
100の理由 

#StopTheTreaty、#StopTheAmendments、#ExitTheWHO のトップ 100 の理由。

世界保健機関が試みた POWER GRAB は止めなければなりません。言葉を広め

るのを手伝ってください。 

 

トップ100の理由: 

#StopTheTreaty 

#StopTheAmendment 

#ExitTheWho 
 

この記事は、提案された「パンデミック条約」と提案された国

際保健規則の修正案の両方の詳細で非常に真剣な分析です。 

この記事をできるだけ多くの人と共有してください。 

 
 

この記事が長いことは承知しています。短いバージョンは次の

とおりです。 

世界保健機関は、世界保健総会の 194 の加盟国に国際保健規則の修正

案を採択させ、一般に提案された「パンデミック条約」と呼ばれる完全

に新しい国際協定を採択させることで、グローバルな権力の奪取を試み

ています。 . 

提案された修正案は、WHO の布告を単なる勧告ではなく法的拘束力のあ

るものにするものです。この変更により、グローバルなデジタル健康証

明書が制定され、WHO が利用できる数十億ドルが劇的に増加し、国家が

人々の尊厳、人権、基本的自由を尊重することなく規制を実施できるよ

うになります。 
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既存の協定の修正として、米国上院の助言と同意も大統領の署名も必要

とされないため、194 の加盟国の単純過半数による同意が修正を採択す

るために必要なすべてです。 

これらの修正案は、世界中の人々がコメントする機会もなく、秘密裏に

交渉されています。 

 
 

私たち、世界の人々は、 

世界保健機関を認めない 

諮問機関以外のものとして、 

何の強制力もない 

彼らが行う推奨事項。 
 

すべての事柄において、 

私たち人間が社会全体を構成し、 

私たちは政府全体の主人です。 
 

私たちは個人の権利を主張し、 

すべての事項における個人の主権、 

そして、その権限を私たちの創造主である神にのみ

譲渡します。 
 

私たち世界の人々は、 

私たち自身の健康に責任があり、 

私たちはWHOに答えることができません。 
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以下に、提案された「パンデミック条約」と提案された国際保

健規則の修正案のソース文書を示します。 

ビデオを視聴するか、音声を聞いて、以下のトランスクリプト

に従ってください。これには、私たち世界の人々が次のことを

行う必要がある 100 の理由が詳しく説明されています。 

#条約を止める 

#修正を停止し、 

＃ExitTheWHO _ 

 

ソース: 

ここをクリックして、提案された「パンデミック条約」の「概念ゼロド

ラフト」をダウンロードしてください。 

IHRの修正案をダウンロードするには、ここをクリックしてください (4

6 ページ) 

ここをクリック 提案された修正案をダウンロードするには (元の国の

提出物 - 197 ページ) 

既存の国際保健規則をダウンロードするには、ここをクリックしてくだ

さい (84 ページ) 

 

 
 

転写: 
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この記録 (および記事) をコピーし、選択したプラットフォームに再ア

ップロードすることを絶対にお勧めします。 WHO が何をしようとして

いるのかを知っている人なら誰でも知ることができるように、広く広め

てください。 

これを他の言語に翻訳したり、字幕を付けたりする能力があれば、その

努力は非常に高く評価されます. 

以下は、提案された「パンデミック条約」を停止しなければならない多

くの理由のうちの 100 です。地球上のすべての国が #ExitTheWHO をし

なければならない国際保健規則の修正案を停止しなければなりません。 

地球上の誰もが、世界保健機関が世界的なクーデターを企んでいること

を知らされなければなりません。この記事をあなたが知っているすべて

の人と共有してください。質問がある場合、またはより実質的な方法で

支援したい場合は、いつでも私に直接連絡してください.私の名前は Ja

mes Roguski です。電話、テキスト、Signal、WhatsApp、または Teleg

ram で 310-619-3055 までご連絡ください。 

WHOは現在、194の加盟国に国際保健規則の修正案を採択し、法的拘束力

のある「パンデミック条約」を採択するよう説得するための交渉を監督

しています。 

これらの交渉の背後にいる人々は、健康証明書と継続的な監視が並ぶデ

ジタル刑務所内ですべての人間を奴隷にするように設計された全体主義

独裁政権を作成することに必死です. 

