平成２７年(ム)第６号

口封じ訴訟劇（時効が無効）共謀犯罪に準抗告の準再審

基本事件：盛岡地裁水沢支部（本訴）平成１４年(ワ)第４２号
（反訴）平成１６年(ワ)第９号

無権原確認
抹殺＆再提出

請願人

太田

光史

（被告太田信夫の訴訟承継人）

遺言どおり

相手方

高橋

三男

（オザワ王国のダミーで始末）

和解成立済

それこそ，原告夫婦が強制の和解条件，全ては無理，不必要，カット，一任。
とにかく，民事偽装，朝鮮進駐軍オザワ部隊の暗殺＆強奪等，口封じ，露骨。
そもそも，父親の与蔵・丸協（難民支援協会）事務長の遭難，確認で，和解。
念のため，原告も被告も菩提寺は浄土宗の専念寺，阿弥陀を信じ，他力本願。

仙台高等裁判所第１民事部

御中

準 備 書 面 （法然の念仏） その １４１１
（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１２月１８日

友引

請願人（被告太田信夫の訴訟承継人）
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太

田

光

史

AD 218/12/18

第二次ポエニ戦争け：トレビアの戦い。

AD 876/12/18

清和天皇が譲位。貞明親王が践祚し，第 57 代天皇陽成天皇と

なり即位する。
AD 1271/12/18（至元 8 年 11 月乙亥）クビライが，モンゴル帝国の国号を元に。
AD 1352/12/18

インノケンティウス 6 世がローマ教皇に選出される。

AD 1695/12/18（元禄 8 年 11 月 13 日）生類憐れみの令に伴い，徳川綱吉が武蔵
・中野村に 16 万坪の「犬小屋」を設置する。
AD 1787/12/18

ニュージャージー州がアメリカ合衆国憲法を批准し，アメリカ
合衆国 3 番目の州となる。

AD 1825/12/18

サーニー家のサーニー・ビン・ムハンマドが，カタールの初代
首長となる。

AD 1865/12/18

アメリカの奴隷制度を完全に廃止するアメリカ合衆国憲法修正
第 13 条が成立に必要な 27 州で批准されたことが布告される。

AD 1874/12/18

東京の京橋～銀座～芝金杉橋の街路両側に 85 基のガス灯点火。

AD 1876/12/18

伊勢暴動が発生。

AD 1891/12/18

足尾鉱毒事件：改進党議員の田中正造が，足尾鉱毒問題に関す
る初の質問書を衆議院に提出。

AD 1892/12/18

チャイコフスキーのバレエ『くるみ割り人形』が初演される。

AD 1898/12/18

上野公園にある西郷隆盛像の除幕式が行われる。

AD 1914/12/18

第一次世界大戦開戦に伴い，エジプトがオスマン帝国の名目上
の宗主権から切り離され，イギリスの保護国となる。

AD 1914/12/18

新橋駅に代わる東海道本線の旅客ターミナル駅として東京駅が
完成し，開業式を実施。 20 日より供用開始。

AD 1916/12/18

第一次世界大戦け：ヴェルダンの戦いが終結。

AD 1917/12/18

相模鉄道が創立される。
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AD 1925/12/18

ソ連の第 14 回共産党大会で，スターリンが主張する一国社会
主義が採択される。

AD 1942/12/18

天龍型軽巡洋艦の天龍に，米潜水艦アルバコアが発射した魚雷
が命中し沈没。

AD 1945/12/18
AD 1945/12/18

ウルグアイが国連に加盟。
GHQ（連合国軍最高司令官総司令部）が日本経済自立復興の
ための経済安定 9 原則を発表。

AD 1956/12/18

日本が国連に加盟。

AD 1958/12/18

世界初の通信衛星 SCORE 打ち上げ。

AD 1961/12/18

インドネシアがオランダ領ニューギニア（イリアンジャヤ）に
侵攻。

AD 1965/12/18

日韓基本条約が発効し，両国の国交が成立。

AD 1965/12/18

土星の衛星エピメテウスが発見される。

AD 1969/12/18

イギリス上院が「死刑廃止時限法」の無期限延長を決定，死刑
廃止が確定。

AD 1970/12/18

日本の新左翼である京浜安保共闘による上赤塚交番襲撃事件。
襲撃犯である最高幹部の柴野春彦が死亡。

AD 1971/12/18

スミソニアン博物館での先進十カ国蔵相会議の結果， US ドル
と各国通貨との交換レートの見直しで合意（スミソニアン協定），
１ US ドル = 308 円に切り上げられる。

