IA(米中央情報局)＝米国政府公認の非合法活動許可諜報組織.

2017/1/30,2/1

CIA の何処が究極問題かといえば非合法手段で自国権益に働く事(彼等最大特性はこの超法
規性)、スポ-ツ競技で規則違反一方的許容となれば無意味。諸外国にすれば被害甚大と言う
事だ！、過去ケネデイが試みて暗殺(1963)。その内容是非には議論多数あれど言行一致＆
合法だけが武器の新米政権も之に着手するらしい、就任演説後の最初訪問地が最大敵＝CIA、
そこで国民向け TV 演説をやらネバならない尋常ならざる理由があればこそだろう。

[１]：反人道装置＝CIA(闇の政府)の歴史 (その動作力学)
http://www.globalresearch.ca/the-history-of-the-cia/5566699
⑴白人優勢主義資本主義
再生
目的

支配層権益護持

帝王下軍産

為 非合法活動

諜報

暴力装置

複合体 別名戦争屋

世界支配者

暗殺 政権転覆 違法謀議活動一般

予算不明 麻薬売買 自己資金調達

帝王

私金

私兵

⑷プロイセン専制君主封建主義の基礎思想ヘーゲル御用哲学。
＊国家国民は優生貴族の搾取対象、国民と天才は君主の手先となる。
＊敵を設定しての永久覇権闘争(平和の時代は進化が無い)。
⑸ナチス再生＝軍産複合体 CIA 出現を予言したアイゼンハワ-大統領退任演説(1961)。
ナチスは反共米資本支援(Bush,Rockefeller)で成立、敗戦後、米は密かにナチス技術と
人材を密輸、それが戦後米国の軍産複合体 CIA として成立、CIA は Rockefeller 私兵.

私

地球的 広

狡猾

敵意

持

性格的 無神論

目的追及

冷酷

方法

直面

http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/Eisenhowers_Farewell_Address_to_the_Nation_January_17_1961.htm

⑹体制挑戦者は徹底的に滅亡を謀る<軍産複合体 CIA に挑戦したケネデイ(1963)と一族>。
冷戦緩和と CIA 縮小の理想を追求するが,派手にダラス市大衆面前で公開処刑、
本人のみで済まず。その後の一族にも悲劇が頻発、
⑺トランプのリバタリアン軍事政権は国連と CIA を再構築する！
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-4777.html

トランプへの誹謗中傷メデアの種元は CIA、米国国益のために働けとの職員への訓示、
CIA 銀行の闇に迫ろうと意図らしいです。
⑻Who is Trump's Greatest Enemy(日本も含め、世界の敵！)
https://www.youtube.com/watch?v=B5z7jl2rd_M
軍産複合体!!
⑼米軍産複合体 CIA 企業での筆者個人体験(何と多数日本人が意識無意識の CIA 代理人!!)
当時 HP 社副社長はニクソン政権下国防副次官、共産主義者嫌疑でいじめられちゃった。
退社後,今日までも執拗に干渉、お陰で物理学者就職-生活が損なわれ,今告発中で危機...

CIA 突出特性は無法性のゴリ押し！、日本＆韓国は CIA 支配！！、中国-台湾は違う！！

[２]：米トランプ革命政権を信用すべき根拠<＝反革命阻止>。
新米大統領の太鼓もちと罵倒されても構わないです、以下ⅠⅡ事実確度が高い.

(Ⅰ)既成体制＝Rockefeller 世界覇権主義支配の外(=反軍産 CIA メデア複合体)
(military-industry-media-CIA complex the cursed reincarnated NAZIS=the globalists).
⑴彼は既成体制から金を貰わない(イスラエルは最近オバマ政権は離反,ここが弱点に?!!)
⑵現代世界混沌化根源=既成体制自演テロ9/11を糾弾!。
http://www.paulcraigroberts.org/2016/11/14/trump-im-reopening-911-investigation/
☞:This is the most notable chance & risk of their presidency against NAZI power.
⑶露プ-チンと共同で中東シリア.イラク和平に動く(米露第三次大戦阻止!!)。

イランイラクでの30日内のＩＳＩＳ打倒戦略開発を国防省に指示!.
http://www.prisonplanet.com/trump-gives-pentagon-30-days-to-develop-strategy-to-defeat-i
sis-in-iraq-syria.html
*Rockefeller 家お上ヒラリ敗北真因は彼女の中東米露軍事衝突戦略を米国民等が察知した事。
イスラム教徒米入国拒否で難民問題を拡大世界化、中東問題注視化の中で上記決定,

