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【アベノミクスの嘘】 

ツイート集 

大金持ちの利権のためだけに機能するマフィア犯罪政府 

テーマ：悪政 （出典 にほんブログ村） 

 

子どもに絵や作文も描かせてますよ。  

【画像】財務省主催の書道展。こんな露骨なプロパガンダ、他では見れません。  

http://www.toychan.net/archives/2014/11/14_2355.php  
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99%を生かさず殺さず。 

これがアベノミクスの究極の姿だろう。一方で株だけを上昇させ、他方で派遣法で国民を貧困の

底に叩き落とす。1%だけが大儲けするという、永遠なる奴隷制社会の典型的な例。 

そもそもメディアが騒がない。騒がないから国民も馬鹿笑い番組を見て、馬鹿笑い。 

皆洗脳されている。 

 

 国民に 1億円ずつ配ったほうがよっぽどよかったのに  

『アベノミクスで 100兆円が吹っ飛んだ』  
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自民党と公明党がやっている政治は「貧乏人は死ね」 

「弱いやつは差別されて当然だ」という政治。なんでこんな政党に投票するサラリーマン階級、 

中小企業経営者がいるのだろう？ 

自分達が搾取される側なのに。今更だが、日本はトコトンおかしな国に成りつつあるぞ。 

 

 自民党の歴代総理も多くは「脱税王」http://diamond.jp/articles/-/6857?page=3  

安倍晋三元首相はもっと悪質だ。父・晋太郎外務大臣が死去した際に残した約 6億円の遺産につ

いて、相続税・贈与税を払った形跡はない。 

 

使途報告義務なし… 

石破幹事長に渡った“脱法マネー”10億円  

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/155360 

 

不正な数字を使って債務を嵩上げ～財務省が訴えた消費増税の根拠はウソ  

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&t=6&k=2&m=298613 

これが アベノミクスですよ  

年収１００億円の富裕層は 年収１００万円の貧困層より負担が低い どうなってるんだこれ？  

消費税増税で更に格差開くってか これが小泉以来続く自民党の税制だ 

http://diamond.jp/articles/-/6857?page=3
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/155360
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自民党が必死に宣伝してるアベノミクスって、金をじゃんじゃん印刷して富裕層に配っただけだ

からね。金持ちに更に金をやったって、月々の生活費にそんなに金使い切れないから、当然余っ

た金がマネーゲームにジャブジャブ流れ株高になる。 

それだけ。庶民の現実の生活には何の恩恵もない、永遠に恩恵は来ない 

 

＜生活保護＞減額案、財務省提示… 

家賃・医療費対象 これは酷い、鬼畜生のごとくだ。 そのわりに政策活動費で億単位の金が政治

家個人に渡ってる、報告義務もない金がね。 いつ暴動が起きても仕方ないだろうこれじゃ。  

税金泥棒が中枢にいるよ。  

 

アホノミクスを作った本人が「ネズミ講」というのだから、これほど確かな話はないだろう。 

ロイターにエール大学の浜田田宏一が真実を暴露。アホノミクスは「ネズミ講（出資金詐

欺）」。東京の大手メディアはどこも採り上げない。...  

 

アベノミクスを利用して、現役大臣達が荒稼ぎしていたことが判明！ 

竹下亘復興相は 6億円、塩崎氏や山谷氏は 6 割増！  
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安倍政権が発足した平成 24年 12月 26日～平成 25年６月 12 日までの約半年間で、国庫から６

億３０２１万１千円の内閣官房報償費を官房長官に支出したとの答弁書を閣議決定。 

これも何に使われてるんだ？半年で！  

 

そんなに、てんぷら食ったのか！ 
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「舛添要一都知事が 2泊 3日で、韓国を訪問した際の費用は合計 1007万円、宿泊はロッテホ

テルの 1泊 7万 1000円のスイートルームだったが、これは都条例で決められている 

「知事の出張の際の宿泊料の上限 2万 6900円」の 2倍以上」とのこと。舛添さん、差額はちゃん

と自腹で返済してくださいね。 

 

    炉心溶融のただなかにあって、東日本が壊滅の危機にさらされていた 2011 年 4月 1日の夜、

麻生太郎が六本木や銀座の高級クラブ 4軒をハシゴして、計 1,268,245円もの豪遊をしたことを

伝えている。http://sun.ap.teacup.com/souun/15719.html#readmore 

 

    3年で 1億円の飲み代を使うアソー大臣が、第三のビールの税率上げるって言ってる 

 

    ビールに酒税を足して、その後に、消費税は（本体＋酒税）ｘ消費税率で計算。 

これって変ですよね。でも日本は今もこんなひどいことをしてます。酒税にも消費税をかけるっ

て一体どういう意味なんだよ！ あり得ねえ(??д?) 

