平成２５年(ム)第１１１号

口封じ訴訟劇（時効が無効）国家賠償請求応訴事件

（基本事件：平成１２年(ネ)第３９５８号

暗々裏の執行文付与？

応訴人

太田

光史

（冤罪で口封じ虐待裁判のターゲット）

相手方

黒門

一家

（オザワ王国と朝聯ＭＢＣの混成部隊）

夜郎自大）

とにかく，調書悪用，再訴続行，懲りない，涜職，一部放棄で全部没収。
そもそも，痴漢逮捕状，公妨逮捕状，青山メインランドから，情報漏洩。
それこそ，共謀罪の口封じ，オザワの指図・差金，難民支援の遺族虐待。

東京高等裁判所第１５民事部

御中

準 備 書 面 （法然の念仏） その １３６９
（司法の良心遺脱，特別抗告の蒸発現象）
（悲しからずや，法治国家の沽券を喪失）
（民事偽装の判決確定，裁判所の名折れ）
（平行線公理，請願権制限，背理法感謝）
（裏献金の覚醒剤，その共謀隠避を告発）
（覚醒剤の裏金融，その共謀隠避を告発）
（裏金融の裏献金，その共謀隠避を告発）

令和２年８月１３日

大安

応訴人（留置権者の代表）

太

田

光

史

同応訴人（登記済の所有者）

太

田

博

子

同応訴人（休眠中）

はっぴぃホーム株式会社

代表者代表取締役
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太

田

光

史

AD 1471/08/13（文明 3 年 7 月 27 日）蓮如が越前に吉崎御坊を建てる。
AD 1521/08/13

アステカ文明の湖上の都テノチティトランがエルナン・コルテ
スによって陥落。

AD 1536/08/13（天文 5 年 7 月 27 日）天文法華の乱。比叡山延暦寺の僧兵と六
角氏の軍勢が京に侵入，市中の 21 の法華宗寺院が炎上。
AD 1553/08/13

三位一体説批判のかどでカトリック・プロテスタントの双方か
ら追われていたミシェル・セルヴェがジャン・カルヴァン治下の
ジュネーヴで捕らえられる。

AD 1587/08/13（天正 15 年 7 月 10 日）肥後国の国人・隈部親永が，佐々成政に
よる検地を拒否し挙兵（肥後国人一揆）
AD 1690/08/13（元禄 3 年 7 月 9 日）上野忍岡の忍岡聖堂を湯島に移転（湯島聖
堂）。
AD 1704/08/13

スペイン継承戦争：ブレンハイムの戦いでイギリス・オースト
リア連合軍がフランス・バイエルン連合軍を破る。

AD 1787/08/13（天明 7 年 7 月 1 日）江戸幕府老中・松平定信が，享保の改革に
ならうよう各役人に訓戒。寛政の改革の始まり。
AD 1814/08/13

イギリスとオランダがロンドン条約を締結。この条約で両国が
マレー半島・スマトラ島間の勢力圏を画定する。

AD 1844/08/13（弘化元年 6 月 30 日）伝馬町牢屋敷が焼け，蛮社の獄で収監さ
れていた高野長英が脱獄。
AD 1868/08/13

チリ北部沖でマグニチュード 8.9 のアリカ地震発生。

AD 1876/08/13

第 1 回バイロイト音楽祭開幕。ワーグナー自らが『ニーベルン
グの指環』を上演するために創設した音楽祭，ここで上演される
のはワーグナーのオペラ作品に限られる。上演されるのは『さま
よえるオランダ人』から『パルジファル』までの 7 作品 10 演目。
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AD 1897/08/13

