者である。 

 

(9) 伝染病学者を自称しているが、疫学または統計において正式な訓練をまったく受けていない。もし受けたと



したら、授業料の返済を求めるべきだ。  

 

バズビーには、基本計算を行う能力もないことは、下記の例を見れば明らかである。(このような基本計算は、こ

の分野の科学者としては必須条件であろう)。 

 

(10) 一見すると印象的な著作目録を有するが、 

 

―ほとんど査読が行われていない。 

 

―査読済みのオリジナルの論文が掲載されている学術誌は、学会においてほとんど影響力のない雑誌である。そ

のほとんどは、批判に耐えられないものであり、実際に批判された場合には回復は不可能である。バズビーは、

自らの団体の名前を「低レベル影響キャンペーン」と改名すべきである。 

 

―バズビーが査読済みとして発表しようとした論文の一部は、単に雑誌編集者への手紙でしかない。通常、こう

いったものは、外部査読とは呼ばず、科学界ではかなり低い評価しか与えられない。 

 

―バズビーの「著作物」の圧倒的大多数は、不遜にも『occasional papers』と題されているが、それは明らかに

未査読であり、決定的な誤りを含む三流の「科学調査」の試みであると繰り返し指摘されてきたものである。 

 

(11) バズビーが批判する知名度の高い科学者の幾人かと比較して、バズビーの履歴は実際にみすぼらしく、学会

の仲間には入れてもらえないレベルである。  

 

実際の科学界において、ほとんどの人はバズビーの名前を聞いたことがなく、知っている人は、彼を物笑いの種

とみなしている。 しかし、バズビーが狡賢く、政治面では抜け目がないという点では疑う余地はない。 

 

(12) 「専門家」証人として働く。  

 

信じられないかもしれないが、バズビーは「専門家」証人としてのキャリアを積み上げてきた。  

 

基本的に、バズビーが論争を巻き起こせば起こすほど、高額訴訟において金を儲ける可能性は高まるのである。  

 

バズビーの「専門家」の証言がどれだけ精査に耐えられるか見てみよう。  

 

39 歳の湾岸戦争ベテラン、スチュアート・ダイソンの悲劇的な若死にに関する最近行われた審問が、デイリー・

テレグラフ紙において報道された。 

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/defence/6169318/Ex-soldier-died-of-cancer-caused-by-G

ulf-War-uranium.html 

 

この審問の前と最中に、ファミリーのために「専門家」証人として行動したバズビーは、以下のように主張した： 

http://junksciencewatch.wordpress.com/ 

 

（つづく） 



 

 

278 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 9 日(日) 午前 7 時 35 分  

タイトル: 高級官僚はユダヤ人によって買収されている 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

シオン議定書 

 

【17-09】  

『方策で最重要は高級官僚の篭絡であり賄賂が拡張発達した』 

 

・数多あるこれらの混乱助長の方策の中でも、最も重要なるものの一つは、秩序維持を果さなければならない高

級官僚たちの篭絡であった。 

・かれらの悪の偏執性、どうしようもない自惚れ、権力の無責任な乱用、そして、何よりもかによりも賄賂を拡

張発達させたことである。 

・高級官僚は、非ユダヤ人政府を破滅させるのに都合のいい位置にいる秩序回復の代理人である。  

https://sites.google.com/site/shionkenjanogiteisho/menyu/--17-09 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

やはり、高級官僚はユダヤ人によって買収されている。これが増税の原因だ。 

 

財務省には売国奴がいる。 

 

日本を守るために祈ろう。 

 

 

279 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 9 日(日) 午後 7 時 30 分  

タイトル: 多く与えられた者は多く求められる 

 

 

この世界は、オセロゲームのようなもので、一方が白の駒を増やそうとし、他方は黒の駒を増やそうとする。 

 

一方は神であり、他方はサタンである。 

 

便宜上、神の側を白、サタンの側を黒とする。 

 

誰かが正統的キリスト教の終末論を捨ててプレ・ミレを信じると、そこは黒になり、サタンの支配下に入る。 

 

誰かがプレ・ミレを捨ててポスト・ミレを信じると、そこは白になり、神の支配下に入る。 



 

われわれの人生とは、どれだけ白の駒を増やしたかによって評価される。 

 

昇天後、われわれは神の御前に立つ。 

 

そして、一瞬にしてわれわれの人生すべての評価が行われ、どれだけの仕事をしたかが問われる。 

 

黒の駒をどれだけ白に反転させることができたか。 

 

神のカウンターに個数が出る。 

 

ある人は 10 個（A）、ある人は 1000 個（B）、ある人は 100 万個（C）。 

 

しかし、ここで喜んだり悲しんだりはできない。 

 

なぜならば、自分に与えられたリソースで割るからだ。 

 

それぞれ、生まれながらの才能プラスその後与えられたリソースが合計で 10、10000、1000 万であれば、 

 

上記の個数は、それぞれ、１、1/10、1/10 に。 

 

A が一番評価される。 

 

「多く与えられた人は、多く要求される」との聖書の原則が適用されるので、才能や機会が多くあった人と少な

かった人では結果が大きく異なる。 

 

もし自分に生まれながらの遺産や、才能が豊かにある人はよほど頑張らないと、永遠の世界では、他の人々に簡

単にぬかされてしまう。 

 

人間は自分の目の前にあるものに信頼しやすいので、金持ちは救いに入るチャンスも非常に少ない。 

 

「まことに、あなたがたにもう一度、告げます。金持ちが神の国にはいるよりは、らくだが針の穴を通るほうが

もっとやさしい。」（マタイ 19・24） 

 

つまり、報いを受けるか受けないか、どころの話ではない。 

 

永遠の命を得られるか得られないかで心配しなければならない。 

 

自分が真理を知るチャンスに恵まれているクリスチャン、とくに、インターネットなどで情報を入手する機会が

ある現代のクリスチャンは、聖書すら手に入れるのが難しかった昔のクリスチャンと比較して、大変なハンディ

を負っていると言ってよいだろう。 

 



「主人の心を知りながら、その思いどおりに用意もせず、働きもしなかったしもべは、ひどくむち打たれます。」

（ルカ 12・47） 

 

報いどころではない。刑罰に会う。 

 

つまり、マイナス評価である。 

 

マイナスといっても、契約の中に入っている限り、救いは保障されているから滅びることはないが、無一文にな

る可能性がある。 

 

永遠の世界において、圧倒的な貧乏で暮らすというのは大変なことだ。 

 

われわれは、真理を知れば知るほど、それに対するリターンを期待される。 

 

恵みを受ければ受けるほど、それに対して、どれだけ神の国のために貢献したかを問われる。 

 

「しかし、知らずにいたために、むち打たれるようなことをしたしもべは、打たれても、少しで済みます。すべ

て、多く与えられた者は多く求められ、多く任された者は多く要求されます。」（ルカ 12・48） 

 

 

280 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 9 日(日) 午後 7 時 54 分  

タイトル: インターネットを通じてサタンの闇に光を当てよう 

 

 

現代のクリスチャンは、福音伝道には理想的な環境を与えられていると言ってよいだろう。 

 

私がこの働きを始めたころ、インターネットが広まっていなかったので、自分が発表したものとか、翻訳をどう

やって広めるか悩んでいた。 

 

書籍を出版するだけの資力はない。 

 

今は、インターネットで、瞬時に自分の発表を全世界に伝えることができる。 

 

驚くべきメリットである。 

 

PDF にしておけば、プリントアウトして書籍化することも可能だ。 

 

1990 年頃は、CD にしてなんでも教材が手に入るということで歓喜していた。ヴァン・ティルの全著作やスポル

ジョンの説教集が一枚の CD になった。 

 

しかし、ブロードバンドになって大量のデータを転送できる今、CD すら不要になりつつある。 



 

ラッシュドゥーニーの著作もほとんどインターネット上にアップされている。 

 

これがどれだけの神の国の発展につながるだろうか、想像すらできない。 

 

インターネット、しかも、ブロードバンド前後では、世界は天と地がひっくり返ったほどに変化した。 

 

改革のスピードは、何万倍にも早くなっている。 

 

イルミナティが 300 年かけて準備してきた世界政府、中朝が 70 年かけて準備してきた日本転覆は、インターネ

ットによって２，３年で覆るかもしれない。 

 

これからは、何をするにも衆目の監視の上である。 

 

今までは無知な人々を騙すことはできたかもしれない。 

 

しかし、これからは、容赦ない攻撃が多方向からくわえられ、進化論とかプレ・ミレ終末論とかのいい加減な教

えは総攻撃を受け滅びる。 

 

いったんその間違いが指摘されたら、隠すことはできない。 

 

一瞬で地球上を駆け巡る。 

 

大衆情報伝達の手段が TV・ラジオに限定されていた時代では、権力と金がある者が情報をコントロールできた。 

 

しかし、今はそれは通用しない。 

 

だから、インターネットを通じて、われわれは容赦なく、いい加減な教え、誤謬、矛盾を衆目の目にさらし、サ

タンの闇に光を当てて、殺菌消毒し、そこをわれわれのものにしていこうではないか。 

 

 

281 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 9 日(日) 午後 10 時 19 分  

タイトル: R・J・ラッシュドゥーニー 統治機構 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LGzgzWeyV8Y 

 

 

282 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 10 日(月) 午前 2 時 08 分  

タイトル: TPP は日本をつぶすため―米機密ウィキリークス暴露 



 

 

以下引用。 

 

＝＝＝＝＝＝＝ 

◆［ＴＰＰ反対 ふるさと危機キャンペーン ＴＰＰ“主導国”］ 米国外交公文から読む 本音と現実 上  

 5 月 19 日 日本農業新聞 

 

ニュージーランド外交貿易省のマーク・シンクレアＴＰＰ首席交渉官は 

「ＴＰＰが将来のアジア太平洋の通商統合に向けた基盤である。もし、当初のＴＰＰ交渉８カ国でゴールド・ス

タンダード（絶対標準）に合意できれば、日本、韓国その他の国を押しつぶすことができる。それが長期的な目

標だ」 

と語った。 

（米国大使館公電から） 

 

環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉でニュージーランドと米国は、農地への投資制度や食品の安全性などの規

制や基準を統一した「絶対標準」を定め、受け入れ国を広げることで経済自由化を進めようとしている――。 

ＴＰＰ交渉を主導する両国のこうした狙いが、在ニュージーランド米国大使館の秘密公電に記載されていた両国

政府の交渉当局者の会話から浮かび上がった。 

ニュージーランドの交渉当局者は「絶対標準」を受け入れさせる国として日本と韓国を名指ししている。 

これは国内の規制や基準の緩和・撤廃につながり農業だけでなく国民生活の多くに影響を与える可能性がある。 

公電は、内部告発ウェブサイト「ウィキリークス」が公表。 

ニュージーランドの当局者らへの取材と合わせて分析した結果を報告する。 

 

囲み記事は２０１０年２月１９日、ニュージーランドのシンクレアＴＰＰ首席交渉官が、米国務省のフランキ

ー・リード国務副次官補（東アジア・太平洋担当）に語った内容だ。 

シンクレア氏は、ＴＰＰの目標が農産物などの市場開放だけではなく、アジアなどで推進する米国型の経済の自

由化が両国の長期的利益につながると強調した。 

 

公電は、ニュージーランドのウェリントン市内で行われた両者の会談の概要を、当地の米国大使館がまとめた。 

「秘密」扱いだ。外交を担当する国務省だけでなく、農務省や通商代表部などにも送るよう記述してある。 

 

日本農業新聞の取材に応じたシンクレア氏は、公電にある自分の発言に対する真偽については確認を拒んだ。 

しかし、ＴＰＰ交渉では投資や金融、知的所有権など幅広い分野が対象になり、中国を含めたアジア太平洋州で

経済の自由化を進めることが交渉の目的であると強調。 

実質的に公電の内容に沿った発言だ。 

 

公電によると、シンクレア氏が強調したのは、日本と韓国などに「絶対標準」を受け入れさせることの重要性だ。 

農地や農業関連分野への投資が米国などに比べて難しいとされるアジア市場で、ＴＰＰをてこにして、自由貿易

圏を広げていくことが長期的な目標だと明言。 

米国と同一歩調を取る考えを明らかにした。 

 



両国の交渉当局者が、国の違いを超え通商や経済の自由化の障害となる規制や基準を緩和・撤廃させるための仕

組みづくりを話し合っていたことがうかがえる。 

 

 

〈ことば〉 ウィキリークス 

政府や企業などの情報を内部告発で入手し、ウェブサイトで公表する組織。 

オーストラリアの元ハッカー、ジュリアン・アサンジ氏が０６年に立ち上げた。 

これまでイラク戦争の秘密情報などを暴露。 

米政府などは情報が関係者を危険に陥れる可能性があるとして批判している。 

米国大使館の公文書も米政府内の情報提供者から入手し、文書数は２５万点に上る。 

その一部を、ウィキリークス関係者が日本農業新聞に提供した。 

 

 

・ＴＰＰの問題点 ニュージーランド・オークランド大学法学部のジェーン・ケルシー教授に聞く 

 

ニュージーランド・オークランド大学法学部のジェーン・ケルシー教授に、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）の

問題点などを聞いた。 

 

―――ＴＰＰ交渉での農産物の市場開放についてどう考えますか。 

 

ニュージーランドの農業にとって最大の関心事は米国市場の開放だが、米国は自分のセンシティブなマーケット

（重要品目の市場）を守ってきた。 

実際、米国とオーストラリアとの自由貿易協定（ＦＴＡ）交渉は砂糖、牛肉、乳製品の市場開放を制限して決着

した。 

米国は常にテーブルの上から乳製品を取り除くように努力しており、今回のＴＰＰ交渉でも同じだ。 

 

―――ＴＰＰで何が一番問題ですか。 

 

ＴＰＰ交渉の重要な特徴の一つが、「規制の調和」。 

基準や規制を国際的に統一していこうというものだ。 

米国が熱心に進めようとしている。衛生基準や知的所有権などが 対象になる。 

中国を含めたアジア全体のルールを、米国主導で決めていこうという狙いがある。 

 

―――ニュージーランドの乳業団体などは何を求めようとしているのでしょうか。 

 

米国市場の開放は期待できないが、投資の面で規制が緩和されれば利点は大きい。 

例えばベトナムの農協の酪農事業に出資するとか、チリやペルーでの農地取得を進めやすくなるといったことが

想定される。 

 

―――ニュージーランドにとってどのような不利益が予測されますか。 

 

まず、比較的安価な医薬品を供給している医薬品政策への悪影響だ。 



医薬品管理庁が買い入れて安く供給する仕組みがあるが、公的機関が購入することに国際医薬品企業は批判的な

態度を続けてきた。 

米国はＴＰＰで必ずこの制度の撤廃を要求してくるだろう。 

 

薬の価格を市場原理に任せようという主張であり、日本の公的な健康保険制度が攻撃される可能性もある。 

米国の要求が通れば貧しい人たちへの打撃となるだろう。 

 

ニュージーランドは民営化と規制緩和の失敗という負の財産を抱えている。 

多くの銀行が規制緩和の中で外資の支配下に入り、小さな町、田舎の銀行店舗が廃止された。 

 

投資分野も問題が大きい。 

米国の企業が内国民待遇（進出先の国の企業と同じ権利を保障されること）を得れば、外国でも直接その国の政

府を訴えることができるようになる。  

 

（転載終了） 

 

アメリカが菅内閣に要求している”ミッション”が、「消費税増税」「ＴＰＰ参加」「小沢一郎の排除」の３点セ

ットであることは、震災以前のエントリーにて繰り返しコメントしてきた通りである。 

 

※参考１「週刊ポストが暴露 「与謝野入閣は朝日新聞の進言」」 

 

※参考２「”土人国家”日本の凋落 ここに極まれり ～小沢一郎元代表・強制起訴～」 

 

※参考３「またもやＩＭＦが「日本の財政再建遅れ懸念」を表明 ～露骨な消費税増税の後押し～」 

 

 

そして「ＴＰＰ参加」が、アメリカによる”カツ上げ”以外の何ものでもなく、通貨切り下げ 

政策により円高ドル安を加速させるアメリカが、ＴＰＰによりあらゆる日本市場を食い物にするのは明らかであ

ることも、以前のエントリーにてコメントしてきた通りである。 

 

※参考「サルでもわかるＴＰＰ講座」 

 

 

そして今回、上記記事にあるように、ウィキリークスによるアメリカの外交文書の暴露により、「ＴＰＰ参加」

が”八百長”そのものであり、これを推進する菅内閣の外交は”売国外交”そのものであることが立証されたと

言えよう。 

 

この公電より、アメリカとニュージーランドが「農地への投資制度」「食品の安全性」の規制・基準を統一した”

絶対標準”を定め、日本と韓国を”食い物”にしようという卑しい魂胆が垣間見れるであろう。 

 

「ＴＰＰ参加」などが実現すれば、ただでさえ震災にて疲弊している今の日本は、まさに「弱り目に祟り目」、

壊滅的な経済的ダメージを被るであろう。 



 

ちなみに”賢明”な韓国は、中国などと共に、早々に「ＴＰＰへの不参加」を表明していることから、このまま

行けば日本の”一人負け”であろう。 

今後、菅”売国奴”内閣は、震災のドサクサに紛れて「ＴＰＰ参加」を死に物狂いで実現しようと画策するであ

ろうが、我々国民はよくよくこの動きを注視することが肝要である。 

http://blog.goo.ne.jp/tarutaru22/e/717a26148bbd3fa2404e1dbec00acf9f  

＝＝＝＝＝＝＝ 

 

国境撤廃は、世界政府に向けた布石。 

 

ロックフェラーの野望の実現に向けた悪魔の計画。 

 

TPP は絶対阻止！ 

 

 

283 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 10 日(月) 午前 5 時 34 分  

タイトル: R・J・ラッシュドゥーニー 神の法と自律法 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AyTacmp_0xI 

 

 

284 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 10 日(月) 午前 7 時 49 分  

タイトル: きわめて興味深いビデオです 

 

 

この宇野正美氏は、僕の HP を読んでいるかのように興味の対象が一致するのが非常に不思議です。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7X6A0zW07pQ&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=OMD_Xgb8eqU 

 

きわめて興味深いビデオです。 

 

 

285 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 10 日(月) 午後 3 時 36 分  

タイトル: サタンは自信をなくすように働きかけている 

 

 

サタンは「これは、霊的な戦いではない、全部自分に責任がある。お前の生き方、性格、育ちが原因なのだ」と



吹き込んできます。 

 

自信をなくさせることがそもそも攻撃なのです。 

私はこれをずっと体験してきました。 

世の中の基準を適用して、自分は駄目だと思わされてきました。 

これで負のスパイラルに陥ります。 

信仰によって大胆に攻撃できなくなります。 

 

ある意味において、「少しの負の考えも入れてはならない」というのがクリスチャンの対処法です。 

 

もちろん、反省すべきところは反省しますが、いったん反省したらあとは、「自分が悪いのだ」といういろんな

ささやきや罵倒を手前で全部はねつけて絶対に自分の心に入れないことです。 

 

そうじゃないと、祈りに効き目がなくなります。 

 

全般的に日本人の DNA にはこの点の弱さがあるみたいです。 

 

そこをサタンが突いてきているようです。 

 

中韓の日本人攻撃はこの点が特徴です。 

 

マスコミに「評論家は、日本はもう駄目だという論調にせよ」「ドラマでは日本人男性は駄目男に、韓国人は男

らしく描け」と吹き込んでいるのが分かります。 

 

聖書に関しては、ウェストコットとホートは、オカルト、ニューエイジ、世界統一政府、つまりイルミナティと

関係していたことが分かっています。 

 

彼らが持ち出した写本が 1900 年間教会が使ってきたビザンチンと異なる写本で、そこから間違いが入ったと思

います。 

 

霊の世界では、「クリスチャンから祈りの力を奪う」対策が講じられてきました。 

 

そのために聖書そのものをいじる、ということが行われたと思います。 

 

攻撃の主なもの： 

 

１．聖書からイエスの御名を奪う。（現代語訳聖書翻訳に働きかけることにより） 

２．悲観的終末論をはやらせる。（ディスペンセーショナリズムのプレ・ミレにより） 

３．世俗心理学をはやらせる。（信仰と祈り、悪霊追い出しによる解決ではない方法をとらせる） 

４．世俗経営学を教会に適用させる。（教会成長学により） 

 

私たちは、この攻撃を自覚して、自分を回復しつつ、敵に攻撃を仕掛けていかねばなりません。 



 

 

投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 10 日(月) 午後 4 時 31 分  

タイトル: 申し訳ございません。文字化けによる訂正２をお送りします。 

 

 

中韓と米のいずれにつくか、みたいな状況になっているが、私は、どちらも同じと思う。 

 

つまり、日本はこれらの両者からの攻撃を受けている。 

 

大本にはロックフェラー、ロスチャイルドの世界政府の野望があるのだろう。 

 

TPP を通じて産業を破壊し、中韓人流入で人口侵略。 

 

国境を取り払う策謀だろう。 

 

いよいよ正念場だ。 

 

ここで防衛を失敗すれば世界政府誕生へ一気に進むだろう。 

 

============ 

米国大統領のオバマ氏は日本国首相の野田氏へ TPP・EPA・FTA をごり押していない―三橋貴明ブログ「新世

紀のビッグブラザーへ」(2011.10.07) 

 

TPP・EPA・FTA を推進したいのは、対米国 TPP・EPA・FTA を利用し、国家破産・国家消滅寸前の韓国と 2006

年経済破綻韓国を救済したい、かつ日本国へ『韓国人と共産中国人を呼び込み人口侵略させたい』在日韓国人で

す←これ重要 

 

在日韓国人の日経新聞その他マスコミ各社・経団連・民主党は、対米国 TPP・EPA・FTA を利用し、経済崩壊

状態の韓国と共産中国であふれている韓国人と共産中国人の大量の失業者を日本国へ呼び込み日本国から技

術・情報・金を収奪し韓国と共産中国へ横流しすると同時に日本国を人口侵略させようと企んでいます 

 

TPP・EPA・FTA 締結は、韓国指揮下にある在日韓国人による日本国解体工作の一つです . 

 

自選挙区の国会議員へ「阻止しないと二度と支持しない」との手紙を送ってください。左翼でも有権者の声は無

視できないとのこと。 

 

数日置いて複数投函してください。【自民党議員一覧＆パチンコ議員一覧＆法務委員会一覧】全国の地方議員一

覧も!!あります http://sky.geocities.jp/white_red_round_sun_2011/ 

 

朝鮮野田は日本を本格的にこの２年で破壊することに決めました 増税とＴＰＰで虫の息、その上被災地そっち



のけで韓国に 10 兆円 ビザ無しでどんどん受け入れて国土食い散らかされ、二度と立ち上がる力も残らないま

でにむさぼられる。先人たちが必死に勝ち取った関税自主権の放棄 グローバルというたわけた粉飾で奴隷化に

まっしぐら。シナ 朝鮮 アメリカ ロシアに食い荒らされる日本の姿 いよいよ鮮明です。  

 

 

【拡散】民主党の大久保勉が外貨準備名目で韓国と中国を助けると表明。  

http://www.youtube.com/watch?v=W6pTk3Z6nl8  

 

この国賊の連絡先 

大久保勉  

 

福岡事務所  

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-19-14     ビーエスビル博多 7 階Ｅ号室  

TEL 092-433-0551 FAX 092-433-0552  

 

東京事務所  

〒100-8962 東京都千代田区永田町 2-1-1     参議院議員会館 1108 号室  

TEL 03-6550-1108 FAX 03-6551-1108  

メールアドレス  

tsutomu_ookubo02@s... 

