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テーマ：メディアの偽情報、科学と医学

腐敗した科学とエリートパワー：Covid-19「テクノ奴隷制」と「グレートリセット」が差
し迫っています

科学者が、Covid-19に関連するかどうかにかかわらず、証拠を研究し、⼀般の⼈々の利益に役⽴つように公共の政
策⽴案を導くために使⽤できる⾼品質の知識を提供していると信じたいですか？

それは確かに慰めのアイデアですよね？

結局のところ、科学は特定の現象を理解し、⽣産的な成果を達成するためにどのように進めるかについての正確

なガイダンスを提供するための「証拠に基づくアプローチ」であると⻑い間⾔われてきました。

残念ながら、この主張は不注意な⼈への宣伝にすぎません。

公開された医学研究の有効性に関する2005年の研究で、科学研究⾃体も研究している医学教授のJohn PA Ioannidisは、「主張されているほと
んどの研究結果が誤りであることが証明できる」理由を説明しました。多くの？NS？これがイオアニディス教授の結論ですが、以下に引⽤され
ている彼の記事全体を読むことができます。

⼿始めに、⽅法論の問題とラベル付けされる可能性のあるものの範囲があります：不⼗分なサンプルサイズ、影響を確実に測定することが不可

能であるほど⼩さい結果（たとえば、過度の「誤検出」につながる）、および研究デザイン、定義の変動性、結果と分析モード。さらに、

SARS-Cov-2ウイルスが存在するかどうか、またはCovid-19ワクチンの場合など、「よりホットな」科学分野での研究により、研究チームは、厳
格。

しかし、重要なことに、イオアニディスはまた、経済的利益と他の利益の対⽴（「⽣物医学研究で⾮常に⼀般的」）と偏⾒（特定の理論または

彼ら⾃⾝の「発⾒」へのコミットメント、純粋に医師と研究者に昇進の資格を与えるために⾏われた研究）を特定しましたまたは在職期間、お

よび科学的研究の発⾒が真実である可能性が「低い」理由の説明として、彼ら⾃⾝を反駁する発⾒のピアレビュープロセスによる抑制、したが

って彼らの分野が誤った教義を永続させることを⾮難する）。

本質的に、これらのハードルのすべてを回避/克服した「科学的研究」は、私たちが予想するよりもかなり少なく、確かに半分未満です。「公開
されているほとんどの調査結果が誤りである理由」を参照してください。

それが2005年のことでした。状況は改善したと思いますか？

ブリティッシュ・メディカル・ジャーナルのCovid-19に関連して公開されたばかりの記事で、カムラン・アッバースは「優れた科学が医療と政
治の複合体によって抑制されると、⼈々は死ぬ」と説明しています。しかし、これは起こっているのでしょうか？

政治家や政府は科学を抑圧しています。彼らは、診断と治療の利⽤可能性を加速するために、公共の利益のためにそうしていると
彼らは⾔います。彼らは⾰新をサポートし、前例のないスピードで製品を市場に出すためにそうします。これらの理由は両⽅とも部
分的にもっともらしいです。最⼤の欺瞞は⼀粒の真実に基づいています。しかし、根本的な振る舞いは厄介です。

科学は政治的および経済的利益のために抑制されています。Covid-19は⼤規模に国家の腐敗を解き放ち、公衆衛⽣に有害です。政
治家と業界は、この⽇和⾒的な横領に責任があります。科学者や健康の専⾨家もそうです。パンデミックにより、緊急時に医療と政
治の複合体を操作する⽅法が明らかになりました。これは、科学を保護することがさらに重要な時期です。

英国のパンデミック対応が科学者や科学者の抑圧をどのように含むかについての4つの例の議論については、真実を暴露することに熱⼼な科学者
が適切なマスメディアにアクセスできないようにすることを含め、「Covid-19：政治化、「腐敗」」を参照してください。と科学の抑制」。
（そして、この最初の汚職が政治的および経済的利益のためにどのように悪⽤されたかについてもっと知りたい場合は、「えこひいきと顧客主

義：トーリー党のパンデミック対応のアウトソーシング」を参照してください。）

もちろん、抑制の最も重要な点は、アンドリュー・カウフマン博⼠が最初から⾟抱強くそして際限なく説明してきたように、SARS-Cov-2とラベ
ル付けされたウイルスが存在するという科学的証拠がないという事実です。彼の最近の説明の1つについては、「COVIDがコッホの4つの病原菌
理論の仮定を満たしているというゼロの証拠-アンドリュー・カウフマン博⼠とセイヤー・ジウ」をご覧ください。

さらに、カウフマン博⼠によれば、「新しい病気で誰かが亡くなったという証拠はありません」。「COVID-19の周りの嘘を明らかにする：コロ
ナウイルスパンデミックの事実とフィクション」を参照してください。では、何が起こったのでしょうか。

