
オランダ

ビル＆メリンダゲイツ財団の議⻑であるウィリアムゲイツIIIと共同議⻑

広範なクレームと同封のドキュメントに基づいて、責任者に請求します

メール：otp.informationdesk@icc-cpi.int

2021年12⽉6⽇

英国での攻撃性の問題ですが、これらの国の個⼈に限定されません。

（ローマ条約、第15.1条および第53条）

検察庁

-ニュルンベルク綱領の違反

ファイザーアルバートブーラの役員、アストラゼネカステファンの最⾼経営責任者

コミュニケーション

-ローマ法第6条の違反

WHITTY、（元）保健⼤⾂、社会福祉担当MATTHEW��HANCOCK、

2500CMハーグ

医薬品医療製品規制庁（MHRA）JUNERAINE、ディレクター

-ローマ第8条の違反

国際刑事裁判所の前に

ニュルンベルク綱領の多数の違反、⼈道に対する罪、戦争犯罪および犯罪

国際刑事裁判所

ビル＆メリンダゲイツ財団メリンダゲイツ、会⻑兼最⾼経営責任者

苦情の対象：

加害者：英国⾸相ボリス•ジョンソン、チーフメディカル

バンセル、Moderna��PASCAL��SORIOTの最⾼経営責任者、

英国の役員および英国政府CHRISTOPHERのチーフメディカルアドバイザー
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私書箱19519

-ローマ法第7条への違反

（現）保健⼤⾂、サジド•ジャビド、最⾼経営責任者

-ローマ法第8条bis3への違反

世界保健機関のゼネラルTEDROSADANHOM��GHEBREYESUS、Co
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申請者は、この⼿順の⽬的のためにハンナローズによって代表されます

法定代理⼈および居住地の選挙

ハンナ•ローズ‒弁護⼠および⼈権活動家

寄託された国際刑事裁判所のローマ法への英国の加盟

この連絡と苦情は、検察庁に提供されます。

応募者：

Louise��Shotbolt��‒看護師および⼈権活動家

ジョニー•マクステイ‒活動家

犠牲者：イギリスの⼈々
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John��O'Loony��‒葬儀屋兼活動家

エコヘルス•アライアンスの社⻑、クラウス•スワブDRピーター•ダザック

検察官、

有効と⾒なされます。

ANTHONY��FAUCI、世界経済フォーラムの創設者兼エグゼクティブチェアマン

マーク•セックストン‒引退した警察官

Piers��Corbyn��‒天体物理学者および活動家

SHAH、国⽴アレルギー感染症研究所（NIAID）DR所⻑

このように扱われる裁判所の法令の意味の範囲内での通知は、

したがって、その後のすべての通信は、上記の電⼦メールアドレスにのみ送信されるものとします。

ジョンソン•エンド•ジョンソンALEX��GORSKY、ロックフェラー財団会⻑DR��RAJIV

ファイザーでのアレルギーと呼吸器の研究

呼吸器薬理学の研究ベースの博⼠号、元副社⻑兼チーフサイエンティスト

メール：��hannahroses111@hotmail.com

2

2000年10⽉4⽇に国連事務総⻑と。

マイク•イードン博⼠‒毒物学の⽣化学の学位を持つ資格のあるライフサイエンス研究者、および
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A.背景

まれですが重篤な副作⽤。

治療は、この要求の付録1としてここに同封されています。

3

2私たちは地元の英国警察と英国裁判所制度を通じてこの訴訟を提起しようとしました

すべてのフェーズ3COVID-19ワクチン試験は進⾏中であり、遅くまで終了する予定はありません

⼀時的な認可を受けただけの⾰新的な医療です

何度か試みた後、法廷で。��ICCの制定法は、次のように宣⾔しています。

レシピエントにおける治療の安全性は不明です。コロナに注意することが重要です

Covid-19の「ワクチン」は、ワクチンとして分類される要件を満たしていないため、

国の刑事制度を補完することを⽬的としており、これに取って代わるものではありません。ケースのみを起訴します

ウイルスの「ワクチン」は、合成m-RNA技術とすべての世界初の導⼊です

これまでに使⽤が承認されたことのない新しいmRNAワクチン技術

2⽉のCovid-19注射により、ワクチンの定義が具体的に変更されました。

（第17条（1）（a））。これがそのようなケースであり、それが私たちがICCに直接取り組んでいる理由です。

どんな個⼈でも⽣産します。潜在的な遅発性の影響は、になるまでに数か⽉または数年かかる場合があります

免疫系の⾃然な覚醒を引き起こすために体への不活性化または弱体化したウイルス

Covid-19注射は、ワクチンが公の操作であり、臨床の不実表⽰です

コロナウイルス「ワクチン」

4

成功せずに、警察や警察に事件を登録することすらできませんでした

5

ヒト⽤医薬品規制法（2012）の規制174に基づく。⻑期的な影響

2022/2023年初頭。したがって、ワクチンは現在実験的であり、限られた短いものしかありません。

実際、遺伝⼦治療（付録8）。��Merriam-Webster辞書は静かに

⻑期的な成⼈の安全性データはありません。また、完全に使⽤しています

COVID-19m-RNA注射の成分を含む「ワクチン」という⽤語の定義。

国家が調査または起訴を実⾏することを望まない、または真にできない場合

以前の免疫は、導⼊することによって、まったく異なる⽅法で機能しました

⼈間。��mRNAは効果的にプロドラッグであり、スパイクタンパク質の量は不明です

2021年5⽇。この要求の共同申請者であるマイク•イードン博⼠は、

それに対して。マイク•イードン博⼠が詳述したように、この⾰新的な医療によって予想されるリスク

⾒かけ上。これまでに⾏われた限られた⼦供たちの裁判は、完全に除外する⼒がありません

3
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これらのタンパク質は、特に⾼濃度の領域で体内に蓄積する可能性があります

病気を診断することを意図したものではありませんでした。特定の遺伝⼦の存在を検出するだけです

感染を⽰す場合と⽰さない場合がある材料。キャリー•マリス博⼠が⾔ったように、PCR

それらに対する抗体を構築する免疫システムによって識別されます。本当の懸念は

ウイルスは、ACE2受容体を介して細胞に侵⼊するために使⽤されます。これらのタンパク質は

⽣物学的サンプルでは、ノーベル賞を受賞した発明者であるキャリー•マリスでさえ、PCRが

サンプルがテストの検出限界に達している場合、サンプルにウイルスが⼗分に含まれていないため、問題は発⽣しません。

臨床的に。

のスパイクタンパク質に似ていると思われるタンパク質を合成するための細胞の機構

死んだウイルス細胞の断⽚。もともとはDNAとRNAの存在を検出するために開発されました

25.6前後に設定し、マシンが25〜35サイクル（付録2a）を超えて実⾏する必要がある場合は、

免疫応答を引き起こすために、これは毒素の⽣成を引き起こすことです。��MRNAは

標準のPRCテストは⾮常に感度が⾼いため、ピックアップすることで古い感染を検出できることがわかりました

サンプル。⼗分なサイクルを実⾏すると、任意の単⼀分⼦を効果的に⾒つけることができます

物質。英国公衆衛⽣サービス（PHE）のポリシーでは、サイクルのしきい値を次のように設定する必要があります。

伝えられるところでは、あなたの体はどういうわけかそれに対処することに慣れていますが、ワクチンとは異なり、

オックスフォード⼤学のエビデンスに基づく医学センターからのレビュー（付録2）

6つのPCRテスト

それらが検出されるまで。増幅の各「サイクル」は、分⼦の数を2倍にします

伝送装置。それはあなたの体が毒素を作るために徴兵される⼿段です

処理。予防接種ではありません。感染を禁⽌しているわけではありません。それは禁⽌ではありません

それらが蓄積すると、⾃⼰免疫状態に対処している可能性があります。

ウイルスRNAを⾒つける。サンプルは繰り返し化学増幅され、RNAコピーが増加します

性腺などのACE2受容体の。免疫系がその場所を攻撃した場合

テクニックは誰でもほとんど何でも⾒つけることができます。��PCRテストは増幅サイクルを使⽤して

4
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中国のウイルス学者閻麗夢は、中国でcovid-19を研究した最初の研究者の1⼈でした