京都帝国大学で開学式。

AD 1904/08/13

桂田富士郎が日本住血吸虫を官報第 6337 号に報告掲載（発見
は前月 7 月 30 日）。

AD 1913/08/13

吉田岩窟王事件発生。

AD 1916/08/13

鄭家屯事件。中国・奉天省鄭家屯で日中両軍が衝突。日本側に
死者 11 人。

AD 1926/08/13

東北大学の八木秀次教授が八木アンテナの特許を取得。

AD 1927/08/13

大阪放送局（現 NHK 大阪放送局）が全国中等学校優勝野球大
会（現全国高等学校野球選手権大会）の試合を生中継，日本初の
スポーツ生中継となった。

AD 1937/08/13

第二次上海事変勃発。

AD 1942/08/13

ウォルト・ディズニー・カンパニーがアニメーション作品『バ
ンビ』を発表（日本で公開されたのは， 1951/05/18）。

AD 1945/08/13

第二次世界大戦・ソ連対日参戦：小山克事件。

AD 1952/08/13

日本が国際復興開発銀行（世界銀行）と国際通貨基金 (IMF)
に加盟。

AD 1954/08/13

前年に起きた徳島ラジオ商殺し事件で被害者の内縁の妻が逮捕
される。後に冤罪と判明。

AD 1955/08/13

日本民主党が教科書の左傾化を指摘するパンフレット『うれう
べき教科書の問題』を配布。

AD 1960/08/13

中央アフリカがフランスからの独立を宣言。

AD 1960/08/13

尹潽善が第 4 代韓国大統領に就任。韓国の第二共和国が発足。

AD 1961/08/13

東ドイツ政府が東西ベルリン間の全ての道を閉鎖し，有刺鉄線
による最初のベルリンの壁の建設を開始。

AD 1968/08/13

アレクサンドロス・パナグリスがギリシャ軍事政権の指導者ゲ

-3-

オルギオス・パパドプロスを暗殺しようとし未遂。
AD 1985/08/13

三光汽船が倒産。負債総額約 5200 億円で過去最大規模。

AD 1985/08/13

前日に発生した日本航空 123 便墜落事故の乗員・乗客の捜索開
始。 4 名の生存者が発見される。

AD 1986/08/13

日本で測地観測衛星「あじさい」，日本初のアマチュア衛星
「ふじ 1 号」が H-I ロケット 1 号機により打ち上げ。

AD 1990/08/13

ソ連のミハイル・ゴルバチョフ大統領が，スターリン時代に粛
清・弾圧された全ての国民の名誉を回復する大統領令を発令。

AD 1991/08/13

任天堂が北米で Super Nintendo Entertainment System（海外版ス
ーパーファミコン）を発売。

AD 1999/08/13

日本で国旗国歌法公布・施行。

AD 2001/08/13

小泉純一郎が現職首相では 5 年ぶりに靖国神社に参拝。中国・
韓国の反発があったため 8 月 15 日の参拝を避ける。

AD 2004/08/13

アテネオリンピック開幕。 08/29 まで。

AD 2004/08/13

沖国大米軍ヘリ墜落事件。在日米軍の大型輸送ヘリが沖縄国際
大学（沖縄県宜野湾市）へ墜落。

AD 2008/08/13

太田雄貴が北京五輪フェンシング男子フルーレ個人で日本フェ
ンシング史上初の五輪メダルである銀メダルを獲得。

AD 2017/08/13

ロンドン世界陸上男子 50km 競歩で荒井広宙が銀，小林快が銅
メダルを獲得。同種目での日本人史上初の複数メダル獲得。

♀：

如何せん，過怠破産，オザワ王国，剛腕一郎，民事留保，不認知症。
とにかく，司法妨害，証拠不十分，待ち惚け，刑事留保，通信妨害。

♂：

そう，とにかく，オザワの指金で，被害妄想，一家心中，黒門一家。
そもそも，天下盗り，見事，失敗，誇大妄想，自業自得，時代錯誤。
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♀：