カウフマン博⼠が説明するように：この主題に関する初期の科学論⽂は、新しいコロナウイルスと「⼈から⼈への感染と重症の⼈への感染」と

の関連を⽰唆しましたが、その後の重要な「科学」論⽂は、世界を動かすのに役⽴ったと主張しましたCOVID-19に対する反応は、その結果につ
いて「嘘をついた」：「2019年後半に中国の武漢で原因不明の肺炎が最初に発⽣した後、2020年1⽉に新しいコロナウイルスが原因物質として
特定された。」「韓国のCOVID-19患者から分離されたコロナウイルスの同定」を参照してください。実際、カウフマン博⼠は次のように指摘し
ています。「彼らは科学を参照してそれを裏付けることはできません」。

さらに、この論⽂に続いて、別の記事– 「私はウイルスを研究します：私たちのチームが世界的⼤流⾏と戦うために新しいコロナウイルスを分離
した⽅法」を参照してください– 2019年12⽉に中国の武漢の市場で新しいコロナウイルスが出現した現在、世界160か国でパンデミックが発⽣
しています。しかし、繰り返しになりますが、カウフマン博⼠は、「この主張を裏付ける証拠はまったく提供されていませんでした」と反論し
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ています。Covid-19の「噂の製粉所」がどのように始まったかについてのこの説明のすべての科学的情報源の詳細と引⽤については、「ネズミ
の川のオンドリ」または「コッホの原則：ウイルスについて証明されていますか？」を参照してください。

もちろん、この嘘を暴くためにたゆまぬ努⼒をした医師や研究者はカウフマン博⼠だけではありません。

⻑年の医学研究者であるDavidCroweは、「コロナウイルスパンデミック理論の⽋陥」で彼の症例を広範囲に記録した後、年の半ばに亡くなる直
前に、「テストの流⾏にもかかわらず」と述べました。ウイルスが検出されているという証拠はありません。実際、医学雑誌に掲載されている

のは科学ではありません。すべての論⽂は、データが混乱したり⽭盾したりしている場合でも、ウイルス理論に役⽴つ⽅法でのみデータを解釈

することでパニックを強化するという⽬標を持っています。⾔い換えれば、医学論⽂は宣伝です。

何⼗年にもわたって医療詐欺を記録してきたもう⼀⼈の⻑年の医学研究者であるジョン・ラパポルトは、医療業界の誰もが独特のウイルスを精

製できず、それが独特の病気を引き起こすことを再び説明した後、同じ結論に達しました。「COVIDではなく、⽼⼈を殺すことによる死-基本的
な欺瞞」を参照してください。

その間、あなたはあなたが持っているものを知っていますか？証明されていないウイルス。偽物。ウイルスについての話。

したがって、「新しいウイルスの」診断テストはすべて偽物です。それらは、そもそもあなたが決して実証したことがない何かに
基づいています。

したがって、それらすべての⼈々、⽼⼈ホーム、そして彼らの孤独なアパート、そして世界中の病院で明⽩な理由で死んでいるそ
れらの⾼齢者？あなたは明らかに彼らがウイルスで死んでいるという証拠を持っていません。なんてことするんですか？新しいウ
イルスを適切に発⾒したことはありません。

最も注⽬に値するのは、おそらく、「COVID19 PCR Tests are Scientificly Meaningless」の著者であるトルステン・エンゲルブレヒトとコンス
タンチン・デメーターが、新しいコロナウイルスの発⾒とその応答における2020年初頭の主要な論⽂の4つの著者に⼿紙を書いたことです。認め
る[d]彼らは、ウイルスゲノムの起源がウイルス様粒⼦または細胞破⽚、純粋または不純、またはあらゆる種類の粒⼦であったという証拠を持っ
ていませんでした。⾔い換えれば、SARS-CoV-2 RNAの存在は、事実ではなく、信仰に基づいています。

さらに、エンゲルブレヒトとデメテルは、著名でベテランのウイルス学者であるチャールズ・カリッシャー博⼠に、「SARS-CoV-2が分離さ
れ、最終的に本当に精製された単⼀の論⽂」を知っているかどうかを尋ねた。彼の答えは？「私はそのような出版物を知りません。私は1つに⽬
を光らせていました。」

しかし、ドイツのロベルトコッホ研究所などの著名な機関に連絡して、精製されたSARS-CoV-2ウイルスの証拠を⾒つけるなど、彼らが⾏った他
の取り組みを検討したい場合は、エンゲルブレヒトとデメテルの論⽂を読むことができます。隔離されていた。

