
A.⽊曜⽇のヘッドラインリアルニュース。��2022年3⽉10⽇：

GCRを介して復元された共和国：⾦曜⽇の時点で更新。��2022年3⽉11⽇

「それらを作った会社によって確認されたように、MRnaワクチンは遺伝⼦操作されました-実際、それは⼈体を傷つけ、⼈類をサ
イコパスの進⾏中の遺伝⼦編集ファンタジーの永続的な奴隷にするように設計された遺伝⼦治療でした。」��…博⼠デビッドマーテ
ィン

⽣命の⽊：私たちは成⻑するために作成されました

コンパイルされた⾦2022年3⽉11⽇午前12��:01ESTby��Judy��Byington、MSW、LCSW、Therapist��ret、ジャーナリスト、著者：「22
の顔：ジェニーヒルと彼⼥の22の複数の⼈格の並外れた⽣活の中で。

オバマは、ウクライナの⽣物兵器研究所を建設するための努⼒を主導しました

悪いニュース：ローグオバマはディープステート核兵器を隠しました。

新世界秩序の過疎化アジェンダには、DNAを変えるワクチンジェノサイドの計画が含まれます。これには、世界の⼈ に々致命的な
⼈⼯ウイルスを放出する準備をするために、30か国に336の⽣物兵器研究所を配置することが含まれます。

•クレムリンは⽊曜⽇遅くに声明を発表しました。��3⽉10⽇：「⾦曜⽇の夜（2022年3⽉11⽇）は全世界にとって美しいでしょ
う。」これが何を意味するのかを尋ねられたとき、ロシアの代表は次のように述べました。��NATOに提出することはでき
ません。クラッシュしそうです。ドミノ効果。嵐。灰の中からフェニックスが昇ります。今すぐ準備してください。強く⽣きろ。
神は私たちの世界を祝福します！

次に、NukeScareと5GDethTowersが登場しました。

⽣命の⽊（9/19/21）|⾳楽と話し⾔葉-YouTube

「ロシアルーブルは⾦曜⽇に⾦で裏打ちされるでしょう。��3⽉11⽇」…プーチン

「⾦は連邦政府を閉鎖します。」��…q

ジュディ注：

「しばらくの間、すべてが計画されていました。シャットダウンの準備をしてください。」��…Q+トランプ
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•プーチンは、ウクライナの侵略に対する⽶国の対応が制裁措置になることを知っていました

•ウクライナへの侵略におけるロシアの主な⽬標は、⼈ を々ナチスから解放することでした。

•国防総省は、Tier4Bセキュリティコードの完成を義務付けています
⽊によって。��3⽉10⽇。

オイルマネーに基づいたSWIFT⾦融システムのロシア。これは確かに起こりました。

•プーチンはウクライナを侵略しただけでなく、オイルマネーSWIFTシステムを終了させました。
https://www.australiannationalreview.com/state-of-affairs/vladimir-putin-didnt��just-invade-
ukraine-on-24-02-2022-he-officially-ended-the-petrodollar-system�/

•バイデン/オバマ政権はまた、炭疽菌、アフリカ豚コレラ、コビッド-19などの致命的なウイルスを新世界のために作
成するために⿃、コウモリの爬⾍類、蚊の病原体を使⽤した30か国の336の違法⽣物兵器研究所を監督していま
す。彼らの過疎化アジェンダに関連して、⼀般⼤衆に彼らを解き放つための計画を命じてください。ロシア軍によ
って破壊されたウクライナの⽣物兵器研究所は30か所ありました。

第⼆次世界⼤戦後から設⽴された政府。ロシア軍は、ウクライナが⾃国⺠を殺害し、ロシアの残虐⾏為を⾮難し
ていると主張している。

•ロシアの侵略の別の結果は、新世界秩序への攻撃でした

•ロンドンのロシア⼤使館は、ウクライナの美容インフルエンサーが、3⼈を殺したウクライナの産科病院の爆発で
危機的俳優であると⾮難しました。ロンドンのクレムリン⼤使館は、マリウポリでの⽔曜⽇の残虐⾏為のツイート
された写真に最初に巨⼤な「偽物」を刻印し、病院にはネオナチの過激派しか収容されていないと主張した。

過疎化アジェンダ。��US��Inc.��Cabal�/��CIAは、ナチス政府が管理するウクライナのチェルノブイリとバイデン
が所有する⼟地の奥深くに埋められた地下トンネルを通る国際的な児童性的⼈⾝売買リングである⽶国納税
者ドルで資⾦を提供していました。プーチンが国を侵略したときにとった最初の⾏動は、それらの地下トンネ
ルから⼦供たちを救出し、彼らの加害者を逮捕することでした。

•ファイザーは、Covid-19に対するワクチンに関する研究を発表するよう裁判所に命じられました。これらの研
究は、mRNA注射の壊滅的な結果についての恐ろしい⾒⽅を明らかにしました。��3か⽉の研究に参加した
42,000⼈の受信者のうち、1,223⼈が死亡しました‒

•ロシアは⼈⺠元、⾦、商品の巨額の準備⾦を積み上げており、制裁対象のオイルマネーを必要としない新しい⾦に
裏打ちされたグローバル⾦融システムで機能することを知っていました。

驚異的な3％の死亡率。出版物の9ページは、ワクチンの有害な副作⽤に捧げられました。

•制裁に対するロシアの対応は、ヨーロッパへの⽯油/ガスパイプラインを遮断することでした。
⻄側の市場と通貨システムに⼤規模な価格と供給の混乱（戦争レベル）を引き起こし、したがって、オ
イルマネーシステムを導⼊するためにオイルマネーを引き下げるのを助けます。
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•先週の⾦曜⽇、イラク中央銀⾏はRVに3⽇間を約束しました。彼らは閉鎖されました