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

 

首相、TPP 参加表明へ！！！ 

首相、ＴＰＰ交渉参加の意向…表明へ準備指示  

 

 野田首相は、１１月にハワイで開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議で、環太平洋経済連

携協定（ＴＰＰ）への交渉参加を表明する意向を固め、関係省庁に参加表明に向けた準備に着手するよう指示し

た。  

 

皆さん、国会に乱入してでも阻止しないと駄目です いよいよ本当にその時が来てしまいました 

覚悟決めないといけないです 

http://politiceconomy.blog28.fc2.com/blog-entry-1337.html?utm_medium=twitter&utm_source=shogun 

 

 

289 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 10 日(月) 午後 5 時 23 分  

タイトル: 中央銀行制度において本来税金は不要である 

 

 

（1） 

マスコミは、ウォールストリート占拠デモを「反格差デモ」と紹介しているが、違うと思う。「格差は問題だ」

という問題意識は、決定的に間違っている。格差が問題になるならば、自由は死ぬ。社会全体が活気を取り戻す



には、自由競争が不可欠。自由競争があれば、格差は生まれる。 

 

格差そのものは問題ではない。誰がウサイン・ボルトが 9.5 秒で走れるからといって文句を言うだろうか。格差

そのものは人間の間に不可避的に生じるもの。むしろ「ねたみ」こそが問題。共産主義とは、ねたみと足を引っ

張る根性が生み出した悪魔的幻想である。 

 

勝者から無理やりお金をむしりとって敗者に分配するような制度は、「泥棒の合法化」である。こういう不法を

是認するならば、国家が自分から盗んでも文句は言えない。実質税率 50％の税金、70％の相続税によって、一

般の国民が国家にむしりとられる原因となっているのは、「泥棒の合法化」に賛成した心だ。 

 

（2） 

中央銀行制度において本来税金は不要。なぜならば、不換紙幣を刷るということは、それ自体が泥棒行為だから。

不換紙幣とは偽札に他ならない。価値のないものを提供して、価値のあるものを手に入れることだから、偽札と

は不平等な交換である。不換紙幣を発行する中央銀行を持つ政府は税金を取っている。 

 

だから、われわれは、単に「中央銀行が民間銀行によって牛耳られている」と訴えるだけでは不十分。「不換紙

幣は偽札だ」と叫ばなければならない。不換紙幣を許容している限り、われわれは税金を二重取りされている。 

 

 

290 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 10 日(月) 午後 6 時 08 分  

タイトル: 人工地震と原発事故は日本占領のため 

 

 

人工地震と原発事故は日本占領のためである。実は津波と原発事故は関係がないと TEPCO は認めている。原発

事故は鉄塔倒壊によっておきた。そして、鉄塔倒壊は普通の土砂崩れで起きている。原発事故は、通常の原因で

起きる出来事だった。原発事故と前代未聞の大惨事と結びつける筋書きがあった。 

 

原発事故がおきるとすぐに、米国政府とフランス政府が介入。世界政府論者フランス人ジャック・アタリは「国

際社会は自然を汚す日本に強制介入すべき」と。世界政府のために活動するロックフェラーが出資する「みどり

の政治」のために活動するクリス・バズビーが「北日本を空にせよ」と。 

 

北日本を空にせよというからには、どれだけすごい被害なのかというと、北日本全人口の 6％が癌になると。6％

ならば、野菜不足で癌になる発生率の増加率 8％よりも低い。われわれはこのグローバリストに「いえ、けっこ

うです。野菜を食べるようにしますから」といえばいい。 

 

グローバリストたちは、日本占領を狙っている。そのために印象操作の道具として地震→原発事故を使っている。

マスコミの「無縁社会」や、韓流も、このグローバリストによる日本弱体化、日本解体の一環であり、世界政府

樹立のステップである。すでに欧州をやり米国をやり、そして次に日本というわけ 

 

本当のところ、富士山を噴火させたかった。しかし、失敗。東京に直下型地震も起こしたかった。それも失敗。

おそらく TPP による産業文化解体攻撃も失敗するだろう。われわれはできる限りのことをしよう。祖国防衛の



ために必死になって活動し、神に祈ろう。 

 

 

291 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 10 日(月) 午後 10 時 50 分  

タイトル: 教育への宗教改革の影響と日本 

 

 

宗教改革の影響で顕著なのは、教育である。 

 

1700 年にスコットランドでは識字率は約 45％。 

 

1700 年代末までに 85％に上昇したと思われる。 

 

この時期にイングランドの識字率は、45 から 63％に上昇した。 

http://www.fsmitha.com/h3/h29-fr.htm 

 

ちなみに、日本では、1850 年に江戸で識字率は 75％だった。 

http://historyrakusei.bake-neko.net/education/edosho.htm 

 

武士の場合は、100％。 

 

このような教育の背景があったため、明治維新後、急速に欧米諸国に追いつくことができた。 

 

日本人は、プロテスタントクリスチャンと同じくらい、いや、さらに優れた文化水準に達していたのかもしれな

い。 

 

神の特別なお働きがあったとしか考えられない。 

 

 

292 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 12 日(水) 午前 5 時 39 分  

タイトル: ビリー･グラハムは異端である 

 

 

ビリー･グラハムは異端である。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=I-6oxcgG4as 

 

 

293 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 12 日(水) 午後 6 時 10 分  



タイトル: TPP でユダヤによる食料独占の危険性 

 

 

NHK が世論調査で、53％がすぐに解散しなくてもいいとの回答。 

 

本当か？ 

 

世論操作しているならば、きわめて悪質。 

 

TPP も 40％が賛成だと。 

 

TPP は、日本の一次産業をユダヤ穀物会社によってのっとられることを意味する。 

 

ユダヤ人は昔から穀物を自分では作らず、買い付けて、独占し、高く売るということをやってきた民族だ。 

 

遺伝子操作によって種子を作らない作物だらけになり、種子を購入しない限り農業が継続できないというような

奴隷制度になる恐れが十分にある。 

 

キッシンジャーが「エネルギーを独占することによって世界を支配できる」といったが、同じことが食料にも言

える。 

 

米国の報道によると、食料のシェア獲得にユダヤ人ソロスが動いているからだ。 

 

TPP はユダヤによる日本支配、奴隷化の手段であり、何世紀もかけてやってきた日本破壊の最終ステージとなる

可能性がある。 

 

 

294 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 12 日(水) 午後 11 時 22 分  

タイトル: 世界政府の試みは失敗する 

 

 

タジキスタンとのサッカーA 代表の試合、8 対 0 で日本が勝った。 

 

タジキスタン側は、ゴール下でほとんどマークが外れており、ディフェンスがほぼ崩壊状態。 

 

霊的な戦いも同じである。 

 

こちらがディフェンスをしっかりしないと、敵にやられてしまう。 

 

ディスペンセーショナリズムという福音派に蔓延した神学では、「クリスチャンはこの世については触れるな。

政治も経済もノンクリスチャンに任せろ」というものであるから、サッカーでいえば監督が選手に「ディフェン



スはするな」と指示を出しているようなもの。 

 

政治や経済その他すべての領域に関して、敵のやりたい放題になってしまった。 

 

日本も同じで、戦後の「考えない教育」をほどこされた国民は、単に見せかけのパフォーマンスで政治家を選び、

投票にもいかず、完全に敵の侵入を許してしまった。 

 

気づいたときには、社会のあらゆる部分に敵の傀儡が占領しており、政治家とマスコミ、経済界が共同して日本

の侵略を進めているのを黙って見ているような状況になっている。 

 

われわれは、注意を怠るならば、敵にやられてしまうのである。 

 

この世界は安息の世界ではない。 

 

安息がやってくるのはまだまだ先である。 

 

今は千年王国の時代。 

 

千年王国において教会は戦わねばならない。 

 

敵は縛られているが、ぐるぐる巻きにされて完全に身動きが取れない状態にされているわけではない。 

 

柱に鎖をつけられて一定範囲の移動が許されているという意味の言葉「エーデーセン」が黙示録 20 章 2 節に記

されている。 

 

われわれは、「オオカミの中にいる羊」であり、用心を怠るとすぐにやられてしまう。 

 

陰謀史観に立たないキリスト教は偽のキリスト教である。 

 

聖書の歴史観は、「世界歴史は、サタンの陰謀との戦いである。」と教える。 

 

ペルシャには「ペルシャの君」がいる。 

 

「ペルシヤの国の君が二十一日間、私に向かって立っていたが、そこに、第一の君のひとり、ミカエルが私を助

けに来てくれたので、私は彼をペルシヤの王たちのところに残しておき、…」（ダニエル書 10・13） 

 

ペルシャの君がダニエルに対抗していた。 

 

ミカエルは天使なので、この戦いは霊的な世界の戦いを示している。 

 

つまり、ペルシャの君とは悪魔から任命されてペルシャを支配している霊的君主である。 

 



サタンは手下に命じて管理領域に代表者を立てているのである。 

 

敵は組織的に戦っている。 

 

だから、われわれも組織的に戦わねばならない。 

 

日本を侵略しようとする霊がいる。 

 

その霊に対抗するために祈らねばならない。 

 

TPP は、関税自主権の放棄である。 

 

かつて農業も自由化すべきと考えていたが、米国側にモンサントという遺伝子操作によって種を管理し、世界の

農業支配を狙っている企業がいる以上、防衛が必要との認識に至った。 

 

世界政府の出現を許してはならない。 

 

国連の神がルシファー（国連の祈祷室を管理しているのがルシス・トラスト社。かつてルシファー・トラスト社

と名乗っていた）だから、世界政府の神はルシファーである。 

 

今、われわれは、グローバリストの地域連邦化政策による攻撃を受けている。 

 

世界は、政治、経済、宗教、あらゆる分野において、統一体に変化しようとしている。 

 

しかし、神は、バベルの塔を直前で破壊される。人類が神抜きで合同することを神はお許しにならない。 

 

だから、必ずこの試みは失敗する。 

 

われわれはそのために働かねばならない。 

 

 

295 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 12 日(水) 午後 11 時 51 分  

タイトル: 敗北思想を捨てよ 

 

 

サッカーのタジキスタン側の大敗の原因としてもう一つ挙げることができるのは、「あきらめ」である。 

 

タジキスタンの監督は、「われわれが日本に勝つ確率は 1000 分の 1 だ」と試合前に語っていた。 

 

こんな弱気な監督でどうして戦えるのだろうか。 

 



タジキスタンは FIFA ランキング 124 位。日本が 15 位だから、仕方がないが、しかし、先日戦って 1-0 で日本

が辛勝したベトナムは 129 位で、タジキスタンよりも格下なのだ。 

 

ベトナムの士気は高く、ディフェンスがしっかりしており、日本はなかなか攻撃の組み立てができなかった。 

 

ほぼ同格の 2 つのチームでこれだけの差ができた理由は「あきらめるかどうか」である。 

 

「できない。おれはダメだ」というようなチームが勝つ見込みはまったくない。 

 

同じように負けたがベトナムはその後につながる試合ができた。しかし、タジキスタンがこうむった失点 8 は、

今後トラウマになりかねない。 

 

タジキスタンは、試合をする前から負けた。 

 

日露戦争で、ロシア・バルチック艦隊の総司令官は戦う前から弱気だった。 

 

弱気や不信仰は、本物の敵だ。 

 

ディスペンセーショナリズムは、「やっても無駄だ。この世界はサタンの世界だから、神の民が何をしても負け

る」という神学である。 

 

クリスチャンを臆病にさせる間違った教えである。 

 

聖書は「イエスは世界を征服された。だから、クリスチャンは必ず勝利する」と教えている。 

 

クリスチャンに敗北思想を信じさせたのは、サタンである。 

 

われわれは、ディスペンセーショナリズムを捨てる必要がある。 

 

 

296 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 13 日(木) 午前 6 時 55 分  

タイトル: 民主党とフリーメイソン 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=q4Fuhb4Jn-o 

 

 

297 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 13 日(木) 午前 7 時 47 分  

タイトル: 運命にあらがう図々しさを養おう 

 



 

諏訪大社の下社春宮では、毎年 1 月 14 日の夜から 15 日早朝にかけて、1 年の世相や農作物の豊凶を占う「筒粥

(つつがゆ)神事」が行われる。 

 

そこにおいて、今年過去 20 年間で一番悪い結果が出たそうだ。 

 

「神事を終え、北島和孝(かずのり)権宮司は「今年は怖い 1 年。過去 20 年間で最も悪い結果が出た。春は早めに

訪れるが途中で予想外のことが起き、足をすくわれる相」と語り、地元紙などに掲載された。3 月 11 日の東日

本大震災とその後の暗い世相を見事に言い当てているではないか。 

25 日、改めて北島権宮司に話を聞くと、神事では不吉な兆候がいくつも出ていたという。 

「まず例年になく、早すぎるぐらい早く火がついた。そしてヨシを入れると、普通は対流に合わせて回るのに、

今年はヨシが沈もうとせず立っていたんですよ。もう 20 年間神事を担当していますが、過去にこんな動きはな

かった。口には出しませんでしたが、イヤな感じがしました」」 

http://www.tokyo-sports.co.jp/hamidashi.php?hid=12993 

 

さらに、4 月 4 日に出雲大社にある大きな日の丸が真っ二つに裂けた、という。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=guU1zjYZvTw&feature=player_detailpage#t=86s 

 

しかし、確認したが、何らかのトラブルはあったようだが、真っ二つに裂けたということはなかったようだ。 

http://mblog.excite.co.jp/user/myveranda/img/?f=201104%2F04%2F59%2Fc0059459_9204092.jpg&user=my

veranda&id=16142490 

 

未来からタイムマシンでやってきたジョン・タイターによると 2015 年に核戦争があるそうだが、こういうのも、

一つの心理操作であろう。 

 

人間は、不吉なことをあらかじめ予言されると、そのとおりに向かうように誘導されるのだと思う。 

 

そういう心理を利用する人々が、いわゆる予言者を利用しているのだろう。 

 

われわれは、キリストにあって、神がお定めになった以外のいかなる運命にも縛られない。 

 

物事は、プラスに考えればプラスのほうに向かうし、マイナスに考えればマイナスに向かう。 

 

運命にあらがう図々しさを養おう。 

 

 

298 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 13 日(木) 午前 7 時 50 分  

タイトル: 日の丸の記事の URL 

 

 



日の丸の記事の URL： 

 

http://mblog.excite.co.jp/user/myveranda/entry/detail/?id=16142490 

 

 

299 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 13 日(木) 午前 8 時 02 分  

タイトル: ナチスは第二次世界大戦時に UFO を完成させていた 

 

 

ナチスは第二次世界大戦時に UFO を完成させていた。証拠写真が最近たくさん出てきた。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RrnF9DrmrDg&feature=player_detailpage#t=118s 

 

 

300 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 14 日(金) 午前 3 時 17 分  

タイトル: UFO は進化論の裏付けに使われていたのでは？ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RrnF9DrmrDg&feature=player_detailpage#t=118s 

 

つまり、UFO なるものが、単に人間によって作られたものであるという証拠であり、アメリカの円盤をアダム

スキーに見せたということは、アダムスキーを通じて一つの洗脳工作が行われた。 

 

UFO が進化論の裏付けに使われていた可能性大ということですね。 

 

 

301 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 14 日(金) 午後 0 時 37 分  

タイトル: アーノルド・シュワルツェネッガーが EU の大統領になるのか？ 

 

 

アーノルド・シュワルツェネッガーが EU の大統領になるか考え中らしい。 

 

彼は自らは否定しているが、ネオナチであると。 

 

飛鳥氏は、彼が黙示録の獣になる可能性があると考えている。 

 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Lp2xRm3BtPY 

 

ミレニアムの読者はすでにご承知のとおり、黙示録は 19 章まではすでに紀元 70 年に成就している。 



 

獣はローマ皇帝ネロである。 

 

http://www.path.ne.jp/~millnm/no42.html 

 

であるから、二度と獣は現れない。 

 

EU からいわゆる「反キリスト」が現れることはない。 

 

シュワルツェネッガーが EU の大統領になったとしても、それは聖書の預言が成就したからではない。 

 

ただ、彼らが勝手に聖書を成就したと考えているか、もしくは、聖書を用いてクリスチャンを洗脳しているにす

ぎない。 

 

われわれは、「いよいよ EU から反キリストが現れるぞ。そうなったら、携挙は間近だ」などと考えるべきでは

ない。 

 

どう考えるべきかというと、「世界政府を目指すこれらのグローバリストたちの野望は粉砕され、EU は崩壊し、

東アジア共同体も失敗する」である。 

 

今、世界はすでにキリストの王国なのであるから、誰が EU の大統領になろうが、ロスチャイルドがどれだけ金

を持ち、権力を持っていようが、関係ない。 

 

キリストは一瞬にしてこれらの反キリスト勢力を粉砕されるだろう。 

 

われわれは、一日も早くグローバリストの野望が粉砕されるように祈ろう。 

 

われわれの祈りは絶大な効果がある。 

 

あきらめないで執拗に祈ろう。 

 

 

302 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 14 日(金) 午後 2 時 55 分  

タイトル: 国連人口基金の隠れた目的 

 

 

国連人口基金のプロパガンダでは、その活動計画の目的は「貧困を減らし、妊娠と出産の安全を図り、若者のエ

イズ罹患率を下げ、すべての女性を尊厳と尊敬をもって扱うこと」であるが、実際にやっていることは、中絶と

若者の性教育プログラムを通じての「家族計画」である。 

 

国連人口基金は、ウェブサイト上では中絶の奨励と支援を否定しているが、「生殖健康」の美名のもとで人間の



権利として中絶を合法と述べている。 

 

国連人口基金の若者向けプログラム Y-PEER では、世界の若者が性及び生殖に関する健康と権利を唱導された。

そこでは、若者が「性を体験し、それを祝う」ことが薦められ、安全な中絶を利用する「選択の権利」が強調さ

れた。 

 

つまり、国連人口基金がやりたいのは、「人口削減」である。 

 

表面上は、人々の健康を願いつつ、背後では人を殺すことを考えている。 

 

これが、国連がイルミナティの組織である証拠である。 

 

悪魔なのだ。背後にいるのは。 

 

騙されてユネスコなどに献金する人々が後を絶たない。 

 

よほど注意しないといいように良心を利用され、人殺しの手伝いをすることになる。 

 

投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 14 日(金) 午後 10 時 48 分  

タイトル: 億万長者が世界政府を通じて世界の人口をどのように減らすべきかについて話し合った 

 

 

ABC ニュースが、「億万長者が集まって会合を開いた」と報道。その中で、主催者は、世界でトップ 3 に入る新

聞『タイムズ・オブ・ロンドン』紙に対してこう述べた。 

 

「イギリス人に朗報です。世界政府を通じて世界の人口をどのように減らすべきか、について話し合った」と。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vxzTTOwfRXo&feature=player_detailpage#t=138s 

 

 

304 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 15 日(土) 午後 0 時 55 分  

タイトル: 世界政府と人口削減 

 

 

世界政府と人口削減 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YYz8hAnyNFQ 

 

 

305 投稿者: kusakabemanai  



Date: 2011 年 10 月 16 日(日) 午後 3 時 42 分  

タイトル: 米韓ＦＴＡは不平等条約 

 

 

米韓ＦＴＡは不平等条約。これを日本も結べと朝日新聞が言う。 

 

＝＝＝＝＝ 

毒素条項（三橋貴明オフィシャルブログ「新世紀のビッグブラザーへ） 

http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-11047464542.html 

 

「毒素条項」とは、上記ブログで引用されている日経ビジネスオンラインの記事（ソースは有料サイトなので会

員以外は直接閲覧できない）で問題視されている米韓ＦＴＡの内容（の一部）。 

 

＞（1）サービス市場開放の Negative list：サービス市場を全面的に開放する。例外的に禁止する品目だけを明

記する。  

＞（2）Ratchet 条項：一度規制を緩和するとどんなことがあっても元に戻せない、狂牛病が発生しても牛肉の

輸入を中断できない。  

＞（3）Future most-favored-nation treatment：未来最恵国待遇：今後、韓国が他の国と FTA を締結した場合、

その条件が米国に対する条件よりも有利な場合は、米にも同じ条件を適用する。  

＞（4）Snap-back：自動車分野で韓国が協定に違反した場合、または米国製自動車の販売・流通に深刻な影響

を及ぼすと米企業が判断した場合、米の自動車輸入関税 2.5%撤廃を無効にする。  

＞（5）ISD：Investor-State Dispute Settlement。韓国に投資した企業が、韓国の政策によって損害を被った場

合、世界銀行傘下の国際投資紛争仲裁センターに提訴できる。韓国で裁判は行わない。韓国にだけ適用。  

＞（6）Non-Violation Complaint：米国企業が期待した利益を得られなかった場合、韓国が FTA に違反してい

なくても、米国政府が米国企業の代わりに、国際機関に対して韓国を提訴できる。例えば米の民間医療保険会社

が「韓国の公共制度である国民医療保険のせいで営業がうまくいかない」として、米国政府に対し韓国を提訴す

るよう求める可能性がある。韓米 FTA に反対する人たちはこれが乱用されるのではないかと恐れている 

＞（7）韓国政府が規制の必要性を立証できない場合は、市場開放のための追加措置を取る必要が生じる。  

＞（8）米企業・米国人に対しては、韓国の法律より韓米 FTA を優先適用 

 例えば牛肉の場合、韓国では食用にできない部位を、米国法は加工用食肉として認めている。FTA が優先され

ると、そういった部位も輸入しなければならなくなる。また韓国法は、公共企業や放送局といった基幹となる企

業において、外国人の持分を制限している。FTA が優先されると、韓国の全企業が外国人持分制限を撤廃する必

要がある。外国人または外国企業の持分制限率は事業分野ごとに異なる。  

＞（9）知的財産権を米が直接規制 

 例えば米国企業が、韓国の WEB サイトを閉鎖することができるようになる。韓国では現在、非営利目的で映

画のレビューを書くためであれば、映画シーンのキャプチャー画像を 1～2 枚載せても、誰も文句を言わない。

しかし、米国から見るとこれは著作権違反。このため、その掲示物い対して訴訟が始まれば、サイト閉鎖に追い

込まれることが十分ありえる。非営利目的の Blog や SNS であっても、転載などで訴訟が多発する可能性あり。  

＞（10）公企業の民営化  

 

無茶苦茶な不平等条約である。 

ただしこれは昨年１２月の段階でアメリカ側が要求していた項目なので、今回締結されたＦＴＡにどこまで反映



されているかは不明。 

 

これについて三橋氏は、 

 

＞趙 章恩氏が昨年１２月に日経 BO で披露した上記の「毒素条項」のうち、どこまでが今回の米韓 FTA に残っ

ているのかは、今後、調査を進めていきたいと思いますが、恐らくかなり残っているのではないかと。理由は、

報道機関が全く上記の「サービス」「投資」関連の条項について報道しないためです。アメリカ側からしてみれ

ば、「いつの間にか入っていた」がベストなわけです。 

 

と推測している。 

要するに、 

 

＞「韓国は義務を負うが、アメリカは負わない」 

＞「韓国は米韓 FTA 優先だが、アメリカは国内法優先」 

 

ということだ。 

 

そして現在我が国が「交渉への参加を検討している」ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）もだいたい似たよ

うなものだ。 

それでもＦＴＡなら自由化する経済分野について２国間協議である程度範囲を決められるが、ＴＰＰの場合多国

間条約であり、農業・工業のみならず２４項目の分野にわたり各々の国内事情などお構いなしに一括りで自由化

を迫られることになる。 

 

現在ＴＰＰ交渉にはアメリカを始めオーストラリア、ＮＺ、シンガポールなど９カ国が参加している。 

ただし日本が参加した場合、ＧＤＰ規模にして日米２カ国で１０カ国中のおよそ９割を占めることになるので、

事実上日米２国間協定となり、ぶっちゃけ「アメリカに対して農業・工業・医療・投資・労働など多岐に渡る分

野において関税撤廃など完全自由化を迫られる」ということである。 

＝＝＝＝＝ 

 

以上 my 日本、対馬＠ツイコミュ少佐さんの日記より。 

 

 

306 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 16 日(日) 午後 3 時 52 分  

タイトル: 年金制度は騙し 

 

 

日本男性の平均寿命は 78.79 歳。 

 

２０歳で年金義務発生、６０歳までの４０年間年金を払い続ける。 

 

68 歳まで引き上げられたら、１０年ちょっとしか年金支給がない。 



 

これって、絶対詐欺でしょう。 

 

結局、福祉国家なんて騙し。 

 

人間の善性を信じる時代は終わった。 

 

 

307 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 17 日(月) 午前 3 時 00 分  

タイトル: ウィキリークス：TPP は日本に対する圧力 

 

 

TPP 文書をウィキリークスが暴露： 

 

「もし最初の 8 ヶ国が gold standard に辿り着けば、TPP は日本…に対する強力な圧力（put the squeeze）と

な り 、 ま さ に 長 期 的 な 利 益 を 得 る こ と と な る だ ろ う 、 と 彼 は 強 調 し た 。」

http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2011/05/_tpp.html 

 

put the squeeze＝「に圧力をかける、（人）に脅しをかける、（人）に強要する」という意味であり、TPP が日

本にとって利益というよりも、圧力、脅し、強要であり、有害であることが、このウィキリークスの暴露文書か

ら分かる。 

 

 

308 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 18 日(火) 午前 1 時 57 分  

タイトル: たかだか 70 年の生涯で、永遠の地獄に落ちるようなことをやるって馬鹿です 

 

 

財政を健全化するために消費税を上げるって、馬鹿なんでしょうか。肥満対策にさらに飯を食べるようなもの。

根本思想が間違っている。「国は事業をしてはならない」という原則を守ること。国がやることは、軍隊と警察、

裁判所。事業は民間がやる。賞罰が直接に返らない官僚が事業できるわけがない。 

 

事業というものは、シビアに結果が出るような民間じゃないとできない。税金で補てんできる官僚がやれば、赤

字を放置してツケを次年度に回すことになって、首が回らなくなる。今の問題は、「さらに税金を上げる」とい

うことではなく、「自分の仕事じゃないことに手を出さない」ということ。 

 

役人にとっての手柄とは、いかに予算を引き寄せるか。つまり、「どれだけ金食い虫になるか」。金を食えば食う

ほど出世する。手当を増やしてくれる上司は偉い人。つまり、国民から税金を取れる人ほど偉い。 

 

これって、はっきりいって、倒錯の世界ですよ。国民から言えば、できるだけ税金が少なくて、自分の手元にお

金が残り、それで再生産し、子孫繁栄につなげることが「幸せ」。役人の世界はその逆。できるだけ民間から金



を奪うこと。だから、役人というのは、もはやわれわれにとって害虫。 

 

こういう倒錯が大手を振って歩ける時代って恐ろしい。昔は、役人は小さくなっていたもの。民間はリスクは大

きいが、ボーナスとかがたくさんでるから人気があった。今は、リスクも大きいし、収入も少ない。役人はリス

クは少なく、収入も大きい。 

 

健全な社会とは、民間が王様の社会。官僚はその補佐役。会社でいえば、役人は、業務部。民間は営業部。営業

部よりも業務部がえばっているようならその会社はつぶれる。外に出て行って獲物を取ってくる人間が一番偉い

ということにならなければ、先細りになるのは目に見えている。 

 

日本の癌は、業務部門でしかない役人に金が集まっていること、これにつきる。だから、税率の上限を憲法でき

めて、9%にする。そのほかは、10%を福祉に回し、残り 81%を民間が自由に使えるようにする。そのレベルな

らば、脱税もしないからかえって税収アップになるのでは？ 

 

とにかく、東大を出て頭がいいはずの官僚が近視眼になっており、組織のことしか頭になくなっているので非常

に危険。オウム真理教みたいに、組織で偉くなるために殺人までしかねない。日本国民が豊かになれば、自分も

豊かになるという発想に転換してほしい。昔はそういう使命感持っている人がいたはず。 

 

前原とか見ていると、本当に人間の血が流れているのかと疑いたくなる。結局、日本人から金をもらって政治家

をやっているのに、日本人に害を与えることを平気でできる。言っておくが、BKD（売国奴）は、地獄に落ちる。

たかだか 70 年の生涯で、永遠の地獄に落ちるようなことをやるって馬鹿です。 

 

 

309 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 18 日(火) 午前 2 時 22 分  

タイトル: 神の国にかけるのが最善であり、もっとも賢い生き方である 

 

 

30 代と 40 代の違いは、30 代が誕生に近いのに、40 代は死に近いということ。 

 

40 代になると、人生の終わりが見えてくる。 

 

50 代になると、体力がなくなってくるのが分かるので、もっとはっきりと終わりが見えてくる。友人の中に亡

くなる人がちらほら出てくる。 

 

かくのごとく、人生は短い。 

 

30 代までは永遠に続くかのように思っていたものが、40 代になって実は短かったと気づく。 

 

だから、私にとって、60 や 70 にもなってまだ売国をやって私腹を肥やしている政治家を見ると馬鹿なの？と思

う。 

 



先が短いとわかっているならば、なぜ宝を天に積まない？ 

 

なぜ地獄に落ちるようなことを積み上げる？ 

 

売国をやればやるほど、地獄の温度は上昇する。 

 

戦争などはじめた指導者が入る地獄の地域は、その犠牲者の数に応じて熱くなっている。 

 

人を苦しめた人は、その苦しめられた人が味わった苦しみを味わわねばならない。 

 

これが、聖書の教えである。 

 

生前やったことは全部返ってくる。 

 

だから、70 代とかになったら、できるだけ善行を心がけるというのが常道ではないか？ 

 

しかし、今の日本の指導者はますます罪を重ねて自分が永遠に味わう地獄の温度を上げている。 

 

年齢を増したならば、神の国のために働くことである。 

 

神の国を拡大すればするほど、永遠の報いは大きくなり、栄光と幸いも大きくなる。 

 

私は、大学に入ってクリスチャンのリバイバルをクラブと教会の両方で体験した。 

 

聖霊の著しい働きを実体験した。 

 

祈りを積んだ部屋には聖霊の充満がある。 

 

そこに入るだけで幸せになれる。満たされる。 

 

大学のクラブの部室がそうだった。 

 

神の御名を唱え、祈りこんでいる教会では、扉を開けたとたんに強烈な聖霊の働きを感じた。 

 

自分の内側から突き上げるようなものを感じた。 

 

このような実体験を通じて、霊の世界、聖書が教える世界が現実に存在することを体験で知っている。 

 

だから、われわれがこの世を去ったときにどのようなことが起きるのかも容易に想像できる。 

 

この世は、準備でしかない。 

 