ウイルスを表現しようとする詐欺的な試みを含め、ウイルスが存在しないことについて詳しく知りたい場合は、「毒された猿の腎臓細胞だけが

「ウイルス」を「成⻑」させた」または「博⼠」を参照してください。トム・コーワンは、まったくのナンセンスから発明されたCOVIDウイル
スを調査します。

より根本的には、ステファン・ランカ博⼠によると： 'ほとんどの⼈が信じていることに反して、病原性ウイルスはありません。…病原体として
のウイルスに関するすべての主張は間違っており、簡単に認識、理解、検証可能な誤解に基づいています…。本当の完全なウイルスは、「科学
的」⽂献全体のどこにも存在しません。「「ウイルス」と呼ばれる誤解：例としてはしか」を参照してください。

他の2⼈の著者の⾔葉で繰り返すと、「ウイルスが病気の原因であることを明確に⽰す独⾃の科学的証拠はありません」。

何が本当にあなたを病気にするのかを⾒てください。あなたが病気について知っていると思ったすべてが間違っている理由。

しかし、「ウイルス理論の解体-例としての「はしかウイルス」」で詳細を読み、ビデオインタビュー「細菌の本当の科学：ウイルスは病気を引
き起こすのか？」を⾒ることができます。'

真実に真剣に興味がある場合のもう1つの選択肢は、SARS-CoV-2とラベル付けされた「ウイルス」が分離、精製され、⼀貫した⼀連の病気の症
状を引き起こすことが証明されているという⽂書化された科学的証拠を探すことです。それらの中で「感染」し、Covid-19とラベル付けされま
す。これまでのところ、このドキュメントを検索した私たちの多くは、世界をリードするウイルス学者の何⼈かを含めて、それを⾒つけていま

せん。

もちろん、SARS-CoV-2ウイルスがなく、したがってCovid-19疾患がないというこの事実の抑制は不可⽋です。なぜなら、誰もがCovid-19疾患が
ないことを知っていれば（そして、不健康と死：「専制政治への降下を阻⽌する：グローバルエリートのCovid-19クーデターを打ち負かす」を
参照）、に従って私たちの⽣活を完全に制御するために実施されているテロキャンペーンを実⾏することは不可能です。現在、世界経済フォー

ラムの「グレートリセット」として現れている⻑年のエリート計画。

参照：Covid-19 –グレートリセット。

したがって、上記の2つのWEFドキュメントを読んで、どちらもすぐに利⽤できるようにして、知識、関与、または同意なしに計画されたものの
外観が気に⼊っているかどうかを確認することをお勧めします。

右の画像はWEFのものです

世界経済フォーラムと⼤リセット

世界経済フォーラムとは何ですか？「グレートリセット」とはどういう意味ですか？

英国の⾮営利社会正義団体であるウィンターオークの記事「クラウスシュワブと彼の偉⼤なファシストリセット」 は、WEFのウェブサイトを参
照して最初の質問に答えています。

WEFは、⾃分⾃⾝を説明 し、「官⺠連携のためのグローバルなプラットフォーム」として賛美者は、それは『議論し、グローバル
な課題に重要な問題を進め、定義』にビジネスマン、政治家、知識⼈や社会の他の指導者間のパートナーシップを作成する⽅法を
説明します。 '

WEFが作成する「パートナーシップ」は、⺠主主義を、国⺠に奉仕することではなく、国⺠に1％のルールを課すことを義務とす
る、厳選された選出されていない個⼈のグローバルなリーダーシップに置き換えることを⽬的としています。可能な限り私たちの
残りの部分。

したがって、世界経済フォーラムは、世界の1,000の主要企業がより良い未来を形作るためのプラットフォームを提供し、「パートナー」を参照
して、「コミュニティ」のネットワークにリップサービスを提供しますが、それがトークニズムにすぎないことに気付くでしょう。あなたと私

が真に⼈類を代表するフォーラムで重要だと考えるかもしれない⼈間の構成員に来る。代表されていない、または代表されていない構成員には

⼥性が含まれます。先住⺠族; 貧困または極度の貧困の中で⽣活している⼈々。イスラム教徒; アフリカ、アジア、中南⽶の⼈々。労働者階級の
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https://pdfbest.com/pdf-epub-covid-19-the-great-reset-download-97743367213/
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⼈々; ⼩規模農家; 障害者とLGBTQIAコミュニティのメンバー。他にもあります。

では、「⼤リセット」は、「普通の⼈々」であり、したがってその計画に関与していない私たちにとって何を意

味するのでしょうか。これは、エリートではない視点を持つ著者からのサンプルです。

ジェレミー・ロフレドは、学者、環境保護論者、⾷糧主権の擁護者であり、著者であるヴァンダナ・シヴァ博⼠

にインタビューしました。

「世界経済フォーラムの「⼈ではなく、⼤きな⾷品給付産業のための⼤リセット」計画」。

ロフレドは、シュワブの著書Covid-19 – The Great Resetで、「遺伝⼦組み換え⾷品に関する規制が、遺伝⼦編
集が作物を改善する正確で効率的かつ安全な⽅法を提供するという現実を反映するように適合された場合にの

