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現状世界 日本 退廃世紀末状況 現状趨勢      気候地獄化 見    要   

無救済世界 控  高所 邪悪精神 大量大衆 無法  押      羊 育     成

    現日本人    最 駄目 日本病  他方 救  神      救済       

    政治無機能原則 天皇政治発言 皇室典範書 換  違法 

 天皇      自身 思  会見 公開        思  今回    当然認識   

法 超  権力 行使  法律 改正 促 強       発    今回 初 天皇 終身

在位 前提     皇室典範      認         天皇 生前退位 日本国憲法

第  条   天皇  国政 関  権能 有     定    国事 関  行為   行   

          関  最近 通称    議論 全  論理喪失 生前退位話題 満杯 

⑵北独裁者に媚びる優等国民と天皇に同態度の日本人は完全同質。

指導者はあの通りだが、現状北の軍隊兵士は食糧難で見るも無残、反逆国民には過酷な拷

問施設の地獄国家、にも関わらずニュウス映像では指導者礼賛の優等生、その本音は自己

保身一途の醜さとなるが、この事は日本皇室と国民姿勢では全く同質、冒頭指摘如く現状

趨勢将来では日本は北同様の食糧難地獄国家化になる。その為の無法不正横暴の頻出で

国民飼いならしが始まってる。日蓮説法＝己安泰を願わばまずは全体の安泰を祈れが

今の腐敗と無能万円日本で自己保身一途の国民に実行できるのか？。天皇制の真の恐ろし

さは以下。北指導者はスイスで教育されたナチス再生米国戦争屋の操縦人形、戦前戦後

日本支配層操縦者と同一です。

    国粋主義右旗  実態 逆   欧米日本支配 筆頭代理人 近代天皇  

米国     筆頭来日  新天皇後見人 米   事 象徴 

 実態日本       年英米被支配国 現状趨勢     年被支配国奴隷日本

                                 

 裏切 日本 起源 傀儡化革命明治維新 敗戦必定 天皇日米開戦  

本   設立当初    記事 長期鎖国政策 徳川幕府転覆     年明治維新真相 英国

 陰謀 其  加担   当初英米排斥 動  長州薩摩地方勢力 局地戦敗戦 一転 

裏切  転  明治維新    加担 軍国主義国家明治政府樹立 薩摩長州同盟 明治維新

立役者 坂本竜馬 英国       武器商人     手下 文明開化 欧米文明直輸入

 以後 英国世界帝国主義路線    地域裏方   日清日露戦争 英米支配政策 

裏加担 特    革命下地 日露戦争   戦費     街        提供 
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https://kabukachan.exblog.jp/21031920/


日清日露勝利 慢心 陥  日本 終 中国不法侵略 米国     撤退要求    国内

革命 恐怖  近衛文麿 天皇家 戦争継続   自己延命 局所判断 陸軍部秋丸機関 

戦争経済敗戦預言 無視 開戦強行 明治憲法  天皇   軍部統帥権    原爆二発 

敗戦 戦後 日本統治道具   再生 結果 米軍政永久形態化 日米地位協定  植民地国

家      日本天皇制装置 近代現代世界史支配  欧米支配層道具 明白     

⑵戦前戦後も一貫する天皇制官僚体制 欧米操縦 日本支配装置 

欧米支配層 天皇家 中心   当時 日本支配層中枢 深 関与 歴史証拠 以下 

以下資料 読   高位 邪悪精神 聖書          如実 判  世襲権力支配 世界 

不幸        機会平等 最優秀指導者 選 共和制民主主義   正   

米支配層 維持      天皇制官僚体制 恥部    明   

https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201904240000/

    街 日本 支配         大戦前  天皇制官僚     使        

戦後 存続      戦争責任 追及 民主化 推進   儀式 早 終    必要     

天皇制官僚国家 象徴     元号 

https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201904020000/

日本  天皇制 存続 内務官僚 思想検察 特別高等警察    治安体制 中枢 戦後 

要職 就    国体  護持      護持        街   。

米巨大資本 従属  日本人     破壊  日本         

https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201809130000/

https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201809130001/

https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201809140000/

第 次世界大戦後              中心人物   活動  日本          

         親    岸信介   孫    安倍晋三 戦前      回帰 目指 

   日本     街 属国         

天皇財閥

http://www.yamamotomasaki.com/archives/799

戦前天皇家 株式 国債 土地   資産 持         程度 人   知      

著者    占領軍財閥解体時 資料 基 天皇財閥  大財閥   倍以上 規模     

天皇 命令 作     生物兵器部隊

http://alternativereport1.seesaa.net/article/112056062.html

世界的にも有名になった反人道=生体実験、広島長崎の原爆生体実験の敵側理由か

https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201904240000/
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天皇 犯罪者

