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創価学会(広宣部)は、病気製造組織です。嫌がらせもする犯罪組織です 
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オウム真理教は、例えるとパンチパーマのヤクザです。見た目から危険度がわかります。

創価はスーツ着たインテリヤクザなんで、見た目からは危険度がわかりませんが、オウム

より危険です。財務（お布施）と言う名の上納金システム、池田大作が飲んだ飲み物を飲み

回す、ヤクザの盃（さかずき）、脱退者や批判者に対し嫌がらせ（嫌がらせは、証拠の残ら

ない電磁波で広宣部がやります）をして自殺に追い込む。ヤクザ組織そのものです 

 

ちなみに、自分がやられてる嫌がらせは、遠隔から痛みを与えられる他には、ノイズキャ

ンペーン（騒音による嫌がらせ）と集団ストーカーです。ＳＦやファンタジーの世界にな

るんですけど、カラス、犬、猫、ネズミ、カエル、虫等をタイミングに合わせて鳴かせる嫌

がらせをします。あと、くしゃみ、タン、せき、鼻水を第三者に出させてのノイズキャンペ

ーン。学校のチャイム音、船の汽笛、カナヅチ音、芝刈り機、ヘリコプター音、救急車、消

防車等のサイレンでの嫌がらせをします。 

 

生き物（電気信号で動く）と電気で動く物は意のままに操れます。ヘリは、創価被害が始ま

った数年前から、毎日決まった時間に家の上空を飛ばすようになりました。１日４～５回。

操縦士は嫌がらせしてる事には気付いてないです。なぜなら、操縦士は遠隔からコントロ

ールされてるだけだからです。ヘリは創価のリモコンヘリと化してます 

 

救急車なんて、サイレンで嫌がらせする為に、電磁波でわざわざ重篤患者を作り出します。

行く所行く所に、パトカーが付きまといをする集団ストーカーもされるんですけど、これ

は警察に通報させないように、警官を操って、いかにも警察が嫌がらせしてるような工作

をしてるだけです。カラスを屋根の上に集めて暴れさせたり、害虫を家に集めたりも出来

るので、ブレインマシーンインターフェース（BMI 犯罪、精神域介入犯罪）っていって、人

の意識も意のままに操れます。 

 

警察もヘリも救急車も、連絡を取り合って嫌がらせしてると思ってたんですけど、そんな

事すれば莫大な費用がかかるし、何より証拠が残ります。創価は悪事がバレる事を何より

嫌うので、連絡取り合ってやらせてる事はまず無いです。全て、証拠が残らない電磁波で

やってます 

 

行く所行く所で周りの人が咳払いしたり、くしゃみしたりする集団ストーカーも創価の特



技なんですけど、これは被害者の周りの人に電磁波を当てて、咳払いやくしゃみ  
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続き。タン、せき、鼻水を第三者に出させてのノイズキャンペーン。学校のチャイム音、船

の汽笛、カナヅチ音、芝刈り機、ヘリコプター音、救急車、消防車等のサイレンでの嫌がら

せをします。生き物（電気信号で動く）と電気で動く物は意のままに操れます。ヘリは、創

価被害が始まった数年前から、毎日決まった時間に家の上空を飛ばすようになりました。

１日４～５回。操縦士は嫌がらせしてる事には気付いてないです。なぜなら、操縦士は遠

隔からコントロールされてるだけだからです。ヘリは創価のリモコンヘリと化してます 

 

救急車なんて、サイレンで嫌がらせする為に、電磁波でわざわざ重篤患者を作り出します。

行く所行く所に、パトカーが付きまといをする集団ストーカーもされるんですけど、これ

は警察に通報させないように、警官を操って、いかにも警察が嫌がらせしてるような工作

をしてるだけです。 

 

カラスを屋根の上に集めて暴れさせたり、害虫を家に集めたりも出来るので、ブレインマ

シーンインターフェース（BMI 犯罪、精神域介入犯罪）っていって、人の意識も意のままに

操れます。警察もヘリも救急車も、連絡を取り合って嫌がらせしてると思ってたんですけ

ど、そんな事すれば莫大な費用がかかるし、何より証拠が残ります。創価は悪事がバレる

事を何より嫌うので、連絡取り合ってやらせてる事はまず無いです。全て、証拠が残らな

い電磁波でやってます 

 

行く所行く所で周りの人が咳払いしたり、くしゃみしたりする集団ストーカーも創価の特

技なんですけど、これは被害者の周りの人に電磁波を当てて、咳払いやくしゃみをさせて

るだけです。いかにも集団ストーカーしてると思わせ、心理的負担をかけてるだけです 

 

この前、左の中指を切ったんですけど、 その指に痛みを与えて便乗攻撃して来ましたから

ね。痛みが 3 週間くらい続いたある日、ビックリしたんですけど、切ってない右手の中指

が痛み出しました（左の中指に与えるべき痛みを、間違えて右の中指に与えて来たって事

です）これからわかる事は、創価は便乗攻撃をする。遠隔からでも、身体の各部位に、ピン

ポイントで、痛みを与えれる高性能の技術を持ってるって事です  
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続き。創価の本尊を焼いた人は、家が火事になったり、灯油を自分にかけて焼身自殺した

りします。あれも電磁波でやってます。電磁波で直接火事にすると証拠が残るので、火に

鍋をかけてるのを忘れさせたりして、違和感を持たせずに火事にします。この事を警察に

言おうとノートに書き留めてたら、次の日親が灯油を買いに行き、灯油をかぶって死ぬっ

て言い出しましたからね。意識操作も意のままです。精神患者も自在に作り出せます。創



価は恐怖政治、恐怖支配の一枚岩で成り立ってるので、恐怖心を植え付ける為に、こうい

う事をします 

 

ロシア、アメリカでは電磁波犯罪の法整備がされてますけど、日本ではされてません。国

の中枢に公明党がいるので、法整備は難しいです。自民党は創価の組織票欲しさで、公明

党は権力を持て甘い汁が吸える与党っていうポスト欲しさで、連立を組んでます。法整備

をし、電磁波犯罪を取り締まると、病気を作れなくなります。病気を作れなくなると、学会

員を繋ぎ止めておく事が出来なくなり、創価は衰退して崩壊します。そうなると、創価を

支持母体（栄養源、肥料）にする公明党も衰退しますし、公明が衰退すれば自民党は組織票

がもらえなくなり、自分で自分の首を締める事になるので、法整備しないのが現状です 

 

ちなみに、創価の財務（お布施）は、年間 2000 億以上って言われてますし、聖教新聞は 550

万部（1 人で 10部以上取る人もいます）1 部が 1934 円なので、売り上げが年間 1300 億。

あと、創価大学や民音や潮みたいな外郭企業（創価を援助する企業）が 20 社くらいありま

すから、儲けは相当なものでしょう。儲けという字は信者と書きます。 

 

病気にしたり治したり、アメとムチでマインドコントロールして、狂信的な信者を作り上

げ、金持った信者に大口財務（100 万、1000 万）や狂乱財務をさせ、聖教新聞を何部も取

らせ、金が湯水の如くわき出て来る。職業幹部は笑いが止まらないでしょう 

 

あと、集票マシーン創価は、Ｆ票といって、選挙の時期になると公明党に入れるように呼

びかけて、公明票集めをします。投票所で正当な理由がなく公明党に入れさすような言動

をされたら、公職選挙法の投票干渉罪にあたるので、通報して下さい。買収や利害誘導さ

れたら、通報して下さい。１年以内の禁固刑 30 万円以下の罰金になります。カラスの死骸

を１匹吊るしとくと、カラスは警戒し悪さをしなくなります 
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続き。学会員も１匹捕まれば罪に触れる票集めはしなくなります。創価の電磁波犯罪は、

透明人間と同じ心理でやってます。透明人間になれたら何する？って聞くと、金を盗みに

行くやら、ムカつく奴を殴りに行くやら、普段出来ない事をするって人が大半です。 

 

透明人間になれば、身元を特定されないし、自分に火の粉が降りかからないので、普段出

来ない悪事をしようとするわけです。つまり人間ていう生き物は、身元が特定されず、罰

則をくらわないってわかれば、理性のタガが外れて、やりたい放題やる生き物だって事で

す。創価も同じです。電磁波は見えないし、証拠が残らないから、やりたい放題やるわけで

す。ただ透明人間も、悪さが周りにバレだし、警察が動き出せば、犯罪がやりづらくなりま

す。だからこうやってポスティングし周知活動をして、拡散させ浸透させてるわけです 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



No: 6No: 6No: 6No: 6    ～～～～    No: 8No: 8No: 8No: 8 削除されたレス削除されたレス削除されたレス削除されたレス 

No: 9No: 9No: 9No: 9 新上五島新上五島新上五島新上五島(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻 15/04/19 16:0315/04/19 16:0315/04/19 16:0315/04/19 16:03    

このスレには、ネットで検索しても出て来ない情報を入れてます 

 

自分は集団ストーカー（ギャングストーカー、ガスライティング、コインテルプロ、自殺強

要ストーキング）のカラクリを調べる為に創価に半年入信してました。入信してわかった

事は、学会員は集団ストーカーはしてないって事と、創価が科学技術を使って病気を作り

出す、病気製造組織であるって事です。 

 

集ストの被害者の中には、学会員が集団でストーカーをしてるように思ってる人が多いん

ですけど、じっさいは人工衛星のＧＰＳ人工衛星のＧＰＳ人工衛星のＧＰＳ人工衛星のＧＰＳ((((グローバルポジショニングシステム、全グローバルポジショニングシステム、全グローバルポジショニングシステム、全グローバルポジショニングシステム、全

地球測位システム地球測位システム地球測位システム地球測位システム))))機能を使い、被害者の周りの人に電磁波を当てて、咳払いや不審な動

きをさせて、いかにも集団でストーカーしてるように見せかけてるだけなんです。学会員

が集団でストーカーすれば、証拠が残り逮捕者続出です 

 

あと、創価に入信すればわかるんですけど、活動家は頻繁に病気になります。学会員の病

気発症率、事故発生率は常軌を逸してますから、電磁波で学会員を病気にしてるのは、入

信してすぐにわかりました。1 週間に 5 人入院した事もあります（集団食中毒とかじゃな

く、個人個人違う病気です） 

 

人間ていうのは、自分の存在が明らかにされない場合、他人に対して冷酷なまでに大胆な

振る舞いが出来ます。だから、誰しもが被害者になりうる可能性があるわけです。学会員

だけじゃなく、入信させる為に一般人を病気にしたり、学会員を意識操作して、未加入者

に近付けて結婚させ、創価一族を構築しようと画策したりもするので、気をつけて下さい。 

 

創価は、アンカリング、ノイズキャンペーン、コリジョン（衝突キャンペーン）、ストシー

トシアター、ほのめかし工作、ブライディング、マインドゲーム、モビング、リストラ工作

等、色々と嫌がらせの手法は多岐に渡ってるんですけど、全て証拠の残らない電磁波でや

ります。現時点で電磁波を取り締まる規制がないので、無法地帯でやりたい放題です。早

急に電磁波を犯罪を取り締まる法整備が必要です 

 

創価に何かされたら、警察本部（カルト、セクト、組織犯罪を取り締まる）に通報して下さ

い。では 
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>>6、>>10、創価の悪事を暴露して怒る奴は、工作員か、意識操作されてるか、内容を理解

してないバカか、創価に多額のお布施してるかのいずれかな 

オレも被害にあうまでは、おまえらみたいな考えしてたわ。知り合いに創価被害者がいて、

行くとこ行くとこに、付きまとって来る奴がいるって必死にオレに訴えるんだけど、人間

ていうのは、自分の中にある知識や経験からの尺度で物考えるから、自分の中にない集団

ストーカー話を、非現実な絵空事、妄想が描き出した錯覚、唐人の戯れ言だと思って、取り

合わなかったからな。自分自身が被害にあわんと、信じれん。人は経験からしか学べん 

 

『電磁波、痛み、創価』『集団ストーカー』『テクノロジー犯罪』『エレクトロニックハラス

メント』『ＢＭＩ犯罪、精神域介入犯罪』等で検索 

 

創価の実態を書き込むと、読み手に信用させないようにする為、精神病扱いしたりする妨

害が増えるし、創価の実態を書いたビラを配ると、犬を吠えさせたり、フェリーの汽笛を

大音響で鳴らしたり、キレるオヤジが出て来たりして、妨害すんだよな。よっぽど自分ら

の悪さを広められたくねんだな 

 

宗教っていうのは慈善事業じゃねぇぞ。保険会社同様、不安産業っていうビジネスな。い

かにして不安を与えて、金を稼ぐか。創価の場合はテクノロジー技術で病気にしたり、家

庭不和にしたりして不安を煽り、金を引き出させる詐欺組織。入信すれば死ぬまで災いを

与えてくるから注意 

 

あと、このスレは創価の実態を拡散させる為のもんだから、レスは基本いらん  
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おまえら、テクノロジー技術を甘く見過ぎ。遠隔から電磁波当てて人だって殺せんだぞ。

オレが、創価の人殺し、何人殺したんだ？みたいに創価を煽ると、２日以内に近所の人が

死ぬんだよ。皆年寄りばっかだけどな。若い奴が死ねば違和感持たれて、犯罪が露見する

かもしれんから、不自然にならない年寄りを殺すんだよ。これは冗談じゃなくマジ情報な。

今まで 10回くらい煽って、2日以内に皆亡くなったから、偶然じゃなく必然。創価は恐怖

政治、恐怖支配の一枚岩で成り立ってるから、恐怖を植え付ける為に、こういう下卑た事

しやがる 

 

屋根裏のネズミ駆除を業者に頼むと、遠隔から電磁波や高周波や超音波でネズミに痛みや

ら不快感を与えて、退治すんだろ。創価は、あの装置の何千倍っていう高性能の技術力を

悪用して、それを人に向けて痛みを与えたり、病気にしたりすんだよ。あんたらの知り合

いに、教えてあげてくれ。多くの人に知れ渡ると、犯罪はやりづらくなるし、より多くの人

が声をあげれば、電磁波犯罪の法整備も着手せざるを得なくなんだろ  
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電磁波測定器だけじゃ、犯人を特定出来んけんオレには必要なかな 

 

創価の嫌がらせの手法に、ノイズキャンペーン（騒音による嫌がらせ）てのがあって、自分

はヘリや救急車のサイレンでの騒音被害を受けてるとさ 

 

『ヘリの操縦士が遠隔から、創価のテクノロジー技術で操られて、毎日爆音を浴びせて来

る。操縦士は遠隔からコントロールされてるだけだから、嫌がらせしてる事に気付いてな

い。救急車のサイレンに至っては、わざわざ電磁波で重篤な患者を作り出し、騒音で嫌が

らせする』みたいな感じの文章でビラにして、地元の各世帯に 2500通、政治家事務所に 200

通以上、全国の警察本部に 48通、大手出版社に 50通以上、全国の地方自治体に 100通以

上をバラまいてしばらくしたら、アルゼンチンでヘリが操縦不能で別のヘリにぶつかり大

破炎上して、フランスの金メダリストが 10人近く亡くなるし、その後ドイツ旅客機の副操

縦士が気が狂ったみたいになって、故意に旅客機を下降させ、墜落事故を起こして、150人

の命が絶たれたろ 

 

これらはビラを見た人らに、恐怖を植え付けるべく、創価がやったもんだとオレは睨んで

る。そんな手間暇かかる事するわきゃないじゃんて、まともな人は思うんだけど、創価は

そこまでヤる 

 

創価の電磁波犯罪は、人工衛星のＧＰＳ機能を使ってやるから、日本全国、世界各国どの

地点にいても、目的の人物にピンポイントで電磁波を当て、ブレインジャック（思考を乗

っ取る）も簡単に出来るし、技術的にも可能 

 

創価の総括者、支配者、監督、指揮者、最高司令部、ジェネラル、総督、ＣＥＯ、大将、親

分であり、諸悪の根源、悪の元凶、悪の水軸、悪の元締めである創価の名誉会長の吉田栄

作、いや池田大作（87 歳）が亡くなれば、辞める学会員もたくさん出るし、組織は分裂し

て縮小化するのは間違いなか。そうすりゃ、創価を支持母体（肥料）にする自民の腰巾着、

金魚の糞、小判鮫、下駄の雪の公明党も衰退するのは間違いなかけど、それまでに、もっと

縮小化させ根絶やしにすべく、オレは創価の悪事を拡散させ浸透させていく。創価が集ス

トするのは広まり出したけど、電磁波で病気を作り出したり、電磁波で人殺しする組織っ

て事は殆ど知られてないのが現状。噂は倍になる、悪事千里を走る、誉めて千人悪口万人、

人の口に戸は立たない。火の粉が燃え広がるように、病気製造組織だって事も広がんだろ  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

No: 24No: 24No: 24No: 24～～～～No: 25No: 25No: 25No: 25 削除されたレス削除されたレス削除されたレス削除されたレス 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

No: 26No: 26No: 26No: 26 新上五島新上五島新上五島新上五島(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻 15/04/21 22:3515/04/21 22:3515/04/21 22:3515/04/21 22:35    



電磁波グッズかぁ。電磁波の防御グッズで防げるような、子供騙しの犯罪じゃなかとさ 

60歳のババアを入れると、20歳のギャル 3 人と両替してくれる両替機を開発中の者だけど

さ、トンチ？話しがカタいから、ユーモアやウィットに富んだ話しを交えろって事か。お

まえの望み通り、ウィット利かせといたぞ 

 

他宗教の狂信的な信者も、創価のターゲットにされるから、どの宗教ものめり込まない方

が身の為。他宗教の狂信的信者は、創価に鞍替えさせても、のめり込むだろうから、標的に

されやすい 

 

皆、幸せを求めて宗教に入るんだよな。幸せっていうのは、相対評価（人との比較）で決ま

るけんな。例えばテストで百点取っても、周りが皆百点だったら、嬉しくなかやろ。周りが

皆赤点で、自分だけ百点だったら、筆舌に尽くし難い喜びを味わえる。つまり、自分より下

を見れば、幸せを味わえるって事。この例えからいえる事は、幸せっていうのは 100 って

いう絶対値じゃなく、人との比較、相対評価で決まるって事な。人の不幸が蜜の味なのは、

自分より下を見てるからに他ならん。以上の事から、坂本九の上を向いて歩こうを鵜呑み

にせず、下を向いて歩いていけば（自分より下を見つける）幸せになれるから、わざわざ幸

せを得たいが為に、宗教に入るのはヤメとけな 

 

恐怖心ていうのは、想像が生み出した錯覚な。恐怖映画観た後に、トイレに行くのが怖く

なるのは、想像力でもって、トイレにバケモンの姿を描き出すから。つまり、想像力がな

く、悪い方に物事を考えない奴は恐怖心が湧かんて事。ちなみにオレは、悪い方に考えん

から恐怖心湧かん。だから、創価を煽れる。創価を潰すにはビラ配りが 1 番。創価に残っ

てんのは、情報弱者ばっかだから、創価の真実を教えてやれば、辞めていく  
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タウンページに全国の職種のメルアドが載ってて、そのメルアドに片っ端から創価の真実

載せて送ると、メール出来なくしやがるわ。自分らの悪事を広めさせないようにする為に、

創価はこういった妨害をしやがる 

 

再度トピ文の中の例を引用するけど、創価の電磁波犯罪は、例えると透明人間と同じ心理

でやってるけんな。透明人間になれたら何するか聞くと、物を盗みに行ったり、女風呂覗

きに行ったりって具合に、普段出来ない悪さをするって人が大半。透明人間になれば、身

元が特定されんし、自分に火の粉が降りかからんから、普段出来ない悪事をしようとする

わけだ。つまり人間ていう生き物は、身元が特定されず、罰則をくらわないってわかれば、

理性のタガが外れて、やりたい放題やる生き物だって事な。創価も同じ。電磁波は目に見

えんし、証拠が残らんから、やりたい放題やるわけさ。ただ透明人間も、悪さが周りにバレ

だし、警察が動き出せば、犯罪がやりづらくなる。犯罪がバレてないから、人だって殺せる

わけな。うちの地元でも、創価が病気製造組織だって事を知ってた人は皆無だったし。だ

から、より多くの人に教えてあげる事が犯罪の抑止効果になるし、それが自衛にも繋がる

わけだ 



 

人間ていう生き物は、自分の存在が明らかにされない場合、他人に対して冷酷なまでに、

大胆な振る舞いが出来るけんな。だから、誰もが被害者になりうる可能性があるし、被害

者が増えていくのも目に見えてるから、そうならん為に、より多くの人に教えてあげてく

れ  
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天ぷら揚げてたら、指先まで天ぷらになってた、今日この頃やばってんさ 

 

『とりあえず電磁波だとかの確証がない事例は書き込みは一旦せず止めて、壁叩き犬を頻

繁に焚き付けて来る此方を注視して来る付け回すや諸々等のおかしな嫌がらせ行為のみを

実際に受けている人同士が集まり会を作り嘆願書集めるのが一番良い方法だと思います』

→ 創価に電磁波は、ごはんにみそ汁的な、切っても切れない関係だからな。創価の嫌が

らせは全て、証拠の残らない電磁波でやってっから。壁叩き（ノイズキャンペーン）にして

も、カナヅチ音、草刈り機音、子供の叫び声、カラスや蛙や猫や犬を鳴かせるのも、科学技

術を使って遠隔から操作してやらせてるだけ。生き物（電気信号で動く）と電気で動く物

は意のままに操れる 

 

付きまといもそう。東京に行っても沖縄に行ってもスペインやインド、どこ行っても、付

きまといしてくる集団ストーカー。よーく考えてみ。どこに行っても、毎回違う人が付き

まといして来るとなると、何千何万人ていう人を使ってやらせてるって事になるやろ。ど

こ行っても、行ったそばから付きまといするなんて、まず物理的に不可能だし、そんな大

量に人を使えば莫大な費用がかかるし、何より証拠が残りまくって逮捕者続出するはずな

のに、逮捕者は殆ど出んな 

 

マジックの種明かし。カラクリは至ってシンプル。被害者の周りの人に電磁波を当てて（人

工衛星を使ってやるから、どの地点にいても当てれる）、くしゃみや咳払いや不審な動きや

らをさせて、いかにも付きまといしてる風を装ってるだけ。これだと物理的にも可能だし、

証拠は残らんし、金もかからんうえ、被害者に精神的な痛手を負わす事が出来るわけだ 

 

『トイレの臭いは元から絶たなきゃダメ』ってＣＭあったじゃんか。集団ストーカーを捕

まえようとしても無理。仮に捕まえても、また次から次に湧き出て来るだけ。それは対症

療法に過ぎんわけだ。だって集ストは、テクノロジー技術で人を操作する事によって、作

られてるわけで 

 

創価犯罪も元から絶たなきゃダメ。集スト犯を捕まえようとする行為は、愚の骨頂。だっ

て集ストしてる奴なんていねんだからさ。電磁波を放ってるクソゴミを特定し、とっ捕ま

えて根絶やしにして根本治療せんと、集団ストーカーは解決せん 
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ギョウ虫検査を、アナルの魚拓だと思ってた事がある者だけどさ 

 

『嫌がらせ行為のみを実際に受けている人同士が集まり会を作り嘆願書集めるのが一番良

い方法』→ 

 

嘆願書を国に送っても、梨のつぶてらしいじゃんか。『何千何万の人らに集団ストーカーさ

れてます』って訴えても、誰も信じないってのもあるし、人間は自分が 1番かわいいから、

徒党組んで訴えても、自分に被害が及ばんとヒトゴトと感じて、親身になって真剣に取り

合わんてのもあるだろな。自分にも、火の粉が降りかかる事を教えてやらんと人は動かん 

 

スレ文にも書いてるように、順序立てて、筋道立てて、論理的に説明せんと誰も信じんし、

自分にも災いが降りかかるって事を教えてやらんと人は動かんから、徒党組めばベストっ

てわけじゃなかぞ 

 

学会員てさ、公明党に投票させる為に必死に、1軒 1軒回る地域密着のドブ板戦術試みてく

るやろ。何であんなに票集めに必死になるかっていうと、功徳（福運、ご利益）が欲しいか

らだよ。選挙を頑張れば病気が良くなったり、痛みが薄らいだり、商売が繁盛したりする

わけさ。何で選挙を頑張れば病気が良くなんだ？おかしいやろって考えが、学会員にはな

かけんな 

 

電磁波を弱めて痛みを軽減させてるだけなのに、選挙頑張ったから功徳が得れたと思って

る学会員。間抜けとしか言いようがねぇ。商売を繁盛させたり、衰退させたりも意のまま

だしな。遠隔からカラスに電磁波当てて、屋根の上に集めて暴れさせたり、害虫を家ん中

に集める事も出来るし、人を飲食店に集める事も散らす事も可能 

 

生き物が自ら行動を起こす時は、必ずその先に満足感（充実感、喜び）があるけんな。例え

ば野良猫にエサ（満足感）を与えると、寄って来る（自ら行動を起こす）ようになるし、美

味いもん（満足感）が食えるなら、何キロ先であろうが食いに行く（自ら行動起こす）じゃ

んか。この例からもわかるように、生き物が自ら行動を起こす時は、必ずその先に満足感

がある。満足感が、モチベーション（ヤル気）を上げさせる為の起爆剤になってるわけだ。

満足感が欲しいから、学会員は公明票を目の色変えて必死に集めようとするとさ。創価が

作り出した似非病気が良くなって、功徳が得れたって喜んでる学会員見ると、哀れとか言

いようがねぇよ  
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ブスのヒザ枕より美女のヒザ蹴り派であり、ブスの化粧は女装だと感じてる今日この頃や



ばってんさ 

 

創価はゾンビウイルス。感染させていって（広宣流布、折伏）苦しみを広めようとすっか

ら、感染されないように注意 

 

棚ボタ気質で強欲な奴が多いから、入信されないように注意。題目（南無妙法蓮華経）あげ

ると、どんな願いも叶う（科学技術を使ってやる）って言われてるから、得欲しさに、何十

時間も題目あげる貪欲さ 

 

一般人の場合、得をしたいなら、必要以上に喜べば良いんだよ。どういう事かっていうと、

賢いホステスってさ、お客に少額のチップもらっても、必要以上に喜ぶとさ。人間心理っ

てのは面白いもんで、喜ばれると、お客はホステスをもっと喜ばそうと、チップをはずむ

けんな 

 

例えば弁当作ってあげて、旦那や子供に『弁当美味しかった！』って言われると、嬉しくな

って、もっと喜ばそうと、彩りを工夫したり、味付けを研究したり、おかずを増やしたりす

るもんじゃんか。この例からもわかるように、人に何かしてもらったら、必要以上に喜べ

ば、相手はもっと喜ばそうと、色々と得する事をしてくれるようになる。『得をしたいなら

必要以上に喜べ』世知辛い世の中を、上手く渡って行く処世術 

 

そういや前に、学会の婦人部のババア（地獄絵図に描かれてる鬼みたいな見た目）から、シ

ワが気になるから、シワを消す方法を教えてって言われた事があんだけどさ、『年寄りは廃

屋と同じで、直す（修繕）と別の欠点が目立つだけだから、手をつけるな』みたいな事言っ

てキレられた事あるわ 

 

その後フォローして、１００％完全体になると、価値が無くなるから、気にすんなって言

っといたわ。だってそうやろが。例えば霜降り肉ってさ、脂身が多ければ多い程価値が上

がるじゃんか。でも、１００％の脂身（牛脂）になったら、価値が全く無くなるよな。『牛

脂、自由にお持ち帰り下さい』って、スーパーの牛肉コーナーに置いてあるくらいだし 

 

ジグソーパズルやプラモデルも、試行錯誤して悪戦苦闘してるプロセスが面白いんであっ

て、完成する（１００％の完全体）と、興味が失せて価値が無くなるやろ。シワも、ボトッ

クス（ボツリヌス菌）注射やらで消そうとあれこれ試行錯誤してる過程が面白いわけでっ

て、補って処置しといたわ 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

No: 32No: 32No: 32No: 32～～～～    No: 34No: 34No: 34No: 34 削除されたレス削除されたレス削除されたレス削除されたレス  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

No: 35No: 35No: 35No: 35 新上五島新上五島新上五島新上五島(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻 15/05/09 09:2315/05/09 09:2315/05/09 09:2315/05/09 09:23    

グラコロ、ヅラトロ、グラコロ、ヅラトロ、ヅラ取ろう～、草野のヅラ取ろう～。草野仁の

不自然な髪型に『ふしぎ発見』した今日この頃やばってんさ 



 

豆知識教えとく。廃屋の瓦の間からのぞく、雑草みてぇな頭（ハケに毛有りハゲに毛無し）

でも、床屋代は半額にはならん。なぜなら、髪を探す手間賃が含まれてるから。あとさ、髪

の手入れしないとハゲるっていうけど、ハゲた浮浪者見た事なかぞ。あいつら絶対髪の手

入れしてないやろ。浮浪者の髪から推測するに、髪は手入れしなくてもハゲんて事な 

 

『創価学会は宗教団体の看板外して政治結社の看板にすればいいのにね。創価学会信徒達

って表面と違い裏側は悪い事をしても反省どころかへらへら笑うような質の悪いチンピラ

みたい類いの人間達が多く底知れない気持ち悪るさがある』 

 

→創価は公明党にとっての栄養源。創価（栄養源）を無くせば、公明は弱体化するから、自

分で首締める事はせんやろ。アメとムチで信者をマインドコントロールして、組織票を集

めさせんば、自民党から切り離されて、政権与党っていう甘い汁が吸え、やりたい放題出

来るポストが無くなっけん、創価と公明は、一体不二、同体異名、異体同心で相互扶助の関

係だけど、政治一本槍とはいかんな 

 

例えると、オウムはパンチパーマのグラサンヤクザ。見た目から危険度がわかるから、ま

ともな人は近づかん。創価はスーツ着たインテリヤクザで、表面からは危険度がわからん

から、たまに単細胞のミジンコが近付いて行って採取される 

 

学会員が危険じゃねんだよ。危険なのは、テクノロジー技術を使って、病気にしたり、痛み

を与えたり、事故にあわせたり、犯罪を誘発させたり、嫌がらせで自殺に追い込んだりし

てる、ごく一部のクソゴミ。こんなに危険なのに、一般人はおろか、現役の信者も創価の実

態に気付いてない現状。トータルで 100 人以上の警察官と話したけど、創価が電磁波で嫌

がらせしたり、創価が病気製造組織だって事を知ってた人はゼロ。全く知られてなか。世

間に浸透してなかてん、やりたい放題出来るんだよな  
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右に曲がってたちんちんを直そうとしてイッちゃった今日この頃やばってんさ、ちんちん

に『触るな危険』て書いといたわ。早漏は風俗嬢の茶柱。和英辞典で早漏を調べたら『マッ

ハ』って書かれてたし 

 

んなこたどうでも良いんだけどさ、『創価知人に精神科に誘導されてもう数年精神科通い、

薬漬け副作用で肥満、死ぬ前だよ。創価など恨んでも恨みきれないけど、死ぬ以外創価の

いじめから解放される道はない。警察など創価の犬』 

 

→創価被害を訴えて、精神病院に叩き込まれた人が、オレの知り合いにも結構いるわ。創

価被害を人に信じ込ますには、かなりの技量がいると思って間違いなかよ。オレの場合は、

創価が病気製造組織でって所から始めて、論理的に、矛盾点が出ないよう説明したから、

警察本部の人にも地元の人にも信じてもらえて、事なきを得て大事には至らなかったけど



な 

 

人間てさ、自分の中にある知識や経験ていう尺度で物事判断するから、自分の中にない事

を言われると、非現実な絵空事、妄想が作り出した錯覚、キチガイの戯言だと思われて、相

手にされなくなるけんな 

 

『何千何万の人が行く所行く所に付きまとって来る』『自分が通ると犬が吠え出す』『自分

が家を出るとヘリが飛んで来て騒音をたてる』こんな事言うてたら、まず間違いなく精神

病院に叩き込まれる事になるわ。創価は、創価被害を広めさせないように、統合失調症の

症状とカブるよう計算して、電磁波で嫌がらせすんだよ。被害者が創価被害を訴えれば、

皆精神疾患者だと思うように、計算してやってんだろ 

 

創価が電磁波で病気を作り出す組織だって事を誰も知らないように、創価は麻薬ビジネス

も人知れず手広くやってるみてぇだな。多くの創価被害者を嫌がらせして統合失調症にす

るのも、学会員に不眠症やパニック障害や鬱病や統合失調症が頻発してるのも、麻薬（精

神薬に入ってる）を売りさばく為じゃねぇかと、オレは踏んでる。世間にも蔓延してる精

神疾患は、創価が作り出したもんじゃねぇかとさえ、思えてならん 
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うんこ食ってた。うんこ食うっていうのは、ごはんを食うって事な。なぜなら、皆『ごはん