み、世界の⾷料安全保障が達成される」と書いています。 '。これに対してシバは反対し、「WEFは偽の科学を
パレードしている」と主張し、「シュワブ⽒がこれらの技術を解決策として宣伝することは、グレートリセット

が企業の抽出機と⽣命の私的所有権を維持し、権限を与えることであることを証明している」と主張した。

「グレートリセットは、世界経済フォーラムの多国籍企業の利害関係者が、惑星の⽣命の可能な限り多くの要素

を制御することについてです。⼈間が⽣成するデジタルデータから、私たちが⾷べる⾷べ物の各⼩⽚まで。

シヴァは、WEFのパートナー組織であるEATフォーラムを参照し、「健康的で栄養価の⾼い⾷品を遺伝⼦組み換えラボの作品に置き換える」こ
とを⽬的としており、「健康的で持続可能な」と⾒なされ、「EATが提案する⾷事は栄養に関するものではなく、⼤企業についてであり、それ
は⾷品システムの企業買収についてです。

シヴァは、「すべての科学」は、⾷事は地域的および地理的な⽣物多様性を中⼼にすべきであることを⽰していると主張しました。

ミシェル・チョスドフスキー教授の記事

' Covid“ Pandemic”：⼈々の⽣活を破壊する。⼯学的経済恐慌。グローバルな「クーデター」？」この世界的なクーデターの性質のいくつかの重
要な要素を概説します：

それは⼈々の⽣活の破壊です。それは市⺠社会の不安定化です。そして何のために？

嘘は⼤規模なメディアの偽情報キャンペーンによって⽀えられています。24時間年中無休、過去10か⽉間、絶え間なく繰り返され
る「Covidアラート」。…それはソーシャルエンジニアリングのプロセスです…。都市サービス経済全体が危機に瀕しています…。
⾔論の⾃由は抑制されます。

封鎖の物語は、メディアの偽情報、オンライン検閲、ソーシャルエンジニアリング、恐怖キャンペーンによってサポートされてい
ます。公式の物語に疑問を呈する医師は脅迫されています。彼らは仕事を失います。彼らのキャリアは破壊されます。

政府の封鎖に反対する⼈々は「反社会的精神病質者」に分類されます…。

⼤学では、教職員は公式のcovidナラティブに準拠して承認するように圧⼒をかけられています。オンラインの「教室」での封鎖の
正当性に疑問を呈することは、解雇につながる可能性があります。

グーグルは⼤きな嘘を売り込んでいる。封鎖、フェイスマスク、または社会的距離を疑問視する著名な科学者の意⾒は「取り下げ
られた」…。

2020年3⽉11⽇のロックダウンプロジェクトは、嘘と欺瞞を使⽤して、「グローバルガバナンス」（選出されていない役⼈による）
と題された世界的な全体主義体制を最終的に課します…。これらはすべて、あらゆる形態の抗議と抵抗を打ち破ることを⽬的とし
た世界的な全体主義国家の設置によって主導されています。

Covidワクチン接種プログラム（埋め込まれたデジタルパスポートを含む）は、世界的な全体主義体制の不可⽋な部分です…。

国連システムも共謀しています。それは「グローバルガバナンス」とグレートリセットを承認しました。

彼の記事「誰がグレートリセットボタンを押したのか？」ジョセフ・メルコラ博⼠は次のように説明しました。

グレートリセットとは、デジタル監視を通じて世界を監視および制御するためのグローバルアジェンダを指します。あなたはあな
たの銀⾏⼝座と健康記録にリンクされた電⼦ID、そしてあなたの⼈⽣のあらゆる⾯を決定することになる社会的信⽤IDを通してそ
れに結び付けられます。

政府、エネルギー、⾦融から⾷料、医薬品、不動産、警察に⾄るまで、そして私たちが仲間の⼈間とどのように交流するかさえも
改⾰することを⽬的としたグレートリセット計画によって、⼈⽣の1つの領域が⼿つかずのままになることはありません。

グローバリストのテクノクラートは、COVID-19のパンデミックを利⽤して、⺠主的な説明責任を回避し、反対を無効にし、議題を
加速し、私たちの意志に反してそれを国⺠に押し付けています。

ホイットニー・ウェッブは、彼⼥の記事「⽶国-英国のインテルエージェンシーが独⽴メディアでサイバー戦争を宣⾔する」でも、グレートリセ
ットクーデターの側⾯について広範囲に書いています。この記事では、ワクチン接種に関連する危険性と、ワクチン接種に批判的な⼈々を沈黙