AD 1971/12/18

土田邸ピース缶爆弾事件。警視庁警務部長の妻が死亡。

AD 1971/12/18

キャピトル・リーフ国立公園設立。

AD 1972/12/18

ベトナム戦争：アメリカ軍が，ラインバッカー II 作戦を開始。
北爆が再開。

AD 1973/12/18

ソ連が有人宇宙船ソユーズ 13 号を打ち上げ。
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AD 1974/12/18

三菱石油水島製油所で原油流出事故発生。大規模な海洋汚染を
引き起こす。

AD 1977/12/18

第 22 回有馬記念：テンポイントとトウショウボーイのマッチ
レースが繰り広げられる。

AD 1978/12/18

ドミニカ国が国連に加盟。

AD 1983/12/18

第 37 回衆議院議員総選挙。ロッキード事件で田中角栄元首相
の実刑判決が出た直後で，自民党の議席が大幅減。

AD 1984/12/18

1984 年 - 福井エフエム放送開局。

AD 1987/12/18

ラリー・ウォールがプログラミング言語 Perl を発表。

AD 1987/12/18

ゲームソフトファイナルファンタジーシリーズ第 1 作『ファイ
ナルファンタジー』が発売。

AD 1989/12/18

東証株価指数（ TOPIX）が史上最高の 2884.80 ポイントを記録。

AD 1990/12/18

全ての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約
が国際連合総会で採択される。

AD 1992/12/18
AD 1993/12/18

1992 年大韓民国大統領選挙で金泳三が当選。
東京都八王子市の創価学会が所有施設「東京牧口記念会館」で
オウム真理教による学会名誉会長・池田大作の暗殺未遂事件発生。

AD 1997/12/18
AD 1997/12/18

1997 年大韓民国大統領選挙で金大中が当選。
大阪港トランスポートシステムテクノポート線・ニュートラム
テクノポート線が開業。

AD 1997/12/18
AD 1997/12/18
AD 2001/12/18

東京湾アクアライン開通。
NASA が地球観測衛星「テラ」を打ち上げ。
アメリカ・カリフォルニア州オーケランドの統一地区教育委員
会が黒人英語を英語に次ぐ第二言語とする決議を採択。

AD 2002/12/18

東京地下鉄株式会社法成立。
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AD 2006/12/18

宇宙航空研究開発機構が技術試験衛星「きく 8 号」を打ち上げ。

AD 2010/12/18

チュニジアでジャスミン革命勃発，アラブの春へと波及。

AD 2015/12/18

2011 年に裁判員裁判で死刑判決を受けた男に，初の死刑執行。

♀：

とにかく，敗訴，本国北朝鮮，金将軍も，謝罪，国際的取引，歓迎。
そもそも，当然，家族のため，司法取引，得度，遵法の恩赦，感謝。

♂：

そう，そもそも，人間ならば，生活第一，自重，公平の救済，請願。
如何せん，人間，鬼神変身，生物兵器，不祥の器，必然，汚物処理。

♀：

そう，如何せん，自浄不能，カンダタ，過怠破産，釈尊，救済せず。
そもそも，虐待の因縁， " Passing Passive Passion " ，無明，奈落黒門。

