
北朝鮮と周辺(米欧＆日韓)の真相。 2017/4/7,9

遣ると言う事は遣らない！、遣らないと言う事は遣る事である.！......孫子

北朝鮮＝戦時体制口実で国内ファシズム徹底＝独裁体制保身政策。

米戦争屋＝準戦時体制口実で国内ファシズム徹底＝既成体制保身政策。

米ナチス戦争屋 100%操縦の金独裁体制と戦争屋は一体、もし悪役金正恩の核引き金は

ナチス戦争(+石油)屋絶望での世界道ずれ自殺(最終決戦作戦＝米ロ第三次最終大戦)、

     在日米軍 標的   

    在日米軍 標的  北朝鮮 言       衝撃  新党憲法  条

http://kenpo9.com/archives/1065
  言葉   日本 安全保障政策 弱点 見事 白日 下    言葉  日本 外交 安保政

策 関係者  皆 聞       言葉        内心気       誰 決  口 出

     言葉  

    氏 北朝鮮強硬発言 矢面   在日米軍     北 標的 岩国基地 

http://www.j-cast.com/2017/04/03294735.html?p=all

2017/4/ 3,    氏 首脳会談 前  中国 協力 得    場合  我      明言 具体

的 何 行   明言                国務長官 北朝鮮 関  先制攻撃 排除

   方針 表明     一方  北朝鮮      発射訓練  在日米軍基地 打撃   部隊

 行   主張         緊張 高    日本 標的   可能性 現実味 持  

過去実証として迎撃ミサイルでは実効的防衛は不可能、迎撃ミサイル無能は有名！

かくなると政治意思一つで即時可能な憲法正論の大機能が認識できる！！

米軍基地追放－中立９条！！

    北朝鮮実態 飢餓絶望国家 米軍産 米日韓 資金技術 操縦人形  

金正恩はスイスで育成されてます、史上稀有悲惨国家の現北朝鮮は外国製操縦国！！、

その北朝鮮を裏支援してるのは米欧＆日韓です、

餓死者急増  人肉喰 事件 続発 断末魔

http://www.asagei.com/excerpt/12273

慢性的な食料不足と飢餓が伝えられる北朝鮮で、おぞましすぎる「共食い」事件が発生。

本誌は「実体験者」を直撃し、困窮する人民の断末魔に迫った。

命 虫  以下 扱 金正恩 知    北朝鮮 恐怖政治  実態

http://ironna.jp/article/3969

北朝鮮 平民 生活 実態 地獄  

http://www.asyura2.com/2003/war25/msg/443.html

北朝鮮     並行 民族殲滅国家 注目 一体  憎悪    由来     政策  

http://kenpo9.com/archives/1065
http://www.j-cast.com/2017/04/03294735.html?p=all
http://www.asagei.com/excerpt/12273
http://ironna.jp/article/3969
http://www.asyura2.com/2003/war25/msg/443.html


北朝鮮       属国                      年   月  日

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2016/11/post-d8db.html

手   軍隊 核    技術 持     国 絶対的独裁者    事実       北朝鮮

 最高指導者 金正恩         歳 支配者  道化師人形          世界平和   

 不幸     金正恩      戦争 脅威    遊            特 軍産複合体

    優先事項  中華人民共和国     封 込  孤立化         基軸   軍事

力投射      益 向           国務省 長期的権益 役立       

米国戦争屋 北朝鮮軍部 水面下        疑惑 米国 暴露     

       企業 北朝鮮 参入  日 近  

https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/31776600.html

                   

日本             国     上    米国戦争屋         

 絶対 報         米戦争屋     記事満載 日本    経由   

     支援国家         知  

https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/35462704.html

世界の問題箇所=ＩＳＩＳも北朝鮮もナチス軍産米国製！！、

北朝鮮 背後関係

http://kokuhiken.exblog.jp/25176765/

北朝鮮 原子炉 供給        本社   多国籍企業 ABB社 
     大物                社 北朝鮮 契約  当時役員  

    後    政権 国防長官   北朝鮮  悪 枢軸  呼  日本政府 

昨年        勲章授与          構造    

     言  風光明媚 有名   政治経済  非常 腹黒    -    小鬼>

北朝鮮 秘密資金 追 

http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3801/1.html

北朝鮮 資金援助    

                                  

