創価学会のヘリコプターのストーカー
玄関出ると同時に頭上にへり、駅まで 2 分頭上にヘリ、買物時に頭上にヘリ 交差点で立
止ると頭上にヘリ、公園で寛いでいると頭上にヘリ、建物を出ると頭上にヘリ、ある日を
境に、連日昼夜、タイミングよく頭上にヘリ、その他、ヘリの追尾、ヘリのホバリング、
ヘリの音遠隔照射等々・・普通なら、一生に一度も、経験するかしないかの 偶然で起こ
りえる事ですよね。しかし、集団ストーカー被害者は、このような奇遇を 日々、1 日に
何度も嫌がらせで受けています。それを口外すると笑いものにされたり、お前自分がそん
なに重要人物とでも思っているのか云々と言われる手口です。被害妄想→うつ病→統合
失調症画策の一環です。まともな日本人潰しであり、池田大作の日本乗っ取り、朝鮮人
(韓国・北朝鮮)らの陰謀だと思われます。
→ 応援のクリックお願いします

（動画編）
ＵＲＬをクリックしてご覧ください
kakusuke009

https://www.youtube.com/watch?v=7NObJDHX7I0

またもや警察ヘリによる嫌がらせ自宅上空を 5 分位旋回していた。
映像は 2 分位。この少し前にも自宅近くの土手を散歩中警察ヘリに
15 分位付きまとわれた。人気者の層化被害者はつらい＞最近 1 日 1
回は警察ヘリが私の前にあらわれます。自衛隊のヘリも自宅上空を低
空で飛行する回数が増えました。
maysize

https://www.youtube.com/watch?v=SZQfDglVHF4

1 日に何度も自宅上空をわざわざ旋回しに来ます、ほぼ毎日来る警察
ヘリのおおとり。週末や天候があまりに悪いと来ない時もあります。
毎日うろつく割には、不審者情報にある犯罪者が捕まる様子は一向に
ありません。
MauvePlum

https://www.youtube.com/watch?v=6jnTmc8rIWw

80 年代、ジャーナリストの矢追純一氏の行く先々で、黒いヘリが
現れました。今は、国内において一般人でもヘリやセスナなどで威
嚇の対象にされています。防災や防犯の名目でしょうが、犯罪性の
ない一般市民にたいする行為としては、かなり大げさすぎます（税
金の無駄は言うまでもなく）。10 月 6 日の夕
super007tarzan

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

県警のヘリや自衛隊のヘリがすごいです。
http://twitter.com/#!/miracle_tarzan
http://miracleomen.blog23.fc2.com/
http://tarzan007.cocolog-nifty.com/

sstjjjjjj

https://www.youtube.com/watch?v=c1EGs4QHB7g

集団ストーカーの手口
lousitc

ヘリによる威嚇編

https://www.youtube.com/watch?v=mh8GjoTOWg0

自宅以外でもよく頭上を飛んでます。
Paimarosa

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

集団ストーカー マスコミが報道しない桜タブー
dainipponkoukoku https://www.youtube.com/watch?v=J8GClWQar0o
2008 年 12 月 1 日 16:06 創価学会中部会館前より見て、右方面上空
を通過中の戦略的ヘリコプター。地獄の黙示録的な低空急襲飛行攻撃
はなかった。一水会
kaibutukun4916

https://www.youtube.com/watch?v=xtDFFGu90ew

集団ストーカー 超低空ヘリコプター
fghjouuu

何をしたいの？

https://www.youtube.com/watch?v=5jDNX0gfL2s

世に怨念をまき散らす弱いものイジメです。今すぐやめなさい。人の
金だと思ってやりたい放題、使い放題、税金泥棒 金返せ
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/sha... 漫画喫茶に泊まって
も工作員が来て嫌がらせをする。かえり道でパトカーがアンカリング
携帯電話の機種と電話番号とアドレスを変えてもオンライン？で情
報がダダ漏れで、ストーカーヘリコプターがつけまわす。以下省略
eschenbach001