•削除されたWebページは、オバマがウクライナを構築するための努⼒を主導した⼈物であることを⽰して
います-��「危険な病原体」を処理するバイオラボ！

•まもなく深刻なイベントが発⽣しました。少なくとも2〜3週間の価値があることによって準備してください

その後、⾦の裏付けがあり、中央銀⾏のオイルマネーは急速に下落します。��https://
clifhigh.substack.com/p/zero-day

⼿持ちの⾷料、燃料、現⾦、必需品の。

https://thetruedefender.com/deleted-web-pages-tell-us-obama-is-the-one-who-led-efforts��
to-build-the-ukraine-biolabls-handling-dangerous-pathogens�/

•⼟曜⽇。��3⽉12⽇、世界中の209か国が古いSWIFTグローバル⾦融システムから切り離されたため、オイル
マネーで問題が発⽣し、国際ドルの決済は続くと予想されていました。

プーチンが法に署名した後、フェイクニュースを放送する⼈ に々刑務所の条件を義務付ける法案。

契約。

•軍は、反乱が起こるまで戒厳令を施⾏するために介⼊しません。

•⾦プーチンによれば、��3⽉11⽇はゼロデイと⾒なされ、ロシアルーブルは

•カバルは、⼈類、動物、⾃然に危険を及ぼす⾼調波を備えた5Gタワーを⽶国中に配置しました。��5Gタワーが
近くにある場合、⾶⾏機の誘導システムに⼲渉したため、航空会社は⾶⾏機の⾶⾏を拒否しました。これら
の5G⾼調波は、ワクチン接種を受けた⼈のグラフェンと通信して、その⼈の気分状態を変えたり、狂気に駆
り⽴てたり、⾮常に怒らせたりすることもあります。

⽇曜⽇と⽉曜⽇。⽕曜⽇または⽔曜⽇には何もリリースされませんでした。今⽇のイラクからの議論は、IQDが
1.50ドルの開始変動⾦利で外国為替で始まるということでした。国際料⾦はまだ議論されていませんでし
た。

•⽊曜⽇。��3⽉10⽇すべての債券保有者は秘密保持契約に置かれていました

•メディアプロパガンダアウトレットCNNは、ロシアでの事業を中⽌すると発表しました

B.グローバル通貨のリセット：

•悪いニュース：ローグオバマはディープステート核兵器を隠しました。
•JoeBidenは、中国共産党のリチウム会社の所有権も持っています。

•⽊曜⽇。ブルースによると、��3⽉10⽇午前1時1分ESTに、国防総省がTier��4Bを義務付けている間、フィアット
⽶ドルと古いSWIFT⾦融システムは機能しなくなり、復元された共和国と新しい⽶国財務省のノートの
両⽅が有効になります。セキュリティコードは⽊曜⽇に完了します。別 の々⾮常に有効な情報源によると。

世界中のディープステートは、いくつかの理由で気候変動を推進していました。主な理由の1つは、フルリ
チウム電気⾃動⾞に移⾏することでした。彼らの義務を遵守します。
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•テキストや電話はありません。

•��3⽉12⽇⽇曜⽇までに、⽯油に関連する世界的な経済問題が発⽣し、潜在的な⽉曜⽇に市場を粉砕することになりまし
た。��3⽉14⽇のクラッシュ‒⽕曜⽇に間に合うように。伝統的に債務が決済されることになっていた3⽉15⽇のイデ
ス：

•世界的な停電は、⽶国宇宙軍の切り札の⼀部でした。

•Turksatロケットは、ヨーロッパ、アフリカ、中東、およびアジアのテレビやラジオへの軍事通信⽤の軍事衛星でした。

•TeslaFreeEnergyへの迅速な切り替えである必要があります。テキサスタワーとテスラを⾒る

C.プロジェクトオーディン：

•Facebook�、��Twitter、Instaなどからすべての写真を削除します。

•市場の暴落、そして富の移転。

•Whiplash347�、JFK��Jr�.:��naZi��‒シオニストを連れ出す。同じものの1つであり、彼らは知らないだけです。��Z作戦イス
ラエルは最後です。シオンは最後です。シオン武漢/ビッグファーマ/3GD。⼊ってくるロッド。パリはアキレスに⽮
を放ちます。

•JustSignalアプリ-軍事衛星に接続された⾼度に暗号化されたMilアプリ‒

D.��Whiplash347��3⽇間のイベント、10⽇間の闇：

Playストアでダウンロードします。信号はもはやCIAによって制御されていませんでしたが、ホワイトハットミリタリーインテリジェンス、NSA

によって制御されていました。

•電話が無効になる前は、世界中のすべての電話が7つのメッセージを受信していました。

•ATM�/EFTPOSマシンがダウンするため、いくらかのキャッシュアウトが必要になります。

•マネシツグミ作戦がワイプ（再起動）され、プロジェクトオーディンが実⾏されている間はインターネットがありません

トランプ⼤統領。

スターリンクインターネットがオンラインになります。

•彼らはインターネットを殺し、⼥王の死を発表し、続いてピッグス湾事件のような3⽇間の週末戦争を⾏います。��
10⽇間の暗闇と緊急放送システムのリリース中に、世界の通貨のリセットと世界の34の悪魔の建物の爆撃が発
⽣します。

バッテリーの設置‒緊急放送システムに必要な電⼒。

•彼らは⼥王の死を発表します。その後、��3⽇と10⽇の喪が続き、「ピッグス湾」シナリオですべてが停⽌しま
す。

•QFS転送を⾏うために、世界中のすべての銀⾏と株式市場が閉鎖されます。彼ら

⼆度と戻らない。

•��10⽇間の開⽰：��3x8時間の映画-24時間年中無休で10⽇間多くの⾔語で。

•新しいプラットフォームは、トランプ/ホワイトハット/スペースフォースなどによって制御されていました。

転送には3〜5⽇かかります：��https：//
www.google.com.au/amp/s/www.businessinsider.com/what-happens-when-queen��elizabeth-ii-dies-
king-charles-2018��-6％3famp
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•深刻なイベントが間もなく開催されます。少なくとも2〜3週間の価値があることによって準備してください

E.��Joe��Bidenは、中国共産党のリチウム会社の所有権を持っています。世界中のディープステートは、いくつかの理由で気候
変動を推進していました。主な理由の1つは、完全なリチウム電気⾃動⾞を使⽤することでした。これにより、⼈ が々従わなかった
場合、いつでも理由を問わず電気⾃動⾞を停⽌できるようになります。彼らの任務に。