北朝鮮 核     開発資金      調達      2016/8/4

https://news.yahoo.co.jp/byline/pyonjiniru/20160804-00060723/

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2016/11/post-d8db.html
https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/31776600.html
https://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/35462704.html
http://kokuhiken.exblog.jp/25176765/
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3801/1.html
https://okwave.jp/qa/q5065524.html
https://news.yahoo.co.jp/byline/pyonjiniru/20160804-00060723/


    近代日本実態 無意識 奴隷絶望国家 米軍産操縦 操 人形   

明治維新天皇体制は英国グラバ-＆手下坂本竜馬で革命捏造、敗戦承知で日米戦争開始、

アジア戦死者 3000 万＋広島長崎原爆敗戦でも無罪、引換えに戦後日本は米植民地化！！

日本近代史 裏側

http://www.777true.net/JapanUK.pdf

蔑視   破滅 仕向           米支配   再生勢力     間抜 日本人

無意識下 世界支配      絶滅思想 

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J73-Diagnosis-on-Japanese-the-Slave-by-

NAZI.pdf

奴隷国日本

http://www.777true.net/slavejapan.pdf

 政治家 裏社会 日本社会 裏 牛耳   黒幕     手先 電通 博報堂 

2012/03/26
]http://50064686.at.webry.info/201203/article_23.html
日本 蝕 売国奴 相関関係 推定 

国際金融資本 在日米軍         同和 朝鮮系  政治家 記者 脅迫 暗殺

国際金融資本 電通 同和 朝鮮系 実権       朝鮮系含   国民 洗脳

    摘発    堂                        等 国際金融資本 下

請             虎 威 借  政治家 記者 何人 暗殺          

代理人在日支配破滅日本政治 極東三国再生論

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J51-Strike-Discord-Conspiracy-among-Far-

East-Nations.pdf

日本 米国 最大債権国 浮上   金融危機以後 初  中国 抜  2015/04/17

http://horukan.com/blog-entry-2604.html

    財務省     月末現在 日本 保有        国債  兆     億    中国  

兆     億   上回      日本 世界的 金融危機 見舞       年以後 中国 奪 

    世界最大     国債保有国 地位 取 戻   

嫌    日本 保有    外貨 米国債       一気 売           

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11169575916

         道連                 

日本 核戦争消滅   米国 債務返済無用   日本 無   別 困     

http://www.777true.net/JapanUK.pdf
http://www.777true.net/slavejapan.pdf
http://50064686.at.webry.info/201203/article_23.html
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[４]：政権３ヶ月で豹変？米国トランプ政権と今後の世界。

⑴      家女将    擁立 失敗     米軍産       複合体 憎悪 頂点  

戦争屋              執拗徹底猛攻脅迫 屈服       毒  攻撃前  

   地下鉄  発生  留意      時代 批判    政権転覆攻撃 止   

翻      和睦反故      同     即  本来目的 反戦争屋     政権 

全 無意味         地球破滅政権 究極罪 負      

*               犠牲者 冥福  祈 申 上    

公正 否 言           攻撃 脅迫        

Just Say No; Trump Being Pressured By Neo-Cons to Attack Syria
https://www.prisonplanet.com/just-say-no-trump-being-pressured-by-neo-cons-to-attack-syria.html

With the President now reportedly considering military action in Syria, Donald Trump needs to

take his own advice from four years ago, when in a series of tweets Trump warned Obama about

the insanity of attempting to topple Bashar Al-Assad.