RaTG13ではなくSARS-CoV-2とZC45�/��ZXC2の関係はすぐに

報告書はまた、いくつかの出版物がお辞儀をしたと⾮難している。

Covidは⽣物兵器です-機能獲得研究

テストには発がん性のエチレンオキシドも含まれています。��（付録48）

Health��Clinical��Centreは、��「⽭盾する密接な系統発⽣」を報告するNatureの記事を公開しました。

したがって、「無症候性」の個⼈。��PCRは完全に信頼できないことに加えて

軍事研究所。」また、⾮軍事研究所の場合、上海市⺠は

元のサンプルにコロナウイルスRNAが存在していなくても、陽性の結果が得られます‒

2015年7⽉から2017年2⽉の間に、前述の

テンプレートおよび/またはバックボーンとして。」レポートには、「ZC45とZXC21が発⾒された

実⾏されている（付録3、3a、3b、3c）可能性が⾼くなるため、多すぎます

「コウモリコロナウイルスZC45および/またはZXC21を使⽤して作成された実験⽤製品として開発されました

情報の⾃由の要求から、40〜45サイクルもの情報があります。

（付録2a）

ヤンと彼⼥のチームは、新しいコロナウイルスが

5

彼⼥が優れたレオ•プーンによってウイルスの起源を調査するために参加した後。閻麗夢博⼠

7
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⽶国の国⽴衛⽣研究所（NIH）は、

ワクチン」、診断された患者を治療し、彼らが数ヶ⽉間投薬をやめることを可能にするため。その間

アンソニー•ファウチ博⼠にもかかわらず、中国の武漢研究所でのコウモリコロナウイルスの機能研究

2020年4⽉にトランプ政権によって停⽌されました。助成⾦は599,000ドルを

政治的圧⼒または「利益相反」を経験して、

副所⻑のA.タバックはEcoHealthAllianceを⾮難し、⽶国の資⾦を

9

起源理論は、以前に発⾒されたコウモリという単⼀の証拠に⼤きく依存しています

EcoHealthを運営しているDaszakは、Tabakが

Sørensenは、ウイルスに「固有の指紋」を発⾒しました。

SARSと96％のヌクレオチド配列同⼀性を共有するRaTG13という名前のコロナウイルス

許す。つい最近、2021年11⽉にファウチは機能獲得について嘘をついたと⾮難された

スパイクタンパク質には、⼈⼯的に挿⼊されたように⾒える配列が含まれています。彼らは彼らが持っていたと主張します

コウモリや他の動物から⼈間まで⾃然に。元MI6チーフのリチャード卿が

8

コウモリコロナウイルス研究のためのEcoHealthAlliance。��310万ドルの助成⾦が

学者や主要なジャーナル。��Dalgleishは、StGeorge'sの腫瘍学の教授です。

「フェイクニュース」として却下されました。

これを繰り返し否定します。共和党のジェームズ•コーマーへの⼿紙（付録5）で、NIHの校⻑

コウモリコロナウイルス研究のための武漢ウイルス研究所。

⾃然起源の理論とは異なります。��「⾃然をサポートする既存の科学出版物

ワクチンを作成するために昨年COVID-19サンプルを分析し、Dalgleishと

武漢研究所‒それが⾏っていた仕事について透明ではなかったため。イギリスの科学者ピーター

英国のアンガス•ダルグレイス教授とノルウェーの科学者バーガー•ソーレンセン博⼠は、

実験室での操作から。彼らは彼らが彼らの調査結果を公表しようとしたが、

⽣物物理学の四半期レビュー（付録7）で報告し、コロナウイルスの

当時、ウイルスが急増したことを断固としていた主要な科学雑誌によって拒否されました

CoV-2、」。

傍受によって得られた⽂書（付録6）に与えられた詳細な助成⾦の後の研究

「中国におけるリバースエンジニアリングの⼀応の証拠」��1年間-しかし無視された

Dearloveは、科学者の理論を調査する必要があると公に発⾔しました。

2014年から2019年までの5年間。2019年に資⾦が更新された後、

⼤学、ロンドン、そして、最初の実⽤的なHIVを作成する彼の画期的なことで最もよく知られています

6
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周波数。両⽅の医師によると、ワクチンには酸化グラフェンは含まれていませんが、含まれています

Covid-19検査が陽性であった後28⽇以内に何らかの理由で死亡した（これは

グラフェン⽔酸化物を含みます。��2021年11⽉23⽇、アンドレアスノアク博⼠がビデオを公開しました

（付録41）。��2021年11⽉26⽇、彼の最新のビデオを公開してからわずか数時間後

10グラフェン⽔酸化物

体は「ワクチン」レシピエントの静脈内で「かみそりの刃」として機能します。アンドレアス博⼠は続けます

12グラフェン⽔酸化物が

毒物学者としての剖検は、⾎液を切断することができる構造があることを想像することはできません

専⾨家であり、活性炭の分野で医師を務め、博⼠論⽂のために彼は

Covid-19が実際の死因であったかどうかについて。

酸化グラフェンを⽔酸化グラフェンに変換しました。パブロ•カンプラ教授は

彼らが彼らを探していないように、⼈ を々内部で出⾎させて死に⾄らしめる船、

膨らんだCovidフィギュア

健康状態は4,476でした。

マイクロラマン分光法による酸化グラフェンの存在について、

11��2020年11⽉18⽇、アンドレアス•ノアク博⼠はYouTubeで「ライブストリーム」に参加し、

PCR検査の信頼性の低さと英国でのCovid-19の死亡数は

グラフェン⽔酸化物とは何か、そしてナノ構造がどのように⼈間に注⼊されるかを説明する

酸化グラフェンと⽔酸化グラフェン（付録42）彼は攻撃され殺害されました。

アンドレアス•ノアク博⼠はドイツの化学者であり、EUのトップグラフェン専⾨家の1⼈であるカーボンです。

不正確で信頼性の低いPRCテスト）。これらの死亡は、関係なくCovid-19として記録されています

酸化グラフェン構造のナノサイズのために、それらがどのように表⽰されないかを説明します

Covid-19「ワクチン」とアンドレアスノアク博⼠の暗殺へ。

14情報の⾃由の要求（付録43）は、3⽉から6⽉の間にそれを⽰しています

13

2020年、イングランドとウェールズでのCovid-19関連の死亡者の総数。

アルメリア⼤学、そしてアンドレアス•ノアク博⼠と⼀緒に、彼はコビッドな「ワクチン」を調べました

それらの原⼦サイズを考えると。

covid-19の症例数は、不正確さのために⼈為的に膨らませており、

7

彼が武装したドイツの警察によってカメラで逮捕されたときのCovid-19「ワクチン」の危険性

個⼈が
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8

しかし、同時期のCovid-19の死亡は、49,607⼈と記録されました（付録44）。

（付録43）

15
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⼀般的なインフルエンザ、肺炎、その他の呼吸器感染症の「ブランド変更」