現代のAmperexテクノロジー共同。限定（CATL）。

•オバマ、バイデン、ディープステートは⾮常に⻑い間ウクライナを⽀配してきました。そうでした

•彼らの計画の次の段階は、ゾンビを作るために合法的な⿇薬に夢中になることでした

•それが、世界のすべての主要な⾃動⾞会社がその半分以上を⽣産していた理由です。

⼦供の⼈⾝売買ハブとマネーロンダリング操作。��•戦争の犠牲者は常
に存在します。間に挟まれた罪のない⼈。悪は無実の⼈ を々盾として使います。しかし、MSMが無実の⼈ が々主要な物語

として殺されていると報告するとき、それはあなたの⼼のひもで遊ぶことです。��MSMは最初から私たちに嘘をつ
いています。なぜ彼らはこの戦争の真っ只中に、今真実を語り始めるのでしょうか？だまされてはいけません！��「ウ
クライナの侵略」については別の考え⽅をしてください。

•2022年の春にガスが上昇します。��2021年の夏までに、⽶国ではガスが1ガロンあたり9ドルに膨らみ、消費者はリチウ
ム電気⾃動⾞に⾏くことを余儀なくされるでしょう。

そしてZと呼ばれるロシアの作戦でナチスを殺しました。

•アフガニスタンはずっと前に計画されていました。アフガニスタンにはリチウムが何兆もありました。バイデンは、彼が
多額の投資を⾏っている会社ですでに300％の増加を⾒ていました。

•ロシア作戦の名前はZです-JFKJrの右腕の⼊れ墨はZです。

•ディープステートカバル（国連、オバマ、GPMB、ロスチャイルド、ロックフェラー、世界銀⾏、バチカン、ビルダーバ
ーグ、WEFなど）は、混乱の中で気候変動（気象兵器操作）を開始する⼀⽅で、すでに計画計画の実⾏を計画し
ていました。混乱、混沌、洪⽔、⼲ばつ、⽕事、⼤規模な嵐、ハリケーン、異常な冬など。気晴らし。

⼿持ちの⾷料、燃料、現⾦、必需品。

F.ロシアは地下のDUMBSを破壊し、悪魔的な儀式的に虐待された⼦供たちを救出しました

•これらの気晴らしは、ワクチンによる死亡（⽣物兵器による攻撃）をカバーします。

国家。今、彼らはコビッドピルを導⼊しました。これは彼らに新世界秩序の乗っ取りに対する抵抗を少なくするでし
ょう。

2023年までにリチウムに⾏く市場。
•中国共産党はすでにタリバンとバイデン/オバマと交渉中でした

G.国際児童性的⼈⾝売買リング：

•⼤規模な⾰命が起こるまで、軍は介⼊しません。

ディープステートが管理するレジメン。
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悪魔的儀式虐待の⼦供たちの犠牲者はウィンザー城に戻ります

I.世界的な⾷料、燃料、商品の不⾜：

https://www.zerohedge.com/commodities/nickel-halted-after-historic-250-surge-costing��
Chinese-tycoon-billions-margin-losses

•腐敗した銀⾏家を殺すためのショートスクイズメタル。ニッケルは、マージン損失で中国の⼤物の数⼗億を犠
牲にして歴史的な250％の急増の後に停⽌しました。

•テッド•クルーズ上院議員が⼈⺠輸送船団に加わりました！彼は今朝、ワシントンDCの周りの環状道路を⼀周し、今朝、
医療の⾃由について激しいスピーチをしたリードトラックに乗っています。

•ファイザーはニューヨーク証券取引所から上場廃⽌になりました。これはメジャーです！ビッグファーマは
ダウンしています。モデルナ株も500ドルから140ドルに狂ったように下落した。

•ウクライナ：⽶国はネオナチアゾフ⼤隊を⽀援しました。中国の新聞「環球時報」は、中国の指導⼒の公式⾒解を世界に
⽰し、ネオナチ⼤隊「アゾフ」とその⽶国による⽀援についての記事を発表した。⽪⾁なことに、多くの⼈がアゾフ
⼤隊を世界の安全に対する脅威であり、⼈類の⽂明の敵であると考えていたにもかかわらず、それはウクライナ当
局だけでなく⽶国とも関係がありました。アゾフのナチスがマリウポリの⼈道回廊をどのように破壊し、住宅の建物に発
砲点を配置したかを思い出す時が来ました。

H.⽶国：⼈⺠の⾃由コンボイ：

•深い国家戦争：地殻変動兵器を使⽤する何千もの気象特許が存在します。誰が構造兵器を使⽤して、現在
の戦争状態の内部で⼤規模な地震を発⽣させるのかを⾒てみましょう。世紀の地震が予想されます。⽣
物兵器映画を作成し、パンデミック（Plandemic）を作成し、太陽フレア（⾼度な電磁パルス兵器）を作
成してグリッド衛星をシャットダウンし、偽のUFO侵⼊を作成することは、常にエリートグローバリスト
の計画でした（ペンタゴン、MSM、バチカンに⽬を向けてください）すべてがエイリアンのUFOストーリ
ーを推し進めています）。

J.世界⾦融危機：

K.戦争と戦争の噂：

⼩児性愛者の⼥王を呼ぶ（bitchute.com）

•ロックフェラー/ロスチャイルドは⻑い間魅了されており、現在の宗教を消し去り、世界中の地震に関連する新しい宗教を持
ち込み、地下の歴史的なハイテク⽂明や地球上の誤った⼩惑星爆発を含むアーティファクトを明らかにする計画を⽴て
ています。

•ロシアのマンツロフ産業⼤⾂は、ロシアが肥料の輸出を⼀時的に停⽌すると発表した。
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•オバマの⼤量殺戮者：削除されたWebページは、オバマが

ウクライナの研究所：��「⽶国は、ウクライナだけで26を含む、30か国の336の研究所を管理しています。
⽶国は、多国間レビューへのアクセスを提供し、国内外の⽣物兵器活動について完全に報告する必要が
あります。」