⑷世界情勢図解要約(英語判).
http://www.777true.net/The-Global-Ruling-Structure-2016_How-to-Engineering-toward-Acc
omplishing-Global-Stability.pdf
⑸反世界企業支配＝自立化自給自足経済志向(own nation is the 1st policy)
商売人真骨頂はここにあるようです、これは[３]⑴指摘如く革命！！！

(Ⅱ)the 実業家は国民の希望を売る !(the populism).
⑴だから(何を欲するかの)我々次第(Paul Craig Roberts).
http://www.paulcraigroberts.org/2016/11/23/it-is-up-to-us-paul-craig-roberts/
⑵ポピュリスト政治家はナチス既成体制の憎悪標的(その理由真相)！！
Muamar Muhamad Abu-minyar el Gadafi; Hugo Rafael Chávez Frías; Alberto Fujimori;
Dilma Vana Rousseff;

Rodrigo Roa Duterte; Nelson Rolihlahla Mandela,朴正煕,

田中角栄,Bashar Hafetz al-Assad; Jose Alberto Mujica Cordano; Vladimir Putin;

＊国家国民は優生貴族の搾取対象、国民と天才は君主の手先となる(骸骨と骨思想)
⑶腐敗メデア扇動で素人一般が困惑する最大理由＝Trump 逆説の取引技術.

世界が今あるように逆様ならば、それを反転正常に戻さずしてよかろうか！
-Eduardo Galeanohttp://upsidedownworld.org/main/
搾取歴史の南米世界の世界告発、正義真実博愛の神に反抗＝悪魔は逆さまになる！！。

逆様な相手(間違い固執の敵)に対し,己間違いを積極的に演出で注視を集め、後に解決策。
例

国境壁

例

教徒

関税

月入国禁止

反

世界企業政策

国内自給自足体制化

難民化根源 中東紛争停止 動機加速

例

日本駐留米軍経費全面負担

日本国内 反戦争屋

例

:味方 同時 政敵 積極的 内部 取 込

反安保勢力加速

http://www.prisonplanet.com/heres-why-trump-picked-reince-priebus-as-chief-of-staff.html
By selecting Reince Priebus as his Chief of Staff, President-elect Donald Trump is using an
age-old strategy to keep former enemies close so they don’t rebel.
*Frequently,he makes intentional own errors(upside down) in order to indicate for
correcting opposer opinion.
例

:Mr John Lewis the prominent civil right activist who rejected to join coming

inauguration ceremony. Trump rips 'all talk,' 'no action' civil rights icon Lewis
http://edition.cnn.com/2017/01/14/politics/john-lewis-donald-trump/
例

就任演説後の最初訪問地が最大敵＝CIA、そこで国民向け TV 演説をやらネバならない

非尋常理由があればこそだろう。CIA 最大特徴が違法活動、反して新政権は法秩序に厳しい.
例

:He is,in fact, not climate denier,but had known it well than anyone.
On the other hand,he told outrageous plan to build boarder walls.

*Despite his public stance as a politician, there is evidence that Trump the billionaire

businessman was already hedging his bets. Earlier this year, the Trump International Golf
Links and Hotel in Ireland cited the threat of sea-level rise in a permit application to build a
nearly two-mile-long stone wall between it and the Atlantic Ocean.
http://www.newsday.com/news/nation/trump-sees-some-human-role-in-climate-change-1.12652686

*Trump hands out supplies to flood victims(Hurricane Alex,august/8).

http://www.infowars.com/video-trump-hands-out-supplies-to-flood-victims/
例

:Obama presidency once urged

overwhelming judgement of (climate) science !!.
However the scientists still will not declare the deadly climate facts toward global
revolution !!.Not only Trump presidency,but also science society are wrong !!.So long as
science society would be wrong,also the presidency would be wrong. Thereby it is up to us
at all !!.
http://www.777true.net/It-is-not-politician_but-doctor_scientists_only-who-can-declare-patie
nt_climate-worsened_to-urgently-go-hospital.pdf

