
一般庶民による暴力団への暴力団キーワード記事集まとめ

2018 年 01 月 26 日(金)15 tweets
source
 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団も、自分自身にも、一般庶民の人達にとっても、良い可能性にかけて、頑張れば良いんだ。
posted at 15:45:04
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団員で、就職出来ない人も、面接受けまくれば、採用される筈だ。面接と履歴書は、総合的

に、判断されるから、印象良く、採用されて、会社のためになるよう、適切にアピールし、採用され

たら、働き続けられるよう、働けば良いんだ。一般庶民でも、刑務所入った人もいる。
posted at 15:43:48
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団も暴力団追放とかで、いじめられている。暴力団も好かれたい筈だ。ならば、好かれるよう

なことを、すれば、良いだけだ。
posted at 15:40:00
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
拳銃ないと、暴力団は、他の暴力団や他国の暴力団に、なめられるかもしれないが、危険じゃな

いと、暴力団にも、一般庶民にも、好かれる筈だ。
posted at 15:39:10
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団も、チクるというより、警察に、悪の手口を情報提供するのも良い。警察が滅ぼされたら、犯

罪者の犯罪し放題で、犯罪者も殺される。世界のために、警察は、正しく、強くなくてはならない。

暴力団の知恵も、警察に与えれば、警察が強くなり、治安が良くなる場合もあると思う。



posted at 15:37:47
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団は守るのが好きらしいが警備員も守るのが好きでやる。それで警備員は好かれている。警

備員は基本刑務所入ったことないからなれるんだ。だからというわけではないが守るのが好きな暴

力団も犯罪さえしなければ市民から好かれるし、犯罪しない暴力団は、犯罪する一般人より好か

れるし私は好きだ。
posted at 15:35:22
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団は、暴力団が、嫌われているのではなく、犯罪行為が嫌われてるんだ。暴力団同士の抗争

に巻き込まれて、間違えて、打たれたりしないかとか、一般人は、心配なんだ。暴力団も同じ人間

だ。印象回復と一般庶民と良い関係が大事だ。そしたら、好かれる。
posted at 15:32:20
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団は、守るのが、好きな仕事なら、監視屋というのは、結構、良いと思う。見てるだけで、犯罪

を予防出来るし、警備業法的にも、たぶん、大丈夫な筈だ。そして、お客様に安心してもらいたい

なら、理念に、例えば、安心とか、書けば良いんだ。
posted at 15:30:24
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団の人も、人脈あるから、暴力団同士の職歴話をし、暴力団は、会社を暴力団組員で起こし

て働いて、社会的信用を得るために、例えば暴力はしないとか、規約とか、信条とか、理念とか、

表現して、お客様を信用させれば稼げる。例えば、農業、清掃、養産。
posted at 15:25:10
 

 

 

1 月 26 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
会社同士も拳銃振り回さないんだから、暴力団も拳銃事件とか起こさなきゃ良いのに。良い関係

であるようにしてほしい。
posted at 06:57:58
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団も人間だから、世の中のために、良いこと、役立つ良いことも、しようと思えば、出来る筈だ。
posted at 06:54:27
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団は、追放されてるから、暴力団は、暴力団で、良い会社を開業して、良い仕事をすれば良

いんじゃないだろうか。
posted at 06:51:27
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力は良くないのに、なんで、暴力団は、暴力の団に入ったんだろう。応援団とか消防団とか、会

社とかあるのに。
posted at 06:50:04
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
凶悪犯罪しない暴力団もいるかもしれない。なんで、暴力団なんか、入ったんだ。一般庶民の方

が、嫌われないでしょ。暴力団には、凶悪犯罪者も中にいるでしょ。私も、以前、やくざらしき刺青

男に、腹部刺されたことあるから。
posted at 06:46:25
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
犯罪しない暴力団は、暴力団なんだろうか。



posted at 06:43:39
 

 

 

2018 年 01 月 25 日(木)36 tweets
source
 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@goroukun_spp 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと

事実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯

罪をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:46:40
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@AP_sou1 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事実

を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪をし

ていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:45:28
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@KPP_yokushi 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと

事実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯

罪をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:44:45
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@AP_seian 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事実

を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪をし

ていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:44:23
 

 

 



1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@YamanashiPolice 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙し

と事実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯

罪をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:44:03
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@spp_jyouhoukan 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙し

と事実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯

罪をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:43:47
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HP_seian 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事実

を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪をし

ていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:43:31
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ibarakipolice 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事

実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪

をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:43:06
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@NPA_KOHO 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事

実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪

をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。



posted at 17:42:33
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@yuppi_KK 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事実

を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪をし

ていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:42:19
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@lespros_sec5 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事

実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪

をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:41:51
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ichitomo96 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事

実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪

をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:41:34
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@H_KANNA_0203 @mpd_ikimono 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全

てと嘘と偽りと騙しと事実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレ

パシーでいじめ犯罪をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:41:16
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670



@MPD_keiji 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事

実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪

をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:40:56
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_koho 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事

実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪

をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:40:30
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_yokushi 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと

事実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯

罪をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:40:06
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_cybersec 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと

事実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯

罪をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:39:49
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_bousai 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事

実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪

をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:39:34
 

 



 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事実を暴け。宗教

団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪をしていて、何人

かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:22:43
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@tamura_fk 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本

語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言って

たし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:51:10
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_saiyo 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本

語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言って

たし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:50:48
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_koho 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本

語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言って

たし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:50:32
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_yokushi 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の

日本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも



言ってたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:50:13
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_cybersec 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の

日本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも

言ってたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:49:40
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_bousai 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日

本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言っ

てたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:49:22
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@goroukun_spp 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日

本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言っ

てたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:48:52
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@AP_sou1 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本語

版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言ってた

し、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:48:29
 

 

 

1 月 25 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@KPP_yokushi 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日