を炊く』『お湯を沸かす』こんな言葉を、何気なく日常で使ってるやろ 

 

『ごはん炊く』→米を炊いたのがごはんだから『米を炊く』が正解。『お湯を沸かす』→水

を沸かしたのがお湯だから『水を沸かす』が正解。『うんこを食う』→ごはんを食ったのが

うんこになるんだから『ごはんを食う』が正解だけど、『ごはんを炊く』『お湯を沸かす』が

まかり通ってるんだから、ごはんを食うは、うんこを食うになんだろ。ごはんを炊くって

言うてる人は、ランチ食って来るじゃなくて、ウンチ食って来るって言わんばな 

 

んなこたどうでも良いんだけどさ、家ん中は散らかり放題で、洪水の後の被災地みたいな

様相を呈してる、シワを消す方法聞いて来たあのババア、あの創価ババアが時々電話して

くんだけど、こっちの話は聞かず、息つく暇もないくらい、一方的にしゃべり倒すとさ。瓶

の口から水が溢れ出すように、立て板に水の如く、重機関銃で納屋をなぎ倒すくらい凄ま

じく、機関銃的ラピッドファイアー的な勢いで話してくるから呆れて、『聞き上手は好かれ

るけど、おしゃべりは嫌われるぞ』って言っても聞く耳持たんし、思案した結果ある例え

を出したら、電話して来なくなったわ。例えは絶大な力があるよな 

 

その例えっていうのは、『おしゃべりは酔っ払いのゲロ』何で聞き上手が好かれて、おしゃ

べりが嫌われるかっていうと、おしゃべりはわだかまり（ゲロ）を吐き出す事で、精神のカ

タルシス（浄化作用）がはかれて、気分がスッキリするけど、聞かされる方（見せつけられ

る方）は不快でしかなか。聞き上手は、吐き出したゲロを処理してくれる人だから好かれ、



おしゃべりはゲロを吐き出すだけの人だから嫌われるって伝えたら、電話して来なくなっ

たわマジで。危うく、お姫様抱っこと見せかけてからの、バックドロップを食らわす所だ

ったし 

 

こんな扱いしてるけど、女は偉大だとは感じてるわ。なぜそう思うかっていうと、前に駅

員がキップの自販機を解体して修理してたんだけど、後ろの方を見ると、白や青や緑や赤

の回線がもつれた鉄条網の如く、複雑に絡み合ってんだよ。お金を入れて、キップ（紙）を

出すのにあれだけ複雑精緻な仕組みが必要だって事は、精液を入れてキップなんかより神

秘的で高尚な生き物を生み出す女の体は、どんだけ精巧な作りなんだって思ったから 
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神社で『困った時だけ神に頼るな』って書かれたおみくじを引いた事がある者やばってん

さ 

 

創価の話ばかりだと、胸糞わりぃからコーヒーブレイク 

 

男は笑わしたい生き物、女は笑いたい生き物。一般人でも、ウケを狙うのは男ばっかやろ。 

男は笑わしたい生き物だから、女の笑いは求めてない。ゆえに笑わす女はモテん。芸人で

も、男芸人はモテるけど女芸人はモテんし。オレが思うに、笑わしたいっていうのは能動

的じゃんか。笑いたいっていうのは、受動的なわけだ。つまり基本男は、能動的な生き物で

女は受動的な生き物だって事な。プロポーズでもナンパでも、男が能動的に出るし、女は

受け身で、自分からけしかけようとは基本せんやろ。男は能動的だから、笑わせる女（男気

質で能動的）を嫌う。女は受動的だから、能動的に笑わせてくれる男を好むんじゃねぇか

と、オレは推察してる 
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食えない朝は、マヨネーズで脂肪分を１０秒チャージしてるデブを見た事ある者だけどさ 

 

『警察など創価の犬』 → そう思ってるって事は、警察本部には通報してないって事だよ

な。組織犯罪やカルトやセクトを取り締まる警察本部に行けば、攻撃弱まるぞ。悪事を広

めさせないようにする為に、警官を意識操作して、横柄な態度取らせる場合があるけど、

めげずに通い詰めれば、嫌がらせしづらくなって行くから 

 

警察の予算を決める、参議院の法務委員会の委員長が、公明党の荒木清寛だったかな。警

視庁の予算を決める都議会の委員長が、公明党の高木陽介だろ。法務委員長も都議会の委

員長も４０年以上に渡って公明党だろ確か。創価公明は、４０年以上に渡って、警察の予

算や人事権（採用、昇進、異動、解雇等）を握って、警察機構を支配してるみたいだけど、

学会員が罪を犯せば捕まるし、ちゃんと起動はしてる。テクノロジー犯罪や集団ストーカ



ー等に関しては、目に見えない対処しようがない犯罪だから、積極的に動かないだけ 

 

クソゴミ創価が最も嫌う事は、自分らの悪さを世間に知られる事。最近もバラマキしまく

ってるけど、バラマキは抜群の効果があるわ。ビラをポスティングしてれば、犬を吠えさ

せたり、フェリーの汽笛を大音量で鳴らしたり、キレたオヤジが出て来たりして妨害、メ

ールでバラマキすれば、電波妨害して送信させないように妨害すんだけど、妨害するって

事はダメージを与えれてるって事だからな。痛くも痒くもなければ、妨害なんかする必要

なかし。皆に知られると、やりたい放題悪さを出来なくなるから、広められると困るわけ

さ。ただ、無闇矢鱈とメクラ滅法にビラを作ってばらまいても、キチガイ扱いされて誰か

らも相手にされんから、オレが載せてるスレ文等をメールにコピペして、プリントアウト

したのをバラマケば、かなり効果ある。んじゃな  
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300 円のバス賃をうかす為に歩いたは良いけど、途中で腹が減って 500 円のラーメンを食

った事があるもんやばってんくさ 

 

学会員て自慢話多いよな。自慢は劣等感の裏返し。人間ていうのは、劣等感ていう穴があ

ると、自慢ていう土で埋めようとするとさ。例えば、身長が低い（劣等感）と厚底の靴、シ

ークレットシューズ（自慢）を履く。何でこげんな事をすんのか。オレが思うに、認められ

たい、尊敬されたいっていう、自己承認欲求が働いてるからだと推測。低い自分だと誰か

らも認められないっていう『固定観念』があるから、自慢話で少しでも自分を高く見せ、認

められようとする。ゆえに、劣等感が強い人、劣等を感じてる部分は誰にも認められんと

思ってる人程、自慢話が多くなる 

 

自慢する人は、センブリ茶は苦くて嫌われるから、砂糖を大量に入れて飲ませる人さ。そ

うすりゃ好かれると思ってるんやろ。蓼食う虫も好き好き。ドクダミ、センブリ茶、ニガウ

リ、クサヤ。これらは一般的には嫌われるけど、これらを好む人はたくさんいる事をわか

っちょらんとな 

 

自慢は固定観念、先入観、決め付け、偏見、思い込み、ステレオタイプ、色眼鏡、杓子定規、

独りよがりが作り出した蔑むべきもの 

 

ただ、蔑むべき固定観念も逆に利用すれば得する事はあるよな。例えば嫁に『あんた浮気

してんじゃないの？』って問われて『浮気なんかするかよ！』って怒りを露わにすればす

る程、疑いは色濃くなる 

 

反対に『あんた浮気してんじゃないの？』って言われて『うん、浮気してる。オレ、モテる

から毎晩違う女抱いてる』って言えば、浮気の疑いは薄れる。なぜなら、自分に不利になる

事は言わないだろうっていう固定観念が、人にはあるから 

 



人は、自分に不利になる事を言ってる人の話は反対にとる。これを逆に利用すれば得する

事が増える  
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エロＤＶＤの延滞金を、社会福祉の財源にあてる法案を検討中のものやばってんさ。生理

前の女（機嫌が悪い）に赤いニット帽をかぶらせる法案も検討中。事前に生理前ってわか

れば、地雷回避が出来る 

 

んなこたどうでも良いんだけどさ、オレが思うに、創価は小心ヘタレの腰抜け組織。根拠

は、例えば耳の穴の中に痛みを与える場合も、痛みだけじゃなく、耳を詰まらせたり、耳の

中にカユミを与えたりして、リアルな病気を演出。腹痛にしても、腹痛だけじゃなく、下痢

にしたりガスを溜めて屁を頻発させたりして、2重 3 重で違和感を持たせないように、ゴマ

カシゴマカシで、勘付かれないようにやる（だから世間に浸透してない）悪事がバレるの

を心底恐れてるから 

 

批判すると、自分の身が安全な場所から、電磁波攻撃をしてくる（小心のヘタレ犬ほど、激

しく吠えたて攻撃してくる）集団ストーカーに関しても、自分に火の粉が降りかからない

ように、自分以外の第三者を遠隔から操作してやらせるし 

 

その事を第三者に広めようとすると、妨害や攻撃をして来て、広めさせないようにする（だ

から創価の悪事が広まりにくい）。警察が動くと逃げ出す 

 

これらから、創価学会が小心ヘタレの腰抜け組織だという事は推して知るべし、自明の理  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

No: 42No: 42No: 42No: 42 新上五島新上五島新上五島新上五島(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻 15/05/17 11:4915/05/17 11:4915/05/17 11:4915/05/17 11:49    

股間に止まってた蚊を叩いて自爆した今日この頃やばってんさ 

 

集ストの被害者ブログや掲示板見ると、皆一様に学会員がストーカーしてるって勘違いし

てるよな。内部情報を収集する為に、半年間創価に入信してたけど、学会員は基本ストー

カー行為はせんぞ 

 

集団ストーカー（ギャングストーカー、ガスライティング、コインテルプロ、自殺強要スト

ーキング）もノイズキャンペーンもアンカリングもコリジョン（衝突キャンペーン）もス

トリートシアターも仄めかし工作もブランディングもモビングもリストラ工作も、遠隔か

らブレインジャック（意識を乗っ取る）してやるんだよ。そうすりゃ、証拠は残らんし、金

もかからんわけだ。人口衛星のＧＰＳ（全地球測位システム）やバイオテレメトリーシス

テム（遠隔計測法）を使ってやるから、日本全国、世界各国どこにいてもピンポイントで当

てれる 



 

学会員がストーカーしてるっていう誤った認識を捨てて、テクノロジー技術で意識操作し

てやってるって事を警察や一般人に拡散させていけば、創価犯罪はやりづらくなり減って

行く 

 

徒党を組めば、効果が上がるかっていう人いるけど、オレはそうは思わん。集団になると、

社会的手抜き（社会的怠惰、フリーライダー現象、リンゲルマン効果、集団エゴイスト、責

任の分散化、傍観者効果）っていって、人は手を抜くようになるとさ。針の上に立てば足を

突き刺し激痛の憂き目にあうけど、針が何万本も剣山のようになった所に立てば、それぞ

れの針に力が分散されるから、突き刺さる事もないし、大して痛くないじゃんか。集団に

なると、他の人がやってくれるって思うからか、ヤル気が分散して本気にならねんだよな。

ゆえに、集団が必ずしも良い結果を生むとは思わん  
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『受験生には、ぶら下がり健康器は必須アイテムやけん。勉強づけで鈍った身体の立て直

しに役立つし、試験に落ちたら首吊りの道具に早変わりだし。１台で２度美味しい二毛作

商品、受験生は使ってな』って言って、袋叩きにあった事がある者やばってんさ 

 

そんな事より踊らねぇか？シャルウィーダンス？ 

 

>>45、それはおまえの自己紹介か？人間には、自分の中で生まれた感情を相手の中に吹き

込んで、それがはなから相手の中にあったように思う性質があんだよな 

 

例えば、女遊びが激しい父親ほど、娘の結婚に猛反対すんじゃんか。明石家さんまなんか、

特にそうやろ。自分自身が女を弄んで来たから、相手の男も娘をなぐさみ者にするように

感じるとさ 

 

セミの鳴き声を聞いて、ネガティブな人は、残り少ない命を憂いて鳴いてんだって思うし、

ポジティブな人は、夏の訪れを嬉しく思って、元気いっぱいに鳴いてると思うけんな 

 

津軽海峡冬景色っていう歌の歌詞に、『凍えそうなカモメ見つめ鳴いていました』ってフレ

ーズが出てくるけど、カモメは気持ち良くて海に浸かってるかもしれんじゃんか。凍えそ

うなら、海に浸からんで、寒さを凌げる場所で暖を取るやろ。見てる人の気持ちが、凍えそ

うなくらい冷えきってるから、そう見えるわけさ 

 

泥棒を捕まえたければ、泥棒を使えっていうよな。泥棒は自身の経験を相手に映し出すか

ら、泥棒の考えが読める。だから、泥棒を捕まえたければ泥棒を使った方が良いって事な 

 



つまり、おまえそのものの姿をオレに投影したから、そう思うんだよ。だから、自己紹介だ

と思ったわけだ 

 

オレを批判する奴は、学会員か、意識操作されてるか、意味を取り違えてるバカか、構って

欲しい寂しがりやか、同族嫌悪が働いてるかの、いずれかだろ 

 

同族嫌悪、親近憎悪って知ってっか。世話好きはお節介を嫌い、チビはチビを嫌い、デブは

デブを嫌う。自分の中にある嫌な面を相手が持ってると、鏡に映った醜い自分を見てるよ

うで、嫌悪感が湧き立つとさ。街中で自分の服と同じ服着た人見ると、不快な気持ちにな

るやろが。人を嫌うって気持ちは、相手の嫌ってる部分を、自分自身が持ってるから起き

る  
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創価ババアの乳とかけて、季節外れの衣替えととく、その心は『出しても誰も使わねぇか

ら、しまっとけ』 

 

そんな事より、ラベンダー畑が見える丘でバーベキューパーテー（レモンティーじゃなく

レモンテー）でもせんか。ジェファーソンとナンシーも、歓迎してくれるはずやけん 

 

オレが思うに、女の乳は醤油。瑞々しく新鮮で美味そうに見えても、醤油がないと食えん。

新鮮味に欠けてても醤油かければ、何とか食える 

 

そういやこの前、イチャついてるカップル見たけど、イチャつくカップルってブサイク多

いな。造形美、バランス美、プリティー美、色彩美、斬新美に欠けてたわ。根本的な顔の造

作の不首尾と内面から滲み出る脳みその軽さが、ブサイクって呼ぶ事への抵抗感を無くし

てたし。オレが推測するに、あれはハトの食い溜め。ハングリー精神旺盛なハトは、今度い

つ食えるかわからんから、食い溜めすんだよ。ブサイクなカップルも、今度いつイチャつ

けるかわからんから、イチャ溜めしてるとみた 

 

過食嘔吐してまで痩せようとする学会員で思い出したけど、脂肪って不思議だよな。腹の

脂肪や腕の脂肪は、必死に削ぎ落とそうとするくせに、胸（脂肪の塊）に至っては、削ぎ落

とす所か、金を出しても膨らまそうとするじゃんか。同じ脂肪なのに胸はＶＩＰ待遇。他

の部位は捕虜。捕虜にも人権はあるっていう、ジュネーブ協定は通用せんし 

 

これは日本社会における、二極化の様相を呈してるわ。同じ人間なのに裕福な生活をする

富裕層と、途端の苦しみを味わう貧困層の有様を物語ってるし  
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不思議な事ってあるよな。衝動買い（発見買い、非計画購買、一目惚れ買い、ついで買い）



した、『驚きの白さに』って書かれた洗剤で黒いＴシャツ洗ってんだけど、いっこうに白く

ならん 

 

不思議な事ってあるよな。カレーのＣＭで、カレーのルーをオタマですくって、ごはんに

かけるシーンが出たんだけど、オタマの底にカレールーが付着してなかったわ。スプーン

でカレールーをすくって食うシーンも、カレールーがスプーンに付着しちょらんやったし 

 

んなこたどうでも良かとやばってんさ、そういやある学会員に、タメになる話をしてあげ

た事があるわ。相手が自分に興味があるかないかを、1分で見極める方法。相手がこっちを

見て、1 分以内にもう 1 回見てくれば、あんたに興味があると思って間違いなか。人間て

さ、その対象物に興味がなければ、再度見ようとはせんとさ（会話してる場合を除く） 

 

話変わるけど、よく店で『万引きは見つけ次第、警察に通報します』って書かれてんの見る

けど、あれは効果無かぞ。犯罪者は、捕まらないと思ってやんだよ。捕まる事は、別の世界

の出来事だと思ってるわけだ。捕まるってわかった上で、犯罪やる奴なんかおらん。だか

らオレが提唱するのは『今月10人の万引き犯を逮捕して、警察に引き渡す事が出来ました。

ご協力ありがとうございます』こう書けば、万引きは激減する。捕まるはずはないと思っ

てる奴が、万引き犯が捕まったって事を知ると、捕まる事に現実味が出て、犯行に踏み切

れなくなる。間違いねぇから  
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貧乏人の弁当はモノトーン（単色）、貧乏人の家の表札はかまぼこ板、貧乏人の家は簡単な

テコの原理で動く、貧乏人の家のコップはワンカップ大関の再利用品、貧乏人の腹時計だ

けは信用するな、貧乏人の家で出されたカレーの肉には気を付けろ、それは肉じゃなくカ

レー粉の塊、貧乏人の家の暖房器具は新聞紙っていう、固定観念を持ってるものやばって

んさ 

 

んなこたどうでも良かとやばってんさ、競争なき所にサービスは生まれないっていう、市

場原理あんじゃんか。何で競争が激しい激戦区だと、サービスが過剰になるかっていうと、

サービスしないと、他店に客が流れるから。ゆえに、スーパーにしてもパチ屋にしても飲

食店にしても、得をしたいなら激戦区を狙え（宗教に入らんでも得する事はたくさんある） 

 

田舎のコンビニってサービス悪いやろ。サービスしなくても他店に客を取られんから、店

員同士話し込んだり、ケータイでゲームしたり、ハナクソ食ったりしてるし 

 

男と女の場合も、相手に自分以外に好きな人がいれば、あれこれサービスして、繋ぎ止め

ようとするけど、結婚して自分だけの者になり、よそに流れんようになったら、釣った魚

にエサやらん。サービスせんようになる。『競争なき所にサービスは生まれん』 
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ミニスカギャルと腹巻きつけたオヤジを見間違えたり、イノシシだと思って追い払おうと

したら、腰を屈めて草刈りしてたババアだったり、見間違えが多い者やばってんさ 

 

ミニスカで思い出したけど、オナゴが手で隠そうとしてんの見た事あるとやけど、ミニス

カはファッションじゃんか。あの行為って、ファッションで穿いてる破れたジーンズ（ダ

メージジーンズ）を、破れてんのはみっともないからって、破れた箇所を糸で縫って穿い

てるみたいなもんやろ 

 

まぁでも、誰に言われるわけでもなく、自ら進んでミニスカになり、無償で男連中に和み

を与えてる、ボランティア活動の一環だと捉えれば、腹もたたんな 

 

『行動を起こすと、感情は後からついて来る』楽しいから笑うんじゃなく、笑うから楽し

くなる。面白いからヤル気が出るんじゃなく、ヤル気を出すから面白くなる。好きだから

やってあげるんじゃなく、やってあげるから好きになる 

 

例えば英語にしても、言ってる事も書かれてる事もわからんうちは、ヤル気が出んけど、

必死に英語を勉強して（行動起こす）、書いてる事や言ってる事がわかり出すと、途端にヤ

ル気が出るし 

 

ウォーキングにしても、やり始めはツラいけど、根気よく歩いて（行動起こす）、痩せ出す

とツラかったのが嘘のように、歩く事に喜びをみだせるようになるし 

 

『出来の悪い子ほど可愛い』って言葉あるけど、出来が悪いと色々とやってあげるじゃん

か。やってあげる（行動を起こす）から、愛おしく感じるとさ。子供は親に何もやってあげ

んから、親に愛情を感じにくい 

 

貢いでる男も、色々と女にやってあげるから好きになる。貢がれてる女は、男に何もして

あげんから、好きになりにくいし 

 

教習所マジックっていって、教習所の教官はモテる。何でモテるかっていうと、オレの推

測だけど、試乗運転すると（行動起こす）緊張でドキドキする。そのドキドキする胸高鳴る

気持ちを、隣の教官に対する恋のトキメキと勘違いするから 

 

全てが先に行動ありき 
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>>43 

くしゃみをした時と同じ周波の電波を当てると、くしゃみを人為的に出させる事が出来る



よな。アメリカがこれで特許取ってるし。だから、セキだろうが不快感だろうが、テクノロ

ジー技術を使って人為的に作り出せるし、右側だけに行くように、歩かせたりする事も可

能って事な 

 

まぁでも、テクノロジー技術も遠隔から人を操れるって観点からなら、催眠みたいなもん

だけどな。ナイフ自体が悪じゃねんだよ。利用する人によって、ナイフは悪になるとさ。ナ

イフを狂った奴が持てば、人を殺める道具になるけど、優秀な外科医が持てば、人を生か

す道具になるし。使う人によって凶器にもなれば利器にもなる 

 

テクノロジー技術にしても催眠にしても、使う人のモラルで善にもなれば悪にもなるって

事な 

 

創価は異常な程に臆病な組織だから、警察の内部事情も調べ尽くしてるわ。日本全国、世

界各国のどの地点に居ようが、盗聴も盗撮も出来るから、警察のパトロールする時間も全

て把握してて、その時間に走ってるパトカーに乗った警官を操って、わざわざオレがいる

所に誘導して、集団ストーカーさせるしな。集団ストーカーっていうのは、遠隔から人を

操ってやるテクノロジー技術が生み出したもので、恋愛感情が絡むストーカーっていうの

は、希少性の原理が生み出したもんだな 

 

狂牛病問題で、牛丼が食えなくなるって報道されてから、牛丼屋の前には、食えなくなる

前に食っとこうと思う人らが集まって、凄い行列を成したじゃんか。今後いつ食えるかわ

からんて事は、簡単に手に入らんて事になるから、希少価値が出て、心底手に入れたいっ

て思うわけさ 

 

この希少性の原理が、恋愛絡みのストーカーを作り出してると、オレは推察してる。牛丼

同様、女に別れを切り出されると、今後女を食えなくなる。簡単に手に入らんようなる。だ

から女に希少価値が出て、あの手この手で手に入れようと躍起になり、ストーカーを生む  
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書き込みしようとすると、耳は詰まらせる、締め付けはしてくる、痛みは与えてくるしで、

書き込みの妨害しやがる 

 

くしゃみした時の周波数と同じ周波の電波を当てると、人為的にくしゃみを出させる事が

出来るじゃんか。アメリカがこれで特許取ってんだけど、例えばさ、TBSラジオは 90.5MHz

（メガヘルツ）、ニッポン放送 93.0MHz、文化放送は 91.6MHzに周波数を合わせると、これ

らのラジオを聴けるわけじゃんか。これと同じように、食欲が湧かない時の周波数、気分

が乗らない時の周波数、眠れない時の周波数、恋い焦がれてる時の周波数、パニック障害

に陥ってる時の周波数って具合に、それぞれの周波数と同じ電波を当てると、ラジオが切

り替わるように、その状態に切り替わって、意識操作や精神疾患を作り出すんやろな 



 

『池田大作先生はお元気ですか？お姿見ないけど、死んだっけ？』 

 

→今はレームダックと化して、神輿に担がれてる存在だけど、諸悪の根源、悪の元凶、悪の

枢軸 に変わりない、あの豚メガネに『先生』っていう敬称はもったいなかぞ。先生ってい

う字は、先に生まれるって書くじゃんか。自然の摂理からいうと、先に生まれた方が先に

死ぬ、早く死ぬ。だから、『はよ死ね池田』って意味で、先生っていう敬称を付けたんたら、

問題無し。グッジョブ 

 

ガマガエル池田に、先生っていう敬称が必要ない理由は、あのションベンハゲが書いたと

される、小説『人間革命』（あいつ自身は人間失格）は、ゴーストライターが書いたもんだ

し（ちなみに作家の志茂田景樹は、学会員時代に、ゴーストライターの依頼を受けたって

告発してる）、名誉教授称号（1億 5千万円）や名誉博士称号（7億 5千万円）を何百って

持ってるけど、これらは全て信者を騙して得た金で、手に入れたシロモンやしな 

 

この便所コウロギがいなければ、公明党は存在しちょらんし、創価も存在しちょらん。存

在してたとしても、こんな巨大極悪組織には成長しちょらん 

 

ちなみに、くたばり損ないの池田は、まだ生きてるぞ。棺桶に片足入れて、土俵際で粘って

る状態。オレが入信したのが、2014年 2月 11 日（二代会長の戸田城聖の誕生日とか言うて

たな）で、半年間在籍してたけど、その間に聖教新聞（池田大作ファンクラブの会報）に、

最近撮ったような、正気を欠いた池田が載ってたから、生きてる可能性は濃厚。池田の Xデ

ーは国民の祝日にすべき  
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間違ったって良いじゃないか人間だもの 

腰振ったって良いじゃないか変態だもの 

 

前に創価ババアに、肩幅の広さを褒められた事があんだけどさ、オナゴが、肩幅の広さ、割

れた腹筋、鍛え上げられた胸板みたいに、男らしいパーツを褒める場合は、その男に性的

な関心があって、誘いをかけてると思って、間違いなかぞ。根拠はちゃんとある。何の感情

も抱いてない男の体は、興味も無ければ、そもそも話題にしようとはせん。何の好意も抱

いてない男の体は、キモいとしか思えないのが、女の真っ当な反応。自ら進んで男の体を

褒めるって事は、そのパーツにかなりセクシャルな魅力を感じてて、それを暗に匂わせて

るって推察出来るわけだ。オレの推測に間違いはねぇよ 

 

まぁでも、まともな男は若い女が好きで、ババアに興味は示さんな。肥沃な畑に種をまけ

ば、生命力に溢れた瑞々しい実を成らす事を、本能的に知ってるからだろ。枯れた畑に種

付けしても、実を成らさない事を本能的に知ってるから、まともな男は若い女を好み、バ

バアには興味を示さんとオレは推測してる 



 

何で男がスケベ（女も）かっていうと、スケベじゃなかったら、性行為をしなくなる。性行

為しなくなれば、人は減り続け、人類は滅亡の危機に瀕する事になるわけさ。つまり、子々

孫々に渡って繋がる、命のバトンを切らせん為にスケベ心は湧くと、オレは推測する 

 

それで生まれた子供が、何で可愛いかっていうと、可愛くないと親が育てんから。ある種

の生存本能だな。小汚い加齢臭漂わせたジジババが産まれて来たら、誰も育てんから、子

は野垂れ死にする。だから、子供は可愛いように出来てるとオレは推測する  
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極太バルブ（フラッシュランプ）を極太バイブと見間違えたり、森本レオがレイプの常習

者だって事を知ってから、機関車トーマスがバイブにしか見えなくなったり、『ロッテパイ

の実～』を『吸ってパイ揉み～』って聞き違えたり、、、疲れてるみてぇだから 

、屁ぇこいて寝るけん 

 

創価って組織は、仏敵っていうのを作るんだよな。集スト被害者は仏敵だな。何でわざわ

ざ敵を作るかっていうと、敵を作ると組織は一体感や連帯意識が芽生えて、まとまるから。

一枚岩の結束力がつくから。在籍してる時は、よく婦人部のケンカを目にしてたわ 

 

オレが思うに、対立っていうのは、レベルが同じだからすんだよ。大人と子供は基本対立

せんやろ。自然界を見ても、蛇に睨まれた蛙っていって、蛙は蛇に理不尽な事をされても、

反撃する事なく、食われるまでジッとしてるし。レベルが違うと、対立は起きん。同レベル

だから、対立すんだよ 

 

国も同じレベル同士の争いだし、自民党と民主党、資本主義と共産主義、イスラム教徒仏

教徒、農耕民族ポコモと牧畜民族オルマ。どれも同レベルの対立やろ。根幹部分に似たも

んがあるから、譲りなき対立をする。レベルが似通ってるから、妥協点なき対立に発展す

る 

 

オレが推測するに、何で同レベルだけが対立するかっつうと、例えば同じくらいの身長だ

と、お互いがお互いに、こいつに勝ってるって思うから、対峙する。明らかに向こうの方が

高けりゃ、負けるとわかってるから、対戦は望まん。つまり生き物は、はなから負けるとわ

かってる戦いはせんて事な。お互いがお互いに、こいつには勝てると思った時にだけ、対

立は生まれるもの  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

No: No57No: No57No: No57No: No57 新上五島新上五島新上五島新上五島(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻 15/05/30 00:15/05/30 00:15/05/30 00:15/05/30 00:18181818    

この前、ウォーキング中のババアが、歩きに合わせて、屁（限りなく透明に近いイエロー）

こいてたわ。静まり返ってた草木達がざわめき出したし。そのババア、オレに屁の音聞か



れて、ヘコんでたわ。『屁こ垂れて、ヘコたれてたわ』 

 

んな事ホントどうでも良いんやけどさ『オレが思うに、女を刺身だとすると、乳は醤油。脂

が乗って、質感も色合いも見た目も良く、食欲をそそるような刺身を出されても、醤油（乳）

がないと食えん。新鮮味に欠けてても、醤油かければ、何とか食える』こういうレスを前に

したけど、これには続きがあって、オレが調べた結果、醤油を少量しか付けん男は、素材そ

のものの味を堪能したい、あまり乳に拘りを持たん貧乳派が多かったわ。たっぷり醤油を

付ける人は、素材より醤油（乳）を重視する割合が高かったな。例外はあるやろうけど 

 

そういや昔、非通知の無言電話があるって人に、あるアドバイスをして、その日からイタ

電がピタッと止んだって経験があるわ。そのアドバイスは相手に聞こえる声で『逆探知お

願いします』って言うだけ。ただそれだけ。逆探知お願いしますって聞いた相手は、そばに

警察がいて逆探知されてると思ったんやろな。それ以降かかって来んようになった  
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１個しかねぇのに、何でマンコ（万個）なんだって、ブチ切れた事がある者やけどさ 

 

アイデアが湯水の如く湧き出る。知恵っていうのは、別の分野のものをこっちに持って来

るか、もしくは知識と知識を組み合わせる事で、生み出されるもんやけんな。ゼロには、何

を掛けてもゼロ。無からは何も生まれん 

 

例えばゴキブリホイホイの場合だと、『ハエ取り紙』と『ゴキブリ』が発案者の頭の中で合

致したから、生み出されもんやし、ポキポキ刃を折って使うカッターナイフの場合は、『板

チョコ』と『ナイフ』が合致した事で、生み出されてるけんな。この例からもわかるよう

に、知識と知識が科学変化を起こす事で、知恵は生み出されるわけさ。ゆえに、知識が豊富

になれば、組み合わせも増えるようになるから、知恵が生み出しやすくなるって事な 

 

ネットからは、有益な情報は得られんぞ。なぜなら、世の中が等価交換（釣り合い、バラン

ス）で成り立ってるからだよ。ネットに有益な情報を載せた所で、自分には見返りが期待

出来んから、誰も貴重な情報を載せんわけさ 

 

有益な情報を得たいなら本が 1 番。本屋や図書館には、宝が眠ってる。なぜなら、貴重な

情報を本に盛り込めば、本が売れて、著者に莫大は印税が期待出来きて、等価交換が成り

立つから 
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『あなたは創価の宣伝部なんです？』 

→ 

黒髪にフケ満載の奴に、フケが夜空にきらめく満天の星に見えたから、『コスモ（小宇宙）』

ってあだ名をつけた事がある罪深き者やけどさ、ちなみに暴露本で話題になった、マユ毛

が濃い石原真理子には『暴露ボン、マユ毛ボーン』ってあだ名付けてやったわ 

 

創価にそんな部門があんのか。初耳だけど。テレビドラマやバラエティーって、ＣＭを見

せる為の、いわば客寄せパンダやろ。ＣＭがメインなんだよ。ＣＭありきのドラマやバラ

エティーさ。ドラマやバラエティーは引き立て役な 

 

オレが書いてるレスの数々も、創価が病気製造組織だって事を、より多くの人に知っても

らう為の、客寄せパンダやな。創価の悪事を羅列した所で、誰も大して興味示さんやろう

し 

 