彼が主張したこれらの患者は、��'また、いくつかのSARSRNAが⿐に座っている可能性があります

わずか394で記録され、肺炎は13,619で記録されました（付録46）。

COVID��19。疫学者KnutWittowski、元⽣物統計学、疫学部⻑

9

インフルエンザに感染している場合、インフルエンザは「Covid」であることが「確認」されます。

ロックフェラー⼤学の研究デザインは、��「かなりの数の

（付録44）

17��ONSのデータ（付録45）は、2018年のインフルエンザと肺炎による死亡を⽰しています

Covidを持っている⼈ の々「推定Covid」カテゴリーに含まれるインフルエンザの症例

16��Covid-19統計が⼈為的に膨らませられたさらなる⽅法は、

29,516に達し、2019年には26,398でした。しかし、2020年のインフルエンザによる死亡者は

症状（インフルエンザの症状と間違えられる可能性があります）が、SARSRNAについてはテストされていません。

Machine Translated by Google



このリクエストの共同申請者であるジョン•オルーニーは、⾃分の葬儀を⾏う葬儀屋です。18

10

（付録46）

Covidの死亡者数を故意に増やすために多⼤な努⼒が払われました。がん患者と脳卒中

ミルトンケインズの家。彼は葬儀屋として彼が⾒たと証⾔しました（付録47）�。

x��45）

（下がる
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世界保健機関（WHO）は、

21

病気でない⼈を保護するためのマスクの有⽤性（付録9）。低酸素症に加えて

毒性と免疫抑制。��（付録10）

犠牲者とひかれた⼀⼈の男でさえ、彼らの死でコビッドになってしまいました

フェイスマスクの内層と外層。これらの有毒成分は繰り返し呼吸されます

Peter��McCullough博⼠は、テキサスAの内科医、⼼臓専⾨医、および医学教授です。

18a私たちは、covidの症例とcovidの死の不実表⽰が完全な正当性を保証することを提出します

⼝とマスクの間の温度と湿度、結果として放出

COVID-19のすべてで最も広く研究され利⽤されている薬。基本的に3つあります

マスクの材料からの有毒粒⼦の除去。系統的⽂献レビューは、

裁判所による調査。

ダラスのテキサスサウスウエスタンメディカルスクール。彼はまた彼の内科を完了しました

それは抗炎症剤です。細胞の全体的なプロファイルを変えるので、炎症が少なくなります。

マスクの無効性

汚染された空気を細菌や有毒粒⼦の濃度が⾼い状態で再呼吸する

チーフフェローとしてのサービス‒ウィリアムボーモント病院で、公の場で修⼠号を取得

COVID-19治療で。ハザード⽐を⽰す外来患者として⼤規模な研究があります

および⾼炭酸ガス⾎症、フェイスマスク残留物の細菌および胚芽成分を介して呼吸する

20代替治療

証明書'。

ヒドロキシクロロキン

体内に戻り、⾃⼰汚染を引き起こします。フェイスマスクを介した呼吸も増加します

M医学部。彼はベイラー⼤学で学⼠号を取得し、

作⽤機序。エンドソームを介したウイルス侵⼊を減らします。それは亜鉛として働くのを助けます

アルファオメガアルファ⼤学を卒業し、医学の学位を取得しました。

イオノフォア。そして亜鉛は実際にRNA依存性ポリメラーゼを損なう働きをします。そして最後に、

19

13〜202,549種類のウイルスを含むフェイスマスクのエアロゾル汚染レベル。

シアトルのワシントン⼤学での研修、彼の⼼臓病学フェローシップ‒以下を含む

259の⽀持試験、385,000の個⼈、およびヒドロキシクロロキンは、私が⾔うように、私たちの主⼒です

低O2と⾼CO2レベルは継続的に体の恒常性に挑戦し、⾃⼰を引き起こします

ミシガン⼤学での健康。

11
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イベルメクチン

ストイックトライアルと呼ばれます。吸⼊による⼊院は87％減少しました

核へのウイルス侵⼊を損なう別の薬もスパイクに対していくつかの特性を持っています

COVID-19を引き起こします。⽇本国外では、レムデシビルは治験中の未承認薬です。

ここでは、1つよりはるかに少なく、⼊院と死亡が50％減少したことを意味します。

ヒドロキシクロロキンですが、それでもかなりの量です。そしてここで、イベルメクチンは好ましい危険性を持っています

バイオ医薬品会社ギリアド•サイエンシズによって開発された抗ウイルス薬は

ここでは、28,000⼈の個⼈が、リスクの⾼い患者の約25％を短期間の治療で治療しています

16）

25

ヒドロキシクロロキンと他の薬の併⽤、⼊院と死亡の30％削減

23

24

⼆重盲検プラセボ対照試験。これは、モントリオールハートインスティテュートで調整されました。以上

22

全体で5か国で利⽤可能で、経⼝レムデシビルのようなものです。レムデシビルは現在

これが⼊院治療の中⼼です。メタアナリシスは、30％の削減を⽰唆しています

陽性、⼊院と死亡が25％減少（付録19）

タンパク質。イベルメクチンを使った60件の試験があります。これは情報量がはるかに少ないです。

5⽉のニューイングランドジャーナルオブメディシンのレポートは、広域スペクトルが

外来研究。ご覧のとおり、イランからの⾮常に⼤規模な調査があります。

ブデソニド。したがって、経⼝ステロイドと吸⼊ステロイドの両⽅について陽性のデータがあります（付録18）。

⼊院患者と外来患者の両⽅の使⽤の⽐率、死亡率の約70％の減少。��（付録

COVID-19で⼊院した成⼈の回復までの時間を短縮する点でプラセボより優れています

コルヒチン（適応外）

下気道感染の証拠があった⼈（付録17）。

コルヒチンは抗炎症薬です。最⼤、最⾼品質、ランダム化された将来

（付録15）

ファビピラビル

コルチコステロイド

症候性COVID-19の外来患者4,000⼈、および確認された外来患者

⽇本でSARS-CoV-2に感染した患者さんの治療薬として承認されました

死亡。⽶国ではPulmicortとして知られている吸⼊ブデソニド、ランダム化試験

12
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コロナウイルスの発⽣を具体的にシミュレートしたイベント201の結論、世界

