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グローバルリサーチ、2021年11⽉14⽇

テーマ：歴史

内なる臆病者、⾃由対ファシズム。⼈間の運命の⽀配を取り戻そう

ホームページ（デスクトップ版）のトップバナーにある「ウェブサイトの翻訳」ドロップダウンメニューを有効

にすると、すべてのグローバルリサーチの記事を51の⾔語で読むことができます。

Global Researchのデイリーニュースレター（選択した記事）を受け取るには、 ここをクリックしてください。

Instagramの@crg_globalresearchにアクセスしてフォローしてください。

***

⽋けた、マインドコントロールされた、⼼理的に拷問された、精神的にブロックされた、そして物理的に再設計

された、または偽のワクチン接種によって殺害された; 合成実験⽤⾷品の⾷事療法を余儀なくされました。⽣殖器の滅菌のために⼦供を産むこと
ができない; ⾃分の体の所有権を主張する権利を含むすべての重要な資産を処分し、最後に重要なこととして、感情的な勇気を無効にする⼒を持
っている隠された第三者の監視下にあり、最終的にこれから抜け出す可能性があります刑務所。

***

死は気が遠くなるように⾒えることがあります。死は終わりではなく、それが旅した器から解放された精神の進化の新しい章であるという事実

を完全に受け⼊れるには、かなりの精神的な成熟が必要です。

ここで恐れることは何もありません。それでも、未知のものは常に特定の不安、畏怖の念を伴います。なじみのないものに⽴ち向かうには勇気

が必要です。しかし、⼈⽣はリスクのない冒険を意図したものではなく、私たちは挑戦を受け⼊れるように求めるものを避けようとしてこの世

界に⼊るわけではありません。

今、私たちはその挑戦に直⾯しています。おそらくこれまでで最⼤の挑戦であり、この光と闇の衝突で勝利を確実にすることは、私たちの臆病

者が死ななければならないことを認識したときにのみ起こります。私たちが⽣きるためには死ななければなりません。反⽣命の嘘に挑戦するた

めに⽣きる-それの最後を⾒るのにかかる限り。

今⽇、私たち⼀⼈⼀⼈を正⾯から⾒つめている際⽴った課題は、⾝代⾦を要求する⼈々から世界を解放するための⾏動をとることを妨げる、そ

の蔓延する内⾯の弱さを克服することです。

私たちの内⾯の不安感に作⽤するこの惨めな獣は、⼈⽣の最⼩公分⺟であり、⽣きていて完全に⼈間であることが何を意味するのかを恐れて、

即座に⼈間を無味乾燥な弱者に変えます。私は「臆病」として知られている状態を指します。

⾮⼈道的な独裁政権がこの惑星の⽇常⽣活の管理を引き継ぐのを防ぐために現在の戦いを受け⼊れなかったという内なる⾔い訳を⾒つけたすべ

ての⼈は、臆病者であるという呼びかけを認めなければなりません。ですから、⾃分の内臓にいるときに「⾔われたことをする」⼈は、すべき

でないことを知っている必要があります。

「臆病者」は恐ろしく傷つく⾔葉です。臆病者である以上に⾮難されるべき卑劣なことはないかもしれません。それは、⾃尊⼼の断⽚さえ持っ

ている⼈の内臓に直接⾏きます。臆病者は、私たちが⼈⽣の⽀配を握ることを完全に諦めない限り、私たちが⾃分⾃⾝を考えたいものではあり

ません。

今後数か⽉のうちに、⽣き残った「臆病者」は⾻まで挑戦しなければなりません。これらの⽉は、私たち全員にとって極めて重要な選択の絶対

的な震源地を形成するでしょう–抵抗の⼀部として数えられるために⽴ち上がるか、またはひどい奴隷制の状態への降伏にさらに深く陥ります。

前者のスタンスは、闇の顎から奪われた⼈類の解放のための前例のない勝利につながるでしょう。後者は、反抗して⽴ち上がらなかったすべて

の⼈々の完全な⽀配と拷問にのみ関係する反⽣命カルトの悪魔のメカニズムへの途切れることのない奴隷制を意味します。

状況が⾮常に厳しいため、分割統治法への仲間の⼈間の無意識の降伏を⽬撃することはほとんど耐え難いものになっています。⼤規模な詐欺の

最中に、あからさまな悪意が蔓延している⼈々。これは、悪のさらなる拡⼤のために「犠牲者の⾷物」として彼ら⾃⾝を提供するそれらの何百

万もの⼈々の驚くべき受動性によってのみ⼀致しました。

⼈類の多くは、私が「臆病者の種族」としか表現できないものに沈んでいます。何があっても最善を尽くすという決意を⽀えてきた過去の主に

⾁体的な挑戦は、今では精神的な領域に置き換えられるべきでした。

物理的な現実を克服するために必要な同じ外部の決意は、今では、横⾏する⾃我とその中の臆病者を征服するためのチャネル化された決意にな

っているはずです。しかし、この（論理的な）進化の過程は起こっていません。代わりに、前向きな勢いが⽌まり、⽇常⽣活がリズムを  失い、
⾃⼰規律がファンクの状態に引き継がれました。

この状態では、⼈間は⾮常に簡単に制御されます。テレビでは、EMFポケットモバイルの致命的な利便性と悪意のあるパワーモンジャーのソー
シャルエンジニアリング-世界的な洗脳の背後にあるいくつかの要因を挙げます。

何世紀にもわたって獲得された重要な基本的⾃由の除去に⽴ち向かうなどの主要な課題はすべて回避され、個⼈の回復⼒は無責任な動揺に取っ

て代わられました。
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あまりにも多くの⼈々が、この存在において⾃分たちが果たす役割がないと信じているかのように、夢遊病で⼈⽣を歩き回って、卑劣な受動性