本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言っ

てたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:48:08
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@AP_seian 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本

語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言って

たし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:47:47
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@YamanashiPolice 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士

の日本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも

言ってたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:47:27
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@spp_jyouhoukan 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の

日本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも

言ってたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:45:38
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HP_seian 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本

語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言って

たし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:45:21
 



 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ibarakipolice 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日

本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言っ

てたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:45:02
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@NPA_KOHO 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日

本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言っ

てたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:44:46
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@yuppi_KK 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本

語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言って

たし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:44:30
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本語版のてんて

んみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言ってたし、霊友会と

いう名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 12:05:52

2018 年 01 月 26 日(金)15 tweets
source
 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670



暴力団も、自分自身にも、一般庶民の人達にとっても、良い可能性にかけて、頑張れば良いんだ。
posted at 15:45:04
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団員で、就職出来ない人も、面接受けまくれば、採用される筈だ。面接と履歴書は、総合的

に、判断されるから、印象良く、採用されて、会社のためになるよう、適切にアピールし、採用され

たら、働き続けられるよう、働けば良いんだ。一般庶民でも、刑務所入った人もいる。
posted at 15:43:48
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団も暴力団追放とかで、いじめられている。暴力団も好かれたい筈だ。ならば、好かれるよう

なことを、すれば、良いだけだ。
posted at 15:40:00
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
拳銃ないと、暴力団は、他の暴力団や他国の暴力団に、なめられるかもしれないが、危険じゃな

いと、暴力団にも、一般庶民にも、好かれる筈だ。
posted at 15:39:10
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団も、チクるというより、警察に、悪の手口を情報提供するのも良い。警察が滅ぼされたら、犯

罪者の犯罪し放題で、犯罪者も殺される。世界のために、警察は、正しく、強くなくてはならない。

暴力団の知恵も、警察に与えれば、警察が強くなり、治安が良くなる場合もあると思う。
posted at 15:37:47
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団は守るのが好きらしいが警備員も守るのが好きでやる。それで警備員は好かれている。警



備員は基本刑務所入ったことないからなれるんだ。だからというわけではないが守るのが好きな暴

力団も犯罪さえしなければ市民から好かれるし、犯罪しない暴力団は、犯罪する一般人より好か

れるし私は好きだ。
posted at 15:35:22
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団は、暴力団が、嫌われているのではなく、犯罪行為が嫌われてるんだ。暴力団同士の抗争

に巻き込まれて、間違えて、打たれたりしないかとか、一般人は、心配なんだ。暴力団も同じ人間

だ。印象回復と一般庶民と良い関係が大事だ。そしたら、好かれる。
posted at 15:32:20
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団は、守るのが、好きな仕事なら、監視屋というのは、結構、良いと思う。見てるだけで、犯罪

を予防出来るし、警備業法的にも、たぶん、大丈夫な筈だ。そして、お客様に安心してもらいたい

なら、理念に、例えば、安心とか、書けば良いんだ。
posted at 15:30:24
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団の人も、人脈あるから、暴力団同士の職歴話をし、暴力団は、会社を暴力団組員で起こし

て働いて、社会的信用を得るために、例えば暴力はしないとか、規約とか、信条とか、理念とか、

表現して、お客様を信用させれば稼げる。例えば、農業、清掃、養産。
posted at 15:25:10
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
会社同士も拳銃振り回さないんだから、暴力団も拳銃事件とか起こさなきゃ良いのに。良い関係

であるようにしてほしい。
posted at 06:57:58
 

 

 

1 月 26 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団も人間だから、世の中のために、良いこと、役立つ良いことも、しようと思えば、出来る筈だ。
posted at 06:54:27
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団は、追放されてるから、暴力団は、暴力団で、良い会社を開業して、良い仕事をすれば良

いんじゃないだろうか。
posted at 06:51:27
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力は良くないのに、なんで、暴力団は、暴力の団に入ったんだろう。応援団とか消防団とか、会

社とかあるのに。
posted at 06:50:04
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
凶悪犯罪しない暴力団もいるかもしれない。なんで、暴力団なんか、入ったんだ。一般庶民の方

が、嫌われないでしょ。暴力団には、凶悪犯罪者も中にいるでしょ。私も、以前、やくざらしき刺青

男に、腹部刺されたことあるから。
posted at 06:46:25
 

 

 

1 月 26 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
犯罪しない暴力団は、暴力団なんだろうか。
posted at 06:43:39
 

 

 

2018 年 01 月 25 日(木)36 tweets
source
 

1 月 25 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@goroukun_spp 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと

事実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯

罪をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:46:40
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@AP_sou1 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事実

を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪をし

ていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:45:28
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@KPP_yokushi 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと

事実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯

罪をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:44:45
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@AP_seian 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事実

を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪をし

ていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:44:23
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@YamanashiPolice 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙し

と事実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯

罪をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:44:03
 



 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@spp_jyouhoukan 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙し

と事実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯

罪をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:43:47
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HP_seian 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事実

を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪をし

ていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:43:31
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ibarakipolice 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事

実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪

をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:43:06
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@NPA_KOHO 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事

実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪

をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:42:33
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@yuppi_KK 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事実



を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪をし

ていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:42:19
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@lespros_sec5 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事

実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪

をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:41:51
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ichitomo96 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事

実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪

をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:41:34
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@H_KANNA_0203 @mpd_ikimono 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全

てと嘘と偽りと騙しと事実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレ

パシーでいじめ犯罪をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:41:16
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_keiji 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事

実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪

をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:40:56
 

 

 



1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_koho 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事

実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪

をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:40:30
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_yokushi 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと

事実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯

罪をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:40:06
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_cybersec 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと

事実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯

罪をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:39:49
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_bousai 警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事

実を暴け。宗教団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪

をしていて、何人かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:39:34
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
警察よ。宗教団体の入会脱会記録全てと記録されてない全てと嘘と偽りと騙しと事実を暴け。宗教