世界は世界的⼤流⾏に備えていませんでした。数ヶ⽉後

2019年10⽉の「イベント201」と呼ばれる演習（付録13）。両⽅のシミュレーションは、

以下を含む、場に出る：

ホプキンスは、ビル＆メリンダゲイツ財団とともに、別のパンデミックを上演します

27aそれ以来、CladeXおよびEvent201シミュレーションでカバーされるほぼすべてのシナリオで

壊滅的なパンデミック。��1年ちょっと後、WEFは再びジョンズとチームを組みました

世界的な影響と苦しみ」��—イベント201パンデミックシミュレーション（2019年10⽉）

に⼤きく貢献する可能性のある主要な連鎖的な経済的および社会的影響を引き起こす

「クレードX」（付録12）と呼ばれ、世界が

27��「次の深刻なパンデミックは、⼤きな病気や⼈命の損失を引き起こすだけでなく、

2018年5⽉、WEFはジョンズホプキンスと提携して架空のパンデミックをシミュレートしました

2020年3⽉11⽇のステータス。

26クレードxとイベント201シナリオ

13

保健機関（WHO）は、コロナウイルスがパンデミックに達したと公式に宣⾔しました

28��2020年半ばまでに悪夢のシナリオが完全に実現した後、WEFの創設者は次のように宣⾔しました。

2021年6⽉の「今こそ素晴らしいリセットの時です」�。

•⽣体認証監視技術の採⽤の拡⼤

•国際的なサプライチェーンの内訳

•政府と市⺠の間の不信の⾼まり

•個⼈⽤保護具の世界的な不⾜

•��「信頼できる」ソースで通信チャネルを氾濫させたいという願望

•多くの産業の崩壊
•世界中で封鎖を実施している政府

•路上での暴動

•誤った情報と戦うためのソーシャルメディアの検閲

•⼤量失業
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クラウス•シュワブ、世界経済フォーラム

報告によると、

31

ビル＆メリンダゲイツ財団は、政府に7つの勧告を提出しました。

29信じられないほど、これはありそうもないことです。

地球上のすべての⼈が「共同で迅速に⾏動し、

（付録14）。イベント201の推奨事項では、

CladeXとEvent201が⾮常に予⾔的であることが判明したパートナー。

（付録11）しかし、そのようなすべてを実現することを考えることはできなかったでしょう。

誤った情報に対抗するための機敏なアプローチを開発します。国⺠の公衆衛⽣

30アジェンダ21/30とグレートリセットアジェンダ

製造されたものであれ、

中央集権的な対応を実⾏するための基⾦、および国際航空運送協会。

信頼できるメッセージが優先され、誤ったメッセージが優先されるようにすることを約束します

そして私たちの世界をリセットして、より健康的で、より公平で、より豊かな未来を創造します。」��—

32

コンテンツを検閲し、情報の流れを制御するニュース組織。

14

いわゆる「グレートリセット」は、より安全で、より平等で、より安定したものを構築することを約束します

国際機関、およびパンデミックの場合に従うべきグローバルビジネス

WEF側の純粋に優れた予測、計画、およびモデリングと

「政府は、調査のために従来のソーシャルメディア企業と提携する必要があります

教育から社会契約や労働条件に⾄るまで、私たちの社会と経済。」

とのパートナーシップを確⽴することの重要性を強調しながら、公的および⺠間部⾨

政府機関はWHOと緊密に協⼒して、迅速に対応できる機能を作成する必要があります

WHO、世界銀⾏、国際通貨基⾦などの選出されていないグローバルな機関

⼀貫したヘルスメッセージを作成してリリースします。メディア企業は、

「パンデミックは、まれではあるが狭い機会を反映し、再考し、

不幸な出来事、それは社会をその核⼼に衝撃を与えました。

推奨事項の1つは、政府がソーシャルメディア企業と提携することを求めています

テクノロジーの使⽤を含めて抑制されました。」

⼀緒に、ジョンズホプキンスセンターフォーヘルスセキュリティ、世界経済フォーラム、そして

33

Machine Translated by Google



⼤統領選挙—選挙に疑問を呈するコンテンツに「論争のある」主張を添付する

制限とホロコーストの始まり。に送信された公開書簡。ヨーロッパの医療

…

威厳。英国政府と世界中の政府は、「パンデミック」を使⽤して

医師が患者の世話をする⾃由、そしてロバート•マローン博⼠、

政治的配慮は、公衆衛⽣と表現の⾃由に関する懸念と衝突しています。

34

注射。⼀部の学術雑誌は、

当局は、オンライン表現のより多くのカテゴリーを犯罪化することにより、これらの統制を強化しました

2020年を通じて、Twitter、Facebook、およびYouTubeは検閲、抑制、および

オーストラリア健康規制庁（AHPRA）、治療⽤品管理

世界保健機関に反するコロナウイルス関連情報にフラグを⽴てる

ジャーナリスト、活動家、および政府の⼈前で話すためのメンバーを逮捕する

19およびCovid-19「ワクチン」。私たちは政府とグローバルNGOの状況にあります

「私たち、第⼆世界の間に⼈類に対して犯した残虐⾏為の⽣存者

テクノロジー企業も2020年の⽶国で同じコンテンツ抑制戦術を展開しました

英国政府がウェブサイトをブロックしたり、ユーザー、ソーシャルメディアプラットフォームを強制した19のコンテンツ、

1930年代のドイツとの類似点

私たちの⽬の前で起こっています。この不敬虔な医学実験をやめるようにあなたに呼びかけます

15

⾃由な表現と情報へのアクセスを取り締まる。��Covid-19の始まりから、

RNAワクチンは、covidに反対する発⾔をするために、すべてのソーシャルメディアでプラットフォームが解除されました

検閲

エージェンシー（EMA）、医薬品医療製品規制庁（MHRA）、英国、

当局は合法的なウェブサイトをブロックし、不要なコンテンツの削除を命じました。

イベルメクチンやヒドロキシクロロキンなどの薬の有効性。中傷キャンペーンは

（TGA）、オーストラリア、Medsafe、ニュージーランド、および医療規制連盟

Covidに関するWHOの物語に異議を唱える医師や科学者に対して⾏われている

当局（FMRAC）、カナダ（付録50）は、

（WHO）イベント201が推奨したように、ポリシーの問題としての推奨。⼤きい

パフォーマンス。不利な健康統計、重要な報告および他のCOVIDを抑制するため

医療専⾨家の⽀配権を握っています。

より⼤きな規模の別のホロコーストは

または情報を削除するためのオンラインアウトレット。前例のない暴⾏がありました

34aドイツのホロコーストの⽣存者が何⼈かいます。

戦争、私たちの良⼼に従う義務を感じます。
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34c「ナチス体制の下で、道徳的規範は体系的に抹消された。医療

殺⼈プロセスのステップは、学術的、専⾨的な医療によって承認されました

職業と制度は根本的に変化しました、学術科学、軍隊、

ジェノサイド体制を課すために使⽤され、今⽇、⼀部の⼈ は々なぜ

⼈類はすぐに。ニュルンベルク綱領でなければならない医学実験です

公衆衛⽣の名の下に社会的良⼼を破壊した。個⼈に対する違反

ファシスト独裁と⼤量虐殺に向けた⼤きな後退です。政府

Krispijn��et��al）

個⼈の利益に対する医師の焦点に取って代わった。��[The]ドイツの医療

⼦殺しに対する正当性のベニヤ、⺠間⼈の⼤量殺戮。��T4は最初の⼯業化された

34b��Reiner��Fuellmich博⼠とのインタビュー中、（付録51）ホロコースト⽣還者ヴェラ

職業と制度は変質した。強制的な公衆衛⽣政策に違反

に害を及ぼさないという彼らの個⼈的、専⾨的、臨床的コミットメントから逸脱する

家。殺⼈作戦は系統だった、そして⾮常に、⾮常にプロトコルに従った

今⽇世界で起こっています。インタビューの間、彼⼥は続けてこう⾔います：

プロパガンダは、感染性の流⾏への恐れを利⽤して、ユダヤ⼈を病気の蔓延者として、

殺⼈装置…ホロコーストを他のすべての⼤量虐殺と区別するのは、

16

産業と臨床医学は、現在のように緊密に織り交ぜられていました。ナチスシステム

ドイツの⼈ は々⽴ち上がらなかった、恐れは彼らが正しいことをするのを妨げた。医療上の義務

適⽤。"�（Rabbi��Hillel��Handler、Hagar��Schafrir、Sorin��Shapira、Mascha��Orel、Morry

確率。医師や⼀流の医学会や機関が貸与しました

そして⼈間の階級は制度化されました。優⽣学主導の公衆衛⽣政策

指⽰、医学的介⼊、これらは私たちの尊厳と私たちの⾃由を損なう…。

歴史上の医療殺⼈プロジェクト。最初の犠牲者は障害のあるドイツの乳児であり、

ホロコーストの厳しい教訓は、医師が政府と⼒を合わせ、

3歳未満の⼦供…。次の犠牲者は精神障害者であり、看護の⾼齢者がそれに続いた

シャラブはナチスドイツでの彼⼥の経験を利⽤して、何であるかについての彼⼥の視点を形成します

個 の々市⺠および⼈権。ポリシーを施⾏するために刑事上の⽅法が使⽤されました。ナチス

個⼈の医学は、その後、癒しの⼈道的職業から

気をつけて。��「「

公衆衛⽣への脅威…。恐怖とプロパガンダはナチスの⼼理戦でした

医療機関、医療機関全体が果たす極めて重要な役割。毎⽇
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36ローマ法第21条は、ICCが利⽤できる法的情報源を定めています。��The

36a私たちは、ニュルンベルク綱領が国際法の源泉として適格であることを裁判所に提出します。
ローマ法第21条（1）（b）の⽅法。第21条（3）は、出願および

医療を提供する」。

[個 の々]患者の最善の利益のために⾏動するための協会と開業医

国際刑事裁判所、��155、（2017））

17

世界医療を拘束する1965年ヘルシンキ宣⾔の基礎を構成した

宣⾔や予約などの⼀⽅的な⾏為（Shabas��William、��An��Introduction��to��the

第⼆次世界⼤戦中の恐ろしい医学実験。後でニュルンベルク綱領

執筆。これらの列挙された情報源に加えて、国際的な法的規則は、

コードは、強⾏規範の原則に基づく国際法の源泉としての資格があります。

37慣習（強⾏規範）国際法の要素は次のとおりです。

アメリカ対カール•ブラント他（ニュルンベルクの医師の裁判）、実施における彼らの役割のために

3つのソースは同等の価値があり、それらの間に階層はありません。による

法の⽀配を決定するための制定法、補助的⼿段は、司法上の決定と学術的です

このリクエストの⽬的と私たちは、ニュルンベルクという概念を検討のために提出します

35ナチスの犯罪者が判断された法律に基づく医療倫理規定

B.ニュルンベルク綱領-

⽂明国によって認められた慣習法および⼀般法理。認識されている

その「医師の裁判事件」が、

1950年に、国際法委員会は慣習国際法の証拠としてリストされました。

条約、国内裁判所および国際法廷の決定、国内法、

制定法は、国際法の3つの主要な情報源を定義しています。国際条約、国際

法の解釈は「国際的に認められた⼈権と⼀致していなければならない」。我々

州の数。

38

•⾏為が義務感から発⽣しなければならないという要件（法的信念）。と
•その⾏為はかなりの数の国によって⾏われ、重要な国によって拒否されていないこと

•時間の経過とともに同様の国際的⾏為が州によって広範に繰り返される（州の慣⾏）。
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実践は両国、グローバルNGOによって医療倫理の⼀般的な規範に拡張されています