この世で何をしたか、は、永遠の世界ですべて返ってくる。 

 

返ってくるだけではなく、それが永遠に続く。 

 

たかだか 70 年か 80 年しか生きることができない世界において、永遠の祝福のために投資するのか、それとも、

永遠の地獄のために投資するのか。 

 

賢い人なら前者を選ぶだろう。 

 

一度しかない人生。取り返しのつかない人生。 

 

神の国にかけるのが最善であり、もっとも賢い生き方である。 

 

 

310 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 18 日(火) 午前 6 時 01 分  

タイトル: あなたの契約の代表者はだれだろうか 

 

 

幕屋や神殿礼拝において、至聖所に入って贖いを成し遂げることができるのは大祭司だけであった。 

 

人々は年に 1 回の贖いを外で待っていた。 

 

これは契約のシステムを象徴している。 

 

つまり、一人が民の代表として行動するのである。 

 

アダムは、アダムの腰の中にいたすべての人々、つまり、われわれ人類全員を代表して、神の戒めを守り通す責

任があった。 

 

もし完全に服従を貫けば、われわれも完全な義と永遠の命に達するはずであった。 

 

人類は、アダムを契約の代表者として、完成され、被造物も完成され、永遠に祝福された世界が到達するはずで

あった。 

 

しかし、アダムが失敗したため、われわれも失敗した。 

 

それゆえ、われわれは、新しい代表者を探さねばならなくなった。 

 

神は第 2 位格であった子なる神に命じて、人間の姿をとらせ、アダムが失敗したことを代わりにやらせようとさ

れた。 

 



イエス・キリストは、人として生まれて、すべての戒めを守り、神の御前に永遠の命を到達された。 

 

それと同時に、十字架上で贖いを達成された。 

 

それは、すべてキリストにつく人々の罪の代価を支払うためであった。 

 

イエス・キリストは、この 2 重の使命のために来られ、われわれの契約の代表者として神の御前に責任を果たさ

れた。 

 

それゆえ、イエス・キリストの契約の中に入る人はすべて、罪の代価を支払ったものとみなされ、しかも、永遠

の命を獲得した。 

 

われわれは、契約の代表者を変更しなければならない。 

 

アダムが契約の代表者としてわれわれは生まれてくる。 

 

だから、そのままだとアダムと同じ運命になる。 

 

つまり、永遠の死と呪いである。 

 

アダムからキリストに契約の代表者を変えなさい。 

 

キリスト族になりなさい。 

 

そうしないと、あなたは契約的身分はアダム族であり、キリストの救いにあずかれない。 

 

キリスト族になるには、「イエス・キリストが自分の罪のために死んでくださった救い主であり、人生の主であ

り、王であり、契約的規則を守り、一生服従する」と誓うことである。 

 

保険契約に義務条項があるように、キリスト契約にも義務条項がある。 

 

それは、イエス・キリストを主として従うことである。 

 

イエス・キリストの命令に違反し、神に逆らいつつ、その契約に留まることはできない。 

 

もちろん完全に罪を犯さないということはありえない。 

 

罪を犯しても、悔い改めて、目を常に神のほうに向けることである。 

 

神に従順であり、悔い改める限り、われわれはイエス・キリストの契約の中に留まり、救いの中を歩む。 

 

まず自分の契約の代表者はだれだろうか。 



 

アダムならば、永遠の死と刑罰しかない。 

 

イエス・キリストを代表者として受け入れるべきだ。 

 

 

311 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 18 日(火) 午前 6 時 16 分  

タイトル: 一生を奴隷として生きるのか？ 

 

 

新潟で小学 5 年生のときに拉致され、9 年間監禁されていた女性が解放された事件が以前あった。 

 

アダム契約に属する人類は、これと同じである。 

 

サタンによって監禁されている。 

 

サタンの支配下にあって、地獄のような生活を強いられている。 

 

しかし、ちょっと歩いて外に出れば自由が広がっている。 

 

そこは、サタンの支配ではなく、神の支配である。 

 

この世界の構造とはこうである。 

 

全世界はキリストの王国である。 

 

しかし、ノンクリスチャンは、サタンの支配下にあって、狭い部屋に監禁されて自由を奪われている。 

 

そこから出ようとすれば出ることができる。 

 

すぐ外には、自由が広がっている。 

 

「すぐに出られるのになぜ自由になれないのか」。 

 

それは、恐怖と迷信である。 

 

「自分を毎日支配するこの主人からは永遠に出られない」とか、「出ようとしたら何をされるかわからない」と

か「外に出ると自分は死んでしまうに違いない」とか信じているならば、永遠に出ることはできない。 

 

サタンは、われわれにこれと同じことを吹き込んでくる。 

 



「お前は、私の支配から絶対に解放されない。無駄なことだ」とか「この世界から出てしまうと、お前はきっと

のたれ死ぬだろう」とか「ここから離れたら、世間の人から何を言われるかわからない」とか「きっと一生、前

科者として扱われるのだろう」といったことを吹き込んでくる。 

 

全部幻想である。 

 

ただちょっと勇気を出して外に出てみればよい。 

 

そうすれば、何のことはないということが分かるだろう。 

 

全世界の支配者は、イエス・キリストである。 

 

サタンはごく狭い範囲しか支配していない。 

 

その支配も、イエス・キリストの支配のもとに入ることによって完全に振り切ることができる。 

 

一生を奴隷として生きるのか。 

 

それとも、自由人として生きるのか。 

 

 

312 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 18 日(火) 午後 9 時 42 分  

タイトル: ビリー･グラハムは実質、サタン崇拝を奨励している 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yTMRgc4yB0w 

 

このビデオにおいてわかるように、ビリー･グラハムは、 

 

「自分が持っている唯一の光のほうに来る」と述べている。 

 

この光は神だろうか。 

 

いや。 

 

なぜならば、その前において彼は「イエスという名前を知らないかもしれない」と述べているからだ。 

 

「イエスという名を知らない」＋「自分のうちにある唯一の光」＝「ルシファー」である。 

 

その光は、ルシファーである。 

 



なぜか？ 

 

アダム族は、アダムにおいてルシファーに魂を売ったからだ。 

 

アダム族として生まれてくる人間に備わっている光とはルシファーである。 

 

われわれは自然の状態では、サタンの言葉に従う。 

 

だから、生まれ変わりが必要であり、超自然的な上からの働きかけがない限り、われわれはサタンの意志に従う。 

 

イエス・キリストを信じて、聖霊が与えられるときにはじめて、われわれの心のうちに「神の光」が宿る。 

 

それ以外でわれわれのうちにあるのは「ルシファーの光」である。 

 

だから、ビリー･グラハムが、「イエスの御名をしらなくても大丈夫。自分の内側にある光に頼れ」というときに、

彼は、サタン崇拝を奨励しているのだ。 

 

生まれ変わりと特殊啓示を必要としない宗教。つまり、自然宗教。理神論。 

 

これは、ニュートンのようなフリーメイソンの主張でもあり、キリスト教ではない。 

 

イエスを不要とするような教えを唱えるビリー･グラハムを拒絶しなければならない。 

 

 

313 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 19 日(水) 午後 4 時 49 分  

タイトル: 日本は日本人差別をしている 

 

 

日本国民は 25 年かかさず納めて年金 4 万円支給。 

 

在日朝鮮韓国は一円も納めず 3 万 3 千円支給。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZttPJJNDJqw&feature=related 

 

 

 

314 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 19 日(水) 午後 5 時 18 分  

タイトル: 国益を明らかに損なう約束をした野田 

 

 



野田首相は１９日、韓国の李明博大統領との会談で、欧州の金融危機の波及を防ぐため、互いの通貨をやりとり

する日韓通貨スワップ（交換）の枠を現行の１３０億ドル（約１兆円）から７００億ドル（約５兆４０００億円）

に拡充することで合意した。 

 

金融危機が韓国に波及しても日本は困らないでしょう。 

 

韓国人は、日本が救ってあげても、かえって仇で返すから、無意味な投資でしょう。 

 

野田首相は、国益を明らかに損なった。 

 

首相失格。 

 

 

315 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 19 日(水) 午後 5 時 45 分  

タイトル: 恐れが現実化した 

 

 

朝鮮人及び韓国人の性格は吉田茂が既に危惧しており、そのことをマッカーサーに伝えている。 

 

曰く、「韓国人は頭を下げるということを知らないばかりか、何をされても感謝の念を抱こうともしない。 

恥とういう概念がないから、嘘をつくことをためらわない。 

元々日本人とは民族性が違うのか、彼らは日本人が与えた恩恵に対し、微塵もありがたみを感じないだけでなく

その恩恵を仇にして、日本人の人の良さにつけこんでくる。 

このような民族は早急に祖国へ帰還させなければ、戦後の日本に多大なダメージを与えることなるだろう。 

どうにかして追い出せないものだろうか」 

 

恐れが現実化した。 

 

 

316 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 20 日(木) 午後 4 時 28 分  

タイトル: やっぱり事故は利用されていた 

 

 

何度も奇跡が起きて、文鮮明はヘリコプターの事故から救われたそうです。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=htlwzUn3dac&feature=related 

 

やっぱり事故は利用されていた。 

 

 



317 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 20 日(木) 午後 6 時 33 分  

タイトル: ジョン・レノンのインタビュー―世界は狂人によって支配されている 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8t5awfxTbmM 

 

 

投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 20 日(木) 午後 6 時 47 分  

タイトル: Evil Korean Anti-Japanese Education （邪悪な韓国における反日教育） 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fj7PFSW8Rbk （英語） 

 

 

319 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 20 日(木) 午後 7 時 51 分  

タイトル: 神の御言葉に意図的に逆らい続ける罪は許されない 

 

 

「すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが、食事の用意がされている間に、彼はうっとり

と夢ごこちになった。 

見ると、天が開けており、大きな敷布のような入れ物が、四隅をつるされて地上に降りて来た。 

その中には、地上のあらゆる種類の四つ足の動物や、はうもの、また、空の鳥などがいた。 

そして、彼に、「ペテロ。さあ、ほふって食べなさい。」という声が聞こえた。」（使徒 10・10－13） 

 

「イルカを救え！」なる運動がある。 

 

日本のイルカ漁を邪魔しにわざわざ外国からやってくる。 

 

神はあらゆる動物を食用にしてもいいといわれた。 

 

「地上のあらゆる種類の四つ足の動物や、はうもの、また、空の鳥など」を食べなさい、とペテロに命令された。 

 

だから、聖書において、動物を殺して食べることは罪ではない。 

 

このように神が考えておられるのに対して「イルカは特別な生き物であるから殺してはならない」というならば、

それは、神の言葉を超越することを意味する。 

 

神の言葉を超越するとは、すなわち、うそつきになるということである。 

 



世界一高い山よりも高い山に登ったことがあるという人が嘘をついているのと同じである。 

 

神は最高権威なのである。 

 

その最高権威よりも高い権威となったということは、ありえないので、それは嘘である。 

 

われわれ被造物に残されている選択は、もっぱら「はい、おっしゃるとおりにします」である。 

 

それ以外はすべて罪であり、恐ろしい反逆である。 

 

契約の地位を失いかねない罪である。 

 

聖書において許される罪とは、「過失」だけである。 

 

「故意の罪」は許されない。 

 

執拗に何度も何度も「意図的に」犯される罪は、許されない。 

 

だから、契約から追い出されて、「無保険」状態になる。 

 

無保険で事故を起こせば大変なことになるのと同じように、無保険のままで死後の世界に入ることは恐ろしいこ

とである。 

 

なぜならば、永遠に出てくることができないからである。 

 

契約の中にとどまることができる人は、「可能な限り御心に従うよう努力します」と誓った人だけである。 

 

「あなたの命令などどうでもいいですよ」というような人は追い出される。 

 

聖書に真っ向から敵対するような意見を頑固に持ち続ける人は、滅びる。 

 

イルカを殺すことに反対する運動家たちで死後神の国にいける人間は一人もいない。 

 

 

320 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 21 日(金) 午前 7 時 47 分  

タイトル: 46 分―全部われわれがやっている 

 

 

きわめて興味深いブログがあった。 

 

以下、引用する。 



 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 「世界侵略：ロサンゼルス決戦」って映画があるんだが、その内容たるや、簡単にいうと、２０１１年４月１

１日 午前４時４６分（グリニッジ標準時）に隕石や宇宙人による全世界１２都市への同時攻撃が起き、世界中

の都市が破壊され、人類最後の戦いがロサンゼルスになるというものだ。以前、世界政府樹立を目指す 300 人委

員会イルミナティ集団が、世界中を大破壊するにあたって、宇宙人の侵略を偽装する計画があることを聞いたこ

とがあるんだが、恐らく、この映画もその啓蒙活動の一環なんだろう。実は、この映画が米国で公開されたのが、

先月の 3 月 11 日だ。時差の関係で日本で大地震＋大津波＋原発破壊テロが起こって翌日、事前に計画された通

りに公開されたんだろう。ところが、不可思議なことに今月の 4 月 1 日に日本で公開される予定だったのに 10

月に延長されたところだ。これはどういうことなのか。表面的には、大震災に伴う自粛だってことになってるよ

うだが、なぜ、この映画だけを自粛する必要があるのか。それは、宇宙人が襲来したことになってる「２０１１

年４月１１日 午前４時４６分」にキーポイントがあるのではないのか。要は、「411」を隠蔽する必要があった

のではないのか。私が「411」に意味があるというのは、こういう意味なのだ。グリニッジ標準時午前４時４６

分とは、日本時間で 9 時間の時差から勘案すると、日本時間午後 1 時 46 分ということだ。この「46 分」という

のもコダワリみたいだ。 

 

阪神大震災（117）   1995 年 1 月 17 日午前 5 時 46 分 

東日本大震災（311）  2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分 

 

そして、ロサンゼルス決戦の宇宙人襲来が 

            ２０１１年４月１１日 午前４時４６分 

                       （GMT) 

偶然か？ 

 

これによって導きだされたのが、 

 

４１１テロ       ２０１１年４月１１日 午後 1 時４６分 

                      （日本時間） 

 

それにしても、イルミナティによる犯行は日時などに一定の意味を表現している場合が多い。これによって、こ

れに関連する工作員に対する暗号にしていることも考えられる。以前、言ったんだが、例えば、日本で何らかの

事件を計画している場合、新聞の記事や広告欄などで暗号を発信している場合があるらしい。工作員に知らせる

ためなのだ。例えば、今回の東北大地震の場合の、「M9」というのも、科学雑誌ニュートンで記載されていたの

だ。このような専門雑誌や専門家などが事件が起こる前に概略を知らせるようなことをするということも聞いた

ことがあるのだ。まあ、一連の出来事は、長期にわたって詳細に検討され、実行されるものなのだから、事前に

工作員グループに知らせる必要があるんだろう。 

私が、この大震災が発生する直前に、世界統一政府樹立を目指す 300 人委員会が、世界で最も邪魔な存在が、「強

い日本」であり、「強力な指導力を持つ有能な政治家」の存在と指摘したのは、日本が狙われていることを示唆

していたのだ。彼らにとって邪魔なのは、自信に満ち溢れる経済大国日本なのであって、その実績に裏打ちされ

た自信であふれる日本人なのだ。それに強力な政治家である小沢がリーダーとなった「統制された強力な日本」

であり、支持される権力が拡大する小沢民主党の存在なのだ。現在、トンチン菅直人の無能政治家が内閣の中枢

にいるのも、民主党破壊計画の一環に過ぎない。その工作が昨日の地方選挙でまざまざと結果が出ているのだ。 



411 が起こらなくても、計画が延長されただけで終わったワケではない。単に少し先送りされただけのことだろ

う。 

http://blog.livedoor.jp/sky7777777777/archives/2011-04.html?p=2# 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

阪神、東日本、そして、ロサンジェルス決戦、いずれも、46 分に開始。 

 

明らかに暗号でしょう。 

 

「全部われわれがやっている」との意思表示に思えます。 

 

 

321 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 21 日(金) 午前 11 時 27 分  

タイトル: 悪魔の数字 46 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EmWwntNQPeI 

 

 

322 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 21 日(金) 午前 11 時 57 分  

タイトル: カダフィ殺害は見せしめ 

 

 

カダフィ殺害。 

 

http://www.huffingtonpost.com/2011/10/20/muammar-gaddafi-dead-media-reports_n_1023165.html?utm_so

urce=twitterfeed&utm_medium=twitter 

 

ドルの基軸通貨体制を破壊しようとするものは、こうなります、との見せしめ。 

 

 

323 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 22 日(土) 午前 3 時 03 分  

タイトル: ロックフェラー包囲網が構築されつつある？ 

 

 

以下情報転載します。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＞米国最大財閥のディビッド・ロックフェラーが完全に失墜して、英国財閥ジェイコブ・ロスチャイルド（ロス



チャイルド嫡流＝４代目男爵）ら「５７カ国」の監視機関から摘発・追及されて、家族ともども逃亡先のインド

のシェルターに隠れているところを発見されて、「命を選ぶか、財産を選ぶか」と二者択一を迫られているとい

う。 http://yokodo999.blog104.fc2.com/blog-entry-403.html 

 

＞これは未確認情報ですが、ジョン・デビッドソン・ロックフェラー4 世(通称「ジェイ」、デビッドの甥に当る)

も、ジェイコブ・ロスチャイルドが主導した 57 カ国会議の監視機関によって身柄拘束されたようです。この外

に、800 人が拘束された模様です。  

 

＞（ジェイ・ロックフェラーがオーナーである）ゴールドマン・サックスはギリシャ危機の種を播いておいて、

クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）で大儲けしました。つまり、ヨーロッパを危機に陥れて荒稼ぎをし

たのです。ヨーロッパを根拠地とするロスチャイルドにとって、許し難い行為だったに違いありません。 

http://yokodo999.blog104.fc2.com/blog-entry-406.html 

 

http://www.sayuu.net/blog/2011/10/002099.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

324 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 22 日(土) 午前 3 時 35 分  

タイトル: 日本は、第 2 の元寇を忍びきったということか 

 

 

日本は、第 2 の元寇を忍びきったということか。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

海外勢が日本市場にさじを投げ始めているそうですが、どうぞお引き取りください << 作成日時 ： 2011/10/20 

21:27 >>  

 

 

 東日本大震災を経ても変化をためらう日本に対して海外勢がさじを投げ始めていると、ロイターが報じている。 

 

 これは要するに、東日本大震災テロ＆その後の放射能怖い怖い煽り詐欺に遭っても堅調な底の堅い日本経済を

見るにつけ、底値で買い漁る目論見の外れたユダ金勢の嘆きと解釈すればいい。 

 

 海外投資家は、日本株を 10 週連続で売り越しているが、これは 13 年ぶりの長さだそうだ。 

 

 「さじを投げ始めた」？ 

 

 いいだろう、この際、竹中小泉経済テロの恩恵で買い進めた日本企業の株をどんどん手放ししてしまうがいい。

私たち日本人は、大歓迎だ。ユダヤ株主のおかげで目先の利益＆株主至上主義に陥った大企業が目を覚ますまた

とない機会だ。 

 



 謀略と詐欺しか策のないユダ金よ、日本にあなたたちの居場所はない。 

 

 

 

海外マネーが嫌う「変化」に乏しい日本、相場の動意は欧州次第 

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-23722020111020?sp=true 

 ［東京 ２０日 ロイター］ 東京市場の最近の商いの薄さは日本への関心が低下していることの表れでもあ

る。東日本大震災を経ても「変化」をためらう日本に海外勢はさじを投げ始めているとの見方が多い。 

 

 社会保障制度改革は遅々として進まず、増税論議は進んでも効果的な成長戦略は打ち出せないままだ。相場の

変動要因は欧州債務問題のみに限定されるような状態であり、海外時間から朝方にかけてさや寄せするように動

いた後は、こう着感が強まる展開が続いている。 

 

 ＜最もオーバーウエートしたくない日本株＞  

 

 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ（ＢｏｆＡＭＬ）の１０月ファンド・マネジャー調査によると、日本

株が最もオーバーウエートしたくない市場になった。前月最もオーバーウエートしたくない市場とされたユーロ

株がマイナス４０％からマイナス７％と改善したのに対し、日本株はプラス２％からマイナス８％に減少した。 

 

 欧州債務問題を背景にした投資家のリスク回避行動は続いているものの、日本のファンダメンタルズだけがそ

れほど悪化しているわけではない。むしろ復興需要などで他の先進国に比べて景気は底堅く推移するとの見方も

ある。８月の経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国の景気先行指数は１００．８となり、前月の１０１．４から

低下したが、日本は１０２．５と前月の１０２．６から小幅な低下にとどまった。 

 

 白川方明日銀総裁は２０日開催された支店長会議で、日本経済の現状について「持ち直しの動きが続いている」

と述べている。 

 

 そうしたなかで続く海外投資家の日本忌避。メリルリンチ日本証券ストラテジストの菊池正俊氏は１９日付リ

ポートで「日本経済や企業のファンダメンタルズが悪化したわけではないが、欧米に比べて変化がないことが嫌

気されたのかもしれない」と述べる。 

 

 海外投資家は東証の３市場投資主体別売買内容調査によると９月第４週（９月２６日―９月３０日）まで１０

週連続で売り越している。１０週連続の売り越しは１３年ぶりの長さだ。 

 

 マーケットは、日本が東日本大震災を奇貨として、社会保障や財政再建といったこれまで先送りされていた構

造問題に真剣に取り組むことを期待していたが、その期待は徐々にしぼみつつある。 

 

 トヨタアセットマネジメント・チーフストラテジストの濱崎優氏は民主党政権に対し「海外には機嫌を取るよ

うな発言をしても、賛否が分かれる国内に対しては言葉を濁し、すべての課題が宙に浮いたままだ」とし、海外

投資家はそういうところをみていると述べる。 

 

 前場の日経平均は反落。東証１部売買代金は３６２１億円と今年最低レベルでの薄商いが続いている。東京市



場の「自主性」は依然乏しく、海外の材料と投資家動向に左右される展開だ。「国内勢は下値をコツコツ拾って

いるが、欧州など海外勢からの売りが継続している。リスクオフの海外勢の売りは一時よりも減ったが、欧州債

務問題への不安が強まれば再び増加する可能性が大きい」（大手証券トレーダー）という。  

http://qualitysaitama-blog.at.webry.info/201110/article_27.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

325 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 22 日(土) 午前 4 時 21 分  

タイトル: 米国ユダヤ金融支配が崩壊するかもしれない 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nm130MEYDms&feature=related 

 

「ウォール・ストリート占拠」デモは、ソロスがティーパーティに対抗するために金を出して作り出したもので、

ユダヤ金融資本の手先だったが、どうやらそれを超えてしまったようだ。 

 

おそらくインターネットを通じて学んだ人々が、銀行と金融システムこそが真の問題であることを理解し、それ

に反対するようになって、ソロスの目論見から大きく逸脱したらしい。 

 

これは、大変なことになった。 

 

ユダヤが仕掛けた運動はこれまでうまくいった。ベトナム反戦運動もユダヤの仕掛けで、米国社会をユダヤ化す

ることに貢献したが、今回の運動は、制御不能になりつつある。 

 

ティーパーティは、ラッシュドゥーニーの影響が大きいが、これにウォール・ストリート占拠が加わって、米国

ユダヤ金融支配が崩壊すればものすごいことになる。 

 

ぜひ祈っていただきたい。 

 

 

326 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 22 日(土) 午前 5 時 12 分  

タイトル: ジェイ・ロックフェラーと小沢の失墜は連動している 

 

 

http://yokodo999.blog104.fc2.com/blog-entry-406.html 

 

 

327 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 22 日(土) 午後 4 時 16 分  

タイトル: イルミナティカードと東日本大震災と原発事故 



 

 

http://www.dailymotion.com/video/xluvrk_yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy_news 

 

 

328 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 22 日(土) 午後 6 時 15 分  

タイトル: 自分の言ったとおりになると信じるなら、そのとおりになります 

 

 

皆様、300 人委員会そしてイルミナティの滅亡のために祈っていただき感謝いたします。 

 

まだ、確定的な情報ではないですが、かなりの成果が上がりつつあります。 

 

キッシンジャー、池田大作が危篤、ロックフェラー一族がインドに逃亡といった話が出始めました。 

 

これは、ガセである可能性もありますが、しかし、火のないところに煙はたたないので、何らかの形で、サタン

側にかなりのダメージがあることは確実です。 

 

これも主が祈りに答えてくださっているからです。 

 

われわれの祈りは、世界を変える力があります。 

 

すでに申しましたように、サタンは、自分の下にいるノンクリスチャンに対して権力をふるう「拉致監禁犯」で

しかありません。 

 

われわれは、拉致もされていないし、監禁もされていません。 

 

われわれは、外にいて、その拉致監禁犯を逮捕する権限を持つ警察官です。 

 

ですから、われわれは、ノンクリスチャンを解放してあげる立場にあります。 

 

われわれが祈るときに、サタンの呪縛は次々ととけて、ノンクリスチャンは解放されます。 

 

ノンクリスチャンは、拉致監禁犯の権威の下にいるので、どうしようもありません。 

 

彼らは奴隷です。 

 

しかし、われわれは、サタンの下にはいないので、サタンに対して攻撃を仕掛ける法的な権利を持っています。 

 

ですから、どうか祈ってください。 

 



祈れば祈るほど、世界を牛耳ってきたイルミナティの連中は次々と倒れていくでしょう。 

 

ぜひグーグルで、検索してみてください。 

 

そして、ロックフェラーがいまどうなっているか調べてください。 

 

私は、ロックフェラーやキッシンジャーの首にわっかをはめて、それを地面に設置した金属の板と結びつけて身

動きが取れないように祈りのなかで祈っています。 

 

彼らが立ち上がることすらできなくなるようにと。 

 

金正日とか、悪魔の手先になっている人から自由を奪う祈りをしてみてください。 

 

そして、その人がどうなるか見てください。 

 

そして、あなたがどれだけものすごい権威を持っているか確認してください。 

 

まことに、あなたがたに告げます。だれでも、この山に向かって、『動いて、海にはいれ。』と言って、心の中で

疑わず、ただ、自分の言ったとおりになると信じるなら、そのとおりになります。（マルコ 11・23） 

 

 

329 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 23 日(日) 午前 3 時 39 分  

タイトル: 天皇家のルーツ 

 

 

允恭（443 年即位 461 年に歿）の陵墓と言われる誉田山古墳の陪塚丸山古墳から出土した 2 号鞍と、最近中国遼

寧省喇嘛洞ⅡＭ101 号墓で出土した鮮卑族の鞍とが、細部に至るまで一致した。 

 

http://homepage1.nifty.com/sawarabi/2003.12nara/12.28kawati3.htm  

 

これで、天皇家が鮮卑族と関係があることがはっきりしたわけだ。 

 

鮮卑族とはどのような民族なのか。 

 

「紀元前 3 世紀から 6 世紀にかけて中国北部に存在した遊牧騎馬民族。五胡十六国時代，南北朝時代には南下し

て中国に北魏などの王朝を建てた」と Wikipedia「鮮卑」にある。 

 