 

   【復興予算自民に還流】 安倍晋三「マズイな、バレちまったか」 

 

http://sun.ap.teacup.com/souun/15719.html#readmore
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官僚の天下り先に貸し付けられたまま、返済される予定すらない「出資金＋貸付金＝２百兆

円」。米国政府に貸付けられたままの有価証券「米国債百兆円」。その原資となる「政府短期証

券百兆円」。この国は明らかに官僚と米国により食い物にされている。 

 

 

自民党政権のおかげで倒産がなくなったっていうけど、自己破産とか民事再生法が減っただけ

で、任意整理や自主廃業はここ十年で最多なんだけどな。 

http://ameblo.jp/sunamerio/image-11962538949-13154111074.html
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【再褐】『官僚天国・独立行政法人の給与を完全公開！』 ～2000万円以上の超高給取りがゴ

ロゴロ～ 「前面に立つ」安倍晋三ら主要閣僚が言っている内容は、「カネを出す」というだけの

事、カネも元々は我々の”血税”お話にならないとはこの事。 

 

 「被災者に支払われた賠償金は約３兆５７００億円余り。 

残り約１２００億円はどこに消えたのか。会計検査院が昨秋に公表した賠償業務の経費を調べ

て、驚いた。ナント、被災者に１円も渡らない経費だけで、計８９９億円（１１～１２年度）も

支出していた。」http://www.asyura2.com/14/genpatu37/msg/265.html 

 

  何じゃこりゃ！ 

総括原価方式の撤廃後も原発の建設・廃炉や核のゴミの処分など、全ての費用を基に電気の価格

を決定、損失が生じたら電気料金に上乗せし回収して穴埋めするって！ 

電力自由化後も原発を依怙贔屓して、「原発は安い」と言う政府の二枚舌(怒)  

 

  安倍黒田ちゃんコンビになってから、国民１人当たりの負担額は 180万円、4人家族で 720 万

円よ。赤字国債発券・軍事関連バラまき・ 

年金資金損失・消費増税などメチャクチャね・・・by Aoki 中日新聞→ " 
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明細不要。実質的な裏金→ 日刊ゲンダイ 

小渕マネーを凌駕 安倍首相に渡った脱法的裏金２．５億円  

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/154323 

 

東北大震災復興予算で、役人たちが自分たち用に銀杯を大量に買った  

 

売上高が総崩れですね。 さすがアベノミクス！！ 

経済破壊内閣の真骨頂！！ それでさらに増税とくるわけだ。最高の政権です^_^ 

 

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/154323
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地元ホテルで食事の無料行事 ３００万円 自分に寄付  

「国会手帖」みやげ年２００冊：公選法など違反の疑い  

飛行機代、仕出しの支払なども計上  

http://echo-news.net/japan/one-more-source-for-pm-abe-stomackache 

 

舛添都知事の海外出張費、１億円突破  

 

  国会審議中断 【安倍の相続税３億円脱税】  

 

http://echo-news.net/japan/one-more-source-for-pm-abe-stomackache
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社民党が国会で脱税疑惑について質問すると、超ブチ切れの安倍をご覧下さいませ 

https://www.youtube.com/watch?v=iySecAzNaSU  

「証明しろ」4：40と言ってますね。脱税してないなら自分で証明できるのに。 

 

 金儲けのために戦争をやる 1％にとって、若者は貧しいほど都合がいい。それは食べるために

出兵してくれるからだ。いわば食うために戦争に行く若者が必要なのだ。そのため、格差社会は

ますます広げられるだろう。若者の多くが、足や腕を失い、あるいは精神錯乱状態で帰国するの

はいうまでもない。 

 

 東京新聞トップは、オスプレイ５機を５４０億で購入するとのニュース。(￣◇￣;) ムダづか

いすぎる。３５人学級を見直して、年間約８６億円減らすって何のため？ 何でオスプレイが必

要なの？ 

 