ニュルンベルク綱領は、単⼀の側⾯だけでなく、多くの側⾯で。

そして、すべての医師と製薬会社が拘束されています。ニュルンベルク綱領

ニュルンベルク綱領の倫理基準の受け⼊れ、採⽤、実践

外交⽂書、国内法務顧問の意⾒、および

インフォームドコンセントの要件は、広く受け⼊れられており、

原則を遵守するメーカー。持っていることがわかった医師または研究科学者

政治的権利（1966年）。ニュルンベルク綱領に特に依存するインフォームドコンセントは、

集会（パートII）：慣習国際法の証拠を作成する⽅法と⼿段

ニュルンベルク綱領の第⼀原則は、

法律はより容易に利⽤可能です。」[1950]��2��YB��Int'l��L.��Comm'n��367、ILCDoc。��A�/��1316）。

また、以下を含む⽣物医学研究のための国際倫理ガイドラインの基礎

強⾏規範の慣習法に基づく国際法の源泉としての規範。

18

国際的に事業を展開している製薬会社と医療⽤ニュルンベルク綱領

および国際医学団体協議会（1993）。

今年の英国で、どのように

どの国からも法律として正式に採⽤されたわけではありませんが、その基本は

医療倫理の⼀般的な規範は、医師と製薬会社に対する義務に相当します

国際機関（「国際法委員会の⼀般への報告」

a）医学実験に参加するためのインフォームドコンセント

市⺠的および政治的国連国際規約第7条の国際法

ニュルンベルク綱領の10原則のいずれかに違反すると、刑事責任に直⾯することになります。

治療を受けて実験に参加する⼈。その⼈は

したがって、ニュルンベルクの資格を得るには、法的信念の要件が満たされていることを提出します。

42

39i�。実践要件‒この要件は、

⼈間の被験者、世界保健機関によって公布された最新のガイドライン

41

40ii�。報告権または必要な要件‒私たちは、世界的に認められていることを提出します。

英国政府は、その⼤⾂と⾼官とともに、
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事実は、インフォームドコンセントなしに⾏われた⼈間の遺伝医学実験です

c）実験は、苦痛や⾝体的傷害を防ぐために実施されます。

ニュルンベルク綱領の深刻で露⾻な違反の下で。

45

⼒、欺瞞、詐欺、脅迫のいずれかを通じて、介⼊なしに選択の⾃由を活性化する

‒医療に対するインフォームドコンセントの主題について、ニュルンベルクに基づく

健康は、英国の市⺠に現在の状態を提⽰することに失敗し続けています

43保健省の⻑と⾸相がワクチンを提⽰したとき

代替案、医療プロセス（およびそれに含まれるすべてのもの）の詳細、および

「ワクチン」後の怪我と重度の損傷（障害と⿇痺を含む）として

彼を可能にするために、すべての治療に存在する⻑所と短所/利点とリスク

英国で、英国の住⺠の予防接種を開始し、

上記の代替治療で100％の成功率。の政府

これらの予防接種は、死亡者数または死亡者数の完全な報告がないことを⽰しています。

実験し、ニュルンベルク綱領の下で彼らの同意が必要であること。これはの問題として

選択は個⼈が⾃由に⾏う必要があります。

インフォームドコンセントプロセスの露⾻な違反、意図的に情報を隠す

b）代替治療

上記のすべてにもかかわらず、英国政府と省

勧誘、またはその他の種類の拘束または強制。

46m��-RNAの「ワクチン接種」治療は多くの⼈の死を引き起こしたことが知られています

コードの原則、患者にいくつかの治療を詳細に提案する義務があります

Covid19を治療するための既存の代替療法。現在証明されている代替治療法

投与。この事実にもかかわらず、政府は開始を指⽰しませんでした

Covid��19の治療において、⾮常に安全で⾮常に効果的であり、

問題の調査。の実験的性質を考えると、それも疑わしいです

ワクチン接種を受けた⼈は、実際には医療に参加することになるとは⾔われていませんでした

彼が好む治療に関して賢明な個⼈的決定を下すため。述べたように、これ

英国は引き続き市⺠を勧誘し、

19

44

予防接種と恐怖と強制の雰囲気を作り出すことに関して。
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国営メディアからではないネットワーク（友⼈、隣⼈、親戚）。

グループ⾃体：

47

49

公衆の利益のためにそのような医療プロセスで予想されるように、負傷した

彼が怪我を引き起こすと信じる可能性のある原因がある場合は、任意の段階で実験してください。

⼤⾂と⾼官を含む英国政府は違反している

-多くの⼈がm-RNA治療で死亡し、負傷したことがすでに証明されています

d）死亡または

51

実際の怪我が発⽣します。

または無効になりました。しかし、英国政府は引き続き強制します

第6条‒ジェノサイド

20

治療は抑制され、私たち市⺠は⼝コミと社会でのみ聞く

48

ローマ法第6条に従い、��「ジェノサイド」とは、以下の⾏為のいずれかを意味します。

e）実験を担当する個⼈は、実験を終了する準備をしなければなりません。

今年の英国での⽅法を詳しく説明することは、私たちのさらなる意図です。

実験に参加する。

（a）これらのグループのメンバーを殺害する：

実験参加者の障害または死亡。

国際刑事裁判所のローマ法は、単⼀の側⾯だけでなく、多くの側⾯で

-この場合のグループは、原則として「英国の全⼈⼝」です。

側⾯。

（そして世界）⾼齢者、慢性疾患、障害者から始まります。

-この原則の違反に関しては、前述のように、

その市⺠に対するこの危険な実験。

50

C.ローマ法

国、⺠族、⼈種、または宗教の全部または⼀部を破壊する意図を持ってコミット
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アストラゼネカについては19,101件、モダナについては19,101件、1,280件が報告されています。

-課せられた封鎖による富と事業の破壊（付録23）

21

ブランドは指定されていません。これは、英国で報告された合計395,049件の有害反応です。

PCR検査、医療の⽋如、集団予防接種。

（b）グループのメンバーに重⼤な⾝体的危害または精神的危害を引き起こすこと：

（付録20）

-アルコール依存症の再発、摂⾷障害の再発、および

52

-ワクチン接種で上記のような⻑期的な影響が予想される

60

53

-統計的証拠は、「ワクチン接種」後の死亡の⼤幅な増加を⽰唆しています（付録21）

-チャイルドラインを呼び出す脆弱な⼦供たちの数は、封鎖を超えて37％増加しました

統計は、コビッド「ワクチン」を受け取った⼈は、受けるリスクが⾼いことを証明しています

英国の136,582枚のイエローカードがファイザーの「ワクチン」について報告されており、238,086枚が報告されています。

56

（c）グループの⽣活条件を故意に負わせること。

死んでいる。これは、将来がどうなるかについての⾮常に憂慮すべきシグナルです。��（付録24）

イエローカード報告システムに報告されることを保証するのに⼗分深刻なものだけ

57

-ウイルスに最初に感染してから8か⽉後の実証済みの⻑期効果（付録20

59

54

封鎖によるコミュニティ。

-ウイルスで病気になったすべての⼈の免疫系にダメージを与える

58

および/またはm-RNA「ワクチン」を受け取った、マスクの義務および必須の試験体制

-「ワクチン」による⼤規模な短期的被害と死亡。��2021年11⽉24⽇現在、

55

（付録22）

重病であり、ワクチン接種を受けた家族でさえ病気になり、場合によっては

-24時間年中無休の⼼理戦宣伝によって引き起こされる計り知れない精神的危害、誤検知

全体的または部分的な物理的破壊：

61
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m-RNAからのDNAシーケンシング（付録26）

2021年1⽉2⽇から2021年7⽉2⽇までの間に21⽇以内に18,653⼈の死亡を記録した

Covidワクチンの初回投与‒��Covid-19ウイルスに関連するワクチンの4,388（30％）。

-コビッド後の出産の予想される減少-意図的な変化による「ワクチン接種」63

-以下に⽰す国家統計局（ONS）の統計（付録27も）

62

（殺⼈：

第3トリメスター前のCovid「ワクチン」（付録25）

攻撃の知識を持っている⼀般市⺠：

65

22

ニューイングランドメディカルジャーナルでは、10⼈に8⼈の⼥性が

ローマ法第7条に基づく‒⼈道に対する罪は、

以下に対して向けられた広範囲または体系的な攻撃の⼀部としてコミットされた場合の以下の⾏為

2回⽬の投与から21⽇以上後にウイルスと57,721⼈が死亡‒��458（0.8％）。

-Covidm-RNAワクチン接種後の⾃然流産の証明された増加。最近の研究

（d）グループ内での出産を防ぐことを⽬的とした措置を課すこと：

64

19ウイルス。��2回⽬の投与から21⽇以内に11,652⼈が死亡‒��182⼈（1.5％）がCovid-19に感染

第7条‒⼈道に対する罪

最初の投与から21⽇以上後に73,822⼈が死亡‒��Covidに関与した⼈の7,289⼈（11％）
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2020年12⽉と「ワクチン」を⾃由に服⽤することを⼼から望んでいた⼈は誰でも

以下の表（付録28も）に⽰されているONSからのさらなるデータは、次のことを⽰しています。66

実験的ワクチンは控えめに⾔っても憂慮すべきであり、

裁判所。

2021年1⽉に登録された死亡者数は1⽉と⽐較して23％増加しました。

23

政治的圧⼒や強制なしに、最初の数週間以内にそうするつもりでした

2020年。同様に、2020年2⽉と⽐較して2021年2⽉と⽐較して

ロールアウト、導⼊の最初の8週間以内の死のこの驚異的な増加

26％の全体的な死亡。��Covid19の「ワクチン」が英国で展開されたことを私たちは知っています
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以下のONSから取得したデータは、2020年4⽉に26,541⼈が死亡したことを⽰しています。

