日本のフィクサーＭＥ・パート4該当の下書集
章と節ごとの順番
掲載日

章

Title

アドレス

以下、序章
2017/6/18 序

『日本のフィクサーME』続編用メモを今回掲

http://hamatakachan.uh-

載する理由と公開内容

oh.jp/?p=13786

以下、１章
2017/6/22 一

一・（谷垣氏おろしの真相から）今週の歌苦闘 http://hamatakachan.uh模様及び君が代の国籍問題迄

oh.jp/?p=13822

以下、２章
2017/8/18 二―1
2017/8/21 二―2
2017/8/26 二―3
2017/9/7 二―4
2017/9/16
2017/9/18

2017/9/20
2017/9/21

党派中立宣言と伊勢志摩サミット協賛の裏話― http://hamatakachan.uh１

oh.jp/?p=14976

党派中立宣言と伊勢志摩サミット協賛の裏話― http://hamatakachan.uh2

oh.jp/?p=15038

党派中立宣言と伊勢志摩サミット協賛の裏話― http://hamatakachan.uh3（忖度）

oh.jp/?p=15148

党派中立宣言と伊勢志摩サミット協賛の裏話― http://hamatakachan.uh4（監視社会）

oh.jp/?p=15363

二―5― 党派中立宣言と伊勢志摩サミット協賛の裏話― http://hamatakachan.uh1

5（謀略・政争から政治へ）・１

oh.jp/?p=15556

二―5― 党派中立宣言と伊勢志摩サミット協賛の裏話― http://hamatakachan.uh2

5（謀略・政争から政治へ）・２

oh.jp/?p=15624

二―5― 謀略の深化、そして、八鹿高校とマスコミ報道 http://hamatakachan.uh3

の義務

oh.jp/?p=15655

二―5― 謀略の深化、反社会的勢力と国家機密問題、そ http://hamatakachan.uh4

して民進党との対立疑惑誘導

oh.jp/?p=15668

2017/9/26

二―5―
5

政経関連：自己意思に反する言動と行為、特に
ME続編メモ・反社会的勢力と国家機密問題記
述内容を突如変更された経緯。

http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=15853

以下、３章
2017/7/21 三―1
2017/7/27 三―2
2017/8/4 三―3

2017/8/12 三―4

第一次安倍総理、麻生総理誕生に関する裏話― http://hamatakachan.uh1・第一次安倍政権

oh.jp/?p=14373

第一次安倍総理、麻生総理誕生に関する裏話― http://hamatakachan.uh２・麻生政権との野中さん。

oh.jp/?p=14493

第一次安倍総理、麻生総理誕生に関する裏話― http://hamatakachan.uh3・麻生政権と小泉さん。

oh.jp/?p=14495

私の訪中の真相―菅直人・野田佳彦、温家宝ラ http://hamatakachan.uhインでは？

oh.jp/?p=14844

以下、４章
2017/7/1 四―1
2017/7/7 四―2
2017/7/13 四―3

皇室問題・A愛子さん替え玉説と２０１０年登 http://hamatakachan.uh校問題等
伊藤博文が孝明天皇を暗殺し、安重根はその

oh.jp/?p=13980
http://hamatakachan.uh-

（天皇の）仇を討ったて、本当。

oh.jp/?p=14119
孝明天皇は病死か暗殺か。明治天皇替え玉説っ http://hamatakachan.uhて？そして、歴史とは何か。

oh.jp/?p=14270

以下、５章
2017/9/30 五―1

2017/10/5 五―2

オバマ大統領の思い出と秘話：１・岩国訪問の http://hamatakachan.uh時期

oh.jp/?p=15922

オバマ大統領の思い出と秘話：2・岩国訪問延

http://hamatakachan.uh-

期のはずが２０１６年4月6日～7日にの謎。

oh.jp/?p=16082

オバマ大統領の思い出と秘話：３・岩国訪問の
2017/10/13 五―3

意味→（仮説）私を政界へ・功績を総理外に・
冗談・未遂に終わった大統領再訪計画。

2017/10/18 五―4
2017/10/20 五―5
2017/10/27 五―6

http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=16292

オバマ大統領の思い出と秘話：４・オバマ大統 http://hamatakachan.uh領の思い出と秘密の暗号１１・２２。

oh.jp/?p=16376

オバマ大統領の思い出と秘話：５・長崎市長に http://hamatakachan.uh手紙を送付日から長崎訪問妨害開始
オバマ大統領の思い出と秘話：６・長崎訪問