今は脱退者が凄まじく、創価は衰退しまくってるから、あの手この手で入信させようと、

画策しやがんだよ。一般人を、遠隔からテクノロジー技術で病気にした後に、学会員を折

伏（勧誘）に行かせたり（意識操作してやる）、好き嫌いの感情も操れるから、学会関係者

と一般人を結婚させ、創価親族を増やそうとしたりするけんな。オレの知り合いも、何人

もやられてるし。こういうのを防ぐ為に、オレは拡散してっから 
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死体を焼きながら、そのエネルギーで走る霊柩車を開発中の者やけどさ（火葬の手間が省

け、なおかつ車の省エネにも尽力する、一石二鳥の霊柩車。焼き芋を作れば一石三鳥） 

 

前に、主婦連中が集まって『あのキンタマ瑞々しくて美味しかった』とか『少し黒ずんでき

た』とか言うてたから、耳をそば立てて聞いてたら、キンタマじゃなく『新タマ（新玉葱）』

の話だった事あるわ 

 

ちなみにキンタマの由来は、酒（き）の玉やけんな。昔のお神酒はどぶろくっていって、白

く濁ってドロドロしてたとさ。それが入ってる玉だから酒（き）の玉。それが訛ってキンタ

マに。キンタマは神の酒が入った玉さ。だから、顔射されても怒らずに『わたすの事を、神

の酒で清めてくれたんだ。わたす嬉しい』って、満面の笑みで喜びを表現すべき  
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できちゃった婚（ズッコンバッ婚）と思しき、腹を膨らませた女と、その旦那を見て、『原

因と結果』が歩いてるように見えた者やばってんさ 

 

集スト被害者が集まる掲示板に書き込みしたから、そこの連中がこの書き込みを見てると



思うけど 

 

集ストの被害者の多くは、加害者同士がケータイで連絡取り合って付きまといしてると思

ってる人が多いけどさ、スーパーに行こうが、本屋に行こうが、隣町に行こうが、次々とタ

イミングに合わせて、湧き出てくる集団ストーカー。行ったそばから、タイミングに合わ

せてストーカーする事が、いかに難しいか。難しいっていうより、物理的に不可能なんだ

よ。店に入って数秒後に咳払いしたり、くしゃみしたり。遠隔から人を操ってやる以外に

は無理 

 

掲示板に、創価は遠隔から電磁波で人を操って集ストしてるって書くと『この犯罪は催眠

を利用してやる』やら『人体に受信機をつけてやる』やら『グループの規模は宗教団体を越

えるほど大勢いる』やら、自分らに火の粉が降りかからんような、書き込みする工作員が

出てくるとさ 

 

この大規模で、大掛かりな集団ストーカーを出来る組織。GPS（全地球測位システム）を利

用して、日本全国、世界各国どの地点にいても、ピンポイントで電磁波を当て、第三者を操

れる組織。これは政権与党に政党を持ち、潤沢な資金源をも持つ、創価以外には有り得ん。

中には昔の東電みたいに、創価に匹敵する資金源を持った組織もあるけど、普通のまとも

な組織が、何で病気にしたり、痛みを与えたり、集ストをしたりする必要性があんだよ。国

をも動かし、莫大な資金源をも持ち、病気にして金儲けが出来る組織。これらが当てはま

る、そんな組織は宗教（創価）をおいて他には存在せん 

 

創価は、幹部が研修に行く時の費用とか自腹だからな。金あるくせにケチケチしてんだよ。

そんなケチ臭い組織が、集ストに莫大な費用をかけるはずがねぇだろ 

 

マルサの女って映画で、金持ちはコップから溢れた水だけ飲む。どんなにノドが渇いても、

コップの水に手を付けないから、金持ちになるって主人公が言うてたけど、『節約は最大の

資源』て事なんだよ。人を使って集ストをやらせてるとすれば、資金源はすぐに底をつく  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

No: 63No: 63No: 63No: 63 新上五島新上五島新上五島新上五島(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻 15/06/05 20:0915/06/05 20:0915/06/05 20:0915/06/05 20:09    

街中で勃起したら、その場所を掘ってみる事にしてる、今日この頃やばってんさ 

 

『咳き込んだ時の周波数と同じ周波の超音波を当てると、人為的に咳き込ませる事が出来

るじゃんか。アメリカがこれで特許取ってんだけど、例えばさ、TBSラジオは 90.5MHz（メ

ガヘルツ）、ニッポン放送 93.0MHz、文化放送は 91.6MHzに周波数を合わせると、これらの

ラジオを聴けるわけじゃんか。これと同じように、食欲不振の時の周波数、鬱の時の周波

数、不眠の時の周波数、恋してる時の周波数、パニック障害や強迫神経症や対人恐怖に陥

ってる時の周波数って具合に、それぞれの周波数と同じ周波の超音波を当てると、ラジオ

が切り替わるように、その状態に切り替わって、意識操作や精神疾患を作り出すんやろな』 

 



この続きを書いていくわ。例えば、蛍光灯に虫が集まるのは、ある決まった周波数の紫外

線に、吸い寄せられてるからやけんな。逆にいうと、虫ですら周波数で操作が可能って事

さ。虫は、波長 340～350nmの紫外線に引き寄せられやすいけん。昆虫類は、それぞれが違

った周波数の光に誘引される性質があるから、逆にいうと、どんな虫でも周波数を変える

と、自在に操作が可能って事な 

 

カラスを屋根の上に集めて暴れさせたり、害虫を家に集めたり、犬を無駄吠えさせたり、

蛙や虫をタイミングに合わせて鳴かせたりも、周波数を変えた超音波を当てれば、造作も

ねぇって事 

 

調べてみたら、27～38Hzで不眠に、48～55Hzで喘息に、50Hzで生理痛、52Hzでてんかん、

60Hzで痙攣、88Hzで片頭痛が引き起こされるらしかとさ。それぞれの病気が、それぞれ決

まった周波数を持ってんだよ。これらの周波数と同じ周波の超音波を当てれば、どんな病

気でも作り出せんだろ 

 

これらを独自に分析してみて、オレが思う事は『病気は波動で出来る』って事だよ。だって

さ、病気によってそれぞれが違う周波数を示すし、それぞれの病気には、決まった周波数

があんじゃんか。創価なんてこの性質を利用して、色んな病気作り出してるわけだし。ゆ

えに病気は波動で作られる。間違いねぇよ  
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創価が病気製造組織だって事を知ってた人は、オレが知る限り皆無だったわ。何でこの事

実が漏れ出さなかったかっていうと、悟られないように、遠隔から私生活を監視盗聴して、

私生活に沿った病気や痛み、例えば、腰を屈める事が多い人は腰痛にしたり、歩く事が多

い人には足に痛みを与えたり、恋人と別れた人は鬱にしたり、つまり私生活に便乗して病

気にしてたのもあるだろうし 

 

2重 3 重にして、ごまかしてたのもあるな。例えば痛みだけじゃなく、カユミや締め付け等

を 2 重 3 重に与えて、不自然にならず違和感を持たせずやってたのもある。だから、全く

世間に浸透してねんだよ 

 

前にも書き込みしたけど、大事な事だから、再三再四繰り返すけど、創価のテクノロジー

犯罪は、透明人間と同じ心理でやってる 

 

透明人間になれたら何するか聞くと、金を盗みに行くやら、ムカつく奴を殴りに行くやら、

普段出来ない事をするって人が大半。透明人間になれば、身元を特定されんから、普段出

来ない悪事をしようとする 

 

テクノロジー犯罪も目に見えんから、証拠が残らんけん、やりたい放題やるわけさ。ただ

透明人間も、悪さが周りにバレだし、警察が動き出せばやりづらくなる 



 

例えば、透明人間になって、毎日女風呂覗きに行ってたけど、気配や声で周りにバレだし

た上、警察まで動き出せば、たとえ透明人間になってても、覗きに行くのを控えるやろ 

 

この例からもわかるように、世間に創価が病気製造組織だって事を拡散させ浸透させんと、

この犯罪が無くなる事はなか 

 

オレが創価を批判すると、同じ地区の年寄りが 2 日以内に死んでたけど（広め出してから

は減った）、悪事がバレるのを心底嫌がる創価が、無闇矢鱈に人を殺すわけがねんだよ。殺

す場合、その家庭がどんな生活状況で、どんな家庭環境なのかを知ってる必要があるわ。

これらからわかる事は、殆どの家庭が知らぬ間に創価に監視盗聴され、家庭環境や生活状

況が調べ尽くされてるって事だよ。だから、気付かぬうちに、誰もが被害を受ける可能性

をはらんでるって事な 

 

この犯罪が世間に浸透してないから、人だって殺せんだよ。このカラクリを皆が知ってた

ら、殺人なんて絶対に出来ん 

 

噂は倍になる。悪事千里を走る。誉めて千人悪口万人。人の口に戸は立たない。オレがクソ

ほど広めてるから、火の粉が燃え広がるように広がんだろ 
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鰻屋行っても、玉子丼しか注文しない者やばってんさ 

 

痛みも、病気も、思考も、性欲や食欲や睡眠欲みたいな欲も、小便や大便みたいな生理現象

も、学校のチャイムも船の汽笛も、全て波動で作られてんだよ。全てが周波数によって形

づくられてて、人間の心も周波数でさまざまに変化するとさ。創価が遠隔からでも病気を

作り出したり、思考を操ったり、汽笛を自在に鳴らせたり、犬やカラスを意のままに鳴か

せる事が出来るのも、この世の森羅万象が波動で作られてるからに他ならん 

 

創価は絶対に潰さなきゃいけない組織。日本全国、世界各国どこに居てもピンポイントで

痛みを与えれるし、どんな病気も作り出せ、どこに逃げ込もうが、その地点の盗聴や盗撮

も可能で、生き物や電気で動く物をも意のままに操り、嫌がらせはするし 

 

1 回東京の雑踏に紛れ込もうとしたけど、全く紛れ込めなかったな。追尾機能も備わってる

みたいで、常に監視出来るシステムを確立してるけんな。痛みや締め付けを 24時間与え続

ける事も可能だし、いつも観てるテレビチャンネルだけ映らなくしたり、いつも買う品物

だけ店頭から無くしたり、警察本部に行く前には、充電器を使えなくするし、ケータイが

繋がらなくなった事もあるわ 

 

こういう事も、世間に浸透してないから出来るわけさ。創価は、自分らに火の粉が降りか



かるのを何より嫌うから、火の粉が降りかかるような事（オレが書いたスレをビラにして

バラまくとか）をすれば、徐々に被害は減っていく。間違いなかよ  
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エプロンがナプキン（レストランで胸元につけるやつ）に見えるくらいの、横綱級デブを

見た今日この頃やばってんさ 

 

痩せる石鹸で痩せたのは石鹸だけってさ。乗馬は痩せるっていうけど、痩せたのは馬だけ

だってさ。セックスは痩せるっていうけど、痩せたのはちんちんだけってさ 

 

創価は恐怖政治、恐怖支配の一枚岩で成り立ってるだけあって、信者を恐怖で従わせよう

とするとやけど 

 

創価みたいに、恐怖を与えなくても従わせる方法を、一般向けに教えるわ。人間ていうの

は、自分に同調してくれる人には、必ず従うっていう習性があるから、出来る範囲で同調

してやる。ただそれだけ 

 

何で同調（共感、肯定、同意、容認）してあげると、従うようになるかっていうと 

 

同調っていうのは、受け入れるって事じゃんか。人を受け入れる場合、物理的にいっても、

自分の方が大きくないと、受け入れられんやろ 

 

だから人は、受け入れてくれた人を自分より大きな存在として、無意識に捉えるわけさ 

 

受け入れてあげた時、あんたはその相手より大きな存在。だから、相手はあんたに勝てな

いと思って、従うわけな  
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1931 年に起きた満州事変を『良い（1）、臭い（931）マン』ていう語呂合わせで覚えた事が

ある者やけどさ 

 

前にさ『アイデアは別の分野の物をこっちの分野に持って来るか、もしくは知識と知識を

合わせる事で生まれる』って書いたと思うけど、これはどんな事にでも応用可能やけんな 

 

例えばマジックにしても、タネを多く知ってるマジシャンは、それらをいく通りも組み合

わせて、新たなマジックを生み出せるわけさ 

 

これは笑いにも応用出来るけんな。例えば、交番前によくさ『今月の事故 5 件、死亡者 3



人』て書かれたのが掲げられてるけど、これ見て笑う人はおらんやろ。でもこれが、フグ屋

の前に掲げられてたら笑いが生まれんだよ 

 

『骨離れが良く、ジューシーかつスパイシーに仕上げた逸品』これがケンタッキーに掲げ

られてても笑いは生まれんけど、これが火葬場に掲げられてたら、ブラックユーモアでス

パイスの利いた笑いを誘うわけさ（四角四面の真面目実直な奴は除く） 

 

これらはオレ独自の考えだけど、笑いですら『別の分野の物をこっちの分野に持って来る

か、もしくは知識と知識を合わせる事で生まれる』わけな 

 

眠くなってきたな。癒し効果を狙って、『ｆ分の 1ゆらぎスペクトル密度』の屁を奏でて寝

るけん 

 

屁で思い出したけど、19世紀の哲学者、レオナルドポッコチンの言葉にこんなのがあるわ

『屁は吸うものじゃない、感じるものなんだ』、、、、、。スルー（受け流す）で。必ずやスルー

で。断固スルーで。言わずもがなスルーで。Please through。スルーと見せかけてスルー

で。スルーもしくはスルーで。スルー☆スルー  
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雑巾（ぞうきん）だと思ってたら、オレがいつも着てるＴシャツだった今日この頃やばっ

てんさ 

 

創価が病気製造組織だって事が、世間に全く漏れ出してない理由は、遠隔から学会員や一

般人の私生活を監視盗聴して、生活に沿った病気や痛みを与えて来たから（重い物を持っ

たら腕に痛みを与えたり、学会を辞めたら鬱にしたり等）つまり私生活に便乗して、不自

然にならず、違和感を持たせず病気にして来たから 

 

考えてみたらさ、便乗すると完全犯罪って可能じゃんな 

 

例えば正月になると、モチをノドに詰まらせて死ぬ年寄りが増えるけど、これに便乗すれ

ば、完全犯罪が出来るやろ 

 

姑に憎しみを抱いてる嫁が、姑の口の中にモチを詰め窒息死させた後に、救急車を呼べば、

医者や救急隊員は、毎年この時期に起こる、モチを詰まらせた年寄りのひとりだと思うだ

けで、疑いを持つ事はまずないやろ。真実は闇の中。これは、正月にモチを食う習慣に便乗

した殺人 

 

例えば台風の日に、デカい石をムカつく奴の家に投げつけて壊しても、相手は風で石が飛



んで来たと思うから、疑われる事はないやろ。これは台風に便乗した犯罪 

 

大地震が起きると、わざわざ被災地まで行って強盗する奴が増えるのも、疑われる事がな

いからだし。以上の例からもわかるように、便乗すると完全犯罪が出来るわけな。創価は

便乗して、完全犯罪を成して来たんだよ。この事実を、オレ以外の人は誰ひとりとして、見

破れなかったわけさ。ただこの便乗犯罪も、カラクリが皆に知れ出せば、やりづらくなっ

ていくわ。オレが数万人には広げたから、徐々に広まっていくやろ 

 

批判すると創価が、オレを恐怖で従わせるべく、同じ地区の年寄りを殺すって書いたけど、

死ぬのは 70 歳後半がちょくちょく、皆 80 歳以上。創価は無闇矢鱈とメクラ滅法に人を殺

すわけじゃなくて、家庭環境や生活状況を調べて、不自然にならず、違和感を持たせず、怪

しまれない弱った人物だけ殺してるわ。創価が無闇矢鱈に人を殺す組織なら、オレが真っ

先に殺されてなきゃおかしいやろ 

 

『不自然にならず、違和感を持たせず、怪しまれず、証拠を残さずやる』これがヘタレ腰抜

け創価のコンセプト。犯罪が漏れ出すのを心底恐れる臆病組織だから、これらを徹底して

るわ 
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飢え死にしかけた野良犬に、オレが作った余りもんのオカズをやったら、ニオイを嗅いで

去って行った今日この頃やばってんさ 

 

波動に関する本を、6 冊ほど購入して読んだらさ、波動測定器の MIRS（磁気共鳴波動分析

器）を使えば、『自律神経、毛細血管、動脈、身体の各器官が持つ波動、アレルギーやガン、

糖尿病、免疫能力までが、その部位から発する微弱エネルギーをとらえて、これらを数値

化出来る』って書かれてたわ。これらの装置で測定した波動を元に作り出す波動水や波動

療法で、瞬時に痛みを取り除いたり、病気を治した例は、枚挙にいとまがなかけんな。痛み

も病気も、波動で作られてるから、波動を変えれば治るのは当然 

 

難病で思い出したけど、よく難病の子供を持つ親が、手術に莫大な費用がかかるからって、

募金を願ってくる事があんじゃんか。あんま知られちょらんけど、その募金で得た金で家

を建てたり、豪華な食事をしたり、飛行機もファーストクラスだったりするけんな。難病

を利用した金儲け法。やるなら自己責任で  
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さっきゴキブリの死骸を見て思い付いたんやけどさ、今の池田大作の現状がわかる替え歌

作ってみたわ 

 



壊れかけのレディオならぬ、死にかけの銭王こと、『はよ逝けや die作』は今こんな状態 

 

『今はもう動かない～あのとーけーい～（時計）』 

 

『今はもう動かない～あのボーケーじぃ～（ボケ爺）』 

 

北野武や松本人志みたいなお笑いの大御所って、例え話を多用して笑いをとるじゃんか。

例え話も笑いも『知識と知識を合わせるか、別分野のもんをこっちに持って来る』事で生

まれるって事な。笑いのプロも、この原理、公式を無意識に使ってんだよ 

 

アイデアっていうのは、男と女の関係で説明出来るわ。男と女が合体すると（異質の者同

士）、新たな命が作られるじゃんか。男単独、女単独、男同士、女同士では新たな命は作れ

んわけさ。アイデアもこれと同じで、違う分野のもの同士をくっ付ける事で、生まれるけ

んな。単独もしくは、同じ分野同士では生まれん 
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干しぶどうを指先で揉んで、乳首を転がす感覚を、日々養ってる今日この頃やばってんさ 

 

波動共鳴水っていう水があるとやけど、この水は飲むなり付けるなりすると、痛みや痒み

やぜんそくを瞬時に消したり出来る、万病に効果ある水さ 

 

色んな病気が、驚異的な早さで完治するとさ。アトピー、リュウマチ、腰痛、糖尿病、肝

炎、腎臓病、水虫等。病気は全て、波動で作られてるから治って当然 

 

波動水は、水に健康波動を記憶させるわけな。飲むと健康波動が細胞の隅々に行き渡って、

細胞の波動を健康波動に共鳴させる事で、病気を回復させる 

 

痛みやカユミは、波動の周波数が崩れた状態。崩れた細胞の波動を波動共鳴水と共鳴させ

て、正常な状態に戻すと、痛みもかゆみも瞬時に消える。波動共鳴で、細胞波動が活性化さ

れれば自然治癒力も増すし。『逆に言うと、それぞれの病気が持つ波動と同じ波動を当てれ

ば、どんな病気をも作り出す事が可能って事』創価はこの性質を悪用して、色んな病気を

作り出すんだよ。その事に一般人はおろか、学会員すらも気付いてない現状。創価はとん

でもねぇ、クソ組織だぞ 

 

波動共鳴水を調べると、波動共鳴水の『活』を売ってる業者が、薬事法違反で逮捕された事

がヒットすると思うんやけど、これはインチキ商品を販売したから捕まったわけじゃなく

て、医薬品じゃない水を、誰にでも絶大な効果があるって、過大広告、誇大広告したから、

捜査のメスが入って捕まっただけ。波動共鳴水自体は、異常な程にどんな病気にも効くけ

んな。病気は、全て波動で作られてるから、治るのが理の当然 

 



切り傷に波動共鳴水をスプレーすると、痛みが消えて出血が止まり、傷口も早くふさがる

し、蜂に刺された時にスプレーすると、瞬時に痛みが消えるし、アトピーのカユミも湿布

やスプレーをするとすぐに消えるし、炎症やカサブタは、1～2週間で綺麗に消えるし、疲

れ目、花粉症にもすぐに効果が出るし、仮性近視も良くなり視力向上もするし、ぜんそく

に至っては、のどに湿布すると、数分で発作が消えるけんな 

 

口内炎、ヤケド、虫刺され、虫歯等の痛み、アトピー、花粉症の痒みなんかは、５分以内に

消える。あらゆる病気に効果が出てる水。気になるようなら、波動共鳴水の本読んでくれ。

んじゃな 
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食った事もねぇのに、ワキから玉こんにゃくの臭いがした、今日この頃やばってんさ 

 

アイデアっていうのは、異質の物同士をくっ付ける事で生まれる。笑いも異質の物同士を

くっ付ける事で生まれるんだけど、色んな笑いを見て分析していくと、くっ付けなくても

笑いが起きるパターンが、いくつも散見出来たとさ 

 

それに疑問を感じて、何で人は笑うのか、どんな時に人は笑うのか。これをオレなりに分

析していって、やっとその謎が解明されたわ。その答えは 

 

『自分の中にある固定観念が崩れた時に人は笑う』 

 

パターンが外れた時、推測を裏切った時、期待に背いた時、決めつけや思い込みが外れた

時って言い換えても良いな 

 

例えば『スカートしか履かない女が、 

オレと会う時だけはズボンになる』『誰でも良いから彼氏が欲しいって言ってた女にフラれ

た』『うんこ食ってる時にカレーの話すんな、きたねぇな』『ケータイが鳴らない』 

 

誰の前でもスカートなら、オレの前だってスカートのはずなのに、オレと会う時だけはズ

ボンを履くってする事で、固定観念が崩れて、笑いを生むんだよ 

 

『カレー食ってる時に、うんこの話すんな』が普通。これを『うんこ食ってる時にカレーの

話すんな、汚いから』ってする事で、固定観念が崩れ笑いが生まれる 

 

ケータイは、鳴るもんだっていう固定観念がある人にとっては『ケータイが鳴らない』事

は、固定観念の崩れなわけだから、笑いが生まれる 

 

ヅラかぶったオヤジを見ると、笑いが込み上げてくるのは、皆一様に持ってる『頭に有る

のは生えた髪』っていう、固定観念が崩れたからに他ならん。世の中の人が皆ヅラだった



ら、ヅラかぶった奴見ても、笑いは絶対に起きん 

 

公式や定義なしで、微分積分（微かに分かって、分かった積もり）の問題解こうとしても、

解けない人が大半。笑いも同じで、『異質の物同士をくっ付ける』もしくは『固定観念を崩

す』この 2 つの定義を知らんと、人を笑かす事は難しか  
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『良スレです』→ そんな事いわれても、オレには抱いてやる事しか出来ん 

 

庭で膣（ちつ）いじりするって聞こえたから、耳をそばだてて聞いてたら、庭で土いじりの

誤りだった、今日この頃やばってんさ 

 

膣いじりって聞こえた瞬間、エッってなって、パンに塗らなきゃならんバターを、スマホ

に塗って食おうとしたけん 

 

エロ路線走り出したから、出家するわ。出家しても、木魚の割れ目で勃起して、破門になる

のは目に見えてっけど 

 

出家はやめて、とりあえずカナブンの背中に樹脂を塗って、より一層光沢のある輝きを出

す事に、専念するけん 

 

前にＡＶ男優が、女に飽きた。どの女も同じに見えるって言うてたけど、その気持ちはよ

くわかる。昔、豆腐で統一したコース料理食った事あんだけど、湯豆腐、豆腐のステーキ、

豆腐の唐揚げ、豆腐のみそ汁、豆腐の煮浸し、豆腐を焼いて味噌つけたやつ、豆腐ハンバー

グ、とにかく豆腐三昧なわけさ。姿かたちは変わっても、豆腐に変わりないから、そのうち

どの豆腐料理にも飽きてきたもんな。女も姿かたちは違っても、皆女である事に変わりな

いから、飽きたんかもな 
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創価の悪事をクソほど広めてる 

 

人事院、内閣府、宮内庁、警察庁、防衛省等の各省庁、国会議員、都議会議員、区議会議員、

市議会議員、町議会議員、村議会議員、道議会議員、病院、小学校、中学校、高校、大学、

研究機関等、ありとあらゆる人らに、広めてる 

 

メールが出来るようになったから、6月 29日〜30日にかけて、20ヶ所くらいの警察署に、



創価は『波動を使って病気にする』やら『恐怖で従わせる為に年寄りを殺す』やら『遠隔か

ら思考を操って、我が身に灯油をかけさせて焼身自殺させる』やら書いたメールを送った

ら、6月 30日に新幹線の中で年寄りが焼身自殺したって事が報道され、その 4日後に親が

灯油を買って来て、これかぶって死ぬって言い出したわ 

 

普通は、ここまでやらん。オレの場合は、創価のカラクリを広めてるから、創価も必死に阻

止しようと、人まで殺すんだよ。それだけオレの情報を広げられるとマズいって事な 

 

創価は、悪事を広められる事を、心底恐れてる。悪事を広めると、攻撃して来る創価。刺激

を与えると、吠えて攻撃してくる犬は、何であんなに攻撃的かっていうと、あれは臆病で

あるからこその警戒で、恐怖心からのパニック状態ゆえさ 

 

創価も全く同じ。自分らの悪事が世間に知られる事に、こいつらは底知れぬ不安や恐怖を

感じてるから、攻撃や妨害をして、阻止しようとすんだよ 

 

創価の被害者は 1 人や 2 人じゃなかぞ。今まで、知らぬ間にどれだけの人が病気にされ殺

されて来たか。間違いなく何百万人、何千万人単位。今まではカラクリが全く世間に知ら

れてなかったから、やりたい放題出来たけど、これからはそうはいかねぇよ。これからも、

徹底的に広めていく。こいつらにオレが屈する事はない  
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食卓に置いてたオカズを、犬のエサだと思われた者やばってんさ 

 

『創価で検索して来ました。創価のおばさんに友達関係を壊されました』 

↓ 

友達関係を定義しとくわ。オレが思うに、友達関係っていうのは『一方だけが友達だと思

ってる関係』。親友関係が『お互いがお互いに、友達だと思ってる関係』まだ親友関係じゃ

なかっただけ、マシかもしれん 

 

創価ババアが嫌われる理由は、相手の嗜好を考慮せずに、世話焼きする所。病気が治るか

らっていって、題目をあげさせようとしたり、求めちょらんとに、創価関連の本を読ませ

ようとしたり、物で釣って創価の催しに連れて行こうとしたり…etc 

 

オレの周りの創価ババアは、物で釣って座談会に誘いに来てたな。物を贈る行為は、見返

りを期待したり、願望を押し付けたりする、脅迫めいた欲望の表れだとオレは思ちょる。

なぜなら、この世は全て等価交換（釣り合い、バランス）で成り立ってるから 

 

何かしてもらったら、それに釣り合うような事をしなきゃならんのが、世のルール。だか

らオレは、贈り物を極力もらわんようにしてる 

 



相手に望みを聞いて、相手が望んでる事のみしてあげる。つまりカユい所を聞いて、相手

が望むカユい所だけを掻いてやる。そうすれば、感謝され有難がられるわけさ 

 

創価ババアの行為は、相手にカユい所を聞かず、かゆくない所を一方的に掻いてあげよう

としてるようなもんやけんな。身勝手な、独りよがりの小さな親切、大きなお世話。かゆく

もない所を一方的に掻かれたら、誰もが不快に感じるけんな。『かゆくもない所を、あんた

は掻いてきて、相手を不快にしてんだぞ』って教えてあげたら、それ以降誘われなくなっ

た経験あるわ 
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『これ、つまらない物ですが』って言われてもらった箱を開けたら、食いかけのせんべい

が入ってた、今日この頃やばってんさ 

 

『自分の中にある固定観念が崩れた時に、人は笑う』 

 

この原理を知ってれば、笑いのネタが次から次に湧き出て来るようになるけんな 

 

例えば、ジュースが入ったコップの中に、円筒のサランラップの芯を入れとくわけさ。相

手がしばらくして『何でサランラップの芯入れてんの？』って聞いて来たら、マジメな顔

で（笑いながら言うと笑いは半減する）『エッ、ストローだと思ってた』って言うとウケる。

ジュースを吸うのは、ストローっていう固定観念が人にはあるから、ストロー以外の物で

吸ってるのを見ると、固定観念が崩れて笑いが生まれる 

 

かき氷がグツグツ煮立つ程暑い日に、世界一寒いロシアのオイミャコン村に行くような格

好、防寒着、マフラー、ニット帽、手袋等を装着して海に繰り出せばウケる。夏は薄着にな

るっていう確固たる固定観念が崩れるから、爆笑のウズに包まれる 

 

真鯛の活け造りを食レポしなきゃならん場合、活け造りには目もくれず、下に盛られてる

ツマ（白髪大根）だけをひたすら食い『このツマどこ産ですか？』って、大根に関する質問

だけすればウケる。メインの真鯛を真っ先に食うのが皆の固定観念としてあるから、大根

だけ食われると、固定観念が崩れるゆえウケる 

 

『10歳下の後輩に、タメ口で良いよって言われた』これも、先輩はタメ口っていう固定観

念が崩れるから、笑いが生まれる 

 

ビートたけしのギャグ『赤信号みんなで渡れば怖くない』も、赤信号では渡ったらダメっ

ていう、皆の固定観念が崩れたから、ウケたわけで 

 

嵐の松本ジョン、通称マツジョンだろうが、藤原の紀香だろうが、股ぐら涼子、いや米倉漁



子だろうが、誰であろうが、固定観念さえ崩せばウケるようになる。間違いねぇよ  
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創価は警察や世間に、自分らがやって来た悪事がバレる事を、最も嫌う。悪事をバラそう

とすると、妨害して阻止するし、バラすと、何でバラしたんだよ、ふざんけんなって感じで

攻撃して来る。ただ、広め始めは攻撃食らうけど、拡散して皆に知れ渡れば、やりづらくな

って、徐々に減って行くから、創価の悪事を減らしたいと思ってる人は、拡散必至。広めず

して、創価被害が減る事は絶対に無か 

 

創価は、警察に悪事が知れ渡る事を、特に嫌うわ。テクノロジー技術を使って、病気にした

り、事故にあわせたり、感情を高めて家庭不和にしたりして、多くの人に苦しみを与えて

来たくせに、警察に悪事が知れ、自分らに火の粉が降りかかって、自分らが苦しみを味わ

う事は、是が非でも阻止しようとするけんな 

 

だから、警察に行こうとすれば、充電器を壊したり、ケータイを繋がらなくしたりするし 

 

警察に通報させないように、警官の意識を操作して、パトカーで集団ストーカーさせ、い

かにも警察が嫌がらせしてるように見せかけたりするし 

 

警察に創価の悪事をバラしたら、新幹線で焼身自殺した人が、大々的にメディアに取り上

げられたり、親が灯油買って来て、『これかけて死ぬ』って言ったり（親が灯油かける件は、

皆に知れ渡ってるから、これは単なるコケ脅し）。オレと同じ 30 代の親戚が、狂ったよう

になって精神病院に入院したり、別の 80代の親戚は、脳梗塞になるし（親戚連中には、創

価のカラクリを教えてなかった） 

 

皆に知られてないから、こんな陰惨な事も出来るんだよ。皆に知られちょらんから、簡単

に人だって殺せんだよ、こいつらは 

 

とりあえず創価関係者は、公明党議員数十名と学会員数十名に広めといた。これからも広

めて行く 

 

『将を射んと欲すればまず馬を射よ』って格言あんじゃんか。大将を射たいなら、まず馬

を射て動きを崩せって意味さ 

 

He that would the daughter win, must with the mother first begin. 