http://alternativereport1.seesaa.net/article/49608166.html

明治憲法でも軍部統帥権は天皇にあり、彼命令でなければ動けない。

戦争 金儲   武器 売人 天皇        通信  

https://blogs.yahoo.co.jp/y2001317/22103049.html

自分 金儲    日本 戦争 引   込  天皇一族

http://www.asyura2.com/08/reki01/msg/412.html

    思 恐   話 最後 、

悪夢 民主党  近代日本史真相 田布施     

http://777true.net/the-convergence-to-genuine_J132-HATE-POWER-the-DEST

ROYER.pdf

近代天皇家出自の秘密が明かされてる。まさに逆さま世界！！！

[３]:戦前戦後国体護持日本_気候破滅時代突入時代で？？？

違法国民押し付け天皇家、不正選挙-学園不正-不正統計-バラマキ外交-横暴閣僚等々で

戦後最大無法蹂躙腐敗の安部現政権と野党の圧倒的無能、犬ＨＫ-マスゴミで呼称されるま

でにの腐敗主要報道機関,五輪背景での加熱スポ報道、加熱芸能界スキャンダル、

一方昨年夏の異常猛暑、誰もが察知してきた気候悪化進行、家畜伝染病の多発化、

贅沢品デフレ、住宅供給過剰化、逆の必須食糧品の高騰、日銀券大発行での株価操作景気,

学園虐待事件 慢性多発化 微細動機  憎悪犯罪多発傾向     詐欺勧誘事件多発化 

沖縄基地問題 差別国政 戦後 国際法違反軍政支配 矛盾縮図一      

米軍地震兵器  福島原発破綻地獄 米大統領来日  当地見学  願       

⑴民族差別の非難を覚悟するが在日一部が根深い怨念動機で反日活動は深刻<CIA 工作>！

安倍氏 父 晋太郎 朝鮮王朝 李氏 直系     情報     存在         

https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/37774172.html

 安倍晋三     朝鮮人    統一教会    暴力団    金融   

    日本会議     

                                       

自国指導者 自国 怨念  何  国    

⑵天皇制護持の為に政治無知？日産の凋落？！。

日本五輪 JOC 幹部の武田氏は皇族系、検察が告訴異常執念を燃やす理由がわかり図らい、

ゴ-ン非難で人気上向き日産と思いきや，逆に利益大幅減の日産、検察へのゴ-ン不正告発
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の日産だが、不正が事実で日産がそれを承知ならば内々でゴ-ン叱責処理が会社利益、なら

ば高額退職金問題などは最初からあり得なかった。わざわざ自社恥を世間にさらすのか？

    東京五輪返上 正義 本澤二郎  日本 風景       

                                                     

 違法行為 買収  人類 欺 大嘘 詐欺  大義   

   一刻 猶予 許     急 決断   返上    日本人 正義        東京

五輪       日本 開催  資格     国際      委員会 役員買収事件 発

覚   渦中 人物 日本      委員会 会長 辞任   公表       尻尾   

  過        

 東京地検特捜部   日産   氏逮捕事件  仏当局      竹田氏 贈

収賄疑惑 有罪判決 阻止     司法取引 一環   可能性 浮上 仏当

局 動 次第  東京      開催 危         年  月   日

                                                    

東京      招致   事件捜査 日産   逮捕事件  世界 闇支配  

欧州寡頭勢力 米国戦争勢力 代理    安倍氏               大

    止  刺         

https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/37771632.html

⑶実 出口   日銀 異次元金融緩和

http://www.yamamotomasaki.com/archives/2307

財政当局 心密  一番望                  借金帳消     

   解説    易    分  図  事 納税主役 実業界 異常 経済運営 

叱責警告 当初  当局 出      羊 日産如 非常 政官界 従順   判    

⑷気候変動真相

⒜気候破綻世界 死    思      皆    政策 受諾   自分 従 、

実は真相としてのきつい世界気候革命政策は前２項前提に立てば原理上可能です。

過去例年の COP 気候変動政治家会合は絶望破滅せるための大陰謀！！

http://777true.net/Virtual-Surveying-the-Mind-of-People-Facing-Climate-Destroying.pdf

核心問題は北極にあり、科学者＆技術者の処断世界団結の次第で世界命運決定！！

http://777true.net/The-Arctic-Desperate_True-or-Not..pdf

⒝新エネルギ 80%速攻移行の為の基盤技術と資産資源は既にあると見て間違いない。

http://777true.net/Emergency-Production-for-Climate-Wartime-Weapons.pdf

突発世界大の特需発生になる、現状世紀末の退廃的な重箱済みを突っつく不健全技術で

無いです、処断世界団結で真相開示なれば皆の動機が躍動するはずです。
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[４]:死に至る病=日本病克服マニュアル

上記 悲惨 現状 見  絶望     以下 見 反転攻勢  道      

http://blog.hikaruland.co.jp/2017/12/post-1754/

上記指摘如  今 現状 Japan the Impossible Country !!

https://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsr

edir=1&article=1011&context=mgdr

皆 見   真相真実本質 見  表層       思考停止       致命的   

問題所在 気  無 異常  事 始       

    一度         行      

修験道 絶壁        知      

克服マニュアル指摘如く本音での喧嘩は好材料です。

ともかくあのぬるま湯の日常脱却訓練しかないです、

http://blog.hikaruland.co.jp/2017/12/post-1754/
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