これらの協定が採択されれば、健康関連の主権は WHO に引き渡され、W

HO は自らの言葉で言えば、人間の尊厳、人権、基本的自由を尊重する

ことなく規制を実施できるようになります。 

皆さんは目を覚ましたほうがいいです。私たちは協力して取り組む必要

があります 

#条約を止める 

http://twitter.com/hashtag/stopthetreaty?f=live


#修正を止める 

＃ExitTheWHO _ 

 

 
 

これらの 100 の理由を 7 つのカテゴリに分類します。 

パート I:世界保健機関が提案した「パンデミック条約」について誰も

が知っておくべき 10 のこと。 (1-10) 

パート II:修正案は、既存の規制の 3 つの非常に重要な側面を削除し

ようとするものです。 (11-13) 

パート III:提案された修正案は、誰もが絶対に同意しないはずの多数

の変更を実装します。 (14-50) 

パート IV:国際保健規則の修正案には、明らかな矛盾と欠陥があります

。 (51-60) 

パート V:提案された修正案は、実際に取り組む必要のある多くの事柄

を完全に無視しています。 (61-80) 

第 VI 部:修正案は、私たちの権利を踏みにじり、自由を制限するもの

です。 (81-90) 

パート VII:地球上のすべての国が #ExitTheWHO をすべき 10 の主な理

由 (91-100) 

 

 
 

最初に申し上げたい最も重要な点は、私は 2 つの非常に異なる事柄に

ついてお話ししようとしていることです。まず、提案されている「パン

デミック条約」について簡単にお話しします。いわゆる「パンデミック
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条約」の認知度が高まっているようですが、私はそれを重要な問題とし

て捉えていますが、それはより大きなものから人々をそらすための囮と

しても機能していると考えています。私たちの権利と自由に対する差し

迫った脅威は、国際保健規則の修正案です。 

 

 
 

#条約を止める 

パート I: 世界保健機関が提案した「パンデミック条約」につ

いて誰もが知っておくべき 10 のこと。 

 

1. WHOの役割を劇的に拡大する 

提案された「パンデミック条約」は、世界保健機関が 194 の加盟国に

、法的拘束力のある巨大な追加の法的拘束力のある権限を WHO に引き

渡す法的拘束力のある枠組み条約を通じて、国家主権を WHO に引き渡

すことに同意するよう説得する試みです。 

WHO は、「概念ゼロドラフト」と呼ばれる 32 ページの文書を発行し、

10、13、および 22 ページで、WHO は、この文書の目的が、世界におけ

る WHO の中心的な役割を認識することであることを非常に明確にして

います。将来のパンデミックからの予防、準備、対応、回復。彼らは、

グローバルヘルスとすべてのヘルスシステムに対するグローバルガバナ

ンスの指揮と調整を行う機関になりたいと考えています。 

明らかに、WHO の行動は、WHO が人々の健康に焦点を合わせていないと

いう事実を示しています。代わりに、彼らは数十億ドルを医療システム

の構築に注ぎ込むことに集中しています。彼らの真の目的は、国際的に

懸念される公衆衛生上の緊急事態の宣言と、そのような緊急事態に自然

に続く恐怖の煽動から利益を得る企業に、縁故資本主義を介して資金を
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リダイレクトすることにより、製薬、病院、緊急産業複合体 (PHEIC) 

の資金調達と建設を支援することです。宣言。 

 

2. まったく新しい官僚機構 (COP) の創設 

製薬病院緊急産業複合体（PHEIC）の成長を促進するために、WHOは、提

案された「パンデミック条約」の概念ゼロドラフトの第19条で定義され

ているように、まったく新しい官僚機構を作成します。それは、締約国

会議（COP）で構成される統治機関を創設することになり、気候変動に

関する議論を管理してきたシステムによく似ています。条約に署名し、

採択した国のみが締約国会議のメンバーとなります。彼らは、2 人の大

統領と 4 人の副大統領を含む締約国の役員によって指揮される。また

、締約国会議の 3 分の 2 の多数によって承認された場合に限り、ビル 

アンド メリンダ ゲイツ財団やその他の「関連する利害関係者」を含む

拡大締約国会議 (E-COP) も開催されます。パーティー。 

 

3. WHOは数百億ドルを求めている 

このすでに巨大な官僚機構は、現在の WHO の全予算の何倍もの年間予

算を確保しようとしています。提案された「パンデミック条約」に関連

する締約国会議は WHO に接続されますが、WHO から独立して行動する

ことにもなります。 

提案された「パンデミック条約」の概念ゼロ ドラフトの第 18 条では

、持続可能で予測可能な資金調達の必要性が議論されています。彼らは

、保健、金融、民間セクター間の協力を求めており、世界、地域、国家

レベルで安定した資金源を確保するために、新しい国際メカニズムを確

立したいと考えています。 

提案された「パンデミック条約」に絶対に欠けているものの1つは、こ

れらの数十億ドルすべてがどのように使われるかに関して決定が下され

る手段についての議論です.それは本質的に、 WHOの官僚が製薬、病院



緊急産業複合体での生産手段を制御する巨大なキャンディーストアを設

置することになる. 