さらに、「漢代の初め、匈奴の冒頓単于が東胡を滅ぼした際、その生き残りが烏丸山と鮮卑山に逃れ、それぞれ

が烏丸と鮮卑になった。鮮卑はしばらく匈奴のもとにいたが、匈奴が南北に分かれその力が衰えてくると、勢力

を盛り返すようになった」と。 

 



鮮卑は東胡の生き残り。ということは、東胡を調べればいい。 

 

東胡とは、「東胡（とうこ）は、中国の春秋戦国時代から秦代の間に内モンゴル東部に住んでいた遊牧民族」

（Wikipedia「東胡」）である。 

 

秦の時代のモンゴル系遊牧民である。 

 

扶余族は、鮮卑に吸収された可能性が高い。 

http://www26.atwiki.jp/crescent_castle/?cmd=word&word=%E9%AE%AE%E5%8D%91&type=normal&page

=%E6%89%B6%E4%BD%99 

 

騎馬遊牧民は、つねに集合と離散をくり返しており、異族どうしが入り混じるのもふつうであった。彼らに対し

て「民族の線引き」を正確にすることは不可能だという。 

http://yumiki.cocolog-nifty.com/nautica/2009/07/post-c567.html 

 

鮮卑や扶余は、スキタイ化を遂げる。 

 

「東方では、テュルク族、モンゴル族、ツングース族らが、次々に「スキタイ化」を遂げたよう」で、「ツング

ース系の鮮卑族・濊狛族・扶余族らも、つよくその影響を受けてい」る。（同上） 

 

スキタイ族は、「西方ではとりわけギリシアと縁が深く、ギリシア人（ヘレネー）の支配民族となった黒海起源

のドーリス族は、スキタイ系であろうと察せられる。ローマ建国期に侵入したサビニ族、フランスのブルターニ

ュへ侵入したアラン族も、またそうで」あるという。（同上） 

 

ここに、遊牧民族の活動を通じて、西方文化が東方文化と交流していたことが分かる。 

 

スキタイ族は、ヒッタイトの末裔であり、ヒッタイト人エサウの妻を通じてイスラエルとスキタイは密接な関係

があった。 

http://8906.teacup.com/toraijin/bbs/582 

 

これで、はっきりとしたつながりが見えた。 

 

すなわち、 

 

ヒッタイト→イスラエル→スキタイ→扶余→鮮卑→天皇家 

 

天皇家にユダヤ性があってもなんら不思議ではない。 

 

 

330 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 23 日(日) 午前 10 時 36 分  

タイトル: 聖書の教えの概略 



 

 

聖書の教えを端的に表現するならば、「アダムが失敗した世界支配の目的を、紀元 70 年にキリストが代わりに『法

的に』果たされた。この『法的な』世界支配を『実際化』し、全世界が福音化するまで歴史は続く」ということ

である。 

 

アダムは、「地を従えよ」との命令を受け、完全に服従すれば、永遠の命を受け、世界を永遠に所有できるはず

であった。つまり、アダムにおいて神は創造を完成しようとされた。しかし、アダムは逆らったので、失敗者と

なった。アダムに属するすべての人間は、ここにおいて失敗者になった。われわれは生まれながらに失敗者であ

る。 

 

この失敗により、「世界創造の人間による完成」という計画は頓挫した。そこで、神は、新しい人類を起こすた

め神の第 2 位格であるキリストに受肉させ、アダムが失敗した使命を果たさせようとされた。キリストは神の法

を完全に守り、しかも、人間が犯すすべての罪の責任を負わせられ、十字架で処刑された。 

 

すべての代価を支払ったので、キリストは復活された。キリストと契約を結んでその契約の中に入る人は、すべ

てキリスト族である。生まれながらに罪の刑罰を受ける定めであったアダム族のわれわれが、信仰によってキリ

スト族になるときに、すべての罪を許され、キリストとともに復活する。 

 

そして、キリストが達成された「永遠の命」と「永遠の相続」にあずかることができる。キリスト族として、わ

れわれは、世界支配に乗り出さねばならない。すでに「法的に」世界はキリストの王国であるが、それを「実際

化」するには、福音伝道と教育と労働が必要である。 

 

われわれが福音伝道と教育によって契約の民を増やし、聖書にしたがって労働するときに世界は徐々に完成に近

づいていく。あらゆる領域がキリストに従い、聖書の教えに基づいて運営されるようになるときに、世界は完成

し、「人間による世界の創造の完成」という神の目的は達成される。 

 

 

331 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 23 日(日) 午後 0 時 16 分  

タイトル: ニュー・ワールド・オーダーはすでに始まっている 

 

 

イルミナティのニュー・ワールド・オーダー論は、「初臨のキリストは失敗した。再臨のキリストが来るまで失

敗したままだ」というものである。彼らにとって、ニュー・ワールド・オーダーとは、未来にやってくるもので

ある。 

 

しかし、聖書は「すでに紀元 70 年においてキリストはニュー・ワールド・オーダーを作られた」と教えている。

イルミナティは、偽メシアを提供するというサタンの計画にしたがっているから、初臨のキリストを過小評価す

る。イルミナティが作ったディスペンセーショナリズムも同じように、初臨のキリストを軽視する。 

 

ディスペンセーショナリズムに騙された福音派クリスチャンは、「われわれの時代は無力な時代である。サタン



が支配者であるからわれわれが何をしても無駄だ。再臨のキリストを待つべきだ」と考える。 

 

しかし、聖書から正しく学んだクリスチャンは、「初臨のキリストは『律法と預言者』をことごとく成就された」

と考え、「紀元 70 年にキリストは世界を一新され、ニュー・ワールド・オーダーを開始された」と考える。 

 

そして、このキリストの王国である世界を、「実際に」キリストが王である体制に変えなければならないと考え

る。しかし、ディスペンセーショナリズムのクリスチャンたちは、「今はまだニュー・ワールド・オーダーは到

来していないから何をしても無駄だ」と考える。 

 

かくのごとく、世界に対する認識は、ディスペンセーショナリズムと聖書信仰正統派キリスト教とでは 180 度違

う。 

 

 

332 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 24 日(月) 午前 6 時 33 分  

タイトル: オバマ政権、喘息の吸入器を規制 

 

 

Conservative Action Alert の 23 日付ニュースレターによると、 

 

「全能の世話役を目指すオバマ政権は、喘息の吸入器 Primatene Mist の販売を 2012 年 1 月 1 日から禁止する。 

 

あと 2 ヶ月ほどでこの生命維持装置を購入できなくなる。その代わり、FDA（食品医薬品局）は、環境保護局と

ともに、喘息患者は、高額な医者の診断と処方によって『環境にやさしい』が効率が悪く、危険を伴う恐れのあ

る吸入器の利用を命令している。環境保護論者たちは、Primatene Mist に使われている CFC 高圧ガスをオゾン

層にとって有害としているが、確固とした証拠はまったくないのである。 

 

さらに悪いことに、FDA が薦める新しい吸引機は、（医者の処方なしでは購入できず、）高圧ガスに HFA を使用

している。 

 

HFA は以下の点において CFC と違う。（一部翻訳省略） 

 

価格。Primatene Mist は安価で広範囲に販売されている。政府が推奨する機器は 3 倍もする。しかも、医師の

処方を必要とするので、製品価格のほかに医師の診察料もかかるのである。」 

 

私には、政府が人々の健康を意図的に阻害しているとしか思えない。 

 

ホルドレンのような優性論者、殺人鬼が科学技術庁長官であれば当然といえるだろう。 

 

アメリカも日本も、イルミナティの悪魔が人々の健康を阻害し、殺戮に乗り出したと見てよいだろう。 

 

われわれは祈りによってこれらの悪魔を地獄に封印しなければならない。 



 

 

投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 24 日(月) 午前 7 時 24 分  

タイトル: 偽メシア運動の正体 

 

 

Richard Wurmbrand (1909-2001) Defined "The Spiritual War" by Cornelius B, Dec 18, 2008 において、『マル

クスとサタン』の著者リチャード・ウァームブランドは興味深いことを述べている。 

 

ウァームブランドは、ルーマニアのユダヤ人の家庭に生まれた。その後、クリスチャンになり、ルーテル派の牧

師になった。何度も投獄され、拷問を受け、出国して晩年は米国に住んだ。 

 

ルーマニアでは、サバタイ・フランキスト派の教えがユダヤ人に受け入れられていた。サバタイ・フランキスト

派とは、イルミナティである。タルムード派とカバリストのように、サバタイ・フランキスト派の人々は、「ユ

ダヤ人こそ長く待ち望んできたメシアである」と信じる。 

 

以下引用する。 

 

＝＝＝＝＝＝＝ 

ウァームブランドの兄弟の一人が、フリーメイソンのユダヤ人ロッジにおいて最高位グランド・マスターになっ

た。 

 

ある日、この 2 人の兄弟（一人はクリスチャンで、もう一人はフリーメイソン）が、非常に活発な議論をした。 

 

――数百万のユダヤ人が約 50 億人の非ユダヤ人を支配し、コントロールできるとどうして思えるのかね。 

 

兄弟はこう答えた。 

 

――われわれには、名人がいるんだよ。これら名人は、「誰が仲間で、誰がそうではないかそして、仲間である

かどうかにかかわらず、全員が自分たちの思い通りに動き、われわれこそが彼らの神であるということ」を知っ

ているのだ。われわれは、フリーメイソンと共産主義を作り出した。共産主義、資本主義、物質主義、人道主義

を通じて、われわれはすでにユダヤ精神を全世界に植えつけてきた。日を追うごとに、世界はますますユダヤ化

されている。われわれユダヤ人こそが、20 世紀において酵素の役割を果たしたのだ。 

 

――しかし、メシアはすでに来られた。 

 

と、ウァームブランドが答えた。 

 

――いや、イエスは選民を裏切った。 

 

とフリーメイソンの兄弟が答えた。 



 

――じゃあ、なぜメシアはまだ来ないのか。 

 

――ユダヤ人こそがメシアなのだ。 

 

――ユダヤ人は、罪に満ちており、アブラハム、イサク、ヤコブの神から受けた命令に違反している。このよう

な民は聖でも、完全でも、メシアでもない。聖にして完全なお方は、イエス・キリストだけだ。 

 

――リチャード、われわれはあなたがたクリスチャンが大嫌いだ。クリスチャンは、ユダヤ人を裏切った。われ

われがソロモンの神殿を再建したあかつきには、エルサレムに世界最大のモニュメントを建て、そこに「クリス

チャンがわれわれにしたことを忘れるな」と書き記す予定だ。 

 

リチャードは、サタニストになった自分の兄弟に向かってこう述べた。 

 

――あなたにはもはや天国は存在しない。なぜならば、あなたの物質主義を超えた理想はあなたには存在しない

からだ。 

＝＝＝＝＝＝＝ 

 

この会話で、イルミナティ・フリーメイソンの考え方がよくわかる。 

 

イルミナティ・フリーメイソンとは、ユダヤ教サバタイ・フランキスト派の教えなのだ。 

 

サバタイ・フランキスト派の教えは、ユダヤ教でも聖書でもなく、タルムード派とカバリストと同じように「ユ

ダヤ人こそがメシア・キリストである」である。 

 

つまり、彼らが待ち望んでいるメシア、そして、ディスペンセーショナリズムのクリスチャンに信じ込ませた「再

臨のキリスト」とはユダヤ人そのものだった。 

 

イルミナティ・フリーメイソンとは、偽メシア運動であり、それは、ユダヤ人をメシア、救世主とする運動だっ

た！ 

 

彼らが現在目指している世界政府とは、ユダヤ人による世界支配である。 

 

911 を起こし、311 も実行したと思われる米国のネオコンはユダヤ人のグループである。 

 

米国は、ユダヤ人シオニスト＝サバタイ・フランキスト派＝フリーメイソン・イルミナティによって支配されて

いる。 

 

そして、米軍は彼らによって利用され、無益な殺戮を繰り返してきた。 

 

1933 年以降、米１ドル札にフリーメイソンの「三角形と目」が記された。 

 



米国の金はすべて彼らに握られている。 

 

ユダヤ人の傀儡フランクリン・ルーズベルトのもとでマンハッタン計画が始まり、フリーメイソンであるハリ

ー・トルーマンによって広島と長崎に原爆が投下された。それを実質的に決定し、金を出したのは、ロスチャイ

ルド、つまり、シオニストの親玉、サバタイ・フランキスト派のトップである。 

 

われわれは、真のメシアに登場していただき、この偽りのメシア運動を撲滅していただかねばならない。 

 

 

334 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 24 日(月) 午前 8 時 04 分  

タイトル: 「排他性」＝「悪」ではない 

 

 

宗教的寛容とは、それ自体が矛盾です。宗教が寛容になれば、他宗教との区別がつかなくなり、「どうでもいい

もの」に変わります。たとえば、非寛容を旨とするスウェーデンが同性愛者を追い出した教会の牧師に有罪判決

を下した。 

 

有罪判決を下したスウェーデンは、自ら「非寛容」であることを捨てたわけです。「宗教は寛容であれ！寛容で

なければ投獄するぞ！」これ矛盾のきわみですね。 

 

原理自体において、宗教的寛容は成立しないだけではなく、現代の金科玉条の「寛容」は政治的に破綻しつつあ

る。スウェーデンは、国境を緩くしたために、異民族に支配されどうしようもなくなっている。民主党のもとで

日本も同じ轍を踏む恐れがある。 

 

真理は不可避的に排他的であり、排他性が害悪であるならば、真理追究の試みは最大の害悪になる。キリスト教

会の牧師が、「同性愛であろうが、何であろうが、受け入れますよ」といって、聖書の教えに逆らうならば、存

在意義を失うのです。「排他性」＝「悪」ではない。 

 

 

336 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 24 日(月) 午後 5 時 01 分  

タイトル: 正統派のキリスト教に還ろう 

 

 

＝＝＝＝＝＝ 

【ＣＪＣ＝東京】米カリフォルニア州オークランドのキリスト教系ラジオ・ネットワーク『ファミリー・ラジオ』

のハロルド・キャンピング主宰者は、「最後の審判」の日を自ら予言して米社会に反響を呼んできた。 

 今年に入ってからは５月２１日午後６時に、大地震とともに神に選ばれた地上のキリスト教徒が天に挙げられ

る「携挙」が起きるという予言をしていた。それを真実と信じて全財産を売り払った人も出たが、何事もなかっ

た。その際、キャンピング氏は気を取り直して今度は１０月２２日と予想したものの、これも外れた。さすがに

今回混乱は報じられていない。 



 『ファミリー・ラジオ』自体は今のところ何の声明も出しておらず、メディアを避けている。 

 キャンピング氏の娘は「落胆させて申しわけないが、メディアやプレスには話さないように言われている」と

クリスチャン・サイエンス・モニター紙の電子メールによる問い合わせに答えた。 

 キャンピング氏には、もう予言の力があるとは見られないが、この世の終わりがいつ来るか、をめぐる議論は

米国では絶えることがない。 

 ２０１２年終末説もある。米航空宇宙局も結構真面目に対応している。ウエブサイトには「２０１２年に地球

には何も起こらないだろう。地球は４０億年以上にわたって大事に至ることがなかった。世界の科学者が２０１

２年に結び付く危 

機は起こらないと考えている」と言う。 

（世界キリスト教情報本日付） 

＝＝＝＝＝＝ 

 

プレ・ミレのディスペンセーショナリズムは、過去 200 年間、このような「預言」を繰り返してきた。 

 

もし神の預言であれば、これだけ外れるのはおかしいとなぜ気づかないのか。 

 

ハル・リンゼイは 1980 年代に携挙が起きるといった。 

 

宇野正美も同様なことを言っていた。 

 

まともに信じた人は、生きた心地がしなかっただろう。 

 

1980 年代において私はまだ半分ディスペンセーショナリストだったので、同じ心境だった。 

 

とにかく仕事を本腰を入れてやろうという気持ちがなかった。 

 

ソヴェト連邦に派遣されることになり、週 2 回通っていたロシア語教室のチェコ人の先生に、しきりに世の終わ

りが近いと力説していた。 

 

この世は仮の世だから、仕事に意味を見出すことができなかった。 

 

今は、政治経済について関心があるから勉強する気持ちはおおいにあるが、当時はどうでもよかった。 

 

したがって、私の心の中は、カルト特有の「現実逃避」で満ちていた。 

 

あのような心理状況を今でも福音派のクリスチャンが続けていると思うとお気の毒としかいいようがない。 

 

一日も早く目を覚ましてほしい。 

 

さて、福音派のクリスチャンをカルト化した張本人であるディスペンセーショナリズムは、イルミナティの創作

である。 

 



ラクンザというユダヤ人イエズス会士が作り上げたシステムである。 

 

このシステムによれば、初臨のキリストは失敗者であった。 

 

「律法と預言者（つまり旧約聖書）」を成就するために来たといわれたのに、旧約聖書にはまだ成就していない

預言があるからだ。 

 

エゼキエル書の終末預言はまだ成就していないという。 

 

ゴグ・マゴグ（ロシア）が世界最終戦争するはずだという。 

 

イエスは仕事を残したまま昇天された。 

 

残されたクリスチャンは、サタンの支配する世界において呻吟しながら生きている。 

 

教会時代である現代は、まだ千年王国時代ではないので、キリストは王ではない。だから、クリスチャンが悪霊

を追い出す権威はなく、祈って労働しても世界を変えることはない。 

 

世界が変わるのはキリストが再臨されてからである。千年王国が始まらない限りは何一つ変わらないと。 

 

ごらんのとおり、夢も希望もない教えである。 

 

もちろん「再臨を待望する」という希望はあるが。 

 

しかし、現実に働きかける動機を完全に奪われているから、この希望は「カルトの希望」である。 

 

オウムのように「出家主義」に陥るしかない。 

 

聖書はこれとは逆に、世界はキリストの王国であると教えている。 

 

だから、クリスチャンは、必ず勝利する。 

 

祈りつつ、労働することによって、世界は徐々にキリストの王国らしくなっていく。 

 

すべてに意味が見えてくる。 

 

家庭教育も、学校教育も、職業教育も、すべてに意味があるように見えてくる。 

 

ディスペンセーショナリズムでは、すべてむなしい。 

 

「世界は変わらない。いやむしろだんだん悪くなる一方だ」という諦めしかないので、何をやっても無駄だとい

うことになる。 



 

悲観主義に支配される。 

 

だから、教育なんてどうでもいい。 

 

まことに破壊的な教えだ。 

 

この邪悪な教えから離れない限り、教会は再生できない。 

 

見よ。 

 

全世界において、教会離れが著しい。 

 

福音派は死滅しつつある。 

 

われわれの立場に立てば、死滅から救われるだろう。 

 

われわれの立場といっても、新しい立場ではない。 

 

歴史上、これが正統的な立場であったのだ！ 

 

ここ 200 年の間に、ずれただけだ。 

 

さあ、軌道をもとに戻そう。 

 

正統派のキリスト教に還ろう。 

 

 

337 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 25 日(火) 午前 8 時 07 分  

タイトル: 奴隷化に逆らったカダフィはロスチャイルドに殺された 

 

 

奴隷化に逆らったカダフィはロスチャイルドに殺された。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aggieI4YAVw&feature=share 

 

 

338 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 25 日(火) 午後 0 時 17 分  

タイトル: 聖書は偽造文書？ 

 



 

 

旧約の神はヘブライ語でエロヒムでエロヒムとは「天から地に降りてきた人々」という意味です。人々という複

数形を神という単数に偽造している。「創世記はバビロンの「ベルの目」から盗作したもので、ベルとはバール

のことで、今の聖書は主をヤハウェと偽造してバールを否定する偽造文書」 

 

 

エロヒムはエルの複数形で、エルには「１．神、２．力ある人々、３．天使」で、語義として使用される頻度が

最も多いのが神です(BDB)。 

 

エロヒムは、「神々」という意味ですが、これは、三位一体を表しています。神は 3 人おられるが契約によって

一人であられる。 

 

創世記 2:16 は、主語が複数形で、述語が単数形です。 

 

古バビロニア王国が BC19 世紀ですが、アブラハムが契約を受けたのは BC20 世紀と言われています。ヨブ記も

大体族長時代ですからアブラハムと同じ。聖書のほうが古いでしょう。 

 

バールとは、セム語で「主」という意味。ヤハウェも主という意味。聖書が「ベルの目」から盗作したか、それ

とも、共通の文書から派生したか、それとも、聖書から「ベルの目」が盗作したかは証明できないでしょう。 

 

どちらが元祖かという問題は、結局のところ、個人個人の信仰に帰結する。 

 

 

339 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 25 日(火) 午後 4 時 39 分  

タイトル: 軌道をもとに戻そう 

 

 

<北海道から様> 

 

プレ・ミレのディスペンセーショナリズムはもううんざりです。 

世の終わり？いつになったら来るものか。 

私は８０年代から様々ないい加減な書籍・著者に騙され（自分が悪いのだが）、マトモな青年期を歩 

まなかった者で、ある意味人生の基盤を形成する大事な一時期をフイにしてきました。 

また、ノンクリスチャンの知人は、ノストラダムスの予言を信じて結婚は無駄と思い否定し、今も独身 

です。 

ある陰謀系の牧師はある方に「今はサタンが支配するから、対抗するなんてチャンチャラおかしい」 

と言ったそうです。一体どちらがおかしいのか。 

 

>軌道をもとに戻そう。正統派のキリスト教に還ろう。  

同感です。 



北の地で少数ですが祈りつつ歩んで行こうと思ってます。  

 

 

 

 

まったく同じ体験をしました。 

 

自分は真剣に人生設計について考えられなかった。 

 

ですから、青年時代に、浮き草のような気持ちを持ち続けていました。 

 

今のクリスチャンがこんな状態であるのは大いに憂うべきことです。 

 

教会は、異端の教えにやられてしまったことにはやく気づくべきでしょう。 

 

 

340 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 25 日(火) 午後 4 時 57 分  

タイトル: ロスチャイルドによるロックフェラー切りが始まった 

 

 

ついにサタンがロックフェラーを裏切りだした。 

 

サタンは、必ず仲間を裏切る。 

 

それまでさんざん利用して最後にはポイ捨てする。 

 

どうやらベンジャミン・フルフォードの情報のとおり、スイスがロックフェラー側の人々、キッシンジャーらを

逮捕しようとしたというのは本当らしい。 

 

というのも、ロスチャイルド側がスイスと共同で 57 か国会議を開いて、ロックフェラーの影響を排除しようと

しているからだ。 

 

ロスチャイルド・イルミナティは、ロックフェラーのある人を拘束したらしい。 

 

ロックフェラーとつるんで悪事を重ねてきた SKG の池田は脳梗塞で入院しているという。 

 

ロスチャイルドによるロックフェラー切りが始まった。 

 

 

341 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 25 日(火) 午後 5 時 32 分  



タイトル: 故意の殺人者には命で償わせるべきだ 

 

 

死刑存続の議論において、「被害者遺族の心情」はあくまでも 2 次的なものだ。 

 

第一義において、死刑が必要なのは、バランスである。 

 

刑罰は犯罪とバランスが取れていないといけない。 

 

なぜならば、償いが完了しないから。 

 

われわれの体で血が流れたら、それをふさぐだけの皮膚の再生がなければならない。もしそれが不十分なら、血

を止めることができない。 

 

国家の第一の役割は、恒常性の維持である。 

 

社会の血が流れたらそれをふさいで、元に戻し、正常化することである。 

 

そのためには、バランスのとれた償いをさせる必要がある。 

 

1 万円の万引きに対して、5000 円の償いを規定したらどうなるだろうか。 

 

「やったもの勝ち」になるから、社会の血は流れ続ける。 

 

駐車違反の区域で罰金が正規の駐車料金より安く、減点もされなければ、実質法律は無効である。ざる法だから、

違法駐車は止まらないだろう。 

 

犯罪は、遵法よりも、リスクを大きくしなければならないのだ。 

 

犯罪がわりに合わないということにしないと、抑止効果にならない。 

 

遵法者の命が故意に奪われた場合には、奪った者の命を取らない限り、バランスは取れない。 

 

このように、正義という側面から見ても、抑止効果という側面から見ても、死刑制度は必要だ。 

 

1 万円の万引きに対して、5000 円の償いで済ませる社会が正常な社会だと言えるだろうか。店側の権利侵害を許

して正常な経済活動ができるだろうか。 

 

まじめに働くのが馬鹿らしいということにならないだろうか。 

 

遵法者に報い、違法者を罰するという、信賞必罰がしっかりとしない限り、秩序は必ず崩壊する。腐る。 

 



故意の殺人者には命で償わせるべきだ。 

 

 

342 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 25 日(火) 午後 5 時 46 分  

タイトル: 祈りが聞かれたとしか言いようがないです 

 

 

祈りが聞かれたとしか言いようがないです。 

 

ぜひお読みください。 

 

http://plaza.rakuten.co.jp/kojisanjj/diary/20111007/ 

 

 

343 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 25 日(火) 午後 6 時 22 分  

タイトル: 世界で 10 万人の逮捕 

 

 

イルミナティ内部において同士討ちが発生。 

 

米ＣＩＡとペンタゴン内部では、「悪の戦争経済派」と「第３次世界大戦阻止派」と分裂しているらしい。 

 

ぜひ後者が勝つように祈ってほしい。 

 

ロックフェラーが失脚し、それに連なっていた人々もこれから世界で悪に手を染めた政治家・官僚・企業人など

10 万人逮捕の計画があるという。 

 

その中には、小泉・竹中が、みずほ銀行を通じてロックフェラーに渡した 30 兆円について問題になるそうだ。 

 

すでに小泉・竹中はロスチャイルドによって財産没収された。竹中は自殺未遂を 2 度したと。 

 

犯罪は割に合わない。 

 

一つ腑に落ちないのは、ロスチャイルドはなぜこういうことをしているのか。 

 

ロスチャイルドの覇権を確立して、ライバルであったロックフェラーを追い落としたということなのか。 

 

それとも、ロスチャイルドにおいて霊的な変化があり、クリスチャンになったとかそういうことで、善のために

活動するようになったのか。 

 



後者であることを祈る。 

 

 

344 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 26 日(水) 午前 5 時 34 分  

タイトル: 神が徹底して改革してくださるよう祈りましょう 

 

 

 

結局「57 か国会議」の首領がロスチャイルドなら、参謀の首がロックフェラーから別人にすげ替わるだけなの

ではないでしょうか？ 

 

 

どうやらロックフェラーの武闘派路線とはロスチャイルドは違うようです。 

 

人工地震を起こさない、サギ金融を行わない、などを約束させたといいます。 

 

おそらく、ロスチャイルドは、ロックフェラーのやり方を支持していなかったのでしょう。 

 

それで機会を狙っていたのでは。 

 

天皇陛下が大震災復興のために台湾に蓄えていた 16 京円の金塊を輸送中に、ロックフェラーに横取りされそう

になったそうです。それで、ロスチャイルドが、ロックフェラーに「いいかげんいせんかい」と。 

 

ロックフェラーは一族郎党全員逮捕。 

 

イルミナティでは、財産がない人間は殺されるが、財産がある場合には全部差し出させるそうです。 

 