 帰りに近所のスーパー寄ったら、小中学生の納税作品が大量に展示してあって、すごく税金に

追い立てられる気分になった。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iySecAzNaSU
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大学教授らが安倍を告発 【ＮＨＫ受信料は安倍の政治資金となる】  

■安倍晋三の政治資金管理団体「晋和会」収支報告書に虚偽記載  

■NHK職員の職業欄を会社役員とするなど、あり得ない虚偽記載が１６ヶ所 

 

1038兆円の借金の責任は、国民ではなく 

無能な財務省にある（Darkness）日本政府が勝手に作った日本国民の負債は、総額で 4000 兆円と

も試算されている。https://www.youtube.com/watch?v=iySecAzNaSU 

 

 『特定秘密保護法案の運用基準で厚生労働省も、秘密を特定できる 19の行政機関の一つに指定

されましたが、厚労省にとって公的年金の運用状況なども、特定秘密に該当するのかも』 

https://www.youtube.com/watch?v=iySecAzNaSU
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 なるほど、そういう事もあり得るのか／

無責任な GPIF日本株比率引上 

http://blogos.com/outline/96810/ 

 

 安倍晋三 

政治とカネの追求を嫌がり、伊達参院幹事

長に、「参院は論客が多く、厳しい質問も

ある。集中審議は衆参合わせて 1日にして

くれ」 と泣き言を吐く。 大笑いだ。なん

だこの総理は。 話になんねぇ～(嘲笑)。 

逃げるのか？逃げたいのか？また下痢か？ 

いっそ国会から消えてしまえよ。 

 

 公務員の年金積立金は手をつけず、「サ

ラリーマンの積立金を株に投入」許せるか 

運用を担当する厚労省・GPIFの職員は公

務員だ。 

つまり自分たち公務員の年金積立金には手

をつけずに、サラリーマンの積立金を、不

安定なマネーゲームに費やそうしているこ

とに。 

http://president.jp/articles/-/13826 

 

 【社会保障削減】 

財務省が生活保護削減案を公開！ 家賃や

医療関係を削減へ！ 

日本の生活保護関連支出は先進国最低レベ

ルに、「貧乏人から、すべての財産を奪っ

て金持ちに与える」 が麻生太郎の持論 

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-

4311.html  

 

http://blogos.com/outline/96810/
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4311.html
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金子勝 

リーダー達は不良債権も原発も一切責任をとらず、他方で非正規労働、ブラック企業、貧 

困は拡大する。無責任体制の行き着く先は、原発事故を無視して逆戻り、戦争できる国作り、雇

用や福祉を壊す「成長戦略」であり、言論と報道の自由を奪うことで批判を抑え込むこと。「生

きづらさ」ばかりが増大する。 

 

 お金にならないものを排除するのがアべノミクスや。老人は医療費がかかるから死ね。 

貧乏人は戦場で戦って死ね。税金を納めない中小の企業主は邪魔だから死ね。 

→切り捨てられた田舎と老人 冷酷酷薄が安倍政権の真の正体／外形標準税で中小倒産激増 

 

＜生活保護＞減額案、財務省提示…家賃・医療費対象  

安倍晋三の見栄のための海外ドブ捨て数十兆円で不足した予算は、貧しい国民への社会保障を削

って尻ぬぐいさせる。まさに殺戮政権の本領発揮 ヤツラを何とかしないと 

 

 医療特例廃止、年金減額…始まった安倍政権の「老人殺し」 

(日刊ゲンダイ:2014 年 10月 18 日) http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/154184 

 

 竹下亘復興相 政治資金で金券 175万購入、一部はタイムスリップして使ったと主張:疑惑の総

額 501万円。金券を過去の政治パーティに補充した、と言うのが秘書の説明【再掲】 

http://echo-news.net/japan/fukushima-minister-takeshita-has-a-time-machine-for-expense 

 

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/154184
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自民党の大塚高司って、去年、飲食店で女性を殴って、傷害容疑で書類送検されて、野党から

「暴行事件を起こすような人物を政務官にすることはいかがなものか」と質疑されたら、菅義偉

が「本人は反省している」として、そのまま政務官を続けてるんだよね。で、今回は外国人から

の献金が発覚。 

 