（娘を得たいなら、まずは母親から） 

 

目的を実現したいなら、 それに直接あたるより、周りから崩していった方が効率的って事 

 

創価は臆病な組織だと見て間違いなか。百獣の王ライオンは、ちょっかいを出して、刺激



を与えても、何事にも動ぜず、堂々としちょる。臆病で小心な犬ほど、ちょっとした刺激

で、吠え立てて攻撃してくるけんな  
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なかなか糸が通らず、気が付いたら針の穴に糸を通す事で、1 日が終わってた事がある者や

ばってんさ 

 

白髪のコメンテーターが、女は痩せなくて良いし、化粧も脱毛もシワ取りもせず、ありの

ままが 1番て言うてたけど、オレには綺麗事に感じたな 

 

ありのままが 1 番なら、畑に行って人参や大根を引っこ抜いて、泥だらけの状態で、丸か

じり出来んのかって思ったな 

 

洗って泥を落としたら、皮を剥いて、しかるべき大きさに切って、美味しく味付けしたの

を、綺麗な皿に盛れば、付加価値がついて、その料理に釣り合う、それ相応の男が寄って来

て食らうから、女も必死に綺麗になろうとするわけで。泥だらけの野菜を食らう男には、

女も疑問を持つだろうし 

 

ダイエットに励む女が多いのも、自分の付加価値を上げて、それ相応の男に食ってもらい

たいから 

 

ちなみに、筋肉を焼却炉だとすると、脂肪はゴミ。焼却炉でゴミを燃やして、ゴミを減らし

て行く行為がダイエット（筋肉をつけて、脂肪を削ぎ落とす行為がダイエット）食事制限

すると、短期間で体重がみるみる減って、骨格標本に障子紙張り付けたような見た目にな

るけど、それはゴミを燃やす重たい焼却炉（筋肉）が減っただけに過ぎんわけさ。焼却炉が

減った状態で食事を元に戻せば、ゴミ（脂肪）を効率的に燃やせなくなり、すぐにリバウン

ドして、太りやすく痩せにくい体になる。食事制限で焼却炉が減ってるだけなのに、体重

減ったって喜んでる人はアホ 

 

動物には、ホメオスタシス（自然治癒力、自己回復力、恒常性維持機能、現状維持機能）っ

ていう機能が備わってんじゃんか。この機能があるから、ダイエット成功者（痩せた状態

を維持）が少ないと、オレは推察してる 

 

動物は現状を維持する機能を持ってて、一気に変われないように出来てるとさ。一気に変

わると、一気に戻る性質を持ってるけん  
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2222 枚目。続き枚目。続き枚目。続き枚目。続き 

例えば、ケガしても、傷口は徐々に塞がって元に戻ろうとするし 

 

暑い所に行くと、体は汗をかいて体温を下げるし、寒い所行けばブルブル身体を震わせて

熱を上げて、体温を一定に保とうとする 

 

ダイエットも同じで、一気に痩せると、一気に戻るとさ。ダイエットは痩せるのは簡単、維

持が難しい。ダイエットに成功する人が少ないのは、ホメオスタシス機能を無視して、一

気に痩せようとするからと、オレは推察してる 

 

壁にボールを優しく投げれば、ボールは柔らかく弾んで返って来るけど、力一杯投げつけ

れば、ボールは強く弾んで返る 

 

芸人も一気に売れると、すぐに下降線を辿るじゃんか。何年もかけて、徐々に売れた芸人

はそうそう消えんし 

 

血糖値もそうじゃんか。ＧＩ（血糖の上昇の値）の高い食べ物を食べると、一気に血糖値が

上がる。一気に上がると、一気に下がるから、ＧＩ値の高い食べ物を摂すると、すぐに腹が

減るし 

 

血中のブドウ糖が減ると、視床下部が刺激されて、ドーパミン（空腹中枢）が分泌されて腹

が減り、ブドウ糖が増えると、セロトニン（満腹中枢）が分泌されて、満腹感が得られる。

ちなみに、大豆に含まれるイソフラボンは、女性ホルモンと似た分子構造してるから、取

り入れると美肌になる。これと同じように、セロトニンは精神安定剤と似た分子構造して

るから、精神安定剤を飲むと、満腹感を得れる 

 

瞬間湯沸かし器も、一気に高まると一気に冷める。ホットプレートみたいに、徐々に高ま

ると冷めるのもゆっくり 

 

一気に変わると一気に戻る。徐々に変わると戻りは緩くなる 

 

夏至（6月 22日）を境に、1 日 1 分ずつ日が短くなって、冬至（12月 22日）を境に、1 日

1 分ずつ日が長くなって行くけど、ゆっくり変わっていくから、敏感な人でも、1日辺りの

日の長さの変化には気付かん 

 

アハ体験ってあるけど、画像が徐々に変わって行くと、変化に気付きにくいとさ 

 

ゆっくり変わると、体はそれを認識出来ず、戻りも少なくなる 

 

じゃあ、どうやれば体型をキープ出来るのか。ある事を習慣にすると、癖が付いて、水路付

けされる。癖付くと、ホメオスタシスのように、固定化されて（現状維持）簡単に変えれな

くなる。この性質を利用して、毎日決まった時間に、筋トレや運動する習慣、間食をしない



習慣等を繰り返して癖をつける。そうすりゃ、体型維持は可能になる  
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博多の３０代の親戚の方は、退院したらしい。長崎の８０代の親戚の方は、連絡無し。ちな

みに、どっちも学会員じゃなかけん 

 

オレの周りに降りかかる、一連の流れからわかる事は、学会員だけじゃなく、殆どの家庭

が、知らぬ間に、遠隔から私生活を監視、盗聴され、生活に沿った病気にされてるって事 

 

創価は長年に渡ってヤる。特徴的なのは、嫌がる事、反応する事をヤり続けるって所。傷口

に塩を塗り込む事を、徹底的にヤる 

 

病院に行っても治らない病気を作り出し、宗教に頼らないとダメってとこまで、何十年も

かけてヤる。病院に行っても治らない病気は、創価が作ってる可能性大 

 

あと、こいつら自身が不届き者のくせに、不届き者を懲らしめるような事もヤるな（不届

き者の家族に災いを与えたり）、感情を高めさせて、犯罪を起こさせるような事もヤるし 

 

当然、この犯罪はトップシークレットで、一部の限られた人間しか知らんはず。末端の学

会員も、公明党の議員も、知ってる人は殆どおらんやろ。犯罪の手口を知ってる人が増え

れば増える程、それだけ捕まるリスクが増えるわけで 

 

学会には、功徳（福運、ご利益）や魔（仏罰、現証）っていう概念があるとさ 

 

学会員には、定期的に魔がきそう。本人だけじゃなく、学会員の遠い地方に住んでる親戚

が病気になったり、事故にあったりする 

 

その場合、遠くの親戚の家庭環境や、生活スタイルを知っとく必要がある。そう考えると、

殆どの家庭が創価の監視下にあるって言える 

 

読んでる人の、心のイレズミにすべく、再三再四繰り返すけど、この犯罪は、広げて行く事

で減って行く。拡散せずして、この犯罪が減る事は無い。今までこいつらがやりたい放題

出来たのは、バレなかったからだし 

 

活動に精を出せば出す程、不幸になる宗教、それが創価学会。病気もせず、事故にもあわ

ず、毎日が平和だと、仏にすがる必要が無いから、皆ヤメちまう。そうならんように、定期

的に病なり災いなりを与える必要がある。スイカに辛い塩を振りかければ、甘みが際立つ

ように、辛い事を意図的に与えれば、満足感、充実感、喜び等が増し、信者は創価に惹きつ

けられ、活動にのめり込むようになる 

 



こいつら自身が作った病気を、題目上げさせて、治ったように装う。自作自演のクソ組織。

そんな創価は、百害あて一利無し  
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暑くてたまらんやったから、知り合いの貧乏人ちのクーラーを入れたら、部屋の温度が７

度上昇した、今日この頃やばってんさ 

 

前に、『賢いホステスは、少額なチップをもらっても、大袈裟に喜ぶ。喜んでもらえると、

お客は嬉しくなって、もっと喜ばそうと、チップをはずむゆえ、得したければ、必要以上に

大袈裟に喜んでみる』みたいな事を書いたけど 

 

これは、お金や物だけじゃなくて、褒め言葉にも応用可能やけん。『綺麗やな』『スタイル良

かな』『カッコ良かな』って褒められると、誰もが謙遜やら、気恥ずしさから『そんな事な

かよ』『もうイイから』みたいに、否定したりはぐらかして、焦点をズラし、関心を逸らす

じゃんか 

 

褒めてんのに、こんな風に反応がショボくて、嫌がったような言い方されると、褒めた方

は楽しくないから、今後褒めようとはせんようになる 

 

反対に、『うわぁ、うれしい、ありがとう！！！』みたいに、至上の喜び的な反応が返って

来ると、褒めた方も嬉しくなって、もっと褒めて喜ばそうとするけん。そうなれば、褒めら

れた方も自信がつくし、褒めた方も気分が良くなって、お互いがハッピーになれるわけさ 

 

以上は、褒められた場合のやり方。逆に、自分が褒める立場で、相手を喜ばせたいなら、相

手の価値観に沿った褒め言葉を使う。無闇矢鱈に褒めても相手は喜ばん。カユくない所を

掻かれても、嬉しくないやろ。確実に相手を喜ばせたいなら、価値観に沿って褒める 

 

相手の価値観を、簡単に見抜く方法を教えとくわ 

 

例えば藤原紀香が『肌が綺麗だね』って言って、誰かを褒めてたら、藤原紀香は、肌が綺麗

な事に価値観を置いてんだよ 

 

『頭良いね』って誰かを褒めてたら、頭が良い事に価値観を置いてる。つまり人は、自分の

中にある価値観で、相手を褒める生き物って事な 

 

この性質を利用して、藤原紀香を褒めて喜ばせたいなら、肌が綺麗って事を暗に匂わすよ

うな表現をすれば良いわけさ 

 

褒めてあげたいその人が使った褒め言葉を、そっくりそのままその人に浴びせれば、確実

に喜ばれる。この知恵が有るか無いかで、人生はかなり違ったもんになるけん  
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ドナドナドーナドーナ〜子牛を乗せて〜 

ヅラヅラヅーラズーラ〜小倉に乗せて〜 

 

ホメオスタシス（自然治癒力、自己回復力、恒常性維持機能、現状維持機能）の性質は 

 

『一気に変わると一気に戻る。ゆっくり変わると戻りづらくなる』 

 

例えばＧＩ値の高い、ごはん、うどん、菓子パン等を食べると、血糖値が急上昇するじゃん

か。急上昇すると、体は大量のインスリンを分泌して、急激に元に戻そうとするけん。この

インスリンは、肥満ホルモンて言われてて、ブドウ糖を中性脂肪に変えて、脂肪細胞に蓄

える性質があるから、ＧＩ値の高い食品を食べると、太りやすくなるわけさ 

 

例えば運動せずに、食わないだけ、質素なもんだけ食うダイエットだと、体重（筋肉）が短

期間で激減するけど、食べ物を元に戻すと、すぐにリバウンド。太りやすく、痩せにくい体

になるじゃんか。『一気に変わると一気に戻る』 

 

筋肉つけて脂肪を削ぎ落としていくダイエットだと、体重（脂肪）がゆっくりとしか減ら

ん。ゆっくり減って行くから、リバウンドしにくくなる。『ゆっくり変わると戻りづらくな

る』 

 

膨らんでる綿菓子をギュッて握ると、重さは変わらんのに、スレンダーボディーになるじ

ゃんか。人の体型もこれと同じで、筋肉をつけていくと、同じ体重なのに、引き締まるか

ら、痩せて見られるようになるけん 

 

早く成果を出したいからって、筋トレを初っ端から１時間とかヤる人いるけど、ホメオス

タシスの原理から言うと、そんな人は続かん。江頭みたいに始めから飛ばすと、後半はグ

ッタリして竜頭蛇尾で終わるだけ 

 

筋トレ始めるなら、１日１分。ゆっくり変われば、持続可能。持続出来れば癖付く。癖付い

て来たら１分ずつ延ばしていきゃ良か 

 

7秒間、100％の力で気になる部分に力を入れるアイソメトリック法をやれば、１分くらい

でも、そこそこ筋肉つくようになるし。１分で問題無し 
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日本には、村役場、町役場、市役所、区役所、特別区、政令市、県庁、全部引っ括めて、2000



近くあるけど、虱潰しに、創価の悪態ぶりを広めとく。オレが広めんと、科学技術を使っ

て、バレんように、多くの人を病気にしたり、多くの人を殺したり、こいつらやりたい放題

やるけんさ 

 

創価公明は、自分らの事を平和団体って掲げてるけど、酔ってない奴は酔った酔った言う

て、酔ってる奴は酔ってないって言うんけんな 

 

何もせんから、オレんち行こうって誘う男ほど、部屋に着いたら『先っちょだけ』とか言う

て、結局ヤろうとする 

 

結婚式で『永遠に愛する事を誓います』とか言わせるのも、破るからこそ誓わせるわけさ。

誓いは破る為にあるわけで 

 

これを踏まえて、不幸を作り上げて来た創価、ヘイトスピーチ、排外主義的デモ、憎悪表

現、差別扇動して仏敵を貶める言動をして来た創価が、平和団体であるか否かは、推して

知るべし 

 

創価の憎悪表現で思い出したけど、ネット掲示板て、中傷が絶えんじゃんか。リアルの世

界では、中傷は少なかとに、何でネット上では頻繁に罵詈雑言が飛び交うかっていうと、

ネットは匿名性ゆえ、本人を特定出来ん。ネットにおける、この性質が中傷を助長させる。

特定されんと、罰則（不快感）を味わう事が無いから、自制心のリミッターが外れて、口汚

く罵るわけさ 

 

逆にいうと、中傷してる奴を特定して、そいつに不快感が降りかかるようにすれば、中傷

は減る。例えば指紋同様、万人不動、終生不変のＩＰアドレス（個体識別番号）を出して、

そいつを特定したり、ハンドルネームを固定化して、そいつを特定したり。特定されてる

状態で中傷すれば、そいつは皆に総攻撃されて不快感を味わうから、中傷出来なくなって

いく 

 

これらからわかる事は、人は自分に火の粉（不快感）が降りかからんなら、中傷はおろか、

創価みたいに人だって殺せる。他人に対して、冷酷なまでに大胆な振る舞いが出来る 

 

創価が、病気を作り出したり、人を殺したり、人を操って集ストする組織だって事を広め

て行くと、自分に火の粉が降りかかる可能性が出てくるから、やりづらくなって行く。警

察が 1 番効果的。創価被害は、我慢して耐えてても収まらん。広めずして創価犯罪が改善

する事は、万に一つも無か 

 

黙ってたら、何十年にも渡ってヤられる。拡散させる事で、創価のクソ共にダメージ与え

れる。行動起こさんと、何も変わらん 
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ポリバケツにフタをしても、悪臭は漏れ出て来るじゃんか。そう考えると、肛門てスゴい

なぁって思うわけさ。肛門の出口でうんこが列を成してても、肛門がしっかりフタをして

るから、全く臭わんし。肛門が開いた瞬間に、暴力的な程の発酵臭が、モワッと湧き立ち、

鼻孔を突き刺す。うんこが肛門の出口まで迫り狂って、今にも出かかろうとしてんのに、

臭いをびた一文漏れ出さんせん、あの密閉力には頭が下がった、今日この頃やばってんさ 

 

この時期になると、恒例のように放映されてた火垂るの墓 

 

オレが思うに、火垂るの墓は心に雨雲が立ち込めるような、悲しきストーリーだけど、逆

再生して見方を変えると、雨雲が割れて最初の太陽の光がこぼれ出すような、心温まるニ

ューマンタッチのストーリーに様変わりするよな 

 

全身に大やけどを負って、非業の死を遂げた母親も、逆再生で観ると、驚異的なまでの自

然治癒力で自己回復して、健康な体を取り戻すし。傷跡も残さず崩れた美貌も元に戻り、3

人手を取り合って、仲良く助け合って暮らすようになるし 

 

神戸の町を、焼夷弾で全面焼け野原にした爆撃機も、逆再生で観ると、燃え盛る火を鎮火

させたり、焼夷弾を撤去して回る神の救世主になるし 

 

冷酷無比で意地汚い親戚のババアも、逆再生で観ると、日を追うごとに、ババアの中から

トゲトゲしさが抜け落ちて、穏やかで心優しい人へと変貌を遂げるし 

 

栄養失調で正気が抜けて、ドロップとおはじきを間違えてシャブってた狂気じみた節子も、

逆再生で観ると、正気を取り戻し、ちゃんとドロップをシャブれるようになるし、色艶も

良くなって、剛健な身体を取り戻すようになる 

 

コップは横から見ると四角。上から見ると丸。見方を変えると、尖ったストーリーも、丸く

穏やかになるって事な 

 

腸内の内容物が発酵して出来た、屁とか言われてる気体をこいて寝るわ 
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ワキから漂うケモノ臭で、夏の到来を感じた、今日この頃やばってんさ 

 

前に、教育評論家やら大学教授やらが、イジメを無くす方法を討論してたけど、どれも大

したアイデアは出てなかったな 

 

生き物は、満足感を得られる所に集まり、不快感（恐怖、緊張、汚い等）をもたらす所から

は、離れる習性があるけん 

 



家に来る人を例にとれば、金を借りに来る人（金を借りれると満足感が得られる）、選挙の

候補者（入れてもらえば満足感が得られる）、セールスマン（買ってもらえば満足感が得ら

れる）等。皆、満足感を求めて寄って来るわけさ。つまり『生き物は、満足感が得られる所

に集まる』 

 

皿や壺やガラスなんかを、思いっきり叩きつけて割らす事で、ストレスを発散させる、破

壊療法やら破壊ビジネスやらが人気あるけど、イジメも破壊行為じゃんか。破壊行為だか

ら、ストレス発散出来て満足感が得られるゆえ、イジメやすい奴の周りには人が集まり、

ストレスが溜まってる奴程、イジメをヤるんだよ 

 

これらとは逆に、熊と山で遭遇して恐怖を味わった人は、その山には近付かなくなる 

 

野良猫はエサを食ってても、見知らぬ人が近付くと逃げて行く。恐怖から逃げる方向に行

動する 

 

つまり『生き物は、不快感（恐怖、緊張、汚い等）をもたらす所からは、離れる習性がある』 

 

この習性を利用すれば、イジメ問題は解決するやろ 

 

生き物は、恐怖（不快感）から逃げる方向に行動するから、『警察を介入』させて、イジメ

ると罰則（不快感）をくらうようにする。それが難しいなら、イジメられてる奴が自ら、イ

ジメてる奴らに、恐怖心を植え付ける 

 

例えば、イジメてる奴の前で、メダカが入ってる水槽の中に洗剤を入れて、メダカがプカ

プカ浮いてる所を見せつけるとか 

 

カッターナイフで、ぬいぐるみをグサグサ刺してる所を見せつけるとか 

 

とにかく、相手にこいつは何を仕出かすかわからんて思わせれば、相手の中に恐怖心が芽

生えて、寄り付かなくなり、イジメは止む。『生き物は恐怖から逃げる方向に行動する』 

 

茶碗３杯分の、可もなく不可もないスタンダードな屁ぇこいて寝るわ  
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7月 25日（土）に、田原警察署、豊橋警察署、蒲郡警察署、豊川警察署、新城警察署、設

楽警察署、足助警察署、豊田警察署、岡崎警察署、他 50余りの全国の警察署に、ヘリの操

縦士をブレインジャック（意識を乗っ取る）して操る等記した文書を送ったら、7月 26日

（日）に東京の調布市で、小型飛行機が墜落炎上。その日 1 日、親が頭痛で寝込む 

 

こいつらが、いかに警察を恐れてるかがわかる事象だわ。警察に自分らの悪事を知られて、



自分らに火の粉が降りかかる事で生じる罰則（不快感）を恐れるあまり、広めさせんよう

に、圧力や脅しの意味で人を殺し、拡散防止に努めてるわけさ。こいつらに屈したら、ヤら

れ放題になる。これからもクソ程広めてっから、そこんとこシクヨロで 

 

警察に広められる事を、こいつらは相当嫌がるから、集スト被害者も見てるやろうけど、

不快な思いをしてるなら、警察中心にどんどん広めてけば、被害は間違いなく減って行く。

不快に感じてないなら、無理に広める必要は無か。ただ、行動を起こさず、そのうち減る事

は、創価に限って言わせてもらえば、まず無いけんさ 

 

学会員にとっての本尊は、広宣部のクソ共やけんな。学会員は本尊に向かって、題目を唱

えて、病気が治る事やら痛みが緩和する事を願うんやけど、病気を作り出し、波動を弱め

て良くなったように見せかけてんのは、広宣部のクソ共。こいつらが科学技術を駆使して、

功徳や仏罰を作り出してるわけだから、学会員にとっての本尊は、広宣部って事になるよ

な。マジックのタネを知った上で、マジック見るとアホらしいように、創価のカラクリを

知った上で、題目上げてる奴見ると、この学会員単細胞のクズだなぁって思っちまうわ 

 

創価のカラクリを書いた文書を色んな人に送ると、こういった返信メールが来るけんな。

加筆や訂正はせず、そのまま載せとく 

 

→『とても貴重な文書なので、大変おこがましいですが、私の弊ブログに御メールアドレ

スを伏せ転載させて頂きたいと思います。御勇気・正義が速やかに普及する事を願ってい

ます。ご厄介お感じになりましたら、ご一報下さい。記事を削除いたします。かしこ』 

 

『大変貴重な文書を有難うございます。科学的根拠に基づいた非常に貴重な文書です。私

も常々感じておりました。名義を張って改善を世に促していきましょう。まず、その創価

学会等の優秀な学力を悪用しないように、自らを律したいですね』 
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金を貸した知り合いが、金と共に去りぬ状態の者やばってんさ 

 

『お金、異性のゲット法、コンプレックスの解消法』これらのネタに 9 割の人は食い付く

から、オレが研究して見つけ出した、失敗しない経営法教えるわ。セミナーに行けば、10

万円以上は取られるやろな 

 

金って何？って問われたら、オレは満足感（充実感、喜び）だって答えるわ。だってさ、満

足感を得られん物に、金出さんやろ。例えば、ケーキを食いたくなったら、店に行って金を

払えばゲット出来る。つまり、ケーキ（満足感）＝金。ケーキと金を等価交換した事で、ケ

ーキに有り付けたわけだ。満足感が得られるケーキを金で買ったわけだから、金は満足感

て事になるじゃんか 



 

『金＝満足感』だから、金持ちは多くの人に、満足感を与えた人って事になるわけな。B'z

にしてもプロ野球の選手にしても、多くの人に満足感を与えたから、金持ちになれたわけ

さ。金＝満足感ゆえ、金持ちは多くの人に満足感を与えて来たから、良い家にも住めるし、

美味い料理も食えるし、良い女をはべらかせて、自分自身も多くの満足感を得れるわけな 

 

『儲け』っていう字は『信者』って書くじゃんか。人は満足感が得られる場所に集まるゆ

え、お客に満足感を与えて信者（リピーター、顧客等）を増やす事で、金は増えていくわけ

さ 

 

ただ、満足感を与えるのは難しかっさ。なぜなら、人はそれぞれ違う価値観を持ってるか

らだよ。満足感さえ与えれば、客足が伸び店は繁盛する。じゃあ、どうやれば満足感を与え

る事が出来るのか 

 

商売ってさ、100軒あれば 1軒くらいしか成功を勝ち取れない、難しいもんやけど、たった

2 つの事をするだけで、繁盛店に出来る 

 

繁盛店にしたけりゃ『繁盛店のマネをする』、『クレームを聞いて不満を改善する』この 2 つ

の事をやるだけ 

 

満足感っていうのは、人それぞれ価値観が違うから、与える事は難しかっさ。クレームを

聞いて、不満を減らして行くやり方だと、価値観の相違に関係なく、満足感を与える事が

可能。その人の中にある不満を減らしていけば、不思議と満足感が得られるようになんだ

よ 
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クレーム聞きは、メリットだらけだわ。不満を聞くと、お客のニーズ（求めてる物）が掴め

るし、謙虚な姿勢だって受け止められて、信用や信頼が高まるし、不満を改善してもらう

とお客は嬉しくなって、リピーターになりやすいし、商品改良や企画開発のヒントにもな

るし、従業員がサボってたり、不貞腐れた態度でお客に接してても、苦情を聞けば明るみ

になり、お客が減った原因も掴めるし、不満を吐き出させれば、お客は他で悪口を言わな

くなるし。不満を溜めたまんま帰らせたら、皆に言いふらし、客足が途絶えるようになる

けんな 

 

苦情聞きは、無料だけど、最高ランクのコンサルタントやけんな。売れない原因を買う人

が教えてんだから、改善すれば売れるようになるのは、理の当然 

 

生き物は、満足感には鈍感、不快感には敏感に出来てるとさ。苦味成分の入った液を 1 滴

垂らすと、苦味を敏感に察知するけど、甘み成分の入った液は 1 万滴垂らさんと、甘みを



認識出来んとさ。つまり不快感は、満足感の 1万倍敏感て事さ 

 

例えばコンビニに入って、『いらっしゃいませ』ってあいさつが無ければ不快になるけど、

あいさつされても大して嬉しくは無かじゃんか 

 

何で生き物は、不快感を敏感に察知するかっていうと、生命の危機に瀕する可能性がある

から。腐ったもんを誤って食べたり飲んだりしたら、死ぬ可能性が出る。敏感に察知せん

と命に関わる。だから生き物は、不快感を敏感に察知するように出来てるとさ 

 

不満（不快感）を聞いて改善していけば、店は繁盛店になるのに、多くの店がやらん。だか

ら、100軒中 1軒しか成功を勝ち取れないんだよ 

 

何で多くの店が、苦情聞きをしないかっていうと、店や会社っていうのは経営者にとって

は、自分の子供みたいなもんやろ。子供の悪口を言われたら、皆良い顔せんじゃんか。苦情

を聞けば不快になる。生き物は、不快感から逃げる方向に行動する習性があるから、皆苦

情聞きをせん。だから、潰れる店が後を絶たんわけな。オレは、そう推察してる 
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ちんちんが臭すぎて、股間の上を飛んでたハエが落ちて来た、今日この頃やばってんさ 

 

島田紳助著の経営本を読んだらさ、ビジネスは『100 軒あれば 1 軒が成功して、30 軒がト

ントン、後は潰れる。成功してる店は、特殊な店、常識外れな店』って書いてたけど、100

軒中 1 軒しか成功しないってのには、同意するわ。ただ、特殊な店の代表格のタレントシ

ョップは、ことごとく潰れちょるから、特殊な店が成功するのには、同意しかねる 

 

タレントショップみたいな特殊な店にしても、風変わりで人目を引くような、気をてらっ

た常識外れなビジネスにしても、最初は物珍しさから、大勢人が詰め掛けるけど、暫くし

たら、なぜか客足が途絶える 

 

タレントショップに行くとわかるけど、期待して行ってもタレントはおらんし、料理は至

って普通なのに値段はバカ高い、店員を教育しちょらんけん、無愛想な接客等、不平不満

が湯水の如く出てくっとやけど、それらの声に全く耳を傾けん。不満をそのままにしてる

状態 

 

客は不満を持つと、その店に行かなくなるだけじゃなく、溜まった不満を、知り合いに手

当たり次第にぶちまけて、精神のカタルシス（浄化）をはかるし、ネット掲示板にも不満を

ぶちまけて、世間に浸透させ悪事千里を走らす。そうなりゃ、潰れるのは時間の問題。タレ

ントショップですら、不満を改善してやらんと潰れちまう現状。不満を解消してヤる事が、

いかに重要かがわかる事案。ビジネスの生死を分ける、不満解消の重要性に気付いてる人



は、オレの知る限り、殆どおらん。島田紳助は、人と違った事をヤれば、繁盛するっていう

てる。マネする事を否定ぎみ。不満解消の事にも、一切触れちょらんやったな  
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どの店も、お客の不満には一切耳を傾けず、儲けに走るから成功出来んとさ。儲けに走る

と、その店は必ず潰れる。なぜなら、お客をぞんざいに扱うようになるから。例えばラッピ

ングにしても、包装紙が高くついて採算取れんからって、汚れた新聞紙でくるんで出して

来た店あったもんな。ありゃ、潰れて当然。まだ英字新聞ならカッコイイけど、聖教新聞で

くるんで出してきてたら、ゴミ箱にダンクシュートキメてたわ 

 

爆発的にヒットして、莫大な財を築いた、田中義剛が経営してる、生キャラメルで有名な

花畑牧場。あれは大黒宏氏のヒット商品のパクリ。売れてる商品をマネたからヒットした

だけ。今は鳴かず飛ばずで衰退。衰退した理由は、消費者の不満に耳を傾けず、独裁的な経

営をし続けたから 

 

経営本は世にごまんとあるけど、『繁盛店をマネる（売れてる物をマネる）、不満を聞いて

改善に努める』シンプルだけど、この経営法に勝るもんは存在せんと、オレは自負しちょ

る 

 

単調で平坦で月並み、ごくありふれた路傍の石、輝きを無くしたゴガネ虫、翳りを帯びた

ミジンコレベルの『屁をこいて寝るけん』 

 

あっ、言い忘れたけど、それと後さ『屁をこいて寝るけん』  
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創価に入信する人達。長年パニック障害に苦しみ、病院に行っても良くならず、創価に入

信すれば治るんじゃないかと、入信に踏み切った人、ノドに何かが詰まったような違和感

が長年取れず入信する人、ウツ病が治らず入信する人、不眠症が治らず入信する人、対人

恐怖症が治らず入信する人、リュウマチによる手の痛みが治らず入信する人、腰痛が治ら

ず入信する人等、苦しみから逃れるべく、最後の望みの綱で、創価に入信する人は枚挙に

いとまがなか 

 

これらは創価の戦略。入信させる為に作り出した病気。創価は学会員だけじゃなく、一般

人をも長年に渡って病気にするけんな。創価の特徴として、本人が嫌がる事を、何十年に本人が嫌がる事を、何十年に本人が嫌がる事を、何十年に本人が嫌がる事を、何十年に

も渡って徹底してやるも渡って徹底してやるも渡って徹底してやるも渡って徹底してやるとさ 

 

病院に行っても苦痛の種が取れないとなれば、最終的には、宗教に頼らざる得なくなるじ



ゃんか。それが創価の狙い。普通の人は、そんな手間暇かかる事をヤるわけないじゃんて

思うんだけど、創価はヤる 

 

じゃあ創価に入信すれば、病気が治るかっていうと、入信しても完治はさせんけん。生か

さず殺さず、良くしたり、時には酷くしたりして、蛇の生殺し状態にするけんな。完治させ

ちまったら、皆活動をヤめちまうけん、定期的に病を浮かせたり沈めたりして、学会活動

に精を出させる 

 

この世の病の大半は、創価が作り出してると思って間違いなか。創価は悪の権化、諸悪の

根源、悪の元凶、悪の枢軸、悪の親玉 

 

創価は、最新鋭で高性能の科学技術を駆使して、24時間、ピンポイントで狙った場所に痛

みを与える事も出来るし、寝た時だけ締め付けするような設定をする事も出来る 

 

恐怖に根ざした回避行動は、恐怖をより強固なものにするけん。恐怖から逃げると、恐怖

は幾何級数的に膨らむ。創価に被害を受けて苦痛を感じてる人は、創価に屈して逃げれば、

一生涯苦痛を与えられるけど、こいつらに火の粉が降りかかる、創価のカラクリを広めて

拡散させて行けば、被害は徐々に減って行く。苦痛から逃げるのは創価も同じ  
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ダッチワイフをバイブで責めても、得られるもんなんか何もねぇと感じた、今日この頃や

ばってんさ 

 

劇薬の過酸化水素で歯を漂白して、バケモンみたいに真っ白な歯にした知り合いがいたけ

どさ、ホワイトニングって、劇薬で歯を溶かして白くするから、知覚過敏になったり、歯が

脆くなりやすかったりする上、金も結構かかって、色々と弊害が出るみたいやな 

 

そんだけのリスクを背負って、劇的に白くしても、一生白い状態をキープ出来るわけじゃ

なく、すぐに元に戻るとさ。歯が劇的に白くなったら、嬉しくなって、皆に見せて回ろうと

すんじゃんか。見せて回ったら、ずっとその白をキープしなきゃいけん雰囲気になるから、

以後金も相当かかるし、劇薬だから歯にも相当負担かかって、自暴自棄になんじゃねぇか

な 

 

ちなみにオレは、金も大してかからず、リスクも無い、自分が考えた方法で歯を白くして

る 

 

歯の黒ずみや黄ばみって、ステイン（着色汚れ）じゃんか。タバコのヤニ、コーヒー、お

茶、紅茶やらの色素が、歯にこびり付いてる状態なわけやろ。お茶やコーヒーに含まれて

る、黄色や茶色の色素で、黄色や黒ずんだ歯になるって事はさ、白色の色素をこびり付か

せれば、歯は白くなるって事になるじゃんか。オレはそう考えたわけさ 



 

そんな単純な発想で、白くなんのかと思って、試しに、ハブラシに歯磨き粉をたっぷり付

けて、歯を磨いて泡立たせたら、口を閉じて、その泡で歯を覆って、そのまま数十分キー

プ。毎日これを続けてたら、1ヶ月過ぎた辺りから徐々に白くなってったわ 

 