ロックフェラーと、小泉、竹中は、財産没収されたそうで。 

 

こういう可能性もありますね。つまり、トカゲの尻尾切り。 

 

世界的にインターネットで自分たちの悪事が暴かれて、これはこのままだとリンチにあうと判断したロスチャイ

ルドが、ロックフェラーに全部に責任をかぶせて、警察官と裁判官側に周り、あたかも最初から自分は民衆の味

方だったと見せかける。 

 

 

ロックフェラー一人に責任を負わせて「トカゲの尻尾切り」で済ませるつもりなのか？ 

 

極端に好意的に考えて、ロスチャイルドが何らかの「変心」をしたのだとしても、 

彼らはどのように責任をとる＝償うつもりなのか？ 

 



ビルダーバーグ/イルミナティ/フリーメイソン/イエズス会・・・ 

あちこちにそびえ立つバベルの塔を、自分たちで片付ける？？ 

 

バベルの塔が自壊しても、放り出された民?ディスペンセーショナリズム（「時代は変わった」・・・時代は変わ

らない、彼らが「変えた」（変えてきた）のだけれども）と「思考停止」「無責任」「（偽りの）寛容」で洗脳され

きって、互いに言葉が通じないまま、無秩序状態の大量の廃人たちは？？ 

 

 

 

そうですね。 

 

おそらく、神は、ロスチャイルドにロックフェラー陣営を撲滅させ、その後に、ロスチャイルド陣営も撲滅する

計画かもしれません。 

 

ウォール・ストリート占拠運動が、連邦準備制度の廃止にまで行けば、大変なことになります。 

 

ロスチャイルドの資金源も断たれる。 

 

しかし、今ウォール・ストリート運動が収束しないのは、いわゆるイルミナティ内部の良識派による扇動が続い

ているからと。 

 

連邦準備制度がつぶれるならば、イルミナティの支配は完全に終わる。 

 

ロスチャイルドがイルミナティを 10 万人逮捕し、ドブ掃除をしてくれたら、その後は、バックマンやロン・ポ

ールが出てきてラッシュドゥーニーの改革を行ってくれれば、こんな理想的なことはないです。 

 

しかし、われわれを今の時代に起こされた神はこの目的で、準備されていたのかもしれません。 

 

ちなみに、米国の地下基地（おそらく第三次世界大戦の準備をしていた）に続く地下トンネルで 2 回の核爆発が

起こったそうです。 

 

以前から言われたように、イルミナティの中には、ホワイトとブラックがあるのかもしれません。 

 

ホワイトが、第三次世界大戦を画策する連中を一網打尽にしようとしているのかも。 

 

ベンジャミン・フルフォードの情報だけだとちょっと不安でしたが、板垣氏が別ルートで MI6 からの情報を入

手しておられて、それもほぼ一致したので信憑性は高くなったと思います。 

 

 

345 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 26 日(水) 午前 5 時 59 分  

タイトル: イルミナティがつぶれた後の空白をどうするのか 



 

 

 

まず、イルミナティがつぶれても、その白龍会なり、中国関係の別組織が台頭すると厄介ですね。 

いっそ同士討ちで両方とも滅びれば良いのですが。 

 

それと、「巨大な空白」をどうするかですね。 

 

大衆は、これまで徹底した「反律法」教育を受けてきた 

イルミナティの「法」にも我慢ならなくなったのもいる 

 

さあ、「支配者」「首領」がいなくなった！・・・としたら・・・ 

 

「いよいよ、俺たちのやりたいように、『自由』になるぞ！」となったら・・・ 

 

よほどの「さばきつかさ」が出現しないと。 

 

 

 

そうですね。 

 

神は、イスラエルに対して、一挙にはカナンを占領させない、なぜならば、野獣が増えるといけないからといわ

れました。 

 

より程度の高い悪人による支配が続くのかもしれません。 

 

それで、その間に、こちらが十分にセオノミー教育をする。 

 

まあ、神様のご計画ですから、きっと驚くような方法を用意されるのでしょう。 

 

 

346 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 26 日(水) 午前 7 時 36 分  

タイトル: 8 月 23 日のワシントンの地震は核爆発であった？ 

 

 

8 月 23 日のワシントンの地震は、核爆発であったとの記事。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝ 

少なくとも 13 の地下基地へのトンネルが封印された 

 

少なくとも 13 回の非常に強力な地下爆発が、ここ 48 時間のうちに米国中西部で起こり、地震を発生させた。 



 

米国地質調査所では、小さな浅い地震として記録された。地下の高性能爆薬による爆発の多くは、マグニチュー

ド 2.6 の地震として記録された。グローバリストと米国の影の政府（FRB 銀行家、FEMA、DHS、CIA）が、

2011 年 9 月 27 日から 48 時間以内に起こると予測されていることから逃れたり、隠れたりすることができない

ように、米軍はトンネルを封印しているらしい。 

 

オバマとグローバリストたちは、DEFCON 1（差し迫っている核戦争）に備え、「撃鉄を引いたピストルで行う」

演習のためにデンバーに集結していたが、米軍の将校たちはこの計画に気づいていないようであった。 

 

外部からの攻撃に偽装した自作自演の核爆発が複数回米中西部において発生することを警告する一通の電子メ

ールが、2011 年 9 月 21 日に米空軍特別調査室に届いた。 

 

米空軍特別調査室は、盗まれた核弾頭雷管を取り戻すために、2011 年 8 月 21 日にラスベガスにおいて Citadel 

Gun and Safe Store を急襲した部署である。 

 

またこの部署は、2011 年 8 月 23 日に大深度地下軍事基地を結ぶトンネルにおいて CIA が即席製造の核弾頭を

運搬するのを妨害した。 

 

この即席製造の核爆弾（W54 型弾頭）は、ワシントン D.C.とニューヨーク市につながるトンネルをつかって輸

送されていたが、米軍人と CIA/DHS/FEMA スパイたちとの間の銃撃戦のさなかに爆発した。 

 

2011 年 9 月 22 日掲載 

http://presscore.ca/2011/?p=4492 

＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 

347 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 26 日(水) 午後 0 時 13 分  

タイトル: 日航機はミサイルで撃墜されたｂｙフルフォード氏 

 

 

この中で、ベン・フルフォード氏は、「１９８５年の日航機１２３号はミサイルで撃墜された。理由は、経済シ

ステムを変えるよう強制するためだった」と述べている。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MfQY45SOd80&feature=related 

 

（英文） 

 

 

348 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 26 日(水) 午後 9 時 58 分  

タイトル: 米国で最も信頼ある車トップ 10 は日本車 



 

 

http://news.livedoor.com/article/detail/5967222/ 

米国で「最も信頼ある車」トップ 10 を日本車が独占 

 

最も信頼ある車 トップ 10 

 

1 位 トヨタ・レクサス CT200h 

2 位 ホンダ・CR-Z 

3 位 日産・インフィニティ QX56 

4 位 トヨタ・サイオン xD (日本名はトヨタ・ist） 

5 位 トヨタ・ハイランダー （日本名はトヨタ・クルーガー） 

6 位 トヨタ・レクサス ES 

7 位 日産・タイタン 

8 位 ホンダ・フィット 

9 位 トヨタ・プリウス 

10 位 トヨタ・RAV4 

 

最も信頼がない車 ワースト 10 

 

1 位 ジャガー・XF 

2 位 ジャガー・XJ 

3 位 アウディ・Q5 (V6) 

位 シボレー・シルバラード 

5 位 GMC・シエラ 2500 

6 位 日産・Z（日本名はフェアレディ Z） 

7 位 フォルクスワーゲン・ルータン 

8 位 フォード・エッジ (AWD) 

9 位 ミニクーパー・クラブマン S 

10 位 リンカーン・MKX (FWD) 

 

今後も、日本が世界をリードするのは明らか。 

アメリカが今必死に潰そうとしているが、無駄だ。 

どの商品をとっても最高のものを作れるのは日本人ということになるのではないだろうか。 

 

日本こそ、世界の至聖所であり、神の王座が存在する国である。 

 

 

投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 27 日(木) 午前 7 時 43 分  

タイトル: 人生を無駄にしたくなければ神の側につけ 

 



 

世界の構造の大変革が起こりつつあるのだろう。 

 

イルミナティの世界支配は終了するかもしれない。 

 

ただ、ヒューマニズムというさらに巨大な陰謀がつぶされなければまた同じように悪魔が復活するだろう。 

 

ギリシアからデカルト、カント、そして、イルミナティとつながる悪魔の系譜を完全に断ち切って、クリスチャ

ンが実験を握り、悪魔側を小さくする以外に、改革はほとんど意味がない。 

 

どのような団体が後継者になろうとも、神を拒否する体制には永続性はない。 

 

もう一回、同じようにバベルの塔を作り、神様に完成直前に崩されるだけである。 

 

もうそろそろあきらめたらどうだ！ 

 

人間がいかに努力しても、神に逆らう者は絶対に生き残れない。 

 

そのあらゆる努力は、必ずつぶされる。 

 

ロックフェラーのように 96 歳まで生きて努力し、自分の計画が完成するかと思ったこの時期にこうやったつぶ

されて、インドに逃げこまねばならないなど、ばかげていると思わないか。 

 

賢い人は、早めに決断する。 

 

神の側につきなさい。 

 

全能者の側に。 

 

人生を無駄にしたくなければ。 

 

 

350 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 27 日(木) 午後 4 時 56 分  

タイトル: 親鸞の教えは、キリスト教がベースだった 

 

 

興味深い記述です。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝ 

稲荷神社は歴史が古く、神社の数が激増した時期が幾つかある 

 



・弘法大師空海が帰国後、真言宗寺院とセットで稲荷神社を各地に創建した 

 

 空海は、唐の長安で当時流行の景教（ネストリウス派キリスト教）を大秦寺で学ぶ。景教の洗礼を受けたとも

言われており、景教の漢字の経典を持ち帰り、西本願寺に保管されている 

後に親鸞が全文通読し、キリスト教に似た浄土真宗を開く 

 

唐では景教の別名を「真宗」と言った。 

真言宗には、十字を切る動作がある事が良く知られている 

 

それ故、キリストを祀った稲荷神社を真言宗寺院とセットしたのではないとの説がある 

 

空海は四国八十八ヶ所のお参りコースを作ったが、古くから修験道（密教）の修行場として知られる剣山を外し

た。注意を逸らして隠す目的と言われる 

 

剣山は大正時代ごろから、ユダヤの三種の神器であるアーク（聖櫃）が隠されているのではないかと噂される地

だから。 

 

高野山を畿内に開くが、周辺の地名は剣山周辺と全く同じ 

川の名前までどちらも吉野川である 

これも剣山隠しのダミー説がある 

http://ameblo.jp/hex-6/entry-10914171510.html 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

「景教の漢字の経典を持ち帰り、西本願寺に保管されている後に親鸞が全文通読し、キリスト教に似た浄土真宗

を開く」 

 

親鸞の教えは、キリスト教がベースだった。 

どうりで、似ていると思った。 

 

 

351 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 27 日(木) 午後 7 時 44 分  

タイトル: 8 月 23 日のワシントン地震の本当の原因 

 

 

やはり、CIA のワシントンにおける自作自演核爆発を阻止するために、米軍が動いたようだ。 

 

米軍地下基地は、全米にわたり、地下トンネルで結ばれており、そこを核兵器を運搬していた CIA との間に銃

撃戦となり、核爆発が起きたらしい。 

 

http://tak0719.web.infoseek.co.jp/qanda3/SeismicEvidenceinWashingtonD.htm 

 



以 上 は 、

http://thestrongwatchman.com/news-underground/47-news-underground/846-seismic-evidence-in-washingt

on-dc-a-colorado-earthquakes-shows-signatures-of-underground-nuclear-detonations-not-natural-earthqua

kes.html の翻訳である。 

 

 

352 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 28 日(金) 午前 3 時 27 分  

タイトル: ワシントン DC 地震は核爆発による人工地震であった 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DqjfV77PPms 

 

 

353 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 28 日(金) 午前 10 時 26 分  

タイトル: 神にとって強い者を助けるのも、弱い者を助けるのも変わりはない 

 

 

ロックフェラーが、ある教派に対して、 

 

「そんなやり方だから、教勢が伸びないのだ。」と言ったのを読んだことがある。 

 

教勢つまり信徒の数である。 

 

信徒の数が伸びれば「成長している」、伸びなければ「成長していない」という判断の仕方は、経営学であって、

教会運営とはまったく別である。 

 

経営学は、「数は力」である。 

 

売上高 100 億円と 1 千万とはまったく違う。 

 

前者は成功であり、後者は失敗かもしれない。 

 

しかし、教会やキリスト教の場合、このような尺度は通用しない。 

 

なぜだろうか。 

 

「神は数を気にされない」からだ。 

 

神にとって「強い者を助けるのも、弱い者を助けるのも変わりはない」。 

 



神に無限の力があるならば、われわれの側でどれだけの力があるかはまったく問題ではない。 

 

仮にわれわれがなさねばならない仕事が 100 であるとする。 

 

それに対して 5 の力しかなくても、神には無限大の力があるから 95 くらいわけなく出てくる。 

 

聖書が一貫して主張していることは、「人間の栄光ではなく、神の栄光」である。 

 

人間の力で何かが成就したのであれば、神の栄光はかすんでしまう。 

 

神はご自身の栄光をかすませないために、あえて弱い者、貧しい者を選ばれる。 

 

「また、この世の取るに足りない者や見下されている者を、神は選ばれました。すなわち、有るものをない者の

ようにするため、無に等しいものを選ばれたのです」（1 コリント 1・28）  

 

それゆえ、われわれの教勢がどうだとか、人数がどうだとか、献金額がどうだとかは、まったく無意味なのであ

る。 

 

そういった目に見えるものに惑わされているようでは、まったく霊的な訓練ができていない。 

 

霊的な訓練によってわれわれは練り聖められていく。 

 

練り聖められると、われわれの考え方は徐々に「神だけに頼る」ようになる。 

 

ロックフェラーのように、神によって見捨てられ、人間的な力を増し加えることが許された人々は、傲慢になる。 

 

「われわれの力でこれを成し遂げた」と誇り高ぶるようになる。 

 

誇り高ぶると、弱い者、貧しい者が、無駄飯食いに見えてくる。 

 

今の世界の金持ちたちが、「世界の人口の 95%が邪魔だ」と考えているのは、このように傲慢を放置されたから

である。 

 

神によって愛されて訓練されてこないとこういう化け物になるのだ。 

 

われわれは、このような化け物にならずに済んだことを感謝しよう。 

 

 

354 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 28 日(金) 午後 9 時 49 分  

タイトル: 聖書を相対化すると悪魔に心をぐちゃぐちゃにされます 

 



 

>キリスト教は 古代エジプト教のパクリであり 

 

この意見に騙される人最近多いんですよね。 

聖書の年代は紀元 20 世紀のアブラハムにまでさかのぼりますから。 

古代エジプトが聖書から影響を受けたのかもしれませんし。 

それから、神学的に内容を知らないでただ、外面的な年代とか類似点を見つけて、即決で「聖書が影響を受けた」

と結論づけるのはまったくもって検討するにも値しないです。 

聖書の神学は、きわめて合理的で、どこかの影響をうけて寄せ集めて作り上げたというようなものではありませ

ん。 

 

>キリスト教は実話ではないとされています。ローマ帝国時代の作り話で 政治的理由のためにキリスト教を作

った、社会をコントロールするためにキリストという架空の人物を作ったとあります。 

 

社会をコントロールするために為政者が作ったわりには、為政者はそれを 300 年禁止し、迫害したのはなぜでし

ょうか。 

 

イルミナティの最終目的は、キリスト教の撲滅です。 

そのため、一見するとイルミナティを批判しているようなふりをして、実はイルミナティであるという場合があ

ります。 

キリスト教を否定するようなものは、悪魔から来ているとみてよいでしょう。 

 

とにかく、われわれの認識方法は、「はじめに御言葉ありき」です。 

 

「他と比較して、選択する」という方法は、われわれを誤謬に導きます。 

 

「聖書がこう言っているのだから、私はこう信じます」という絶対的認識論しかありません。 

 

なぜか？ 

 

聖書は神の言葉だからです。 

 

神の言葉を「検討」できるならば、その検討者は神になります。 

 

しかし、人間は神ではないので、検討する権利はないということが分かります。 

 

ですから、聖書に関しては、一方的に受け入れるしかないのです。 

 

そして、聖書に対していちゃもんをつけるものは、全部切り捨てるべきであり、一顧だにすべきでもありません。 

 

頭の中に入る前に、スパっと切り捨てるのです。 

 



そして、聖書を認識の土台として以外に受け入れないように注意する必要があります。 

 

聖書を相対化するところから、サタンが入って、心をぐちゃぐちゃに荒らそうとします。 

 

 

355 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 28 日(金) 午後 10 時 09 分  

タイトル: いつ崩壊するかわからない土台にまだしがみつきますか？ 

 

 

2 つの土台があるとします。どちらに家を建てますか。 

 

一つは、深さ数キロもある巨大な硬い岩盤であると地質調査でわかっている。 

 

もう一つは、砂地で、地震が来ると液状化することが分かっている。 

 

もちろん前者ですね。 

 

聖書の認識論の土台は、神の自己認識です。 

 

神の三位が互いに対して持ってられる永遠の昔からの知識。神には、ご自身について不明な部分はまったくない。

絶対的な知識を持っておられる。 

 

世界が創造される前の永遠の世界において、神だけが存在した。その神だけが存在した状態での知識、この絶対

的知識こそがわれわれにとっての認識論の土台である。 

 

つまり、聖書的キリスト教とは、聖書において神が啓示された知識を基準として受け入れる世界観である。 

 

それに対して近代においてライバルとして現れたヒューマニズムは、「人間の認識能力」を土台とする。 

 

しかし、われわれが理解するように、人間は創造主でも永遠の存在でもない。 

 

人間の知識や認識能力は有限であり、宇宙についてはほとんど無知である。 

 

自分の体内において今何が起きているかについても知らない。 

 

自分の性格や能力についても完全には知らない。 

 

そのような無知なものの、不完全な認識能力を土台として据えようとしたのがヒューマニズムである。 

 

現代世界は、このヒューマニズムという宗教によってできている。 

 



だから、現代世界とそこに住む人々は、いつ液状化するかわからない土地に家を建てた人々なのである。 

 

われわれクリスチャンは、聖書という絶対の基準を持つが、彼らは、毎日毎日基準が変化する。新しい科学的発

見があると考えが変わる。コロコロと変化し続ける。 

 

だから、不安を払しょくできない。常に怯えている。 

 

自分とその力に頼らざるをえないので、虚勢を張るしかない。 

 

おわかりのように、無理なのである。 

 

ヒューマニズムの世界観に立って生活を成立させることなど無理なのである。 

 

河原に家を建てる人のように、いつ水位が上がるかびくびくしている。 

 

土台がいつ崩壊するかわからないので恐れを抱いている。 

 

こんな不安定なもので生きて行くなど不可能だ。 

 

聖書を基準とし、聖書を前提として生きるべきだ。 

 

切り替えよう。 

 

そして、聖書に挑戦するようなものを、頭の中に入る前に切り捨てよ！ 

 

スパっと。 

 

「それは聖書的ではないので、信じません」と。 

 

冷たいと言われようが、頭が固いと言われようが、関係ない。 

 

神の言われた言葉に対して「検討できる」と考えるほうが頭が固いのだ。 

 

なぜならば、検討できないはずなのに、あえて検討するから。非合理主義者の頑固者である。 

 

人生の土台としてふさわしいものに切り替えよう。 

 

そして、平安な心で一生を送ろう。 

 

 

356 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 29 日(土) 午前 5 時 25 分  



タイトル: スターウォーズ計画が生み出した様々な兵器 

 

 

世界的に著名な科学者ロザリー・バーテル博士は、著書 Planet Earth the Latest Weapons of War で、地震兵器

の脅威について解説している。 

 

イオン層の一部を熱するとレンズ状に膨れるが、このレンズが HAARP から発せられた大きなエネルギービーム

を反射し、攻撃対象を破壊することができる。軍はこの技術を試している。 

 

ELF も驚異的な兵器である。パルス極超低周波を地中深くに向けて発射すると、ぎりぎり平衡を保っている地殻

の構造プレートを破壊することができる。 

 

2004 年インドネシア沖で、インド洋の構造プレートが移動し、それによって、ボクシングデー津波が発生し、

25 万人を超える人々が犠牲になった。バーテル博士は、「HAARP と ELF は、様々な種類の電磁場や周波を利用

し、地球や大気に影響を与えることのできる、驚くほど強力で、相互作用的な軍事施設であり、その集合はます

ます成長しつつある」という。 

 

ペンタゴンは、インドネシア沖の構造プレートを利用して HAARP の実験を行い、それによりボクシングデー津

波を発生させたのか、不明である。しかし、隠し事がないのであれば、ペンタゴンは科学的調査を歓迎すべきで

ある。 

 

アラスカの HAARP 施設は、地球自身のそれよりも 6 万倍強力な磁場を持つことになるだろう。 

 

その結果、「地球や大気に影響を及ぼす軍の実験を開始してから、地球上で一年間に発生する地震の数は倍増す

る」かもしれない。 

 

国際天文学者協会の反対にもかかわらず、米軍は、地球軌道上に 3 億 5 千万本の銅製の針を乗せた。それは、地

球の磁場のバランスを変化させ、マグニチュード 8.5 のアラスカ地震や、チリ地震を誘発したかもしれない。 

 

HAARP は、数百万ポンドの「民間」施設であり、表向きには「コミュニケーション及び監視システムの性能向

上」を目的にしているが、博士によると、180 本の送信塔のグリッド設置には軍からの資金提供があり、「スタ

ーウォーズ」防衛ネットワークの一部に組み込まれている。 

 

HAARP は、近くの人々の内部体温を上昇させることができる。少しの体温上昇でも脳や体の機能は変わること

がある。電磁波が強くなると、白内障や白血病の増加、脳や血液の化学的性質の変化、血圧や心拍数の変化が起

きることがある。また、空中におかれた兵器を爆発させたり、航空通信やフライト管理をかく乱することができ

る。 

 

The Bulletin of the Atomic Scientist 誌によると、ELF 波動伝達装置を使って天候を変えることができ、通常

の 150～200 倍の雨を降らせることができる。天候操作は、米軍の計画のうちにあり、1992 年にロシア人はウォ

ール・ストリート・ジャーナル紙に「すでに完成した」と告げた。 

 



バーテル博士によると、スターウォーズ計画において実験が開始されてから、エルニーニョの周期が変わり、そ

の規模も大きく、影響も破壊的になった。 

 

中国で 65 万人が亡くなった地震の直前にイオン層に関する実験がソヴェトで実施されていた。米国では、ELF

型の波が 1989 年サンフランシスコ地震の直前に発見された。1989 年の日本とカリフォルニアにおける地震の前

に、不自然で説明のつかない低周波が発見された。 

 

http://www.bariumblues.com/bertell_reveals_many_new_weapons.htm 

 

 

357 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 29 日(土) 午前 5 時 41 分  

タイトル: 米国の傲慢が砕かれるよう神に祈ってほしい 

 

 

1985 年あたりに、日本の経済力が米国に追いつく恐れがでてきたため、米国はそれまでの寛容な政策を転換し、

日本を叩き、その財産を没収し、経済の破壊に転じた。1985 年の日航機、1995 年の阪神大震災、2011 年の東

日本大震災は、米国によるライバル叩き落としである。 

 

スターウォーズ計画以来、日銀を使ったバブル創造と崩壊、気象兵器や HAARP や ELF 兵器を使った秘密裡の

攻撃は、すべて日本の経済力を殺ぐための方策である。おそらくタイの洪水は、日本企業の工場を狙ったものだ

ろう。 

 

われわれは、このような汚い手を使う米国を叩き落とすために、神に祈るべきだ。正義は勝つ。われわれは製品

の競争力で勝利してきた。これこそ正攻法である。正攻法を取る者が、汚い手を使う者によって貶められている。

このような不義が許されるわけがない。祈れ！祈れば、神が復讐してくださるだろう。 

 

 

358 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 29 日(土) 午前 6 時 04 分  

タイトル: 陰謀論退治は無駄 

 

 

陰謀論退治とかやっている人の論理って、結局は対症療法でしかない。こちらは陰謀家のグラウンドデザインを

示しているのに、個別の矛盾や資料の誤読など重箱の隅をつついて、印象を貶めているだけ。だから、911 なん

かもいろんな人がでたけど結局、陰謀を信じる人が圧倒的多数になって終了した。 

 

もう日本人が騙される時代は終わったのだ。米国は陰謀国家、謀略国家である。ソ連も中国もイギリスもフラン

スもそう。いや、すべての国家は、謀略を持つ。じゃなければスパイなんて意味がない。スパイ法がなくてここ

までやってこれたのが不思議なくらいだ。謀略を前提としない議論は馬鹿の議論だ。 

 

陰謀論者として相手を馬鹿扱いするのは、一種のトリック。陰謀論が幼稚で、科学的知識や分析能力がないかの



ように見せることによって、陰謀論者をマージナライズする。この手はもう通用しない。なぜならば、人々はメ

ジャーなメディアに出ている人のほうを胡散臭く見るようになったから。 

 

大局的にものを見ることができない限り、陰謀論を信じることはできない。なぜならば、陰謀家は、大局的に行

動しているから。10 年 50 年 100 年、場合によっては 300 年単位で計画的に行動している。行き当たりばったり

の思考しかできない人間には想像もできないような世界がある。 

 

 

359 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 29 日(土) 午後 10 時 00 分  

タイトル: 国の借金 1024 兆円？国は借金してませんよ 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

国の借金１０２４兆円＝国民１人当たり８０２万円―１１年度末見込み 

時事通信社 2011 年 10 月 28 日(金)19 時 28 分配信  

 

国債や借入金などを合計した「国の借金」が２０１１年度末に過去最大の１０２４兆１０４７億円に達する見通

しであることが２８日、政府が国会に提出した予算関連資料で明らかになった。東日本大震災の復興財源を賄う

ため、１１年度第３次補正予算案で復興債を１１兆５５００億円発行するのが主因だ。 

 

 １０月１日時点の推計人口（１億２７７２万人）で割ると、国民１人当たり約８０２万円の借金を背負う計算

となる。財務省は１１年度末の残高を９９５兆９２３２億円（２次補正予算ベース）と見込んでいたが、３次補

正編成でさらに借金が雪だるま式に増える。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

みんな誤解しているなあ。「国の」借金じゃなくて、「政府の」借金。国民は、政府に金を貸している側だから、

借金はしていません。 

 

「国民一人当たり」というのもおかしい。国民は借金していないから。 

 

政府は国債を通じて銀行から借りている。銀行に貸しているのは国民。 

 

だから、国民が政府に金を貸している。 

 

政府の借金を「国民一人当たり〇〇万円」と表現するのがおかしいのは、次のたとえでわかる。 

 

自分が友人 A にお金 100 万を貸すとする。 

 

A は、B からもお金 80 万円を借りている。 

 

あるとき、A が自分と B を呼び出して「君たちの借金は一人あたり 90 万円だね」という。 



 

自分と B は、「それは A、おれたちがお前に貸した金だぞ。どうして、それをおれたちが分担で払わねばならな

いんだよ」というだろう。 

 

これでわかるように、政府が「国民一人当たり〇〇万円」と表現するときに、自分の借金を貸主に責任転嫁して

いるのである。 

 

国民はこれを聞いて「あれ？」と思うが深く考えない。 

 

そして、「そうか、そんな借金してしまったんだ。なんということか！」と反省する。 

 

貸主が、借主の借金について反省するって「どんだけ人がいいんじゃい！」という話。 

 

悪いことに、この反省大王は、「借金をしているから、消費を控えないといけない」とますます銀行に貯金をす

る。 

 

銀行は、客から借りているお金が増えて赤字になるから、国債を買わざるをえない。 

 

そうすると、政府の負債がますます増える。 

 

こういうバカげたマスコミの報道に喝を入れたい！ 

 

国としては、借金を差し引いてたしか 1000 兆円黒字。日本は、国としては超優良で、世界一の金持ち。借金の

反対。 

 

消費を冷え込ませて、デフレを進行させているのは、ひとえに政府とマスコミの間違った情報である。 

 

 

360 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 30 日(日) 午後 0 時 28 分  

タイトル: アイヌ民族が政党？どうせ背後に中国がいるんでしょう 

 

 

======= 

アイヌ民族が初の政党結成へ 参院比例に候補擁立目指す 

 

 アイヌ民族による政治団体が北海道で発足することが２９日決まった。アイヌ民族が求める施策が実現しない

ことへの不満と危機感が背景にあり、参院選比例区や地方選での候補者擁立を目指す。政治団体として選管へ届

け出をし、年明けに結成大会を開く予定だ。  

 

 同日夜、札幌市で「アイヌ民族党（仮称）」結成に向けた準備会が開かれた。代表には、アイヌ民族初の国会

議員、故萱野茂・参院議員の次男、志朗氏（５３）＝萱野茂二風谷アイヌ資料館館長＝が就任する見通し。役員



には、アイヌ民族最大の団体・北海道アイヌ協会理事や支部長も名を連ねる予定だが、同協会全体として党を支

援するかどうかは未定という。同協会によると、アイヌ民族による政治団体の結成は初めて。  

 

 参院選比例区には候補者１０人程度の擁立を検討。候補者は原則、アイヌ民族とするが、アイヌ民族でなくて

も党には加入できるという。 

http://www.asahi.com/national/update/1029/TKY201110290538... 