[３]：世界破滅推進の既成権力に挑戦の米新政権(＝米国民,まだ全部でない！！)。
石油帝王支配の世界既成体制こそが 9/11 自演テロで中東紛争をぶち上げ世界混乱を作った。
この紛争延長は気候変動隠蔽→世界破滅を世界大戦で消去の最終決戦作戦、阻止が今回革
命、この大局的意味を腐敗既成マスコミは一切隠蔽、小事だけを殊更に誇張で大衆愚弄！！、
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the 職業人は国民の要求物を売る、だから何を要望するかで本当は大変な事なのだが！
⑶トランプは言葉を守り、且つ迅速に約束実行<仏,REVER LE FUTUR→GOOGLE 翻訳>
http://www.slate.fr/story/135434/trump-commence-programme
＊言行一致と法と秩序追求、彼の武器は之しかない、規則破りが無ければ無敗と思ってる。
⑷トランプ CIA 出向，”私と諜報界の確執はメデイアが作り上げた”.
Trump to CIA: Media made it sound like I had a feud with intelligence community
https://www.rt.com/usa/374643-trump-intelligence-media-cia/
＊就任後直ぐにラングレイ出向で,国民向けＴＶ演説、CIA は米米帝王直属の X 政府.
<予算不明＆超法規活動、各国に代理人＆組織に侵透,世界支配の癌病巣！>
＊Very, very few people could do the job you people do.
＊あなた方のやってる事は非常に非常に少数の人しかできない仕事だ～暗殺！！

[４]：軍事経済(大砲 vs バタ-)(時間が無くて確かな判断が出来ない,皆への問題提起!)
⑴反軍事産業＝民生品商人トランプ政権思想核心は”大砲よりもバタ-”(B.Fulford[５]⑻)
の一言にあるらしい。国家財政大吸着盤=軍事産業は military-Keynesianism とも云われるが、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%83
%B3%E3%82%BA%E4%B8%BB%E7%BE%A9

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=183630
＊軍事開発が技術民間転用と評価するが、始めから民生用開発をやれば良い訳だ.
⑵Edmund Wilson 冷戦と所得税制<学生時代の海外発禁英語教科書、難解難儀の記憶が>
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cold_War_and_the_Income_Tax:_A_Protest
米軍予算規模はほぼ日本国家予算弱だから米人には重石、雇用重視の新政権からすれば、
この重しが取れればとてつもない自由度が発生する事にもなる(露＆中国,...日本も同じ)。
⑶軍事経済定理？(筆者)：民生品生産(消耗財＆耐久財)は国民生活資産が目的である、
逆さま破壊殺戮の軍事産業は生活資産にならない！！、平和があって商売成立！！！、
⒜平和時はただ飯食いの経済暗黒穴！！！。
⒝防衛戦争は病気治療と同じ赤字経費、直って(賠償請求)元に戻るだけ！！！、
＊敗戦なれば一切が無駄投資、然るに核戦争化ならば勝者なし。
＊だからハ-ド戦争にしない為の強力健全な先手外交こそが本命!!(軍事諜報必須!!)
⒞侵略戦争戦利品は非合法泥棒。戦争犯罪＝賠償責任発生→赤字にする！！！。

＊怒りのハイチ人は法廷で米国100年の不法占拠を訴追すると云う(日本も)！。
Haitian People’s Court Will Put 100 Years Of U.S. Occupation On Trial
https://popularresistance.org/haitian-peoples-court-will-put-100-years-of-u-s-occupation-on-trial/

⑷DEBT SUMMARY TABLE REPORT
http://grandfather-economic-report.com/debt-summary-table.htm
USA Total debt of $67 trillion is 463% of net national income

主要国の対外純資産額をグラフ化してみる(2017年)
http://www.garbagenews.net/archives/2013421.html
887兆円債務で米国が突出！、
⑸金融０サム定理(負債総額＝債権総額)と経済成長→世界恐慌可能性！！.
経済成長は負債増(新規投資)で可能になる。之までの世界経済は米赤字で諸国黒字と言う
政策で世界経済成長(＝世界進出米大企業)(トランプが非難する米政策)、近年米国は対外
借入金とＱＥ乱発自国通貨＄印刷で資金を自転車操業経済が見える。米国市民も信販消費、
だから市場飽和頂点から下降に一転すれば世界経済大恐慌は再度米国から起きる(既成体制
はトランプ政権失政として大々的に叩く予定！、)。だが彼らもそれを読んでる。
選挙中から予言している。世界恐慌→ニュ-デ-ル大規模公共事業をやるのだろう。その時の
核心は何を大プロジェクトにするかだ。ここが世界命運を決定するだろう[５][６]。