 飛行機で旅行する人に「航空券税」をかける案がひそかに進行している。 

http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2014/10/blog-post_880.html?spref=tw 

 

 ドメイン名の運営、国が規制検討 ネット料金に影響は？ - 朝日新聞デジタル 

要は、天下り先を作るってことだ。バカ役人の規制なんて、百害あって一利なし なんだから 

http://t.asahi.com/g9m9 

 

東京新聞政治部 

「財政が厳しい」と政府が強調しながら、こんなに無駄遣いが・・。 

消費税率の１０％引き上げは、ますます疑問が募ります。増税東京新聞:税の無駄２８３１億円 

検査院、１３年度 

 

好き放題やり始めた安倍政権！ 

「ゴルフ税の減税で 507億円も税収が減る。対策として自動車税を増税する」 

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4417.html  

 

 労働者派遣法の改悪、野党全党が激怒して欠席状態に！ 

安倍首相は国会で必要性を強調！厚労相「最低賃金を下回っても問題はない」 (2014/11/07)  

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4417.html 

 

 女性を苦しめるだけの制度改悪を「女性が輝く社会」作りの手段とは、恐れ入った詭弁だ。 

そろそろ女性たちの反乱が起きてもおかしくない状況になってきた。  

【安倍内閣 「女性輝く」口実にパート主婦の配偶者控除廃止へ】 

NEWS ポストセブン http://www.news-postseven.com/archives/20141024_282570.html  

 

 これ本気でやばいぞ！！  

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-10-23/2014102301_05_1.html  

http://alcyone-sapporo.blogspot.com/2014/10/blog-post_880.html?spref=tw
http://t.asahi.com/g9m9
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4417.html
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4417.html
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７５歳以上が加入する後期高齢者医療制度で、所得の低い人の保険料軽減措置を、段階的になく

す方針を厚労省が打ち出す。負担増は加入者の半数以上。保険料負担が３倍にもなる世帯も生ま

れる、開始以来、最大規模の改悪案" 

 

 【悲報】厚生労働省、国民年金支払いの 65 歳引き上げを本格検討！ 

雇用も 65歳まで義務付け！現在の 30代が貰える年金は極僅かに！  

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4294.html  

まるでウガンダのアミン政権なみだ 

 

 何気なく支払っている電気料金の一部が、官僚ＯＢの天下り法人に流れていた  

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2a71fca82fc6914c09b21eb5b108ac3d  

 

 増税の一方で…税金 2800億円をドブに捨てる役所のデタラメ  

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/154792  

 

 税収の 2/3が『特別会計』という、官僚のやりたい放題の金庫に入っていく。  

こんな国は世界では一つもない。  

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/49eba7dc75c9499c5fb84e67f88f1422  

一般会計以上に特別会計のほうが、 国家の主要な会計と言えるほど、大きく膨らんでいる  

 

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-4294.html
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/2a71fca82fc6914c09b21eb5b108ac3d
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/154792
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/49eba7dc75c9499c5fb84e67f88f1422
http://ameblo.jp/sunamerio/image-11962538949-13154191851.html
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 この国の最大の癌である特別会計と閣法制

度を変えない限り、決してこの国の国民は豊

かさも幸せも実感できる国にできない。一部

の利権を持つものだけに支配され、永遠に税

金とか、公共料金という名前のもとで、金を

とられて生活を続けるだけの国のままだ。 

政治制度を根本から変えない限り何も変わら

ない！ 

 

10年で“税金”約 80億円を投入！ 

世界的批判を浴びても日本が「調査捕鯨」 

続ける理由とは・・・調査捕鯨は役所の利権 

天下りポストは年収 1200 万 

 

年金 受給開始年齢が 65歳から 70歳に引 

き上げなら 1000万円減に 

http://www.news-

postseven.com/archives/20141024_282575

.html  

小泉政権で 100 年安心だと年金を 60歳→65

歳 

に、受給額 2割カットと保険料 3割アップし 

て、今度は受給開始年齢を 70歳。100年安心 

年金と言った御用学者は知らんぷり 

 

消費税が 8％から 10％に引き上げられどう 

なるのか？→日本国民の生活がますます厳し 

くなる一方で、安倍晋三が世界にバラ撒くカ 

ネが増えるだけ。 

 