10分だと、お茶やコーヒーの色素で相殺されて、あんま効果なかな。30分くらいだと、ま

あまあ効果ある。1時間以上毎日やると、かなり白くなる。白くなるだけじゃなく、口の中

が歯磨き粉で満たされてるから、虫歯予防効果にもなるな。ただ、初っ端から 1 時間以上

やると皮が剥けるから、徐々に慣らしていった。ただ、ホワイトニングみたいに、違和感が

有る真っ白な歯になるんじゃなくて、自然な白い歯になっていく 

 

『きっと空も飛べるはず』的な、勢いのある屁をこいて寝るけん  
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セミの鳴き声を聞いて、夏を感じてたのに、暫くして、ジジイのイビキだって気付いた、今

日この頃やばってんさ 

 

集団ストーカーの被害者に、創価の活動家程、酷い攻撃を食らってるって教えてあげたら、

違和感持ってたな。身内に攻撃するわきゃないじゃんみたいなさ 

 

活動家の学会員程病気になるし、家族が事故に合ったりして、災いが頻繁に降りかかる。

これは遠隔から科学技術を使って、広宣部っていう、池田クソ作のチンカス部隊が、意図

的に作り出したもの 

 

災いが降りかからんやったら、仏に頼る必要がなかてん、学会員は皆辞めちまう。そうさ

せんように、定期的に病気にしたり、事故に合わせたり、家庭不和に持って行って、学会活

動に精を出させるみたいな内容の書き込みをしたら、仲間に災いを与える事に違和感を持

ってたわ。まさか身内を病気にしたり、事故らせたりするはずがなかろうっていう固定観

念があるのも、創価が病気を作り出す組織って事を、見破れん一因かもしれん 

 

あと、今週は、日本医師会、看護協会、全国の警察本部 10ヶ所くらい、全国の警察署 30ヶ

所くらいにバラまいといた 

 

警察本部（組織犯罪、カルト、セクト等を取り締まる）に、１００回以上電話した経験があ

る人ならわかると思うけどさ、かける度に毎回違う人が出るやろ。だから、その都度創価

の悪事を説明する事になって、『ほ～』とか『なるほど』とか、新鮮な相槌が返って来るけ

ん 

 

だからオレは、メールで創価の悪事を拡散する場合も、1 回だけで満足せず、同じ警察本部

に何十通って送ってる。メールの場合も、毎回違う人が見るだろうから。そうする事で拡



散効果を高めてる 

 

バラマキは、抜群の効果があるわ。広宣部のチンカス共に深いダメージを与えれる。多く

の人を殺し、多くの人を病気にし、多くの人を自殺に追い込んで来たから、捕まれば処刑

は免れん。ゆえに、我がに火の粉が降りかかる可能性が出るバラマキをされたら、捕まる

可能性が出るけん、必死に阻止するわけな。こいつらは、地獄に落とさんと、殺された人ら

も報われんから、これからも拡散させていく 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

No: 97No: 97No: 97No: 97 新上五島新上五島新上五島新上五島(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻 15/08/14 20:5115/08/14 20:5115/08/14 20:5115/08/14 20:51    

カラスから鋭い目で睨まれて、つい謝った事がある者やばってんさ 

 

ステーキソース編み出したから、教えるわ。ビーフコンソメをお湯で溶いて、水溶き片栗

粉でトロミを出すだけ。至ってシンプルだけど、スペインにある、ミシュランの三ツ星レ

ストランで出しても、他のソースに引けを取らない美味さ。行った事ねぇけど 

 

オレは、このステーキソースをポークピカタにかけて食うけん。【作り方】トンカツ用の豚

のロース肉に塩コショウをしたら、小麦粉を付けて、その後タマゴを付けて、油を引いた

フライパンで焼く。焼きあがったら、食べやすい大きさに切って、皿に盛る 

 

そこに、ビーフコンソメ 1個を、50ml～80mlくらいの水を入れたフライパンで煮て溶かし

たら、水溶き片栗粉でトロミをつけたのをかければ出来上がり。グレードアップさせたい

なら、スライスしたマッシュルームを入れれば良か 

 

これマジで美味すぎてさ、思わず『マドモアゼル、よろしければ、わたくしめと、踊りませ

んか？』って、口から出てきたけん 

 

ビーフコンソメは、スープ（オニオンスープ等）に使う人が大半さ。ビーフコンソメをステ

ーキソースにした人は、オレが知る限りひとりもおらん。世の中には、自分と同じ発想を

する人もいるかと思って調べてみたら、やっぱこの発想を持った人は皆無やった  
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コンフレークだと思って、ドッグフードをひたすら食ってる令嬢を見た事ある者やばって

んさ 

 

パニック障害、ウツ病、対人恐怖症、赤面恐怖症、不眠症等の心の病で苦しんでる人って多

かよな。今日は、心の病の治し方教えるわ 

 

結論からいうと、心の病は同調すれば治る。抵抗して嫌がれば嫌がる程、酷くなっていく。



川の流れをせき止めると、水は溜まっていくじゃんか。水が滞って溜まってる状態が、心

の病さ。せき止めず（嫌がって抵抗せず）、川の流れに同調すれば、水は流れ、心の病は治

る 

 

世の中の病の大半は、創価が作ってる。間違いなかけん。創価は人が嫌がる事をするのが

大好き。傷口に塩を塗るのが大好き。反応しない、嫌がらない事はすぐにヤメちまうのに、

嫌がる事は何十年にも渡ってヤる。嫌がってもらわんば、宗教に頼ろうとはせんから、嫌

がる事をとことんヤる 

 

例えばさ、眠気もないのに、寝れないのが嫌で、無理に寝ようと抵抗すればする程、ますま

す寝れなくなるじゃんか。毎回そうやって寝れない事を嫌がってると、寝れない事が苦痛

になって、そのうち寝れない事が頭を占めるようになり、苦痛を強いられるようになる。

これが不眠症 

 

憂鬱な気分が湧いたら、不快になるから、憂鬱感を消して清々しい気分になろうとするけ

ど、消そうすればする程、憂鬱感は増す。そうやって、鬱が湧いて来るたんびに、毎回憂鬱

を嫌がって反発すると、徐々に鬱が頭を占め出して、頭のチャンネルが鬱に固定化され、

切り替わらなくなる。これが鬱病 

 

上の 2 つの症状からもわかるように、嫌がって反発し（せき止める）川の流れが留まって

る状態が心の病 

 

じゃあ、具体的にどうすれば、せき止められた川の澱みが解消するのか。嫌がらず、反発せ

ず、発作が起きたら『自分に降りかかった状況を、頭の中で言葉にする』 

 

例えば、『憂鬱な気分が湧いて来た。凄まじい程の憂鬱感だ』みたいに。湧いた感情の具合

を、そのまま言葉にする。これヤると、反発する隙がなかてん、徐々に発作が減っていく 
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貴重品預かり所に、食い残してた弁当を預けた事がある者やばってんさ 

 

広宣部（数万人はいる）は、ヤる事が幼稚。創価の嫌がらせの手法のひとつに【ノイズキャ

ンペーン。騒音による嫌がらせ】ってのがあんだけどさ、救急車のサイレンで嫌がらせす

る為だけに、わざわざ重篤な患者を作り出したり、第三者のタンを詰まらせて、タンを出

す音で嫌がらせしたり、第三者を咳き込ませたり、鼻水を滝のように出させて、鼻を頻繁

にかませたりして、ノイズキャンペーンして来る 

 

騒音被害を受けてる人だけじゃなくて、創価に操られて、騒音被害を与えてる加害者も被

害者。加害者の中には、被害者にキレられて、殺されたり、暴行を受ける人も結構いるし。

そうなっても、遠隔から操作してる創価には、火の粉は全く飛んでこん。だから、やりたい



放題ヤる 

 

ヘリの事を書いたメールを警察本部に送ったり、このトピに書き込んだりすると、気付い

てる人もいると思うけど、立て続けに飛行機やヘリが墜落して、大々的にメディアに取り

上げられるし、日本医師会や看護協会に通報したって書いた 2 日後に、医師が運転してた

車が、人混みに突っ込んで、死傷者 5 人を出すし（本人は突っ込んだ記憶が無いらしい）、

創価が近所の人を殺すってメールすれば、数日後に、近所の人が亡くなるし。これが創価

のやり方。恐怖心を煽って、皆を恐怖で従わせようとする為に、こんな幼稚な事をすっと

さ。デスノートならぬ、デスメール、デスブレティンボードシステム 

 

コバエを増殖させたり、生ゴミの腐敗の進行を早めて、強烈な臭いを出させる事も出来る

し、家の中に特定の害虫だけを集めたりも出来る。怒りの感情を高めたり、性欲を高めた

りして、犯罪をさせるように持って行く事もよくヤるし。田代まさしってさ、刑務所から

出て来ても、暫くしたら、また犯罪に手を染めて、すぐに捕まってんじゃんか。ちょうどあ

んな感じで、感情を高めて、犯罪をさせるように持って行く。学会員に犯罪者が多いのも、

こいつらの仕業 

 

学会員は、願い事を紙に書いたのを仏壇に上げたら、題目を唱えて祈願するけど、あの紙

に書かれた文字も遠隔から読めてるけん。どれくらいの文字が読めるのか、1 回実験した事

があっとさ。こいつらオレが紙に書いた事をするから、文書が読まれてる読まれてないは、

すぐわかるとさ。調べた結果、肉眼で認識する事が難しい文字も、遠隔から読めてるって

事がわかった  
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熱い麺を冷やす時の癖が抜けず、冷やし中華を、ふぅ〜ふぅ〜してるデブを見た、今日こ

の頃やばってんさ 

 

下のメール送ったら 

 

→『波動共鳴水っていう水があるとやけど、この水は飲むなり付けるなりすると、痛みや

痒みやぜんそくを瞬時に消したり出来る、万病に効果ある水さ 

 

色んな病気が、驚異的な早さで完治するとさ。アトピー、リュウマチ、腰痛、糖尿病、肝

炎、腎臓病、水虫等。病気は全て、波動で作られてるから治って当然 

 

波動水は、水に健康波動を記憶させるわけな。飲むと健康波動が細胞の隅々に行き渡って、

細胞の波動を健康波動に共鳴させる事で、病気を回復させる 

 

痛みやカユミは、波動の周波数が崩れた状態。崩れた細胞の波動を波動共鳴水と共鳴させ

て、正常な状態に戻すと、痛みもかゆみも瞬時に消える。波動共鳴で、細胞波動が活性化さ



れれば自然治癒力も増すし。『逆に言うと、それぞれの病気が持つ波動と同じ波動を当てれ

ば、どんな病気をも作り出す事が可能って事』創価はこの性質を悪用して、色んな病気を

作り出すんだよ。その事に一般人はおろか、学会員すらも気付いてない現状。創価はとん

でもないクソ組織やぞ 

 

切り傷に波動共鳴水をスプレーすると、痛みが消えて出血が止まり、傷口も早くふさがる

し、蜂に刺された時にスプレーすると、瞬時に痛みが消えるし、アトピーのカユミも湿布

やスプレーをするとすぐに消えるし、炎症やカサブタは、1～2週間で綺麗に消えるし、疲

れ目、花粉症にもすぐに効果が出るし、仮性近視も良くなり視力向上もするし、ぜんそく

に至っては、のどに湿布すると、数分で発作が消えるけんな 

 

口内炎、ヤケド、虫刺され、虫歯等の痛み、アトピー、花粉症の痒みなんかは、５分以内に

消える。あらゆる病気に効果が出てる水。気になるようなら、波動共鳴水の本読めばわか

る』 

 

下の返事が来てた。前に書いた人とは別人→『おはようございます。すばらしい知識」の持

ち主ですね。感動いたしました。しかし私の知っている宗教で波動共鳴水という水は、創

価学会ではありませんでしたよ。私もその水を 

頂いたことがありますが違う宗教の方でした。宗教思想は、自分がよろしければ何も悪い

ことではありませんから自由に思い込んで大丈夫ですよ。あなたが幸せと感じ取れれば 

しかし、誹謗中傷はお互いが傷つきますから楽しいことだけを毎日生きていきましょう』 
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1111 枚目枚目枚目枚目 

黒柳徹子の『窓際のトットちゃん』を、『窓際のポッコチン』て聞き違えた者やばってんさ 

 

頭を良くする方法、人格を変える方法を教えるわ。これ教えて良いんかな。天才が増えま

くるぞ。セミナーで受講すれば、これも１０万円以上は取られるやろ。人は何をしてる時

に、最も脳が活性化するか。結論からいうと、声を出して活字を読んでる時。音読をしてる

時。音読以上に、脳を活性化する方法は、まだ発見されちょらん。音読は異常な程に、脳を

活性化させるけん（黙読も活性化するけど、音読には大分劣る）。意味を理解しなくても、

書いてる文字を声に出すだけで、脳は異常に活性化する 

 

それに続くのがウォーキング。ウォーキングも、異常に脳が活性化する。後は字を書く、カ

ズを数える、一桁の計算をする、指を使った行為（ピアノとか編み物）とかをする等。これ

らは、オレが適当に言ってるわけじゃなくて、その道の専門家が、ポジトロンＣＴやファ

ンクショナルＭＲＩやらの、脳の働きがわかる精密な機械で、実験に次ぐ実験で導き出し

たもんやけん、間違いなか 

 

これらを毎日やり続けると、神経繊維と神経細胞のつなぎ目のシナプスが太くなる。顕微



鏡で見てもわかるくらい変わるけん。音読やウォーキングを続けると、脳を総括してる前

頭前野（理性）が鍛えられて、頭の回転が良くなるし、積極的になるし、やる気が出るし、

記憶力が増すし、思考力や集中力がつくし、感情の制御を出来るようになるし、緊張や不

安や恐れを感じなくなって、人格そのものが変わって行く。それくらい効果があるとさ  
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オレが思うに、単純で素朴で原始的でアナログなもので、かつ、他の動物がマネ出来ない

行為は、人の脳を異常な程に活性化させる。人と他の動物との明確な違いは、言語と数を

使うって所。人の脳が発達して、他の動物より賢くなって、高度の文明を築けたのは、言語

と数を使えるようになったからに他ならん。だから、他の動物が出来ない、音読や、ウォー

キング（二足歩行）や、字を書く事や、一桁の計算やらをすると、『おまえら動物とは、格

が違うんだよ』といわんばかりに、異常な程脳が活性化すると、オレは推察してる 

 

これとは対象的に、現代的でモダンでデジタルなもので、かつ、この情報は専門家でも知

らんと思うけど、『緊張、興奮、不安、恐れ、リラックスする行為』は、脳機能を低下させ

る。例えば、近代的で、かつ緊張や興奮を伴う、パチンコやテレビやブログは、やり過ぎる

と、脳機能が低下してバカになるじゃんか 

 

緊張、興奮、不安、恐れ、リラックス等で脳機能が低下するって事は、逆に言うと、音読や

ウォーキングやらで、前頭前野を鍛えれば、緊張しなくなるし、興奮や不安や恐れやらを

感じなくなっていくって事な。それは、緊張してる時に数字を素速く数えれば、緊張が消

えていくのでもわかるじゃん 

 

例えば、一桁の計算は脳を活性化させるけど、定積分やら、不定積分（原始関数）やら、線

形微分方程式やら、多変数関数やら、量子力学やらの複雑な計算を要する事をしても、不

思議な事に、全く脳は働かんとさ。複雑な事をすれば、頭が良くなるってのは間違いやけ

ん。原始的で他の動物がマネ出来ない行為をする事で、脳機能は高まり賢くなるとさ 

 

創価の勤行は、文字を声に出して唱える行為ゆえ、音読と同じ作用をもたらすから、鬱や

ら不安神経症は治ってしかるべきなのに、精神疾患者が増える一方なのは、波動を悪用し

て病気を作り出してるからに、他ならん  
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知り合いの貧乏人の家の鍵が、お菓子のオマケについてた鍵で開いた、今日この頃やばっ

てんさ 

 



創価川柳、考えてみたわ。『御仏壇、本尊拝むは、汚物団』。本尊を飾る御仏壇（おぶつだ

ん）と、本尊を拝む創価の信者共、汚物団（おぶつだん）をかけてるけんな。これは貴重な

川柳やから、拡大コピーして池田の骨壺に貼り付けとくけん 

 

ヘリの事を書いてメールしたり、ヘリの事を、この掲示板に書くと、ヘリや飛行機が立て

続けに墜落炎上する。これが、恐怖政治、恐怖支配の一枚岩で成り立つ、創価メソッド 

 

救急車のサイレンを使ったノイズキャンペーン、今は激減したけど、前は 4 ヶ月間、毎日

10台以上走らせてたけんな。オレに救急車のサイレン音を浴びせる為だけに、死ぬ思いを

した人は、かなりの数にのぼる 

 

創価の悪事は、マニュアル化されてて、こんな悪どい事を、全国でやってんだよな。多くの

人が創価に苦しめられてるとさ。あっ、この文章を書いてるそばから、救急車を走らせて

行ったわ 

 

3桁、4桁、数百万円～数千万円、多額の財務（お布施）をする人程、重い病気になり、頻

繁に事故に遭遇する。聖教新聞を何部も取り、折伏（勧誘）にも勤しみ、題目も 1 日 10時

間以上唱える熱心な信者ほど、多くの災いを呼び込む。これが正直者がバカを見る宗教、

創価の実態 
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人は満足感に金を払うけんな。病気にもならず事故にも合わず、毎日が平和で、のんべん

だらりとした生活をしてたら、財務する奴なんかおらん 

 

金を出させる為には、病気にしたり、事故に合わせたりして、災いを与える必要があるわ

けな。災いが降りかかると、信者は災いを払拭させるべく本尊を拝み、学会に多額の金を

払う。暫くしたら、また新たに災いを与えて、金を搾り取ろうとする。この負の連鎖で、信

者は創価に財産を根こそぎ奪われる事になる。これが希代のワル、ションベンハゲ池田宗

教の実態 

 

今週も政治家を中心に、創価の実態を、クソ程広めといたけんな。文面を変えてバラマキ

したら、凄まじく効果あったわ 

 

『創価は学会員だけじゃなく、一般人をも長年に渡って病気にする。創価の特徴として、

本人が嫌がる事を、何十年にも渡って徹底してやる』みたいな文章に変えてバラマキしと

いた。人が死のうが、事故に合おうが関係ないと思ってる奴も、自分に被害が及ぶとなる

と、真剣に問題に向き合うようになるけん。人は自分が 1 番可愛かっさ。実際に創価は、

波動を悪用した地球規模のシステム波動を悪用した地球規模のシステム波動を悪用した地球規模のシステム波動を悪用した地球規模のシステムで『違和感を持たせず、怪しまれず、証拠を残さず』

人を病気にするけんな 



 

光が当たると苦悶に喘ぐ、血に飢えた闇の帝王、ドラキュラ伯爵のように、闇の部分が白

日の下に晒されると、悶え苦しみ、必死に阻止しようとする闇の支配者、糞尿創価 

 

バラマキをして、闇の部分に光を当てていけば、創価も、ドラキュラが光によって、一塊の

灰と化したような道を辿る。池田大作（87 歳）がもうじき死ぬから、あいつが死ねば組織

は弱体化して、捜査のメスが入るけん、その前に世間に殆ど知られちょらん、創価の闇の

実態をクソ程広めとくわ。これ読んでる人も、他人事じゃなかぞ 

 

警察の内部情報が、筒抜けになってる事も教えんとな。学会員や一般人を始終監視するく

らいだから、自分らに被害をもたらすかもしれん、警察関係者の監視は、それ以上に徹底

しちょる。監視を徹底してるから、オレが出て行くタイミングに合わせて、パトカーを使

った集団ストーカーも出来るわけで  
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落とし穴を掘り過ぎて、穴から出れなくなった事がある者やばってんさ 

 

ユダヤ人てさ、地球上に 0.2％しかおらんとに、ノーベル賞受賞者の 4 分の 1 はユダヤ人

じゃんか。ノーベル賞だけじゃなくて、経済や医学や科学や、その他諸々の分野に、ユダヤ

人種は数多くの天才を輩出してるとさ 

 

何でユダヤ人には天才が多いのか、不思議に思わんか。その謎は、ユダヤ人の勉強スタイ

ルにあるけんな。ユダヤ人てさ、教典、トーラー、祈祷書等を幼い頃から、何度も繰り返し

音読させて、徹底して記憶させる事を習慣にしちょる 

 

脳は、数％しか働いてないって言われてるけど、音読をすると、脳の 70％が活性化するか

ら、音読漬けの生活を送ってれば、知らず知らずのうちに、誰もが天才になるとさ。ユダヤ

人は、生まれつき優秀ってわけじゃなかてん。奴らの高品質の頭脳は、音読教育で培った

もんやけん 

 

同時通訳の神って言われてる、國弘正雄氏。この人の勉強法も音読中心やけんな。只管朗

読（しかんろうどく）や只管筆写（しかんひっしゃ）っていって、ひとつのレッスンで 500

回、課によっては千回以上、繰り返し音読、繰り返し紙に書き写すのが、國弘流の勉強スタ

イル。この勉強法を、中 1 でやり始めて、中 3 の頃に、進駐軍兵士に話しかけたら、相手

の言ってる事が理解出来たらしか。この人いわく、声に出して、繰り返し反復する事こそ

が、最も効果的な語学習得法って謳ってるけん。ちなみに、聴き流すだけで英語が話せる

ようになる、スピードラーニング。聴くだけで英語を話せるようになる人は、幼児か英語

の下地がある人だけ。間違いなかけん。あんなインチキ商品を買う人の気が知れん 

 



18カ国語を独学で習得して、巨万の富を築いたシュリーマンも、ひたすら文章を繰り返し

音読して、あらゆる国の言語を身に付けてるもんな 
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東大法学部を首席（トップ）で卒業した山口真由の勉強法も、小学生の頃から、教科書やこ

れと決めた参考書を、繰り返し音読する事だったらしいけん 

 

年寄りってさ、目が悪くなるから文字を読まなくなる、書かなくなる。耳が遠くなるから

会話が無くなる。足腰が弱るから歩かなくなる。だからボケて、失禁したり、徘徊したりし

て、野生動物化するとさ 

 

前も書いたけど、つまり、読み、書き、ウォーキングみたいな、単純で素朴で原始的でアナ

ログな行為で、かつ他の動物がマネ出来ない行為をしないと、人は野生動物化するって事

な 

 

音読は、ゆっくり読むより速く読む方が、より脳は活性化するけん。日本語より英語、日本

語みたいなウラルアルタイ語系より、英語みたいなインドヨーロッパ語系の方が、より活

性化するとさ。不思議な事に、音読は脳を異常な程活性化させるのに、皆で一緒に読む群

読だと、脳は沈静化するとさ。楽器は指先を使うから、活性化するけど、唯一カスタネット

だけは活性化せん。包丁で野菜の皮剥くと活性化するけど、皮剥き器を使うと沈静化する。

アカペラで歌うと活性化するけど、音楽を聞くと沈静化する。タバコや酒を大量に摂取す

ると、沈静化する。タバコや酒は、脳機能を低下させる危険因子（リスクファクター）やけ

ん 

 

脳の栄養源は、酸素とブドウ糖じゃんか。脳には予備容器（リザーバータンク）が無かけ

ん、こまめに炭水化物（ブドウ糖）を取らんと、脳機能が低下する 

 

これらの知識を持ってる持ってないで、人生は天と地程も違ってくるけん。オレが教えて

なけりゃ、殆どの人が一生知る事の無かった情報な。 
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リモコンのボタンが戻らなくなって、5年が経過した、今日この頃やばってんさ 

 

巣を支配してる女王アリが死ぬと、働きアリが産まれなくなって、その巣は崩壊するって



言われちょる。ハチも同様に、総括者の女王バチが死ぬと、巣は全滅しちまう 

 

創価も同じで、ＣＥＯ最高司令部の蝶（ちょう）を装った蛾（が）事、池田クソ作がくたば

れば、信者も激減するし、幹部同士の勢力争いで分裂もするから、組織は弱体化して、衰退

の一途を辿る。創価が衰退すれば、創価を支持母体にしてる公明党も、弱って萎んでいく

のは、理の当然。公明党が防波堤になってて、なかなか創価に踏み込めん警察も、防波堤が

低くなるなり、崩れるなりすれば、一気に攻め込める。それまでに、包み隠されて来た創価

の闇の実態を、クソ程広めとく 

 

今週も創価の実態を、クソ程広めといたわ。救急車の事を書いたら、激減してた救急車が、

頻繁に行き交うようになったばい。科学技術を使って、遠隔から簡単に、重病人を作り出

す創価。オレが出て行くタイミングに合わせて、サイレン鳴らした救急車を走らせる創価。

波動で作り出した重病人の動き、オレの動き、救急車の動き、全てを見ながら、こいつらヤ

るけんな。オレの動きだけ見てても、創価の嫌がらせは成り立たんけん。創価が警官を操

ってヤる集団ストーカーも、被害者だけじゃなく、警官の言動も全て把握してヤるとさ。

被害者だけ見ても、この犯罪は出来ん 

 

創価は、多くの人に苦しみを与えて来たくせに、自分らは捕まって苦しみを味わいたく無

いもんだから、オレが創価の悪事を広めようとすると、ヘリの操縦士を操って、低空飛行

で飛ばして来たり、近所の人を殺したり、ヘリを墜落させたりして、阻止しようと躍起に

なるけんな。人を殺してまで、世間に知られる事を阻止しようとするって事は、実態を広

めて行けば、深い痛手を負わす事が出来るし、潰せるって事な 

 

冷蔵庫にある物だけで、まかないメシを作る料理人のように、創価の特徴として、嫌がら

せは、そこにある物を使ってするとさ。そこにカラスがいれば、屋根に集めて暴れさせる

し、そこに犬がいれば、吠えたたせるし、そこに人がいれば、咳き込ませたり、くしゃみを

させて、ノイズキャンペーン。こういう嫌がらせを、創価は全国でやりよる。被害に合って

る人は、オレが書いてる事を広める事で、被害は減っていく  
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試食品コーナーで、試食品を食い過ぎて金を請求された、今日この頃やばってんさ 

 

『大丈夫ですか？』→ 体調を気遣う、体大丈夫ですか？なのか、創価が波動を悪用して、

病気を作り出す組織って内容が、奇妙キテレツ、キチガイの戯れ言的な響きに感じて、批

判的な意味合いで、頭大丈夫ですか？って打ったのか、よくわからんな 

 

文からは表情や抑揚は掴めんし、身振り、手振り、姿勢、しぐさ、ボディーランゲージ、ノ

ンバーバルコミュニケーション（非言語コミュニケーション）等のキネシクス（身体動作

表現）等もわからんけん、どっちの意味合いの大丈夫ですか？かわからんばってん、どっ



ちにしても大丈夫やけんが 

 

ユダヤ人て、優秀な人が多かよな。他の国と比較検討してみれば、いかにユダヤ人が優秀

な人種かがわかるけん。ユダヤ人て、1500 万人くらいおるとさ。この数値を元に、他の国

とノーベル賞受賞者数の比較検討をしてみた。韓国人は、ユダヤ人の 3.3倍の、5000 万人

くらいおるやろ。5000 万人中、ノーベル賞受賞者が、金大中（キムデジュン）元大統領 1

人だけ 

 

日本人は、ユダヤ人の 8.7 倍の 1 億 3 千万人くらいおるやろ。1 億 3 千万人中、ノーベル

賞受賞者が 22人。パターンが読めて来たな。つまり、人口が増えれば、ノーベル賞受賞者

数も増えるって事か 

 

じゃあ、中国人。中国人はユダヤ人の 93 倍の 14 億人。さぞかし、大量に受賞者出してん

やろな。中国、14 億人中、ノーベル賞受賞者 2人……。ホワイジャパニーズピーポー、人

口が爆発的に増えたとに、ふ、ふたりて…。14 億人いて、ふ、ふ、ふたりて…… 

 

何で、段ボール饅頭を主食にしてる中国人は、頭の出来が悪かとやろな。オレが思うに、14

億人もいるって事はさ、四六時中、セックスしてるって事じゃんか。14 億人いるって事は、

のべつまくなしに、くんずほぐれつで、取り組み稽古に勤しんでるって事やろ。マサ・チュ

ーセックス・交尾大学、スケベアラモード、スケベのスペシャリスト、スケベパイオニア、

スケベマエストロ的な、スケベ大国って事じゃんか。前も書いたけど、『緊張、興奮、不安、

恐れ、リラックス、鬱等』の感情が湧く時は、脳を統括してる前頭前野の働きが、著しく低

下してる時さ。中国のノーベル賞受賞者数が少ない一要因として、興奮を高めるセックス

を頻繁にしてるってのがあると推測 
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2222 枚目枚目枚目枚目 

ユダヤ人のノーベル賞受賞者数は、190人を超えちょる。いかに、ユダヤ人が優秀かわかる

やろ。ユダヤ人を、ここまで優秀にしたのは、幼少期（5歳くらい）から、繰り返し繰り返

しやってきた音読の賜物 

 

ユダヤ人て、160ぺージもある祈祷書を、殆どの人が覚えちょる。トーラーって、1 ページ

1 ページが、辞書みたいにびっしり文字で埋め尽くされちょる書物なのに、殆どの人が、

1200ぺージにも及ぶ全文を、覚えちょる。これらのエピソードから、ユダヤ人が音読をど

れくらいして来たかは、推して知るべし 

 

何で音読をすると、異常に脳が活性化するかは、未だにわかっちょらん。脳科学者が精密

な機械で、色んな言動をしてる時の脳活動を調べてて、10数年前に、偶然わかっだけやけ

ん。脳機能を調べる機械が開発されてなけりゃ、未だに知られちょらん。黙読もかなり活

性化するし、数字をかぞえるだけでも異常に活性化する。数字を頭ん中でかぞえるだけで、



頭の回転が速くなる 

 

活性化する理由がわからんでも、音読をすると脳が活性化して、頭の回転が速くなるし、

発想力、記憶力が良くなるし、コミュ力は増すし、ヤル気が出るし、緊張、不安、恐れ、鬱

等が湧かなくなって、人格が変わるしで、良い事づくめ 

 

脳の活動を、何十年て調べてる脳科学者が、音読以上に脳が活性化する行為を知らないっ

て言ってるくらいやけん、音読を習慣付ければ、脳は徐々に、高品質になっていく。ただ、

ホメオスタシスが働くから、一気には変われん。ゆっくり変わっていく。ゆっくり変わる

から、やり始めのうちは、変わった事に自分では気付きにくいけん 

 

ちなみに、音読や数唱（数をかぞえる）や字を書くと、小学生、大学生、物理学者、皆一様

に、誰一人例外なく、脳が活性化するとさ。つまりは、どんなバカでも賢くなれるって事 

 

海外に住んだ経験も無いのに、英検 1級、TOEIC990 点、国連英検特 A級を持ってる、東進

講師、安河内哲也も音読を強く進めちょる。あれこれ手を出さず、これっていう教材を選

んで、繰り返し音読をしたらしい。狭く濃く、色々と手を出すより、ひとつのものを繰り返

して、脳に刷り込む事が、最強の勉強法。繰り返し脳に刷り込んだ事象は、一生忘れんから

武器にもなる。出来ない人に共通してるのは、1 回読んで理解した気になってる所。1 回じ

ゃ、知識もあやふやけん、すぐに忘れて、何の役にも立たん  
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1111 枚目枚目枚目枚目 

図書館にわざわざ行ったのに、うんこだけして帰って来た、今日この頃やばってんさ。う

んこに集（たか）る小バエ（害虫）が、池田（うんこ）の元に集まる創価信者（害虫）に見

えた、今日この頃やばってんさ 

 

創価信者自体は、良い人が多かけど、創価に入ってる時点で、世間は学会員を害虫扱いす

るけんな。そういや、創価信者の小学校の校長から、メール来てたな。創価が監視盗聴した

り、病気を作り出す組織って事を信じてなかったわ。『そんな事出来るわけがないでしょ！』

みたいな事書いて来ちょったから、矛盾点が出ないよう、整合性が崩れて綻びが出ないよ

う、論理的に首尾一貫した説明を、理路整然としてやったら、言い返せなくなったのか、返

事来なくなったな 

 

富山と長野の病院の、院長 2 人からもメール来てたな。ひとりは『貴重な情報ありがとう

ございます』みたいなメールで、もうひとりは『なるほど、創価を脱退した私は、その意味

がよくわかります』みたいなメールやった 

 