させる取り組みに焦点を当てています。

ちょうど先週、⽶国と英国の国家安全保障国家は、以前は9.11以降の「対テロ戦争」で使⽤するために設計されたサイバーツール
とオンライン戦術が現在「ワクチンの躊躇」を促進する情報源や、州の説明に反するCovid-19に関連する情報に対して使⽤するた
めに再利⽤されました…。

両国は、ファイザーのワクチン候補が⽶国⾷品医薬品局（FDA）によって承認される予定であるため、製薬業界の腐敗または国が
後援するCovid-19ワクチン接種の取り組みを取り巻く極度の秘密について正当な懸念を提起する独⽴したジャーナリストを沈黙さ
せる準備をしています。⽉の[11⽉]の終わりまでに。

ファイザーの違法なマーケティングと、11⼈の⼦供を殺した（他の犯罪の中でも）違法な⿇薬裁判を隠蔽するために政府当局者に
賄賂を贈ったことで数⼗億ドルの罰⾦を科された歴史は、ほとんどのマスメディアで⾔及されていません。会社の歴史を疑うこと
なく、またはワクチンで使⽤されるmRNA技術が通常の安全性試験プロトコルを通過し、⼈間による使⽤が承認されたことは⼀度
もないという会社のCovid-19ワクチン。また、FDAの医薬品評価研究センターの責任者であるPatrizia Cavazzoniが、製品の1つと先
天性⽋損症との関係を隠蔽した元ファイザー製品安全担当副社⻑であることも⾔及されていません。

本質的に、国家の⼒は、ファイザーや他のスキャンダルに苦しむ製薬⼤⼿のような強⼒な企業の利益だけでなく、⽶国と英国の国
⺠の利益を保護するために、オンラインスピーチを取り締まり、ニュースウェブサイトをプラットフォームから外すためにかつて
ないほど⾏使されています-それ⾃体がCovid-19ワクチン接種の取り組みに密接に関与している治安国。

以前の記事で、「コロナウイルスはDARPAの最も暗いアジェンダに危険な後押しを与える」 Webbは次のように指摘しました。

https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2020/11/Klaus_Schwab_WEF_2008_cropped.jpg
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国防総省の物議を醸している研究部⾨[国防⾼等研究計画局]によって開発された技術は、現在のコロナウイルス危機の中で⼤きな後
押しを得ており、その技術を開発するための機関の裏側の動機、兵器化の可能性、または意図しない結果にはほとんど注意が払わ
れていません。 …

恐れて必死になっている⼈は、ワクチンにナノテクノロジーが含まれていることや、世界を混乱させている現在の危機を⽌めたい
だけなので、⾃分たちの存在を遺伝⼦組み換えして再プログラムする可能性があることを気にしません。

この⽂脈では、現在のコロナウイルスの危機は、DARPAのディストピアのビジョンが定着し、国防総省の最も暗い窪みから完全に
公の場に⾶び出すことを可能にする完璧な嵐であるように⾒えます。軍隊と⼈類に対するDARPAのトランスヒューマニストのビジ
ョンは、⼈間の⾃由だけでなく、⼈間の存在と⽣物学⾃体の構成要素に対する前例のない脅威を提⽰します。

テッサ・レナの記事「ダミーのための素晴らしいリセット：ここからどこへ⾏くのか？」説明：

グレートリセットの実際的な⽬的は、2つの仮定に基づいて、世界経済と地政学的関係を根本的に再構築することです。1つは、⾃
然のすべての要素とすべての⽣命体が世界の在庫の⼀部であるということです。次に、テクノロジーを介して、突然慈悲深い裕福
な⼈々が所有しています）– 2つ⽬は、すべての在庫を厳密に考慮する必要があることです。中央データベースに登録し、スキャナ
ーで読み取り、簡単にIDを取得し、管理する必要があります。 AIによる、最新の「科学」を使⽤。⽬標は、⼈を含むすべてのリソ
ースを前例のない規模で、前例のないデジタル精度でカウントし、効率的に管理および制御することです。マスターは、保存され
た⾃然の広⼤なパッチを楽しみながら、夢中になり続けます。不必要な主権農⺠と彼らの予測不可能性がない。⼈間の主観の混沌
が永久に封じ込められているとき、王の世界ははるかに予測可能でリラックスしていると感じます。

さらに、潜在的に儲かる余地として、これらの厳重に管理された「資産」の束を新しい⾦融商品に変えて取引することもできま
す。ゲームスタート！

⾔い換えれば、スキャナーがすべてを⾒通すので、それは中世の兄弟よりもはるかに進んだ「効率的な」世界封建制です。すべて
の⼈、すべての鉱物、すべてのベリーがデジタルでタグ付けされ、追跡されます。その枠組みの下で、すべての農⺠は、⽣命の謎
からではなく、彼らの内なる召しからではなく、効率のマスターであり王のしもべであるAIから派⽣した機能を持っています。理
想的には、農⺠はそれが彼らにとって良いことであり（または安全である必要がある、「コンタクトトレーシング」を参照）、こ
れが進歩と幸福のようなものであると確信することができます-しかしそうでない場合、古典的な暴⼒から仮想への他の⽅法があり
ます「道徳の丸薬」への刑務所。