 

4. 検閲の拡大 

行動の障壁と公衆衛生対策の順守の要因を研究する権限を WHO に与え

る真実省を本質的に設定することになります。 WHO は、独自のプロパ

ガンダでそれに対抗するために、ソーシャル メディアを分析して誤っ

た情報や偽情報を特定する権限を与えられます。彼らは、言論の自由、

報道の自由、表現の自由を取り締まるために何十億ドルもかけたいと思

っています。なぜなら、彼らの勧告やガイドラインが科学的調査の真の

試練に耐えられないことを知っているからです。パブリックコメントで

批判。 

 

5. 医薬品・注射剤の承認スピードアップ 

第 7 条 (2) (b) では、世界中の規制機関が新薬と注射剤の認可と承認

の速度を加速することを望んでいることは非常に明確です。 COVID-19

注射の迅速な承認によって引き起こされた災害が十分に悪くなかったか

のように、彼らは製品が承認されて市場に投入されるプロセスを劇的に

スピードアップしようとしています. 

 

6. 機能獲得研究の支援 

地球上の人類の生存に対する最大の脅威となる可能性のあるものを非合

法化するのではなく、コンセプト ゼロ ドラフトの第 8 条は実際に、

提示された措置のいずれも、機能獲得のための不必要な行政上のハード

ルを作成しないことを確実にすることを目指しています。リサーチ。 

「不必要な管理上のハードル」から保護するのではなく、機能獲得研究

を直ちに完全かつ完全に禁止する必要があります。 



 

7.ますます多くの卓上演習（シミュレーション） 

CatastrophicContagion.comで見られる最新のシミュレーションと同様

に、卓上演習またはシミュレーションとして知られるものへの資金の増

加を求めています。 WHOは、世界中の国々が、実際に一般の人々の健康

を改善するような方法でそのお金を使うのではなく、生物学的戦争ゲー

ムに数十億ドルを費やすことを望んでいます. 

 

8. ワンヘルスの実現を目指して 

コンセプト ゼロ ドラフトの第 17 条は、人間の健康、ペットの健康、

飼いならされた動物、家畜と野生動物の健康、農作物の健康、および自

然環境の全体的な健康を管理するワンヘルスとして知られる複雑なシス

テムを実装します。厳密に制御されます。要するに、彼らはすべての人

の生活のあらゆる側面をコントロールしたいと考えています。 

 

9. 政府全体、社会全体のアプローチ 

政府全体と社会全体のアプローチは、政府のすべての機関とすべての非

政府組織に、すべての人の生活のあらゆる側面の管理に関与する権限を

与えるでしょう。彼らの長期的な目標は、地球上の生命のあらゆる側面

を完全に全体主義的に独裁的に支配することです。 

 

10. 医療システムを監督するためのグローバルレビューシステ

ム 

提案された「パンデミック条約」の概念ゼロ草案の第 12 条と第 20 条

で、WHO はグローバル レビュー メカニズムを求めており、それによっ

て WHO は、個々の主権国家が公的医療システムをサポートし、構築す

http://catastrophiccontagion.com/


る方法に積極的に関与することになります。 .第 20 条の監視メカニズ

ムは、コンプライアンス レビューの基準となる指標やその他の基準を

明確に定義していません。これらの詳細は、提案された「パンデミック

条約」がすでに採択、批准、発効されてからずっと後に開催される締約

国会議の最初の会議で決定されるまで残されます。これには、条約の順

守における国家の進捗状況を監視する能力が含まれ、定期的な報告書の

提出と、是正措置と行動、および助言と支援を提案するためのレビュー

が必要になります。経済制裁については具体的に言及していませんが、

除外もしていません。 

 

 
 

