ＴＰＰで新植民地主義に加担する日本.

2016/10/23

領土と統治機構は温存、だが国家主権破壊で丸ごと宗主国支配下に新植民地主義ＴＰＰ、
南米では既に多国籍企業の現地国家主権排除殖民支配が実働、現地人利益人権破壊が進行。
戦後日本は先代超負遺産としての植民地国、国民実態は奴隷！！、でその解脱法？。
大局解放解法は気候変動直視=世界気候戦争宣言で即開始だけです！！！

ＴＰＰで新植民地主義に加担する日本

2013.09.17

http://www.jacom.or.jp/column/2013/09/130917-22192.php
ＴＰＰの秘密交渉は誰に何を隠しているのか。ＴＰＰでアメリカが狙っているのはアジア太平洋地域の諸
国を植民地にすることである。日本はその片棒を担ごうとしている。そしてそのおこぼれを狙っている。
それを隠しているのだ。 植民地といっても以前のように軍事力で領土を占領してその国民を政治的に支
配するというわけではない。統治機構を壊して宗主国から派遣した総督が統治しなくていい。領土と統治
機構はそのまま温存しておいてしかし国家主権を奪い、丸ごと宗主国の支配下におく。

農相辞任で野党４党一致 ＴＰＰ、月内通過は不透明,2016 年 10 月 20 日
民進,共産,自由,社民の野党 4 党の国対委員長は 20 日、国会内で会談し環太平洋連携協定(TPP)承認案の審
議を巡り強行採決が選択肢になると受け取れる発言をした山本有二農相は辞任に値するとの認識で一致し
た。菅義偉官房長官は同日の ... TPP、月内の衆院通過は不透明 野党、農相追及強める(21:50,更新); 衆院
総務委,質疑の開催見送り 農相発言に野党反発(11:50). TPP 強行採決発言 農水相が ...北海道新聞速報|

資本主義の未来(NHK,10/22)、国家 vs 超巨大企業。
https://www.youtube.com/watch?v=xZkPrZudB_Q
南米では既に多国籍企業の現地国家主権排除殖民支配が実働、現地人利益人権破壊が進行.
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最大級大企業支配 阻止 米国 記事

米国人 大反対

https://www.popularresistance.org/stopping-the-biggest-corporate-power-grab-in-years/
従来の貿易問題を超えて銀行規制、環境保護、医薬品へのアクセス、インターネットの使用、および大いに多
くに影響を与えるために、。最も顕著なのは法制契約等の 国家国民意思決定の能力を弱体化 、代わりに
多国籍企業の投資家に保護を提供します。

諸悪根源 不正選挙 現状傀儡自民政権下

日本破壊進行

もう敵は法破壊以外に手立てがないほどに追い詰められてる、之を理解しないと
⑴現世界危機発端 9/11 と中東侵略シリア大危機の起源は不正選挙政権ＢＵＳＨ．
クリントン政権下で大不況を囲った米軍産複合体、起死回生一発が mappet＝ＢＵＳＨ政権
樹立、だがゴアに勝てないと見て不正選挙マシンを導入、之で世界史が一変事態に、
⑴The Stolen Presidential Elections(updated version, May 2007)
http://www.michaelparenti.org/stolenelections.html
http://www.realclearpolitics.com/video/2016/09/07/carville_calling_election_rigged_fundamental
_attack_on_the_country_possible_to_rig_voting_machine_for_100_votes.html

CONFIRMED by Experts! Voting Machines in Maryland, Illinois Rigged to Support Democrats
http://www.thepoliticalinsider.com/confirmed-experts-voting-machines-maryland-illinois-rigged-s
upport-democrats/

⑵How can Electronic Voting Machines (EVM) be manipulated ? - Part 1 http://www.e-pao.net/epSubPageExtractor.asp?src=news_section.10th_Manipur_Legislative_As
sembly_Election_2012.How_can_Electronic_Voting_Machines_EVM_be_manipulated_Part_1

⑶US establishment attempting to rig election(2016).
https://thedailyinformer.net/2016/10/15/jeff-sessions-us-establishment-attempting-to-rig-election/

............
Righteous election will not enable Clinton’s win,so they could not help,but secretly
implement fraud voting machines.In order to make it without doubt in public opinion,strong
negative campaign by altogether fascism of established media against Trump becomes
necessary to camouflage big mood of his doubtless defeat in the US established media.
Note once also Mr Sanders wined top race in national poll survey,but had defeated by Mrs
Clinton in the Democrats Preliminary Election by fraud voting operation.