彼の記事「分析：グローバリストの世界の再起動と私たちのための彼らの計画」で、ジェイコブ・ノルダンガードは何が起こっているのかにつ

いての彼の解釈を概説しています。

コロナ危機は、記念碑的な次元の世界的なクーデターの引き⾦です。それは、⼈間の⾃由を完全に破壊する危険を冒す新しい国際
経済秩序を伴う、新しい時代の始まりです。専制君主は今、世界経済フォーラムの新しいテクノ全体主義ロードマップである「グ
レートリセット」を通じて、私たちを「気候の賢い」そして「健康な」世界に強制的に導くために引き継いでいます…。

2019年6⽉13⽇、世界経済フォーラム（WEF）の会⻑であるクラウスシュワブと国連事務総⻑のアントニオグテーレスは、2つの組
織間のパートナーシップに署名しました…。

この合意には6つの重点分野が含まれており、WEFの第4次産業⾰命が議題の実施における重要な要素であるとも述べています。デ
ジタル化が鍵とされています…。

これは、世界のハイテク巨⼈（WEFワーキンググループの⼀部）が、AI、衛星、ロボット⼯学、ドローン、モノのインターネット
を使⽤し、メニューに合成⾷品を使⽤することで、世界の問題を解決することを意味します…。

すべての⽐率を超えて誇張され、新しいテクノトータルリタリアンオーダーを導⼊するきっかけとして使⽤されたものに対して、
私たちは⾼額を⽀払わなければなりません。

Grace VanBerkumによる研究のSarahWestallのビデオプレゼンテーション– 「 Weare Being Played」を参照– 「Multi-DecadeGlobalist Plan」の
グローバルガバナンスの将来については、ここでのみ触れられる包括的で恐ろしい⾒解を提供します。

国境がなく、政府が1つしかない新世界秩序…。それは私たちの世界全体を変えるための全体的で綿密な計画です。詳細は取り上げ
られていません…。Covid-19は、世界のグローバリゼーションの旅を開始します。…。この危機が過去[11]か⽉だけで発⽣すること
は不可能です。グローバルガバナンスと第4次産業⾰命に関するセクションは数⼗年にわたって計画されてきました…。計画は、1
つの政府が私たち全員を完全に⽀配することです。私たちのビジネス、⾷べ物、お⾦、プライバシーを制御する⼈⼯知能。そし
て、私たちの⾃由は永遠に廃⽌されることです…。何年も何年もの間、世界を引き継ぐ⽅法についてのエリート⾸謀者の計画と計
画がこの1つのWebサイトにまとめられています。

Covid-19は、ボールを転がすための最初のステップにすぎません…怖くて分裂した世界は⽀配しやすく、経済を押しつぶし、恐怖
に基づく反応をインストールすることで、世界全体を最初から⾏動させ、始めることができます。サイト全体のすべてのデータと
すべてのビデオは毎⽇更新され、サポート宣伝は毎⽇公開およびリリースされ、世界と77億⼈の住⺠すべてを乗っ取ると決⼼した
⼈々によって書かれています。あなたはこの気持ちの良い⾔葉を理解し、実際に何が⾔われているのかを知るために⾏間を読むこ
とができなければなりません。収益が何であるかを真に理解するだけでなく、彼らが対処していないことも真に理解するために、
私はいくつかのことを10回読み直さなければなりませんでした…。

Covid-19を使⽤して、⾰命の⼒を利⽤して経済を変える…物理的、デジタル的、⽣物学的領域の間の境界線を曖昧にするテクノロ
ジーの融合を特徴とする…。その最も悲観的で⾮⼈間的な形で、第4次産業⾰命は確かに⼈類を「ロボット化」し、それによって私
たちの⼼と魂を奪う可能性を秘めているかもしれません。第4次産業⾰命は私たちの⾏動だけでなく私たちが誰であるかを変えるで
しょう…そしてそれが⼈間の増強につながるかもしれないと私たちが考えるよりも早く…。

現在、世界の環境収容⼒をはるかに超えている現在の⼈⼝過多は、避妊、不妊⼿術、中絶による将来の出⽣率の低下では対応でき
ませんが、現在存在する数の削減によって対応する必要があります。これは、必要な⼿段で実⾏する必要があります。