    氏    大統領  強硬姿勢強  軍事行動検討 APRIL 6, 2017

http://jp.reuters.com/article/mideast-crisis-syria-idJPKBN1782X1?feedType=RSS&feedName=topNews

&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Weekday%20Newsletter%20%282017%2

9%202017-04-07&utm_term=JP%20Daily%20Mail

⑵シリアでの残忍極みの一般市民サリンガス攻撃は、近日シリアで戦況回復アサド政権に

とって何の得も無い。(ナチス軍産)傀儡勢力の偽旗攻撃と言うのが下記報告、

欧米メデアはまたしても反アサド反ロシア偽報道(上記はロイタ通信)を世界配信！！！

Syria Gas Attack Is Almost Certainly a ‘False Flag’
https://popularresistance.org/syria-gas-attack-is-almost-certainly-a-false-flag/

On That Gas Attack: We Don’t Need Conspiracies to Oppose US War in Syria
http://www.counterpunch.org/2017/04/06/on-that-gas-attack-we-dont-need-conspiracies-to-oppose-us-wa

r-in-syria/

Scott Adams: Syria Gas Attack a False Flag
https://www.prisonplanet.com/scott-adams-syria-gas-attack-a-false-flag.html

Syria Gas Attack ‘False Flag’ Accusations
And Why They’re Totally Wrong Genuine fake news. 06/04/2017

http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/syria-gas-attack-false-flag_uk_58e5e0f6e4b06a4cb30f2fe1

https://www.prisonplanet.com/just-say-no-trump-being-pressured-by-neo-cons-to-attack-syria.html
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⑶              行為     年  月  日      

http://jp.rbth.com/society/2017/04/05/735076

 月  日 白昼            地下鉄 車内 起  爆発   犠牲者    人  

                     安全対策 強化    捜査当局  自爆   可

能性        車内 爆発物 置     可能性 指摘     中央   出身者 

  犯行  見方   。

    年          地下鉄爆破  事件 wikipedia 

https://ja.wikipedia.org/wiki/2017%E5%B9%B4%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%88%

E3%83%9A%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84

%E7%88%86%E7%A0%B4%E3%83%86%E3%83%AD%E4%BA%8B%E4%BB%B6

サンクトペテルブルク地下鉄テロとシリアサリンガス攻撃となれば思いだす 1995/3/20

悪夢、世界的事件オウム真理教-宗教カルト結社のテロ攻撃は同じく、宗教カルト＝アルカ

イダとする史上最大偽旗テロ 2001/9/1ＮＹ双子塔爆破に歴史経緯する。1995 年 7 月筆者も

スタンガンテロ被害で記憶障害後遺症(オ-ム開発)に、警察は犯人放免の無法！！

⑷傀儡日本警察の演出<危機 演出 転  好機誘導......Ｂ.グロス Friendly Fascism>。

ヒトラーの予言 第５章「東方が巨大な実験の場になる」

http://hexagon.inri.client.jp/floorB1F_hss/b1fha400.html#05

テロ組織内部に密偵が常駐、監視下で地下鉄サリンテロが演出！、6年後に米国 9/11！！.

 東京霞 関 地下鉄   事件 wikipedia 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%8

3%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6

緊急寄稿 この事件の奇怪さは､前代未聞､空前絶後だ

立花隆 オウムとサリンの｢深い闇｣ / p44～48 (0023.jp2)

http://iss.ndl.go.jp/books/R100000039-I001342330-00

    警察庁長官狙撃事件 怪

https://blogs.yahoo.co.jp/kuroki_aki/13595312.html

日本 闇       深  

    地下鉄   事件 真相 決  語        

http://ameblo.jp/64152966/entry-11790947284.html

米ロ双方がオ-ムに関与とは？？！！、オ-ムオリジナルは阿吟宗(京都)、と統一教会員

の移転信者、後者は CIA である事は著名、

http://jp.rbth.com/society/2017/04/05/735076
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https://ja.wikipedia.org/wiki/2017%E5%B9%B4%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84%E7%88%86%E7%A0%B4%E3%83%86%E3%83%AD%E4%BA%8B%E4%BB%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/2017%E5%B9%B4%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%9A%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84%E7%88%86%E7%A0%B4%E3%83%86%E3%83%AD%E4%BA%8B%E4%BB%B6
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⑸人類史上最悪＝米ＮＹ9/11 偽旗テロ＜→中東偽旗戦争＞の真相.