＊5 Times Debbie Wasserman Schultz Violated DNC Rules and Stacked the
Deck in Favor of Clinton . December 20, 2015
http://usuncut.com/politics/debbie-wasserman-schultz-hillary-clinton/
http://www.vox.com/2016/7/24/12266614/debbie-wasserman-shultz-resigns-dnc

⑸投票計数機＝

言 会社 自民党 献金 筆頭株主 安倍晋三
安倍政権は明らかに不正選挙によって成立した非合法テロ政権である.2014/9/9
http://ameblo.jp/sunamerio/entry-11920990091.html

ムサシは、不正選挙をした前科があった！
http://exodus.exblog.jp/976193/

不正選挙疑惑の『株式会社ムサシ』と安倍内閣を結ぶ重要な接点. 2013/01/08
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/01/08/6685204

言 会社 自民党 献金

筆頭株主 安倍晋三

野党
追及
理由
「ムサシ」には自民党から共産党までやっかいになっていた 2014/01/28
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=286672&g=131208%20%81c

衆議院選挙は操作されていた！！
「日刊ゲンダイ」がとんでもないことを暴き出している. 2014/5/26
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ca79ba479f8f92cd3f79e93361f60407
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JAPAN PM SHINZO ABE CHARGED FOR ELECTION RIGGING @ THE HIGH COURT
https://geopolitics.co/2015/05/10/japan-pm-shinzo-abe-charged-for-election-rigging-the-high-court/

日本 世界 破滅進行 現況
⑴大局究極の最終世界破滅回避問題＝気候変動阻止政策が実質皆無の日本。

＊海外ではものすごい勢いで再生可能エネルギ-普及が 進んでいる.
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J58-Rapid-Growing-of-New-Energy-in-the-World.pdf

近年気候異常には誰もが疑いなく気ずき、しかも甚大性に関わらず大々的議論を一途回避。
この問題を語らずして子供未来を語る連中は皆,詐欺確定。元凶は米国帝王 Rockefeller
(石油大手 EXXON-MOBIL)の過去 40 年にもわたる世界大規模 CIA 総動員での実質隠蔽工作に
起因。日本は 3/11 地震ショックを動機に気候危機が地震危機に腐敗大マスコミ&学界共謀
で摩り替えられてます。腐敗国連主導のパリ協定では緊急実効性がない。
http://www.777true.net/Do-or-Die_Mending-on-Deadly-Climate_the-Problem-Solution-Reaction.pdf
http://www.777true.net/Q-A_Die-or-Do_Mending-the-Deadly-Climate_the-Problem-Solution-Reaction.pdf

欧米現状は奴悪党支配だが、他方で良心派知識人も根強い点が日本との大違い。日本から
は J.Assange,E.Snowden,B.Manning の様な命を賭けた告発者が出ない。彼等は真に尊敬さ
れてる。オリンピックやノベル賞は政治に比較すれば殆ど虚栄個人満足以外にに実質意味
がない。彼等は知らないだろうが「己安泰を願わば,先んじて全体安泰」をかんがえろの
日蓮教示の実行者。

⑵3/11 東北海底水爆地震、熊本注水地震の真相隠蔽で地震兵器脅迫に便乗の傀儡勢力！！。
近日の強震鳥取地震の解析を試みたが地震波観測点が震源直近ではＰ-Ｓ波の分離が明瞭
に見えない。遠隔地観測波形を探したが当らないです。熊本地震のあの長期間微動地震不
停止は注水地震嫌疑を一層濃厚にしてます。過去にも指摘したが地方自治体や企業等は
防犯カメラ同様に自前の地震計を持った方が良いです。熊本発端震源は自衛隊基地と
大勢が騒動、JAL123 便墜落事故が大きな転換点、逆さまは悪魔所業の証左！。

JAL123 便墜落事故・自衛隊員への銃撃、更に連続自殺⇒パイナップル・ブリゲイズ
http://ameblo.jp/64152966/entry-11327337215.html

「政府のやる事に反対意見を持つ市民を殺害せよ、それが軍隊の仕事である。」
「軍隊の仕事は他国との戦争ではなく、自分の国の市民を殺害する事にある。」
衆議院選挙は操作されていた！！「日刊ゲンダイ」がとんでもないことを暴き出している.

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/ca79ba479f8f92cd3f79e93361f60407
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⑶ＴＰＰで新植民地主義に加担する日本＝主権崩壊で更に一層の植民地化。
現商業繁栄(黒企業もミエミエ時代だが)は一時の強烈な錯覚、奴隷とは恐ろしい身分。
⒜戦後体制とは天皇家官僚財閥等から始まる戦犯体制を奴隷頭装置に置く。米占領軍 CIA
はこの戦犯弱みを脅迫材料にして戦後日本支配の出発点にした<占領下人脈>。
http://www.777true.net/slavejapan.pdf
⒝戦後米国の狙いは日本を物資金融軍事補完国に仕立てる<技術市場導入-経済成長>.
支配階級は米絶対服従(東大官僚＋政治警察)、国民にはこの支配秘密開示厳禁！、
⒞国家国民は優生貴族の奴隷、敵を設定しての永久闘争路線<日米支配階級の思想>.
だから民族自立派は体制から抑圧される。国民全般は生産技能奨励、政治知能衰退政策。
⒟近年顕著化若年層(若年に限らない)＋黒企業等の劣化事件等は皆、この体制腐敗犠牲者、
だが之が真相現実だから現実から逃れては将来なし。危機は機会と思え！！！。
先代超負遺産を認識－覚悟の上での解脱法に挑戦するしかない！！。
＊筆者自身は恐らく派遣社員第一世代、1980 年代派遣社員はまれで,身分を思い知りました。
現代若年層に重く圧し掛かる非正規雇用＝奴隷制度、だが困苦こそが成長資源と思え！。