団体ぐるみや、暴力団やただの悪い人間が、霊聴幻聴テレパシーでいじめ犯罪をしていて、何人

かは、自殺完遂し、完全犯罪殺人が成り立っている。
posted at 17:22:43



 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@tamura_fk 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本

語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言って

たし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:51:10
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_saiyo 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本

語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言って

たし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:50:48
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_koho 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本

語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言って

たし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:50:32
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_yokushi 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の

日本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも

言ってたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:50:13
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670



@MPD_cybersec 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の

日本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも

言ってたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:49:40
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_bousai 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日

本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言っ

てたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:49:22
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@goroukun_spp 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日

本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言っ

てたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:48:52
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@AP_sou1 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本語

版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言ってた

し、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:48:29
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@KPP_yokushi 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日

本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言っ

てたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:48:08
 

 



 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@AP_seian 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本

語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言って

たし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:47:47
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@YamanashiPolice 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士

の日本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも

言ってたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:47:27
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@spp_jyouhoukan 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の

日本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも

言ってたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:45:38
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HP_seian 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本

語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言って

たし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:45:21
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ibarakipolice 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日

本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言っ



てたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:45:02
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@NPA_KOHO 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日

本語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言っ

てたし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:44:46
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@yuppi_KK 私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本

語版のてんてんみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言って

たし、霊友会という名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 14:44:30
 

 

 

1 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
私に嫌がらせ幻聴を聞かせた奴は、中国共産党の暴力団だとか、幽幻道士の日本語版のてんて

んみたいな女とかが言っている。幸福の科学とも言っているし、創価学会とも言ってたし、霊友会と

いう名も出た。日本医師会。幻聴は幻聴じゃ無い。医療詐欺犯罪者。
posted at 12:05:52
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1 月 15 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@mBlUxKKIXEmmJjp 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福

の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福

の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、

2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 07:09:40
 



 

 

1 月 15 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hs_movies 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 07:09:10
 

 

 

1 月 15 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@tenshicall 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 07:08:48
 

 

 

1 月 15 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hs_word 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 07:08:26
 

 

 

2018 年 01 月 13 日(土)395 tweets
source
 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@lespros_sec5 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 17:38:08



 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ichitomo96 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 17:37:53
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nashigorenka_ex @paruruchan0330 @masei_nakayama 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶ

ものもいる。私もそうである。幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、

エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、

500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 17:37:37
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@H_KANNA_0203 @mpd_ikimono 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそう

である。幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川
剛史)は、幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間

だけでも、2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 17:37:18
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_saiyo 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 17:37:00
 

 



 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_koho 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 17:36:42
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_keiji 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 17:35:49
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_cybersec 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 17:35:22
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_yokushi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 17:35:05
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MPD_bousai 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 17:33:31
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@sengen777 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 14:55:57
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@palet_staff7 @hiraguchimiyuki @fujiyuichi @ma_yuuuu @0106haruharuka @rito_0111 
@YUKA_0516_ @yuri20420 @tanda_hazuki 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフ

で刺されたことがあるが、今度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学

グールプ信者)が、とどめを刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私

のアンチと幸福の科学グループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:53:10
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@imas_official 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:52:20
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@YANAKIKU 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:51:44
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@cocosori_japan 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:50:28
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kirarinz_jp 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:49:51
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@AOA_official_jp 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:49:02
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@lovelydoll_jp 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、



精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:48:06
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@edgelinetokyo @Pashamon_PR 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたこ

とがあるが、今度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信

者)が、とどめを刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと

幸福の科学グループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:47:20
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@TokyoGirlsStyle 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:46:28
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@sengen777 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:45:41
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@feedback_tokyo 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ



ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:44:03
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@milkyholmes 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:43:23
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@SUPERGiRLS_AMG 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがある

が、今度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とど

めを刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学

グループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:42:46
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ebichu_staff 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:41:48
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@lespros_9nine 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:41:13



 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@roze_info 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、精

神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺して

やると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グループ

は、シニカルキラーだ。
posted at 14:40:19
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@bandjanaimon 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:39:38
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@taco_staff 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、精

神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺して

やると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グループ

は、シニカルキラーだ。
posted at 14:38:09
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@passpo_staff 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:37:31
 

 



 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@zenryokuR 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:36:49
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@enka_girls1 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:36:17
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@Y_Adolescence 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:35:28
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@fairies_me 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、精

神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺して

やると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グループ

は、シニカルキラーだ。
posted at 14:34:58
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@houkagoprincess 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:33:52
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@SunCafe_info 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:32:50
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@harajuku_estage 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:32:14
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@idolrenaissance 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:31:32
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670



@callme_official 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:31:00
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@tpotona 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、精神

病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺してやる

と脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グループは、

シニカルキラーだ。
posted at 14:30:25
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@sparkroadshow @MOMOW_421 @yuk1n5 @naana1582 @toririn2525 @makoto__1218 私は、

精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、精神病院に入ったら、

違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺してやると脅迫を声でして

きた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:29:36
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@sptv_idol 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、精

神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺して

やると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グループ

は、シニカルキラーだ。
posted at 14:28:45
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@dempagumi 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し



てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:27:43
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@staff_KMYD 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:26:56
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ANNA_S_OFFICIAL 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがある

が、今度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とど

めを刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学

グループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:26:08
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@sendenbu_staff 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:24:32
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@AliceProject_mb 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。



posted at 14:23:45
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@Perfume_um 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:22:57
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@Perfume_Staff 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:22:39
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@keyakizaka46 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:22:12
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nogizaka46 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:21:53
 



 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@official_NGT48 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:21:29
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@sptv_idol @Yui_yoko1208 @SayakaNeon 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで

刺されたことがあるが、今度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学

グールプ信者)が、とどめを刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私

のアンチと幸福の科学グループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:21:05
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@Yui_yoko1208 @MPD_koho 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたこと

があるが、今度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)
が、とどめを刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸

福の科学グループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:19:50
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@yuumi_1012 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:17:52
 

 

 



1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ske48official 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:17:01
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hkt48_official_ 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:16:35
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@KPP_yokushi 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:08:29
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@fukkei_anshin 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:08:13
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@AP_sou1 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、精

神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺して

やると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グループ

は、シニカルキラーだ。
posted at 14:07:57
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@AP_seian 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、精

神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺して

やると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グループ

は、シニカルキラーだ。
posted at 14:07:42
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@YamanashiPolice 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:07:18
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@spp_jyouhoukan 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:07:02
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HP_seian 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、精



神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺して

やると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グループ

は、シニカルキラーだ。
posted at 14:06:46
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ibarakipolice 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:06:32
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@NPA_KOHO 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:06:20
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@yuppi_KK 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、精

神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺して

やると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グループ

は、シニカルキラーだ。
posted at 14:06:06
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hc_party 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、精

神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺して

やると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グループ



は、シニカルキラーだ。
posted at 14:05:42
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HRP_Kanagawa 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:05:27
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kazumokeigo 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:04:54
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@liyonyon 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、精

神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺して

やると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グループ

は、シニカルキラーだ。
posted at 14:04:36
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@YosshiiMoriyama 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、

今度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめ

を刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:04:17



 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nkouki777 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:04:01
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HrpNagano3 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:03:47
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@irhpress_ogata 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:03:05
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ozawasachi 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:02:54
 

 



 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hs_kngw 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、精

神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺して

やると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グループ

は、シニカルキラーだ。
posted at 14:02:33
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hs_univoftokyo 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:02:19
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@masaki_HRP 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:02:04
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HS_gakusei 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:01:44
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HS7gakuseibu @HS_gakusei 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたこと

があるが、今度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)
が、とどめを刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸

福の科学グループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:01:26
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ro_fujimi 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、精

神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺して

やると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グループ

は、シニカルキラーだ。
posted at 14:01:10
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@happy7777happy 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今

度、精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを

刺してやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グ

ループは、シニカルキラーだ。
posted at 14:00:55
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HappyScience 私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、

精神病院に入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺し

てやると脅迫を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グルー

プは、シニカルキラーだ。
posted at 14:00:34
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670



@RFI @MSF_france 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の

科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の

科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000
回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:59:28
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@CSF_MSF 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:59:06
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_Iraq @MSF @RT 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸

福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸

福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、

2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:58:50
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@msf_de 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:58:34
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_Suisse 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ



ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:58:02
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_Argentina 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:57:41
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_Schweiz 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:57:17
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_Syria 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:56:56
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_Lebanon 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。



posted at 13:56:34
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@adada_lu @MSF_Luxembourg @wiligroup 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。

私もそうである。幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ

670(江川剛史)は、幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以

上、一週間だけでも、2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:56:15
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_Turkiye 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:55:53
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_seAsia 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:55:17
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_Pakistan @MSF 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福

の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福

の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、

2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:54:57
 



 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_SAdonors 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:54:38
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_Mexico 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:54:18
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_austria 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:53:56

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSFNairobi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:53:34
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_HK 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:53:15
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_Sweden 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:52:57
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@RTBFinfo 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:52:13
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSFAustralia @YahooNews 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。

幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、

幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、

2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:51:54
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@msf_dk @DRNyheder @AnnaGaarslev 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私も



そうである。幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江
川剛史)は、幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週

間だけでも、2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:51:34
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_PictureDesk @MSF @hannahreyphoto 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。

私もそうである。幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ

670(江川剛史)は、幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以

上、一週間だけでも、2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:51:14
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_southafrica 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:50:52
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_ireland 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:50:35
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSFsci 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊



的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:50:11
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@msf_field @MSF 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:49:45
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_SouthSudan @MSF 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸

福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸

福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、

2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:49:20
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSFAustralia 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:49:03
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSFcongo 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:48:44



 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_canada 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:48:29
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@TOKYOFMworld @tokyofm @tokyofmplus @kelly_ryusuke @Angie_smiLee @MSFJapan 幸
福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グループは、霊的に、

酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グループとアンチや暴

力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊的精神言語暴力

を受けている。
posted at 13:48:11
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@msf_yemen 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:47:49
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSFJapan 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:47:31
 



 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_Sea 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:47:10
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_uk 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:46:48
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_access 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:46:27
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_access 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:46:03
 

 

 



1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_Sea @MSF_Crash @mikafromparis 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私

もそうである。幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ

670(江川剛史)は、幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以

上、一週間だけでも、2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:45:41
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF_USA @Medium @theIRC @itbriscoe 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。

私もそうである。幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ

670(江川剛史)は、幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以

上、一週間だけでも、2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:44:34
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nhk_archives 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:44:14
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MSF 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グループ

は、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グループ

とアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊的

精神言語暴力を受けている。
posted at 13:43:57
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
私は、精神病院で、暴力団らしき刺青男に、ナイフで刺されたことがあるが、今度、精神病院に

入ったら、違う奴(エタリラ 670 のアンチと幸福の科学グールプ信者)が、とどめを刺してやると脅迫

を声でしてきた。殺人脅迫と殺人未遂状態である。私のアンチと幸福の科学グループは、シニカ

ルキラーだ。
posted at 13:41:07
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@WVYouthGlobal 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:37:10
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@WorldVisionJPN 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:35:52
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@WVIndia 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:34:23
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@WorldVisionPH 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学



グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:32:42
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@WorldVisionUSA @IMC_Worldwide 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそ

うである。幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川
剛史)は、幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間

だけでも、2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:31:26
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@worldvisioncan @WorldVisionAus 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそう

である。幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川
剛史)は、幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間

だけでも、2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:29:32
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@WorldVisionHN 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:28:15
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@WorldVisionAus 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回