の状態に陥っています。代わりに、彼らの⽣活の管理に対する責任を、偽の「政治指導者」の⼦⿅の集団に引き継ぐ。

だから今、世界的に⽀配的なファシスト独裁政権から「私たち国⺠」を解放するために必要な⼤胆な蜂起をもたらすために必要な根性は、真剣

に望んでいます。

しかし、このドラマの重要な戦場は、物理的な敵の外向きの敗北ではなく、滑りやすい臆病者の内向きの敗北です。⼤量虐殺の集中管理された

⾏為に対する抵抗の⼀部になるために、私たちは私たちの中の臆病者が表現の余地を与えられないことを確実にしなければなりません。

⼈類の⼤部分が⽣きる前に、私たち⼀⼈⼀⼈の中で働く臆病者は死ななければなりません。

これは、⾃分の中で戦⼠が⽴ち上がって⾏動を起こすことを期待して震えている⼈にとっては「ミッションインポッシブル」のように⾒えるか

もしれません。しかし、私が⾔うこれらの⼈々に–ただ代替案を検討してください。⾃由や市⺠的⾃由が残されていない、何⼗年にもわたる奴隷
制への降伏。全然ない。

⽋けた、マインドコントロールされた、⼼理的に拷問された、精神的にブロックされた、そして物理的に再設計された、または偽のワクチン接

種によって殺害された; 合成実験⽤⾷品の⾷事療法を余儀なくされました。⽣殖器の滅菌のために⼦供を産むことができない; ⾃分の体の所有権
を主張する権利を含むすべての重要な資産を処分し、最後に重要なこととして、感情的な勇気を無効にする⼒を持っている隠された第三者の監

視下にあり、最終的にこれから抜け出す可能性があります刑務所。 

あなたはそれがこのようになる可能性があると⾃分⾃⾝に信じさせないかもしれません。しかし、あなたは間違っているでしょう、それはすべ

て、WEFディレクターのクラウス・シュワブの本「TheGreatReset」のテキストにあります。 

そこには、集中型グローバル制御のチーフアーキテクトの1⼈から直接それがあります。ゲイツ、ザッカーバーグ、ロックフェラー、ロスチャイ
ルド、シリコンバレーのテクノキング、そして少数の暴君的な数⼗億のビリオネア、銀⾏家、そしてダークサイドの欺瞞者の「王室の使⽤⼈」と

ともに、全体主義国家の名⼯。

これらは架空のものではなく事実であり、これが議題であるすべての専制的なフロントランナーは、彼らの莫⼤な⾦銭的富の蓄積のために現実

世界から封鎖されています。それらは平⾏した構造で存在し、現実の⼈々、現実の感情、現実の世界に共感しない、冷たく計算された無慈悲な

繭から、地球上の⽣命のゆっくりとした窒息を実⾏します。

これらの吸⾎⻤の利益のためにこの惑星がどのように管理されているか、そしてそれを可能にしている

のはあなたであるということを理解すると、⻘いピルはもはやそのような魅⼒を保持しなくなります。

妄想的な不信の状態の背後に隠れ続けようとする試みは、ますます太陽のない地下世界への開かれた⾨

のように⾒えます。

私たちは皆、グラウンドゼロに到達しました。私たちのすべての考えと⾏動において、⼈間の解放のた

めの⾼貴な⾏進を後押しすることは、今または決してありません。⾃⼰爆縮の⻑くなる影に後退しない

でください。

これが⽬の前にあるので、私はできる限り率直にそれを置きました。この選択。。

それは⾮常に単純に、⾃慢の⾃由の旗をつかんで⾶び込んだ場合です。あなたが彼らの捕虜に服従する

ことを望んでいる世界的な奴隷マスターに抵抗して⼀歩踏み出し、世界の残りの部分をあなたと⼀緒に

引きずりながら、上昇する男の家族と⼀緒に⾶び込みます。

まだ⾏動を起こしていない⼈は、常に⽿を傾け、飽くなき魂を導くのではなく、今⽇そうするのが賢明であり、彼らの中の臆病者を永遠に解雇

させます。

私たちは、より⾼い普遍的な⼒のユニークな⽣きた代表者です。⾄⾼の意識の使者。正義を⾏うことからこの並外れた相続に縮⼩しないように

しましょう。私たちに授けられたこの素晴らしい贈り物を称えるために。

私たちはコントロールを取り戻し、⼈間の運命に新しい⽅向性を与えるためにここに来ました。その神の発明者に代わって地上の線を保持する

こと。私たちの惜しみないコミットメントを要求するものに完全かつ勇敢に⾃分⾃⾝を提供すること。

*

読者への注意：上または下の共有ボタンをクリックしてください。Instagram、@ crg_globalresearchでフォローしてください。この記事をメー
リングリストに転送してください。あなたのブログサイト、インターネットフォーラムへのクロスポスト。NS。 

ジュリアン・ローズは、英国の有機農業の初期のパイオニアであり、作家であり、国際的な活動家であり、起業家であり、ホリスティックな教

師です。ジュリアンはHAREThe Hardwick Alliance for Real Ecologyの共同創設者です。https：//hardwickalliance.org/を参照してください。彼の
絶賛された本「ロボットの⼼を克服する-⼈類が通り抜けなければならない理由」は、今回特に読むことをお勧めします。www.julianroseを参照
してください。情報

彼はGlobalResearchに頻繁に寄稿しています。

この記事の元のソースはGlobalResearchです。
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