911Truth.Org
http://www.911truth.org/

U.S. Military Officers for 9/11 Truth
http://www.mo911truth.org/

Scientists for 9/11 Truth
http://www.scientistsfor911truth.org/

＊9/11 対応米人とオ-ム対応日本人の差異に注意！！

ソ連自主解体の結果、ナチス再生勢力米軍産複合体は大事な敵を喪失、これでは商売上が

ったりで、新たな敵創出＝イスラム教徒諸国への一大博打こそが 9/11、飛行機は遠隔操縦、

あの劇的ビル崩壊は設計された人工爆発、イスラム教徒を冤罪に追い込み、あの連綿と

継続される偽旗中東－シリア戦争を開始、今日の世界的危機を製造招来している。

上記サイトに見られる様に軍部にも不正既成体制に反感を持つ勢力がある事に注意！！、

そもトランプは 9/11 真相を武器にして選挙浮上の経緯もあるのだ(Jeff Bush 蹴落とし)、

それ故に既成体制マスコミの最大標的になったし、今でもなっている。

⑹世界軍事危機を招いてるのは米国のナチス再生勢力米軍産複合体＝不正既成体制！！。

瀕死の世界気候変動危機を招いたのは米国石油屋の IPCC 報告干渉隠蔽!!である。世界

資本主義頂点の石油屋 Rockefeller 帝王影響力こそが各界気候変動タブ-で世界隠蔽,

其の最終隠蔽工作として最終決戦作戦＝米ロ第三次大戦が陰謀されてる！！！

倫理的に米人は其の責任筆頭を取らねばなるまい。

取り分け、米ロ和解最優先！！、

http://www.777true.net/The-Global-Ruling-Structure-2016_How-to-Engineering-toward-Accompli

shing-Global-Stability.pdf

⑺政権発足で政策詳細議論の舞台移行、そこで実業家プロと言えど政策業務素人、

非協力や騙し脅しで彼本来の政策捻じ曲げ(政権内部破壊工作)があったと想像される。

⑻トランプ大統領選出の米国人は再度，彼の支持を強固にして彼本来政策を復帰可能に

せねばなるまい、既成体制に長期支配されてきた米行政機構等が暗黙の現政権作業

サボタ-ジュ＝反協力が指摘されてる。これでは政権は新規政策が不可能だ。取り分け

最大がん病巣がナチス再生勢力軍産複合体強硬派！！、

かようにシリア政策反転等の彼本来政策の破滅が進行すれば世界も終わりだ。

最後の希望が消えるのだ。もっとも、駄目な米国を見て非米世界が覚醒し、

大同団結で米国に替わり、世界統治となればまた希望回復がある。

http://www.911truth.org/
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjD_Kixu5HTAhXHoZQKHS8uBIEQFghOMAY&url=http://www.mo911truth.org/&usg=AFQjCNH1xLuArw-CfzYZrbZYx42cz1QTxA
http://www.mo911truth.org/
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD_Kixu5HTAhXHoZQKHS8uBIEQFgg-MAQ&url=http://www.scientistsfor911truth.org/&usg=AFQjCNF-4cmKRHyaYbm4JBXnmtZb4_GVIw
http://www.scientistsfor911truth.org/
http://www.777true.net/The-Global-Ruling-Structure-2016_How-to-Engineering-toward-Accomplishing-Global-Stability.pdf
http://www.777true.net/The-Global-Ruling-Structure-2016_How-to-Engineering-toward-Accomplishing-Global-Stability.pdf