https://www.youtube.com/watch?v=wsTcfF6FtrM

自衛隊機の爆音照射。我家は自衛隊機地の直近と言う分けでも、航路
に有ると言う分けでもありません。いつもトイレ、ベランダに出る、
外出等の日常動作のタイミングに合わせ自衛隊機の爆音が発生しま
す。今回は朝から爆音がひどく 2ch にこのことについて書き込みを開
始したら、急にその続いていた爆音が止み、静かになりました。
tarochang123

https://www.youtube.com/watch?v=7h2X8r1Gkxg

数時間自宅の上空をヘリが旋回し続けました。とりあえず 20 分間の
み録画に成功したので公開します。
69f2

https://www.youtube.com/watch?v=I9EoVOxvXbw

http://daily2.sakura.ne.jp 異常な個人監視社会で起こるヘリのス
トーカー 実際は測量とか緊急救援などと銘打って、創価自衛官の上
官が、ターゲットの外出時に合わせて、指令を出している模様･･･。
何も知らないで 飛んでいる飛行士は非学会員でしょうね。普通の一

般人を VIP 扱いすることで、それを第三者に口外すると 統合失調症
として精神病院へ隔離するといったガスライティング手口だと思い
ます。
kenken8881000

https://www.youtube.com/watch?v=F0-yTy4-Bak

美術館を出るとそこへタイミングよくヘリコプターがやって来ます。
どうして出てきたのが分かるのでしょう？
ripmybelovedcats https://www.youtube.com/watch?v=RSrCfmGRT6Q
あまりにもしつこくうるさいので、外に見に行ったら、ストーカー車
両。ついでに近隣が雨戸をピシャッ。思わず声を荒げてしまったが、
さらに近隣の雨戸が鳴らされた。
ブログ http://slimyslime.blog.fc2.com/
u matea

https://www.youtube.com/watch?v=mAnLHna8-2w

かれこれ 15 分以上は確実に経ってます。まだ頭上を飛んでるヘリ。
「E の会＝電磁波犯罪等被害者の会）活動時のこと。5 月 2 日にも同
じ場所で同じようにヘリが飛んできたというから驚きです。
jmuzujmuzu3

https://www.youtube.com/watch?v=azg09OOIPbg

2012 年 11 月１日(木)PM0：30～、足立区に引っ越して１週間になる
が、朝目覚めた時やトイレのタイミングを狙って毎日のように警視庁
ヘリコプターが自宅上空にやってきますが、以下省略
ウォルフミュラー https://www.youtube.com/watch?v=fQNJy4CO9Dk
2015 12/20 日中、自宅周辺上空を地元の防災ヘリコプターさつまが
延々と飛び回ってアンカリングを行っていた!
rara honya

https://www.youtube.com/watch?v=ps80WVpJC7o

私は 20 年ほど前にミサイル部品など軍事部品を扱う会社(A 社)で働
いていました。その A 社で私が在籍している期間に事故と事務所荒ら
しが発生し、事務所荒らしに関しては私に疑いがかけられました。続
きは下のＵＲＬをクリック
https://www.youtube.com/channel/UCDwetF2Xq7RuiD9gZgSAdig

mashnaya

https://www.youtube.com/watch?v=O6Ry0ggC9f8

俺は一人、この付近の層化信者は数万人。オレが不利だ。善悪に於け
る創価学会の認識は、「どっちが正しくてどっちが間違っているか」
じゃない。「どっちが多くてどっちが少ないか」だ。
佐々木拓也

https://www.youtube.com/watch?v=iQuulCC-4dk

6 月 13 日自宅近辺を旋回してひこうする「集団ストーカー」ヘリコ

プター。前にも同じ形式のヘリで、全日空系列の「日本ヘリコプター」
所属のアグスタで、ＮＨＫがチャーターテレビカメラ付きのヘリであ
る。オウムの高梁逃亡にかこつけアンカリングを繰り返す。
ryfwx142

https://www.youtube.com/watch?v=KB325L9_UM0

何をしているのか、ずっと止まっている怪しいヘリコプター。携帯電
話で撮っているのですが、これだけ大きく音が入るというのは、かな
りの騒音と言えるのではないかと。 高慢党は、緊急医療用との口実
でヘリコプターの導入を訴えているが、実際はテロに使うためのもの
だろう。オウム真理教=創価学会=統一教会はロシア製のヘリコプター
でサリンを撒く予定だった？！
http://www.youtube.com/watch?v=zuBLy4...
yokohama2010sky

https://www.youtube.com/watch?v=cuvDT-rBoqk
撮影日 2011.
2011.12.
12.13.
13.15 時 40 分(YouTube はｱﾒﾘｶ日時)
はｱﾒﾘｶ日時)