oh.jp/?p=16432
http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=16550

2017/11/2 五―7

オバマ大統領の思い出と秘話：７・水俣訪問

http://hamatakachan.uh-

（2017/11/02

oh.jp/?p=16633

14:17:修正・追加終了）

以下、６章
2017/11/8 六―1
2017/11/13 六―2
2017/11/17 六―3

国際緊張緩和のための情報公開・中国から韓国 http://hamatakachan.uhへ：１・訪韓

oh.jp/?p=16754

国際緊張緩和のための情報公開・中国から韓国 http://hamatakachan.uhへ：２・訪中と北朝鮮問題

oh.jp/?p=16824

国際緊張緩和のための情報公開・中国から韓国 http://hamatakachan.uhへ：3-1・米中橋渡しを目指して（1）

oh.jp/?p=16889

以下７、章
2017/11/24 七―1
2017/12/13
2017/12/11

野田佳彦総理への助言と当時の政治を振り返っ http://hamatakachan.uhて

七―2― 訪米、オバマ大統領に託したことなど：

http://hamatakachan.uh-

1

oh.jp/?p=17239

（上）当初予定

七―2―
2

訪米、オバマ大統領に託したことなど：
（下）妨害の嵐

2017/12/22 七―3
2018/1/19 七―4

国際社会でのグランドセオリー―我が夢
不可思議な政治の動き

2018/2/11 七―5-1 政治のプロレス化と有事の危険
2018/2/17

oh.jp/?p=17064

七―52

奇怪な人生と今後

http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=17292
http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=17397
http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=17991
http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=18521
http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=18608

以下8、章
2018/3/4

2018/3/5

八-１

八-２

オバマ大統領広島訪問関連と歯科通院予約日
等
私の長崎訪問の日を巡っての不可思議な駆け
引き・田上市長宛二〇一八年年賀も公開

http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=18889
http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=18920

掲載日順
↓一部修正：2020/01/09

掲載日

章

2017/6/18 序

2017/6/22 一
2017/7/1 四―1
2017/7/7 四―2
2017/7/13 四―3
2017/7/21 三―1
2017/7/27 三―2
2017/8/4 三―3
2017/8/12 三―4
2017/8/18 二―1
2017/8/21 二―2
2017/8/26 二―3
2017/9/7 二―4

2017/9/16

2017/9/18

2017/9/20

Title

アドレス

『日本のフィクサーME』続編用メモを今回掲

http://hamatakachan.uh-

載する理由と公開内容

oh.jp/?