←『それみろ！東京五輪は巨大汚職の巣窟 

となった！』 ? ? 

http://www.news-postseven.com/archives/20141024_282575.html
http://www.news-postseven.com/archives/20141024_282575.html
http://www.news-postseven.com/archives/20141024_282575.html
http://ameblo.jp/sunamerio/image-11962538949-13154176562.html
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特養の相部屋代１万円軸に調整 厚労省案 「貧乏老人は死ね」政策  

これで一万円が支払えずに施設を追い出され、路上で死ぬ老人達が激増することだろう。 

自民党政権の本当の正体がここにある 

 

 うろついていただけで、軽犯罪法で現行犯逮捕される。 

 

まともな国なら 保護するか 事情を聞くだろ。この前例で ホームレス全員逮捕するつもりか？ 

 

 安倍晋三ほど株価に執着した総理はいない。 

これは金持ちの 1％を儲けさせるのに執着したのと同じだ。しかも 99％の年金をつぎ込むという

のだから、バカにした話である。株高は円安（物価高）と連動する。 

しかも 99％の給料は上がらない。弱者を見捨て、強者を儲けさせる政治が安倍政治である。 

 

 NYの友からホクホク声の電話。 

日銀の金融緩和 http://twme.jp/boj/01CS  と GRIPの年金株式運用拡大の Wで外資・証券はお

祭り騒ぎらしい。私達の年金がふっとぶ頃、今の閣僚達はもう退場してるね（怒） 

TV が黙殺した 30 日衆院予算委での細野議員の質問、これは観た方がいい。 

 

 米連銀が量的緩和をやめた。それで米国株が暴落すると思われた。すると日銀が、日本の年金

で、国内と海外の株式、海外の債券を買い増しすると発表。これで大喜びの米国の株価は急騰し

た。米国救済のために、植民地が自爆の年金投資をやる。すべて日米談合の株価操作だ。 

政府は私たちの年金を運用し、わずか３ヶ月で１兆１５億円失った。 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/efbd1661ce3290656bce40e603762538  

サギノミクスを好調に見せるため、GPIFは株と外国債に向う。株の景気がよく見えるのは、国民

の巨大な年金が投入されているせいもある。自分の家を燃やしてその火を楽しむかのよう。 

http://twme.jp/boj/01CS
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/efbd1661ce3290656bce40e603762538
http://ameblo.jp/sunamerio/image-11962538949-13154288448.html
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『また一つ 国の嘘が増えた！』 [simatyan2 のブログ]  

http://ameblo.jp/usinawaretatoki/entry-11955979853.html  

(2014-11-23) 政府は今後、年金給付を毎年抑制するそうです。 （略）早い話が「株に年金突っ

込んで全部溶かしてしまったので払えませんよ」ということです。 

 

http://ameblo.jp/usinawaretatoki/entry-11955979853.html
http://ameblo.jp/sunamerio/image-11962538949-13154168612.html
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安倍のバカの政治資金報告書を調べると、59 回もキャバクラに支出してるんだけど、これって

OK なの？ 

 

 安倍晋三の「女性が輝く」だの「活躍できる」だのってのは、全てがウソ、マヤカシだ。本気

でそうしたいなら、ワーキングプアの母子家庭をほっといて、「税金でキャバに三千万」はない

わ。カネがないと一生浮上出来ない社会、それが安倍晋三の狙い 

 

麻生大臣はもっとひどい。 

高級飲食店への１日の支払い先が１０店を軽くオーバー、１店平均２０万円を超える。これに混

ざって、「オフィス雀部」なる六本木の有限会社への支払いが３年間で２２回。１８０５万５千

円。これは会員制サロンを経営する会社。安倍首相も常連。国民をバカにしている。ゲンダイ 

 

 キャバクラ総理 3年で３０００万。 

元愛人のクラブに通う副総理 3年で 1億！ で、国民には増税→ 日刊ゲンダイ|“ＳＭ大臣”

が霞む…安倍首相＆麻生大臣「政治資金」放蕩三昧  

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/154429 

 

 もう…政府から脅されて、御用新聞の仲間入り？ 

朝日新聞が津田大介のポリタスと組んで、finalvent 氏の『自民党の圧勝ならばデフレ脱却の兆

しが見え始める』なる記事を載せておる。もうダメだ。＞  

http://www.asahi.com/articles/ASGD845LHGD8UEHF007.html  

 