今週も創価の悪事を、クソ程世間に広めといたけんな。バラマキは効果抜群やな。バラマ

キは、創価のカス共に壊滅的な打撃を与えれるから、被害を受けてる人は拡散必至。波動



を悪用して、多くの人を病気にしたり、事故に合わせたりして来れたのは、その事が世間

に漏れ出してないから。皆に知られなきゃ、このゴミ虫共、これから先、何十年だってやり

続けるぞ  

 

女王アリや女王バチが死ぬと、その巣は崩壊する。創価も同じって内容の書き込みを、こ

の前このトピにしたら、暫くして、アリなんて見る機会すらなかったのに、何故かアリが

家の中に湧きまくるし、何故かハチが執拗に家の周りを飛び回ってたな。これらからわか

る事は、創価は特定の害虫だけを、特定の場合に集める技術をも、持ってるって事な 

 

前も書いたけど、蛍光灯に虫が集まるのは、虫達が光を好む習性があるからじゃなくて、

ある決まった周波数の紫外線に、吸い寄せられてるから。虫ですら、波動で操作が可能っ

て事な。虫達は、各々が違った周波数の光に誘引される性質があるけん、周波数を変える

事で、どんな虫でも自在に操作が可能って事さ  
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2222 枚目枚目枚目枚目 

救急車は減ったけど、パトカーの事を書いたら（創価の傷口に塩を塗った）、安全週間に便

乗して、パトカーでの集団ストーカーを、またやり出したぞ。遠隔から警官を操って、警官

に嫌がらせをさせる、創価のオハコ芸。警官は、自分が第三者に嫌がらせをしてる事に気

付いちょらん。パトカーを使った集団ストーカーは、マニュアル化されてて、全国でヤっ

てる。警察に通報させないようにする為にヤるわけさ。警察が嫌がらせしてくるとなると、

誰もが警察に通報する気にはならんやろ。それが創価の狙い 

 

全国の警察関係者は、創価の監視下にある全国の警察関係者は、創価の監視下にある全国の警察関係者は、創価の監視下にある全国の警察関係者は、創価の監視下にあるけん。警察関係者の監視盗聴は、徹底しちょる。

創価が 1 番嫌う事、創価が 1 番恐れてる事は、自分らの悪事がバレて、自分らに火の粉が

降りかかる事。警察関係者は、創価がこの上無く嫌う火の粉を、自分らにふりかけるかも

しれん人らやから、徹底した管理を心掛けちょる 

 

パトカーの集スト、パースト（オレの造語）をする場合、警官だけじゃなく、信号機をも操

ってヤるけんな。パトカーが赤信号で捕まってたら、被害者はどっかに行っちまうし、青

信号ばかりだと、タイミングがズレるから、被害者の動きを見、パトカーの動きを見、信号

機を上手く調節して、タイミング良くヤる。これが創価メソッド  
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3333 枚目枚目枚目枚目 

黄色いカバー（電線の防護管）してる電線あんじゃんか。あれって、作業する時の感電防止

でするとさ。あのカバーを、まだオレが創価が人工衛星を使って監視してるって事に気付

く前に、行く所行く所の電線に取り付けられてたわ 



 

遠隔から電線を意図的に壊して、カバーを取り付けるように持って行くわけさ（こいつら、

機械全般壊せる）、知り合いんちに行けば、知り合いんちの前の電線に黄色いカバー、郵便

局に行けば郵便局の前の電線に黄色いカバーって具合に、行く所行く所に取り付ける。何

でこんな事をするかっていうと、電線に監視カメラが仕掛けられてるって思わせる為。人

工衛星を使って、どの地点にいても、監視盗聴出来る事を悟られたくないから、わざわざ

手間暇かけて、こういう小細工をするとさ 

 

とにかく創価は小賢しかよ。波動で病気にしてる事がバレんように、私生活を監視盗聴し

て、私生活に沿った、私生活に便乗した、痛みや病気を作り出すし、集ストにしても、遠隔

から人を操ってるだけなのに、あたかも人を使って集団ストーカーしてるように装うし 

 

こいつらは、セキを意のままに出させる事が出来るんだけど、セキひとつとっても、その

セキを病気に利用したり、ノイズキャンペーンに利用したりして、臨機応変に使い分けて

やるし 

 

あと、幼稚園児がやるような、クソみたいな嫌がらせもするわ。オレがドラッグストアに

入ろうとしたら、急に店の電気が消えたんやけどさ、これも創価のしわざ。店員が焦って、

動き回ってたばい。知った家を通り過ぎようとすると、そこのうちの明かりが、タイミン

グ良く付く。店の電気や人んちの電気を消したり付けたりも、意のままやけん 

 

ここにヘリの事を書き込むと、ヘリや飛行機が頻繁に墜落し出す。ただ、『ヘリの事を書き

込むと、ヘリが頻繁に墜落し出す』って事に注目させると、やり辛くなるのか、墜落させ

ず、別の方法で、メディアがヘリを話題にするような工作をしやがる、ヘタレのヘドロゴ

キブリ創価  
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1111 枚目枚目枚目枚目 

砂糖と塩を間違えて味付けしちゃって、とても食えたもんじゃなかったけど、捨てるのも

もったい無かてん、貧乏人の知り合いに食わせたら、5杯おかわりした、今日この頃やばっ

てんさ 

 

英語の音読をすると、脳の 70～80％が活性化するけんな。日本語の音読が、60～70％活性

化。英語の黙読をすると、脳の 20～30％が活性化。日本語の黙読は、30～40％が活性化。

音読は英語の方が活性化するけど、不思議な事に、黙読の場合は、日本語の方が活性化す

るとさ 

 

数をかぞえると、脳の 30～40％が活性化する。1～10 まで数えるだけで、かなり活性化す

る。速く数えれば、より活性化する。1～10 まで数えるより、100～200、200～300 まで数

える方が、よりより活性化するけん 



 

字を書くと 30～40％が活性化。ちなみに、何かを思い巡らせて思考してる時は、殆ど活性

化せん。難しい計算をしてる時も、脳を統括してる、前頭前野は殆ど活性化せんから、難し

い計算をいくらしても、大して賢くはならんて事。オレがいってる賢さは、知識がたくさ

んある賢さじゃなくて、次から次にアイデアが湧き出るとか、言葉が次から次に出るとか、

空気を読めるとか、世渡りが上手いとかの、頭の回転、地頭の良さみたいな賢さやけん  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

No: 115No: 115No: 115No: 115 新上五島新上五島新上五島新上五島(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)(51h7Sb)スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻スレ主更新時刻 15/09/25 22:0915/09/25 22:0915/09/25 22:0915/09/25 22:09    

2222 枚目枚目枚目枚目 

脳は数％しか稼働しないって、まことしやかに言われちょるばってんさ、原始的で他の動

物がマネ出来ない行為をすると、常軌を逸する程、脳は異常に活性化する。頭の働きが悪

くなって、ボケてる人がいたら聞いてみ。読んだり、書いたり、歩いたりしてるかどうか。

絶対しちょらんから。読み書き歩き等をしててボケてるなら、その認知症は創価が作り出

してると見て、間違いなか 

 

あんま知られちょらんけど、読む、書く、歩く、指を使う等の他の動物がマネ出来ない事を

せんと、人は野生動物化（ボケる）するとさ。ボケて来たっていうのは、野生動物化して来

たって事やけん。読み書き歩き話す等をせんと、ボケ出す。脳が退化して、脳がその人を人

間として認めなくなったのがボケ 

 

廃用性萎縮って用語あんじゃんか。筋肉は使わんと、退化するって意味さ。宇宙飛行士っ

て、宇宙空間で数ヶ月過ごした後に地球に戻ると、人の助け無しじゃ、まともに歩けんじ

ゃんか 

 

無重力状態、浮いた状態だと、筋肉を使う事が無かじゃん。使わんと、筋肉は衰えて退化す

るけん、地球に戻ると歩けんごちなっとさ 

 

使わんと退化する。シッポも使わなくなったから、退化したわけで。尾てい骨が、その名残

として存在してるし。もしかしたら、シッポが千切れる程腰振った奴が、生存競争で生き

残っただけかもしれんばってんさ 

 

脳も筋肉、使わんと退化する。読んだり、書いたり、歩いたりして鍛えんと、衰えて野生動

物化する。鍛えればいつまでもボケずにいれるけん  
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180 センチはある巨大な女が、待ち合わせの目印にされてるのを見て、涙が止まらなくなっ

た、今日この頃やばってんさ 

 



そういや、学会員のババアからメール来てたな。オレのケータイ、ＳＭＳ（ショート メッ

セージ サービス。Ｃメール）を拒否設定出来ん 

 

ビビアンリーの写真を、プリント出来ないかな？とか、5歳上の紳士に惚れた。どうすりゃ

良いとか 

 

『男が女を求める理由は、種付けしたいから。精子を女の中に注いで、子孫を残そうとす

る本能が、女を求める理由。股間にわざと水をこぼして拭いてやれば、種付け機が作動し

始める』 

ってメールしたら、納得してなかったから 

 

恋愛は富士山。富士山てさ、遠くから見ると、感動する程綺麗なんだけど、近付いて登って

見ると、ゴミが散乱してて、ガッカリするとさ。好きな人も、遠くから見ると、カッコ良く

も可愛くも見えるけど、付き合って常に近くにいると、欠点が見え出すから、ガッカリし

て心が離れて行く 

 

鏡を遠ざけて見ると、綺麗に映るけど、鏡を近付けて見ると、シミ、シワ、タルミ、毛穴み

たいな欠点が見えるから、嫌気が差す 

 

恋愛は猫。人が離れると近付いて来るけど、こっちが近付くと離れて行く 

 

恋愛は花。水をやり過ぎると根腐れを起こす、かと言ってやらないと枯れる。やり過ぎて

もダメ、やらな過ぎてもダメ。たまにやるから生命力がみなぎって、可憐な花を咲かせる 

 

恋愛における熱力学の法則。こっちが熱くなると、向こうの気持ちは冷め始める 

 

登山をしてる時は、登る事に一生懸命だけど、登頂してその山を制覇すると、興味は別の

山に向いてる 

 

これらをまとめると、恋愛は付かず離れずが 1 番上手く行く、って送ろうとしたけど、面

倒くさかったから、送ってねぇわ  
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点いてないテレビを見て、大爆笑してるジジイを見た事がある者やばってんさ 

 

オレは、クズ人間て言われてる人らの生活スタイルを見て、何がその人をクズ人間にして

るのかを、分析して解明する事が好きさ 

 

オレの周りのクズ人間を例に出しても、誰も知らんやろうから、じゃあタレントを例に出

してみるわ 



 

芸能界随一の、クズ人間て言われてる、蛭子能収について調べてみた。この人、息子の歳、

娘の歳を知らん、孫の名前知らん（覚えられない）、葬式に行くと笑いが止まらなくなり顰

蹙（ひんしゅく）を買う、定食屋で『これマズい』って正直に言って、店主を怒らせる、思

ってる事を何でも口に出す等、トラブルが絶えんらしか。今は脳トレ運動して、少しは改

善したとかしないとか 

 

蛭子能収を、クズ人間にしてる原因はなんやろなぁと思って、色々調べてみたら、この人

の趣味が、パチンコ、競馬、競輪、競艇、とにかくギャンブルには目がないって事。暇を見

つけてはギャンブルに没頭する、無類のギャンブル好き 

 

このトピでは、しつこく触れて来たけど、世間では全く知られちょらん事実、『緊張、興奮、

不安、恐れ、リラックス、鬱等』みたいな感情が湧き立つ時は、脳を支配してる前頭前野

（理性）が著しく低下してる時。ギャンブルってさ、勝って大金を手にしたいから、緊張、

興奮、不安、恐れが異常な程湧きまくる。それが繰り返されると、理性が崩壊していって、

思った事を口にするようになるし、記憶力が悪くなるしで、野生動物化してくわけさ。ち

なみにタレントの坂上忍、吉高由里子等もギャンブル狂らしか。そういやこの 3 人、理性

のタガが外れてるもんな  
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中国産の食品は良くないと思って捨てていったら、食うもんが無くなった、今日この頃や

ばってんさ 

 

創価の実態を記した、文面の内容を変えたら、抜群に効果が出始めてるわ。世間の反響が

凄かけん、広めさせんように、下書き保存してるのを消すし、広め出したら、猛烈な眠気を

与えて阻止しようとするけんな 

 

そういや 9月 25日、このトピに『ここにヘリの事を書き込むと、ヘリや飛行機が頻繁に墜

落し出す。ただ、ヘリが墜落し出す事に注目させると、やり辛くなるのか、墜落させず、別

の方法で、メディアがヘリを話題にするような工作をしやがる、ヘタレのヘドロゴキブリ

創価』って書き込みしたら、2日後の 9月 27日、群馬で自転車レース大会で、ドローン（無

人小型航空機）が操作不能になり、墜落炎上したって、ニュースで言ってたな 

 

9月 29日、火事で家族を亡くした学会員に、創価が波動を悪用して火事を起こして、あん

たの家族を殺したって教えたら、翌日の 9月 30日に、大阪府岸和田で織物の工場が火事な

ったしな。こいつらは、『警察、公明党議員、学会員』この人らに、自分らの悪事をバラさ

れる事を何より嫌うわ 

 

創価のクソ共は、オレが書いた事や言った事をするけん。そういや福山が結婚する数日前

に、福山と吹石一恵の事調べたな 



 

例えばここに、『福山雅治が年内に離婚する』って書き込みをすると、福山は年内に離婚す

るけんな。創価は波動を悪用して、遠隔から意識操作出来るから、離婚させる事なんか、簡

単に出来るけん。前に学会員の息子が結婚したとやけど、オレが『すぐ離婚する。見ちょっ

てみ』って言った 1ヶ月以内に、離婚したけんな 

 

生態の周波数コードを読み取って、脳波パルス信号に、同じ周波数を送ると、波動が共鳴

して、その状態に切り替わるやろ。例えば、人が右に曲がる時の周波数コードを読み取っ

て、その周波数と同じ周波数を送ると、いとも簡単に右に行かせる事が出来るもんな。こ

れを利用すれば、好き嫌いの感情、食欲、性欲等を操る事なんか、造作もなか 

 

東大で講師してる牧野泰才って人が、何もない空間に映像を浮かび上がらせて、その映像

を触れる技術（空中触覚タッチパネル、超音波を使った技術）を開発して話題になってる

けど、この技術はすでに創価が、嫌がらせに悪用してる。ホントに、人が触ってるような感

覚なんだよな 
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シチューを作ったんだけど、スパイシーさが欲しくて、カレー粉を隠し味として入れてた

ら、カレーが出来た今日この頃やばってんさ 

 

ヘリの事を書き込みすると、ヘリや飛行機が立て続けに墜落し出す 

 

火事の事を書くと、火事が立て続けに起きる。8 日、広島のメイドカフェが火事。8 日夜、

大阪の岸和田の木材加工工場が火事。9日、広島繁華街のビルが火事 

 

福山雅治の結婚の事を書いたら、タレントが、立て続けに結婚し出す。タレントも知らぬ

間に、創価に被害を受けてるとさ 

 

8月 14日、このトピに、日本医師会、看護協会にバラマキした事を書いた 2日後の 8月 16

日、睡魔に襲われて、金子庄一郎って名の医師（53）が、衣料品店に突っ込んで、5人を死

傷させちょる 

 

精神病にしても、調べてみればわかるけど、公明党が与党になってから、精神科、心療内科

が急増、障害者手帳を持つ人が急増、向精神薬の売り上げ急増、教師の長期休暇急増、精神

障害になって労災請求する人が増加。逆に言うと、公明党が野党に転落、もしくは政界か

ら退けば、この卑劣な犯罪は激減するって事な 

 

公明党が与党になって、警察の人事権や予算を握れるようになってから（40年以上握って

る）、テクノロジー技術（軍事兵器を取り入れたもの）を頻繁に使い出して、秘密裏に多く

の人を病気にして来たって事 



 

こんだけ大規模（地球規模）かつ、高度の科学技術を使ったシステムは、国が介入しないと

運営は不可能 

 

この犯罪を、第三者に信じ込ますのは、旧司法試験より難しか。知識がない人は、まず間違

いなく精神病院行き。だってさ、『出かけるとヘリが低空飛行して騒音を立てる』『何百人

て人がつきまとう』『害虫を家の中に集める』等、被害者はみんな一様にこんな事言うから、

精神病扱いされて、精神病院に叩き込まれるわけさ 

 

一体不二、同体異名、異体同心の創価公明、こいつらが存在感する限り、世に平和は訪れ

ん。政治と宗教は、切り離さんと（政教分離原則）ロクな事にならんな。公明党が与党の座

から退く、いや、政界から永久追放されれば、病人、ケガ人、殺人、墜落事故、火災、地震、

津波等の災いは激減する。間違いねぇよ  
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1111 枚目枚目枚目枚目 

摘（つ）まんでたら『アン』が出た、今日この頃やばってんさ。いや、女の乳首の話じゃな

くて、饅頭（まんじゅう）の話な 

 

そういや創価の 4 番手の幹部から、メールボム（郵便爆弾、同じメールを大量に送る）来

て、その後こんなメール来てたな↓ 

 

『私は創価学会の幹部です。貴方は頭がおかしいのですか？人間がこのような力が持てる

のですか？であればなんでもできますね！貴方に対してピンポイントで痛みや病気を作り

盗聴しましょうか？これか事実なら神様みたいな存在で皆入信しますよ！あと、１日 10時

間以上も唱える信者が何処にいますか？そんな、頭おかしい人いたら教えてください！お

願い致します！』 

 

『創価は腐るほど金がある？んなわけないよ全くだよ（≧∇≦）因みに池田大作先生の家

を見てください！メチャクチャ小さな一軒家ですがね！』 

 

『筒抜けになったら個人情報が漏れとるってことかいな？監視システムは衛星 GPS ってこ

とないな？』 

 

『女の便所で尻ふくところまで見れたらそりゃ嬉しいけど、カメラが、無いと見れないの

は当然の事だよ！そんな、世の中進んで無いからね！』 

 

『俺より上は３人しかいないけど…あんた、頭大丈夫かな？因みに私は題目を毎日 15分し

かしてませんけど…』 

 



何回かメールのラリーが続いたけど、堂々巡りで平行線をたどったから、強制終了したわ  
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『俺より上は３人しかいないけど』→幹部からのメールの一部。自分より偉い人は、3 人し

かいないって意味だけど、1番上が名誉会長の池田大作、2番が会長の原田稔、3番が次期

会長の呼び声高い副会長の谷川佳樹と理事長の正木正明、これですでに 4 人。て事は、オ

レにメールして来た幹部は、谷川か正木って事か 

 

『これが事実なら神様みたいな存在で皆入信しますよ！』 

 

幹部から来たメールの一部だけど、この幹部のように、意識操作が出来るなら、世の中の

人を皆創価に入信させれるんじゃ？って疑問が出てくると思うけど、この犯罪は『違和感

を持たせず、怪しまれず、証拠を残さず』がコンセプト。病気を作る場合でも、バレないよ

うに、私生活を見て、私生活に沿った病気を作る程の、念の入れよう 

 

宗教になんの興味も示さなかった人らが、ある日突然創価に入るって言い出したら、違和

感持たれて怪しまれる。だから、何十年にも渡って病気にして、ゆっくりと時間をかけ入

れて行くとさ 

 

ただ、違和感を持たせずにやるのがコンセプトだけど、仏敵に対しては、あからさまに、攻

撃仕掛けて来るな。だから、仏敵にされてるオレは、創価のカラクリがわかるとさ。学会員

や幹部や一般人には、勘付かれんようにやるから、この犯罪のカラクリがわからんわけな  
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ハトのケンカに、巻き込まれた事がある者やばってんさ 

 

このトピの内容を本にすれば、バカ売れするやろな。10月 9日、このトピに『ヘリの事を

書き込みすると、ヘリや飛行機が立て続けに墜落し出す』『火事の事を書くと、火事が立て

続けに起きる』『福山雅治の結婚の事を書いたら、タレントが、立て続けに結婚し出す』み

たいなレスをしたら 

 

次の日の 10月 10日、タレントの釈由美子入籍 

 

2日後の 10月 11 日、新宿歌舞伎町のビルが火事。千葉県袖ケ浦市の住宅で火事。横浜市港

北区内で住宅全焼。12日、会津若松市で住宅 2棟全焼。14日、福島のいわき市で住宅一棟

全焼 



 

2日後の 11 日、アフガニスタンで兵士らを乗せたヘリコプターが墜落。13 日、熊本県阿蘇

市で小型航空機墜落。これら、みんなニュースで報道されちょった 

 

公明党は、オレが言った事、書いた事をヤるとさ。何でこんな事をするかっつぅと、自分ら

の悪事を広めさせんようにする為 

 

例えばさ、テクノロジー技術で火事にした事実を書くと、火事が多発する。火事の事を書

き込むたびに、火事が起きると、気が弱い奴は書き込めなくなる。それが公明党の狙い。悪

事を広めさせんようにする為に、書いた事、言った事をするわけさ 

 

オレはこれを逆手に取って、あえて火事やヘリの事を書く事にしちょる。そうすると、読

んでる人は、オレが書いた事がニュースで実際に報じられてるから、ビックリして周りに

広め出すし、真実味にも磨きがかかるようになる。公明党の、悪事を広めさせない手法を

逆に利用して、大いに広めるテクニック。公明のクソ共に、深い痛手を負わす、オレ考案の

テクニック。相手の力を利用して、相手に強いダメージを与える、合気道を模したスキル 

 

噂は倍になる、悪事千里を走る（悪い事は広まりやすい）、褒めて千人悪口万人（褒める人

が千人いれば悪口言う人はその 10 倍の万人いる）、人の口に戸は立たない（噂はだだ漏れ

になる） 

 

仮に、こいつらに屈して広めるのをヤメたらどうなるか。こいつらは今まで通り、多くの

人を病気にしたり事故に合わせたり、殺人をさせたり、自殺に導いたりして、やりたい放

題ヤる。オレが広めてるから、この犯罪は減って行く。間違いなく  
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集団ストーカーの被害者が、国に訴えを起こしても、国が全く動こうとしない理由は、こ

の犯罪が、ウケ狙いで『平和の党』を標榜してる、自民の腰巾着、金魚のフン、小判鮫、下

駄の雪の公明党が介入してる、国家犯罪だから 

 

公明党が与党の座にしがみつこうと必死なのは、野党になると、勝手気ままにやりたい放

題やって、私腹を肥やす事が出来なくなるから 

 

選挙に行って公明党に投票すると、自分で自分の首を締める事になる。かといって、選挙

に行かんと、池田大作を聖人君子だと思ってる学会員、マイナンバーがナンマイダーに聞

こえる学会員らの票（組織票）を持ってる、公明が有利に働く 

 

有権者は、選挙会場に足を運んで、公明党以外の党に入れれば、公明党は不利になる。例え

ば公明党に 9 票、維新に 8票入っちょるとする。ここで選挙会場に行って、2人が維新に入



れれば、維新が勝利する。行かないで誰にも入れなきゃ、公明党が勝利する。選挙に行かな

きゃ、ドデカイ組織票を持ってる公明党に有利な展開になるから、公明党を潰したい人は

選挙に行くべし 

 

公明党が与党になってから精神科、心療内科が急増した事や、公明党が病気を作り出す政

党って事を拡散させて、公明党の信用をガタ落ちさせよる。諸悪の根源、悪の元凶、悪の枢

軸、悪の元締め、悪の親玉の公明党は、害悪でしかなかてん潰すに限る  
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ワイルドさをアピールする為に、女の前では、肉を手掴みで食う事にしてる者やばってん

さ 

 

ノミを、高さ 30 センチの空き瓶に入れて、フタをしとくと、フタを外しても、ノミは 30 セ

ンチしか飛べなくなるとさ。10 センチだと、10 センチしか飛べなくなる。100 センチにす

ると、100 センチ飛べるようになる。つまり枠を作ると、ノミのジャンプ値は、空き瓶の高

さに、固定化されちまうって事さ 

 

ケニアとか、タンザニアにいるマサイ族ってさ、視力が異常に良かじゃんか。視力 10.0と

か、普通にいるけん。小さか頃から、地平線の彼方を見て、獲物の様子を伺ったり、遠くに

いる家畜の様子を伺ったりして来たから、研ぎ澄まされて、常軌を逸した視力になるとさ。

100 センチの空き瓶の中で育ってるから、100 センチ飛べるわけな 

 

マサイ族も、日本に滞在して何年にもなると、視力が低下して、1.0を切るっていうもんな。

日本に居ると、建物が立ち並んでるから、遥か遠くを見渡す事は困難だし、本やケータイ

を近付けて見たりもするから、ポテンシャルが落ちて、1.0 を切るわけな。10 センチの空

き瓶の中で育つと、10 センチしか飛べんようなる 

 

本来は、100 センチ飛べる能力を皆持ってんだけど、10 センチの空き瓶の中で育ったから、

10の能力しか出せんやったわけさ。能力も同じで、オレが教えた方法をやり続ければ、脳

機能は飛躍的に延びて、高品質なもんになる。100 センチの空き瓶に入れ替えたら、100 セ

ンチ飛べるようになるのは、理の当然 

 

音読や数唱やらで人格が変われば、付き合う人も変わって来るけんな。類は友を呼ぶ、類

をもって集まる、同病相哀れむ、波長同通、同じ羽の鳥は一緒に群れる（Birds of a feather 

flock together.）  
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歯科助手がおじさんだった、今日この頃やばってんさ 



 

創明党（創価公明党の略）は、オレが書いた事や言った事をヤる。火事の事を書くと火事が

起こり、ヘリの事を書くとヘリが墜落するけど、オレはあえて、火事やヘリの事を書くと

さ。書けば書いた通りの事が起きて、それをメディアが報じる。メディアが報じれば、オレ

の書き込みを読んでる人は、興味や関心が湧き立って、皆に広め出す 

 

この犯罪は、目に見えない波動を使ったもんだから、第三者に信じ込ませる事が難しかけ

ど、こうやってメディアを通して目に見えれば、皆信じるし、広まりも幾何級数的になる

わけさ 

 

これは過度に使うと毒になるけど、適度に使うと、創明党の悪事を広める絶大な拡散効果

があるけん 

 

何百万人、何千万人て人らに、何十年にも渡って、秘密裏に災いを与えて来た何百万人、何千万人て人らに、何十年にも渡って、秘密裏に災いを与えて来た何百万人、何千万人て人らに、何十年にも渡って、秘密裏に災いを与えて来た何百万人、何千万人て人らに、何十年にも渡って、秘密裏に災いを与えて来た、この犯罪

を断ち切るには、これくらいの事をして、拡散させる必要があるから、オレはこれからも、

火事やヘリのフレーズを、適度に出して行く 

 

料理に塩を入れると、味が引き立つけど、入れ過ぎれば、料理を台無しにするじゃんか 

 

酒は百薬の長っていって、少量だと薬にも勝るくらいに、健康促進効果があるけど、頻繁

に取り過ぎると、アル中になったり、肝臓をヤられたりで、色々と弊害が出る 

 

ヒジキには、無機ヒ素が入っちょるけど、少量食べる分には、食物繊維やミネラルも豊富

で、デトックス効果も期待出来る健康食品だけど、てんこ盛りにして爆食すると、ヒ素中

毒起こすやろ 

 

どれも、度を越すと毒になるけど、少量だと薬になる、諸刃の剣て事な  
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肉の量が 2 倍になったって聞いたんで、お得だと思って店に行ってみたら、値段も 2 倍に

なってた、今日この頃やばってんさ 

 

ナポレオンボナパルトが、こんな言葉を残しちょる。『人を動かす 2 つのテコは、恐怖と利

益』。病気にしたり、事故に合わせたり、殺したりして、恐怖を与えるやり方。活動に精を

出せば、功徳（利益）を与えるやり方。創価公明がやってるこの手法は、選挙活動や学会活

動に精を出させるのが狙い。ナポレオンがいう、人を動かすテコに他ならん 

 

そういえば、地元の各家庭にビラまきしといたわ。『公明党が与党になってから（権力握っ

てから）、精神科、心療内科が急増、障害者手帳を持つ人が急増、向精神薬の売り上げ急増、

教師の長期休暇急増、精神障害になって労災請求する人が急増。何百万人、何千万人て人



らに、何十年にも渡って、人知れず災いを与えて来た政党が、公明党です。逆に言うと、公

明党が野党に転落、もしくは政界から退けば、この卑劣な犯罪は激減します』やら 

 

『公明党（国）が軍事技術を悪用して、公明の支持母体、公明の栄養源である、創価の活動

家を病気にしたり、事故に合わせたりします。災いが降りかかると、信者は仏にすがって、

学会活動や選挙活動に精を出すようになります。その為、活動家には定期的に災いが降り

かかります』 

 

みたいなビラを、大量に地元にバラまいといた。当然、火事に関する記述も盛り込んで 

 

ビラをバラまいたら、静謐を保ってた活火山が、何らかの刺激によって、突如として噴火

したかのような反響ぶり。当たりの出たパチンコ台的な反響 

 

公明党の悪事のバラマキは、今までで 1 番効果有ったな。周知活動して暫くしてから、買

い物に行ったら、いつも貼られてる公明党のポスターが、剥がされちょったし 

 

書いたビラをコピーしてたら、コピー機が作動しなくなるし、ビラまきに行かせんように、

足に痛みは与えるし、パトカーに集団ストーカーさせるし、周知活動を食い止めようと、

躍起になっちょったな。公明党の悪事を晒されれば、公明票が減って死活問題になるから、

拡散させんように阻止しようと必死。反響デカくて、創明のクソ共に痛手を負わす事が出

来るから、これからは、公明党の悪事を中心に広めて行くわ 

 

公明の悪事をバラまいて、公明党を政界から叩き出さんと、この世に平穏は来ん  
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『動物の殺生は絶対に許さない！』って言ってた動物愛護団体の人が、学会員に対して『お

まえ、殺すぞ！』って言ってるのを、聞いた事がある者やばってんさ 

 

前に、酒やらひじきやらを例に出して、『度を越すと毒になるけど、少量だと薬になる』っ

てレスをしたけど、これは相づち（うなずき）に関しても、言えるわ。頻繁にうなずく人っ

て、話を聞いてないか、話を理解してない人が大半。頻繁にうなずかれると、適当に流して

る感が伝わって来て、聞く余裕のない人、器の小さい人っていう烙印を押される（毒） 

 

これとは対照的に、頻繁にうなずかず、溜めてうなずくと、器の大きな人だって思われる

けん（薬） 

 

例えばさ、話しをしてて、なかなか相づちを打ってもらえんと、この人ちゃんと聞いてん

のかな？って緊張した雰囲気になるけど、暫くして、大事な部分だけうなずく人なんだっ

てわかったら、張り詰めてた空気が緩んで、ホッとなる。大事な部分だけに相槌を打つ。頻

繁にうなずかず、溜め込んでうなずく。そうすると、緊張と緩和の原理で、信頼されるよう



になるし、器の大きな人だと、思われるようになるとさ 

 

いつも怒鳴り散らしてる人（緊張）が、時折優しい一面を見せると（緩和）、魅力的に映っ

て、信頼されるようになるじゃんか。これが逆だと効果は逆になる。いつも優しい人（緩

和）が、嫌な顔したり、怒鳴ったりする（緊張）と、信頼ガタ落ちになるし 

 

相づちも度を越すと毒になるけど、少量だと薬になる。程々が 1番 
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特盛りを頼んでしばらくしたら、並盛りを頼んでた横のデブに、特盛りが出された、今日

この頃やばってんさ 

 

カリスマに共通する事は何か。カリスマは、緊張や不安や恐怖を表に出さんとさ 

 

『うわぁ、緊張する！』『不安でしょうがないよ！』ってしょっちゅう言ってる人の側から

は、皆離れて行くけんな。不安は共鳴するとさ。本人は意識しちょらんけど、無意識の部分

でそれを感じ取って、自分自身も不安を覚えるから、不安を口にする人からは離れるよう

になるとさ 

 

カリスマは不安を口にせん。信じて疑わない、みなぎる自信を持っちょる。その姿に共鳴

して、自分自身も安心出来るから、カリスマの元には人が集まる 

 

じゃどうやれば、カリスマに近付けるか。自信があるフリ、ハッタリをかますだけ。自信が

あるように振る舞う、ただそれだけ。はったりは繰り返すと、本物の自信になるけん。行動

は、この上ない最上級の自己暗示 

 

例えば、メガネをかけだした当初は、違和感あってぎこちなかけど、毎日つけてると、その

うち違和感が無くなって、めがねを外す事が恥ずかしくすらなる 

 

地味な人が派手な服を着るのは抵抗あるけど、無理して着てると、それが板に付くように

なるし 

 