一・（谷垣氏おろしの真相から）今週の歌苦闘 http://hamatakachan.uh模様及び君が代の国籍問題迄

oh.jp/?p=13822

四・１・・皇室問題・A愛子さん替え玉説と２

http://hamatakachan.uh-

０１０年登校問題等

oh.jp/?p=13980

四・２・・伊藤博文が孝明天皇を暗殺し、安重 http://hamatakachan.uh根はその（天皇の）仇を討ったて、本当。

oh.jp/?p=14119

：四・３・孝明天皇は病死か暗殺か。明治天皇 http://hamatakachan.uh替え玉説って？そして、歴史とは何か。

oh.jp/?p=14270

：（三）第一次安倍総理、麻生総理誕生に関す http://hamatakachan.uhる裏話―1・第一次安倍政権

oh.jp/?p=14373

：三第一次安倍総理、麻生総理誕生に関する裏 http://hamatakachan.uh話―２・麻生政権との野中さん。

oh.jp/?p=14493
：（三）第一次安倍総理、麻生総理誕生に関す http://hamatakachan.uhる裏話―3・麻生政権と小泉さん。

oh.jp/?p=14495
：（三）―５・私の訪中の真相―菅直人・野田 http://hamatakachan.uh佳彦、温家宝ラインでは？

oh.jp/?p=14844

：（二）・党派中立宣言と伊勢志摩サミット協 http://hamatakachan.uh賛の裏話―１

oh.jp/?p=14976

：（二）・党派中立宣言と伊勢志摩サミット協 http://hamatakachan.uh賛の裏話―2

oh.jp/?p=15038

：（二）・党派中立宣言と伊勢志摩サミット協 http://hamatakachan.uh賛の裏話―3（忖度）

oh.jp/?p=15148

：（二）・党派中立宣言と伊勢志摩サミット協 http://hamatakachan.uh賛の裏話―4（監視社会）

oh.jp/?p=15363

二―5― ：（二）・党派中立宣言と伊勢志摩サミット協 http://hamatakachan.uh1

賛の裏話―5（謀略・政争から政治へ）・１

oh.jp/?p=15556

二―5― ：（二）・党派中立宣言と伊勢志摩サミット協 http://hamatakachan.uh2

賛の裏話―5（謀略・政争から政治へ）・２

oh.jp/?p=15624

二―5― ：（二）・5―3・謀略の深化、そして、八鹿高 http://hamatakachan.uh3

校とマスコミ報道の義務

oh.jp/?p=15655

2017/9/21

2017/9/26

二―5― ：（二）―5―4・謀略の深化、反社会的勢力と http://hamatakachan.uh4
二―5―
5

2017/9/30 五―1

国家機密問題、そして民進党との対立疑惑誘導 oh.jp/?p=15668
政経関連：自己意思に反する言動と行為、特に
ME続編メモ・反社会的勢力と国家機密問題記
述内容を突如変更された経緯。
国訪問の時期

oh.jp/?p=15922

国訪問延期のはずが２０１６年4月6日～7日に
の謎。
（五）・オバマ大統領の思い出と秘話：３・岩

2017/10/13 五―3

oh.jp/?p=15853

（五）・オバマ大統領の思い出と秘話：１・岩 http://hamatakachan.uh（五）・オバマ大統領の思い出と秘話：2・岩

2017/10/5 五―2

http://hamatakachan.uh-

http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=16082

国訪問の意味→（仮説）私を政界へ・功績を総 http://hamatakachan.uh理外に・冗談・未遂に終わった大統領再訪計

oh.jp/?p=16292

画。
2017/10/18 五―4

2017/10/20 五―5

2017/10/27 五―6

（五）・オバマ大統領の思い出と秘話：４・オ http://hamatakachan.uhバマ大統領の思い出と秘密の暗号１１・２２。 oh.jp/?p=16376
（五）・オバマ大統領の思い出と秘話：５・長 http://hamatakachan.uh崎市長に手紙を送付日から長崎訪問妨害開始

（五）・オバマ大統領の思い出と秘話：６・長 http://hamatakachan.uh崎訪問

oh.jp/?p=16550

（五）・オバマ大統領の思い出と秘話：７・水
2017/11/2 五―7

俣訪問（2017/11/02

14:17:修正・追加終

了）
2017/11/8 六―1
2017/11/13 六―2

2017/11/17 六―3

2017/11/24 七―1
2017/12/11 七―2-1
2017/12/13 七―2-2
2017/12/22 七―3
2018/1/19 七―4

oh.jp/?p=16432

http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=16633

（六）・国際緊張緩和のための情報公開・中国 http://hamatakachan.uhから韓国へ：１・訪韓

oh.jp/?p=16754

（六）・国際緊張緩和のための情報公開・中国 http://hamatakachan.uhから韓国へ：２・訪中と北朝鮮問題

oh.jp/?p=16824

（六）・国際緊張緩和のための情報公開・中国 http://hamatakachan.uhから韓国へ：3-1・米中橋渡しを目指して（1） oh.jp/?p=16889
（七）・１・野田佳彦総理への助言と当時の政 http://hamatakachan.uh治を振り返って

oh.jp/?p=17064

（七）・２・訪米、オバマ大統領に託したこと http://hamatakachan.uhなど：（下）妨害の嵐

oh.jp/?p=17292

（七）・２・訪米、オバマ大統領に託したこと http://hamatakachan.uhなど：（上）当初予定。

oh.jp/?p=17239

（七）・３・国際社会でのグランドセオリー― http://hamatakachan.uh我が夢
（七）・4・不可思議な政治の動き

oh.jp/?p=17397
http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=17991

七-5-1

（七）・5・最終章と付録：政治のプロレス化

2018/2/17 七―5-2 （七）・5-2-最終章と付録:奇怪な人生と今後
日本のフィクサー〝ＭＥ〟続編資料（八）・
2018/3/4 八―1

１・オバマ大統領広島訪問関連と歯科通院予約
日等
日本のフィクサー〝ＭＥ〟続編資料（八）２・

2018/3/5 八―2

私の長崎訪問の日を巡っての不可思議な駆け引
き・田上市長宛２０１８年手紙も公開

http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=18521
http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=18608
http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=18889
http://hamatakachan.uhoh.jp/?p=18889

