
   失職推計自殺者                   感染死者                         

 新  生活様式  事  都度喧伝政府 腹  今後長      同居計画 言 事    

  従来生活 商売   曲 異物   経済力学 不安定正帰還系 既確定 大不況 今後

 不況 継続時間   呼  不況失職不安  新  生活様式 政策下  不可避 見   

一発解法 既 提示  政治解決 世界規模団結 無  困難  日本独立   別   

    日本経済生活 現況 

新型          失業 健康 自殺 与  影響    

https://www.works-i.com/column/hataraku-ronten/detail006.html

http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/200507/lif20050720000025-n1.html?utm_source=yahoo%

20news%20feed&utm_medium=referral&utm_campaign=related_link

過日店舗 一人 乳飲 子付 若 母親 何度 店内   違  別店舗 買 物袋詰 中

 無意識 顔 上   乳飲 子付 若 父親        凝視     昨日検索 医師  

非正規雇用年収 税率早見表 今朝 大企業内部留保   筆者机前 今後    放置請求書 

     新  生活様式  国民恐怖支配   基礎給金法 国民生活政治大解放  

筆者 経済 関   長 従来  既 基礎給金法 提示   以上 以下 無    

最低    生活 保障     雇用 有無 付随拘束  低所得層自由獲得 明白   

  提示  観察事象 国民 生活 政治大解放  隠   超 保守派 恐怖 

経団連商工会議所 連合等労組    隠  遣      基礎給金分 給与減 税 相殺

 大増税無   一般消費市場安定化 金 回転    不況化  罪悪感無   解雇 可能 

 増税分 失業率 応  扶養家族増 対応 支出増  痛 公平化 支出 

            瀕死生活特効薬 基礎給金 整合性簡易証明 

http://www.777true.net/Prompt-Wartime-Regime-against-Bio-Weapon.pdf

労組 最低保障獲得 大勝利 基礎給金 言 出    高度技術革新社会 目指  

米国      新興企業群   既成超保守大企業   失業抜本対策 目指     

            海外 実験例 紹介

https://earthlab.tech-earth.net/what-is-basic-income/

               過去実験   失敗宣伝 利用             政治

 知      残  国 超保守派支配下国 会計計算 収支行列法 音痴 簡単 騙   

大増税反対   嘘  本当  本筋経済回転 無関係 怠 者増加     

   押 補足 

感染被害軽症日本     保健所采配    医療       恐怖 欧米  感染爆発 

死者率大 恐怖     政治恐怖 明白   結果 口頭民主主義破壊 社会距離

 新  生活様式   重大警告 感染有無未確定者集団 当面     感染回避徹底   
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付録  世界 中国魔女狩  韓国 日本 世界経済界   者化      

米国内  危険性大判断    大統領令 禁止   生物兵器開発     万 援助付 

中国研究所移転   話  浮上   危  仕事          長官自身 

        死者 多                                 

https://www.youtube.com/watch?v=TGFfJNU7fB0

      製薬業界等     政治利用内幕 言及              免疫不全

恐怖     言 一方 彼 最終策     国民強制政策    免疫獲得 矛盾 

   目的  恐怖戦略 経済破壊     国民強制政策      最後 目的機能不明 

        妖度 一般免疫健康 有効 正      

   欧米   各国     中国批判 始     

https://note.com/nanaehasegawa/n/n45e2f049c9df

          天然痘 麻疹等         数限  無 人 命 失   後   

大抵   人 虐殺 発生     

国内大感染爆発 招      大統領責任糾弾 逃     生活苦米国民 封鎖破 頻発

  収束 一層難      外 生贄必須 誰 判 事  内  現大統領    政権 

    万 移転違法認可 問題       

     直面  矛盾  中国 依存      対策 成立   

https://news.yahoo.co.jp/byline/mutsujishoji/20200514-00178390/

結論 

中東 中国大使 暗殺  韓国人 日本人 中国人 同 容貌 今後 海外 出      

何    一発 決定的世界貢献 必要   

付録     傀儡政府    全国民検査         民間 始      

    以来筆者 政府諮問機関 米傀儡   野党 傀儡  自主大本営  提言 

 中国武漢市 全市民         検査施工開始 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-a-wuhan-tests-massifs-p

ar-peur-d-une-seconde-vague_3965437.html

   曲  日本政府 抗体検査提起      現時点   陰性証明 出来    

 日本   協会 過去    検査場 公共提供 申 出   

自主   定期検査   全 従来通   無観客     選手間 超濃厚接触    可能 

購入資金    医師      先例        大支持 起   野球      

 東京女子医科大学 全員    検査開始     医者  学校  

 大問題 通学途上等 市中生活 医療型防護通学 無菌着脱室   完璧 
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傀儡政府 第二波 予定         生 残 耐性獲得    二波冬季   危険   

最初緊急 完全根絶 世界 目指        地獄世界   

    完全根絶  以下 意味     完全無菌域拡大 隔離患者治療推進  

完全    検出   

完全隔離治療
希薄         汚染危険域  

完全防護具行動