そう，そもそも，生活が第一，野暮，ヤクザ，天罰覿面，無間地獄。
念のため，武漢，新型コロナ，自明，シカト，生物兵器，自曝事故。

♂：

そう，念のため，オザワ王国，結果，ミジメ，子々孫々，債務奴隷。
とにかく，頑迷，カンダタ，黒門一家，所詮，懲りない，犯罪難民。

♀：

そもそも，愚図一郎， " Crown Cases Reserved " ，不可避，奈落黒門。
それこそ，代襲犯罪，虐待隠蔽，因果，逆転，自業自得，時不去来。

♂：

そう，それこそ，不実登記済証，追認，強要，捏造判決，証拠歴然。
なにしろ，同類，オウム真理教，グル，ポア，鍍金過信，似非同和。

♀：

そう，なにしろ，年金猫糞，公妨逮捕，自曝，内部告発，二歩錯和。
それこそ，露骨，麻薬ビジネス，陸山会，啓愛会，二重，組織犯罪。

♂：

そう，それこそ，微罪告発，最高裁第一小法廷で，保管，鬼手凍結。
それこそ，敗訴，民事留保，武装難民，過怠破産，末路，デラシネ。

♀：

そう，それこそ，政治留保，保険詐欺，コロナで，発症，院内感染。
如何せん，歴然，犯罪難民，オザワ王国，日本人，偽装，殺人強盗。

♂：

そう，如何せん，証拠十分，啓愛会ルート，魔厄，確認，愛の賛歌。
とにかく，魔窟，美希病院，黒看板，承知で，看護婦，コマちゃん。

♀：

そう，とにかく，部落長の孫，後妻，使命で，くノ一，必殺手裏剣。
なにしろ，背信，難民支援，ＳＯＳ丸協，恩人を暗殺，小澤佐重喜。

♂：

そう，なにしろ，戦犯密告，贓物上納，叙勲，二重出自，似非同和。
そもそも，綽名，寝業師と，管理売春，傀儡元締，親分，黒門一家。

♀：

そう，そもそも，黒門炭疽，残留汚染，計測困難，老害，不覚の器。
念のため，度々，自然自曝，扱い難い，天然兵器，元来，不祥の器。

♂：

そう，如何せん，虐待裁判，土下座と，跪拝注文，黒幕，既に特定。
それこそ， " All is end, remembered it. " ， ｅ ｉπ ＝－１ ，魔界の存在。

♀：

そう，それこそ，無意味，余計な処刑，小心なる復讐，正義と弁解。
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そもそも，丸協の暗殺強盗，死の商人，止むなき戦禍，歴史と確認。
♂：