以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:26:58
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@WorldVisionUSA 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:25:33
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@WorldVision 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:24:21
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@SoftBank 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:22:56
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@unicef_es 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:21:26



 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@UNICEF 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:20:04
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@WHO @DrTedros 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:18:31
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HillaryClinton 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:17:05
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@BillClinton 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:15:52
 

 



 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@realDonaldTrump 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:14:31
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ChugokuShimbun 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:13:02
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@CPofCN 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:11:54
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@BarackObama 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:10:43
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@EU_Commission 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:09:39
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@WHO @WHOSEARO @DrTedros @gatesfoundation @gateshealth @UNinIndia 
@UN_News_Centre 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:08:12
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@UN 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グループは、

霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グループとア

ンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊的精神

言語暴力を受けている。
posted at 13:07:11
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@IsraelinJapan 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:05:50
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@EmbSweTokyo 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:04:30
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@JapanEmb_Madaga 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の

科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の

科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000
回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:03:27
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@IrishEmbJapan 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:01:20
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MID_YS 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 13:00:10
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@GermanyinJapan 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科



学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:59:11
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@IndianEmbTokyo 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:58:14
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@JapanEmb_KoreaJ 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:57:10
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ambafrancejp_jp 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:56:02
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@FinEmbTokyo @MTVUutiset 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。

幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、

幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、



2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:55:09
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ozawa_jimusho 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:54:11
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@skasuga 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:53:19
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@12koku 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:52:11
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ikarinuma 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:51:21



 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@mo5tea 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:50:31
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kamuinupuri @tim1134 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸

福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸

福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、

2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:49:37
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@suzukimariko753 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:48:46
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hirono_tadashi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:47:42
 

 



 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@seikatsu1pr 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:46:54
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@labo91masa 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:46:08
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@utsukushi_japan 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:45:27
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nikkoroohen @nipponkokoro 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。

幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、

幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、

2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:44:42
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kokoroyokonokai @nipponkokoro 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうで

ある。幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛
史)は、幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だ

けでも、2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:43:50
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@M_YAS_mercato 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:43:05
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@honmo_takeshi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:42:22
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kokoro_east 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:41:38
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670



@kokorosaitama 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:40:36
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@tyo21sky 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:39:44
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nipponkokoro 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:39:07
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@sdpyama 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:38:21
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@sdpsupporters 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ



ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:37:33
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@asanotakao 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:36:45
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@mizuhofukushima 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:35:53
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@toshihiroyama 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:35:12
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@SDPJapan 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。



posted at 12:34:34
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@lgbt_sdp 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:33:54
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@itoyoshiki0103 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:33:09
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@SDPJapan 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:32:32
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@itoshimanokaze 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:31:42
 



 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@jcp_aichi_kengi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:31:01
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@shiikazuo 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:30:22
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ozaki_riichi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:29:38
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kangaeru_minna 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:28:58
 

 

 



1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@n17asami 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:28:02
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@koike_akira 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:27:16
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@harada_akira 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:26:29
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kotarotatsumi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:25:47
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@jcp_cc 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グループ

は、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グループ

とアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊的

精神言語暴力を受けている。
posted at 12:25:08
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ISHIN_nagano 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:24:18
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kujira0827 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:23:23
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hide24004517 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:22:40
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@yoshino_ishin 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ



ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:21:25
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hatamoto_kunie 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:20:50
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@saitama_ishin 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:20:11
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ishiiakiraishin 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:19:33
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@changeosaka517 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回



以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:19:00
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@oneosaka 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:18:32
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ishinsd1 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:18:04
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kawano_an 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:17:28
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nishidachikara 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:16:57



 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@naokoikumura @ecoyuri 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸

福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸

福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、

2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:16:29
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@KusunoTohiro 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:15:59
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ARAKI_Kazuhiro 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:15:24
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@yutaka_yajima 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:14:58
 

 



 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@Kibounotou_Ouen 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:14:31
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hashimotokumi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:14:05
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@RyoTagaya 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:13:38
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kibounotou @tamakiyuichiro @sekikenichiro 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。

私もそうである。幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ

670(江川剛史)は、幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以

上、一週間だけでも、2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:13:12
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@fqV28HhrZC9bEla 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の

科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の

科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000
回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:12:42
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kameiakikoweb 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:12:15
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nagaohideki_CDP 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:11:40
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@rikken_akamatsu 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:11:13
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670



@CDP2017 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:10:48
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@i5ljHfwImaS6Z7L @kanhideki 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうであ

る。幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)
は、幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけ

でも、2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:10:25
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@horikoshikeinin 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:10:01
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ochiaitakayuki 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:09:37
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MORIYAMAhiro 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科



学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:09:15
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@CDP2017 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:08:53
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@komei_buin 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:08:11
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@komei_koho 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:07:47
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@WanibuchiYoko 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。



posted at 12:07:20
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@girugamera 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:06:58
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@komei_woman 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:06:31
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@takeuchi_yuzuru 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:06:09
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@Tomo_Ukishima 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:05:46
 



 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@komei_koho 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:05:23
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@WanibuchiYoko 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:04:55
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@AbeShinzo 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:04:26
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hc_party 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:03:49
 

 

 



1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ikiaiko 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グループ

は、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グループ

とアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊的

精神言語暴力を受けている。
posted at 12:02:26
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@liyonyon 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:02:03
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@YosshiiMoriyama 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:01:41
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nkouki777 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:01:16
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HrpNagano3 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:00:48
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ariga10origo10 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 12:00:17
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@irhpress_ogata 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 11:59:52
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ozawasachi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 11:59:31
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hs_kngw 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー



プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊

的精神言語暴力を受けている。
posted at 11:58:58
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hs_univoftokyo 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 11:58:34
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@masaki_HRP 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 11:58:06
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HS_gakusei 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 11:57:40
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HS7gakuseibu @HS_gakusei 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。

幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、

幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、



2000 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 11:57:21
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ro_fujimi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、

霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 11:56:58
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@happy7777happy 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回

以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 11:56:34
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HappyScience 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以

上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 11:56:11
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グループは、霊的

に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グループとアンチ

や暴力団らしき奴らに、1 日だけでも、500 回以上、一週間だけでも、2000 回以上、霊的精神言語

暴力を受けている。
posted at 11:43:23



 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hc_party エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や暴力団

や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを無くす

ためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:12:47
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nakaokamaki エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や暴

力団や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを無

くすためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:12:21
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@liyonyon エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や暴力団

や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを無くす

ためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:11:55
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@YosshiiMoriyama エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や

暴力団や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを

無くすためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:11:32
 

 



 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nkouki777 エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や暴力

団や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを無く

すためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:11:09
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HrpNagano3 エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や暴

力団や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを無

くすためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:10:45
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ariga10origo10 エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や暴

力団や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを無

くすためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:10:16
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@irhpress_ogata エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や暴

力団や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを無

くすためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:09:51
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ozawasachi エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や暴力

団や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを無く

すためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:09:28
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hs_kngw エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や暴力団

や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを無くす

ためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:09:01
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hs_univoftokyo エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や

暴力団や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを

無くすためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:08:40
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@reigen_fact エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や暴力

団や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを無く

すためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:08:10
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670



@HS_gakusei エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や暴力

団や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを無く

すためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:07:46
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HS7gakuseibu @HS_gakusei エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋

や復讐屋や暴力団や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイ

ドルアンチを無くすためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:07:30
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ro_fujimi エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や暴力団

や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを無くす

ためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:07:10
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@happy7777happy エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や

暴力団や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを

無くすためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:06:50
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HappyScience エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や暴

力団や人気取りのみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを無

くすためでもある、救世主の戦いである。
posted at 11:06:29
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@keyakizaka46 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:45:54
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nogizaka_mobile 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を

受けている。
posted at 09:45:20
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nogizaka46 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:45:00
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@official_NGT48 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。



posted at 09:44:25
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ensky_talent 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:43:45
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ske48official 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:41:55
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hkt48_official_ 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:41:04
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@press_yamashin 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:39:56
 



 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@tokyohotweb 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:39:37
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@sanyo_news 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:39:14
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@chukoseishimbun @YouTube 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。

幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、

幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言

語暴力を受けている。
posted at 09:38:51
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@doshinweb 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:38:34
 

 

 



1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@shimotsuke_np 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:38:18
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kyoto_np 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:37:59
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@tokyoseijibu 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:37:44
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nikkei_bizdaily 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:37:26
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@1101complus 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:37:07
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@abs_radio 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:36:43
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@stvradio 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けてい

る。
posted at 09:36:26
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@takako_nakamura 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を

受けている。
posted at 09:36:08
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@guts1332 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー



プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けてい

る。
posted at 09:35:48
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@keiba_ana_east 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:35:31
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@1332music 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:35:10
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@radio_rfc_japan 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:34:50
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@matomete954905 @Ryosuke_Nishida 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそ

うである。幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川
剛史)は、幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊



的精神言語暴力を受けている。
posted at 09:34:32
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@chara317megane 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を

受けている。
posted at 09:34:13
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nhk_kansairadio 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を

受けている。
posted at 09:33:51
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@TBSmusicTV 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:33:25
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@SBS6ch 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けてい

る。
posted at 09:32:59



 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@TBS_asachan 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:32:18
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@cx_mezamashi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:31:59
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@tbs_pr @999_2018tbs @kimisumi_tbs @unnatural_tbs 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶも

のもいる。私もそうである。幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、

エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一

週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 09:31:42
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@NHK_ETV 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:31:20
 

 



 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@Mst_com 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:30:59
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@TVTOKYO_sports @tvtokyo_golf @tvtokyo_tt @tvtokyo_judo @tvtokyo_tennis 
@tvtokyo_hockey @tvtokyo_sb @tvtokyo_snow @tvtokyo_figure @tvtokyo_boxing @foot_brain 
幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グループは、霊的

に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グループとアンチ

や暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 09:30:42
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@tv_asahi_PR 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:30:25
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@videogirl2018 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:30:03
 

 

 



1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@fujitv_data 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:29:45
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kochihoshi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:29:26
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@IBC_online 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:29:09
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@obs_oita 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けてい

る。
posted at 09:28:51
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@fujitv_movie 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:28:32
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@TBC_saigai 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:28:13
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ibs_radio 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けてい

る。
posted at 09:27:56
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@tvtokyo_maskmen 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を

受けている。
posted at 09:27:40
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nhk_morioka 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ



ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:27:23
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@PriPri_hensyubu 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を

受けている。
posted at 09:26:52
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kakijiro 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けてい

る。
posted at 09:26:35
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ZashiDiary 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:26:15
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@GOETHE_magazine 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の

科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の

科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力



を受けている。
posted at 09:25:58
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@reyhori 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けてい

る。
posted at 09:25:40
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@yuukatakamura 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:25:19
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@Hon_no_Zasshi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:24:54
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@DT_art 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けてい

る。
posted at 09:24:32



 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@diamond_sha_pr 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を

受けている。
posted at 09:24:12
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@inrock @edsheeran 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の

科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の

科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力

を受けている。
posted at 09:23:53
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kreona 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グループ

は、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グループ

とアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 09:23:34
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@kuzunohonkai_tv 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を

受けている。
posted at 09:23:15
 

 

 



1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@essite_official @mu_gakken 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。

幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、

幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言

語暴力を受けている。
posted at 09:22:53
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@exile_magazine 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:22:34
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@MonthlyTigers 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:22:17
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@gekkanbushi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:22:01
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@GEKKAN_TVGUIDE 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福