L.⽣物兵器研究所：

「ルガー⽒によると、施設の計画は2005年に始まり、当時のバラク•オバマ上院議員がウクライナ
当局と提携した。ルガー⽒とオバマ⽒は、その年、⿃インフルエンザの研究と予防のために⽶国とウク
ライナの研究者の間で取り組みを調整するのにも役⽴った」と著者のティナ•レドルップ⽒は述べた。�。世
界中の⾼セキュリティ⽣物研究所の拡⼤からバイオセキュリティの課題を予測することに関する⽶国国⽴
科学アカデミー委員会による2011年の報告書は、オデッサ研究所が「特に危険な⽣物学的病原体を特定
する責任がある」と説明しました。��「この研究所は、⽶国国防総省とウクライナ保健省の間の2005年の協
⼒協定に基づいて再建され、技術的にBSL-3セキュリティレベルにアップグレードされました。

•中国外務省のスポークスマン、趙⽴堅がアメリカの⽣物学について

ビッグテック、製薬、MSMなどを制御するHRC/オバマ/世界の銀⾏システムに接続された世界の腐敗し
たエリートを公開します。

武器攻撃。��（これは実際には、Gates�/��UN�/��NATO�/��Rothschilds�/��Rockefellers�/��Vatican�/��World��
Banks��Cabal��Deep��Stateが実際に次の⽣物兵器をリリースする準備をしていることを意味します）。

•⽣物兵器戦争：ビル•ゲイツは、テロリストが次の⽣物兵器を解放するだろうと警告しました

⽶国政府は、東欧で進⾏中の紛争の結果として、⽣物学研究施設がロシアの⼿に渡ることを懸念していると
上院議員。��「BiolabOpensinUkraine」というタイトルの記事は2010年6⽉18⽇に最初に公開され、オバ
マがイリノイ上院議員として在任中にウクライナのオデッサ市にバイオセーフティーレベル3の研究所を建
設する合意の交渉にどのように役⽴ったかを説明しています。元上院議員のディック•ルーガーの業績も強
調した、⽶国空軍（USAF）反増殖センターのアウトリーチジャーナルの第818号にも掲載されました。

•グローバリストは、ダーラムの前にできるだけ早く議題を推し進めようと懸命に努⼒しています

「特に危険な病原体」のためのウクライナのバイオラボの開発。��National��Pulseによって発掘された
この記事は、20年近くにわたるウクライナでの⽶国政府の活動について深刻な疑問を投げかけていま
す。ナショナルパルスによって再発⾒された削除されたウェブ記事は、バラクオバマ前⼤統領がウクライナ
に「特に危険な病原体」のためのバイオラボを建設する合意を主導したことを明らかにしています。

•ロシア国防省は、��「コウモリのコロナウイルスのサンプルを使⽤して」ウクライナのアメリカの⽣物学研究所
で実験が⾏われていると述べました。彼らは、2022年に、炭疽菌とアフリカ豚コレラという致命的なウイル
スを作り出すために、⿃、コウモリ、爬⾍類の病原体と協⼒することを計画したと⾔います。
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協⼒は、⽣物兵器の開発に使⽤できる技術、病原体、知識の拡散を防ぐことに焦点を当てています」と報告書
は続けています。ウクライナの規制に従い、第1および第2の病原性グループの細菌とウイルスの両⽅を処
理する許可があります」と報告書は述べています。

•ラボは「スラブのDNA」を収集して、病原体やその他の⽣物剤に取り組み、特定の⼈々、主にスラブの⼈ を々標
的にしました。ウクライナとグルジアのバイオラボは、これらの致命的な病原体をコウモリに移して、これら
の致命的な病気を媒介する「ベクター」または「キャリア」にする実験を⾏っています。

•ロシア国防省は、ウクライナでの⽶国の⽣物兵器プロジェクトについて報告しています。

•⽶国とウクライナは、第⼆次世界⼤戦中に⽇本の「731部隊」または「731部隊」が実施したのとまったく同じ
実験を実施していました。これらのプラントは浄⽔プラントに偽装されていました。��https://
en.m.wikipedia.org/wiki/Unit_731

BioWeaponsPreventionProjectのUkrainianBiolabNetworkに関する別の⽂書には、施設が研究を⾏っ
た病原体の範囲がより詳細に説明されています。研究室が研究したウイルスの中には、エボラウイルスと「ウ
イルス学的、分⼦的、⾎清学的、および表現的⽅法を使⽤した病原性グループIIウイルス」がありました。さら
に、ラボは「危険な⽣物学的病原体を取り扱う際のバイオセーフティとバイオセキュリティの問題について
専⾨家に専⾨的なトレーニングを提供しました」。明らかになったバイオラボ施設は、武漢で軍事関係のあ
る中国共産党が運営するラボでの危険な機能的利益の研究に資⾦を提供するという⽶国政府の決定を徹底
的に精査した結果です。

渡り⿃は、致命的なウイルスに感染するために解放される準備をしていた。また、ウクライナの領⼟に
ある⽣物学研究所では、コウモリのコロナウイルスのサンプルを使った実験が⾏われました。進⾏中の軍事特
殊作戦中に、ウクライナの軍事インフラストラクチャの2911個のオブジェクトが破壊されました（97機の航
空機、107機の無⼈航空機、141機の防空ミサイルシステム、986両の戦⾞およびその他の装甲戦闘⾞両、107
機の複数発射ロケットシステムを含む）�、など）

•国防総省は「昆⾍媒介ベクター」にも興味を持っており、その研究は

https://thenationalpulse.com/2022/03/08/obama-led-ukraine-biolab-efforts/
•ロシア国防省は、ウクライナの領⼟での⽶国とそのNATO同盟国の軍事⽣物学的プログラムの実施に関する

資料を公開しています。軍事部⾨は、次の情報を⽰しています。ウクライナの研究所からオーストラリアとド
イツへの⽣体材料の移動。コウモリの研究のためのプロジェクト;