上記は、私たち世界の人々が #StopTheTreaty を行

わなければならない 10 の理由にすぎません。 

次に、国際保健規則の修正案について説明します。提案された「パンデ

ミック条約」は非常に懸念され、注意を払うことが非常に重要ですが、

私は正直に言って、国際保健規則の改正は、すべての国の主権とすべて

の権利と自由に対する、はるかに差し迫った直接的な脅威であると感じ

ています。地球上の人。 

 

 
 

#修正を止める 

パート II: 提案された修正案は、既存の規則のいくつかの非

常に重要な側面を削除しようとするものです。 

 

11. 尊厳、人権、基本的自由の尊重を取り除く。 
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最も悪質で、露骨で嫌な修正案は、国際保健規則の中核原則を説明する

現行規則の第 3 条の第 1 段落に対するものです。 IHR の現在のバー

ジョンは、We the People の譲渡不可能な権利を擁護します。現在、規

制は[人々の尊厳、人権、基本的自由を完全に尊重して]実施されなけれ

ばならないと述べていますが、提案された修正案は、これらの非常に重

要な13の言葉を削除することになります.インドの代表団が提出した提

案は、これらの言葉を富の移転に焦点を当てたものに置き換え、個人の

権利を包括性に置き換えるものです。これは、すべての人間の権利と自

由に対する直接的な攻撃です。これは人類そのものへの直接的な攻撃で

す。 （3ページ） 

 

12. 「拘束力のない」から「法的拘束力のある」へ。 

修正案は、世界保健機関によって作成された一時的および継続的な勧告

の定義から「拘束力のない」という言葉を削除しようとするものです。

第 42 条（健康対策の実施）と組み合わせると、「第 15 条および第 1

6 条に基づいて作成された勧告を含む健康対策は、すべての締約国によ

って遅滞なく開始および完了されなければならない」と述べられていま

す。これにより、WHO の諮問機関の役割が全体主義独裁に変わります。 

WHO の声明は現時点では推奨事項であり、地球の人々に対する命令では

ありません。 （ページ2） 

 

13. 国家は、他の国家と協力し、支援する義務を負わなければ

ならない、しなければならない、義務を負っている 

国家主権に対する直接的な攻撃として、第 43 条の修正案は次のように

述べています。 [いずれかの] 再検討の要求については、最終的なもの

とします。 

基本的に、WHO の緊急委員会には、主権国家の行動を覆す権限が与えら

れます。 （21～22ページ） 



 

 
 

国際保健規則の修正案は、いくつかの非常に重要な権利と自由

を削除しようとしていますが、文書の大部分は、WHO に新しい

権限を与えて、新しい言葉を追加しようとしています。 

 

 
 

パート III: 提案された修正案は、誰もが絶対に同意しないは

ずの多数の変更を実装します。 

それでは、これらの提案された修正案が国際保健規則に追加する非常に

多くの事柄に目を向けましょう。 

14. ドラッグとジャブ = 健康 

第 1 条の「健康製品」の定義には、世界から無視されてきた、二重盲

検、プラセボ対照、臨床研究で有効であることが示されているものその

ものが含まれていません。 

定義には、ビタミン、ミネラル、ハーブ、その他の有益な栄養素のうち

、非常に有益で真に安全であることが証明されているものは含まれてい

ません.真に安全で効果的な製品を使用する代わりに、WHO は、安全性

が証明されておらず、診断されるリスクを高める効果しかない医薬品や

注射剤のために、数十億ドルを製薬病院、緊急産業コンプレックスに振

り向けようとしています。これらの製品が人々を保護するとされている

まさにその病気で. （ページ2） 

 

15. 範囲の拡大 
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第 2 条の修正案は、国際保健規則の範囲を、実際のリスクに対処する

ことから、公衆衛生に対するリスクになる可能性のあるものすべてに対

処することへと劇的に拡大することになります。この修正は、過去 3 

年間に見られたものを超えて、大規模な悪用への扉を広く開きます。 

（3ページ） 

 

16. 人の代わりに医療制度を守る 

第 3 条の新しい第 2 段落 (2) の修正案では、WHO の焦点は実際の人

々の健康から微妙に離れており、医療システムの回復力を第一に優先す

るように導かれます。私たちは、人々の健康に焦点を当てる必要がある

ほど、私たちの医療システムの健康に焦点を当てる必要はありません.