の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福

の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴

力を受けている。
posted at 09:21:41
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@bunshun_online 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:21:20
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@m_television 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:20:59
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@FUJICC_staff2 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:20:37
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@shukan_bunshun 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科



学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を

受けている。
posted at 09:20:18
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@EconomistWeekly 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を

受けている。
posted at 09:19:52
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@diamondweekly 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:19:29
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@Weekly_Champion 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の

科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の

科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力

を受けている。
posted at 09:19:09
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@weeklyascii 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け



ている。
posted at 09:18:49
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@BookBang_jp 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:18:31
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nhk_fukayomi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:18:10
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@weekly_SPA 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:17:53
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@shukan_shincho 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:17:32



 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@fukkei_anshin 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:17:04
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@AP_sou1 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けてい

る。
posted at 09:16:40
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@AP_seian 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:16:15
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@gpanzen 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けてい

る。
posted at 09:15:52
 

 



 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@YamanashiPolice 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を

受けている。
posted at 09:15:31
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@spp_jyouhoukan 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を

受けている。
posted at 09:15:09
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HP_seian 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:14:52
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ibarakipolice 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:14:31
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@NPA_KOHO 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:14:15
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@yuppi_KK 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:14:00
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hc_party 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けてい

る。
posted at 09:13:39
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ikiaiko 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グループ

は、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グループ

とアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 09:13:22
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nakaokamaki 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ



ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:13:05
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@liyonyon 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けてい

る。
posted at 09:12:42
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@EnatsuMasatoshi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を

受けている。
posted at 09:12:19
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@YosshiiMoriyama 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を

受けている。
posted at 09:12:03
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nkouki777 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け



ている。
posted at 09:11:35
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hr_party_TW 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:11:20
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ariga10origo10 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:10:53
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@irhpress_ogata 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:10:33
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ozawasachi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:10:19



 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hs_kngw 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グルー

プは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グルー

プとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けてい

る。
posted at 09:09:56
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hs_univoftokyo 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:09:38
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@fuboku_mooki 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:09:21
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HS_gakusei 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:09:00
 

 



 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HS7gakuseibu @HS_gakusei 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。

幸福の科学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、

幸福の科学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言

語暴力を受けている。
posted at 09:08:45
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ro_fujimi 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グ

ループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グ

ループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受け

ている。
posted at 09:08:26
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@happy7777happy 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科

学グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科

学グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を

受けている。
posted at 09:08:10
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HappyScience 幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学

グループは、霊的に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学

グループとアンチや暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受

けている。
posted at 09:07:52
 

 

 

1 月 13 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hc_party エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさんの人間が、

僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の元凶は、全

て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐屋とシニカ

ルキラー達である。
posted at 09:04:37
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ikiaiko エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさんの人間が、

僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の元凶は、全

て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐屋とシニカ

ルキラー達である。
posted at 09:04:18
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nakaokamaki エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさんの人

間が、僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の元凶

は、全て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐屋と

シニカルキラー達である。
posted at 09:03:57
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@liyonyon エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさんの人間が、

僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の元凶は、全

て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐屋とシニカ

ルキラー達である。
posted at 09:03:35
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670



@EnatsuMasatoshi エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさん

の人間が、僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の

元凶は、全て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐

屋とシニカルキラー達である。
posted at 09:03:08
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@YosshiiMoriyama エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさん

の人間が、僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の

元凶は、全て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐

屋とシニカルキラー達である。
posted at 09:02:51
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@nkouki777 エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさんの人間

が、僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の元凶は、

全て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐屋とシニ

カルキラー達である。
posted at 09:02:29
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hr_party_TW エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさんの人

間が、僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の元凶

は、全て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐屋と

シニカルキラー達である。
posted at 09:02:07
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@irhpress_ogata エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさんの

人間が、僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の元



凶は、全て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐屋

とシニカルキラー達である。
posted at 09:01:34
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ozawasachi エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさんの人

間が、僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の元凶

は、全て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐屋と

シニカルキラー達である。
posted at 09:01:20
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hs_kngw エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさんの人間

が、僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の元凶は、

全て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐屋とシニ

カルキラー達である。
posted at 09:00:55
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@hs_univoftokyo エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさんの

人間が、僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の元

凶は、全て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐屋

とシニカルキラー達である。
posted at 09:00:37
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@yamagiwasumio エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさんの

人間が、僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の元

凶は、全て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐屋

とシニカルキラー達である。



posted at 09:00:15
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HS_gakusei エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさんの人

間が、僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の元凶

は、全て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐屋と

シニカルキラー達である。
posted at 08:59:50
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HS7gakuseibu @HS_gakusei エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがため

に、たくさんの人間が、僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛

史の不幸の元凶は、全て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪

い屋と復讐屋とシニカルキラー達である。
posted at 08:59:37
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@ro_fujimi エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさんの人間

が、僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の元凶は、

全て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐屋とシニ

カルキラー達である。
posted at 08:59:18
 

 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@happy7777happy エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさん

の人間が、僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の

元凶は、全て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐

屋とシニカルキラー達である。
posted at 08:58:52
 



 

 

1 月 13 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
@HappyScience エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさんの

人間が、僻みや妬みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の元

凶は、全て、エタリラ 670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐屋

とシニカルキラー達である。
posted at 08:58:34
 

 

2018 年 01 月 12 日(金)5 tweets
source
 

1 月 12 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
エタリラ 670(江川剛史)のアンチや幸福の科学グループや呪い屋や復讐屋や暴力団や人気取り

のみ腹黒賛美者との戦いを無料電子書籍化し、長期間、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。これは、AKB48グループを始めとした、アイドルアンチを無くすためでもある、

救世主の戦いである。
posted at 21:15:40
 

 

 

1 月 12 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グループは、霊的

に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グループとアンチ

や暴力団らしき奴らに、1 日で、500 回以上、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 21:11:13
 