•速報-ロシア国防省は、ウクライナの⽣物学研究所に関する証拠を発表しました

ウクライナの複数のバイオラボで進⾏中ですが、ロシアが軍事作戦を開始したとき、ノミとダニの外部寄
⽣⾍を含む140以上のコンテナが⾮公開の場所または国に移されました。

⽶国国務省から資⾦提供。

渡り⿃UP-4の研究プロジェクトとロシアのウクライナから⿃を捕獲するためのプロトコル。バイオラ
ボでの証拠の破壊⾏為。

Machine Translated by Google

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Unit_731
https://thenationalpulse.com/2022/03/08/obama-led-ukraine-biolab-efforts/


M.世界の⾷糧、燃料、ガスの不⾜：

•ウクライナ⼤統領は、バイデンが責任を負う理由を⽶国議会に伝えます

政府は軍事事件のためにフランス⼈に「耐える」ように求めています：この政府は実際にフランス⼈を何にも⼊れませ
ん！」…ジルベール•コラード、MEP

•⽶国のインフレ率は、⽯油スパイクの前に7.9％という40年ぶりの⾼値を記録しました。⽶国の消費者物価上昇は、ガソリン、
⾷料、住宅のコストの上昇により、2⽉に40年ぶりの⾼値に加速し、ロシアのウクライナ侵攻後、インフレはさらに上昇す
る態勢を整えています。

ロシアの侵略：��https��：//newsyoucantrust.me/3J3UGWD

私たちがこれまで考えていたよりも⼀般的であり、私たちがこれまで考えていたよりもはるかに深刻です。最もリスク
の⾼いグループは18〜24歳の男性で、その割合は100万⼈あたり500例を超えています（2000年に1例を超えていま
す）。これは、⼼臓に損傷を負っている天⽂学的な数です。」

O.⽊曜⽇の本当のニュース。��2022年3⽉10⽇：

•中国は、ロシアを⽀援するために中国に制裁を加えると、深刻な対応が⾏われると脅迫し、北朝鮮は⽶国、韓国、⽇本の軍隊
をスパイするためのスパイ衛星を開発している。このビッグスリーはスケアイベントをもたらすでしょう。

N.��Covid�/��Vax��Hoax：

•北朝鮮は、デジタルオープンネットワーク環境（DONE）の⼀部になります。

•PeterMcCullough博⼠は、ワクチン誘発性⼼筋炎について警告を発します。��「遠い

https://www.nbcnews.com/news/world/north-korea-says-plans-launch-satellites-monitor��us-allies-
rcna19453��30で完了（30か国と同様）デコード：��https��：//t.me�/��FreeTheWillPatriots�/��24991

•多くのイタリアの製紙⼯場は、ガス価格の上昇により操業を停⽌しました。「12⽉にイタリアの製紙⼯場が天然ガスに
通常の5倍の⾦額を⽀払った場合、発電量に基づいて、現在、そのコストは平均で10倍、ピーク時には15倍にさえ増
加しています。」

•特別検察官のジョン•ダーラムの事務所は、2016年のDNCサーバーハックを調査していました。多くの⼈が、セス•リッチの
ソース資料の漏洩による殺害の原因であると信じています。��https://thefederalist.com/2022/03/10/exclusive-
special-counsels-office-isInvestigating-the-2016-dnc-server-hack/��_

•フランス：��「信じられないほど、価格は数か⽉間急速に上昇しており、現在は

•ドイツは2045年までに、⽯油とガスを放棄します。ドイツは完全に気候に中⽴な国になることを計画しています。これは
ドイツのオラフ•ショルツ⾸相によって語られました。
国は太陽光、⾵⼒、⽔素エネルギーに切り替える予定です。��https://rumble.com/
vwt17j-germany-by-2045-germany-will-abandon-oil-and-gas..html
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トランプにパンデミックおよび違法ワクチンの誤った証拠と情報を与えるために共謀した。

•5Gタワーは、それらのそばを⾶んだ⿃を殺していました。��5Gは世界の⼈類、動物、⾃然にとって危険では
ないと考える⼈ は々、なぜ⿃が5Gタワーの上で死んだのか説明できませんか？これらの5Gハーモニク
スは、誰かの気分の状態を変えたり、たとえば⼈ を々狂わせたり、⾮常に怒らせたりすることもあります。

•その答えは、軍事法廷戦争犯罪裁判所および⼈道に対する罪ニュルンベルク綱領裁判に関連してい
ます。

製薬会社、ビッグテック、CIA、国連、WHO、NIH、CDC、中国共産党など？ウイルスと⽣物兵器ワクチンを
作成することによって、世紀の犯罪で共謀したすべての⼈ を々どのように暴露しますか？��‒浸透による。

•この最終イベントフェーズでは、トランプは世界の腐敗したカバルを暴露して倒します

P.ロシア国防省の報告：

•トランプは、ディープステートが⾃分にできるとは思っていなかった記録的な速さでワクチンをリリースしました。ワ
クチンの早期リリースは、ディープステートプランを混乱に陥れました。

ハルキウの北⻄にあるゾーロチウの集落。

•彼はまた、ディープステートワクチンの世界への浸透が必要だった理由を説明します。

Q.⽊曜⽇。��2022年3⽉10⽇ホワイトハット軍：なぜTRUMPはまだワクチンをプッシュしているのですか？

•世界銀⾏、ビッグに接続された世界的な腐敗システムをどのように公開しますか

•トランプがワクチンをリリースしなかった場合、世界はもっと深くなっていたでしょう。

ロシアが化学兵器を使⽤していると⾮難する物質。

彼らは彼に致命的なワクチンを放出させるという腐敗を押し進めました。

より厳しい封鎖、経済の破壊、さまざまな⽣物兵器による実際の⼤量死の問題。

•世界法廷での軍事裁判では、オペレーションワープスピードを通じてリリースされたワクチンの最初のバ
ッチが主に偽の（プラセボ）ワクチンであったように、トランプはシステム全体を公開します。