======= 

 

アイヌ民族が政党？どうせ背後に中国がいるんでしょう。 

 

ユーチューブに、「アイヌ人は差別されている」って動画がアップされていて、中国人がさかんに英語で書き込

みしている。 

 

アイヌ民族運動を主導しているのは、中国ですよ。 

 

中国は、沖縄にもやって分裂を画策しているから。 

 

琉球が独立して沖縄の人が喜びますか？ 

 

中国の傀儡になるのがおちだ。 

 

こんな調子でアイヌ民族運動を利用して北海道も取るつもりだ。 

 

民族運動とか地方分権とか、額面通りに受け取るとろくなことはない。 

 

 

361 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 30 日(日) 午後 0 時 58 分  

タイトル: 朝鮮人の心理操作にまんまとはめられた外務省 

 

 

外務省のホームページに下記の文章があるようです。 

 

『２０世紀の初期に、日本は武力を背景にして韓国の人々の反対を抑 

えて、韓国併合を断行した。その植民地化過程とそれに続く植民地支 

配がもたらした多大の損害と苦痛および民族的な恨みの感情が、１９ 

４５年以降も長期にわたって日韓関係正常化を妨げる大きな要因のひ 

とつになった。このような歴史の事実を直視し、決して忘れることな 

く記憶に留めながら、ともに新しい未来を開拓することこそ、これか 

らの日韓両国が進むべき道である』 

 

『また、驚くほどに類似する産業構造を持つ日韓両国は、早期に経済 



連携協定（FTA/EPA）を締結して、基礎的および先端的な産業分野で 

の競争と協力を更に活発化させる必要があります。』 

 

これは、典型的な「ギルト・マニピュレーション（罪責感操作）」という心理操作・洗脳の手法に乗った犠牲者

の作文。 

 

人間は罪悪感を持つと操作されやすくなる。 

 

架空請求をやる人間はこの心理を利用する。 

 

「料金延滞」という落ち度を見つけて、そこに食い込もうとする。 

 

そういう洗脳の手法があると知らない真面目な人は「大変なことをしてしまった！」と「責任を果たそう」とす

る。 

 

業者は、操作されやすいとみると、さらに罪責感を与えてくる。 

 

「まだまだ君の責任が果たされたわけではない」と。 

 

ずるずると支払うはめになり、ついには延滞金の何倍ものお金を払わせられる。 

 

朝鮮人と中国人が日本から金を搾り取る方法は、このような心理操作によった。 

 

日本人は真面目だから、まんまと騙されて金を払い続けてきた。 

 

朝鮮人と中国人は、本当のところはわれわれに「責任を果たしてもらっては困る」のだ。 

 

いつまでも「戦争責任」を自覚していてほしいと思っている。 

 

世界の常識では、「どんなに隣国に対して侵略して迷惑をかけても謝らない」。 

 

大陸の国々は、互いに国境を接しているから領土問題は日本の比ではない。 

 

戦争による虐殺やら虐待問題など、歴史上、無数に体験してきた。 

 

そういった修羅場だらけの土地で人々はどういう処世術を身に着けたか。 

 

「絶対に謝らない」ことだ。 

 

ひとたび謝ったら、罪責感を利用されて、次々と深みに引きずり込まれると知っているから。 

 

ロシア人が、戦後のソ連軍侵略と邦人避難民の虐殺・レイプについて謝罪すると思うか？ 



 

「それは解決済み」とつっぱねるだろう。 

 

あまりにもしつこいと、軍事侵攻で脅迫してくるだろう。 

 

外務省がこんな程度の低い心理操作にはまっているから日本はいつまでも金をとられ続けるのだ。 

 

外務省は、東大卒の優等生ではなく、勝負ごと、交渉ごとに強い人間を採用し、養成しろ。 

 

 

362 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 30 日(日) 午後 5 時 03 分  

タイトル: 原理的に判断できる人とそうでない人 

 

 

原理的に判断できる人って、簡単に人の意見を「気違い」とか断定しない。 

 

相手の論理的整合性とか論拠を問題にし、けっこう柔軟に対応する。 

 

しかし、原理的に判断できない人。 

 

社会の規定の常識や、学校の教科書で教えられた事柄とかけ離れたことを言う人に強い拒絶感を感じる人という

のは、思考が硬直化していて、議論には適していない。 

 

こういう人々は、社会の周辺部にいて、内部でリードするような人々の邪魔をしないで、社会の基礎を支える働

きをして一生を終える。 

 

まあ、それなりの人生があるわけだ。 

 

しかし、原理から思考できる人がいないと、社会は簡単に誤謬に騙される。 

 

社会を構成する根幹部に工作員を忍びこまされると、そういった原理的に考えられない人は、既定のシステムを

維持することしか関心がないから、これらの工作員のために働くようになる。つまり、社会に有害な作用をする。 

 

そのため、原理から思考できる人が、原理から思考できない人の代わりに、そういった社会の根幹部にいて、外

敵が送り込んだ異分子を排除し、社会の大黒柱を支えなければならない。 

 

この原理から思考できる人とできない人の違いはどこにあるかというと、教育である。 

 

教育といっても、高い教育を受けたから、原理的に思考できるとは限らない。 

 

抽象的な思考能力がなければ無理。 



 

思想を扱うわけだから。 

 

社会の中において、こういった抽象思考ができる人はきわめて少ない。 

 

思想とか哲学、宗教を扱う能力のあるきわめて限られた人々は、そうでない人々から誤解される。 

 

「まったく役に立たないことを論じている」とか「飯のタネにならないようなことをやめろ」とか「常識外れた

ことを言うな」とか。 

 

こういう無理解の中で活動しなければならない。 

 

しかし、思想が変わると社会の構造すべてが激変するので、思想的防衛、思想的改革は、きわめて重要な働きで

ある。 

 

だから、思想、哲学、宗教を扱う人々を軽んじると、自分が痛い目にあうのだ。 

 

まともな社会は、こういった人々を尊重する。 

 

 

363 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 31 日(月) 午前 9 時 17 分  

タイトル: Occupy Wall Street のポスターが、「獣に乗る淫婦」を連想させる件 

 

 

http://blogs-images.forbes.com/jamesmarshallcrotty/files/2011/10/occupy-wallstreetposter.jpg 

 

 

投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 31 日(月) 午前 9 時 28 分  

タイトル: Occupy Wall Street のポスターが、「獣に乗る淫婦」を連想させる件 2 

 

 

Occupy Wall Street のポスターが、「獣に乗る淫婦」を連想させる。 

 

http://blogs-images.forbes.com/jamesmarshallcrotty/files/2011/10/occupy-wallstreetposter.jpg 

 

これどうしてもまともな運動には見えない。 

 

ビルダーバーグの起源は、「獣に乗る淫婦」。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_T2DHJknV0E 



 

Occupy Wall Street という運動も、やはり、 

 

淫婦（イスラエル）が獣（異邦人）を統御する黙示録 13 章の構造なのだろうか。 

 

このポスターを通じて、「聖書の預言は着々と成就している」と訴えているのか。 

 

 

365 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 31 日(月) 午前 10 時 39 分  

タイトル: 「デモの首謀者はユダヤ人」というメッセージでは？ 

 

 

Occupy Wall Street のポスターの女性の表情見てほしい。 

 

「愚かな野獣の異邦人よ。私がすべてコントロールしてるんだよ。」と言っているように見える。 

 

このデモの首謀者は、ユダヤ人というメッセージではないだろうか。 

 

 

366 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 10 月 31 日(月) 午後 4 時 10 分  

タイトル: なぜ財政危機に解決がないのか？ 

 

 

ゲイリー・ノースが論文 The Day of Reckoning Is Coming の中で、なぜ財政危機に解決がないか理由を示して

いる。 

http://lewrockwell.com/north/north1055.html 

 

オバマはケインズ主義者である。仕事をつくり出すのは政府であるという。経済を活発化するために、政府は借

金をし、増税し、インフレを起こす。 

 

民間から強制的に取り上げたお金（税金）は雇用を作りだすが、民間に残ったお金はそうではない、と考える。 

 

世界経済はこのケインズ主義に基づいて動いている。ケインズとその弟子たちによれば、その中心には国家と中

央銀行があるという。 

 

ケインズの世界観の対極にあるのが、オーストリア経済学派である。オーストリア学派は「中央なんてない」と

主張する。 

 

お金やツール、技術、ビジョンは、地方分権的な資本であるとする。 

 



中央がないということは、創造性や成長、雇用拡大の基礎である。 

 

他の自由市場経済学派も、この考え方を程度の差こそあれ奉じている。しかし、中央銀行が不可欠であると考え

る点では一致している。 

 

オバマは、追加消費刺激法を正当化するためにケインズの分析に頼っているが、大きな障害に直面している。2009

年 2 月の 7870 億ドルの景気浮揚資金によっても雇用状況は好転しなかった。雇用市場がこれだけ沈滞している

のは、大恐慌以来である。 

 

この状況は、ケインズ経済学者にとって問題である。彼らはさらに刺激策を講じればいいと主張する。しかし、

選挙民は、もうこの方法にうんざりしている。税金をいくらつぎ込んでも失業率を 5%にまで落とすことは不可

能であると知っている。 

 

ケインズ理論にとって実際経済が障害となったのはこれが最初ではない。 

 

1970 年代に、ケインズ理論はスタグフレーションによって、その正当性に陰りが生じたことがある。その 10 年

間、マネタリストがワシントンと学界においてかなり影響を拡大した。ケインズ理論は後退したように見えた。

80 年代と 90 年代に株式市場は活気を帯び、ケインズ理論は勢いを失ったように思われた。 

 

2007 年後半に始まる景気後退とともに、ケインズ理論は不動の地位に返り咲いた。今日、マネタリストの意見

はまったく聞かれなくなった。2008 年のポールソンとバーナンキのクーデターに対して異議を唱えなかった。

10 月の大銀行救済について無言を貫き、それを必要な対策として称賛することもしなかった。オバマの刺激策

にも反対しなかった。 

 

マネタリズムは、70 年代の 2 ケタのインフレや 2 ケタのデフレに対しては批判できた。しかし、今日の経済に

ついて説明できない。これは、小さな政府を唱えるマネタリストにとって不利な状況である。マネタリストは、

ケインズ主義者に対する唯一の対抗勢力であったのだが。 

 

オーストリア学派だけがバブルとバブル崩壊について理論的に説明できる。景気後退を予測できたのは彼らだけ

だった。オーストリア学派によれば、地方分権化だけが、失業問題に対する、理論的に確実な解決法である。所

有、政治権力、貨幣創造の地方分権化しか失業問題を効果的に解決できないとする。 

 

このような地方分権化のゆえに、オーストリア学派は人気がなかった。学界は権力志向だからだ。学界は、ソ連

や共産中国、その衛星諸国の政策や様々な側面について積極的には批判したがらない。 

 

知識人たちは、共産主義について、言論の自由の抑圧などの些末な側面しか批判してこなかった。また、中央集

権的な計画経済について批判してこなかった。資源の浪費が避けられないことや、数十年単位で生活水準を上げ

ることは不可能であることなどについて批判してこなかった。 

 

学界は、ソ連の公式統計を信じ、人々が貧困であったことを否定した。ねつ造であるという指摘があっても無視

した。 

 



オーストリア学派は、中央集権国家は貧困になると論じている。軽武装の夜警国家を主張する人もいれば、武装

解除した夜警国家を主張する人々もいる。全員が、政治権力や税金、規制を大幅に減らすよう求めている。ワシ

ントンが権力を包括的に明け渡すよう求めている。 

 

学界は、これを許さない。なぜならば、国家から支援されているから。学者の給料を払うのは国だから。 

 

これこそが、ワシントンにおける財政危機に解決がない理由である。政治権力の地方分権化と連邦予算を憲法が

定めた金額まで切り詰めることこそが、唯一の有効な解決策であるにもかかわらず、それを奉じる学者は一人も

いないのは、このためなのである。 

 

 

367 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 1 日(火) 午後 1 時 06 分  

タイトル: Adbuster は反ユダヤなのか？ 

 

 

このジーザスと名乗る人の主張は、正しいと思う。 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s20upMVfr7g#! 

 

ユダヤ人がウォール・ストリートを支配しているのは事実。 

 

ウォール・ストリートを占領せよとは、ユダヤ人の支配を覆すべきだということならけっこうなことだ。 

 

OCCUPY WALL STREET を Wikipedia で調べると、リードしている Adbuster という団体は、過去反ユダヤと

して訴えられている。この団体の Kalle Lasn はエストニア出身で日本にも住んだことのあるバンクーバーのド

キュメンタリー映画監督だ。 

 

Lasn は、2004 年 3 月、ブッシュ政権内のイラク戦争を支持する多くのネオコンたちがユダヤ人であると書いた

ことから、反ユダヤ主義者の烙印を押された。 

 

2010 年 10 月、Shopper's Drug Mart が Adbusters の商品を棚から降ろした。イスラエル政府がガザ地区に対し

て禁輸措置を取ったことに関する記事の中でガザ地区とワルシャワのゲットーを比較したフォトモンタージュ

写真が掲載されたからだ。 

http://en.wikipedia.org/wiki/Adbusters 

 

このように、なぜ反ユダヤ主義と批判されるような団体が、あのようなポスターを制作したのだろうか。 

 

疑いの理由の一つとして挙げることができるのは、ユダヤ人実業家ソロスが、OCCUPY WALL STREET を間接

的に支援していることだ。 

http://www.thenewamerican.com/usnews/politics/9269-big-soros-money-linked-to-occupy-wall-street 

 



以前から NWO 側は、経済恐慌に続いて大衆デモを作りだし、暴動に発展させて、そこから一気にアメリカをナ

チス体制にもっていく計画を立てていると考えられてきた。 

 

対立を先鋭化し、取締りやすくするために、体制側がデモを計画し、作り出して、大衆を扇動することも考えら

れる。 

 

そのため、ユダヤ人が OCCUPY WALL STREET の首謀者に含まれていてもおかしくはない。 

 

もし Adbusters が反ユダヤであるならば、あのポスターは、「獣は大淫婦に支配されてはいけない」というメッ

セージに解釈できるし、もし反ユダヤではなく、かえってユダヤ人に支援されているとすれば、「獣は大淫婦に

支配されているのだ」というユダヤ人の異邦人に対する優位性の主張と解釈できる。 

 

あのポスターが一体何を意味しているかを知ることは重要である。 

 

なぜならば、この運動が、真に米国の未来に向かうよい運動であるか、それとも、世界政府に向かうべく仕組ま

れたユダヤ人による異邦人操作でしかないかが分かるからである。 

 

 

368 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 1 日(火) 午後 1 時 29 分  

タイトル: 日本の人口を 7 千万人まで削減せよとの命令 

 

 

「中曽根首相の時代に日本の人口を 7 千万人まで削減せよとの命令が 300 人委員会より厚生省にあり、安全基準

が緩和され、女性ホルモンが様々な食材や洗剤に混入されるようになった。これが、日本人男性の女性化の原因

である。」 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=h16JNQD8BQw#t=566s 

 

このベンジャミン・フルフォードの発言は、あながちデマとは言えない。 

 

明らかに、日本人の人口削減計画がある。 

 

医療の体制が、患者を不健康にするように仕向けられている。 

 

この 300 人委員会を撲滅するために祈らねばならない。 

 

 

369 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 2 日(水) 午後 3 時 02 分  

タイトル: ロスチャイルドが神の国側に変わったのか？ 

 

 



板垣英憲氏の本日付ニュースレターによると、 

 

 フリーメーソン・イルミナティのトップであるジェイコブ・ロスチャイルドが８月３０日に開いたスイス政府

主催の「５７か国会議」で、ロックフェラーに対する制裁が結着したとのレポートが板垣英憲氏によって本日な

された。 

 

第三次世界大戦を画策していたディビッド・ロックフェラーと甥のジョン・デビッドソン・ロックフェラー4 世

への制裁がひと段落したらしい。 

 

両氏は、ロスチャイルドによる制裁を恐れてインドのシェルターに逃れていたが、自らの虎の子であるノースカ

ロライナの油田を差し出すことによって刑罰を逃れたという。 

 

ロックフェラーの手下たち、すなわち、ジョセフ・ナイ教授、リチャード・アーミテージ元国務副長官、その子

分のマイケル・ジョナサン・グリーン戦略国際問題研究所日本部長、コロンビア大学のジェラルド・カーチス教

授、小泉純一郎元首相、竹中平蔵元総務相、武藤敏郎大和総研理事長、前原誠司政調会長、長島昭久首相補佐官

らも赦免された。 

 

天皇家が、中国台湾の「李家」に預けていた金塊のうち１６京円分を東日本大震災の救済と米国経済の救済に８

京円ずつ提供しようとしたが、米国に提供するはずであった８京円分をディビッド・ロックフェラーとジョン・

デビッドソン・ロックフェラーが、第三次世界大戦を起こすために使おうとしたため５７か国会議がこれをスト

ップさせた。 

 

板垣氏によると、ロスチャイルドが天皇家から盗むことはないという。 

 

イルミナティにとって天皇家は特別な存在だそうだ。 

 

日本は天皇家の金塊があるかぎり、世界一の超金持ち国として君臨し続けるということらしい。 

 

この記事を読んで感じたことは、ロスチャイルドは、サバタイ・フランキスト派を捨てて、悔い改めたのではな

いかということだ。 

 

ロスチャイルドは、1996 年ころに日本の神道を研究するために来日したと宇野正美氏が述べている。 

 

実際、私の友人川口氏が電話で、籠神社の神主に「外国から研究者が来ている」との発言を得ている。神主は、

その際に、シャーロット・ロスチャイルドというロスチャイルド家のメンバーで童謡歌手になった女性の CD を

紹介した。 

 

彼女は、たびたび来日して日本の童謡のコンサートを開いている。 

 

ロスチャイルドの一員が帝国ホテルに住んでいる（または、いた）との情報もある。 

 

三神たける氏によると、ロスチャイルドは、日本の神輿に関心を示したとも伝えられており、世界史における日



本の意味について気づいているのかもしれない。 

 

板垣氏の情報が確実であり、天皇家が 16 京円をはるかに超える金塊を所有しているならば、日本は世界の頂点

である。 

 

私がかつてから主張しているように、日本こそ、至聖所であり、世界の中心の国、エデンの園である。 

 

日本には、おそらく、伊勢神宮に十字架と契約の箱があるのだろう。 

 

そして、サタンは、次々と「庭」であるユーラシアから「聖所」である米大陸、そして、ついに「至聖所」であ

る日本にまで攻め込もうとしたが、日本の象徴である富士山を噴火させようとしたときに、失敗し、最後の最後

においてそのバベルの塔計画が破たんしたということなのではないだろうか。 

 

その担い手であったロックフェラーが 2008 年に破産し、その最後の攻撃である 311 と富士山噴火も失敗した。 

 

まだ、中東において残留兵がイルミナティ化を画策しているが、おそらく、それも失敗するだろう。 

 

この大きな流れの鍵は、ロスチャイルドの変貌だと思う。 

 

ロスチャイルドは、サバタイ・フランキスト派というサタン側から、神の側に寝返ったのではないか。 

 

そう考えるしかこの変貌については説明できない。 

 

しかし、前から述べてきたように、「イスラエルはみな救われる」のである。 

 

神の選びの民であった者は、最後には回復する。 

 

ロスチャイルドが回復するならば、オセロゲームのように、その配下全部が回復する。 

 

それまで悪魔のために働いてきた人々が総体として神の国に加わる。 

 

考えてほしい。 

 

「三角形と目」はもともとヨセフが作り出したシンボルである。 

 

それをイルミナティが悪魔の象徴として利用してきた。 

 

しかし、「ピラミッド」は神の山として、キャップストーンにある目は太陽の神、すなわち、イエス・キリスト

として表現されるべきものである。 

 

全世界に無数に存在する三角形と目をモチーフにしたロゴを持つ企業がすべて神の国に入るならば、どんなにす

ばらしいことだろうか。 



 

全部ひっくり返ったらどんなに素晴らしいだろう！ 

 

神は、21 世紀に驚くべき革命を行ってくださったのかもしれない。 

 

ロスチャイルドが変わればすべて変わる。 

 

サタン側は一夜にして崩壊する。 

 

それが最近起きたのかもしれない。 

 

確固とした情報はまだわからないが、私の希望は以上のとおりである。 

 

 

370 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 3 日(木) 午前 0 時 00 分  

タイトル: 日本は世界の至聖所として第三千年紀に君臨するのか？ 

 

 

世界の文明の中心は、歴史を通じて、東から西に進んできた。 

 

ユーラシア大陸からアメリカ、そして、日本へと。 

 

幕屋は、ノアの箱舟とともに、世界の構造を示す模型であるから、3 重構造になっている。つまり、庭→聖所→

至聖所である。 

 

世界もこのように 3 重構造になっているのではないだろうか。 

 

下図を見てほしい。 

 

http://tak0719.web.infoseek.co.jp/qanda3/sekainotyuusinnoidou.jpg 

 

仮に天皇家に、代々伝わる巨額の金塊があり、それが 16 京円を超えているとしたら、全世界の富よりも多くの

富を持っていることになる。 

 

これは、まさに日本が世界の至聖所と呼ぶに値するだろう。 

 

もしかしてエデンの園とはもともと日本にあったのかもしれない。そして、この第三千年紀に日本に帰ってきた

ということかもしれない。 

 

コロンブスはフィオレのヨアキムから影響を受けており、エデンの園が極東にあると信じており、世界の最終段

階に、極東を発見し、そこにキリスト教が広まると信じていたようである。 



http://tak0719.web.infoseek.co.jp/qanda3/41Jh35FdUl6og19302.htm 

 

「世界の歴史は東から西へと進む」という観念は、『ダニエル書』の預言に基づき、古代末期のキリスト教神学

の中で成立した。 

 

＝＝＝＝＝＝ 

世界の全歴史は、いわば「東に上って西に沈む」太陽の一日の運行によって暗喩される（たとえば、十二世紀の

サン‐ヴィクトールのフーゴーはこう書く。「神の摂理によって、時の始めに起こることは〔天地創造の時に『地

上の楽園』が東に造られたのと同じく〕東に起こり、時が終りに向かって過ぎて行くとともに、ものごとの頂点

は西へと移りゆくべく定められているもののようである」【『幻想の東洋』 p. 145 参照。――この「世界の歴史

は東から西へと進む」という観念は、『ダニエル書』の預言に基づき、古代末期のキリスト教神学の中で成立し

た。同上書、p. 135-137 and n. 12 参照。】）。この場合は、歴史の始原は当然「東方」に位置し、（文明の）太陽

は今、西の中天、または西の地平線近くにあるもの、と考えられる。しかし、この太陽シンボリズムによる世界

史の暗喩は、必ずしも最後まで一貫するわけではない。たとえば、このようにして世界史の中心が「西方」に移

った今、永く忘れ去られていた「東方」が「西方」によって再び発見される時が近づいている。そして、「東方」

がこうしてあらためて見い出されたあかつきには（すなわち、キリスト教的な文脈では、全世界に「唯一の真理」

＝福音がいきわたり、全異教徒がキリスト教に改宗して、イエス・キリストが「遂に一つの〔羊の〕群のひとり

の牧者[ひつじかい]となった」〔『ヨハネ伝』X, 16〕あかつきには）、「世界の円環」が完成し、その時、世界は絶

対的な終りに至るのである……。こうした場合には、一種の「円環的時‐空間」のシンボリズムが、自然的な太

陽シンボリズムを補完する役目を果していたと考えることができる。 

＝＝＝＝＝＝ 

 

日本はこの第三千年紀において、世界の至聖所、つまり、統治の中心として君臨するのではないだろうか。 

 

 

371 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 3 日(木) 午前 11 時 27 分  

タイトル: モンサントと戦った勇敢なカナダ農民 

 

 

モンサントと戦った勇敢なカナダ農民。 

 

この戦いを通じて、世界の農民は自分の畑に飛んできたモンサントの種子に対する特許権と賠償金の支払いを拒

否することができるようになっただけではなく、モンサントから賠償金も取ることができるようになった。 

http://democracynow.jp/video/20100917-1 

 

必見の内容です。 

 

 

372 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 3 日(木) 午前 11 時 43 分  

タイトル: ＴＰＰで日本は郵貯・簡保の資産を無差別開放させられる 



 

 

ＴＰＰで日本は郵貯・簡保の資産を無差別開放させられる 

 

http://www.youtube.com/watch?v=G_mRJcdJpRg&feature=related 

 

 

373 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 6 日(日) 午前 0 時 23 分  

タイトル: 日本が世界のリーダーになるには多神教ではだめ 

 

 

