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@らい患者相手に"遺伝子を絶つてらい病を根絶する"と この間までやり続

けたホロコーストに付いて、各種資料を提出願います"血の械れ、先祖の因

縁、業と言われても困ります

1、 らい病は"伝染病です。子供でもらい患者の遺伝子を全て経つ事で伝染

病菌が根絶されるとは信じませんよ"血の械れ、先祖の因縁、業がらい病発

症の原因と言われても困りますし"血の械れと言うなら部落出身の方々も遺

伝子を全て経たれるべきですよね"北海道ではほぼ分からない部落出身者の

血の械れ問題ですけれど。

2、 日本は法治国家を世界に喧伝しているけれど"実態は司法ホロコースト

権力が選民思想を発揮して、平民を根絶やしにする分類、一応今は生かして

置く分類と分けて通されている国です"根絶やし、生力`しておかれる区分は

選民の都合だけです。らい病患者根絶やし政策凶行の実態を徹底的に実り出

さない限り、司法、選民によるホロコーストは次々発生します、国民として

日本国憲法、法律規定により、らい患者相手に繰り広げたホロコーストの闇

を証明する公文書の開示を求めます。

;ら い病はらい憲者を根絶やしにすれば日本から根絶出来ると決めた根拠を

示す公文書。

;ら い憲者同士が結婚する条件は"不妊手術を強制的に受ける事と決めた公

文書 "



;らい患者が結婚すると決めてからの、婚姻を認めて貰う手続きの流れ全て

を証明する公文書"誰がどう言う文書を何処相手に出して、どう文書が返さ

れたかの手続き証明公文書雛形 "

;ら い憲者に不妊手術を行う文書雛形と提出先、返されて来る文書雛形、ど

この医療機関のどう言う身分の医者に何処からいくらの手術費が支払われ

て、何処で不妊手術が行われたか、これを証明する/AA文書、この手術が終わ

ってから手術完了証明を行い、提出した証拠/AA文書雛形。

:何時から何時までの期間に、何処の収容所 (療養所と言うが収容所でしょ

う)毎にどれだけの数の結婚を認める条件での不妊手術が年数毎に行われた

かのデータ、関わつた医者の数、出来ればホロコーストを実行した医者の氏

名も。

3、 今も国、司法が仕切り繰り広げられ続けている司法テロ犯罪診断を通す

為のカルテ偽造制度もらい憲者相手のホロコース ト公認テロと根は同じで

す"人身交通事故患者 (治療期間が4ヶ 月を超える悪者 )、 学校側管理責任

死傷者、労災適用傷病者は、国、司法でっち上げ診断でカルテを第三者傷害

治療、死亡原因が一般傷病と偽造されています "

この国の国、司法ホロコーストの現実です、らい患者根絶ホロコーストと

同種のホロコーストが連綿と繰ιノ広げられ続けている日本から、ホロコース

ト実効命令 |こ 喜び勇んで従う医学、医者を根絶して選民に抹殺され続ける抹

殺大正平民続出国家制度を変えなければ、日本は滅びますよ。

4、 国、司法が絶対正義なら"国家、司法権力発動行為が同じ憲法、法律の

下で逆に変わる道理は無いのです"ら い患者根絶やしホロコーストの闇を出

来る限り表に出し、ホロコースト糾弾を続ける事をしなければ、選民思想集

団の勝手な屁理屈の結果、抹殺対象とされてしまう、このホロコースト撲滅

は果た世ません。
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@国家権力、司法が繰り広げている、預金、保険積立金泥棒は"犯罪の区分、

盗んでいる金の分類がこう異なっています"当然責任主体も全 く異なります

1、 貴殿らが日本国憲法、法律、国民を蹂躙し繰り広げています"契約者の

氏名、押印を偽造しての契約者が預けた金の窃盗利得獲得犯罪は、金融機関
からの泥棒と、保険会社からの泥棒で、こう適用法律も責任の所在も異なる

のですが、きちんと理解出来ていませんでしょう"金を盗んで着服出来れば

良いとしか認識出来ないので"