•約80トンのアンモニアがナチスウクライナナショナリストによって

システムと彼にそうする⼒を与えるための証拠が必要でした。

•特殊作戦の開始以来、ロシアの軍隊
連邦は、ウクライナの軍事インフラの2,814個のオブジェクトを破壊しました。

•その後、崩壊が始まりました。世界の銀⾏、投資家、ブローカー、ワクチン会社と製薬会社の株主は混乱とパ
ニックに陥りました。��2020年1⽉の最初の数⽇間に、不確実な世界の株式短期⾦融市場で半兆が失わ
れました。

•Fauci�、科学者、NIH、CDC、NIAIH、およびWHOの世界保健機関

パニックが始まり、何百万もの投資家がお⾦を引き出しました！

•ナチスウクライナのナショナリストは、有毒物質を使⽤してウクライナで挑発を準備しています
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R.以下RESutherland、M.Ed、1996年以来のフリーランス調査科学レポーター：

⼤量逮捕：��http��：//divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1043-massarrests

PDF版：��http��：//divinecosmos.com/mass_arrests.pdf

•その暴露は、これらの腐敗した機関を⽀配する外国の職業につながるでしょう

•トランプは、彼に虚偽のデータ、証拠、および

3.「ホワイトハット」の計画は2009年に作成され、2012年に信頼できるジャーナリストと話し合い、2014年にそれを発
⾒したときに⾃分でその話し合いの記録を作成しました。それ以来、私は証拠を使ってそれを「証明」してきました。同盟は⾮
常に現実的です...そして⽀援するETは⾮常に現実的です...そして私たちの⽣きている全能の神は⾮常に現実的です...そして
恐ろしいハザール/世界経済フォーラム/国連のカバールもそうです。

Covid-19とワクチンに関する偽造情報。

州の議題は早い‒ディープステートの準備ができていないのは時期尚早です。現在でも、ディープステートはプラセボ
をインストールするワクチンの⽣産に追いつくことができません。

•これらの動きは起こらなければなりませんでした。ディープステートは、トランプの有無にかかわらず、⽣物兵器と
致命的なワクチンをまだリリースしようとしていました。陰謀団計画を⽌める⽅法はありませんでした。唯⼀の
⽅法は、陰謀団の計画の⽀配権を握ることでした。それは、潜⼊、暴露、そして最終的には完全な機密解除のため
の軍事法廷によるものでした。��@WhiteHatsArmyに参加する

•ある意味で、トランプは犠牲でした。彼はこれらの動きをしなければならず、最終的にはトラブルに巻き込まれること
を知っていました。彼はまた、彼をその地位に置いた軍隊によって隔離されることを知っていた。

2.私は⾃分のすべてのスキルセット（科学、教育、核）を最⼤限に活⽤しています...世界⼤戦の両側についての最良の情報を
⾒つけるために...そして聖書も含めていますバチカンがそれらを改ざんしたにもかかわらず、参照....私たちのすぐ前にある
ものについてのより良い考えを私たちに与えるために。これまでのところ、私の予測パターンはTRUEを保持しています。私が無
知の池に投げ込まれたのは、2021年1⽉21⽇、トランプがすべての情報源から⾔われたことをすべてリダイレクトしたときだけ
でした。そこで私はその沼の池から登り、ヘビやワニを避けて⽴っていました。以前の安定した証拠の⽯に基づいて、再計算され
ました。これまでのところ、私たちが知っていることで⽬標を達成しています。

•トランプがディープを押すことで命を救ったため、プラセボはワクチンに含まれていました

1.私が9.8年間働いた原⼦⼒の世界と、1999年以来住んでいる原⼦⼒コミュニティでは、仕事の危険性について明確に定義
された理解が得られるまで、「仕事」を開始しません。終わり。仮定することはできません。何に⾜を踏み⼊れているのかを
知る必要があります。そうしないと、死を含む深刻な結果が⽣じる可能性があります。

⽶国および世界中。
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https://www.youtube.com/watch?v=Lygerb3zOvY&t=7224s��（3.01時間）

4.⽶国の契約法「救い、贖い」は、1999年に、⽴ち上がって私たちから隠された何かを学ぶ勇気を持った2⼈の若者
によって起こりました。彼らは国のフラットを捕らえました...タイトル4セクション1.9標準的な軍隊...そしてアメリカ
の新しい⾦融所有者をインストールするために海軍ホワイトハットを使⽤して地球を⼀周しました。これはこの国を

Qチームがカバールを降ろす-QをAからZに‒��Mark��Devlinによるインタビュー：��https��：//
www.bitchute.com/video/TidOCTSLokpn/

2020年6⽉26⽇、グローバルシンジケートの⽶軍作戦と「敵対的企業買収」

ブッシュ家がその捕獲のためにこの国をイギリスの王位に引き渡すことを計画した「第三のそして最後の破産」。
陰謀団は起こったことを嫌い、国際契約戦争に従うことを拒否し、それによって同盟国は世界のための戦いに従事
した。

それは地球全体でルシファーと彼の⼿先を倒す地球同盟になるでしょう。準備するだけで⾃分と家族を守りましょ
う。

S.誰もが、以下の産業/セクターで明らかになるであろう悪と腐敗の深さに頭を悩ませましたか？今、グローバルに
考えてください。それは絶対に聖書になるでしょう。

うん。⼈ は々紛争で死ぬでしょう。

それは4年以上の選挙です。はるかに。だからあなたが「何を取っているのか」と⾔うときはいつでも

LAST-FLAG-STANDING、2020年8⽉21⽇、ビデオ：1.34時間https://youtu.be/fpFzt77huxc

RE��Sutherland、M.Ed、��1996年以来のフリーランス調査科学レポーター、1996年以来のフリーランス調査
科学レポーター、24年-バージニアライセンス科学教師（⽣物学、化学、物理学）、9年-（DOE�/��SRS）核実験
室および核放射線防護インスペクター、1992年-「核トピックの教育」の修了証明書

著者：1858年のアメリカとロシアの同盟（ISBN：13：9780595215010）

5.深刻な爆撃事件が間もなく起こり、ほとんどのアメリカ⼈は詳細を知りません。

https://beforeitsnews.com/economics-and-politics/2020/06/summary-26jun2020-us-military-op��and-
hostile-corporate-takeover-of-global-syndicate-2525316.html

