平成２７年(カ)第１号

口封じ訴訟劇（時効が無効）共謀犯罪国家賠償請求事件

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

とにかく，不実登記，自明，赤いバッテンの登記済証，証拠十分，証拠隠蔽。
そもそも，原告夫婦，承知，共謀涜職トリックの秘密，和解強制，鬼神断行。
なにしろ，原告の父（丸協事務長）暗殺の上，隠蔽，証拠の登記，歴落露頭。
如何せん，朝聯ＭＢＣ相模原支部，ヤクザ，シカト，登記の犯罪，手口一致。
念のため，原告も被告も菩提寺，浄土宗専念寺，無量寿，信じて，他力本願。

盛岡地方裁判所水沢支部

御中

準 備 書 面 （法然の念仏）その １４２８
（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３年２月８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 1567/02/08（永禄 9 年 12 月 29 日）松平家康が，徳川姓を朝廷から許されて
徳川家康と改名し，従五位下三河守に叙任される。
AD 1575/02/08

オランダのライデン大学創設。

AD 1601/02/08

エセックス伯ロバート・デヴァルーが，イングランド女王エリ

ザベス 1 世に対し謀反を起こすが，軍に包囲され，降伏。
AD 1622/02/08

ジェームズ 1 世がイングランド議会を解散。

AD 1693/02/08

アメリカ合衆国で 2 番目に古い大学であるウィリアム・アンド

・メアリー大学が創設される。
AD 1726/02/08

ロシア帝国で最高枢密院が設置される。

AD 1853/02/08

イギリスで第 1 次パーマストン子爵内閣（ホイッグ党・ピール

派・急進派の連立政権）成立
AD 1853/02/08

アメリカ合衆国で，オレゴン準州からの分離によりワシントン

準州が成立。
AD 1865/02/08

グレゴール・ヨハン・メンデルが，メンデルの法則を発表。

AD 1882/02/08

開拓使を廃止し，函館・札幌・根室の 3 県と北海道事業管理局

を設置。
AD 1887/02/08

逓信省のマークが「丁」に決定。 14 日に「〒」に変更。

AD 1887/02/08

アメリカ合衆国でドーズ法が成立。

AD 1904/02/08

日露戦争：旅順港のロシア艦隊を，日本海軍の駆逐艦が奇襲

（旅順港海戦）。
AD 1910/02/08

ウィリアム・ディクソン・ボイスがアメリカ・ボーイスカウト

を創設。
AD 1915/02/08
AD 1919/02/08

ロサンゼルスで映画『國民の創生』が世界初公開。
2・ 8 独立宣言。在京の朝鮮人留学生が YMCA 会館に集い独立

を宣言。朝鮮での 3・ 1 独立運動の導火線となる。
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AD 1922/02/08

ソ連で秘密警察「ゲーペーウー」を設置。

AD 1932/02/08

名古屋市中村区で，首を切り取られた女の死体を発見。

AD 1942/02/08

第二次世界大戦：シンガポールの戦いが始まる。

AD 1946/02/08

松本烝治を委員長とする憲法問題調査委員会が「憲法改正要綱

（松本試案）」を GHQ に提出。
AD 1948/02/08

朝鮮人民軍創設。

AD 1950/02/08

画家の丸木位里・俊夫妻が『原爆の図』を発表。

AD 1951/02/08

居昌事件

AD 1951/02/08

ジョージ・オットー・ゲイがヘンリエッタ・ラックスの病理切

片を入手。後に世界初のヒト細胞株となる HeLa 細胞の素となる。
AD 1955/02/08

ソ連でゲオルギー・マレンコフ首相が辞任し，後任にニコライ

・ブルガーニンが就任。
AD 1958/02/08

日本劇場で，第 1 回「日劇ウエスタンカーニバル」を開催。後

のアイドル時代の魁となる。
AD 1958/02/08

日本本土からのアメリカ地上軍の撤退が完了。

AD 1960/02/08

イギリス女王エリザベス 2 世が，自分の子供の代から，家名を

マウントバッテン＝ウィンザー家に改めるとする勅令を発する。
AD 1962/02/08

米軍事援助軍司令部発足。

AD 1963/02/08

イラクでアフマド・ハサン・アル＝バクル准将率いるバアス党

将校団がクーデターを起こし政権を掌握。（ラマダーン革命）
AD 1971/02/08
AD 1971/02/08

NASDAQ が証券取引を開始。
ベトナム戦争：南ベトナム軍が，ホーチミン・ルートの遮断を

目的としてラオスに侵攻。（ラムソン 719 作戦）
AD 1974/02/08

スカイラブ計画 : スカイラブ最後の乗員が地球に帰還。

AD 1982/02/08

ホテルニュージャパン火災が起こる。死者 33 人・負傷者 34 人。
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AD 1983/02/08