 『自民党の圧勝ならばデフレ脱却』  

デフレの代わりに「大インフレ」がやってきて、異常な物価高で国民生活が破壊されちまうだ

ろ！ 安倍政権前$1=80円だったのが$=120円、４０円も円安だぞ。  

円を水で薄めているだけ！ 酒「２」を水「１」で薄めているのと同じだぞ！ 

 

 追加緩和でハイパー円安地獄へ 家計襲う「45万円」負担増 (日刊ゲンダイ：2014年 11 月 7

日)  http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/154725 

１ドル＝１２０円で、家計負担がどれぐらい増えるかを試算 

 

 政府日銀が円安に歯止めをかけない。容認してますよね。理由は言うまでもないことだが、イ

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/154429
http://www.asahi.com/articles/ASGD845LHGD8UEHF007.html
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/154725
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/154725
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ンフレを加速させるためですよ。安倍晋三が言うデフレ脱却とは物価高にするという意味だか

ら。デフレ脱却に効果のある円安を強烈に推進しているわけだ。 

 

 円安とは、正確には「円弱」の状態である。 

自国の通貨が弱くなって、99％にいいことは何ひとつない。安倍がやっていることは、「円弱」

による「ドル強」である。安倍晋三は、米国のぱしりになって、ドル防衛に走っている。 

今回の金融緩和と円安は、国民を犠牲にしたドル防衛である。 

 

円の暴落が止まらず、このまま安倍政権が続けば、間違いなくハイパーインフレに突入する。 

そうなると物価は 100倍にまで高騰するらしい。それに対して収入は余り変わらないし、年金も 

保々そのままだから、餓死者、自殺者が急増するだろうな。そして取り付け騒ぎ、大恐慌は第三 

次世界大戦の前兆となる。 

 

http://ameblo.jp/sunamerio/image-11962538949-13154178515.html
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何がどうなったらこうなるのかサッパリわからん(ｰｰ;)?? ソフトバンクの実効税負担率は 

0.006％。純利益 788.85億円に対して、納税額はたったの 5百万円 "" 

 

2013年 3月期の税金負担率が低い企業 2位は、ソフトバンク（1位は三井住友フィナン）  

ソフトバンクの税引前純利益は 788億 8500万円、法人税等支払額は 500万円、実効税負担率はた

ったの 0.006％ 2013年度の法定実効税率は一律 38.01％（資本金 1億円超の場合） 

 

 首相、再増税判断で効果検証へ ５兆円の経済対策で、また税金を払わない巨大企業だけにば

らまくのだな。トヨタもソフトバンクも、従業員 100人の中小企業より納税額が少ない 

 

 政府がたった一月で米国債を 5.2兆も購入！  

そんな余裕あるなら、なぜ消費増税？ 増税分が一瞬でアメリカに（2013-10-11）  

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/34ea53930a49ec58777b466d151f965a  

 

 米国債は植民地から献上する年貢だな。  

 

 日本政府の米国債債券は、ニューヨーク連銀の貸金庫に保管してるとか。 

これじゃ、日本政府が米国債を買ったが最後、売らせてもらえないものね。まさに塩漬け。 

 

 「日本がもっている 400兆円の米国債は売りません」  

2002 年２月 18日の日米首脳会談で、小泉が約束してしまっています。 日本では明らかにされて

いませんが、事実です。ブッシュは帰国後、興奮して「アメリカ外交の勝利だ」と 

（wantonのブログ 2011-09-18）より 

 

 もうこの国に６０年以上生きてる中高年の人達が、政府のプロパガンダ通りに消費税を上げる 

ことで、日本の財政赤字が解消できると信じてるとしたら、貴方は６０年間この国で何も考えず 

何も世の中の実態を見てこなかったんだね。いい年こいて、どんだけナイーブなんだよ。って、

言いたくもなるね。 

 

 死因 1位「自殺」の衝撃、豊かな国でなぜ？  

http://ln.is/news.mixi.jp/EDjfU  誰が豊かなんだ？ 

 

http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/34ea53930a49ec58777b466d151f965a
http://ln.is/news.mixi.jp/EDjfU

