
CONTINUE ALIVE WAY IN DEAD SORROW
亡くなった悲しみの中で生き続けるための方法

For my dead time.
For someone dead time.
For all dead time.
For part dead time.
For knowing existence.
For existence.
For love me existence.
For you.
For anti.
For all.
I present this sentences.

私が亡くなった時のために。

誰かが亡くなった時のために。

全てが亡くなった時のために。

一部が亡くなった時のために。

知られている存在のために。

存在のために。

ファンのために。

貴方のために。

アンチのために。

全てのために。

この文章を捧ぐ。

THIS ALL SENTENCES SPREAD FREELY BY ANY WAY IS OK.

この作品はご自由に如何なる方法でも世界に広げてOKです。

・ALL FREE.・LINK FREE.・TRANSLATING FREE.

・GIFT FREE・MEDIA SHOW FREE・PAPER SHOW FREE

・TWEET FREE・SPREAD FREE

(CRIATIVE COMMONS LICENSE CC (Dedication))

・オールフリー・リンクフリー・引用フリー・転載フリー

・翻訳掲載フリー・再配布フリー・メディア掲載フリー

・紙媒体掲載フリー・ツイートフリー・拡散フリー

（クリエイティブ・コモンズ・ライセンスCC（奉納））

2017年12月19日(火)36 tweets

source

 

27秒前

エタリラ670(Savior)@etarira670

anti adult man order happy sience religion group girl say 10 times order and wish egawa takeshi 

dead by soul listening.and happy sience religion group girl said 10 times.



posted at 01:42:00

 

 

 

4分前

エタリラ670(Savior)@etarira670

今、アンチ男性が、幸福の科学グループ女の子に、江川剛史に死の命令言葉、10回言えと霊聴

で、命令して、幸福の科学グループの女の子は、その通りに、唱えた。

posted at 01:37:30

 

 

 

6分前

エタリラ670(Savior)@etarira670

私が、自殺したら、私に、酷いことした、存在のせいだ。幸せになって良いが、苦しめ。

posted at 01:35:46

 

 

 

21分前

エタリラ670(Savior)@etarira670

アンチ子ども。殺人するな。完全犯罪殺人するな。

posted at 01:21:18

 

 

 

22分前

エタリラ670(Savior)@etarira670

通信量という嫌味霊聴を、幸福の科学グループとアンチ男女とアンチ子どもが、私達に、無理矢

理、嫌がっているのに、聞かせる引き換えに、人が死ぬぞ。お前達のせいで。インターネットが、必

要な存在は、たくさんいる。お前ら幸福の科学グループのせいで、私も含めて、自殺する可能性も

あるぞ。

posted at 01:19:59

2017年12月19日(火)31 tweets
source
 
17秒前

エタリラ670(Savior)@etarira670
existence chenge dead by past anti terrible stimulate.if i chenge dead.its part is by anti active.be 
important in alive.
posted at 00:42:13



?
?
?
2分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
人は、昔の悲しみや不幸の刺激でも死ぬ可能性がある。私が、突然、亡くなったとしても、

それは、アンチのせいである可能性もある。特に、自殺はそうである。生きている内から、

大切にせよ。
posted at 00:40:06

2017年12月19日(火)29 tweets
source
 
32秒前

エタリラ670(Savior)@etarira670
before i sleep. i make spiritual books and dvd affiliate system for continue alive all.it is for 
money.Amazon associate can not get many money system.for continue alive all.i have to do now.for
past and now and future.
posted at 00:36:44
?
?
?
3分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
寝る前に、私は、スピリチュアル書のお勧めアフィリエイトリンク集を作ろうと思う。お

金のためではない。Amazonアソシエイトというのは、そこまで、もうかるシステムでは
ない。ただ、生き続ける生命を増やすために、スピリチュアル書を紹介する必要性がある。

だから、私は創造する。
posted at 00:33:33
?
?
?
5分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
i decide free present CONTINUE ALIVE WAY IN DEAD SORROW book in 
ETARIRA670+EGAWATAKESHI POTAL WEBSITE FOR ALL ALIVE.PLEASE LOOK.
posted at 00:31:44
?
?
?
7分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
私は、CONTINUE ALIVE WAY IN DEAD SORROW 亡くなった悲しみの中で生き続けるた
めの方法という無料電子書籍を、エタリラ670+江川剛史公式ポータルサイトに、無料公開



することを決めた。今日、亡くなった、悲しみの中で、全てが、生き続けるために、書い

た文章を、掲載した電子書籍。見てほしい。
posted at 00:29:31
?
?
?
11分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
in anti acitive bad stress.i have to alive for all world.i build http://Amazon.co.jp search tool.buying 
item is need for alive.
posted at 00:25:40
?
?
?
13分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
悲しみの中でも、アンチ活動で、私が苦しむ中でも、世界のために、生きなくてはならな

い。エタリラ670+江川剛史公式ポータルサイトに、http://Amazon.co.jp検索を新たに設置し
ました。生きていく上で、商品は必要なものである。
posted at 00:24:15
?
?
?
14分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
dream killer is killer.
posted at 00:22:52
?
?
?
14分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
夢の殺し屋は、殺し屋でもあるんだ。
posted at 00:22:30