場所：横浜市都筑区中川 5 丁目にあるﾊﾟﾅｿﾆｯｸ営業所前。白とｵﾚﾝｼﾞの
YS11 ｼﾞｪｯﾄ機。迷彩柄ﾌﾟﾛﾍﾟﾗが 2 つある輸送ﾍﾘ 15 時 35 分位，歩行中
高度 5000ｍでｼﾙﾊﾞｰの軍用機飛行。同時刻に迷彩柄ﾌﾟﾛﾍﾟﾗが 2 つある
輸送ﾍﾘ飛行。映像最後の迷彩柄輸送ﾍﾘは高度 1000ｍで携帯電話では映
らず。輸送ﾍﾘが U ﾀｰﾝ。輸送ﾍﾘがﾎﾊﾞﾘﾝｸﾞに近い低速飛行。15 時 40 分
に白とｵﾚﾝｼﾞの YS11 ｼﾞｪｯﾄ機が高度 250ｍで飛行。外出すると私の上
空をﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄで飛行する映像は他にも沢山あります。故意にやらなけ
ればあり得ない確率だろう。以下省略、
映像 2。http://www.youtube.com/watch?v=m3Qc6O...
12345zmxncbv

https://www.youtube.com/watch?v=TbI9Yq50daw

創価学会、その他宗教、無神論、集団ストーカーなどその他諸々の話
題に関するブログ。http://qdbp.cocolog-nifty.com/blog/
kei0904days2

https://www.youtube.com/watch?v=-3X1Tg1cjGE

この映像は、私の部屋のベランダからちょうど見える場所で展開され
た光景です。これらが偶然なのかそうでないのかは不明ですが、仮に
偶然でないとしてもそれを証明する事は困難を極めます。ただ偶然に
してはあまりにも出来すぎのタイミングの連続である事、そしてこれ
らは確率的に見ても非常に不自然です。以下省略
telepota

https://www.youtube.com/watch?v=eGFRWIUy8NU

昨日の集団ストーカー犯罪の防犯周知活動が気に入らないのか今日
はヘリが数回飛来しました。
百十王日月

https://www.youtube.com/watch?v=d7ZVJpDAYFs

2015 年 10 月 31 日(土)撮影。私は、組織ストーカー＆電磁波犯罪＆

仄めかし犯罪の、被害者であります。某声優のイベントの日だからか、
組織ストーカー犯罪者が多かった。イベント参加者の中に多くの組織
ストーカー犯罪者がいたり、ヘリコプターが７機も飛んでいたり。動
画撮影直後、エジプトでロシアの飛行機も墜落しましたｗ
aiueo700

https://www.youtube.com/watch?v=Vf_0WfCphBc

平成 27 年 8 月 19 日 スーパーで集団ストーカーに自転車のタイヤ
のバルブを盗られて被害届を出していたらヘリコプターにストーカ
ーされました。以下省略
mononofu000

https://www.youtube.com/watch?v=ScQz7-FZvVE

音量注意!。普段飛行している自衛隊ヘリは航行灯を点灯している機
体のみですが、この自宅上空を飛来した自衛隊ヘリはサーチライト?
の様な眩しい照明を点けていて映像では分かりにくいですが低空飛
行している事もあり、実際は周囲が明るくなる位の照度で、直にヘリ
を見ると眩しいくらいでしたｗ
hiriaki1

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

この方の動画は、救急車、消防車、パトカー、などが多いのですが・・・。
もしかして自覚していない集団ストーカー被害者では？
tokimizu08

https://www.youtube.com/watch?v=g5q4D1bLwhQ

2010 年 11 月 3 日 AM8:55 頃から家の上空でヘリがホバリング、15
分位近くを旋回してました。40 秒、41 秒、48 秒、49 秒、1 分 46
秒 2:02 秒、5:15 秒、ラップ音と 1:56 秒からアンカリング用のバ
ック音も確認できます。
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