♂：

そう，そもそも，井蛙人国会議員，謝罪せず，感謝せず，共生社会。
それこそ，悪魔の正体，犯罪難民，恥知らず，恩知らず，虐待裁判。

♀：

そう，それこそ，スパム排除と，スパム，無断クラウド，牛頭馬頭。
なにしろ，時代錯誤，征服王朝，シカト，麻薬ビジネス，ピカピカ。

♂：

そう，なにしろ，懲りない怨歌，ヤクザ，得意の難波節，共生強制。
如何せん，裁判所ぐるみ，虐待，大失敗，代襲の虚言癖，完全露呈。

♀：

それこそ，オザワ王国，モニス，ロボトミー，遺産猫糞，遺族虐待。
とにかく，リベリアと，過信犯，冷血のオペ，恐怖支配，過怠破産。

♂：

そう，そもそも，留保事件，被告の遺言どおり，落着，予定の調和。
念のため，歴然，不実登記，国庫立替，予約済，不滅，反証不十分。

♀：

そう，念のため，検証不可能，妨害，法定相続，残酷，犯罪正当化。
そもそも，因果，代々娘家督，男系男子に改竄，自明，矛盾顕彰碑。

♂：

そう，そもそも，太田信之助，岩手県農工銀行，見事に，検索不能。
念のため，太田幸兵衛，宝籤発行権取得の経緯，文献等，閲覧不能。

♀：

そう，念のため，太田四郎兵衛，故事，阿片精製，親戚，確認不能。
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如何せん，太田幸五郎，顕彰碑，カラー写真，太田信夫，妻が撮影。
♂：

そう，如何せん，理由露骨，戦後の歴史から抹殺された，丸協金塊。
とにかく，戦後，後２５年，呪縛，自然解消，改め再度，歴史検証。

♀：

そう，とにかく，他力本願，奇蹟，虐待裁判，民事留保，一部確定。
そもそも，殺人強盗，図々しく，黒門の冗句，征服王朝，時代錯誤。

♂：

そう，そもそも，留置済更地に，建付契約書，共謀犯罪，詐欺証拠。
それこそ，水沢支部でも，オザワの指金，露骨，境界線，二重主張。

♀：

そう，それこそ，一致しない筈と測量代，御礼，シカト，矛盾転嫁。
なにしろ，因果逆転，オザワ流，虚言壁，自明，破廉恥，二歩錯和。

♂：

そう，なにしろ，余興の劇中劇，欺された振り，確認済，襤褸藍染。
如何せん， " All is end, remembered it. " ， ｅ ｉπ ＝－１ で，不覚錯覚。

♀：

そう，如何せん，歴史として，原告の父親の無念，確認，和解条件。
なにしろ，子供１０人残し，終戦の暮，クリスマスイブ，非業の死。

♂：

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，原告宅の隣家，被告宅１軒だけ，聞こえる様，夫婦喧嘩。

♀：

そう，そもそも，三男も男一人，一郎謝罪，されば簡単，状況一変。
それこそ，遺族，免罪するのみ，一郎家族，離縁を擬装，赦免留保。

♂：

そう，それこそ，トラマツ松田，涜職断行，永久仮処分，法匪趙高。
とにかく，和解条件，土下座と侮辱，即決和解，空手形，拝金亡者。

♀：

そう，とにかく，朝聯ＭＢＣ，Ｂ勘定，Ｃ勘定， X 勘定，脱税プロ。
そもそも，農協も郵便局も信用金庫も脇が甘く，黒革の手帳の餌食。

♂：

そう，そもそも，請願書，補正不備，却下命令，シカト，グル証明。
それこそ，所有権抹殺，無法，承知で，現住建物を損壊，管理涜職。

♀：

そう，それこそ，肝心の税務無申告，権原改竄，常習犯，尻隠さず。
とにかく，ＭＢＣの十八番，接待交際費が必要，正当化，裏金作り。
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♂：

そう，とにかく，生活費を世話，政党に官庁に満遍なく，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，一部放棄，全部没収，オザワの鍍金トリック，既に承知。

