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Covid Hoax：暴君への蒸気ローラー。「それは単なる予防接種の問題ではなく、予防接種
なしの問題でもありません」

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。

***

 

⾮主流のメディアで発表された⾮常に多くの科学的コミュニケーションがあり、⼦供に予防接種をすること、⼤⼈に予防接種をすることの正当

性の絶対的な⽋如を何度も何度も指摘しています。期間。そして、これは特に実験的なmRNAゲノム変更注射ではありません–犯罪的なCovidの
デマ期間全体の正当化はありません。

コビッドの死亡率は約0.07％以下です。それ以外は嘘です。

まさにアンソニー・ファウチ博⼠は、2020年3⽉のニューイングランドジャーナルオブメディシン（NEJM）の
査読付き論⽂ 「NavigatingtheUncharted」でそう述べています。

それでも、蒸気ローラーは強気になり、すべての科学的証拠を転覆し、蒸気ローラーがメディアに⽀払いをし

て腐敗させるので、メディアは嘘をつき、⼈々を腐敗させ続け、政府は腐敗し、脅迫し、恐喝し続け、特定の

脆弱な科学者に嘘をつき続けるように強制します彼らのより良い知識にもかかわらず。

偽りの宣伝は、完全な嘘である物語で終わりはありません。蒸気ローラーは、政府とその腐敗したメディア、

国連システム全体、特にWHOと、メンバーの名前は付けられていないが⼀般的に知られているこの強⼒なエリ
ート主義のカルトで構成されています。

これはすべて事実です。

「不当」を何度も繰り返すことは、違憲であり、違法であり、犯罪であり、⼈権に反し、その根拠を保持する科学によって正当化されないとい

うことは無意味です。改宗者だけが聞くので。蒸気ローラーは⽿を傾けず、転がり、すべてを転がし、反対意⾒を超えて、対話さえ求めません。

蒸気ローラーは正しいです–あらゆる敵を完全に粉砕し、彼らを専制政治に追いやることによって。

真実を広める⼈もいます。しかし、2年以内にすでにどのような被害が発⽣しているかがわかります。数百万、おそらく数千万が死亡しました。
これは、Covidではなく、Covidワクチンと呼ばれる毒によるものです。それでも、蒸気ローラーはそれをすべて無視します…この事実に⾔及す
ることは決してなく、ただますます多くの⼈々に毒ジャブを⼿に⼊れさせるだけです。そして、それはあなたに嘘をついているすべての証拠、

私たちに転がります、それは私たち、⼈々によって選ばれ、⽀払われたまさに政府がしていることです-それらすべて、すべての193の国連加盟
国。

少数の正直で透明なもの（ほとんどがアフリカ、ハイチにある）は、死、毒、絞殺、銃によって罰せられました。彼らは、おそらく彼らの⾜跡

をたどりたいと思うかもしれない他の⼈々の抑⽌⼒となるでしょう。そして、ビッグクライム国連アジェンダ2030に逆らいます。

これは⾔わなければなりません。

これは⼈々に知られている必要があります。

それは予防接種の問題だけではありません。

誤った予防接種の背後にあるものを理解する必要があります。それは、政府があなたの健康を守るといういい話を信じる以上のものであること

を理解する必要があります。この国連アジェンダ2030の背後にある真のアジェンダを知ってください。それは、偶然ではなく、2020年1⽉1⽇に
⼊る真夜中のゴングから始まりました。vaxxアジェンダは⽣と死の問題です。

世界中で⼀度にパンデミックが始まることはありません…。⻑い間、いくつかの公に知られているイベントを通じて準備されたが、ゲイツ財団
が後援するニューヨークでの2010 Rockefeller Report、2019年10⽉18⽇のイベント201など、購⼊された主流メディアによって広められなかっ
た場合を除きます。ロックフェラーはジョンズホプキンス医科⼤学に資⾦を提供し、他の誰が、すべてを指揮するNGOである世界経済フォーラ
ムであるWEFに資⾦を提供しました。

信じられないかもしれませんが、WEFはエリート、最も裕福な⼈々、ウォール街の責任者、企業の責任者、ハリウッドの責任者、その他の責任
者のNGOです。はい、WEFは国連に⾏動し、彼ら（WEF）が彼ら（グテーレスと彼の国連⼀族）に世界に伝えて、何度も何度も嘘を繰り返すこ
とを望んでいる嘘をつくように命じるNGOです。
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そして、本当の議題は次のとおりです。

1）⼤規模な⼈⼝削減-ゲイツ、ロックフェラー、キッシンジャーの⼀部として ら eugenist議題。それが彼らの⼀番の⽬標です。それがあなたが
本当のワクチンを⼿に⼊れていない理由ですが、キラーワクチンはあなたの免疫システムを弱体化させ、それは死亡率と罹患率をもたらしま

す。死傷者は2〜3年以内に発⽣する可能性があるため、ワクチンを強く信じ、真実を否定する⼈は、ワクチン、ワクチン製造業者、またはWHO
を、あなたまたはあなたの親戚の死で⾮難することはありません。これは、 「vaxx」の結果は複数ありますが、それらの主な特徴のいくつかは
次のとおりです。

i）注射中の物質は、男性と⼥性の⼈間の⽣殖器系を攻撃します。多くの場合、癌や流産などによって攻撃されます。

ii）⾎餅を引き起こします。これは主に肺に留まり、呼吸能⼒を損ないますが、⼼臓に移動して⼼臓発作、⼼臓塞栓、⼼臓発作を引き起こし
たり、脳に移動したりすることがあります。それらは脳卒中または死を引き起こす可能性があります。

iii）「ワクチン」によって⽣成されたスパイクタンパク質の過剰産⽣を通じて免疫系を攻撃する可能性があり、多くの場合、攻撃する可能性
があります。そのため、⾃然の免疫系によって抵抗されたはずの感染症に陥る可能性があります。