[５]：米新政権と世界の行方(大砲 vs バタ-)？！！.
生存に関わる最優先課題は中東紛争等に発する米露第三次世界大戦阻止と和平達成後の
緊急課題＝気候変動阻止、生存質を決める課題としての世界経済恐慌可能性。
⑴商売奨励一図で米国内雇用拡大公約実現<従来から一転,自給自足米国を目指す?!>。
上記如く新政権は国内向け公約迅速実行→国内雇用増→その先？？！！
反軍事産業で非軍事産業が結束する、大規模新商売ネタを一途に求める！！
⑵米外交は中東和平等と米露和解に踏み出す。→世界安定化へ、米戦争屋不況へ、
⑶日本等の対米貿易依存で過去利益増の諸国には米市場縮小で減益不況が襲う！。
米基本政策変更に伴う国内基本政策見直しと緊急対策施工<自給自足経済>が迫られる。
⑷彼ら経済意図が成功すると国民支持基盤が固まり、米政治権力移行が一層進行する。。
癌病巣＝軍産 CIA 大メデア複合体は不況に落ちてる、
⑸米既成権力(癌病巣)は⑷を最大恐怖するので近々に反動政策を始動する。
⑹過去累積での金融株商品市場バブル破綻が近々に。過去に無い世界大恐慌に進行。
⑺安倍氏

日米同盟死守

在日米軍

米大統領 日米同盟 解消
全額 日本 請求
脅

........筆者は個人的に、在日米軍完全撤退を悲願としています。.............
対戦敵国 作

基地公害解消

大規模土地変換

之

日本全国民悲願

⑻B.Fulford Trump is in Now True East-West War for the Word. Gun VS Butter.

⑼米トランプ政権経済政策に対する国内識者の悲観論(現筆者には確かな所が不明)。
公約実現で敵大包囲の中での国内支持基盤固め、世界的にはブロック経済-志向が見える。
過去踏襲既成体制には危機だが、日本は最大弱点産業を強化する良い絶好機。その為には
米戦争屋傀儡の世襲既成政治を廃し、大規模政治刷新の国民新運動こそが本命。

経済政策 絶対

理由
経済政策 必 失敗

政策 英和対訳 雇用 創造

後 何 起

投資 通商政策 減税 規制緩和

http://www.johoseiri.net/entry/2017/01/24/070000#トランプ政策の英和対訳成長戦略
と雇用の創造

[６]:気候変動問題<米新政権は逆説政権！>。
⑴軍関係者と企業家多数を閣僚と言うのは軍事 vs 経済を閣僚内部で戦わせる意味?!、
他方で気候否定派取り込み、筆頭責任者取立てで、国民と戦わせる！！。

トランプ指導魔女狩りに気候科学者は自己防衛へ
Climate scientists brace themselves for a Trump-led witch-hunt,17 January 2017
https://www.newscientist.com/article/mg23331092-800-climate-scientists-fight-trumps-chilling-effects

トランプ大統領が科学者の科学を攻撃することは可能だが、気候変動を削除できない
Ken Kimmell、懸念する科学者連合会長
http://www.ucsusa.org/news/press-release/EPA-cant-delete-climate-change#.WIl87dKLR0w

⑵石油パイプライン敷設許可問題だが、核心は石油から新エネ移行にこそあり、移行して
しまえば同施設は無駄無害化できる。米気候活動家団体の....な所！！！
＊気候変動実情は緊急気候変動戦争世界宣言を要する位に切迫、
だが之に対応しない科学界の逆さま！！、トランプ(オバマも)は気候変動真相を認識して
おり、間違った相手には間違った対応と言う逆説法ヲしばしば多用する！！。
⑶トランプは気候変動真相を認識！,緊急性真相を告白しない気候科学者！！
He is,in fact, not climate denier,but had known it well than anyone.
On the other hand,he told outrageous plan to build boarder walls.
*Despite his public stance as a politician, there is evidence that Trump the billionaire

businessman was already hedging his bets. Earlier this year, the Trump International Golf
Links and Hotel in Ireland cited the threat of sea-level rise in a permit application to build a
nearly two-mile-long stone wall between it and the Atlantic Ocean.
http://www.newsday.com/news/nation/trump-sees-some-human-role-in-climate-change-1.12652686

*Trump hands out supplies to flood victims(Hurricane Alex,august/8).

http://www.infowars.com/video-trump-hands-out-supplies-to-flood-victims/
*2013 USA Inauguration Speech,by President Barack Obama.

http://news.nationalpost.com/2013/02/12/state-of-the-union-2013-full-text-obamas-speech-f
ocuses-on-middle-class/