⼈類の⼤部分は消耗品になっています。エリートたちが私たちの労働⼒を利⽤し、⼈類の才能の成果を享受できるとき、私たちは
周りにいることができて良かったです。しかし、情報技術の研究および顧問会社であるガートナーは、現在⼈間が⾏っている仕事
の少なくとも3分の1が、2025年までにソフトウェア、ロボット、およびスマートマシンに置き換えられると予測しています。

ロボットは⾷べ物や健康上の利益を必要とせず、最低賃⾦も必要としません…。グーグルのエンジニアリングディレクターである
レイ・カーツワイルによれば、2029年までにロボットや他の形態の技術は⼈間のレベルの知性と機能性に到達するでしょう…。

WEFの作業アジェンダの未来のリセットの分析：ポストCOVID世界の混乱と更新元世界銀⾏のエコノミスト、ピーター・ケーニッヒの記事「ポ
ストコビッドワールド、WEFの悪魔的なプロジェクト」–「後」グレートリセット」。A恐ろしい未来」（存続）⼈⼝『『グレートリセット』の
約束の約80％の-Plusに恐ろしい未来の輪郭要素』。

これらの要素には、仕事の84％のデジタル化、リモートで作業する⼈々の83％、タスクの50％の⾃動化、少なくとも30％の⼤規模で永続的な失
業をもたらす⼀時的および永続的な労働⼒の削減、5Gと組み合わせたナノチップを含むワクチン接種が含まれます。 6Gテクノロジーは、⼈⼝
を減らすための優⽣学者の計画に従って、あなたの⾏動を制御したり、完全に殺したりすることができます。

彼の記事「ディストピア「グレートリセット」：「何も持たず、幸せになる」、2030年に⼈間であること」の中で、コリン・トドハンターは次
の事実に焦点を当てています。

グレートリセットは、製薬会社、ハイテク/ビッグデータの巨⼈、アマゾン、グーグル、主要なグローバルチェーン、デジタル決済
セクター、バイオテクノロジーの懸念など。

https://tessa.substack.com/p/great-reset-dummies
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https://www.factuality.se/hem/https/wwwfactualityse/thegreatreset
https://www.factuality.se/hem/https/wwwfactualityse/thegreatreset
https://www.gracevanberkum.com/post/we-are-being-played-please-read
https://www.gracevanberkum.com/post/we-are-being-played-please-read
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https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications
http://www3.weforum.org/docs/WEF_NES_Resetting_FOW_Agenda_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_NES_Resetting_FOW_Agenda_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_NES_Resetting_FOW_Agenda_2020.pdf
https://www.globalresearch.ca/world-economic-forum-step-two-resetting-future-work-agenda-after-great-reset/5729175
https://www.globalresearch.ca/own-nothing-happy-being-human-2030/5728960
https://www.globalresearch.ca/own-nothing-happy-being-human-2030/5728960
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COVID-19の封鎖と制限を使⽤してこの変⾰を推し進め、「第4の産業⾰命」を装って⼤規模なリセットが展開されています。この
⾰命では、古い企業が破産に追いやられるか、独占に吸収され、巨⼤なセクションが効果的にシャットダウンされます。プレ
COVID経済の。経済は「再構築」されており、多くの仕事はAI駆動のマシンによって実⾏されます。

短いビデオで、WEFは、2030年までに「あなたは何も所有せず、あなたは幸せになるだろう」と予測しています。

より基本的には、記事「トランスヒューマニストに注意してください：エリートのCovid-19クーデターによって「⼈間であること」がどのよう
に再設計されているか」で説明しているように、トランスヒューマニストのアジェンダが「グレート」の⼀部として正常に実装されている場合

リセット」、個々の⼈間のアイデンティティは⼈間の意志とともに消えます。

もちろん、このクーデターが起こっている間、すでに多くの悲惨な結果があったことを忘れてはなりません。参照-これらは⾮常ずらすメンタル
ヘルスからすべての⾯でコスト、家族の家庭内暴⼒、⽣活の損失とは、飢餓による死亡が増加含ま：「強⼒にに抵抗おびえる⼈類に対するエリ

ートのCOVID-19クーデター」を加速します- 4つの別々のカウントで⼈類の絶滅への道で。「⼈類絶滅への4つの道を迅速に追跡している⼈類を
破壊するエリートのCOVID-19クーデター」を参照してください。

「グレートリセット」を⽌め、エリートクーデターから⾝を守るために私たちは何ができるでしょうか？

幸いなことに、特に多くの問題に同時に取り組む必要があることを認識し、すべてに参加することはできませんが、他の⼈が果たす重要な役割

をサポートし、戦略的に⾏動すれば、影響⼒を最⼤化できます。

さらに、私たちはすでに起こっていることに基づいて構築する必要があるだけです。企業メディアによってほとんど無視または軽蔑されている

にもかかわらず、クーデターの1つまたは他の機能に対する抵抗はすでにかなりのものです。ほんの⼀例として、この要約を参照してください：
「ヨーロッパ全⼟での封鎖防⽌抗議」。多くの国で進⾏する予定のクーデターに対する法的課題の例については、Reiner Fuellmich博⼠のこのビ
デオインタビューをご覧ください：「封鎖、マスク、ワクチン」。