2）彼らは、注⼊中の酸化グラフェンを介して、 5Gおよびまもなく6Gの超マイクロ波のコマンドに応答する磁場にあなたの体を変換し、あなた
の脳をコンピューターに変換し、あなた、⼈間をロボットまたはトランスヒューマニズムに変換します。「それ」がとるすべてのステップによ

って調査され、制御されます–もはやあなたではなく、トランスヒューマニズムです。命令に従って⾏動しない場合、それ、つまりトランスヒュ
ーマニズムは、遠隔操作によって消滅する可能性もあります。

素晴らしすぎて真実ではないように聞こえますか？クラウス・シュワブの本「Covid-19：The Great Reset」を読み、スイスのフランスのテレビ
（下のビデオの最初のセグメントも参照）との2016年のインタビュー（2分未満）を⾒て、2025年頃までにそれを親密にして予測します⼈間は
⽋けるので、5G / 6G波からコマンドを受信でき、⽂字通り トランスヒューマニズムになります。

ビデオ

bitchuteバージョンにリンクするにはここをクリックしてください

bitchute.com

3）捏造されたコビッド危機は、世界中のできるだけ多くの中⼩企業を破産させ、莫⼤な失業と惨めさを⽣み出し、破産した資産の在庫を1ドル
以下の⾦額でトップエリート、私たちがほぼ2年以来経験している聖書の犯罪を設計している⼈々に。

これは陰謀ではありません。これらは事実であり、私たち国⺠が今⽬を覚まして連帯して⾏動すれば、それでも⽌まる可能性があります。

最初に戻ると、「Covid対策」の違法性、Covidパス、Greenパス、vaxxパス、またはすべての違憲性を際限なく繰り返し続けるのは良くありま
せん。これは悪名⾼いQRコードに保存されており、今のところ携帯電話に保存されています。まもなく、クラウスシュワブによって、2016年に
すでに予測されている⽪膚の下に埋め込まれます。

主流に従わない私たちがずっと前に捕らえたものを繰り返すことは、全体の話、つまりCovidとその周りの
vaxxのデマが、はるかに⼤きな議題の道具にすぎないことも説明しない限り、良くありません。⼀番の⽬標
は⼈⼝の⼤幅な削減であり、あなたもその⼀部かもしれません。優⽣学者の本当の⽬標が何であるかを知っ

ていると、あなたは気絶するかもしれません。彼らの⽬的は世界の⼈⼝を半分以上減らすことであると⾔え

ば⼗分でしょう。そして、ほとんどの再⽣不可能な資源が使⽤され、ほとんどの資本が盗まれてトップのエ

リートカルト⼀家に移されることができる豊かな⻄側世界から始まります。そうすれば、⽣き残った市⺠は、

基本的な収⼊に満⾜することができます。⽣き残るために。

または、クラウスシュワブが⾔うように、「あなたは何も所有せず、幸せになるでしょう。」

偽物で致命的な「ワクチン」の違憲性だけでなく、この背景全体に気付いていない限り、あなたはただ⾃分

の快適ゾーンに転がり、気づかずに暴君化されて、それを起こさせます。⼿遅れになると、あなたは⽬を覚ま

して「誰も私に⾔わなかった」と⾔うでしょう—まさに。聞き覚えがありませんか？ヒトラーのナチスドイ
ツとそれに続く第⼆次世界⼤戦は、国連アジェンダ2030のように、⽬の前で繰り広げられているものの試運転に過ぎないとほとんど信じている
ほどよく知られています。

注意してください。私たちはそれを⽌めることができます。したい場合。私たちはたくさんいます。彼らは少ないです。

16:0716:07
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まだ9年です。しかし、⼀度あなたがジャブされたら–あなたは死ぬか、無⼒になるかもしれないので、あなたの⾃律性に抵抗するあなたの能⼒
のかなりの量を失いました。ですから、vaxxedを取得したり、専制政治を受け⼊れたり、差別的なvaxx-証明書を受け⼊れたりしないでくださ
い。いいえと⾔ってください–「私たちの」当局によって私たち、⼈々に犯されている共犯犯罪に。

そして警察、軍隊と話してください。彼らも知っておくべきです。結局、彼らは私たち国⺠と同じ船に乗っているからです。特に彼らの憲法上の

役割は国⺠を守ることであり、政府の⻑の暴君ではないからです。彼らと話してください。平和的に–理由があります。彼らも嘘をついているの
で。

今すぐやめなさい。

*

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。

Peter Koenigは、地政学アナリストであり、世界銀⾏と世界保健機関（WHO）の元シニアエコノミストであり、30年以上にわたって世界中の⽔
と環境に取り組んできました。彼はアメリカ、ヨーロッパ、南アメリカの⼤学で講義をしています。彼はオンラインジャーナルに定期的に執筆

しており、Implosion –戦争、環境破壊、企業の欲望についての経済的スリラーの著者です。そして  シンシアマッキニーの著書「中国くしゃみ：
世界政治・経済危機へのコロナウイルスのロックダウンから」の共著者（クラリティプレス- 2020年11⽉1⽇）

彼はグローバリゼーション研究センターのリサーチアソシエイトです。

彼のGlobalResearchの記事のアーカイブにアクセスするには、PeterKoenigをクリックしてください。
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確認済み：「ワクチン接種」後のCOVID症例は
「予想される」

COVID-19ワクチンは、死亡者数が増加しても
⾚ちゃんでテストされています。近代史上最⼤
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