米国の若手も先代超負資産でははもっと危険な事情にあるのだろう<ナチス再生軍警察
勢力の大規模支配！>。結果がどうあれ、2016 米大統領選挙は歴史大転換点になる。
対米抗戦を言う中国支配層だが、これも米傀儡、中国若手も危険な事情にある。
戦後 Gradio 作戦で欧州支配層も米傀儡に変わりなし、近年の政治警察強化がある。
南米では一時民主化が進行だが、チャベス死去、ブラジル＝ヂルマ大統領失脚で逆転が
始動、ここでの民主化闘争はどこよりも命がけ<日本と共通の”内部の裏切り！！”>、

異常 格差拡大世界 背景

気候変動絶滅 最終決戦作戦

資本主義の未来(NHK,10/23)、巨大格差をどうする
まったく間抜けな議論、その真相は地球規模大虐殺の気候変動進行です。
1% rich monopolize 46% global wealth !!”(1%富裕層が世界の富半分を所有).
http://www.legrandsoir.info/les-super-riches-de-1-a-0-7.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20131009.REU4085/1-de-la-population-detient-46
-de-la-richesse-mondiale.html
⑴Global BackGround by the Bilderberger

Operation EndGame.

This world has been being ruled by Bilderbergers with Rockefeller the General Head Quater of
NAZIS.Their final aim is not peace making,on the contrary,to conspire eugenics world for the
few elite's surviving(Operation EndGame).This might be due to capitalism instinct.

For the New World Order, a world government is just the beginning. Once in place they can
engage their plan to exterminate 80% of the world’s population, while enabling the “elites”
To live forever with the aid of advanced technology.For the first time, crusading filmmaker
ALEX JONES reveals their secret plan for humanity’s extermination: Operation
ENDGAME.
http://netattic.net/unbelievable/operation-endgame/
http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho
⑵優生主義思想＝国家国民は優生貴族の奴隷！、奴隷生殺与奪権限は主人次第で！
the Wicked Spirits in High Place.
Once prince Philipp(UK) told,
In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, to contribute
something to solving overpopulation(1988). http://www.propagandamatrix.com/prince.html
Revolution is more terrible than defeating war...Konoe Fumimaro the emperor family
member at that time).
http://tamutamu2011.kuronowish.com/konoejyousoubunn.htm
ROCKEFELLER AND MASS MURDER
http://www.tetrahedron.org/articles/new_world_order/UN_Rockefeller_Genocide.html
Three Articles For Mass-Distribution Rockefeller Depopulation Plans Exposed
http://www.infowars.com/three-articles-for-mass-distribution-rockefeller-depopulation-plansexposed/
The Horrifying American Roots of Nazi Eugenics
http://historynewsnetwork.org/article/1796

EUGENICS, ROCKEFELLER AND ROE V. WADE
http://www.catholicleague.org/eugenics-rockefeller-and-roe-v-wade-2/
CFR-Trilateral pedophile Jeffrey Epstein’s corporate philanthropy tied to
transhumanist neo-eugenics
http://www.intrepidreport.com/archives/14991
The Ultimate War Crime: America’s “Global War on Terrorism”
http://www.globalresearch.ca/the-ultimate-war-crime-americas-global-war-on-terrorism/543
4478
U.S. STRATEGY PLAN CALLS FOR INSURING NO RIVALS DEVELOP March 8, 1992
http://www.nytimes.com/1992/03/08/world/us-strategy-plan-calls-for-insuring-no-rivals-devel
op.html
1% rich monopolize 46% global wealth !!”.
http://www.legrandsoir.info/les-super-riches-de-1-a-0-7.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20131009.REU4085/1-de-la-population-detient-46
-de-la-richesse-mondiale.html
⑶40 年前から Rockefeller は気候変動真相隠蔽を始動！！！

IPCC the injustice manipulated by the oil merchant.
http://arctic-news.blogspot.jp/2013/10/just-do-not-tell-them-the-monster-exists.html
http://www.777true.net/IPCC-the-injustice.pdf

The oil merchant EXXON-MOBIL's outrageous climate crimes in the past.
ExxonMobil Faces Heightened Risk of Climate Litigation, Its Critics Say
Advocates explore holding the company accountable after new evidence shows it's long
understood that global warming threatened its business and the planet.
By Bob Simison, InsideClimate News Sep 30, 2015
http://insideclimatenews.org/news/23092015/ExxonMobil-May-Face-Heightened-Climate-Litigati
on-Its-Critics-Say?utm_source=climatenexus&utm_medium=referral

Exxon knew four decades ago about CO2
Neela Banerjee of InsideClimate News talks about her investigation into Exxon and how the
company's scientists knew since the 1970s about the damage fossil fuels were causing to the
climate. Banerjee also discusses how the company funded groups dedicated ... more
http://www.msnbc.com/greenhouse/watch/exxon-knew-four-decades-ago-about-co2-536557123
707?utm_source=climatenexus&utm_medium=referral