2017年12月19日(火)21 tweets
source
 
47秒前

エタリラ670(Savior)@etarira670
god bless all.
posted at 00:16:53
?
?

http://amazon.co.jp/
http://amazon.co.jp/


?
1分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
神様の祝福を全てに。
posted at 00:16:38
?
?
?
1分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
私は生き続けるのを希望しているし、別の人も、生き続けるのを、希望しているし、他の

人も、生き続けることを、希望しているし、私達は、生き続けることを、希望している。
posted at 00:16:18
?
?
?
2分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
i hope continue alive.another person hope continue alive.other person hope continue alive.we hope 
continue alive.
posted at 00:14:56
?
?
?
3分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
perhaps you love existence give you continue alive.i hope.we hope.
posted at 00:14:03
?
?
?
4分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
きっと、貴方が、愛した人が、貴方を生かせてくれるだろう。
posted at 00:13:03
?
?
?
5分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
愛せ。貴方が愛した存在を。
posted at 00:12:30
?



?
?
5分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
love your love existence.
posted at 00:12:05
?
?
?
6分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
not for money.for continue alive i introduce about famous silver berch spiritual books.
posted at 00:10:58
?
?
?
8分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
dead soul alive another world.it is written by spiritual books.for exsample silver berch.the book is 
very famous in earth.
posted at 00:09:24
?
?
?
11分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
continue alive for dead existence life.
posted at 00:06:28
?
?
?
11分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
亡くなった人の人生のためにも、生きよ。
posted at 00:05:47
?
?
?
12分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
私達は、生きているうちに、サポートしなくてはならない。
posted at 00:05:22
?



?
?
12分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
私達には、責任がある。責任性がある。
posted at 00:04:58
?
?
?
13分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
もし、悲しみの死に、出会ったら、乗り越え方を、調べて、乗り越えよ。
posted at 00:04:25
?
?
?
13分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
if you dead http://happen.study to continue alive.
posted at 00:03:47
?
?
?
15分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
if you continue http://alive.you meet changeing birth.
posted at 00:02:37
?
?
?
16分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
生き続ければ、生まれ変わりにも、何度も会える。
posted at 00:01:35
?
?
?
16分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
生き続ければ、亡くなった人とも、何度も会える。
posted at 00:01:19
?
?

http://alive.you/
http://happen.study/


?
16分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
生き続ければ、良い思い出にも、また、会える。何度も会える。
posted at 00:00:53
?
?
?
17分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
生きる道へ繋げ。
posted at 00:00:12
?
?
?
2017年12月18日(月)286 tweets
source
 
17分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
connect alive road.
posted at 23:59:59
?
?
?
18分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
生き続ければ、亡くなった人にも出会えるし、良いものにも、良い存在にも出会える。
posted at 23:59:31
?
?
?
19分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
亡くなった魂は、思い出の中にも、生きている。
posted at 23:58:40
?
?
?
19分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
dead soul is alive past and future and now.
posted at 23:58:16



?
?
?
19分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
亡くなった魂は、世界に生きている。貴方の心にも、過去にも、未来にも、現在にも。
posted at 23:57:42
?
?
?
21分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
もし、悲しみや苦しみストレスを感じたら、寝ると良い。眠りは、心身共に、癒してくれ

る。
posted at 23:56:31
?
?
?
22分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
亡くなった魂よ。幸せになれ。私は、全ての幸せを、永遠に、未来永劫、願いたい。
posted at 23:55:25
?
?
?
27分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
思い出が、貴方を救ってくれるだろう。
posted at 23:49:47
?
?
?
28分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
強く生きろ。亡くなった存在のためにも、強く生きろ。
posted at 23:49:18
?
?
?
29分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
稼ぐためでなく、シルバーバーチの霊訓を、生命を救うために紹介すること。
posted at 23:48:14



?
?
?
30分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
for exsample.spiritual book is silver berch.the book is made by british soul reseive man.it top class 
famous spiritual book in earth. perhaps http://amzon.co.jp shopping website this book sale.
posted at 23:47:18
?
?
?
33分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
亡くなった存在の魂は、別の世界に行き、存在して生きていると、スピリチュアル書には、

書かれている。例えば、シルバーバーチの霊訓。
posted at 23:43:48
?
?
?
35分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
フォロワーのための良いね活動。
posted at 23:42:23
?
?
?
35分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
for follower like active.
posted at 23:41:54
?
?
?
37分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
アンチ活動は、不幸と毒性ストレスを生じさせて、死に繋がる。
posted at 23:40:31
?
?
?
39分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
we have to support in alive.