（付録30）

70

68

裁判所による完全な調査を保証します。

69

呼吸抑制と呼吸停⽌。

24

Covid-19の安全で効果的な代替治療の抑制は、殺⼈と

患者は「良い死」（安楽死）。

呼吸抑制と呼吸停⽌に関連し、原因となる病気を治療する

⼈⼯呼吸器を使⽤している患者は、42％が死亡し、57％が⽣存していることを発⾒しました。私たちはそれを提出します

ハンコックと保守党のルーク•エバンス博⼠が、コビッドに与える薬の使⽤について話し合う

システム‒Covid-19は呼吸器疾患です。裁判所に完全な調査を実施するよう要請します

英国政府が2年分のミダゾラムを購⼊する理由に

英国中のケアホームで実施されました。コモンズの家の⽂書で、マット

証拠は、それが2020年初頭のパンデミックの開始時に持ち帰られ、

⼈⼯呼吸器を装着し、ほとんどの場合死にます。��1023��covid-19の研究（付録29）

ミダゾラムは19⼈の患者の治療⽤でした‒ミダゾラムは呼吸を抑制します

隔離して、絶対に呼吸ができなくなるまで家にいて、その時点で病院に⾏きます

67��Covid-19の検査で陽性となった個⼈のための英国でのプロトコルは、⾃⼰

リバプールケアパスウェイは、⾮⼈道的と⾒なされた後、2014年に放棄されましたが、

フランスのサプライヤー（付録31）。注⽂がなされた時点で、

介護施設で発⽣し、5年間の平均で17,850増加しました。��（付録52）

202年3⽉、ハンコックはミダゾラムと呼ばれる2年分の鎮静剤を
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72��NHSによって作成された⽂書（付録33）は、ミダロザムを次の⽬的で使⽤する必要があると述べています。

71

（付録32）

機械的換気。同じ⽂書は、ミダゾラムが持っていることの確認も提供します

特に病気や⽼⼈の存在下で呼吸器系を損なう可能性

⽂書（付録32）には、ミダゾラムの投与量を確認する表も記載されています。

年齢と明確に投与量を最⼩限に保つ必要があり、

恐怖、不安、興奮を和らげるためのCovid-19による終末期ケアの快適さ。��The

メーカーのガイドライン。

⾼齢者または体調不良は0.5mg-1mg以下でなければなりません、副作⽤には⼼肺が含まれます

25

⽂書は、ミダゾラムは患者が要求する前に鎮静のために使⽤されるべきであると述べています

うつ病と薬は呼吸器疾患に苦しんでいる⼈には注意して使⽤する必要があります。
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強⼒な「ワクチン接種」を受けた後の状態に。数⼈の⾼レベルの免疫学者と

⼈間のDNAを変えることができる（付録37）。免疫システムが戻る可能性は低いです

近い将来、免疫系の障害、抗体依存性感染増強により死亡

さらに、多くのワクチン接種を受けた⼈ が々重病になり、リスクにさらされています

ウイルスとしての「⼈⼯スパイクタンパク質」。ウイルスとワクチンの両⽅が

⼈間の場合は1。5年に相当します。ワクチン接種されたものはまったく同じものにさらされています

74

裁判所による調査。

ワクチンは、ほとんどの動物が治療を受けてから2週間以内に死亡したことを発⾒しました。これは

26

75

および/または虚弱な患者は0.25mgの量が違法な安楽死と殺⼈に相当し、完全に保証されます

'ワクチン'。��mRNAをテストするために2012年から2013年に実施された動物実験（付録35および36）

⼈⼝）は、最近のmRNAにより、深刻な病気または死亡のリスクにさらされています

19⾼齢者に推奨⽤量の場合、ミダゾラム2.5mgの開始⽤量で

治療は滅びます。

考えられる最悪のシナリオ、これらのm-RNAを受け取った⼈類のほとんど

73私たちは、Covidが原因で不安に苦しんでいるとされる患者を治療するための⽅針を作成することを提出します

英国の⼈⼝（および世界）の⼤部分が

（b）駆除：

この要求に関する共同申請者を含むワクチン設計者は、マイク•イードン博⼠が次のように警告しています。

（付録34）
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77

82

84

-⼼理的テロと戦争（精神的拷問）は政府によって管理されています、

78

（e）刑務所またはその他の重⼤な⾝体的⾃由の剥奪。

Twitter、YouTube、Google。

海外旅⾏から戻ってきたテスト。

-国内および海外の両⽅での旅⾏の⾃由の禁⽌

79

パラグラフ3で定義されている国、⺠族、⽂化、宗教、性別、またはその他の理由

80

76

不妊⼿術、または同等の重⼒のその他の形態の性的暴⼒：

裁判所：

⽣き残るために国家に依存する⼈々

多数の⾃然流産/流産を伴う「強制不妊⼿術」

⽂化的およびスポーツ活動、宗教的会衆に参加する

83

27

-健康と偽陽性の両⽅のPCRテストと迅速な流れのためのホテルでの強制検疫

Facebookなどのソーシャルメディアプラットフォームに加えて、国営メディアと主流メディア、

国際法の基本的なルール：

（h）識別可能なグループに対する迫害、または政治的、⼈種的、

-NHS��Track��andTraceアプリの要求に応じて「⾃⼰分離」を強制

81

これに関連して、国際法の下で許可されないと広く認識されているもの

（g）レイプ、性的奴隷制、強制売春、強制妊娠、強制

この段落で⾔及されている⾏為または管轄内の犯罪

-強制封鎖と経済戦争-特に中⼩企業の所有者-強制

-旅⾏、友⼈の訪問、パーティーの⼿配、服⽤に関する⾝体的⾃由の深刻な剥奪

-多くの医師や科学者によって提案された「ワクチン」の効果の1つは

-ワクチン未接種の迫害、失業、公の⾏事の拒否

（f）拷問：

コロナワクチンを接種した妊婦（付録38、39）

-礼拝所への出席を妨げられているすべての宗教団体に対する迫害
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⾝体または精神的または⾁体的健康への重傷：

これらの疑惑の犯罪に関する知識と意図。

英国政府内の個⼈および私たちが反対している国際的なリーダー

-社会的距離の測定、マスクの義務、恐怖の恐怖、予防接種の圧⼒、

（j）アパルトヘイト：

戦争犯罪の⽂脈的要素が満たされ、申し⽴てられた犯罪は

86

87戦争犯罪の⽂脈的要素-私たちはあなたに秘密の戦争が⾏われたことを提出します

アパルトヘイト、⼈ に々ワクチン接種を受けさせ、

計画または⽅針の⼀部として、またはそのような犯罪の⼤規模な委員会の⼀部として。

通常通り、旅⾏、仕事、社会参加の権利の予防接種を受けていません。

のリリースを通じて英国（および世界）の⼈ に々対して

私たちがこの苦情を提起した国際的な指導者たちは、故意に働いています

（k）意図的に⼤きな苦痛を引き起こしている同様の性格の他の⾮⼈道的な⾏為または

SARS-Cov-2およびm-RNA「ワクチン」。したがって、英国のメンバーは

'ワクチン'。私たちは、英国（および世界）の⼈ が々下にあることを提出します

「ワクチン」⾃体はすべて、体、⼼、魂に深刻な傷害を与える理由です。

同じ議題を提供しようとするこの要求をもたらしました。したがって、

-新しい「ワクチンパスポート」の本当の効果は、新しい形の医療を導⼊します

裁判所は、特に次のように犯された場合、戦争犯罪に関して管轄権を有するものとします。

第8条‒戦争犯罪

国際的および⾮国際的な武⼒紛争の⽂脈。

89

88故意の要素：私たちはさらに、英国政府と世界のメンバーが

28

85

⽣物兵器SARS-Cov-2および追加の⽣物兵器、m-RNA遺伝⼦治療

として知られている⽣物兵器による過疎化のためのこの世界的な議題に代わって

前述の⽣物兵器を放出した⼈ か々らの全⾝攻撃と

私たちがこの苦情を提起した政府と世界の指導者は両⽅を持っています
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より多くの「予防接種」の結果として数が増加している受信者の割合