以上の例からもわかるように、自信があるかのようなハッタリも、繰り返すと本物の自信

になるって事な。行動を起こすと、感情は後からついて来る  
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自販機の購入ボタンを押してもジュースが出て来んて言うて、ギャルがブチギレて、自販

機を蹴飛ばしてたけど、単に金を入れてなかっただけだった、今日この頃やばってんさ 

 

『事実と違う記述が一点でもあったらどのようにして責任をお取りになりますか？』→ 

 

希代のワル、池田大作が作り出した創価と公明党が、軍事技術を悪用して、多くの人を人

知れず病気にしたり、秘密裏に事故に合わせたり、集ストで追い込んで自殺させたり、キ

レさせて犯罪者に仕立てあげたり、精神病にして、社会的に失墜させたりして、悪の限り

を尽くして来た事は、紛れもない事実。創価公明に被害を受けて、人生をズタボロにされ

た人らに、ちゃんと責任取れんだよな 

 

この犯罪は、総体革命（政界や経済界や財界や医療界やらの各分野に、創価信者を送り込

んで、日本を乗っ取りする革命）で、防衛省やら警察やら大企業やらマスメディアも絡ん

で来るけど、その根幹部分には公明党がいて、創価公明が、この大規模な犯罪の主犯格な

のは間違いなか。このクソ党を、与党の座から叩き落として、政界から叩き出せば、軍事技

術を悪用した、この大規模犯罪は激減するから、オレはこれからも、公明党の悪事を中心

に広めて行く 

 

『創価学会の会員さんが全員新上さんがおっしゃるような人々ではありません』→ 

 

だから、このトピの NO.111 に、『創価信者自体は、良い人が多かけど、創価に入ってる時

点で、世間は学会員を害虫扱いする』って、書き込みしちょる。人間性に関してのみ言え

ば、創価信者は良い人が多かけど、瓶の口から水が溢れるかのように、重機関銃で納屋を

なぎ倒すかのように、機関銃的ラピッドファイヤー的な勢いで、まくし立てて言い寄って

来る厄介者が、たまにいるけど、基本良い人が多か 

 

ただ、泥が入ったコップ（創価）に純度の高い水（学会員）を注いでも、コップの水は害で

しかなか。純粋無垢な信者ばかりいても、創価自体が悪だから、世間は皆信者を害とかし

か見らんとさ。泥水を、美味いから飲んでって勧めて来るのが、創価信者なわけな 
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青少年に良影響を与える為に、エロ本のビニールを外しといてあげた、今日この頃やばっ

てんさ 

 

『なぜ新上さんは、こんなスレッドをおたてになったのでしょうか？』→ 

 

この犯罪を取り締まる法整備が成されちょらんから、法整備をせざる得ない状態にする狙

いや、拡散する事での犯罪の抑止効果や、何も知らずに創価に入信する情報弱者を減らす

狙いもあり 

 



ロムってる人らに問題。下のヒントから導き出される、組織名は？ 

 

人工衛星を使った軍事技術の悪用で、日本全国、世界各国どこに居てもピンポイントで痛

みを与えれて、どんな病気でも作り出せ、どこに居ても監視盗聴が出来る技術を持った組

織 

 

この軍事技術を悪用して、学会員を病気にしたり、事故に合わせたりする組織。学会員を

病気や事故に合わす事で、利益が得られる組織。学会員は病気や事故にあうと、仏にすが

って、選挙活動や、学会活動に精を出すようになる 

 

この技術を使って、人や鳥や虫や信号やらを意のままに操って、嫌がらせに利用してる組

織 

 

警察に通報させないように、警官を操って、パトカーに集団ストーカーをさせる組織。パ

トカーの集団ストーカーは日本全国でやってるから、日本全国の警察関係者を、監視盗聴

出来る組織 

 

創価の悪事を広めると、ヘリを墜落させたり、全国至る所で火事を起こして、悪事を広め

させんように、圧力や脅しをかけて来る組織 

 

救急車のサイレン音で、ノイズキャンペーン（騒音の嫌がらせ）をする為に、わざわざ重病

人を作り出す冷血な組織 

 

いつも観てるテレビのチャンネルだけ、映らなくさせたり、いつも買ってる品物だけを店

頭から無くさせたり、ケータイを繋がらなくさせたり、PCやケータイに創価や公明党の悪

事を書いて、下書き保存してるのを消せる組織 

 

タレントが結婚した事を掲示板に書くと、タレントが立て続けに結婚し出す。これはタレ

ントすらも、監視されて生活事情を知られてる証し。何百万人、何千万人を監視出来る大

規模なシステムを持った組織 

 

その組織が権力を手にしてから、なぜか全国の精神科、心療内科が急増。はい、この組織名

は何明党？ヒントＫ明党。この犯罪はＫ明党が介入してる国家犯罪  
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沖縄県知事が頭に乗っけてるベレー帽が、地元の雑貨屋に売ってた、今日この頃やばって

んさ 

 

『拡散させるという言霊自体がテロリストが細菌兵器を拡散させるみたいな波長になって』

→ 



 

あんたにとっては、公明党の悪事のバラマキは、ウイルスを拡散させてるように映るんや

ろうけど、創価公明と無関係の人にとっては、オレがやってるバラマキは、ウイルス感染

を予防するワクチンな 

 

オレがバラマキしてるから、この犯罪は減ってく。マジックでもさ、タネを知られてると、

やりづらくなんじゃん。YouTubeでメンタリスト DaiGoが、人の心を操って、思った通りの

好きな色のカラーボールを、相手に選ばせるパフォーマンスをしてたけど、あのボール、

マジックショップに売っちょる 

 

振動を感知するセンサーが内蔵されたボールと、ボールが振動を感知したら、微かな電流

が流れる装置が、1セットで売られちょる 

 

使い方は至ってシンプル。相手がボールを持ち上げると、ボールに内蔵されちょるセンサ

ーが振動を感知して、体に取り付けてる装置に電流が流れ、どのボールを取ったかがわか

る仕掛け。赤いボールの装置を足に、青いボールの装置を腰にって具合に貼っとけば、相

手が右手に赤、左手に白とか取った場合でも、簡単に当てれる 

 

ヘルメットやハサミとかでもやってたけど、それらにセンサー取り付ければ、カラーボー

ルと同じ原理で当てれる 

 

当てた後に、心理テクニックを駆使して当てたように言ってるけど、実はタネがあるって

いう。あのタネを皆に知られた状態じゃ、DaiGoもあのトリックはやりづらくなる 

 

『汚い言葉を発したり攻撃的な文字や文章を投稿したらそのエネルギーはすべて御自身に

返ってくる』→ 

 

前にもコメントしたけど、テレビドラマやバラエティーやワイドショーって、ＣＭを見せ

る為の、いわば客寄せパンダやろ。ＣＭがメイン、ＣＭありきのドラマやバラエティーさ。

ドラマやバラエティーは、引き立て役なわけな 

 

オレが書いてるレスの数々も、創価公明の悪事を、より多くの人に知ってもらう為の、客

寄せパンダにすぎん 

 

ボクサーの亀田興毅が、相手選手に過激な発言をして挑発すると、世間の注目を集めて、

視聴率が凄まじく延びるやろ。あのパフォーマンスも、多くの人に見てもらう為の、客寄

せパンダにすぎんわけで  
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『お釣りはいらんけん、取っとちょってって』って言って、カッコつけて店を出ようとし



たら、『70 円足らん』て、言われた事がある者やばってんさ 

 

ちんちん党（公明党）の悪事を、広めまくりよる。ちんちんてさ、子々孫々に渡って命を繋

ぐ、神聖なもん（精子）が出る所だけど、同時に老廃物（小便）が出る所でもあるじゃん

か。神聖なもんと、害悪なもんが同じ所から出る。平和団体と言いながら、裏では悪の限り

を尽くしてる、創価公明党のように 

 

創価の悪事のバラマキよりも反響がデカい、公明の悪事を、政治家、全国の役所、警察等、

全国に拡散中。効果は抜群。オレがバラまいてる文書を、後で載せとくから、被害を受けて

る人は、その文書をプリントアウトして近所にバラまけば、被害は改善していく 

 

気付いてる人も多いと思うけど、No.133 や No.136に『拡散させるという言霊自体がテロリ

ストが細菌兵器を拡散させるみたいな波長になっており戦争が新たな戦争を生む連鎖スレ

ッドになってる』って書き込まれて、その数日後の 13 日（日本時間だと 14 日）に、パリ

で同時多発テロ勃発 

 

創価公明が、秘密裏にやってるこの犯罪は、人工衛星を介してやる軍事技術を悪用した国

家犯罪だから、地球上のどの地点にいても、人の意識を操作して操り人形かの如く、犯罪

に駆り立てる事が可能。今回のパリの同時多発テロみたいに、テロリストの怒りの感情を

高めさせて、犯罪を起こすように持って行くのは、創価のおハコ芸 

 

書いた事を現実に起こし、このトピを見てる人に恐怖心与えて、自分らの悪事を広めさせ

ないようにする、恐怖支配の一枚岩で成り立つ、創価の手法 

 

この犯罪は、総体革命（政界や経済界や財界や医療界やらの各分野に、創価信者を送り込

んで、日本を乗っ取る革命）で、防衛省やら警察やら大企業やらマスメディアも絡んで来

るけど、犯罪の主犯格は創価公明。それらに所属してる創価信者が、連携しながら指導し

てやってる、国家犯罪やけん。間違いねぇから 

 

救急車のサイレンで嫌がらせする為に、わざわざ重篤な患者を作り出したり、何年にも渡

って執拗に集ストして、逃げ道を与えず、追い込んで自殺させたり、キレさせて犯罪を起

こさせたり、精神疾患にして社会的失墜させたりする、陰惨めいた所からみても、この犯

罪が宗教臭帯びてて、宗教家が指揮してヤらせてんのが、よくわかるじゃんか  
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クリスマスイブに、プレゼントを期待して、居間に靴下を置いといたら、翌日靴下が、洗濯

カゴに入れられてた事がある者やばってんさ 

 

人間心理ってのは面白いもんで、自分の存在が明らかにされない場合、他人に対して、冷

酷なまでに大胆な振る舞いが出来るとさ。ここまで陰惨な事が出来るのは、この犯罪が世



間に認知されちょらんから 

 

創価をネット検索すれば、仏敵にされた人らが、ブログやら掲示板で、創価被害を訴えて

る書き込みを目にするけど、世間はその被害者を、統合失調症の狂った人だと思ってる人

が大半 

 

創価の嫌がらせは、統合失調症と重なるように、計算してやるから、被害を訴えると、被害

者はキチガイ扱いされるわけさ 

 

鳥や犬やヘリを操ってやるノイズキャンペーンにしても、行く所行く所にストーカーが現

れる、集団ストーカー（ギャングストーカー、ガスライティング、コインテルプロ、自殺強

要ストーキング）にしても、これらの被害を受けてる被害者が、『何千人て人らにストーカ

ーされてます』『犬がタイミングにあわせて鳴きます』『パトカーがストーカーします』っ

て力説すればする程、世間は『こいつ狂ってる』って思うだけで、この事実を信じる人はお

らん 

 

この犯罪が、世間に認知されちょらん要因は、被害者が訴えても、キチガイと思われて、信

じてもらえんてのが、ひとつ 

 

パトカーを操って警官に集ストさせ、警察に通報させないようにして来たってのが、ひと

つ 

 

創価の悪事を広めると、攻撃をして広めさせないようにして来たってのが、ひとつ 

 

こういう風に、悪事を広めさせない工作を、2重にも 3 重にもして来たから、世間に認知さ

れちょらんわけさ。過去に、警官 100 人以上と話したけど、この犯罪を知ってる警官は、

ゼロやったし。世間に認知されちょらんから、こいつらヤリたい放題やるわけな 

 

この犯罪の被害を受けてるって実感してる人で、この犯罪を一般の人に信じ込ませた人は、

殆どおらんやろ。被害者は、皆自分らの被害だけを訴えちょる。自分に降りかかる被害だ

けを訴えても、第三者は大して関心を持たん。所詮他人事。自分らにも火の粉が降りかか

るような事を書かんと、人を動かす事は出来ん 
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歌う気満々でカラオケに行ったのに、歌の選曲に時間を取り過ぎて、お菓子だけ食って、

帰った事がある者やばってんさ 

 

問題を解決するには、まず根本の原因を突き止めて、その原因を解消して行くに尽きっと

さ。例えると、ゴキブリホイホイと、ホウ酸団子の違い。ゴキブリホイホイは、表面上のゴ

キブリしか駆除出来んけん、しばらくしたら、また湧き出て来るとさ 



 

ホウ酸団子は、団子を食べたゴキブリだけじゃなく、そのゴキブリのフンを食べたゴキブ

リまで駆除して、最終的には巣ごと根絶させる。ゴキブリホイホイは対症療法。ホウ酸団

子は根本治療 

 

創価被害者のブログなんか読むと、集ストを、いまだに人を使ってやらせてるって思って

る人が多かけど、これは根本原因が間違ってるから、いつまでたっても解決はせん。根本

原因を掴んで、その原因を取り除かんば、問題の解決はありえん 

 

http://nico-observer.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=6679264 ←ここの掲示板に、オレが

バラまいてる文書を載せとく 

 

創価犯罪の根本原因も書いてるし、世間の人らにも、被害が及ぶ事を教えてるから、この

文書をプリントアウトして広めれば、広まりは幾何級数的になるし、この犯罪が認知され

るようにもなるとさ  
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犬小屋だと思ってたら、知り合いの貧乏人ちだった、今日この頃やばってんさ 

 

オレが書いた文書のバラマキ、反響デカくて、凄まじい程の効果をみせちょる。No.139に、

バラマキしてる文書のＵＲＬを載せといたら、いつの間にか消されちょるけど、『希代のワ

ル、池田大作が作った公明党（創価）』←これでググれば、消された文書が出て来っけんが。

その文書をプリントアウトして広めていけば、公明党は間違いなく潰せっから。オレが書

いた文書でしか、こいつらに壊滅的な打撃を与える事は不可能。また消されりゃ、その都

度書き込みしてくわ 

 

11/29の No.137に、全国の役場に創価公明党の悪事をバラマキした事実を載せた翌日、東

京の稲城市役所に灯油をまいて火をつけた男が捕まってたな。書いた事が、ことごとく起

きちょる 

 

『キツイ気持ちの歩みは何とか』ってハンネのおまえ、オレが何ヶ月もかけて、地球規模

の犯罪の実態を書き込みして来てんのに、意味わからん 20 近くのクソレスで、読みづらく

してくれて、サンクス。ここまで空気読めんおまえが、今まで殺されずに来た事が、不思議

でならん 

 

『始めの数行みてコメント致します』←おまえには無理だろうけど、ある程度読んで、全

体の流れを把握してから、書き込めな。それが無理なら、書き込みは控えた方が良かぞ 

 



『最後に』って書いた数分後に連レス。『主さん、他のレスコメントさん方、大変ご迷惑を

ゴメンなさいね』って書いてるくせに、その数分後に迷惑三昧の連レス 

 

こいつのレスが全て削除されたら、また書き込みに来るわ。規約読んだら、レスが削除さ

れれば、ペナルティーが付いてレス禁になんだってさ。んじゃな  
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ミニスカギャルが、笑顔で手を振りながら、こっちに向かって走って来たから、笑顔で手

を振り返したら、オレの後ろに、その女の彼氏がいた事がある者やばってんさ 

 

前に、異性が自分に興味あるかないかを、瞬時に見抜くスベを教えたじゃんか 

 

『相手が自分を見てから、1分以内にもう 1度見て来たら、あんたに興味があるとみて間違

いなか』って内容のやつ 

 

人間てさ、1度見た対象物に興味が無ければ、再度見ようとはせんとさ。例えばさ、何気に

路上の石ころに目がいった後に、再度その石ころを見ようとはせんやろ。再度見る時は、

対象物に興味がある時。『目は口ほどに物を言う』っていう格言があるように、目には本心

が如実に出るとさ 

 

この性質を知ってれば、キャッチセールスや、ナンパ成功率が格段に上がる 

 

相手が乗り気な時、脈があり、押せば良い返事がもらえる時は、こっちの目を見て来るけ

ん 

 

遠くを見たり、視線を外したりして、全く目を合わせて来ない人は、話したくない意思表

示やけん、押してもムダ 

 

話してる途中で、視線を外し出したら、興味を無くした証。『目は心の窓』、緊張や嫌悪感が

ある時は、相手のを見ようとはせん。相手に対して、心を閉ざしてる証 

 

昔、廃屋の瓦の間から覗く、雑草みたいな頭したオヤジが、ナンパしてる光景を目にした

事があるとやけど、ナンパされてる人は皆、視線を別の方に向けてたもんな。目を見りゃ

本心がわかる 

 

あと、つま先ってさ、興味がある人の方を向くし、心を開いてると手がパー（グーは心を閉

ざしてる）になるから、目を合わせて来て、かつ、つま先が自分の方を向いて、手がパーに

なってたら、まず間違いなくイケる  
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テレビで『クリスマスケーキは買う派ですか？作る派ですか？』って言ってるのを聞いて、

知り合いの貧乏人がボソッと『買えない派』って言って、涙腺のリミッターが外れた、今日

この頃やばってんさ 

 

オレが書いた文書の、パトカーの集スト部分の表現を変えたら、凄まじく効果が出たわ。

全国に拡散しよる 

 

『警官は、自分が操られてる事に気付いてません。 

 

これらは全国でやってますから、警察関係者は知らぬ間に、多くの人に恨みをかってるっ

て事です』←自分らにも、火の粉が降りかかるように書いたから効果抜群だわ。盛って書

いてるわけじゃなくて、実際に知らぬ間に恨みを持たれちょるし 

http://megane122.webdeki-bbs.com/?bbs_id=megane122&mode=pr&parent_id=2403←変えたのがこれ 

 

創価被害者のブログを読むと、皆一様に、自分に降りかかる被害内容だけを載せちょる。

街中でも声張り上げて周知活動してるみたいやけど、皆自分の身に降りかかる被害内容が

主。耳にタコ、そのタコの煮付けで 1 人前の料理が出来るくらいに、しつこく書いて来た

けど、人は自分が 1 番可愛かけん、自分らにも火の粉が降りかかる事を教えてやらんと、

他人事としか感じらんから、世間は大して興味を持たん 

 

創価に何らかの被害を受けてる人は、オレが書いた文書を警察に持って行って、自分が受

けてる被害内容を言う。そうすれば、被害は減る。警察に教えとかんと、こいつらの悪事は

エスカレートすっけん。近所にバラまく、病院や消防署や役所等の意見箱に入れて、拡散

させる。バラまくと攻撃して来っけど、かといってバラまかんと、終わりのない監視盗聴

や、似非病等を与え続けられる事になるけんな 

 

警察に言うのは対症療法。警察に言ったからって、この犯罪が根絶するわけじゃなかけど、

減っては行くけん。根絶させるには、オレが書いた文書を多くの人に知ってもらって、公

明党を潰す事 
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朝バナナダイエットが流行った時に、どの店からもバナナが消えて、バナナに希少価値が

出たから、バナナをゲットすべく、あちこちの店を走り回って、3 キロ痩せた事がある者や

ばってんさ。このダイエット法を、バナナを訪ねて三千里ダイエットって、オレは呼んじ

ょる 

 

オレさ、生き物の性質を見つけ出す事が趣味なんやけど、生き物に備わってる性質を知る

と、相手が自分に興味あるかどうかもわかるし、相手をこっちの望み通りに、コントロー



ルしたりも出来るけんな 

 

例えば、前にも書いたけど、人は興味ん無かもんは、何度も見んとさ。何度も見てくっと

は、興味がある証 

 

例えば、条件反射で有名なパブロフの犬。犬にエサを与える前に、毎回鈴を鳴らすと、鈴の

音を聞いただけで、犬はヨダレを垂らすようになる（差し入れし出してから、知り合いの

貧乏人も、オレが現れるとヨダレ垂らすようになったけん） 

 

この、生き物に備わってる条件反射を応用すれば、人をコントロールする事も出来るけん 

 

条件反射は、応用範囲が無限大。ひとつ例を出すと、相手が試験に受かったとか、宝くじが

当たったとかして、大喜びしてる時に、相手の肩に手を置くとさ。大喜びしてる時に、毎回

肩に手を置く。そうすると、『喜び→肩に手』っていう条件反射が形作られるけん。条件反

射は、繰り返して水路付けされたもんやけん、相手が塞ぎ込んだ時ですら、肩に手を置け

ば、素早く回復させて、元気付ける事が出来るし 

 

『顔色悪かよ』って、会う人会う人に言われると、条件反射が形成されて、ホントに病気に

なるじゃんか。て事は、あいつと会ったら、『顔色悪かよ』って言うように、皆と口裏合わ

せれば、意図的に病気にする事も出来るって事 

 

条件反射を使えば、元気にする事も病気にする事も出来る 

 

ナイフ（メス）は外科医が持てば、人を生かす道具になるけど、狂った奴が持てば、人を殺

める道具になるとさ。条件反射も使う人のモラルによって、毒にもなれば薬にもなる諸刃

の剣て事 

 

人に備わってる性質を知れば、コントロールも意のまま  
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子供の頃、塩をナメクジに振りかけると、小さくなって消えて行くって事を知って、横の

子の股間に塩を振って、ちんちんを消そうとした事がある者やばってんさ 

 

『キツイ気持ちの何とか』ってハンネの書き込み、まだ消えちょらんな。突然発生して、荒

らすだけ荒らして爪痕残して行った台風みたいな様相を呈しちょる。こいつのハンネ、ヘ

クトパスカル（気圧の単位）で良いやろ 

 

いや、こいつにヘクトパスカルっていう、カッコイイハンネはもったい無かな。『屁クソ パ

スカル』で 

 



こいつ、NO146の『支離滅裂で何言ってるのかさっぱり分からない。文章能力がちょっと足

りない』ってコメントで、怒り心頭になってんのな 

 

台風は海水温、海水の熱を取り込んでデカくなるけど、こいつは怒りの熱エネルギーでデ

カくなって、荒らして行ったんやな 

 

チビにチビって言うと怒っけど、ノッポにチビって言うても怒らん。デブにデブって言う

と怒っけど、ガリにデブって言うても怒らん。人は真実を突き付けられると怒る。つまり

劣等感ていう傷に、塩を塗り込まれたから、こいつはキレてんだよ  
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知り合いの貧乏人からもらった豆腐が、カタ過ぎて包丁で切れなかった、今日この頃やば

ってんさ 

 

条件反射（水路付け）を使えば、コントロールも意のまま 

 

条件反射、吠え癖のある犬の矯正にも使えるけん。犬がムダ吠えしたら、犬の首を締めた

り、怒鳴りつけたりするとさ。吠えるたびに、そうすると、吠える→首締められる→不快、

っていう水路付けが成されて、吠え癖が改善されるけん。アボアストップっていう、ムダ

吠え防止首輪が売ってるけど、あれも条件反射を利用した矯正法。犬がムダ吠えすると、

首輪からシトロネル（植物）っていう、犬が嫌う香りがして、ムダ吠えを直すもんな 

 

条件反射を使えば、惚れさせる事も出来るけんさ。これ教えて良いんかな。この技法、凄ま

じく効果があって、ストーカーを増やす事にも繋がるけん、やるなら自己責任で 

 

惚れさす場合はやり方が違って、水路付けをしたら、たまに別の水路を作るとさ 

 

例えば、パチンコや競馬ってさ、たまに勝つから、のめり込んでハマるわけじゃんか。ずっ

と負け続ける、もしくは、ずっと勝ち続けると、不思議なもんで、のめり込まんけん。負け

が続く、負けが繰り返されると、負けるってのが水路付けされるわけさ。水路付けされた

状態で、たまに勝って、勝つっていう別の水路が出来ると、本水路の流れが悪くなって、留

まりやすくなるとさ。これがのめり込む原因 

 

魚釣りにしても、たまに釣れるからハマるとさ。釣れなくてもつまらんし、釣れ過ぎても

つまらん 

 

パンツにしても、見えんのもつまらんし、サザエさんのワカメみたいに、始終パンツが見

えてても、つまらんとさ。チラリズム、たまに見えるから、ハマるわけな 

 

人は『水路付けされた所に、別の水路を作られると、のめり込んでハマる』って事。これを



利用すれば、自分に惚れさせる事が出来るとさ 

 

例えば、毎日メールをして、メールする水路付けをする。水路付けしたら、5日に 1 回、全

くメールしない日を作って、別の水路を作る。毎日電話に出てたのを、5日に 1 回全く出な

い日を作る。冷たい対応をしてたのを、5回に 1 回の割合で優しくする。毎回誘いに応じて

たのを、5回に 1 回は断るって具合にやると、相手はこっちに夢中になるけん。これ、効き

過ぎてストーカーになる率が高かけん、やるなら自己責任で 

 

ただ、相手が自分に嫌悪感を持ってる場合は、効果は薄かって事を、付け加えとく  
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福袋をもらったとやけど、中を確認したら、お菓子の食いカスがつまってて、『これ捨てち

ょって』言われた、今日この頃やばってんさ 

 

前に、公明党の悪事を書き綴った文書を、地元にバラまいたら、キレた町民らが、公明党の

ポスターを剥がしてたって話をしたけど、その数日後には、『公明党の人気を落としてなる

もんか』って言わんばかりに、ポスターが至る所に貼られ出したっさ。最近、創価や聖教新

聞のＣＭも増え出したやろ。これは、何を意味してるかっていうと 

 

よくさ、『看板が大きな歯科医院は、腕が悪いから、行かない方が良い』っていうじゃんか。

腕が良ければ、火の粉が燃え広がるように、口コミで噂が広まって繁盛するけん、看板を

デカくしたり、宣伝しまくる必要がなかわけな。腕が悪いとか、待遇が悪いとかで、人が来

んから、宣伝しまくって、人集めに躍起になるとさ 

 

創価学会や公明党が宣伝に躍起になるのも、悪事が世間に知られ出して、支持する人が激

減してるからに、他ならん。過剰な程の公明ポスターの貼り付け、昔は殆どして無かった

創価ＣＭの増加、これらは創価学会が衰退してる証。何万通もバラまいて来た、オレの文

書が効いてる証 
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ワキガの知り合いが帰った後、キムチを開けたのに、いつもは激クサのキムチ臭が全くせ

んやった、今日この頃いかがお過ごしで 

 

NO.161 に、手直しした、創価公明党に壊滅的なダメージを与える文書の URLを載せといた

ら、予想通り消されちょる。削除パスワードを設定して書き込みしたとやけど、こいつ削

除パスワードを見て、消しちょる 

 

『希代のワル、クソ豚ションベンハゲの池田大作』でググれば、手直しした文書が出るけ



ん。オレが書いた文書、凄まじい程の効果があるばい。色んな人に読ませたけど、オレの文

書読んで、信じなかった人はおらんから。40年以上創価に在籍してる、狂信者のババアで

すら、信じてて反論出来なかったくらいやし 

 

創価に被害を受けて来た人は、オレの文書をバラまいて、創価学会公明党のクソ共に、深

い痛手を負わせて、今までの恨みはらすべし。痛み与えて来たり、電化製品を壊されたり、

気分が優れない状態にされたら、警察に行って、オレの文書を見せて、被害内容を言えば

被害は減って行くけん 

 

この犯罪って、信じられんやろうけど、世の中の大半の人の私生活を、24時間体制で、監

視盗聴してるとさ 

 

この犯罪は、人工知能の技術を取り入れてるから、設定すれば、この世の殆どの人を監視

出来るけん。その家庭の家族構成、生活スタイル、家庭環境なんかの情報も、全て知り尽く

しちょる。これをするとアレルギー反応が出るとか、誰と仲良くて誰と仲が悪いとか、食

べ物の嗜好品に至るまで、全て把握して、仏罰や功徳に利用するし、不届き者を懲らしめ

たりもするけんな。1 人の個人情報ですら膨大になるのに、この世の大半の人の管理なん

か、人間には出来ん。そんな事したら、過労死するわ。高度の科学技術を使ってるからこ

そ、成せる技 

 

寝た時だけ、股の締め付けをする事もされたとやけど、24時間どのタイミングで横になっ

ても、横になった時だけ、締め付けするとさ。この人工知能、人の行動全てを理解しちょ

る。ヘリのノイズキャンペーンも、忘れずに毎日決まった時間に、飛んで来るけど、設定は

人がして、後は人工知能がやりよる 

 

この犯罪を無くすには、オレが書いた文書をバラまきして、より多くの人に、こいつらの

悪行を知ってもらって、公明党を政界から締め出す以外無か  
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【今日の格言】女の酔いやすさは、横の男のカッコ良さに比例する 

 

この掲示板に、タレントの結婚の事を書くと、タレントが立て続けに結婚する。創価の悪

事を書いた文書を広めると、恐怖を植え付けて広めさせんように、地元の死んでも違和感

のない、弱った年寄りを立て続けに殺す 

 

これは何を意味するかっていうと、世の中の殆どの人の、家庭環境や生活スタイルを知り

尽くしてるって事 

 

人工知能が、24時間体制で個人を監視盗聴をして、情報を取り込み管理し、創価の用途に

応じて、それに適した人間を瞬時に選び出して、ヤってるって事さ。検索エンジンに、キー



ワードを入力すれば、数秒でそれに適したワードが、引っかかるかのように 

 

音声認識 Siri機能のついたスマホに向かって話しかければ、Siriが言葉を認識して、目的

地までの最短ルート、今いる所の近場にある飲食店に至るまでを、瞬時に見つけ出すかの

ように 

 

抜群のタイミングでヤる集ストも、ノイズキャンペーン（騒音の嫌がらせ）も、そこにいる

適した人を瞬時に見つけ出して、人工知能が計算してヤってる 

 

そう言えばこの前、地元の老人が 2人死んだわ。ひとりは 79歳のじいさん。もうひとりは、

歳はわからんけど、こっちもじいさん。2人に共通する事は、オレが文書を配ってなかった

ってとこ。2人共、家が高台にあったけん、配って無かったとさ。うちの地元、人が死ぬと

放送するから、見に行ったら鯨幕出ちょった 

 

創価の悪事文書を、広めようが広めまいが、こいつらは災いを与えて来る。広めなければ、

一生こいつらに監視され続けて、病気にされたり、事故に合わされ続けるけんな 

 

広めれば、最初は攻撃して来るけど、徐々に減り出す。この地球規模の犯罪を、一般人もだ

けど、警察関係者が全く知り得ちょらん事実。警察関係者が全く把握しちょらんから、こ

いつらヤりたい放題ヤるとさ。集スト被害者、このトピ見てると思うけど、警察には言っ

といた方が良か。警官を操って嫌がらせしてくるけど、気にせず訴え続ければ減っていく。

オレが警察署、警察本部に何百って広めてるから、減っては行くけどさ。広めずして、この

犯罪が終わる事は無か 
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たまに見る人を、妊婦だと思ってたら、単に腹が出たデブだって事が、最近わかった者や

ばってんさ 

 

『最近夜車で走ってるとハイビームにして走ってる車とよくすれ違ったり後ろに付いて来

られたりするんですけど、これも創価の仕業ですかね？』 

 

→オレの文書をバラマキしてから、そういった被害が増えたんなら、間違いなく創価の仕

業。数ある創価の嫌がらせのひとつに、ブライティング（Brighting）っていう、光を使っ

た嫌がらせ手法があるとやけど、まさにそれ 

 

条件反射を利用した、『アンカリング』やら、騒音による嫌がらせ、『ノイズキャンペーン』

やら、カート、乳母車を衝突させてくる『コリジョン』ていう、衝突キャンペーンやら、集

団でバカ騒ぎする『ストリートシアター』やら、隠しといたエロ本の事を、電車に乗った乗



客がほのめかして来る、『ほのめかし工作』やら、『モビング』っていうリストラ工作やら、

こいつらの嫌がらせの手法は、多岐に渡るけど、全てに共通する事は、人工知能が波動を

使って、タイミングやらを計算し、人を操ってやってるって所。こいつらの嫌がらせって、

次から次に定規で測ったかのような、神懸かった抜群のタイミングでやるじゃんか。これ

は、高度の科学技術を使ってやってる証 

 

頻繁に嫌がらせをして来るようなら、警察に行ってオレの文書を見せて、創価に嫌がらせ

を受けてるって事を伝えれば、被害は減るけん 

 