http://amzon.co.jp/


posted at 23:38:10
?
?
?
41分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
we have responsibility.
posted at 23:36:32
?
?
?
42分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
if you continue http://alive.you meet dead existence and good and good memory and good 
existence.
posted at 23:35:30
?
?
?
44分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
dead existence soul is existence alive in world and your heart and memory and past and future.
posted at 23:33:15
?
?
?
45分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
if you get bad http://stress.you get to sleep is good.get rest.sleep give healing.
posted at 23:31:42
?
?
?
47分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
dead existence soul.be happy existence soul.i want to hope all happiness forever eternity.
posted at 23:29:47
?
?
?
49分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
you are rescue by memory.
posted at 23:28:13

http://stress.you/
http://alive.you/


?
?
?
50分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
strong alive.strong alive for dead existence.
posted at 23:27:22
?
?
?
51分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
dead existence soul go to another world.it is written in spiritual books.
posted at 23:26:40
?
?
?
53分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
dead is sorrow and unhappy.continue alive all.continue alive you.
posted at 23:24:16
?
?
?
54分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
not anti active.anti active make bad stress and unhappy.they make dead.
posted at 23:23:10
?
?
?
56分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
world is happy and sorrow.we continue alive for favorite existence and love existence.
posted at 23:21:33
?
?
?
58分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
世界は、幸せと、悲しみだが、悲しみを乗り越えなくてはならない。好きな存在や、愛す

る存在のためにも。
posted at 23:19:15



?
?
?
59分前

エタリラ670(Savior)@etarira670
私は、今日も、世界のために、強く、生きなくてはならない。
posted at 23:18:23
?
?
?
1時間前

エタリラ670(Savior)@etarira670
違法ドラッグや脱法ドラッグを使うなよ。違法ドラッグや、脱法ドラッグで、人生破滅す

るらしい。誘われても、必ず、断れ。怪しいのは、やるな。
posted at 23:10:32
?
?
?
1時間前

エタリラ670(Savior)@etarira670
殺害予定者よ。首絞めでも、警察が調べれば、犯人が分かって、刑務所行きだぞ。殺人は、

大罪凶悪犯罪だ。
posted at 23:04:19
?
?
?
1時間前

エタリラ670(Savior)@etarira670
おい。アイドルいじめたり、アンチ活動で、死なせないでくれよ。
posted at 22:58:06
?
?
?
1時間前

エタリラ670(Savior)@etarira670
おいおい。アイドル死んだら、ファンが、どれだけ悲しむんだ。いじめては、駄目だぞ。

ご冥福のお祈りを。黙祷。
posted at 22:53:56

・お勧め亡くなった悲しみの中で生き続けるための本
(CONTINUE ALIVE BOOK IN DEAD SORROW)

・Silver berch spiritual book.(the same categories cheack I recommend)
・シルバーバーチの霊訓（一～十二）



・シルバーバーチの祈り

・霊の書 大いなる世界に（上）
・霊の書 大いなる世界に（下）
・霊界通信小桜姫物語

・生きがいの創造

・カール・ロジャーズ入門

・図解雑学ニーチェ

・超訳ニーチェの言葉

・超訳ニーチェの言葉Ⅱ

・超訳ブッタの言葉

・超訳聖書の言葉

・大バリニッバーナ経

・ツァラトゥストラ

・ワードの「死後の世界」

・ホワイト・イーグル霊言集

・インぺレーターの霊訓-続『霊訓』-
・霊界通信ベールの彼方の生活（一～四）

・霊性進化の道 ホワイト・イーグルの霊示
・古代霊は語る シルバーバーチの霊訓より
・霊訓 人間進化の大道
・これが心霊の世界だ 果てしなき生命
・浄土三部経

・法華三部經現代語訳

・名言大語録

・ブッダのことば

・真理のことば・感興のことば

・シルバーバーチ霊言集

・シルバーバーチ 今日の言葉

・シルバーバーチに聞く

・天使と妖精 ホワイト・イーグルの霊示

・神霊主義

・奇跡講座テキスト

・奇跡講座マニュアル

・バガヴァッド・ギーター・アヴェスター

・ギルガメッシュ叙事詩

・スワミー・ヴィヴェーカーナンダと日本

・スピリチュアル・エッセンス

・未来を拓く言の葉

・スピリチュアル生活12ヶ月

・世界の成功哲学50の名著

・世界の自己啓発50の名著

・世界の心理学50の名著

・世界のスピリチュアル50の名著

・超訳聖書 古代ユダヤ賢人の言葉

・ホワイトウルフの教え

・ドラゴンクエスト名言集



[ETARIRA670(EGAWA TAKESHI HOPE]

I hope no anti no crime.

I want to alive now and future.

I hope many existences use my creations in long history in all worlds.

GOD BLESS ALL.ALL HAPPY ALIVE ALL.CONTINUE ALIVE ALL.

神様の祝福を全てに。全ての幸せ、生きよ全て。生き続けろ全て。

CHANGE BETTER.MORAL BETTER.ALL UP.

より良く変わり続けろ。モラルより良くなれ。全て上がれ。

エタリラ670+江川剛史公式ポータルサイトFOR ALL WORLD GOOD

(ETARIRA670+EGAWA TAKESHI PUBLIC POTAL WEBSITE FOR ALL WORLD GOOD)

13400creations

http://wishcometrue.web.fc2.com/

ETARIRA670=エタリラ670＝EGAWA TAKESHI=江川剛史=I CREATE THIS BOOK. 

http://wishcometrue.web.fc2.com/