“Or we can choose to believe in the overwhelming judgment of science – and act before
it’s too late............................But if Congress won’t act soon to protect future generations,
I will. I will ,I will direct my Cabinet to come up with executive actions we can take, now and
in the future, to reduce pollution, prepare our communities for the consequences of climate
change, and speed the transition to more sustainable sources of energy.”
*気候科学圧倒的判断あらば、議会を差し置いてでもオバマは何でもやるの趣旨,

http://www.777true.net/It-is-not-politician_but-doctor_scientists_only-who-can-declare-patie
nt_climate-worsened_to-urgently-go-hospital.pdf

⑷米新大統領就任演説

核心点。

＊英語全文

http://www.marketwatch.com/story/the-full-text-of-president-donald-trumps-inaugural-address-2017-01-20

＊筆者解釈に拠る重要要点。下の箱の中を紹介する大マスコミ皆無には驚いた！。
文最終節のここは最大注目点！！！<茶色は筆者意訳>
Finally, must think big and dream even bigger(命令形). In America, we understand that a
nation is only living as long it is striving. We will no longer accept politicians who are all talk
and no action, constantly complaining, but never doing anything about it.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action(空話中止,今こそ行動時到来).
Do not allow anyone to tell you that it cannot be done.
それが不可能などとは誰にも言わせてはいけない
No challenge can match the heart and fight and spirit of America. We will not fail.
挑戦から逃げるは米国の敢闘精神に整合出来ない。われ等は失敗する意思はない。
We stand at the birth of a new millennium,
我々は新世紀の誕生点に立ち会っており(反転すれば地球絶滅点に立ち会う事になる！)

ready
以下を準備(心)すべきだ(命令形！！)
to unlock the mysteries of space,
宇宙？(空間,大気,嘘の意味)のあの謎(mis-story=climate denier)を解放(免罪)する事！、
to free the Earth from the miseries of disease,
惨めなあの災害（disaster)から地球を解放する事！
and to harness the energies, industries and technologies of tomorrow.
明日のエネルギ群,産業群,技術群を一つに御する事！！.
☞：{unlock,free}＝解放に対して harness は反転して一つに縛り制御するの意味
☞：space free energy＝体制下で弾圧されてる真空からのエネルギ創始技術。
以下は望まれるシナリオ、
⑸米新政権は３ヶ月で中東和平達成を目論む。政策緊急実行で国内支持基盤を強固にし、
不穏勢力妨害阻止で権力移行を押し進める策、米国内＆世界治安安定化がまず先行する。
⑹近々に新政権信頼が確立すると国民対話機会に進行、平和確立後は経済＆気候が主題に、
⑺既成体制は世界恐慌を打つ→米新政権はニュ-デ-ル大公共事業を打つ。
各国も見習う、そこで世界事業になるのが気候変動諸策、大資金を伴う世界事業!!
(北極メタン危機 ＆ 緊急80%CO2削減策)
＊マイクロソフトのビルゲイツはトランプと会談、彼は自分の気候対策事業を紹介したはず、

Bill Gate spoke with Donald Trump about on Climate Change.

付録１：Trump CIA speech transcript.January 23, 2017,
http://www.cbsnews.com/news/trump-cia-speech-transcript/
就任演説後の最初訪問地が最大敵＝CIA、そこで国民向け TV 演説をやらネバならない尋常
ならざる理由があればこそだろう。
付録２：反グロバリズム＝地域自主自給自足(ブロック)経済？！！！。
皆様への課題、非常に甚大な問題だが、次回以降に譲りたい。
Rockefeller&Bilderberg(大資本＋王侯貴族)の戦略は気候変動無視の中で世界市場＆軍事
制覇、結果は地球規模破綻(最終決戦作戦)、南極にエリ-ト専用隠れ基地用意とかの話も。
気候悪化世界の中で近々に世界恐慌も予定計画だから、準戦時体制国家＝自給自足？！と
なる。稼ぎ頭トヨタ等なしでも食って行ける日本をまず想定せねば成らないです。
付録３：取引の技術(The Art of Deal)。

間違いに固執する敵-説得の技術!!、その開発は重大。これはまたしても米人にやられた
の観がしますが、トランプ自信は今後米国は世界の手本になると豪語、まだ結果が出てい
ないのでその賞賛評価云々は早すぎますが、在日米軍

全額 日本 請求 メキシコに

喧嘩売り＝関税 20%、脱 EU 英国首相との会談等は何れも自立＆ブロック経済方向。

＊カナダは難民歓迎＝「多様性は強み」と首相
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6228562