イギリスの牧場から，種牡馬シャーガーが誘拐され，行方不明。

AD 1983/02/08

大阪市営地下鉄谷町線・大日駅～守口駅間が開業し，全通。

AD 1984/02/08

第 14 回冬季オリンピック，サラエボ大会開催。～ 02/19。

AD 1992/02/08

第 16 回冬季オリンピック，アルベールビル大会開催。～ 02/23。

AD 1996/02/08

アメリカで電気通信法が 62 年ぶりに改正。この日のインター

ネットの関係者の写真集『サイバースペース 24 時』が作られる。
AD 2002/02/08

第 19 回冬季オリンピック，ソルトレイクシティ大会。～ 02/24。

AD 2013/02/08

長崎市のグループホーム「ベルハウス東山手」で火災，入所者
4 人が死亡し 8 人が負傷。（長崎市グループホーム火災）

AD 2014/02/08

平成 26 年豪雪：関東地方で大雪。 2001 年以来 13 年ぶりに東京

都で大雪警報が発表される。

♀：

如何せん，征服王朝，オザワ王国，遺産猫糞，遺族虐待，過怠破産。
念のため，カンダタ，オザワ一郎，図々しく，延命工作，国会議員。

♂：

そう，念のため，裏切り，十八番，井蛙僭主，奈落黒門，蜘蛛の糸。
とにかく，幻滅，シカト，ヤクザ，非攻兼愛，雲梯無用，河清百年。

♀：

そう，とにかく，後に２５年残し，留保預託，一部確定，永遠不滅。
なにしろ，奇蹟，観世音菩薩加護，朝寇犯罪，自業自得，債務奴隷。

♂：

そう，なにしろ，他力本願，念仏，八百万遍，不可避，過怠破産罪。
とにかく，愚昧，原告夫婦，処分，看板書換，大失敗，朝聯ＭＢＣ。

♀：

そう，とにかく，代襲朝寇，テロ，悪徳保身，火盗賊，本国北朝鮮。
そもそも，奸計，丸協理事長就任，背信追従，土下座，再征服作戦。

♂：

そう，そもそも，因循姑息，権知冊封，四面丸協，露骨，奴隷支配。
如何せん，鬼畜，遺族虐待，殺人強盗，汚物標本，因果，永久展示。

♀：

そう，如何せん，自浄不能，カンダタ，自業自得，釈尊，救済せず。
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そもそも，虐待の因縁， " Passing Passive Passion " ，無明，奈落黒門。
♂：

そう，そもそも，虚仮，謝罪せず，感謝せず，国会議員，寄生生物。
それこそ，悪魔の正体，恥知らず，恩知らず，犯罪難民，生活第一。

♀：

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，懲りず，怨歌，ヤクザ，得意の難波節，共存共栄。
如何せん，裁判所ぐるみ，虐待，マヌケ，代襲の虚言癖，完全自曝。

♀：

それこそ，ロボトミー，院内感染，死亡退院，証拠十分，証拠湮滅。
とにかく，冷血のオペ，リベリア，鬼神断行，遺族虐待，遺産猫糞。

♂：

そう，そもそも，応訴保証金，和解条件どおり，預託済，予定調和。
念のため，歴然，過怠破産罪，不実不滅の登記，予約済，国庫立替。

♀：

そう，念のため，捏造，太田屋の歴史，卍＆弗，津軽と，取引偽装。
そもそも，因果，代々娘家督，改竄，一代家督，相続権，不正協議。

♂：

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，横浜の親戚，阿片精製，確認不能。
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，逆に露骨，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，後付の建付，賃貸借権，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，因果逆転。
なにしろ，オザワ流，朝寇冤罪，虚言壁，自明，破廉恥，二歩錯和。
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♂：

そう，なにしろ，余興の劇中劇，欺された振り，確認済，黒幕幻滅。
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，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。
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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，提訴要件。
そもそも，赤いバッテンの登記済証，遺産猫糞，証拠，謀殺共謀罪。

♀：

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。
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，頻繁来訪，公安も不安。

♂：

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，死亡退院，予約済，特養転院，危険と本人，拒絶。
とにかく，虐殺の理由，記憶の回復，浄化の荼毘に，最敬礼，黙祷。

♂：

そう，とにかく，虐待裁判，破滅的調整，運命の階段，回避，不能。
念のため，自曝，啓愛会ルート，自業自得，過怠破産，オザワ王国。

-7-

♀：

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，暗殺動機，内部告発，コマちゃん。
それこそ，自明，破廉恥の秘密，潜入工作，司法妨害，既に７５年。

♀：

そう，なにしろ，牛頭馬頭，叙勲，小沢佐重喜，下請，事務長暗殺。
そもそも，暗闘，組織内，難民支援，ＳＯＳ，裏切り，完全に外道。

♂：

そう，そもそも，シカト，朝鮮進駐軍，現在も進行形，オザワ王国。
如何せん，殺人，再隠蔽，口封じ訴訟，因循，再破綻，１８年前に。

♀：

そう，如何せん，懲りない，管理涜職，姑息，遺産猫糞，遺族虐待。
そもそも，過信，死亡退院，反証不十分，強制，後見人，死体処理。

♂：

そう，そもそも，院内感染，葬儀屋敬遠，露骨，薄笑い，獄卒看守。
とにかく，最期，呼吸疾患，苦悶の表情，確認，大至急，荼毘手配。

♀：

そう，とにかく，意図的に，担当医不在，浄化，完了後，連絡皆無。
それこそ，何故，県警職員，挨拶もせず，通過，感染死，承知の上。

♂：

そう，それこそ，御徒町で，革マル派に，拉致，経験済，学生時代。
念のため，臆病，死地脱出，後手ながら，洗浄，帰宅前，全身消毒。

♀：

そう，念のため，素人療法，各種予防薬，持参，護身術，魔女の孫。
そもそも，菩提，薬師如来，難破出回向，欣求，清流水，四天王寺。

♂：

そう，そもそも，他力本願，歴落デブリ，厭離，穢土地，天敵朝寇。
なにしろ，必死，カンダタ，追い込み戦，公安，監視下，黒門一家。

♀：

そう，なにしろ，懲りない，犯罪民族性，執拗，シカト，牛頭馬頭。
如何せん，不逞，魑魅魍魎，間違いなく，牙城，御徒町，黒門一家。

♂：

そう，如何せん，敗戦便乗，朝鮮進駐軍，虐待，口封じ，代襲犯罪。
そもそも，残酷，殺人強盗，現在進行形，露骨，再隠蔽，司法妨害。
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，２０京４８００兆円，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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