そう，そもそも，組織犯罪，証拠隠蔽，虐待構造解明，応訴の目的。
とにかく，悪魔の申し子に死なれても，既に立替確定，債権は無事。

♀：

そう，とにかく，愚直応訴，３０年超，既に結論承知，絵馬も掲示。
念のため，歴然，権力濫用，口封じ，敗訴，過小評価，奴隷の知性。

♂：

そう，念のため，国際司法，基礎研究，虐待構造，謙虚，再々検証。
それこそ，拉致問題，無差別テロ等々，国際犯罪，解明，喫緊課題。

♀：

そう，それこそ，仮処分放置で，自滅，不可避で，失墜，司法信頼。
とにかく，解釈トリック，証拠不十分，不可解と，正装，裸の王様。

♂：

そう，とにかく，口封じ，戦争正当化，共謀隠避，見事，国債犯罪。
それこそ，特権過信，良心愚弄，裁判所で，朝鮮進駐軍，管理涜職。

♀：

そう，それこそ，留置済の更地，建付契約書，権原改竄，涜職証拠。
そもそも，オザワの指金，水沢支部でも，境界線を二重主張，過信。

♂：

そう，そもそも，一致しない筈と測量代，御礼に証拠の矛盾，転嫁。
なにしろ，オザワ流，因果逆転，涜職強制，露骨，二重出自，自曝。

♀：

そう，なにしろ，露骨な口封じ，悪魔の正体，欺された振り，確認。
如何せん，見舞，遺族同士，和解強制，和解成立，復讐断念，条件。

♂：

そう，如何せん，原告の父親の遭難，歴史と確認，和解条件，十分。
なにしろ，子供１０人残し，昭和２０年クリスマスイブ，無念の死。

♀：

そう，なにしろ，原告夫婦も口封じ，用が済めば，必ず，処分対象。
そもそも，欺された方が悪いと，狩猟ビジネス，黒革の手帳の餌食。

♂：

そう，そもそも，政党に官庁に満遍なく，生活費を世話，自慢吹聴。
なにしろ，成り済ましボス，ロータリークラブのバッチ，誇らしげ。

♀：

そう，なにしろ，準備会話，ＭＢＣ下請拝金アイディア，延々講釈。
そもそも，オザワの鍍金トリック，一部放棄，全部没収，既に承知。
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♂：

そう，そもそも，そのロータリクラブ，アウトソース，当方が事務。
なにしろ，政治資金マネロンに使用，自民党の竹下登から払い下げ。

♀：

そう，なにしろ，藤井裕久事務所から頻繁に呼び出し，選対の応援。
とにかく，不動産連盟の専従に野田卯一先生から勧誘，謝辞の次第。

♂：

そう，とにかく，便乗パラサイト，マンネリ，依存症，朝聯ＭＢＣ。
如何せん，狂言，従業員一家を皆殺し，挙げ句，朝鮮人と，居直り。

♀：

そう，如何せん，解放金の巻上げトリック，和解と詐欺，同様図式。
とにかく，印紙も貼らせず，手続未了，控訴審も詐欺と，犯行自白。

♂：

そう，とにかく，トリック，不完全で，肝心の留置権者，法人存命。
念のため，裁判官１人の独断にあらず，書記官１人の失念にあらず。

♀：

そう，念のため，権知冊封，四面丸協，口封じの訴訟劇，自然自曝。
そもそも，日本国の犯罪学，組織的 " path " ，放置敬遠，偽善尊重。

♂：

そう，そもそも，マネロン朝聯ＭＢＣ，覚醒剤の裏献金，長者番付。
とにかく，オザワ王国もアウトソース，税務処理の書類，焼却処分。

♀：

そう，とにかく，肝心の麻薬ビジネス，共謀犯罪の失敗，如何せん。
念のため，建国以来，啓愛会のルート，陸山会より古い，歴代稼業。

♂：

そう，念のため，現場検証，黒い看板，魔厄，ビジネス，序に隠蔽。
とにかく，渤海の昔から，交易ルート，日本海，季節風，歴史検証。

♀：

そう，とにかく，赤いバッテン，不実登記済証，シカト，歴史改竄。
念のため，法制史料，遺族虐待，裁判所ぐるみ，再隠蔽，管理涜職。

♂：

そう，念のため，既に司法妨害，オザワ王国，国家寄付，承知の上。
それこそ，不実登記，犯罪証拠，鑑定すれば，贓物没収，必死妨害。

♀：

そう，それこそ，滞納対策室，後見人否認，院内感染死，矛盾対当。
そもそも，死亡退院，後見人，呼び付けて，遺体の始末，牛頭馬頭。

♂：

そう，そもそも，オザワ王国，必死の防衛，配下の忖度，生活第一。
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なにしろ，間違いなく，不都合な真実，その歴史改竄，歴史なれば。
♀：