⑼日本の責務：

米国の異常性＝非常識を諭せるのも日本人かもしれない！！。もっとも己自身の

異常性も認識せねばなるまい。

＊貧乏大国アメリカ、

http://fujipon.hatenadiary.com/entry/20130708/p1

＊｢貧困大国｣アメリカは､衰退していくのか

http://toyokeizai.net/articles/-/67023

富裕層＝大企業支配ハイテク経営徹底追求！！の果ての多人迷惑お構いなしの異常破滅的

な自己中心主義、だから高プライドで負けを認められない、極度の分裂病世界！！、

(気候変動破綻→核戦争で世界巻き込み自殺),米国は一種の反神世界！！、

食券受給者 6000 万人、刑務所囚人も世界一です！！！、

筆者も日本食券受給者一人ですが、其の怠惰で素粒子科学者毎年 130 億円の浪費、だが真相は

⑽数学基礎論＆物理学基礎で最先端にあるのは米国で無く,手前味噌だが筆者(異論大歓迎!！)、

＊実数不完全性と不完全性定理、

＊素粒子論完成＝量子重力力学，多体系(凝縮系)の時間発展力学＝量子確率過程力学

＊縦波電界波の量子理論＝世に言うフリ-エネルギ、長年非科学扱いにあった。

筆者過去業務は物理学者、科学世界にも致命的な真相隠蔽が横行。論理学と神学真相、

量子物理,基礎数学,流体力学,地震科学と地震兵器工学、気候科学&工学、

http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf

http://www.777true.net/Math-Physical-Science-Library-List-in-777true.net.pdf

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

素粒子物理学基礎論の筆者サイト最新版、

http://www.777true.net/CANONICAL-QUANTIZATION-PRINCIPLE.pdf

http://www.777true.net/General-Gauge-Principle.pdf

真空から電力創始の<縦波電界波>量子物理機構も理解可能になる。

＊生前の母親がぼやいた一言に「昔はのんびりしていた(大正と戦前戦後昭和)。。。」.

子供時代に旅周りの役者舞台劇を見に行った記憶があるから,ハイテク機器は皆無にしても

相応の生活の楽しみ方が合った訳だ。ハイテク機器を獲得した我々にまもなく気候地獄、

戦争地獄は既にある、どこでどうまちがえたのか？？、修復可能性を考えないのか？！！！

我々民族性はもともとノンビリなので、相応の能力で間違いを起こさなかった！！。

明治近代化欧米技術輸入で第二次大戦は中国進出などの無法欲張りで原爆広島長崎で敗北。

人まねで欲張って地獄と言う事だ、

＊過去民放放映の「日本昔話」という動画シリ-ズがある、ここに我々本性があるのだろか。

http://fujipon.hatenadiary.com/entry/20130708/p1
http://toyokeizai.net/articles/-/67023
http://www.777true.net/Proof-on-God.pdf
http://www.777true.net/Math-Physical-Science-Library-List-in-777true.net.pdf
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
http://www.777true.net/CANONICAL-QUANTIZATION-PRINCIPLE.pdf
http://www.777true.net/General-Gauge-Principle.pdf


付録１：米国大統領は持論を翻しシリア政府軍基地攻撃(4/7)，変心理由を説明すべし。

味方敵混合の異例閣内議論内紛は必須、それ自体は正論、だが不正不実な情報、不正な

恐喝脅迫等がないか懸念、閣内議論は機密どころでない今後世界人類の命運が掛かる！。

https://www.prisonplanet.com/just-say-no-trump-being-pressured-by-neo-cons-to-attack-syria.html

ロシア人等との和平約束を破りは偉大な米国が嘘つき、本報告趣旨は今後英文配信予定！、

https://www.prisonplanet.com/just-say-no-trump-being-pressured-by-neo-cons-to-attack-syria.html