したがって、最初に、⼈々がこれを⾏うと信じることがまだ難しい場合は、これを組織している⼈々とその代理⼈は正気ではないので安⼼して

ください。「グローバルエリートは⾮常識な再考」を参照してください。残念ながら、これを複雑にしているのは、多くの⼈々が犠牲者であ

り、宣伝によって簡単に窮地に⽴たされているという事実です。「なぜほとんどの⼈がプロパガンダと偽旗作戦を信じているのですか？」を参

照してください。

それにもかかわらず、上記のように、すでに起こっていることに広範な抵抗があります-もちろん、その認識は企業メディアによって抑制されて
います-したがって、私たちの仕事はその抵抗に基づいて構築し、その戦略的影響を⾼めることです。

したがって、エリートクーデターを打ち負かすキャンペーンに参加したい場合は、この結果を達成するために必要な戦略⽬標のリストをここで

参照してください：クーデターの戦略的⽬標。

⼈類の絶滅への4つの最も直接的な道の1つ以上を回避するためにキャンペーンをしたい場合は、ここでそれを⾏うための戦略的⽬標のリストを
⾒ることができます：キャンペーン戦略的⽬的。

何が起こっているのかを理解し、それをはるかに批判できるように⼦供たちを育てたい場合は、「⼦供たちへの私の約束」を参照してくださ

い。

エリートコントロールに対する脆弱性を減らしたい場合は、「地球上の⽣命を救うための炎の⽊プロジェクト」に参加して、消費の削減と⾃⽴

の強化の決定的な重要性を認識している⼈々に参加することを検討してください。さらに、「⾮暴⼒の世界を創造するための⼈⺠憲章」のオン

ライン誓約書への署名を検討することを歓迎します。

最後に、私たちがどのようにしてこの点に到達したかについてのより基本的な理解が必要な場合は、「なぜ暴⼒なのか」を参照してください。

および「⼤胆不敵な⼼理学と⼤胆不敵な⼼理学：原則と実践」。

結論

世界のエリートによって現在⾏われているクーデターは、数⼗年にわたって慎重に計画され、準備されてきました。これは、世界経済フォーラ

ムや他のエリート組織によって発⾏された⽂書、主題について議論した多くのエリート集会、途中で採⽤された暫定措置、および意味のある議

論や議論を防ぐために取られた特別措置から明らかです。⾔論の⾃由の権利」、Covid-19によってもたらされたと思われる脅威と、「グレート
リセット」のメリットまたはその他について。「集団ナルシシズム」と「ダークトライアド」を参照してください。「公式」Covid-19ナラティ
ブに抗議する⼈々は「サイコパス」として分類されます。それは魔⼥狩りですか？」と「インフォデミックに対するワクチンはありません。そ

れでは、どうすれば誤った情報のウイルスと戦うことができるでしょうか？」

クーデターの基本的な⽬的は、世界のエリートへの「テクノスレーブ」として、恒久的な監視と⼼と⾏動の制御の対象となる、⼈⼝を⼤幅に減

らし、⼈々をまだ⽣き続けることであることを考えると、抵抗する時が来ました。

*

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。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。

ロバートJ.バロウズは、⼈間の暴⼒を理解し、終わらせることに⽣涯にわたって取り組んでいます。彼は、⼈間がなぜ暴⼒的であるかを理解する
ために1966年以来広範な研究を⾏い、1981年以来⾮暴⼒活動家でした。彼は「なぜ暴⼒なのか」の著者です。彼のメールアドレスは
flametree@riseup.netで、彼のWebサイトはここにあります。彼はGlobalResearchに頻繁に寄稿しています。

注⽬の画像：WikiのCOVID-抗議ページからのパブリックドメイン画像。

地球の誓約 

地球とそのすべての⽣き物への愛と、彼らのニーズへの敬意から、この⽇から私は次のことを誓います。

1. 私は⼦供たちに深く⽿を傾けます。「Nisteling：The Art ofDeepListening」を参照してください。
2. ⾶⾏機で旅⾏しません
3. ⾞で旅⾏しません
4. ⾁や⿂は⾷べません
5. 有機栽培/バイオダイナミック農法で育てられた⾷べ物だけを⾷べます
6. 電⼦機器の所有権と使⽤を最⼩限に抑えるなど、使⽤する淡⽔の量を最⼩限に抑えます
7. 私は携帯（携帯）電話を所有または使⽤しません
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