そう，なにしろ，毒喰らわば，皿まで，その看護師ら，薄ら笑い顔。
とにかく，代襲，御徒町から，派遣組，伝統に忠実に，ピカレスク。

♂：

そう，とにかく，経済第一，マンネリ，テロ，依存症，過去の成功。
如何せん，狂言，能ある風には見えず，その院内感染，隠蔽不可能。

♀：

そう，如何せん，遺族虐待のトリック，その目的露骨，自然に自曝。
とにかく，歴史，ブロックチェーンで，その自己修復，理論どおり。

♂：

そう，とにかく，ＡＩで更に情報抹殺，その情報操作，掻い潜って。
念のため，完全に滅んだ筈のネアンデルタール遺伝子，立派に保存。

♀：

そう，念のため，涜職賠償，債権確定，その訴訟記録，歴史として。
如何せん，未来，厄災連鎖，コロナ禍，新たに日常化，免疫として。

♂：

そう，如何せん，犯罪隠蔽，虐待犯罪，その不完全性，相対で保存。
とにかく，民事敗訴，オザワ王国，征服王朝，深層崩壊，過怠破産。

♀：

そう，とにかく，肝心の麻薬ビジネス，代襲犯罪，露呈，如何せん。
念のため，建国以来，啓愛会のルート，陸山会より古く，歴代稼業。

♂：

そう，念のため，現場検証，黒い看板，魔厄，ビジネス，序に隠蔽。
とにかく，渤海の昔から，交易ルート，日本海，季節風，歴史検証。

♀：

そう，とにかく，赤いバッテン，不実登記済証，シカト，歴史改竄。
念のため，遺産猫糞，遺族虐待，裁判所ぐるみ，再隠蔽，管理涜職。

♂：

そう，念のため，既に司法妨害，オザワ王国，国家寄付，承知の上。
そもそも，不実登記，犯罪証拠，鑑定すれば，贓物没収，必死妨害。

♀：

そう，そもそも，後見人を否認，福祉の猫糞，虐待自明，院内感染。
如何せん，歴然，口封じ訴訟劇，後見人利用，遺体始末，牛頭馬頭。

♂：

そう，如何せん，涜職の賠償金，確定済，和解どおりに，民事留保。
続く
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参考の書類
１

そもそも， " Crown Cases Reserved " ，オザワの指金，虐待化石

提出済

とにかく， " Date-mining for myself " ，自堕落の留保，苦悶化石。
念のため， " Stem Cases Reschedule " ，共謀罪の自曝，生痕化石。
それこそ， " Common-sense in Law " ，口封じの黒幕，病根化石。
２

とにかく，不実登記，朝聯ＭＢＣ，連鎖，虐待理由，涜職隠蔽

提出済

それこそ，朝寇犯罪，国際司法取引研究所設立推進，再発防止。
３

そもそも，事前承認，賠償予約，コロナ，国庫立替，国家寄付

提出済

とにかく，トリック，オザワ王国，和解条件，承知，司法妨害。
４

念のため，一家心中，画策，寸白の受領，懲りない，牛頭馬頭

提出済

なにしろ，裁判の目的隠蔽，痴漢の強姦，遺産猫糞，遺族虐待。
５

とにかく，暴行後，再利用，犯行声明文，物件目録，執行不能

提出済

そもそも，不認知，不実登記，殺人強盗，司法妨害，議員失格。
６

それこそ，朝寇犯罪，贈与強制トリック，一部変更，国家寄付

提出済

なにしろ，鬼手凍結，求償権，既に寄付，管理涜職，国庫立替。
それこそ，黒門一家，歴代不浄稼業，麻薬ビジネス，完全自曝。
念のため， " Diversity and Inclusion " ， 手順逆で，希望が幻滅に。
７

如何せん， " All is end, remembered it. " ，世は事もなく，次代へ

提出済

そもそも， " Let it be, to be and not to be, simple matter " ，自然解。
なにしろ， " Passing Passive Passion " ，因縁の虐待，無事に通過。
とにかく，ホームページ，暫く，お休み，ネット，封鎖，異常。
念のため，警告，ロボットの巡回目的，情報抹殺，感謝の次第。
それこそ，スタンドアローンに，執拗なる攻撃，宜なる，かな。
http://sos.lsv.jp/

アマテラス

難民支援

ＳＯＳ丸協
以上
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