事実：私は、それが起こったときにブッシュのカルテルの内側にいて、それが本物であることを確認した誰か
と、そして⽶海軍によって⾶ばされた私たちのアメリカ国旗の契約を結んでいる男と連絡を取り合っています。

軍曹ロバートホートンによる戦争城の概要は、2020年5⽉19⽇、⽶陸軍特殊作戦です

変化は地平線上にある-NESARAミッション-ジェームス•リンク著

https://www.bitchute.com/video/76tNHLRPzipT/
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•電⼒-（⽯油、天然ガス、電気）

⻑さ？"以下を参照してください。時には、それは「お⾦を追いかける」のと同じくらい簡単です。お⾦。⼒。

•⾷品（はい、⾷品;研究）

•学校（教師、管理者、理事会、ベンダー）はい、ベンダー。教科書など。•組織犯罪（深い）

•テレビ;ハリウッド等（売り切れ）

コントロール。病気。��…NCSWIC

•軍隊（おっ）そして他にもたくさん。

•新しいベンジャミン•フルフォード：ロシアへの降伏を交渉するナチス第四帝国、偽のバイデン政府は運命づけられた|
予⾔|ニュースの前に（beforeitsnews.com）

•ソーシャル「メディア」（ビッグテック）

•教会/「宗教」（ちょっとそこに「教皇」）

•ディープステートは⼈類を破壊しようと失敗し続けます！��-フリンジマストビデオについて|

•主流メディア（「ニュース」アウトレット、新聞など）

•「チャリティー」（⾚⼗字など）

意⾒-保守的|ニュースの前に（beforeitsnews.com）

ファイザーVax孵化卵の寄⽣⾍！��-私たちピープルニュース|意⾒-保守的|ニュースの前に（beforeitsnews.com）

•中絶とサブ産業（sickos）

•ストリートドラッグ（OTCを含む;例：フェンタニル;ファイザーにお会いしましょう）

•X22Report-ディープステートナラティブの失敗！最初の起訴状の開封は団結をもたらすでしょう！��-ビデオが必要|
意⾒-保守的|ニュースの前に（beforeitsnews.com）

•⼈⾝売買（sickos）

•法執⾏機関（警察、裁判官、「弁護⼠」）

•配送（考える）

•連邦、州、および地⽅レベルの政府（州知事、州議会、州議会、市⻑、書記官など）

•医療（医師、管理者、保険、ベンダーなどを含む）

T.ビデオを⾒る必要があります：

•銀⾏（貸付、クレジットなど）

•⽊曜⽇。��3⽉10⽇状況更新ビデオ：��https��：�//rumble.com/vx1sc7-situation-update��31022.html状況更新：チ
ェルノブイリ地下トンネル！ロシアの兵⼠がトンネルに鎖でつながれた⼦供たちを救出し、彼らはバイデンの所有
物の下でトンネルに接続します！

•ビッグファーマ（海のように深い）
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V.あなたの近所の⼦供たちの悪魔的儀式虐待に関するジュディノート：

正直に⾔うと、私の知る限り、悪魔の犯罪を報告するために設定された地⽅、国内、または国際レベルの安全な
場所はありませんでした。おそらく、地⽅、国内、および国際的な悪魔の聖約が拷問から簡単に逃れる主な理由です。
定期的に何千⼈もの⼦供を殺害します。

警告：ジェニーは、5歳の若さでレイプされ、拷問され、⼦供の犠牲を⾒て神の介⼊を除いて、他の何千⼈もの⼦供の犠牲者
の悲惨な経験とは異なり、ほとんど⾃分⾃⾝を殺したことについてグラフィックで説明しました悪魔の崇拝者の。サタンに
敬意を表する加害者は、US��IncのCIA、エリザベス⼥王、イルミナティバンキングの家族、バチカンの第9サークルチャイルド
サクリファイスカルトから、クリントン、ハリウッド、ピザゲート、地元の10代の聖職者まで組織されたようです。彼らは、私
たちのグローバル通貨システムを運営していたこの同じカバルによって資⾦提供されました。これは、世界のグローバル
通貨のリセットと復元された共和国の活性化によって崩壊する過程にあったまさにその組織です。トランプ⼤統領が「こ
れらの⼈ は々病気だ」と述べたのも不思議ではありません。

悪魔の⼦の犠牲の儀式に対するジェニー•ヒルの証⼈：⼥性は⼈⾝御供を⾒る-
YouTube��http://www.youtube.com/watch?v=F626Lsrdwg4ジュディ注：��YouTubeはこれらのリンクを修正
したため、機能しません。リンクに接続するためにゴーグルするか、DuckDuckGoを使⽤することをお勧めします。

FBIやCIAの加害者を含む⽶国や他の国の政府機関からの援助は確かにありません。これらの法⼈は、有効な調査を⾏う
どころか、儀式的虐待や⼦供殺害の事件の開始さえも否定することに成功しています。

https://wsbt.com/news/nation-world/crime-that-hides-in-plain-sight-fbi-releases-warning-signs��of-
human-trafficking

コリン•ロス‒ロバート•デイビッド•スティール

1990年以来、私は、悪魔的指導者とその聖約の⼩児性愛者、拷問、殺⼈犯罪の⽬撃者である勇敢なSRA⽣存者の
犠牲者の要請により、⼦供たちの悪魔的儀式虐待について調査を⾏ってきました。この間、私は悪魔主義者が法律事
務所、地⽅警察、郡保安官事務所、そして私の州の司法⻑官事務所などに埋め込まれているのを発⾒しました。その後、⼤
虐殺は国際的に組織された第9サークル悪魔教団に進みました。バチカンを使い果たします。

U.「22の顔：ジェニーヒルと彼⼥の22の複数の個性の並外れた⼈⽣の中で」�、ジュディバイイントンによる序⽂、
コリンA.ロス博⼠による序⽂、MD��RAW：博⼠。