;金融機関から"契約者の氏名、押印偽造犯罪を行い、預金を盗んで差し出

させている犯罪は、契約口座の中で預入金、利患と分かれるだけで、この金
を盗まれて完結します"有印私文書偽造、行使、窃盗罪適用で業務上横領罪
(金融機関の運営費、利益金印窃盗)で は全く無いです、泥棒命令者 (役人、

法律家、法律家を委任した泥棒)と 実行者 (金融機関職員ら)が共犯の犯罪



です"こ の金融泥棒の場合は、いざとなれば泥棒命令者と金融機関側で泥棒

に手を貸した連中の責任で経営陣と警察、司法権力、金融庁、財務省、法務

省等は逃げられます。

;あいおいの石川絹枝さん保険積立金泥棒実例でも同じです力や"損保、生保

に客が預けた保険料金は保険会社に入り、保険会社の資金となります"です

から保険会社から金を盗むには代表印、社半」の犯罪使用、経営者の会社資金

泥棒決済が必須ですから"保険積立金泥棒の場合は泥棒命令者と保険会社経

営者、経営陣が確実なる実行犯、共犯です、刑法、保険業法、商法違反等が

確実に適用となつています、当然坂東司郎弁護士も従犯です、金融庁、法務

省、警察庁、最高検、最高裁、法務省責任も重大です。

2、 このように「金融泥棒も金融機関からの泥棒と、保険会社からの泥棒で

は"同 じ有印私文書偽造、行使、窃盗でも全 く責任の所在から適用法律から

異なるのです"国家権力が泥棒に走る以上この事実は十分承知ですよねJ有

印私文書偽造、行使、窃盗罪、特別背任罪等の罪状を隠し、業務上横領の罪

を脱法に走り科した事にして居る理由は"金融泥棒犯罪の事実証拠の隠蔽を

通す為です"業務上横領と偽れば有印私文書偽造、行使、窃盗、特別背任他

犯罪事実証拠を捜査せず隠匿出来ますから。
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@司法ホロコースト、犯罪三題伝達です"司法犯罪診断絶対制度がらい患者―族
抹殺を呼びました、司法犯罪診断絶対闇制度は交通事故重傷者他相手に今も繰り
広げられています"金融泥棒も司法による金融資産の闇での泥棒命令を受けたテ
ロ犯罪です

1、 別紙三通しプをご覧下さい「貴殿らが司法犯罪権力からの犯罪実効命令を受け
て手を汚し続けている"司法犯罪診断を受けてのカルテ偽造、医師法、医療行為
のテロ凶行実施"犯罪と同じ、らい憲者の子孫全抹殺ホロコーストの闇のデータ
開示要求文書と、金融泥棒の闇実行は金融機関の泥棒と、保険会社の泥棒で、こ
のように責任の所在と手回、適用法律が異なっているとの、正しい法を踏まえた
解説文書です」

2、 医師法蹂躙、医療行為を司法テロ診断絶対踏襲でホロコース ト犯罪へと変え
て通している日本の医療の実態は"ら い憲者子孫毎全て抹殺に走って通せて来た
日本の司法犯罪診断絶対踏襲制度"が証明する通りと言う事です、異教徒同士、
異民族同士の粛清含戦と異なり"司法テロ権力の腹積もり、我欲の為が理由で司
法テロ診断で粛清され続けて通るのが日本です"」

3、 金融泥棒司法窃盗は「金融機関への泥棒命令、泥棒実行と保険会社相手の泥
棒命令を受けて力ヽらの顧客の金の泥棒手続きと責任の所在、法の適用はこう異な
つているとの解説です」司法泥棒権力は実際、この記載内容も知らず"司法が命
じる、客の金を盗んで差し出して、弁護士、司法書士に分け前を与えさせろ"と
やり続けているのです、貴殿らが共犯として手を汚し続けて通せている司法テロ
です。
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@青森での雪捨て作業ダンプ港から海中に落下死亡事件は、海上保安庁が行