♂：

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，自民党の竹下登から払い下げ，政治資金マネロンに使用。

♀：

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，野田卯一先生から勧誘，不動産連盟の専従，謝辞の次第。

♂：

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

♀：

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

♂：

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，アウトソース，税務処理の書類，焼却処分。

♀：

そう，とにかく，仮処分断行，放置，単なる法令違反と，管理涜職。
念のため，残務執行，承知の高良建次書記官，雲に隠れ，不運な方。

♂：

そう，念のため，深夜連絡，佐藤圭師書記官，国庫立替，既に確認。
如何せん，知らぬ振り，オザワ王国の支配下，管理涜職，必死隠蔽。

♀：

そう，如何せん，当事者の和解成立，裁判所，和解失敗，自然承認。
それこそ，必須の和解条件，法定の代襲相続権，寄付先，訂正確認。

♂：

そう，それこそ，原告夫婦が，強制，決して，譲らない，必要条件。
そもそも，赤いバッテンの登記済証，遺産猫糞，証拠，暗殺共謀罪。

♀：

そう，そもそも，良心・悪心，何れも結果次第，事前，解析不可能。
とにかく，写像解析，想定内，隠蔽事実，外道，再現，外来系形質。

♂：

そう，とにかく，時不去来，解析技術も，進化，有効，幾何的証明。
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それこそ，冗句，強制起訴，証拠不十分，無罪，指定，上訴権放棄。
♀：

そう，それこそ，遺族同士，遭難の客観状況，自然一致，和解成立。
念のため，全員，死を覚悟，和解の席で元気，司会コマちゃんだけ。

♂：

そう，念のため，事件付番どころか，因縁の真実，重複，運命の儘。
そもそも，遠隔，相模原で，似非同和テレコネクション，二重螺旋。

♀：

そう，そもそも，国家内国家，歴落デブリ，虐待テクトニクス堆積。
なにしろ，その黒門一家の追い込み，過酷，様子見に，公安も２人。

♂：

そう，なにしろ，青山メインランドこそ，赤坂オザワ不動産の子分。
それこそ，間違いなく，革マル派の根城，御徒町の黒門一家，歴然。

♀：

そう，それこそ，非情ドラマ，現住建物，無法損壊，仮処分，放置。
そもそも，手頃な不動産屋に，一切合財，責任転嫁，口封じ，寇掠。

♂：

そう，そもそも，不動産バブル崩壊，法匪シナリオ，ＭＢＣ，朝聯。
なにしろ，ロボトミー，慶作叔父に幾度も，気が触れた振り，告発。

♀：

そう，なにしろ，岩手県農工銀行頭取暗殺，朝鮮進駐軍オザワ部隊。
とにかく，隣家の子供１０人，細菌兵器で父を殺され，黒門の奴隷。

♂：

そう，とにかく，小沢佐重喜も，丸協の理事，鹿島組に推薦の次第。
それこそ，緑眼の魔物，跳梁跋扈，５族協和の実験は，完全に休眠。

♀：

そう，それこそ，相変わらず，魔厄ビジネス，破廉恥，犯罪国際化。
如何せん，第３次世界大戦，限定戦争が失敗，人類も，絶滅危惧種。

♂：

そう，如何せん，全人類の未来，金縛りで，愚神礼賛，虐待正当化。
念のため，自滅，麻薬ビジネス，自業自得，過怠破産，オザワ王国。

♀：

そう，念のため，犠牲者を無視，生活第一，愚神礼賛，前提に矛盾。
とにかく，歴然，パナマの麻薬，ビジネス，風化せず，既に３０年。

♂：

そう，とにかく，代襲ビジネス，殺人動機，内部告発，コマちゃん。
続く
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参考の書類
１

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

提出済

とにかく，自堕落の留保， " Date-mining for myself " ，苦悶化石。
念のため，共謀罪の自曝， " Stem Cases Reschedule " ，生痕化石。
それこそ，口封じの黒幕， " Common-sense in Law " ，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，民事留保，不滅確認，国家賠償，コロナ，被害深刻

提出済

とにかく，更に倍達，予約額，１０京２４００兆円，国庫立替。
４

念のため，不来方の鬼，シカト，ヤクザ，懲りない，牛頭馬頭

提出済

なにしろ，痴漢の強姦，裁判の目的隠蔽，遺産猫糞，遺族虐待。
５

とにかく，犯行声明文，暴行後，再利用，物件目録，執行不能

提出済

そもそも，不実登記，殺人強盗，不認知，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，管理涜職，鬼手凍結，求償権，既に寄付，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，ロボットの巡回目的，情報抹殺，忠告，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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