付録２：破滅政策を強要してるのは真に誰だ！！

(米軍シリア空爆と今後推移）。＊英文は google翻訳で

[１]：現状！！。

⑴   政府軍   化学兵器攻撃 死      子供 映像 不審 点  

2013/8/29

http://www.asyura2.com/13/warb11/msg/575.html

1300 دمشق ریف على كیمیائي بسالح قصف جراء قتیل
Al Jazeera Arabic الجزیرة قناة
https://www.youtube.com/watch?v=iFGbXJRba9w

https://www.youtube.com/watch?v=iKi5a4X0GW4

https://www.youtube.com/watch?v=X5Q54bmIAsc

⑵北朝鮮 日本 向         数     基以上        基 

      基

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-16228.html

北朝鮮 日本 向         数     基以上    試算             

  韓国 軍事研究機関 発表    数字  射程      前後         基以上 

最大射程               基 

⑶米国 国連大使          攻撃 準備     発言 

         政権 賞賛

https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201704090000/

⑷米支配層    政権 時代  化学兵器使用 濡 衣    政府 着  侵略 狙    

https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201704070003/

⑸The Truth About The Syrian Chemical Attack - A Timeline Of False Flags & Lies

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

In fact, on April 4th, 2017, the Syrian government bombed a rebel held warehouse where

chemical weapons are produced. Rebels used these same chemical munitions in 2016 in

Aleppo. Rex Tillerson is saying that Russia needs to change their tune regarding Syria

immediately. This was followed on April 6th, 2017 by a night ambush. 59 tomahawk missiles

hit a Syrian base. explosions went off in Homs. Putin threatened possible negative onsequences.

This is now the world we live in.

http://www.asyura2.com/13/warb11/msg/575.html
https://www.youtube.com/watch?v=iFGbXJRba9w
https://www.youtube.com/watch?v=iKi5a4X0GW4
https://www.youtube.com/watch?v=X5Q54bmIAsc
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-16228.html
https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201704090000/
https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/diary/201704070003/
https://www.youtube.com/watch?v=KrCSInQJKMI


⑸The Truth About Trump's Air Strike on Syria
https://www.youtube.com/watch?v=EXuV64hp4dk

ここはトランプ支持サイトの一つ、危機表明！！。

⑹Strikes US in Syria: Trump he opened the box of Pandora?
Reactions of world politics(原文仏語 google英訳)

https://fr.sputniknews.com/international/201704071030785795-frappes-us-syrie-victimes-reactio

ns-politique/

真相 立脚  正論 言  政治指導者 現世界  少     判  

[２]：現状に関する識者見解。

⑺     降伏   次 降伏                     

http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2017/04/post-88c3.html

ロシア内情に関する情報がある。

⑻軍産複合体 正攻法 戦              攻撃.

http://tanakanews.com/170408syria.htm

               政治側 人   無責任 無茶苦茶 戦争        軍

人  失敗         戦争                     議長 国防長官 

   地位                軍人 就      戦争            

騒         月 日 化学兵器事件 真相 国連   調査 暴露         

政権 悪      話        戦争     軍人       政権 濡 衣  救 

可能性     指摘     

[３]：要約。

数日前まで米新政権(国務長官と大統領)はアサド政権排除無用を声明していた、それが

わずか日時で転換、予兆としてフリン中将、バノン顧問の有力参謀閣内追放がある。

両名は新政権の基本政策中核(反世界主義、反戦争屋)を担う戦略補佐官だった。他方で

既成体制の徹底執拗なロシアコネクション攻撃で行きずまり状態も確かだった、

戦争商売屋は今回一件で大歓迎、要するに過去逆戻り(既成体制護持！！),戦争経済うんざ

りの米国民支持離反を承知で打ったのだから、相応の計算がなけれならないだろう。

他方でロシアにも算術があるはずだ、我々が知らねばならないのは⑴⑵の現実！！

通うな現実背後で誰がこれを強要してるのか！！、ここに団結力集中せねばなるまい。

現世界が気候変動破滅 or 核戦争破滅へまい進中は否定不可能、⑴⑵が世界規模現実化する

https://www.youtube.com/watch?v=EXuV64hp4dk
https://fr.sputniknews.com/international/201704071030785795-frappes-us-syrie-victimes-reactions-politique/
https://fr.sputniknews.com/international/201704071030785795-frappes-us-syrie-victimes-reactions-politique/
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2017/04/post-88c3.html
http://tanakanews.com/170408syria.htm
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