リチャード・コシミズ氏の考えに大筋で同意します。ユダヤ勢力が没落し、日本人が世界のリーダーになるべき

と思います。 

http://www.youtube.com/watch?v=JSoNQVIqAKc&feature=autoplay&list=PL59275E6790EACB01&lf=plpp

_play_all&playnext=7  

 

ただ、これは、コシミズ氏を批判しているというわけではないですが、重大な違いを感じます。１．ユダヤ人は

聖書を成就しようとして大イスラエル建設をしているといいますが、違います。今のロスチャイルド率いる金融

ユダヤ人はサバタイ・フランキスト派という悪魔教の信者であり、聖書と無関係です。 

 

いや、彼らは聖書を使って大イスラエルを成就しようとしているではないかというかもしれませんが、聖書には、

ユダヤ人が今の時代に大イスラエルを成就すべきとは書いてありません。聖書では、大イスラエルはイエスによ

って 2 千年前に成就していると考えます。しかし、ロスチャイルドはそう考えない。 

 

ロスチャイルドの基本の考え方は、「イエスは失敗した」です。「あいつは、ユダヤ人を裏切った男だ」です。だ

から、新しいメシアが必要だと考えている。そして、そのメシアとは誰かというと、ユダヤ人そのものなのです。

これは、フリーメイソンの最高位の人物がはっきりといっていることです。 

 

サバタイ・フランキスト派は、「ユダヤ人こそメシアだ」と考えていて、これは、「イエスこそメシアだ」という

聖書の考えとまったく違います。 

 

２．ハザールユダヤ人こそ悪の根源という考えも欧米をはじめ広まっていますが、間違いです。なぜならば、イ

エスを殺害した人はスファラディのユダヤ人だったからです。ユダヤ人を 2 種類に分けるならば、アシュケナジ

ー（ハザール）とスファラディではなく、マタイ 25 章の羊と山羊でわけるべきです。 

 

マタイ 24～25 章の預言のとおりに、紀元 70 年にイエスが来臨して、羊系ユダヤ人と山羊系ユダヤ人に分けまし

た。そして、羊系は救われ、山羊系は滅んで、異邦人の海（聖書で異邦人の象徴は海）の中に投げ込まれました。

その後ユダヤ人は 2000 年間異邦人の中で放浪することになります。 

 

じゃあ、羊系ユダヤ人はどうしたのかというと、おそらく日本に来たと思います。日本は、救われたユダヤ人が

秦氏としてやってきて国を作ったのでしょう。３．日本の神は八百万の神ではありません。多神教は、裏の三位



一神教をカモフラージュするために設定されたダミーです。 

 

籠神社の海部宮司が多次元同時存在の法則と言われるように、神話に登場する神々は実は一人の神の別名である。

実は日本は、多神教国のふりをしたキリスト教国である。これは、伊勢の元宮である籠神社の宮司が言われたこ

とです。 

 

海部氏が「キリスト教だ」といったわけではないですが、「ユダヤの神」だと言われた。これは、私の友人川口

常仁氏が直接電話で聞きました。秦氏が、シルクロードのキリスト教国弓月国からやってきた以上、秦氏が作り

上げた神社神道が実はキリスト教であったとしても無理はないでしょう。 

 

日本がこれから世界のリーダーになるというのであれば、宗教的に多神教ではふさわしくないでしょう。日本の

神道には、裏があります。それをぜひ知っていただきたいと思います。研究されれば、神道が、罪と贖罪の考え

方、血による購いなど、キリスト教とそっくりだということに気づかれるでしょう。 

 

 

374 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 6 日(日) 午前 0 時 49 分  

タイトル: 世界のりーだーになるには多神教ではだめ 2 

 

 

このことから考えると、日本とは、ユダヤ系キリスト教の国ということになり、欧米の異邦人系キリスト教国よ

りも格上になります。 

 

キリスト教に格の上下があるとは考えませんが、どちらがより聖書に近いかというと、律法を重んじる正統派の

キリスト教のほうが聖書に近いでしょう。 

 

残念ながら、欧米のキリスト教は、律法を拒否し、自然法を受け入れてきました。そのため、聖書から大きく外

れました。 

 

この傾向は 20 世紀に入ってからも根強いのです。 

 

神学者のほとんどは、「合理的であるかどうかこそ最高の法である」と考えます。 

 

しかし、聖書では、「論理も数学も天文学も自然秩序も被造物である以上、神の法に超越できない」とします。 

 

そのため、クリスチャンは、科学の合理性よりも、聖書の法を上位におくべきです。 

 

このような聖書法絶対主義は、欧米のキリスト教では根付きませんでした。 

 

ヴァン・ティルによってようやく回復しましたが、それでも、まだまだです。 

 

日本は、神道の中に贖罪の儀式がたくさんあり、聖書の原理がそのまま生活に根ざしている国民だと思います。 



 

聖書を読まれるならば、その律法の中に日本人なじみがあるものがたくさん含まれていることに気づくでしょう。 

 

折り紙、門松、富士山、・・・ 

 

日本人なら血となり肉となっている数々のものが、実は聖書に由来していると聞いて驚くはずです。 

 

飛鳥昭雄氏と三神たける氏がこの点をよく研究されているので本をお読みください。 

 

 

375 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 6 日(日) 午前 1 時 18 分  

タイトル: マスコミ、政治家、牧師は人気取りに走るな 

 

 

今、テレビは、ほとんど政府の御用機関になった。 

 

財務省の幹部がやってきて増税について TV 局側に説明が行われているという。 

 

これでどうやって「チェック機関としてのマスコミ」が成立するのだろうか。 

 

TV 番組が面白くなくなった理由のひとつは、視聴率を気にするあまりに、購買力のある女性 30 代あたりに照準

を合わせて作るからだそうだ。 

 

いわゆる F1 層というやつだ。 

 

この層の人々に照準を合わせるために、グルメや動物ものが多くなる。 

 

政治とか経済などの番組が減る。 

 

このような「骨なし」になったため、TV は次第に問題意識のある成人男性から捨てられつつある。 

 

社会のリーダー層から見向きされなくなったらもはや終わりだ。 

 

なぜならば、これまでマスコミを支えてきた本当の層とは 30 代から 70 代までの成人男性だからだ。 

 

これらの人々は、ネットに向かいつつある。 

 

ツイッターや SNS などでの情報交換のほうをマスコミよりも信じている。 

 

マスコミは、本当の生き残りをかけるならば、これらの成人男性を獲得できるように照準を絞りなおさねばなら

ない。 



 

このことは、キリスト教にもいえる。 

 

キリスト教が今日性を失ったものとしか認識されないのは、対象を間違ったからである。 

 

まじめにものを考える人々に照準を絞らなかった。 

 

一見遠回りなようで、本当は近道なのだ。 

 

社会を担っている男性を獲得しない限り、キリスト教に影響力はない。 

 

社会の一線で活躍する男性を獲得するには、牧師は相当勉強しなければならない。 

 

教養をつみ、社会問題についていつも考えていなければならない。 

 

情報をできるだけ広範囲から集めなければならない。 

 

そして、聖書を社会に具体的にどのように適用したらよいかについて意見を持つべきだ。 

 

このようにしてはじめてキリスト教はまともに生き残ることができるだろう。 

 

今のような逃避的で反社会的なディスペンセーション主義の刹那主義、彼岸主義では通用しない。 

 

目の前にいて、反応がすぐに返ってくるようなミーハー層を対象にするのは、ポピュリズムであって、文化では

ない。 

 

政治家と牧師は、人気を気にしてはならない職業の筆頭に上げられるものであるが、いまや逆になってしまった。 

 

長期的な視点にたって問題を大きく捉えることができる政治家や牧師がいなくなった。 

 

まさに亡国の兆しである。 

 

 

376 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 7 日(月) 午前 7 時 37 分  

タイトル: ちゃんとした教えに帰るべきだ 

 

 

プレ・ミレだった知り合いが最近、私に「政治にかかわるのはやめろ。それはクリスチャンの仕事ではない」と

言わなくなった。 

 

なぜか。ノンクリスチャンに任せたら再臨が来る前にめちゃくちゃになるとわかったからだ。 



 

プレ・ミレは、例えでいえば、このような終末論である。 

 

ゴキブリが部屋に出てきたが、「もうすぐ処理業者が来てくれるから放置しよう」といい、自分でやろうとする

人々に「やめなさい」という。 

 

ポスト・ミレは、そのゴキブリを退治し、部屋をすみずみまで清潔に管理するのは部屋の住人の義務だと主張す

る。 

 

最近、プレ・ミレの分が悪くなったのは、放置していたら部屋を占領され、処理業者が来る前に自分たちの生活

ができなくなりそうだから、である。 

 

聖書では、まず最初に「地を従えよ」との命令がある。 

 

つまり、「部屋を清潔に管理せよ」との命令である。 

 

人間の使命とは地球の管理である。 

 

プレ・ミレは、これを否定する。 

 

「地球の管理は、キリストの再臨後の話だ」といって。 

 

「ゴキブリが増えているのは、もうすぐ処理業者が来てくれることの証拠だ。聖書にそのように預言されている

のだ」と。 

 

部屋中ゴキブリだらけの中で処理業者を待って何もしない、いや、ゴキブリが増えれば増えるほどますます熱心

に処理業者の到来を期待して窓の外を見ている。これこそ、今のクリスチャンである。 

 

手元に処理剤があるのに。 

 

部屋の持ち主から「部屋の中は自分で管理してください」と賃貸契約条件にあるのに。 

 

もはや夜も寝られないくらいに占領されているのに。 

 

お分かりだろうか。 

 

今のキリスト教は、異常な教えに支配されたのである。 

 

ゴキブリをまき散らした側に都合のよい教えに支配されたのである。 

 

聖書では、弟子たちに「悪霊を追い出す権能」が与えられた（マルコ 3・15）。 

 



そして「すべての国民を弟子とせよ」との命令が与えられた（マタイ 28・19）。 

 

つまり、「自分で部屋を管理しなさい」との命令である。 

 

処理業者ではなく、「自分でゴキブリを退治しなさい」との命令もある。 

 

「平和の神は、すみやかに、あなたがたの足でサタンを踏み砕いてくださいます。…」（ローマ 16・20） 

 

教会は、ちゃんとした教えに帰るべきだ。 

 

 

377 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 7 日(月) 午前 7 時 59 分  

タイトル: 毒麦を抜きされ 

 

 

「ところが、人々の眠っている間に、彼の敵が来て麦の中に毒麦を蒔いて行った」（マタイ 13・25）。  

 

この聖書の箇所において、イエスは、この世界を「麦畑」とたとえられた。 

 

麦畑は、「敵が来て毒麦を蒔く」可能性のある場所である。 

 

つまり、この世界は、陰謀が働いていると。 

 

聖書は、この世界を天国、安息の地とは描いていない。 

 

それは「戦いの場」である。 

 

だから、陰謀、謀略が渦巻いている。 

 

クリスチャンは、陰謀論者でなければならないのはこのためだ。 

 

「陰謀論者」をバカにする人々は、おそらく陰謀家の回し者だろう。 

 

畑の乗っ取りを狙う人々は、「毒麦なんて蒔かれていないよ」と言うだろう。 

 

持ち主を油断させるためである。 

 

毒麦を蒔く時間も「人々の眠っている間に」である。 

 

日本人が長い間、戦後の天下泰平の時代、安逸をむさぼっている間に、敵は着々と日本社会の乗っ取りを進めて

いた。 



 

われわれが気づいたときには、すでにマスコミのほとんどが乗っ取られていた。 

 

今や、堂々と局の正面に「ボロボロの日の丸」が掲揚されている。 

 

敵にとって予期せぬ事態とは、インターネットの存在である。 

 

インターネットがなければ今頃総洗脳が完了していただろう。 

 

われわれクリスチャンが目覚めるならば、われわれは勝利する。 

 

なぜか。 

 

「麦と毒麦の区別ができるほどはっきりした段階で、毒麦を抜きされ」と命令されているから。 

 

神は、われわれにそれを期待しておられる。 

 

日本社会の中から異物を排除せよ。 

 

サタンに由来するとはっきりしたものを抜き出して捨てるべきだ。 

 

 

378 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 8 日(火) 午後 7 時 28 分  

タイトル: 神を恐れることは知恵のはじめである 

 

 

TV の高校講座の歴史を見た。 

 

啓蒙主義について、それは「人間の理性の働きによって、無知や迷信をなくせるとする考え」だという。 

 

聖書は、「神を恐れることは、知恵のはじめ」と述べ、人間の理性の働きでは無知や迷信から解放されないとす

る。 

 

聖書では、知恵を得るためには、まず神を恐れなければならない。 

 

啓蒙主義では、神を恐れる必要はない。人間の理性を働かせ、科学によって人間は知識を得られるとする。 

 

聖書では、「そのような立場では、人間は知恵を得られず、愚かなままだ」という。 

 

今の教育を担っている人々はノンクリスチャンであり、啓蒙主義者であるから、教師は聖書を否定し、科学だけ

でよいと説明する。 



 

だからわれわれは、学校教育を受けただけでは愚か者である。 

 

一生を「自らを光を受けた者」と誤解して、最後に滅びに至る。 

 

たとえ愚かさに気づいたとしても、死の直前である。 

 

ずっと騙されたまま一生を送る。 

 

クリスチャンが聖書から説明しても、受け入れない。 

 

死んでから「騙された！こんなところに来てしまった！」と後悔する。 

 

「神の国にアブラハムやイサクやヤコブや、すべての預言者たちがはいっているのに、あなたがたは外に投げ出

されることになったとき、そこで泣き叫んだり、歯ぎしりしたりするのです。」（ルカ 13・28） 

 

知恵を得るためにはへりくだる必要がある。 

 

傲慢なままではだめだ。 

 

神を恐れ、御言葉を受け入れること。 

 

われわれの認識は「神の追認識」でなければならない。 

 

神が物事をこのように認識しておられる、とわかったら、そのとおりに認識することである。 

 

たとえば、御言葉において「同性愛は悪である」と記されているならば、「わかりました。同性愛は悪ですね」

と認め、それ以降、同性愛者を罪人として見る。 

 

しかし、啓蒙主義を学んだ現代人は、神と独立してものを思考し、聖書と異なる価値観を持つから、「同性愛も

一つの愛の形である」と考える傾向がある。 

 

「あの人たちはあれが好きなのだから、同性と幸せに暮らしたらいいんじゃないか？」と考える。 

 

クリスチャンは、「恐ろしいことだ。ソドムとゴモラの刑罰を受けるだろう」と考える。 

 

しかし、世俗の学校教育を通じて啓蒙主義を学んだクリスチャンの子弟はこの点であいまいだから、世俗と同じ

ように同性愛に許容的になる。 

 

ここで、クリスチャンは相続に失敗する。 

 

クリスチャンの子弟に正しい価値観を与えなかったために、せっかくの伝道活動も途切れる。 



 

ものすごい巨額のお金をかけて宣教師が日本にやってきて、魂を獲得しても、教育が悪いために、それが子弟に

相続されない。 

 

そこで、日本の宣教は振り出しに戻る。 

 

アメリカも、教育が悪いので、ノンクリスチャンに占領された。 

 

イギリスも、ドイツも、フランスも、スイスも、同じである。 

 

人間の正しい認識とは、「神の追認識」である。 

 

神を恐れて、神がご覧になるように世界を見ること、これ以外に神の国を拡大することは不可能である。 

 

相続に失敗した人は大きな叱責を受ける。 

 

報いにあずかることはできない。 

 

人生の審判のとき、自分は火の中をくぐって救われるかもしれないが、しかし、報いはない。 

 

「各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現われ、

この火がその力で各人の働きの真価をためすからです。 

 

投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 8 日(火) 午後 7 時 56 分  

タイトル: 日本人は偶像礼拝しやすい 

 

 

日本人の宗教への加入の仕方は独特である。 

 

ある人の教えに心酔し、「全部ついていきます」みたいになる。 

 

そして、他の人々は、その人が〇〇先生の教えを信じているとなると、〇〇教になったと考える。 

 

だから、〇〇先生が語ったことに私が「正しいと思う」というと、tomi は〇〇の工作員だとか、〇〇の一派だ

という認識をされる。 

 

日本人の精神世界の独特なところだろう。 

 

自分は自分なのだ。 

 

われわれは、一人ひとり考え方が違う。 



 

誰かの意見を受け入れたからといって、その先生と運命を共にしたことにはならない。 

 

最近も、私から離れた人が聖書まで捨ててしまったと聞いてびっくりした。 

 

私と聖書は別物である。 

 

私の意見と聖書は必ずしも一致しないかもしれない。 

 

そういうものとして私の意見を取り入れずに、「私も聖書も全部一緒」のような考え方をすると、考え方に進歩

がない。 

 

われわれにとって聖書は絶対である。 

 

その聖書の絶対な教えにできるだけ近づくために、教師や牧師がいる。 

 

それらの人々を踏み台にして、真理の階段をのぼっていけばいいのだ。 

 

全部捨てたら元も子もない。 

 

人間は人間であり、神ではない。 

 

正しい部分もあれば、間違っている部分もある。 

 

自分が正しい判断を下せるかにかかっている。 

 

そのような判断すらもその教師に委ねるならば、偶像礼拝である。 

 

私は常に「〇〇先生のここはいいけど、ここはおかしい」と自分で判断を下すようにしてきた。 

 

だが、このことを他の教会員にいうと「え～、そんなこといったら、私は何を信じたらよいのですか？」と反応

された。 

 

どうして牧師の一部を否定したことがそんなに衝撃なのだろうか。 

 

全部身をゆだねているからである。 

 

全的信頼は、神にだけである。 

 

人間に対してやると、偶像礼拝である。 

 

それは、〇〇教であって、キリスト教ではない。 



 

問題は、孤独への恐れである。 

 

目に見えるもの、人に頼りたいのである。 

 

孤独に耐えて、一人で生きて行くことを選択しない限り、偶像礼拝者である。 

 

注意：ただし、なんでもそうだが、初心者は、上級者のいうことを聞いたほうがいい。独立することと、生意気

になることは別である。牧師や教師の学識や知識を可能な限り尊重すべきである。 

 

 

380 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 9 日(水) 午前 0 時 02 分  

タイトル: TPP に加入するとこんな危険が（漫画） 

 

 

http://bogonatsuko.blog45.fc2.com/blog-entry-1028.html 

 

 

381 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 9 日(水) 午前 0 時 25 分  

タイトル: TPP の説明 ｂｙ 安部芳裕氏 

 

 

http://enzai.9-11.jp/?p=8847 

 

 

382 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 9 日(水) 午前 11 時 35 分  

タイトル: 世界覇権交替が進んでいるのではないか？ 

 

 

在日工作員は、中韓の手先であるのは間違いないですが、米国の手先でもあると思います。地震兵器について非

常に敏感に反応するからです。ですから、日本解体を目指す民主党と民団、在日工作員というのは、大きな枠組

みとしてフリーメイソンのために活動していると考えています。民主党本部の建物の上にフリーメイソンのマー

クがあります。 

http://www.youtube.com/watch?v=GwYH1k6LwAg 

 

おそらく、米国と中国、韓国、北朝鮮の背後にいるフリーメイソンにおいて秘密計画のようなものがあって、昨

年の 9 月の尖閣問題から今年の 3 月 11 日の震災・原発に至る流れにおいて、日本の占領を進める計画があった

のでしょう。 

 



これは、1995 年に一度チャレンジした（地震兵器→地下鉄サリン）が失敗したので、左翼政権の誕生を待って

再度やってみた。 

 

しかし、意外と日本がしっかりしているので、当てが外れたというところでしょうか。 

 

震災後、早い時点で米国の高官が「日本は意外と社会のシステムがしっかりしていた」と漏らしました。 

 

私は、大きな流れの中において、日米の世界覇権交替が進んでいるのではないかと思います。 

 

日米というよりも日フリーメイソンのといったほうがいいかもしれません。 

 

フリーメイソン・イルミナティというユダヤ世界支配の計画は、日本への攻撃の中で挫折していくのではないか

という感覚をずっと前から持っていました。 

 

TPP はその締めくくりとしてあるのではないか。 

 

TPP を通じて日本占領を現実化できるかどうか、それが、今のユダヤ人の関心事なのではないか。 

 

 

383 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 9 日(水) 午前 11 時 56 分  

タイトル: 311 は世界政府樹立のための日本再占領が目的だった 

 

 

彼らの計画があまりうまくいっていないことの象徴的事件は、フランスの浄化施設の故障、米国のロボットの失

敗です。 

 

米国とフランス（どちらもユダヤ政権）が、日本の原発事故に介入してきた。 

 

これは、ジャック・アタリなるユダヤ系フランス人でグローバリスト、世界政府論者が「世界は日本の原発事故

に介入すべきだ」と述べたことから考えると、大きな蹉跌であろうと思います。 

 

つまり、もともと原発事故は、世界政府によって起こされた。目的は、それを理由とした日本への介入。再占領

です。 

 

震災から原発、そして、米仏の介入と、すべて最初から計画があったかのようなスムーズな動きです。 

 

そして、米仏が独自の技術を使って手柄を立てようとした。浄化システムと原発災害用ロボットです。 

 

しかし、どちらも失敗した。 

 

世界に対して「ダメな日本」と「米仏介入の成功」を示す予定だったのに。 



 

逆に、震災時における日本人の秩序ある行動、社会的に団結して災害に立ち向かう姿勢に、民度の高さがアピー

ルされてしまった。 

 

クリス・バズビーなる胡散臭い学者がやってきて「原発事故で北日本はもうだめだ。避難せよ」とアピールした

が、日本人は移住しそうもない。 

 

チェルノブイリでは 20 万人移住したため、ウクライナの穀倉地帯がダメージを受けて、食糧供給に問題が起き、

ソ連の崩壊に拍車がかかった。 

 

同じことを日本に期待した。 

 

ロックフェラーら、世界政府論者にとって、311 は、911 と同じ意味があったのでしょう。 

 

つまり、世界政府のために樹立したイルミナティ米国というタワーを崩壊させたのと同じように、戦後日本とい

うタワーをも崩壊させ、次のステップに進ませるという。 

 

しかし、どうもうまくいっていない。 

 

日本再占領のために野田を立てて、TPP 加入させる計画だったが、どうやらこれもうまくいかない恐れが出てき

た。 

 

私は、一連の流れは、世界政府というバベルの塔建築のためであると考えています。 

 

ですから、TPP は絶対につぶさなければならない。 

 

国境を消滅させ、地域共同体を作り、世界政府の布石とするという計画を、われわれの手で粉砕しなければなら

ないと思います。 

 

 

384 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 9 日(水) 午後 10 時 18 分  

タイトル: フリーメイソンは数字 11 で何を示そうとしているのか？ 

 

 

フリーメイソンにとって、11 という数字は、 

 

モーセの十戒に対する反逆を象徴する。 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fZabmJyqRMM#t=62s 

 

チェルノブイリの象徴は、811 である。黙示録 8 章 11 節に「ニガヨモギ」が水源を汚すとある。チェルノブイ



リはロシア語であり、ニガヨモギとの意味である。この事故をきっかけにソ連経済が崩壊し、1991 年の政変に

つながる。 

 

世界貿易センタービルの象徴は、911。2001 年 9 月 11 日に発生した。これを契機に世界経済の崩壊が始まった。

8 年後リーマン・ショック発生。 

 

東日本大震災の象徴は、311。2011 年 3 月 11 日に発生。 

 

これら 3 つの事件を通じて、フリーメイソンは、「モーセ律法に対する反逆」を示している。 

 

反セオノミーこそ彼らの動機である。 

 

セオノミーよって神の国は保たれる。 

 

神の国とは、セオノミーが支配する国である。 

 

しかし、フリーメイソンの国とは、セオノミーを廃止することによって成立する。 

 

キリスト教世界が築き上げてきたものの破壊こそが、サバタイ・フランキスト派のユダヤ人ロスチャイルドが企

図してきたことだ。 

 

数字 11 は、キリストが紀元 70 年に築いた神の国を破壊し、それに代わるニュー・ワールド・オーダーが到来す

ることを象徴的に示している。 

 

 

385 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 10 日(木) 午前 9 時 37 分  

タイトル: イルミナティを通じて日本は両翼を支配されている 

 

 

ある有名な愛国者の SNS に加入し、1～2 年になるのだが、驚くべきことがあった。 

 

2ch においてその管理者が在日らしいとの情報が流れているのは知っていたが、ある会員からメールをもらって、

個人的な出来事を通じてそのことを確認したというのだ。 

 

そのサイト内では、朝鮮・在日工作員による日本解体の策謀に関する情報が飛び交っている。 

 

フジテレビデモの呼びかけもある。 

 

さんざん「反日攻撃に対抗しよう！」と呼びかけてきたその管理人本人が工作員だとしたら大変なことである。 

 

私は、護国活動している人々において、誰も信じるに値する人はいないという印象を得ている。 



 

もし護国活動が、敵側によって主導されているとすれば、護国活動そのものがいずれ消滅するだろう。 

 

いやそれを狙っているのかもしれない。 

 

敵は、われわれ日本人が護国活動を始める前にすでにそれを始めているのだろう。 

 

これが、イルミナティのやり方だ！ 

 

先手を打って、反対活動そのものを封じ込める！ 

 

ある時点でイルミナティは、米国共和党と民主党の一方を支援することから、両方を支援することに方針転換を

した。 

 

なぜならば、選挙によってどちらの党の大統領が選ばれても、管理できるからだ。 

 

左右両翼を支配されることによって、アメリカは、イルミナティによって完全にコントロールされてきた。 

 

日本においては、おそらく、こういった愛国 SNS は、「中国の脅威」を利用した米国による日本のコントロール

を使命としているのであろう。 

 

勝共連合の時代からずっと統一協会はこのことをしてきた。 

 

反共活動によって右翼を自分の影響下に置こうとしてきた。 

 

しかし、実際は、統一協会そのものが世界政府を志向しているだから、共産主義の一種なのだ。 

 

イルミナティ共産主義者は、共産主義を叩きながら、民族派の人々、右翼たちを共産主義の陣営に加えていく。 

 

親米が反共だと思っているならば、大間違いだ。 

 

米国自体共産主義だから。 

 

 

386 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 10 日(木) 午前 11 時 42 分  

タイトル: 911 事件で航空会社株を空売りした銀行と CIA の関係 

 

 

911 事件で、ユナイテッド航空の株の空売りにかかわった銀行の代表者は現在 CIA のナンバー3 である。 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iWbapx0KlZE&feature=player_detailpage#t=275s 



 

完全にインサイダー。しかも政府がからんだ。 

 

 

387 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 10 日(木) 午後 1 時 11 分  

タイトル: 長崎原爆と福島被災地の光景が酷似 

 

 

長崎原爆と福島被災地の光景が酷似。 

 

http://www.yukawanet.com/archives/3925384.html  

 

神社の鳥居だけがなぜ残るのか？ 

 

 

388 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 10 日(木) 午後 2 時 23 分  

タイトル: 松下幸之助が草葉の陰で泣いているぞ 

 

 

なぜ米国は、TPP の内容をはっきりさせないうちに判断を下すべく野田をせかしているのか。 

 

なぜ「まず参加させる」ことに重点を置いているのか。 

 