こいつら、自分らの悪事を広められる事を、凄まじく嫌がるとさ。オレが掲示板に書き込

みした事を、実際に起こして殺して見せるのも、見てる人らに恐怖を植え付けて、広めさ

せんようにする策略やし。人を殺してまで、広めさせんようにするって事は、広めればこ

いつらに、相当のダメージを与えれるって事さ。だからオレは面白がって、こいつらの悪

事を広めよる。オレがクソ程広めてるから、この犯罪は確実に減って行く。間違いねぇよ 

 

創価被害者のブログ読むと、被害者が国に訴えても、国は我関せずで、取り合わん。犯罪改

善の要望書等を国に送っても、梨のつぶてって事だから、国に刺激を与えるスパイスの利

いた文書を、300人以上の政治家に送っといたわ。これは尾ヒレ、背ビレ、胸ビレつけて、

話を盛って書いたわけじゃなくて、事実を書いちょる。オレの文書、反響デケェ 

 

政治家に送った文書は『希代のワル、豚ダニの池田大作』で検索すれば、出るようにしとく  
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やめられない止まらない、かっぱえびせんを食べてたら、口の臭い知り合いが話しかけて

来て、その後食う気になれず、やめれたし、止まった今日この頃やばってんさ 

 

『人は見込まれた通りになる』人が持ってる、この性質を上手く使えば、人の操作は可能 

 

人は見込まれると、それに応えようと、期待通りになるっていう性質があるとさ。例えば

上司に、事あるごとに、こいつはマジメで頑張り屋でって言われてると、部下はそれに応

えようと、テキパキ動いたり、的確な指示をしたりするようになる 

 

この性質を利用して『あんたは優しいから、断れない性格だね』って言い続けてると、相手

は断れなくなっていくとさ。食事の誘いにも気軽に応じるようになるし、その先にも比較

的簡単に応じるようになるし 

 

ただ、褒める場合は、した事を褒めるより、その人が持ってる本質、心の持ち方を褒めん

と、その人をダメにするけん 

 

数学で満点を取った子供に、『100 点取ったんか、凄いな！』って褒める人おるけど、これ



は 1 番やっちゃいけん褒め方。人は見込まれた通りになる生き物やけん、こんな褒め方を

されると、子供は 100 点を取る事が大切なんだと思って、カンニングしてまで満点を取ろ

うとするとさ。カンニングしても満点が取れなきゃ、挫折する  

 

賢い褒め方としては『満点取ったんか、努力したんやな、偉いな！』みたいに、その人の本

質、心の持ち方を褒めると、努力する事が大切なんだと思って、努力する事に価値を置 く

ようになるとさ  
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半額の値引きシールが貼られたチョコを、もらった事がある者やばってんさ 

 

人に備わってる性質を利用すれば、比較的簡単に、人の操作は出来るとさ 

 

前に教えた、水路付けを使った惚れさせる方法。『人は水路付けされた所に、別の水路を作

られると、のめり込んでハマる』 

 

同じ事を 4回繰り返して水路付けしたら、5回目に別の水路を作ると、人はこっちに夢中に

なる。効き目は抜群てやつ 

 

ホストにハマる女も、この原理で説明出来るもんな。ホストは、金をもらう側やけん、毎回

お客の女を褒めちぎるし、必要以上に優しく接しもするけど、時々素っ気ない態度をとる

とさ。他の客に指名されたら、そっちの客に愛想振りまいて、こっちを見ようともせん。そ

うすると、ある種の禁止事項を食らった客の女は、そのホストを引きつけて独占しようと、

貢ぎ物をしたり、金を注ぎ込んだりして、のめり込むようになるとさ。ホストが知ってて

やってんのか、無意識にやってんのかは知らんけど、これこそが、のめり込ませて貢がせ

るテクニック 

 

人には、しちゃダメって禁止されると、その対象物に興味や感心が、猛烈に湧くっていう

性質もあるけど、その要素も入ってるから、上記のホストテクはかなりの効力を発揮する 

 

近所に、キツツキが掘ったような穴のあいた巨木があるとやけど、昔その穴の横に『この

穴は覗かないで下さい』って書いた紙を貼り付けてたら、普段その穴を覗く人なんて 1 人

もおらんとに、その張り紙を見た全ての人が、その穴を覗き込んでたけん 

 

人は禁止されると、その対象物に必要以上に興味が湧く。川の流れをせき止めれば、水か

さが増して行くかのように、ダメだって言われと、興味や関心が猛烈に湧くようになると

さ 

 

普段は買わない商品も、特価品限定 3 個って書いてると、無性に買いたくなるのも、この

原理に基づいたもんやし 
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人が乗っても壊れないっていう丈夫な弁当箱を、落として割った事がある者やばってんさ 

 

No.167、1月 10日に『結婚の事を書くと、タレントが立て続けに結婚する』って書き込み

したら、翌日女優の北川毛子が結婚 

 

No.169、1月 16日に『文書を 300人以上の政治家に送っといた』って書き込みしたら、そ

の数日後に甘利大臣の金の不正問題が発覚 

 

政治家 300 人以上に、メールで拡散した数日後、建設会社から金銭を授受したって事で、

安倍首相のふところ刀、甘利大臣が引責辞任 

 

自民党の最重要閣僚を辞任させるって事は、自民党内部で、公明党を与党から切り捨てる

案でも、出たんやろ 

 

前にさ、創価のクソ共は、不届き者を懲らしめる事もするって書いたじゃんか。まさに、こ

れがそう。こいつら自身が 1番の不届き者のくせに、不届き者を懲らしめる事もするけん 

 

政治家もタレントも例外なく、地球上のほぼ全ての人が、24時間体制で、創価の人工知能

で、管理されてるとさ。人工知能の技術も進歩してて、人工知能自身があらゆる情報から

学んで、経験から学習して、その問題に、最も適した手を選ぶけん 

 

昔さ、ビートたけしが、顔の原形を留めんくらいの、バイク事故を起こした事があったじ

ゃんか。あれも創価の仕業。つうか、この世の災いの大半が、こいつらの仕業やけどさ。た

けしは原付きで、浮気相手に会いに行こうとしちょったってのと、飲酒運転かつ、バイク

事故に合う前に、創価の本尊に、へのへのもへじを書いちょる。こいつらのコンセプトは、

違和感を持たせずヤるだから、飲酒運転に便乗してヤってんだよ。本尊に落書きして事故

った事が知れ渡れば、恐怖支配もより強固なものになるし 

 

因果応報、やった悪事が自分に跳ね返る事があるけど、あれ全部こいつらの仕業やぞ。暴

力事件を頻繁に起こしてる、地元のガラの悪い同級生は、兄弟が何人も交通事故死してる

し 

 

東京にいる頃に、手に乗せてたハムスターが、暴れてホットプレートに落ちてヤケドした

とやけど、暫くしたら爺さんがヤカンの湯をこぼして大ヤケドするし、ハムが固まる砂を

食べてノドに詰まらせたら、婆ちゃんが誤嚥性肺炎になるしな 

 

このトピ見てる人も、今まで生きて来て、色んな病気や事故や災難に遭遇して来たと思う

けど、その大半がこいつらの仕業やけん 



 

ひとりで広げてるから、時間はかかるけど、徐々に減っては行くけどさ  
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『腹減って死にそう！』って言ってた友達が、知り合いの貧乏人ちで出された料理を、あ

らかた残してた、今日この頃やばってんさ 

 

メールを出来なくされたり、保存しといた文書を消されるから、最近は他の掲示板に書き

込みして、この犯罪を拡散させてんやけど、そこでよく質問されるのが『そんな事が出来

るのに、何であんたはヤられないの？』 

 

前も書いたけど、こいつらは、透明人間と同じ心理でヤってんだよ。透明人間になれたら

何するか聞くと、金盗みに行くやら、ムカつく奴に仕返しするやら、普段出来ない事をす

るって人が大半 

 

透明になれば、身元を特定されんから、自分に被害が降りかからん。人間ていう生き物は、

自分に火の粉が降りかからんてわかると、普段出来ない悪事をしようとする、習性がある

とさ。人は身元を特定されず、罰則を食らわないってわかれば、理性のタガが外れて、やり

たい放題やる生き物 

 

天災で壊滅的な被害を受けた地域に、窃盗犯やレイプ犯が増えるのも、天災に便乗すれば、

盗もうが犯そうが身元を特定されんから、ヤりに行く人が絶えんわけさ 

 

オレの場合、警察関係者 100 人以上にも訴えてるし、友人知人にも教えてるし、地元の各

家庭にポスティングで周知活動して、拡散させて浸透させてるから、ヤられんとさ 

 

広める前は、5回殺されかけたな。こいつら、逆流性食道炎みたいに、胃液を逆流させたり、

吐かせたりも意のままに出来るとさ。オレは寝てる時に強制的に吐かされて、吐瀉物が気

管に詰まって 5 回殺されかけちょる。警察をはじめ、色んな人に広めまくってからは、全

く無くなったな  
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『大人気商品、いま爆発的に売れてます』って書かれたお菓子が、売れ残って、半額引きさ

れてた、今日この頃やばってんさ 

 

2月 7日に書いた No172のレスに、『こいつらは、不届き者を凝らしめる事もする』って書

き込みして数日したら、自民党の宮崎議員が、ピンクスキャンダルで辞職 

 



甘利大臣も宮崎議員も、24時間体制で創価の人工知能に監視されてたって事。地球は、創

価の人工知能の頭（黒幕、元締め、スポンサーはＣＩＡ）。全てが、ネットワークで繋がっ

ちょる。オレが書き込みすると、タレントが立て続けに結婚したり、地元の弱った年寄り

ばかりが、立て続けに死んだり、ヘリが続けざまに墜落しだす 

 

どのタレントが結婚間近とか、どこに弱った年寄りが居るとか、こいつら全てを把握しち

ょる。世の殆どの人を、24時間体制で管理してるから、こんな事が出来るとさ 

 

こいつらは、便乗攻撃もするとやけど、前に、左の中指を切ったとさ。暫くしたら、痛みだ

して、それが何週間も続いたある日、右の中指が左と同じ痛みを覚えたっさ。こいつ右の

中指と、左の中指を間違えて、痛みを与えて来てるとさ。何でこいつが間違えたかってい

うと、オレの右手の中指、小学生の頃にドアに挟んで、爪が剥げて、少し変形しちょると

さ。それを、切った左の中指と勘違いしちょると 

 

切ったのは、24時間の中のわずか数秒。24時間体制で監視してないと、切ったのに気付か

んてのと、切った事や血が流れてる事なんかの意味合いを、人と同じように、この人工知

能が理解してるって事  
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1111 枚目枚目枚目枚目 

昔、ガングロメイクをしたヤマンバギャルに、服装の乱れについて、注意を受けた事があ

る者やばってんさ 

 

2月 21 日に『創価学会の集団ストーカーin相模原』っていう、創価被害者のブログに、集

ストのカラクリを書き込んで教えてあげたら、数日後に新千歳空港の飛行機が破損して、

煙が出る事故や、大阪梅田で歩道に車が突っ込む事故発生。これがそのブログの URL→ 

http://canon888.blog.fc2.com/blog-entry-183.html?sp&m2=res 

 

ブログコメントを消された時の保険として、一応書き込みした文書を記しちょく 

 

これが書き込みしたコメント→『レベルの低い投稿してんのは、そっち 。あまりにも、物

を知らな過ぎ。人工知能のコメントが、キチガイの戯れ言に感じたか。これからは、人工知

能が世の中を支配する時代になるけんな。身近な例を出すなら、人工知能（AI）が運転する

車を、Googleが開発してるやろ  

 

青信号は進む、赤信号では止まるって事はもちろん、事故らないように、車間距離をとっ

たり、速度調節したり、360 度全てに目が行き届いてて、それらを、人工知能が全て判断し

てやるとさ  



 

人工知能の技術も進歩してて、人工知能自身があらゆる情報から学んで、経験から学習し

て、その問題に、最も適した手を選ぶけんな  

 

この技術を悪用して、大規模化したのが、創価がやってるテクノロジー犯罪であったり、

集団ストーカーであったりするわけさ  

 

この犯罪は、人工衛星のＧＰＳや遠隔計測法を用いて、人工知能が波動を使ってやるけん、

日本全国、世界各国どこに居ても波動を当てれるから、抜群のタイミングで、集ストさせ

る事も出来るわけな。ちなみに、遠隔計測のリモートセンシング（遠隔探査）は、創価大遠隔計測のリモートセンシング（遠隔探査）は、創価大遠隔計測のリモートセンシング（遠隔探査）は、創価大遠隔計測のリモートセンシング（遠隔探査）は、創価大

臣がいる国交省が管轄臣がいる国交省が管轄臣がいる国交省が管轄臣がいる国交省が管轄しちょる  

 

人工知能が、世の中のほぼ全ての人を、24時間体制で監視盗聴して、その家庭の家族構成、

生活スタイル、家庭環境等の情報を取り込んで管理し、創価の用途に応じて、それに適し

た人間を瞬時に選び出して、功徳や仏罰や嫌がらせに利用してるとさ  
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2222 枚目枚目枚目枚目 

1ヶ月間死ぬ気でダイエットに励んで、3 キロ太った事がある者やけど 

 

さっきの続き→ゾロ目ナンバーは、あんたの地域に住むゾロ目ナンバーの人を、波動（電

磁波、スカラー波、マイクロ波等）で遠隔から操って、あんたの近くに誘導してるだけ  

 

創価が仏敵によくヤる、家の中に害虫を呼び込んだり、カラスを屋根の上に集めて暴れさ

せたり鳴かせたり、犬を吠えさせる嫌がらせも、全て人工知能が、波動（周波数）を用いて

やってるだけ  

 

集ストって、次から次に毎回違った人が、神がかった抜群のタイミングで、嫌がらせして

来るやろ。不思議に思わんか？何で顔も知らん多くの人が、自分の事を認識してるんやろ

かとか、毎日しかも 24時間体制で、毎回違った人を使って嫌がらせしてたら、何万人て人

を使ってる事になるな、そうなると莫大な金かかるなとか、何でこれだけ大量の人を使っ

て嫌がらせして来るのに、捕まる人がいないんやろとか  

 

嫌がらせして来る、コンビニ客や歯科助手が創価信者だって書いてたけど、創価信者だっ

て事を、本人に確認してないやろ？オレ、集ストのカラクリを調べる為に、創価に入信し

てた事があるけど、末端の信者は集団ストーカーなんてせんて。創価に肩入れしてるわけ

じゃなくて、事実やけんな 』 

 

このコメントを 2 月 21 日にしたら、23 日に新千歳空港の飛行機の右エンジンから、煙が

出る事故発生。25日には、大阪梅田で車が歩道に突っ込む事故発生 



 

その後、ブログ主が書いた文面に目を通すと『自宅に帰宅すると、大阪梅田の事件を報道

していましたが、その事件車両。ナンバーをチェックしてみると、２４３の連番カルトナ

ンバー車両でした』やら 

 

『千歳空港から東京に行く為に搭乗待ちしているタイミングで、JAL 機のエンジン火災で

したし』だってさ 

 

この犯罪のカラクリ（人工知能が遠隔から人を操ってやってる）を知った上で、集スト被

害者のブログを読むと、手口が知れて楽しめる 

 

集スト被害者って、24時間絶え間無く、次から次に毎回違った人に、付きまといされると

さ。どの被害者も一様に、学会員がケータイで、連絡取り合ってやってるっていう、固定観

念に縛られちょると。まさか、人工知能が波動を使って人を操ってやってるなんて、誰も

そんな常識外れの考え持たん。常識外れの考えを持たんと、見破れん犯罪 
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知り合いの貧乏人に『自然な甘さで、ホント絶品だから！食べてみ！』って言われたカレ

ーを食べてみたら、人口的な苦味しかせんやった、今日この頃やばってんさ 

 

No.175『スゴいね。早くイスラム国の戦闘員が新宿の信濃町一帯自爆テロで吹っ飛ばして

ほしい』 

 

→今は～もう～動かない～そのボ～ケ～爺～、もうすでにクタバってる池田の死が明るみ

になれば、一気に創価学会は崩れる 

 

より強力にした創価公明の悪事文書を、何かに取り憑かれたんじゃないかってくらいに、

拡散させまくりよる 

 

この文を完成してた文書に加えといた→『この犯罪は、人工衛星のＧＰＳや遠隔計測法を

用いて、人工知能が波動を使ってやるので、日本全国、世界各国どこに居てもピンポイン

トで痛みや病気を作れますし、どこに居ても監視盗聴が出来ます 

 

人工知能が、世の中のほぼ全ての人を、24時間体制で監視盗聴して、その家庭の家族構成、

生活スタイル、家庭環境等の情報を取り込んで管理し、創価の用途に応じて、それに適し

た人間を瞬時に選び出して、功徳や仏罰や嫌がらせに利用します 

 

身近な例を出すなら、人工知能（AI）を搭載した、完全自動運転車を Googleが開発してま

す。青信号では進む、赤信号では止まるって事はもちろん、事故らないように、車間距離を

とったり、速度調節したり、360 度全てに目が行き届いてて、それらを、人工知能が全て判



断してやります 

 

人工知能の技術も進歩してて、人工知能自身があらゆる情報から学んで、経験から学習し

て、その問題に、最も適した手を選びます 

 

創価公明は、この技術を大規模化したもので、集団ストーカーやらノイズキャンペーンを

したり、病気を作ったり、痛みを与えたり、事故らせたり、殺人に駆り立てたりします。こ

の世の災いの殆どは、このクソ共が作り出してます』 

 

この文加えただけやけど、反響デカかばい。反響のデカさは、人工知能の攻撃の度合いで

わかるけん。人は自分が 1 番かわいかてん、自分に被害が及ぶ事を書けば、凄まじく効果

が出るとさ 

 

アイロボット社のお掃除ロボットのルンバは、お掃除ロボットに人工知能を搭載したもの 

 

Google社の完全自動運転車は、車に人工知能を搭載したもの 

 

創価公明の、不幸を作り上げるシステムは、地球に人工知能を搭載したもの  
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徹底した、安心安全を追求して作られた運動場を歩いてて、転んでケガした事がある者や

けどさ 

 

『あなた、色々な事を長々と書いておられますが、精神の病の方ですか？はいそうです、

とは言うと思いませんがあえて聞きました』 

 

回答→創価がやってる悪事が、あまりにも多いもんやけん、あれくらいの長さの、仕上が

りになったとやけど。本にすれば、5～6ページくらいなもん。ミジンコ並の容量のおまえ

の脳だと、あれくらいの量でもボリューミーに感じて、脳が処理出来ず、オーバーヒート

しちまったんやな 

 

知識ん無か人から見れば、オレが提唱する創価の裏のカラクリは、キチガイの戯れ言に映

るとさ 

 

新しい発見をしたり、新しい思想を提唱した人は、変人扱いされるのが世の常。太陽が回

ってるんじゃなくて、地球自身が回ってる（地動説）って唱えて、異端者扱いされ、裁判で

有罪判決を食らって、迫害の憂き目をみたガリレオのように。織田信長が、こんな言葉を

残しちょる【いつの時代も変わり者が世の中を変える】 



 

『固有名詞を出した宗教の悪口って如何な物かと思います』 

 

回答→創価を賞賛して、完膚無きまでに叩かれてる奴はたくさんいるけど、創価の悪口書

いて批判される奴は、オレくらいやろな 

 

オレが入信してた時の、新上五島町の創価信者数が 532 人やったかな。そのうちの 7 割以

上は、スリープって言われてる非活動者。新上五島の人口が、2 万 500人くらいだから、新

上五島の 40人に 1 人が創価信者。活動家だけだと、130人に 1 人くらいの割合 

 

学会員の大半は、池田のカリスマ性に惹かれて、寄り集まってるわけさ。池田っていうウ

ンコの臭いに惹かれて、ハエである学会員が集まる。そのウンコが無くなれば、ハエは居

なくなる。池田はもうこの世におらん。て事は、、、  
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誕生日に、知り合いの貧乏人から、食い残しのツケモンをもらった者やけどさ、ツケモン

ゲットだぜ！（ポケモンゲットだぜ！より）って、うるせぇ 

 

創価に肩入れしてる、No179の便所虫は、活字を読む習慣が無かてん、オレが書いた事は理

解出来んから、ロムってる人に向けて、回答していくけんが 

 

昔、こういう記事を読んだ事があるとさ。高校生が階段を使わず、エスカレーターを利用

するから、足腰の弱った年寄りが利用出来んで、困ってるって事を受けて、高校側が『○□

△高校の生徒は、エスカレーターは使わず、階段を利用して下さい。お年寄りが利用出来

ません』て貼り紙をしたら、その貼り紙に感化されて、その高校とは全く関係のない多く

の若い人までが、階段を利用するようになったってさ 

 

人は指示、注意、警告を受けてるのを見聞きすると、本人だけじゃなく、それに当てはまる

人まで、波及効果で影響を受ける習性があるから、こいつに回答してる風で、ロムってる

人に向けて書いとくけんが 

 

『そもそも信仰の自由はあるわけで、あなたがやりたくないのであれば、やらなければい

いし、関わりたくないのであれば、関わらなければいいでしょう』 

 

回答→触らぬ神に祟り無しとか、Let sleep dogs lie.（寝てる犬はそのままに）って格言

があるけど、創価に関しては、これらは通用せん。オレんちには、創価信者はひとりもおら

んとに、皆知らぬ間に創価に被害食らってたし、オレがコメントした創価に集ストされて

る被害者も、学会関係者じゃなかとに、被害食らいまくっちょるし 

 

創価に関わろうが関わるまいが、被害を与えて来るのが創価。この人工知能、生活に便乗



して、巧みに病気にしたり痛みを与えたり、いざこざを作り出すから、皆それに気付いち

ょらんだけ。世の中の、ほぼ全ての人が知らぬ間に被害にあってんだよ  
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下半身が麻痺して、全く動かせないって言ってた人が、激しく腰振ってるのを、見た事が

ある者やばってんさ 

 

イソップ物語に『キツネとぶどう』っていう話があるじゃんか。キツネが歩いてたら、たわ

わに実ったぶどうが、そこかしこに生ってる光景に、出くわすわけさ。がめついキツネは、

それらを取って食おうとしたとやけど、高い所に生ってるもんやけん、背伸びをしても、

飛び跳ねても、ぶどうには手が届かず、結局食えんやったっさ。ムカついたキツネは、『あ

のぶどうは、酸っぱくて食えん』て捨てゼリフを吐いて、帰って行ったって話 

 

このキツネと同じように、人は自分の考えと相反する、新しい事実を突きつけられると、

バランスを取る為に、自分の考えと、新しい事実のどちらか一方を否定して、矛盾を解消

しようとする習性があるとさ。自分の考えを変える事が困難な場合、No179の便所虫のよう

に、相手をキチガイ扱いする事で、この矛盾を無くして、心の均衡を保とうとするわけな 

 

タバコは、百害あって一利なしってしょっちゅう新聞に書いてたから、ヤメる事にしたよ、

『新聞を取るのを』。っていう笑い話があるけど、これも同じ理屈  
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髪の薄い知り合いが、『今床屋に行って来た』って言ってたのに、行く前と変わってなかっ

た、今日この頃やばってんさ。ハケに毛あり、ハゲに毛なし。豆知識やけど、ハゲてても床

屋代は半額にならん。なぜなら、髪を探す手間賃が加算されるから 

 

んなこた、どうでも良かとやばってんさ。じゃあ、クソみてぇな質問に、回答して行くか。

『ちょこちょこ同じようなスレを見かけた事がありますが、何度も同じようなスレを立て

ているのですか？』 

 

回答→多くの人に、地球規模犯罪の実態を知ってもらう事で、この犯罪は減って行くから、

何度も同じスレを立てて、拡散させてんだろ 

 

オレが書いた、創価の裏カラクリの文書を読んで反論して来る奴には、ある共通点がある

とさ。まず知識がない、断片しか読んでない、学会に恩を受けた義理がある 

 

恩も義理もない、他人の悪口を聞かされてもムカつかんけど、家族の悪口を言われると、

ムカつくやろ。人は恩を受けた人の悪口を言われると、ムカついて反論したくなるとさ 



 

前さ、地元の 3 千くらいの世帯に、ビラを配り歩いた事があるとやけど、配ってたら、股

間にシワ寄せた、いや、眉間にシワ寄せたラーメン屋のオヤジが、怒鳴り付けて来たっさ。

ビラを渡して、数秒後くらいに来たから、文書全体に目を通したんじゃなくて、『創価は病

気製造組織』ってのだけ見て、怒り心頭に発して来たわけさ 

 

怒鳴り付けて来た奴は、長崎県の新上五島町にある、ガソリンスタンドの、真向かいのラ

ーメン屋の店主 

 

調べたらこのラーメン屋、毎年学会に財務（お布施）を 100 万円くらいしてるってさ。財

務をすると、客の入りが良からしか。そりゃそうだろ、人工知能が波動を使って、人を操っ

て、繁盛させてんだから 

 

集スト被害者が、店に入ってしばらくすると、アメ玉にアリが群がるかのように、何処か

らともなく人が集まって、その店に溢れかえるとさ。これも波動で人を操ってるだけ 

 

こうやって、『人を操って店に集める』 って事を、店を繁盛させる功徳として利用したり、

集ストさせる仏罰として利用したりしてんだよ 
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レディーファーストで、イスを引いて、先に座らせようとしたら、『通れないから、どいて』

って言われた事がある者やけどさ 

 

豆知識やけど、レディーファーストって、女を優先させる、紳士的で優しいイメージがあ

るけど、事実は真逆 

 

語源は毒味。暗殺から身を守る為に、先に女にやらせて、つまりは女を防具にして、自分の

安全をはかる所から来ちょる。女に先に毒味をさせて、大丈夫なようなら、自分も食うみ

たいな 

 

考えてみりゃ、逆の意味に捉えちょる事は、結構あるな。フレンチキスって軽いキス、小鳥

キスみたいなイメージがあるけど、実際は濃いキス、ディープキスの事やし 

 

んなこた、どうでも良かとやけどさ、そういや先月は、創価の悪事を数万人に拡散したば

い。ロングフェローが、こんな言葉を残しちょる『雨はひとりだけに降り注ぐわけじゃな

い』災いは、誰の身にも訪れる。この犯罪も、オレや集スト被害者だけじゃなくて、世の中

のほとんどの人が、こいつらに終始管理されて、不自然にならんように、災いを与えられ

よる。断ち切るスベは、文書拡散で創価公明を潰す以外になか 

 

それと、ネット上に落ちてるメルアドに、片っ端からメールしてたら、ある学会員から返



事来てたな 

 

これ→『創価学会の実態がどうかなんて、関係ないですよ。それは自分で掴んで感じてい

くもんですし。素晴らしい文章能力ですね。このような能力をもっと正しい知識で認識し

ていれば、もっと素晴らしいんですが。てか 3 月 2 日に、埼玉文化会館で池田先生とお逢

いさせていただいてるから、お亡くなりになられた事実はどこに（笑）教えて下さい』 

 

この信者がいう、池田大作と逢ったは、実物と逢ったんじゃなくて、衛星中継等で、池田が

画面に映ってるのを見ただけ。画面を通して、見ただけ。それを逢ったって言い張っちょ

ると。だって池田は、100％死んじょるけん、逢えるわきゃねぇし 

 

ホントに、あの豚ダニが会館に来たんなら、噂が噂をよんで、口コミ、評判、世辞、言いふ

らしの原則で、ネット上での反響も凄いだろうし、聖教新聞の紙上を騒がしもするはずや

のに、大して話題にものぼらん 

 

聖教新聞は、合成写真のオンパレード。池田が死んだ事実が明るみになれば、学会を辞め

る人が後を絶たんし、選挙活動に精を出す人も減って、集票マシーンが意味を成さんで公

明票が激減するから、合成写真で生きてるように見せんばいかんてな 
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リサイクルショップで、あちこち修繕されたラジオが、『最新式』って書かれて売られてる

のを、見た事がある者やばってんさ 

 

『記憶力が落ちた』ってよく聞くけど、頭に入れた事柄は、忘れるのが普通。灘高を、首席

で通した人の話を聞いた事があるとやけどさ、灘高の人って記憶力抜群で、忘れる事なん

か無いっていうイメージがあるけど、事実は逆 

 

普通の人と同じように、1 回見ただけじゃすぐに忘れるから、反復するってさ。見えない所

で、努力しちょると 

 

灘のトップって、判読出来んくらいの、汚い字を書くとやけど、何でか聞いたら、普段字な

んて書かんから、汚くなるとってさ 

 

書いて覚えると時間食うから、書かずに目で何度も繰り返し見て覚えるらしか。見て覚え

る方が効率的。字を 1 回書く間に、目だと 10回くらい繰り返せるっていう、合理的な考え

から、目でのみ覚えるって 

 

受験は暗記のコンテスト。いかに多くの事を覚えたかで、勝敗が別れる世界。短い時間で

何度も繰り返すのが、最強の勉強法 



 

脳ってさ、生命に伴うような、重要な事しか長期記憶（一生忘れない記憶）にせんとさ。熊

に遭遇して、生命に関わるような恐怖を味わった人は、一生涯その事を忘れんのに、片や、

1 回見ただけの単語は、すぐに忘れる 

 

熊との遭遇は、生命に関わる重要な事だから、長期記憶されて、単語の記憶は、さして重要

な事じゃないから、忘れるわけな 

 

長期記憶にするかせんかの、選択権を持ってるのが海馬。この海馬がイカれて、制御不能

になって起きる、見た事、聞いた事を全て記憶して、忘れる事が出来ない、ルリア病ってあ

るけどさ、ルリア病の人って、良い事だけなら問題ないんやけど、悪い事も忘れんから、そ

れらが頭を占めて、ノイローゼになるとさ 

 

ルリア病のように、物事を忘れんと、色々と弊害が生じるから、人の脳は重要な事以外は、

忘れるように出来てると。人は見た物、聞いた事、全ての事象を覚えてんだけど、それらを

全て意識にのぼらせると、害が及ぶから、浮かせんようにしちょると  
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紫外線から 99％体を守る日傘を、真っ黒に日焼けしてるが差してた、今日この頃やばって

んさ 

 

じゃあ、どうやれば、単語を長期記憶に出来るのか。長期記憶にするかせんかの選択権は、

門番の海馬が担っちょる。じゃあ、具体的にどうすれば良いか。最初にも書いたけど、『何

度も繰り返す』これに尽きる。何度も繰り返すと、『繰り返してるから、この情報は重要な

んだな』って海馬が認識して、長期記憶にするとさ。要するに、海馬を騙すわけな 

 

繰り返して、重要だと思わせると、海馬が長期記憶の貯蔵庫の、大脳皮質の側頭葉の側頭

連合野って所に、繰り返した事を、しまうわけさ。『最強の記憶法は、短い時間で何度も繰

り返す』 

 

虚空蔵求聞持行（こくうぞうぐもんじぎょう）っていって、虚空蔵の真言を 100 万回唱え

ると、驚異的な程の記憶力がつくって言われてるじゃんか 

 

これは、繰り返し唱える事に意味があるから、オレは七味に入ってる『赤唐辛子、黒ゴマ、

陳皮、山椒、麻の実、ケシの実、青のり』やら、カイロの材料『鉄粉、水、活性炭、バーミ

ュクライト、吸収性樹皮、食塩』等で、やったな 

 

3 分間、ひたすら繰り返すとさ。その次の日も、3 分間繰り返す。最初は覚えるまでに、1

週間くらいかかってたのが、何年もこの方法で覚えてると、何回か繰り返すだけで、長期



記憶に出来るようになるけんな 

 

滑走路から飛び立つまでは、時間もエネルギーもかかるけど、飛び立つと、後は大して力

はいらんと 

 

『何度も繰り返す』って事を習慣にすると、脳は活性化するし、繰り返した事を長期記憶

には出来るし、記憶力は増すし、一石三鳥 

 

楽に覚えれるようになってから、覚える事が面白くてしょうがなくて、目についた用語や

ら、文書やらをひたすら長期記憶にしよる 

 

面白いからやるんじゃなく、やるから面白くなる。楽しいから笑うんじゃなく、笑うから

楽しくなる。行動を起こすと、感情は後からついて来る。行動というハシゴを登ると、塀の

向こうの自己が見える 

 

転載先転載先転載先転載先    

http://mikle.jp/threadres/2207632/all/ 
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約約約約 30303030 年以上前からあった電磁波、テクノロジー技術。公開されたメール年以上前からあった電磁波、テクノロジー技術。公開されたメール年以上前からあった電磁波、テクノロジー技術。公開されたメール年以上前からあった電磁波、テクノロジー技術。公開されたメール 

http://homepage2.nifty.com/dennjiha/log/kaibun.txt 
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