政から頼まれて、海洋への投棄作業を認めて、誰も安全管理対策から採ろう

としなかった結果です"事件捜査を誤らないようにこの文書を送ιノます

1、 今月 20日「青森の港から雪運搬ダンプが海に雪を投棄して一緒にダン

プ毎意味に落下して運転手が死亡した事件」は、海上保安庁責任です、理由

は次の通りです。

;私が平成 20年から「海への雪の投棄は海洋条約違反なのに、海上保安庁、

小樽、青森、新潟海上保安部が小樽、青森、新潟市からの委任を受けて港ヘ



の雪の投棄を認めている、国際条約違反は認められないとの指摘を無視し

た」

:この港への雪の投棄作業は「安全管理対策ゼロで行われており、ダンプが

海に落下したら即死する危険を指摘したが無視されて来た」

;港への雪の投棄作業の安全管理体制、事故発生後の安全管理者責任を、小

樽、青森、新潟市役所は負わないと宣言して,に至っている。

;海に雪を投棄しているので (水温が低下しているから)ダンプ毎海に落下

したら、運転手は心臓麻痺で死亡するから、救助体制を取るようにと指摘し

た事を無視した。

2、 こう言う経緯ガ有つた上での「青森での港から海への雪捨てダンプ転落、

死亡事件です"私も小樽港に顧客に委任されて時々雪を捨てに出かけるので、

海に落下した先を危惧して警告して来たのですが、死人が出ようと偽装交通

事故で処理されて終わるのでしょうね "」 この海中転落死亡事件は「海上保

安庁、国と青森市役所、労働基準監督署の連帯責任です"そ こを踏まえた事

件捜査と賠償責任達成を果たして下さい"」



青森で雪捨ての男性死亡…ダンプで転落か ― スポニチ S._ 1/2ページ

青森で雪捨ての男性死亡.Hダンプで転

落か

20日 午後6時ごろ、青森市港町2丁 目、会社役員山口征逸さん (67)がダンプ

カーで海に雪を捨てに行つたまま戻らないと家族から青森署に届け出があつた。

同署が捜索し、青森市青柳 1丁 目の岸壁近くの海面に浮かんでいる山口さんを

発見、死亡が確認された。水死だつた。

青森署によると、ダンプカーは付近の海底に沈んでいた。事故の原因を調べて

いる。

[2012年 1月 21日 13:31]

l関連ニュース

まるでタイタニック.¨イタリアの豪華客船座礁3人死亡

NYイーストリllにヘリ墜落."女性1人が死亡

JR北海道社長の遺体 Jヽ樽市沖で発見.…外傷なく水死か

新潟口福島で豪雨続く 39万人に避難指示・勧告 1人死亡 5人不明

ダンプカー

I手ュTス
後方警戒のため降車中.…救急隊員はねられ死亡 [1月 22日 01:51]
線路に少年立ち入り._東海道新幹線一時見合わせ [1月 21日 22105]
駐ドイツ北朝鮮大使 無許可で釣り、警告にも笑顔で継続 [1月 21日 21:05]
警察官装い状学生にわいせつ._33歳会社員逮捕 [1月 21日 18:50]
高橋容疑者の手配写真 平田被告「全然似ていない」 [1月 21日 18:38]
大学入試センターずさん対応、手違いで再試験1人｀

Fヨ前払い
″

[1月 21日

18:14]

振り込め撃退に通話録音機."警視庁が無償レンタルヘ [1月 21日 17:20]
長野2人焼死火災."住宅放火の疑いで男再逮捕 [1月 21日 16:10]
青森で雪捨ての男性死亡.…ダンプで転落か [1月 21日 13:31]
マンション10階から.… さいたまで中3転落死 [1月 21日 13:00]
旭川は暦どおりの寒さ."氷点下20度で雪像作り [1月 21日 12:50]

ロゴをいnndowsのタスクバーにドラッグすると今後、スポニチアネックスのトップページ、最新ニュース&デイリーフォトを簡単にご覧
いただけます。
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