「でたらめ」だからだ。 

 

「隠れた野心」があるからにほかならない。 

 

米国は今や「世界一のならず者」になった。 

 

そして、いままでまともに経済活動をして、技術を磨いて世界のトップの工業力を持つようになり、世界一の資

産を持つようになった日本を襲おうとしている。 

 

昨年の中国船から東日本大震災、そして、原発事故に至るまで、一貫しているのは、日本の略奪である。 

 

われわれが汗水流して蓄えたものを横領することである。 

 

これこそが TPP の隠れた目的だ。 

 

まともな条約なら、もっと時間をかけて、国民に議論する時間を与えるはずだ。 

 



それをさせないのは、TPP なるものが「いかさま」で、後ろ暗いものを持っているからにほかならない。 

 

われわれは、こういったサタン化した米国から日本が守られるように祈ろう。 

 

野田が、国民に意見を聞かず、国会も開かないうちに独断で参加意志表明し、交渉まで決定しようとしている。 

 

松下政経塾ってのは、本当に米国の傀儡養成機関だったのか？ 

 

松下幸之助が草葉の陰で泣いているぞ。 

 

 

389 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 10 日(木) 午後 3 時 14 分  

タイトル: 世界政府と日本再占領 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7QSNnDAbsbc 

 

 

390 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 10 日(木) 午後 3 時 49 分  

タイトル: 祈って何か起きるように願ってほしい 

 

 

１． 

経済規模や勤勉性、教育などの差がありすぎる国の通貨を統一するとギリシアの悲劇が生まれる。 

 

通貨が強いということは、輸入品を安く買うことができる。だから調子にのってどんどん買い物をする。 

 

しかし、実力に合っていないので、次第に無理が重なる。 

 

通貨が独自であれば、経済が弱くなれば、それだけ通貨が弱くなるから、輸出がしやすくなる。 

 

しかし、ユーロのままだから、輸出できないので、赤字が積もる。 

 

http://jp.wsj.com/World/Europe/node_337428?mod=MostPopularBlock 

 

２． 

日本の場合はこの逆で、生産力が強く、競争力も高い。それにともなって通貨が強くなった。 

 

海外のものを安く買うことができるし、これまでの蓄積で外貨はたくさんある。 

 



だから、本来ものすごい景気がいいはずなのに、日銀が意図的に景気が回復しないようにコントロールしている

から、デフレが収まらない。 

 

とにかく、日本に関しては、実力相応の果実を食べさせないように力が働いている。 

 

日本だけでしょう。こんな理不尽な扱いを受けるのは。 

 

これ、明らかに、イルミナティが無理に日本を引きずりおろそうとしているからとしか思えない。 

 

３． 

日本人が気づいて声を上げれば、騙しもなくなるでしょう。 

 

野田はカモの顔をしている。 

 

つまり、強い者に脅かされたらへつらう信念のない顔だ。 

 

こういう売国奴ではどうしようもない。 

 

この男によって、われわれが蓄えた資産が消えてなくなると思うと本当に悔しいではないか。 

 

祈って何か起きるように願ってほしい。 

 

 

391 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 10 日(木) 午後 4 時 20 分  

タイトル: 南米は TPP でやられた！！ 

 

 

南米は TPP でやられた！！ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Qjt0hu8CDeI&feature=youtu.be 

 

米国のやりたい放題によってやられた南米の悲劇。 

 

 

392 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 11 日(金) 午後 0 時 07 分  

タイトル: 「ウォール・ストリートを占拠せよ」のポスターに込められたメッセージ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Nyy3v98zBzo 

 



「ウォール・ストリートを占拠せよ」のポスターにある「獣に乗る女」は、エウロパであり、エウロパの神話的

起源をたどると、バビロンの女王セミラミスに至る。 

 

つまり、黙示録 17:1-5、18 と同じテーマ。 

 

「また、七つの鉢を持つ七人の御使いのひとりが来て、私に話して、こう言った。「ここに来なさい。大水の上

にすわっている大淫婦へのさばきを見せましょう。  

 

地の王たちは、この女と不品行を行ない、地に住む人々も、この女の不品行のぶどう酒に酔ったのです。」  

 

それから、御使いは、御霊に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は、ひとりの女が緋色の獣に乗っている

のを見た。その獣は神をけがす名で満ちており、七つの頭と十本の角を持っていた。  

 

この女は紫と緋の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不品行の汚れでいっぱい

になった金の杯を手に持っていた。  

 

その額には、意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、「すべての淫婦と地の憎むべきものとの母、大バ

ビロン。」という名であった。… 

 

「あなたが見たあの女は、地上の王たちを支配する大きな都のことです。」  

 

聖書では、この淫婦とは「真の神を捨てて偶像を拝むイスラエル」の象徴であり、獣は「悟りのない異邦人」の

象徴である。 

 

つまり、「ウォール・ストリートを占拠せよ」運動のポスターにこのテーマを選択したのは、「実はユダヤ人が愚

かなアメリカ人を支配しているのだ」ということの暗示であろう。 

 

傲慢なユダヤ人は滅ぼされる。 

 

 

393 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 11 日(金) 午後 3 時 07 分  

タイトル: ワンピースという漫画 

 

 

どうやら「ワンピース」という歴史始まって以来売れている漫画が、世界政府と日本について扱っているらしい。 

 

非常に何かの導きを感じる。 

 

以下、あるブログより引用。 

 

＝＝＝＝＝＝＝ 



そんな折、昨年秋頃、コメントいただいているりょうすけさんより、「ワンピースを大人買いして読んでみませ

んか？」というメールをいただきました。 

 

私は、「この歳になってワンピース読むのもなあ」と思いながらも気になっていたのですが、昨年末、ＴＶでワ

ンピースの特番があったので久しぶりに見ました。 

確かに面白かったのですが、コミック本を全巻買うまでの動機付けにはなりませんでした。 

 

ところが、数日後、なんと妻がワンピースのコミック本を読んでいたのです。 

 

ビックリして「どうしたの？」と尋ねると、 

「特番を見て最初から読みたくなったから借りてきた」 

 

本当に驚きました。ブログはじめて以来、特にここ数カ月、驚く出来事が多いです。 

妻はワンピースなんて全く興味がなかったのです。 

私は狐につままれた感じになりました。 

これは、指導霊か守護霊のはからいに違いないと思い、もちろんレンタル本を読みだしました。 

 

すぐに熱中しました。１日１０巻ずつ、４日でレンタルした４０巻を読みました。 

ワンピースのコミック本は現在６０巻まで発刊されています。次の４１巻を借りに行ったところ品切れでした。 

 

我慢できず、躊躇なく４１巻から６０巻までまとめ買いしました。 

そして、先日、全巻読破しました。 

 

はっきり言って、今まで読んだ漫画で一番面白いです。 

私は漫画はあまり読んでいないほうだと思います。 

これまで読んだのは、三国志、伊賀の影丸、ゴルゴ１３、北斗の拳、魁！男塾、ドラゴンボールなど。 

戦闘モノが好きです。 

 

しかし、ワンピースは、前回記事にしたドラゴンボールも比較にならないくらい面白かったです。記録を塗り替

えるほど売れている理由が分かりました。 

 

それと、ドラゴンボールと同じようなインスピレーションを感じました。 

私のように陰謀や不思議世界を探究している人間には特に、「やはりそうか」というシーンが出てきます。 

 

そもそも、背景が海賊ＶＳ世界政府という構図になっています。 

 

世界政府という言葉が出てきて驚きました。 

まさしく噂のＮＷＯ。 

 

それと世界政府により消された 100 年間の歴史の探究。 

隠された大秘宝を求めての冒険。これは黄金の国「ジパング」でしょうか？ 

日本の事だと思いますが「ワの国」 



という表現も出てきます。 

http://calseed.blog31.fc2.com/?mode=m&no=163 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

「世界政府により消された 100 年間の歴史」、「隠された大秘宝」、「ワの国」。 

 

まさに私が探究しているテーマである。 

 

どうも神が日本人に真の歴史を教えようとしておられ、この漫画を描かせたのかもしれない。 

 

一度読んでみる値はあるのでは？ 

 

２． 

この「隠された大秘宝」についてだが、最近、ロスチャイルド系の裏情報でさかんに天皇家の金塊が取り上げら

れる。 

 

複数の識者がテーマにしている。 

 

古来から世界に広まった「黄金のジパング」伝説は、実は、この日本に隠された金塊があるということなのか。 

 

もしくはそれは精神的な価値を示しているのか。 

 

世界史が、至聖所の時代に入った 2000 年から、日本に隠されていたものすごい宝が明らかにされるのかもしれ

ない。 

 

 

投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 11 日(金) 午後 3 時 58 分  

タイトル: 今日は 3.11 より重要な日かもしれない 

 

 

TPP の「ISD 条項」は米国の提案により NAFTA で初めて導入された。 

 

『「ISD 条項」は外資を主権国家と対等の地位に登らせ、外資の利益のために国家の立法行為や行政行使を制限

するものにほかならない。』（洪基彬） 

 

野田は、この ISD 条項を知らずに交渉に参加しようとしていた。 

 

本日は、フリーメイソンにとって反セオノミーの象徴である「11」が並ぶ 2011 年 11 月 11 日。 

 

この反セオノミーの日に、野田に TPP への参加を発表させ、日本の売国を決定する計画なのだろうか。 

 



TPP に参加すれば、日本は国境を失い、外国にやりたい放題される恐れがある。 

 

311 よりもはるかに重大な日となるかもしれない。 

 

とにかく野田が TPP を断念するように祈ろう。 

 

 

395 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 11 日(金) 午後 6 時 13 分  

タイトル: 何もわかっていない野田 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NL97kik6S_4&feature=player_embedded 

 

まあ、ひどいもんです。 

 

参加表明を今日行うといった当の本人が、何もわかっていない。 

 

恐ろしい無責任ですなあ。 

 

即刻辞表提出して、総辞職、解散選挙で国民の信を問え。 

 

ユーチューブの書き込みから抜粋。 

 

＝＝＝＝＝ 

2ch よりまとめ貼っておきます。ただし 1.は優越じゃなく優先、だと思う。 

1.TPP が国内法に優越することを知らなかった 

2.10 年間で関税全廃することを知らず、保護できる関税があると思ってた 

3.今からでは交渉参加は半年後。条件闘争出来ないことを知らなかった 

4.ISD 条項を知らなかった 

5.TPP より ASEAN+6 が国益であることを隠してた 

ついでに、TPP 加入で GDP が 10 年間で 2.7 兆円増という試算は 

「農水業関連の現在の関税や規制を守ったまま」という条件での試算だったことが判明。 

全関税を 10 年内に撤廃する TPP の本質を知らない試算だったらしいと言う話 

いやー、お粗末どころの話じゃない。単なる自殺行為。 

＝＝＝＝＝ 

 

 

396 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 11 日(金) 午後 11 時 32 分  

タイトル: TPP こそグローバリストの対日作戦の最大の目標だった 

 



 

野田が発表してから、キッシンジャーに首相官邸で会って報告したと。 

 

首相、キッシンジャー氏と会談 

時事通信 11 月 11 日(金)22 時 12 分配信 

 野田佳彦首相は 11 日夜、首相官邸でキッシンジャー米元国務長官と会談し、環太平洋連携協定（TPP）交渉

への参加方針を伝えた。キッシンジャー氏は「米国は日本の交渉参加を求めていた。喜ばしいことだ」と評価し

た。  

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111111-00000160-jij-pol 

 

キッシンジャーがわざわざ日本にやってくるほどグローバリスト・ユダヤ人にとって重要なことなんだよ。ジョ

セフ・ナイやネオコンも来日しているって話じゃないか。 

 

しかも、2011 年 11 月 11 日に。11 が 3 つ並ぶ。フリーメイソンにとって「11」はモーセの十戒に対する挑戦を

意味する。つまり、神の法秩序に対する攻撃。神の国破壊。 

 

全部計画だと思いますね。 

 

これなんだ。一連の対日本作戦の目標は。 

 

これを目指して、昨年の中国船から 311、そして、原発と。 

 

TPP こそ最大の目標だった。 

 

ユダヤ世界政府論者は、ユダヤの意志によって日本社会を彼らの奴隷になるように作り替える。 

 

 

397 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 11 日(金) 午後 11 時 52 分  

タイトル: 2011 年 11 月 11 日＝11＋11＋11＝ 33 

 

 

TPP の ISD 条項のラチェット規定は、一度決めた規制緩和を元に戻せない。問題が起きたら第三者に解決を委

ねるしかない。 

http://bit.ly/ud2WYl  

 

しかも、すでに日本抜きで交渉が進んでいる。 

 

遅れて入ることになる日本に都合の悪い条項が含まれているだろう。 

 

つまりですよ。遅れて参加→いったん決めた規制緩和に加入→ユダヤが日本の企業や産業がつぶれるような奴隷

的条項をもちこんでも訂正できない→第三者機関もユダヤ→日本の奴隷化決定 



 

実質、これで日本の国境は撤廃され、ユダヤの属国になる。 

 

考えてください。 

 

2011 年 11 月 11 日＝11＋11＋11＝33  

 

33 ってもろにフリーメイソンじゃないですか。 

 

やっぱりそうだ！ 

 

本日は、フリーメイソンによる日本解体の日です。 

 

TPP で日本沈没させるって魂胆。 

 

これからわれわれがどれだけ TPP 潰すために必死に抵抗するかですよ。 

 

祈りの爆弾でユダヤ勢力を壊滅に追い込まない限り、TPP で日本はめちゃくちゃにされます。 

 

 

398 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 12 日(土) 午前 1 時 20 分  

タイトル: 「ウォール・ストリートを占拠せよ」と世界政府はグル 

 

 

「ウォール・ストリートを占拠せよ」の HP は次のとおり。 

 

http://15october.net/ 

 

このドメイン名の所有者を http://who.godaddy.com/で調べると、次の情報が得られた。 

 

（これは、世界で現在登録されているすべての単一ドメインが含まれているデータベースである。） 

 

現在は、 

 

Registrant 

 

Domains by Proxy, Inc.  

(480) 624-2599 Phone  

(480) 624-2598 Fax  

DomainsByProxy.com  

15111 N. Hayden Rd., Ste 160, PMB 353  



Scottsdale, Arizona 85260  

United States  

15october.net@d...  

 

であるが、 

 

10 月 18 日以前の登録者は以下であった。  

 

Paulina Arcos 

866 United Nations Plaza 

Suite 516 

New York, New York 10017 

United States 

 

866 United Nations Plaza は 国 連 本 部 の あ る 場 所 で あ り 、

http://www.virtualnyctour.com/movingMap1.php?trailName=un:11:2 においてこう説明されている。 

 

This building houses a number of smaller government missions to the UN as well as non-governmental 

organizations and private businesses related to the UN.  

 

（この建物には、国連関係の非政府系組織や民間企業だけではなく、たくさんの小さな国連政府使節団が入居し

ている。） 

 

つまり、「ウォール・ストリートを占拠せよ」は、国連と関係のある団体であるとわかった。 

 

"Freemasonry and Secret Societies" by Epiphanius, edition "Controcorrente" April 2008, page 620 によると、

ルシス・トラスト社（かつてルシファー・トラスト社と名乗った）の非公式の住所は、866 United Nations Plaza 

New York であり、この情報は、"Die Netzwerke der Insider" by Peter Blackwood にもあった。 

 

旧ソ連の大統領だったミハイル・ゴルバチョフは、現在ルシス・トラスト社のメンバーであるが（EIR, Executive 

Intelligence Review di Washington）、次のように語った。 

 

「『ウォール・ストリートを占拠せよ』は、ニュー・ワールド・オーダーの到来の前兆である」と。 

 

どうやら「ウォール・ストリートを占拠せよ」→「ゴルバチョフ」→ニュー・ワールド・オーダー→ルシス・ト

ラスト社という関係があるようだ。 

 

ルシス・トラスト社は国連の祈祷施設を管理している。この会社の創設者アリス・ベイリーは、神智学協会創設

者ヘレナ・ブラヴァツキーの弟子であり、東洋の神秘主義研究家であった。 

 

投資家ジョージ・ソロスは、「ウォール・ストリートを占拠せよ」運動に共感を示している。 

 



ジョージ・ソロスは、CFR（外交問題評議会）、三極委員会、ビルダーバーググループのメンバーであり、Open 

Society Foundations の創設者であり議長でもある。1992 年 9 月 16 日に、たった一日で投資により 10 億米ド

ルを稼いだため、「イングランド銀行の破壊者」として有名である。 

 

結局、「ウォール・ストリートを占拠せよ」運動は、ニュー・ワールド・オーダー、ニューエイジ運動、そして、

国連や CRF、ビルダーバーグなど、世界のバベルの塔建設者に連なる運動でしかない。 

 

 

399 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 12 日(土) 午後 5 時 14 分  

タイトル: 米自動車業界日本の TPP 参加反対 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝ 

(産経新聞)米自動車業界団体、日本のＴＰＰ参加に反対声明 

（読売新聞） 2011 年 11 月 12 日 11 時 14 分 

 

【ニューヨーク＝小谷野太郎】米自動車大手３社でつくる業界団体「米自動車通商政策評議会」は１１日、日本

が環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉に参加することに反対する声明を発表した。 

 

同評議会のマット・ブラント代表は、米国の対日貿易赤字の７割は自動車関連が占める、と指摘。その上で、「日

本の自動車市場は先進国の中でも最も閉鎖的だ」と主張し、日本のＴＰＰ交渉参加は、「日本に都合の良い通商

慣行を正当化し、重要な通商合意の進展を妨げる」と批判した。 

＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

日本の自動車市場が閉鎖的なんじゃなくて、米国車がひどいから売れないんじゃないの。 

 

TPP は、日本側からじゃなくて、米側から反対されてポシャる可能性も出てきたな。 

 

工業製品に関しては、日本が圧倒的に強いから、米国工業壊滅的打撃の可能性もある。 

 

日本は農業が壊滅し、米国他は工業が壊滅。 

 

 

400 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 12 日(土) 午後 8 時 47 分  

タイトル: 八咫烏の話 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝ 

 八咫烏の話――まだ続きますが、そろそろ一応の結論を出す時期にきています。話を整理しながら、先に進め

ます。 



 神道に表と裏があるということは、天皇にも表と裏があることを意味します。われわれが目にする天皇は、も

ちろん表の天皇ということになります。ここで重要なことは、天皇とは神道儀式を行う中心的存在――つまり、

祭司であるということです。しかも神道儀式にはいろいろあって、それらを間断なく行う必要があるのです。そ

ういう儀式を祭司として行うだけでも、天皇は結構忙しいのです。 

 しかし、明治時代以降の天皇は、表の仕事も非常に忙しいのです。明治時代において天皇は国家元首でしたし、

民主主義になってからの現在の天皇は、外交儀礼や民間の行事などに関わり、古来の儀式を十分に行う時間がな

くなってきています。 

 そのため、皇位継承などの重要行事は別として、その他の神道行事については、裏天皇が天皇に代わって神道

儀式を祭司として執り行うことが必要になってきたのです。この裏の天皇に率いられる組織が秘密組織八咫烏な

のです。八咫烏――漢波羅秘密組織は、天皇の祭祀のいっさいを仕切るとともに自らも神道儀式を行うのです。 

 この八咫烏は現在も存在するということですが、どのようなことがあっても表に出ることはないのです。なぜ

なら、彼らには名前がないからです。どうしてかというと、子どもが生まれても届けないからです。それでは何

をもって識別するのでしょうか――彼らにあるのはコードネームであり、これで識別します。 

 そんな馬鹿な・・といわれるかも知れませんが、そういう人たちを支える組織があれば、戸籍がなくても十分

生きていくことは可能なのです。彼らは一般社会とは異なる世界に生きているのです。そういえば、表の天皇は

人前に出るので名前はありますが、姓や苗字はないのです。よって戸籍がないのです。また、戸籍法によると、

一般から皇族に嫁ぐ人はそれまでの戸籍からは除籍されるのです。そういう意味で表の天皇や皇族も別の世界に

生きているといえます。 

 専門家によると、秘密組織八咫烏の人数は数十人――推測では７０人前後の規模といわれています。組織の一

員として生まれたときから神道儀式全般、陰陽道、迦波羅を徹底的に仕込まれるのです。そして一生八咫烏の組

織の一員としての使命を果たすといわれています。 

 中核となる八咫烏は１２人――「十二烏」といい、このメンバーに欠員が出るとそのつど補充されるようにな

っているのです。 

これら１２烏のさらに上に八咫烏の大ボスが３人います。これら３人が１２烏の中の３人か別の３人かは分かり

ませんが、彼らは他の八咫烏から「大烏」と呼ばれています。「三羽烏」というのはここからきています。 

 この三羽烏は、造化三神（三神にして一神／絶対神）に対応しているのですが、裏天皇というのはこの三羽烏

のことをいっているのです。つまり、表の天皇は１人ですが、裏の天皇は３人で１人なのです。絶対三神が唯一

神を形成するように３人で裏天皇を務めているのです。 

 もうひとつ、これらの三羽烏は別名を持っています。それは、「金鵄（きんし）」です。金鵄とは神武天皇の弓

の上に止まった鳥のことです。「金鵄勲章」の金鵄です。 

 このような事実を知ると、不思議な一致があることに気が付きます。それは、イエス・キリストとその弟子の

話に非常に似ていることです。 

 イエス・キリストは、伝道を開始するに当たって１２人の弟子をユダヤ人の中から選んでいます。「１２使徒」

がそれです。そして、イエスは重要なことがあると、ペテロとヤコブとヨハネを連れて歩いています。マタイに

よる福音書には、次の記述があるのです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 『イエスは、ペテロ、それにヤコブとその兄弟のヨハネだけを 連れて、高い山に登られた』。 

 （「マタイによる福音書」第１７章１節） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 「１２」と「３」――これが神道奥義とぴったりなのです。それだけではないのです。神道奥義を調べていく

と、なぜかイエス・キリストと結びついてくるのです。 

 いくつかあげてみましょう。ＥＪ８９０号でご紹介した神道奥義のひとつの魔方陣をもう一度見てください。 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

             ６ ７ ２ 

             １ ５ ９ 

             ８ ３ ４ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 魔方陣では、奇数は陽数、偶数は陰数です。これが陰陽道のきまりなのです。この９つの数字について陽数、

つまり奇数だけを見てください。十字になっているのです。 

 迦波羅、すなわちカッバーラのシンボル、裏ドーマンは、ずばり十字――陰陽道が九字を切るのに対して、迦

波羅では十字を切るのです。この十字を切る所作は、キリスト教徒が祈りを捧げるさいに切る十字とまったく同

じなのです。 

 もうひとつ、「日本」という文字について考えます。「日」という字は、文字通り「太陽」――太陽神、天照大

神をあらわしています。問題は「本」の字です。この字から「大」の字を外してみてください。そうすると何が

残りますか。 

 そうです。「十」――十字架があらわれるのです。いろいろなところに十字架が隠されているのです。陰陽道

は渡来文化です。 

そのため、陰陽師は渡来人によって占められてきたのです。資料には、数多くの陰陽師が名をつらねていますが、

中でも一番多いのは秦氏です。秦氏についてはいろいろ説がありますが、ユダヤ人原始キリスト教徒であるとい

われているのです。 

          －－－［八咫烏１０］ 

http://intec-j.seesaa.net/article/19336918.html 

＝＝＝＝＝＝＝ 

 

非常に興味深い。 

 

 

401 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 13 日(日) 午前 1 時 30 分  

タイトル: 神は陰謀家たちをバカにしておられる 

 

 

「ウォール・ストリートを占拠せよ」のポスターは、エウロパが野獣の上に乗っている図を起源とする。 

 

エウロパをたどるとバビロンの女王に行き着く。 

 

つまり、「ウォール・ストリートを占拠せよ」運動とは、「獣に乗った大淫婦バビロン」という黙示録 17 章の構

造。 

 

黙示録において大淫婦は背教のイスラエルの象徴であり、獣は知恵のない異邦人ローマの象徴。 

 

それゆえ、あのポスターは、ユダヤ人が異邦人をコントロールしていることを暗示している。 

 

神の国に敵対する勢力の象徴として登場する黙示録のこのイメージは、最後に破滅で終わる。 



 

それと同じように、「ウォール・ストリートを占拠せよ」運動を陰で指導するユダヤ人グローバリストたちの運

命も決まっている。 

 

彼らは必ず失敗する。 

 

そして、すべて神の国のために役立つように神が導かれるだろう。 

 

神は陰謀家たちをバカにしておられる。 

 

どんなに巧妙に陰謀をめぐらしても、それを利用して神の国を築き上げられる。 

 

 

402 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 13 日(日) 午前 8 時 00 分  

タイトル: 武田教授の基準だと自然のバナナを食べられなくなる 

 

 

http://www.slideshare.net/jyunichi0934/tw-10048716 

 

武田教授が、食品基準を 10Bq/kg 以下にしないとだめとか言っているけど、 

 

自然の状態のバナナ 1 ㎏は 100Bq の放射能を持つわけで、そうなるとバナナを禁止しなければならなくなる。 

 

放射能や放射線を過剰に恐れるとこういうふうに目がくらまされる。 . 

 

 

403 投稿者: kusakabemanai  

Date: 2011 年 11 月 13 日(日) 午後 4 時 53 分  

タイトル: TPP を認めたら、日本は滅亡である 

 

 

野田首相が、「APEC 首脳会合において、TPP 交渉参加に向けて関係国との協議に入る」と実質的な TPP 参加表

明を行った 2011/11/11 JST20:00 は、協定世界時 UTC「+0900（JST）」では、11:00。 

http://enzai.9-11.jp/?p=8943 

 

明らかに、キッシンジャーらはフリーメイソンの計画で行動し、発表を儀式と考えている。 

 

キッシンジャーは、第 2 のマッカーサーきどり。 

 

これで、TPP がどのような性格を持つかわかるだろう。 

 



つまり、「フリーメイソンによる日本再占領」。 

 

次のページの写真をみてほしい。 

 

長崎の原爆と今回の津波の跡がそっくり。 

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1366126/Japan-earthquake-tsunami-Chilling-echoes-Hiroshimas-d

estruction.html 

 

今回の一連の流れを誤解してはならない。 

 

TPP を通じて奴らは、日本を徹底的にフリーメイソン化するつもりだ。 

 

こんなことが許されるだろうか？ 

 

フリーメイソンとは、サバタイ・フランキスト派のユダヤ教である。ユダヤ教とはいえ、実質悪魔教である。 

 

メシアは、ユダヤ人。 

 

彼らは「ユダヤ人こそが世界の救世主となり王となる」と考えている。 

 

キリストに真っ向から対抗している。 

 

このような悪魔にもう一度支配されるのか。 

 

これからの支配は、第二次世界大戦後のそれとはまったく違う。 

 

徹底した奴隷化であろう。 

 

今回中国を入れなかったのは、中国にアジアの覇権を与えるためだろう。 

 

ウィキリークスでは、「TPP で日本と韓国を潰せる」とある。 

 

つまり、東アジアの 3 か国の中で中国だけを生き残らせる計画なのだろう。 

 

TPP を認めたら、日本は滅亡である。 