-マンデートによるマスクの使⽤も⽣物学的実験を構成します。どちらが

（ii）拷問

投与された場合、これらの「ワクチン」の継続的な使⽤が構成することは論理的な結論です

90ローマ法第8条に基づく「戦争犯罪」とは、次のことを意味します。

少なくとも10〜15の期間の武漢ウイルス研究所での「⽣物学的実験」

若くて健康な⼈ の々死亡と危害の割合。

関連する規定に基づいて保護されている個⼈または財産に対する以下の⾏為

92

-何百万もの⿐でのテストピンの使⽤と癌と評価された化学物質の使⽤

ジュネーブ条約：

-ミダゾラムの推奨量の5倍の使⽤という証拠を提供しました

94

29

-⽐較的⼤規模な殺害の「ワクチン」の死亡率の統計データを提供しました

-そのような⽣物兵器の開発は、それ⾃体が犯罪です。

93

故意の殺害。犠牲者が主に⾼齢者であるとしても、私たちも⽐較的⾼いです

-Cov-SARS-2ウイルスは、⼈⼯の「機能獲得ウイルス」です。それはとして作成されました

（a）1949年8⽉12⽇のジュネーブ条約の重⼤な違反、すなわち、

デンマークのマスク研究（付録40）に記載されているように、⼤規模な危害を引き起こしました

91

ここに同封されている膨⼤な⽂書によると、何年も。ウイルスもリリースされました

⼈間は明らかに⽣物学的実験または戦争でもあります。

事故または故意に。

97

（i）故意の殺害：

介護施設の患者にとっては、故意の殺害に相当します

95

-ワクチン中のグラフェン⽔酸化物

96
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104��-Cov-Sars2に対する効果的な薬（HCQ、イベルメクチン）の使⽤の拒否は、

医学的および⽣物学的戦争は健康に甚⼤な被害をもたらします。

完全にインフォームドコンセントなし。

英国の封鎖による個⼈および企業の収⼊は、

108-事業活動の⼤規模な経済的破壊、ならびに私的財産および

-私たちのDNAに関するそのような実験は、⼈類に対してこれまでに犯された最悪の犯罪です。

103-⼼理戦、およびロックダウンによる経済戦争と組み合わせて

効果のみ。

99

必要性と不法に実⾏され、のみ欲しい：

98

102-短期的には、ワクチンは健康を害し、⼤きなダメージを与えることが証明されています

（iv）軍によって正当化されていない、財産の⼤規模な破壊と流⽤

107-介護施設で⾼齢者を安楽死させるために使⽤されるミダゾラム

ワクチン接種により、DNAに不可逆的な変化を引き起こします。

クロージャ

いくつかの深刻な病気が原因で何ヶ⽉も診断も治療もされていない

これらの遺伝⼦治療薬は、⼈類史上最⼤の⽣物学的実験を構成し、

106-成功率が⾮常に低い⼈⼯呼吸器の使⽤

105-代替治療の抑制

-いわゆるワクチンは緊急使⽤のみが承認されており、

101-診療所の閉鎖は明らかに⾝体と健康に深刻な傷害を引き起こしました

100-フェイスマスクの強制使⽤は、⾁体的にも精神的にも⼤きな害をもたらしました。

⾝体または健康への深刻な傷害および英国における多くの予防可能な死亡の原因

30

（iii）故意に⼤きな苦痛、または⾝体または健康に重⼤な傷害を引き起こす：
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ウイルス。そして、フランス、イギリス、

112��-MERSに関しては、1990年代と最初のSARS1ウイルスに遡るタイムラインがあります

敵対⾏為に直接参加していない個 の々⺠間⼈：

SARS��1、MERS、および他のすべてのコロナウイルスと⽐較して10〜20倍に広がります。��The

115-ウイルスの機能獲得操作はそれを可能にするウイルス特性を与えました

（v）⺠間⼈に対する攻撃を意図的に向ける

111��-Cov-SARS-2ウイルスの作成は、この攻撃を開始するための前提条件でした。

予想される具体的かつ直接的な全体的な軍事的優位性に関連して過剰：

近代史における権⼒の掌握。

とりわけ、予防接種はそれを⾏うための1つの⽅法であると述べています。

世界中のこれらの政策の結果。これは最⼤の⼟地と解釈することができ、

明らかに⾃然環境への⻑期的かつ深刻な被害

114-これらの⼈ は々、世界的な過疎化の必要性について明確に話しました、そしてビル•ゲイツ

（国連）、WHO、そして「グレートリセット」。

109-中産階級から超富裕層への財産の⼤規模な譲渡は

偶発的な⼈命の損失または⺠間⼈への傷害または⺠間⼈の物体への損傷または広範囲にわたる、

（iv）そのような攻撃が引き起こすことを知って意図的に攻撃を開始する

封鎖のすべての効果に

グループ）、グローバリストの政治家、地球上で最⼤の資本家、および議事2030の彼らの計画

113-いわゆるグローバリストエリート、ローマクラブ、WEF（ダボス）への明確なリンクがあります

銀⾏による私有財産、通常の収⼊を得ることができない⼈ か々ら

⼼理的および経済的戦争。

これらの厳格な措置と⽣物兵器の⽅法は、

オーストラリアと⼤部分は15年以上の間に⾏われた中国の努⼒。

31

この機能獲得の背後にある科学者たちは、次のように危険な合成ウイルスを作成しました。

110-イギリスの⼈ （々そして⼈類全体）は現在、
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超富裕層のみの利益のために、⼤規模な私有財産の喪失。
I20-⾦融危機はおそらく銀⾏と中央銀⾏の両⽅の崩壊につながるでしょう、そして

救急医療、および⼤規模な⼼理戦作戦、当初の⽬的は

国家の政治的または軍事的⾏動、その性格によって、侵略⾏為を指⽰する。
開始または実⾏、効果的に制御を⾏使する⽴場にある⼈による、または

117-⽣命の⼤規模な破壊、経済戦争の影響、疑惑に関連する

コロナウイルスの、NHSを保護し、命を救う
警察に新たな権限が与えられ、「拡散を減らすために執⾏権限を強化する」

中央集権化された選出されていないエリートによって⽀配される全体主義の世界。

123この法令の⽬的上、��「侵略犯罪」とは、計画、準備、

⺠主主義体制から政治情勢への転換により、

経済崩壊と来たるべき社会不安の結果。��2020年国防法に基づく

第8条bis3-侵略犯罪

聖書のプロポーション、これまでに⾒たことのないもの。

119-経済的破滅と⼤惨事に基づいて、戒厳令が導⼊される可能性があります、

116-このプロジェクトは、⼈⼝統計と

少なくともヨーロッパでは、州と通貨が完全に崩壊します。

HIV。��（付録49）

SARS2と「ワクチン」が間もなく明らかになり、⼤規模な病気と死を引き起こします
122-これらすべて、およびその他の対策に加えて、両⽅のCovの中⻑期的な影響

同封の⽂書。危険な「HIVGP120」コンポーネントを使⽤して、次のように休⽌状態にします。

118-⼤規模な経済の崩壊は、壮⼤な⽐率の財政的崩壊につながっています、

通常よりも少ない状況に戻り、最初のステップでのみ利⽤可能です。

121-新しいベイルアウトルールと財務報告の遅れは、このクラッシュを遅らせただけです。

32

重⼒と規模は、国連憲章の明⽩な違反を構成します。

の唯⼀の救済策として、集団ワクチン接種を受け⼊れるように⼈⼝を洗脳する
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国連とローマ条約および私たちの基本的⼈権。

国内法の違反だけでなく、憲章の根本的な違反も構成します

英国の⾸相だけでなく、他の無数の世界の指導者。

⼊⼿可能な情報に基づいて、違反を信じる合理的な根拠があります

裁判所の管轄内で申し⽴てられた犯罪

WHOの⼤統領、⽶国の⼤統領、およびWEFの⼤統領によって使⽤されます。

ワクチン、テストピン、マスクの義務、およびその他すべての対策。全てが

127これは、危険な⽣物兵器、ウイルス、

この過酷な犯罪陰謀。公式スローガンの下で;��「BUILDBACKBETTER」、

129管轄

ローマクラブ、およびとりわけWHOやGAVIなどの他のNGOは、

⼈類の完全な奴隷制につながる可能性があります。

D.お問い合わせの開始のリクエスト

裁判所の差し⽌め命令によって英国の⼈ に々対して。

いくつかの例外。また、ダボスのWEFや

グローバルエリートが所有する最⼤の企業。この⽬標の達成はほとんど

これに対して、⽬的は中⼩企業を破壊し、市場シェアを

125��「計画」には、ほとんどの国⺠国家の超富裕層と指導者が関与していることは明らかです。

パスポートおよび本書に記載されている他のすべての種類の違法な戦争は現在⾏われています

アカウント、covidワクチン接種の展開を停⽌するために、違法なワクチン接種の導⼊

124これは世界的な犯罪陰謀であり、数⼗年にわたって計画されてきました。

そして地球の⼈ の々⾃由と基本的⼈権を破壊すること。加えて

33

選出されていないエリートによって管理されている、すべての⺠主主義国家を段階的に解体する

128��ICCが直ちに⾏動を起こし、これらすべてを

関与する。

ニュルンベルク綱領、⼤量虐殺、⼈道に対する罪、そして戦争犯罪は

126この活動の⽬標は、国連のアジェンダ2030を通じて、新しい世界秩序を創造することです。
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被告⼈の国籍の。