 

 

1 月 12 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
幸福の科学グループを、暴力団と呼ぶものもいる。私もそうである。幸福の科学グループは、霊的

に、酷い集団精神言語暴力をしてきて、エタリラ 670(江川剛史)は、幸福の科学グループとアンチ

や暴力団らしき奴らに、1000 回以上、一週間だけでも、霊的精神言語暴力を受けている。
posted at 21:07:51
 

 

 



1 月 12 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団。何を群れて、違法行為している。拳銃などを持って、抗争か。愚かな馬鹿だ。何年、暴力

団達は、生きてんだ。存在が迷惑だ。鈍感無神経。全員、暴力団止めろ。
posted at 21:05:35
 

 

 

1 月 12 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
エタリラ 670(江川剛史)は、有名で、人気者で、素晴らしいがために、たくさんの人間が、僻みや妬

みや復讐で、エタリラ 670(江川剛史)を不幸にしてきた。江川剛史の不幸の元凶は、全て、エタリラ

670(江川剛史)のアンチと幸福の科学と暴力団と失恋男女と呪い屋と復讐屋とシニカルキラー達

である。
posted at 21:03:56
 

 

 

2017 年 12 月 12 日(火)1 tweet
source
 

12 月 12 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団は、何故、暴力団と、呼ばれるようになったんだろう。理由や原因と結果。
posted at 20:15:01
 

 

 

2017 年 12 月 11 日(月)2 tweets
source
 

12 月 11 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
幸福の科学は、私の中で、最低最悪の暴力団だ。現実世界で、一部の人間は、幸福の科学を、

暴力団と、呼んでいる人がいると、噂話してくれた体験がある。
posted at 17:32:51
 

 

 

12 月 11 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
幸福の科学の霊聴は、精神的暴力団だと言える。追放したい。何もするな。もう、終われ。



posted at 17:29:47
 

 

 

2017 年 12 月 08 日(金)1 tweet
source
 

12 月 8 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
精神的暴力団。
posted at 18:08:20
 

 

 

2017 年 05 月 06 日(土)1 tweet
source
 

5 月 6 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団にも、今、良い人がいる。何人もいる。
posted at 22:45:42
 

 

 

2017 年 05 月 05 日(金)6 tweets
source
 

5 月 5 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団は、馬鹿にしたら、人を殺す。
posted at 13:20:10
 

 

 

5 月 5 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
悪い暴力団は、人殺しの味方。
posted at 12:59:01
 

 

 

5 月 5 日



エタリラ 670(Savior)@etarira670
悪い暴力団は、一般人にも、暴力団にも迷惑かけてる。
posted at 09:17:10
 

 

 

5 月 5 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
悪い暴力団は、犯罪するな。
posted at 08:44:58
 

 

 

5 月 5 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
良い人間は、暴力団という公称を止めるべき。
posted at 08:44:45
 

 

 

5 月 5 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団のシステムが悪い。
posted at 08:44:15
 

 

 

2017 年 04 月 28 日(金)1 tweet
source
 

4 月 28 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団。お前達は蚊以下だ。
posted at 21:00:43
 

 

 

2017 年 04 月 27 日(木)1 tweet
source
 

4 月 27 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670



何、暴力団増えるくらい、人類落ちぶれてるんだ。
posted at 19:36:37
 

 

 

2017 年 04 月 19 日(水)1 tweet
source
 

4 月 19 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団も、

何もしないなら、

団だし、

火を消せば、

消防団。

応援すれば、

応援団です。
posted at 12:18:37
 

 

 

2017 年 03 月 15 日(水)2 tweets
source
 

3 月 15 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
ヤクザ心理学。暴力団心理学も分析せよ。
posted at 19:18:37
 

 

 

3 月 15 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
暴力団も、

何もしないなら、

団だし、

火を消せば、



消防団。

応援すれば、

応援団です。
posted at 12:42:10
 

 

 

2017 年 02 月 28 日(火)1 tweet
source
 

2 月 28 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
シニカル洗脳技術者は、

人脈を作ることもあるし、

暴力団の組長を、

名乗ったり、

秘密警察と、

名乗ることもある。
posted at 12:41:59
 

 

 

2017 年 02 月 17 日(金)2 tweets
source
 

2 月 17 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
ヤクザと暴力団との twitter のツイート勝負。買ったら、世界貢献。負けたら、世界貢献。
posted at 15:47:12
 

 

 

2 月 17 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
ヤクザとか暴力団とか居るなら、正々堂々、私の twitter と勝負しろ。買っても負けても、世界幸福

のために生きろ。
posted at 15:46:19
 

 



 

2017 年 02 月 02 日(木)2 tweets
source
 

2 月 2 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
ヤクザ。人を殺すだけだろう。大切な人を傷つけられた真の愛の持ち主の怒りは、ヤクザには、到

底及ばない怒りだ。真の愛を持つ人間の怒りを知るが良い。ヤクザだろうと暴力団だろうと、何だろ

うと、時は、未来永劫ある。
posted at 14:38:40
 

 

 

2 月 2 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
私は更に偉大になる。神様ですら、お許しにならないことはある。私も、許さないことはある。大切

な人を傷つけたら許さない。私は、恋人を本気で愛している。傷つけた奴がいたとしたら、ヤクザ

だろうと、暴力団だろうと、未来永劫の時の中で 1000億倍返ししてやる。
posted at 14:36:53
 

 

 

2016 年 11 月 25 日(金)1 tweet
source
 

11 月 25 日

エタリラ 670(Savior)@etarira670
ぜひ、

人の恋路は、

邪魔すべきではないし、

裁判など、

正当な方法で、

問題は、

解決すべきであり、

暴力団や、

怨み屋など、



活用するのは、

人間として、

行ってはならない、

最低の行為である。
posted at 12:16:10
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