W.組織内の悪魔主義者の影響については確認できませんが、⼦供に対する犯罪と⼈⾝売買の事件を報告するため
に、以下が設定されています。
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Europol��Tipline��Tel�.:��+31��70��302��5000��https://www.europol.europa.eu/report-a-crime

FBIメンフィス（24時間利⽤可能）��（901）747-4300

⽶国：Childhelp��National��Child��Abuse��Hotline��1-800-422-4453

英国：Childhelp��National��Child��Abuse��Hotline��BBC��Action��Line

USNCMEC緊急被害者⽀援24時間ホットライン：��1-800-843-5678

匿名のヒントtips.fbi.govを提出してください。

X.グローバル通貨のリセットとNESARA/GESARAはすべて⼦供たちに関するものでした

イノセンスの保存：��https��：//savinginnocence.org

https://www.abolishion.org/human_trafficking_hotline_numbers

https://www.youtube.com/watch?v=FT4tmI8YxCU&feature=emb_rel_end

⼈⾝売買のヘルプとリソース：��https��：//trafficking.help/us/

Rescue855-646-5484に呼び出されましたhttp://www.calledtorescue.org/

EUホットライン：��https��：�//ec.europa.eu/anti-trafficking/citizens-corner-national-hotlines/national��
hotlines_en

グローバル：⼈⾝売買ホットライン番号：

地下鉄道作戦のティム•バラード：��https�://ourrescue.org/

インターポールに連絡する：��https��：//www.interpol.int/Contacts/Contact-INTERPOL

国⽴⼈⾝売買リソースセンターホットライン1-（888）-373-7888。

⽶国移⺠/関税執⾏局（ICE）：��https�://www.ice.gov/webform/hsi-tip-form

それはお⾦の問題ではありません。それは⼦供たちについてです‒サタンに敬意を表して、彼らのエリート加害者
がおそらく権⼒を獲得して世界を⽀配できるようにレイプされ殺害された何千⼈もの栄養失調でトラウマを抱えた⼦
供たち。

https://www.interpol.int/What-you-can-do/If-you-need-help

トランプ⼤統領が就任する前の朝に⾏った最初の公式⾏動は、CIA本部を訪問し、これらの世界的なエリートが運営する国
際的な児童性的⼈⾝売買リングとの戦争を宣⾔することでした。

連邦⼈⾝売買ウェブサイト：��https��：//www.state.gov/humantrafficking/
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2022年3⽉9⽇現在のGCRレポートによる特別復元共和国

今、世界中のカバルの地下トンネルから救出され、すぐ隣の悪魔の聖職者によって拷問され殺された何百万⼈もの⼦供たち
のために、急いで祈りましょう。彼らを救うために⾃分たちの命を危険にさらしていた世界中の軍隊のためにも祈りましょう。断
⾷と祈りの古代の教義はここで10:30:32マークで説明されました：��https��：//www.youtube.com/watch？v��=��4Mb9gU6DmKs

。ジュディ。

Y.ジュディ注：私は今も、更新や記事を書いたことで⾦銭を受け取ったこともありません。補償は、私たちの国際社会で横
⾏している⾮常に秘密主義の悪魔的儀式虐待、⼩児性愛、および⼦供の犠牲についての真実を明らかにすることによって、⼦
供たちを救うのを助けるための⼿段を持っていることです。

リセットがついに実現したことをQに感謝します。私はあなたの⼈道的努⼒がうまくいくことを願っています。そして私たちが⼀緒に
なってすべての⼈の⽣活をより良くする反対側であなたに会えることを楽しみにしています。

忍耐は美徳。美徳を持つことは、良い道徳的存在のしるしです。善良な道徳的存在には、悪を克服し、世界を変える⼒があります。そ
して、私たちは!!!�。

これはさようならではありません。近い将来、多くの皆様と⼀緒に仕事をすることを期待しています。私はあなたを知ることをどれ
ほど楽しんだかをあなたに⾔うことはできません。あなたは永遠に私の⼼に残ります。

GCRを介して復元された共和国：2022年3⽉9⽇現在の更新

未知のままでいることを望んでいた献⾝的で勇敢なインテルプロバイダーに⼼から感謝します。実際に起こっていることを明らか
にするために24時間年中無休で働いていた私たちのエンジェルマーサに。真実を明らかにすることに⻑けているワイルドファイアレ
ディを謙虚にすること。素晴らしい研究をしているブラッドに。実際に起こっていることの根本的な原因を明らかにするボニーBと、
セーブ•ザ•チルドレンを⽀援するために⼩児性愛に関するほぼ無制限のインテルを発⾒したケンに。

前の週の更新：

上記はインターネットからの情報の要約です。⾃分で調べて、それが有効かどうかを判断するのは読者次第です。

セーフリンクのウェブサイトを⾒つけたら送信します。さらに、いくつかのディナールのウェブサイトに掲載します。セーフリンク
ウェブサイトにリンクすることにより、償還/交換の予約を取得するために署名する秘密保持契約が⽣成されることを理解していま
す。

GCRを介して復元された共和国：2022年3⽉10⽇現在の更新

秘密保持契約に署名した後、90⽇間、交換プロセスについて誰にもメール、投稿、または話すことができなくなります。そのた
め、私は黙って、⼈道的プロジェクトを整理して実⾏するために90⽇間かかります。
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GCRを介して復元された共和国：2022年3⽉4⽇現在の更新

2022年3⽉6⽇現在のGCRレポートによる特別復元共和国

2022年3⽉7⽇現在のGCRレポートによる特別復元共和国

GCRを介して復元された共和国：2022年3⽉7⽇現在の更新

2022年3⽉4⽇現在のGCRレポートによる特別復元共和国

GCRを介して復元された共和国：2022年3⽉8⽇現在の更新

GCRを介して復元された共和国：2022年3⽉5⽇現在の更新

GCRを介して復元された共和国：2022年3⽉3⽇現在の更新

2022年3⽉3⽇現在のGCRレポートによる特別復元共和国

GCRを介して復元された共和国：2022年3⽉6⽇現在の更新

2022年3⽉8⽇現在のGCRレポートによる特別復元共和国
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