トランプ大統領,イスラム圏出身者入国３ヶ月制限の大統領令に署名、反動として独仏首脳
も米非難声明、難民にとって迷惑、有難い事？！

＊イランイラクでの30日内のＩＳＩＳ打倒戦略開発を国防省に指示!.
http://www.prisonplanet.com/trump-gives-pentagon-30-days-to-develop-strategy-to-defeat-i
sis-in-iraq-syria.html
イスラム教徒米入国拒否で難民問題を拡大世界化、中東問題注視化の中で上記決定,

付録４：大規模政治刷新の安保廃棄国民新運動！！(皆様への課題)。
小プライドを捨て、この際、米国革命を手本に日本再生を考える。新米政権は公約実現で
敵大包囲の中での国内支持基盤固め、世界的にはブロック経済-志向が見える。
過去踏襲既成体制には危機だが、日本は最大弱点産業を強化する良い絶好機。その為には
米戦争屋傀儡の世襲既成政治を廃し、大規模政治刷新の国民新運動こそが本命。

＊米国は日本などの貿易赤字を抱える国の輸入品に 20％関税をかけることを検討
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170128-00010003-abema-int

在日米軍

全額 日本 請求

脅

付録 5：イスラム教徒米入国禁止令と中東問題緊急解決！！、2011/2/1.
イスラム教徒らしい男性と女性が居るエレベタに同乗、するとエレベタが突如落下で停止、
中に閉じ込められる悪夢で今朝目が覚めた。思うに昨晩ＴＶニュースで、京大研究者が巧妙な実
験器具で赤ん坊の正義感を実測するデタを公開。*エレベタ～アインシュタイン＝イスラエル！.
http://news.home-tv.co.jp/news.php?ymd=2017-01-31&c=3&id=000093358
箱の中の正義漢が攻撃を受けてる者の前に立ちはだかり救済するスト-リ。17/20 の高頻度で
正義漢を選択したと言う。と成ると生育社会文化環境こそが人間善悪支配,....(良い話です！)

⑴3 ヶ月入国禁止令は米国内治安維持目的、だが特定宗教国は合法性に問題が起きる。
⑵世界が之でイスラム教徒同情を引き起こしたは良い事だ、何故ならば不当侵略に対する
聖戦は許容されるが、侵略戦争絶対禁止が本物のイスラム教え。米製 ISIS はデタラメ!!.

氏

難民入国禁止 大統領令

過激派 排除

1/28

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170128-35095704-cnn-int

トランプ 7 カ国 90 日の入国制限はオバマのイラク 180 日の制限よりはるかに緩い 2017/1/30
http://www.japan-note.com/entry/2017/01/30/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%AE7%E3%8
2%AB%E5%9B%BD90%E6%97%A5%E3%81%AE%E5%85%A5%E5%9B%BD%E5%88%B6%E9%99%90%E3%81%AF%E3%80%81%
E3%82%AA%E3%83%90%E3%83%9E%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%AF180

⑶入国禁止1/27、諸悪根源 ISIS 殲滅作戦1/28だからこの2件大統領令は一対対策！！。
後者こそが根源的な難民問題解決策！、之を主要メデアが無視は明らかに作為！！。
*ISIS は米国が作った(＝米国の犯罪).
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=119012

ジョン・マケイン イスラム国といつも連絡を取っている？ 米国の国家安全保障チーム
がイスラム国に武器を与えることを推奨した？茶番劇ー拘束身代金事件 ISIS
http://blogs.yahoo.co.jp/mlulm11/67946095.html

＊イランイラクでの30日内のＩＳＩＳ打倒戦略開発を国防省に指示!.2017/1/29
http://www.prisonplanet.com/trump-gives-pentagon-30-days-to-develop-strategy-to-defeat-i
sis-in-iraq-syria.html
⑷トランプが一方的イスラエル側に立ち,イスラム諸国権利無視は大失敗を招く!!。
最大懸念は現イスラエルは欧米悪が中東強制浸入のイスラム(世界？)破壊悪役機能！！、

国連安保理、イスラエル入植地非難決議を採択 米国棄権

2016/12/24

http://www.bbc.com/japanese/38425927
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http://www.777true.net/Essentia-Criminal-for-Causing-the-Massive-Palestinian-Refugee-is-EUR
OPE-USA.pdf

人類解放革命民族
憎悪)

今

世界

神
逆

天啓使者

之 反逆

欧米支配層

人内部

正反

悪魔化(不正虚偽
派