-英国の領⼟で……..との間で犯されたとされる犯罪

（2002）、pp.1871-1897）。

132-特に、第12条（2）（a）は、裁判所がその管轄権を⾏使できることを規定しています。

犯罪の申し⽴てられた場所と⽇付：

犯罪は、裁判所が彼または彼⼥の⾏為に対して管轄権を⾏使できるようにするためにコミットされています。

発⽣した」は、制定法の当事者です。したがって、このリクエストで特定された犯罪の疑いがあるので

容疑者が容疑者であるかどうかに関係なく、これらの容疑者の犯罪に対する管轄権

130-上記の犯罪は、⽶国の領⼟で犯されたとされています

……

王国（そして世界）

締約国の国⺠である（D.��Akande、��'国際刑事管轄

「5⽉31⽇の審理前の商⼯会議所Iの決定に対するリビアの控訴に関する判決

2000年10⽉4⽇以降、英国領⼟で犯されたとされる犯罪

ICC-01�/��11-01�/��11-547-⾚、2014年5⽉21⽇、パラ。��62）

（2003）、pp。618-650;��G.ダニレンコ、「ICC法令および第三国」、A。カッセーゼ、P。ガエータ

第5条で⾔及されている犯罪は、「問題の⾏為が⾏われている地域の州

133-容疑者は、次の場合に締約国の領⼟に物理的に存在する必要はありません。

地域：

裁判所の管轄権の範囲内にある

ローマ法の締約国の領⼟に関与している、裁判所は

容疑者に課せられた犯罪がそのような領域の範囲内で発⽣した限り

34

（検察官対サイフ•アル•イスラム•カダフィとアブドゥラ•アル•セヌッシ、控訴院、

131-英国は⼀党制であるため、裁判所はすべてに対して管轄権を⾏使することができます

⾮当事者の国⺠に対する裁判所：法的根拠と制限��'、Jrnl��Int'l��Crim��Justice��1

2013年「サイフアルイスラムカダフィに対する訴訟の許容性に関する決定」と題された、

＆J。ジョーンズ編、国際刑事裁判所のローマ法：解説、

134⽇付
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検察による捜査の焦点となる可能性が⾼い潜在的な事件。

パラ。��78）。検察は、以下に関連する相補性について決定を下します。

これが肯定的に答えられた場合、

50、58、および188;コートジボワール第15条決定、パラ。��202）。

状況の調査から⽣じる可能性が⾼い（ケニア第15条決定、パラグラフ。

国家レベル（第1肢）での同じ事件の進⾏中の調査または起訴。と、

第17条（1）（d）に基づく重⼒の評価（カタンガ許容性控訴判決、

138第⼀肢の下での国家による不作為は、裁判所での訴訟を許容可能にします。

136��（i）許容性の異議申し⽴てに関する⼿続の時点で、

重⼒評価は、次のような潜在的なケースを背景に実施されました。

第17条（1）（a）および（b）は、相補性について2つのテストを確⽴しています。

75-79）。

140重⼒

第17条（1）（a）-（c）の。

2009年9⽉25⽇、01�/��07-1497（「カタンガ許容性控訴判決」）、パラグラフ。��1と

a。法的参照

事件の許容性に関する2009年6⽉12⽇の裁判室IIの決定」、ICC-01�/��04-

相補性

申請をトリガーする可能性のある国家の国家犯罪捜査および/または起訴

ICCと「国家刑事管轄」の間。そのため、原則として、

控訴院、「⼝頭に対するジェルマン•カタンガ⽒の控訴に関する判決

135許容性

検察（第2肢）��（検察官対ジェルマン•カタンガとマシュー•ングジョロ•チュイ、

139法令の許容性の規定は、補完的な関係に基づいています

35

137��（ii）国家がそのような調査を実⾏することを望まないか、または真に実⾏できないかどうか、または
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これらの犯罪が影響を与える⼈ の々範囲、これらの犯罪が犯され続けていること、
英国で犯された犯罪の深刻さと程度。

203-205;ジョージア第15条決定、パラ。��51）。

内で最も深刻な犯罪に最も責任があると思われる⼈ に々対して
147⾏為が⾏われた場合の重⼤性、および関連する国内⼿続の⽋如に照らして

ボックス（ケニア第15条決定、パラグラフ60-62;コートジボワール第15条決定、パラグラフ

145正義の利益

制度的に実践

申し⽴てられた犯罪、および被害者への影響はすべて、特定の犯罪の重⼤性の指標です。

コミュニケーションと公に⼊⼿可能な情報の調査。

定性的な視点、およびその性質、規模、および委託の⽅法などの要因

144疑惑の犯罪は⼤規模に⾏われ、殺⼈が⾏われたという報告があります

英国の被害者団体との協議および
正義が⾏われるのを⾒る。私たちは、直接を通じて被害者の利益を確認しようと努めてきました

犯されたとされる犯罪。評価は、定量的および定量的の両⽅から⾏う必要があります

裁判所によるさらなる⾏動を正当化するのに⼗分な重⼒。

英国政府のメンバーとここで⾔及されている世界の指導者は

評価に関係する⼈は、

146状況の⽂脈の中で申し⽴てられた犯罪の犠牲者は、

国家レベルでの説明責任は、すべて調査に重きを置いています。

141重⼒評価には、

143⼊⼿可能な情報に基づいて、犯されたとされる犯罪に関する潜在的な事件

36

重⼒ではなく全体の状況1つ以上の潜在的なケース。

幅広い加害者、繰り返し発⽣する犯罪パターン、および限られた⾒通し

許容されます。犯罪の重⼤さと被害者の利益を考慮に⼊れて、
状況、状況の調査から⽣じる可能性のあるケースは次のようになります

142したがって、重⼒に関する検察の提出は、重⼒の評価に関連しています。
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義務付けられた予防接種とワクチンパスポートの範囲とこの決定は命を救うでしょう

現在、英国の⼈ に々対して、

即時の裁判所の差し⽌め命令。

現在コミットされています。それは必然的に、少なくとも

150この決定は、犯罪への対応となるため、特に有⽤な役割を果たします。

違法な予防接種パスポートおよびここに記載されている他のすべての種類の違法な戦争

37

英国と世界の⼈ に々歓迎されました。

これらすべてを考慮に⼊れて、covidワクチン接種の展開を停⽌するために、

2

149調査を開始するために、審理前の商⼯会議所を差し押さえる決定は、

153繰り返したい：ICCが直ちに⾏動を起こすことは、最も緊急の課題です。

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3374

1

148経験によれば、不処罰は犯罪の実⾏を悪化させる要因である

152そして正義が⾏われる

私たちが知っているように、不処罰との戦い、そして最終的には⼈類の⽣存を確保します。

Warning.pdf

正義の。

調査が利益に役⽴たないと信じる実質的な理由はありません

151調査の要請は法令の基準を満たし、

https://www.heartmindhealing.org/wp-content/uploads/2021/07/Dr-Michael-Yeadon

これらのm-RNA治療による新たな負傷者の数を制限します。

付録
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3a

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/92

2a

6410�/��Understanding_Cycle_Threshold__Ct__in_SARS-CoV-2_RT-PCR_.pdf

3b

https://www.gov.je/government/freedomofinformation/pages/foi.aspx?ReportID=4517

38

3
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41

https://zenodo.org/record/4028830#.YaSgdS2cbUr4
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コア/コンテンツ/ビュー/��DBBC0FA6E3763B0067CAAD8F3363E527�/��S2633289220000083a.pdf�/��b

懸念の変種-20201201

15

iovacc19_a_candidate_vaccine_for_covid19_sarscov2_developed_from_analysis_of_its_gen

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html
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