私たちの医療施設は、もはや病気に苦しむ人々が健康を回復するために

行く場所ではありません。私たちの医療施設は、恐ろしい殺戮場になっ

ています。 （3ページ） 

 

17. 共通だが差別化された責任とそれぞれの能力 

第 3 条の第 1 部と第 2 部の修正案では、「共通だが差別化された責

任とそれぞれの能力」というフレーズが繰り返し使用されており、これ

は、世界の人々に対する本質的に差別的、人種差別的、性差別的、不平

等な扱いを覆い隠すために使用されています。 「公平性と包括性」の

装い。 「共通だが差別化された責任とそれぞれの能力」という表現は

、第 1 条では定義されていないことに注意してください。 (3 ページ) 

 

18. すべての強力な国家管轄当局 

第 4 条の修正案は、これらの規則に基づく義務を履行するための大き

な権限を与えられる国家管轄当局の設立を目指すものですが、その公的



行為によって引き起こされた損害については一切責任を負いません。こ

れは前代未聞。 (4～5ページ) 

 

19. 開発途上国に援助を提供する先進国の義務 

既存の文書は、どの国がどのリストに載っていると見なされるかを明確

にしていませんが、第 5 条と付属書 1 の両方で、修正案は、「開発途

上国」が検出、評価する能力を構築するのを支援することを「先進国」

に明確に義務付けています。病原性、感染性の発生についてWHOに通知

します。 (4ページと31ページ) 

 

20. 主権の喪失 

第9条、第10条、および第12条の修正案が採択された場合、WHOは、公衆

衛生上の緊急事態を宣言する前に、その国でイベントが発生している可

能性がある、または発生していない可能性がある主権国家に相談する必

要がなくなります。その国の国境内の国際懸念（PHEIC）の。 (6～10ペ

ージ) 

 

21. 中間公衆衛生警報 

第 12 条の修正案は、WHO 事務局長が中間公衆衛生警報を宣言すること

も可能にします。 (8～10ページ) 

 

22. 世界の警報と対応通知 

また、第 12 条の修正案により、WHO 事務局長は世界警戒対応通知を宣

言できるようになります。 (10ページ) 



 

23. 地域が懸念する公衆衛生上の緊急事態 (PHERC) 

また、第 12 条の修正案により、WHO の地域局長は、地域に懸念のある

公衆衛生上の緊急事態 (PHERC) を宣言できるようになります。 (8～10

ページ) 

 

24. WHOは世界的な権威の地位に置かれる 

提案された修正案は、世界保健機関が国際的な緊急事態におけるガイダ

ンスおよび調整機関であることを国際社会に認識させる新しい第 13A 

条の作成を目指しています。 (12～14ページ) 

 

25. WHO割り当て計画 

さまざまなパンデミック対応製品の製造、寄付、配布を義務付ける「割

り当て計画」を策定する権限も与えます。もしこれらの改正が採択され

れば、WHO は事実上、世界のありとあらゆる国の生産手段を管理するこ

とになるでしょう。 WHO の命令により、以前の主権国家は、WHO の指

示に従って、国境内の製造業者が生産を開始し、製品を寄付することを

保証する義務を負うことになります。 （12～15ページ、21ページ） 

 

26. 潜在的に危険なイベントは緊急事態と宣言できます 

第 15 条の修正案は、WHO が緊急事態を宣言し、国際的に懸念される公

衆衛生上の緊急事態を引き起こす可能性がある状況に基づいて、法的拘

束力のある勧告または命令を出す権限を与えるものです。 (14ページ) 

 



27. WHOは、緊急時に政策を義務付ける権限を与えられる可能

性があります 

既存の第 18 条には、WHO が行うことができる多くの「勧告」が記載さ

れていますが、修正案が採択された場合、これらの拘束力のない勧告は

単なる提案ではなく、加盟国に対して法的拘束力を持つことになります

。 (16ページ) 

1. 影響を受けた地域への渡航歴を確認します。 

2. 健康診断の証明と検査室での分析を確認します。 

3. 健康診断が必要です。 

4. 予防接種またはその他の予防の証拠を確認します。 

5. 予防接種またはその他の予防が必要です。 

6. 疑わしい人物を公衆衛生観察下に置く。 

7. 疑わしい人物に対して検疫またはその他の健康対策を実施する。 

8. 感染者の必要に応じて隔離と治療を実施する。 

9. 容疑者または影響を受けた人の接触者の追跡を実施する。 

   10.容疑者および影響を受けた人物の入国を拒否する。 

   11.感染地域への影響を受けていない人の立ち入りを拒否する。と 

   12.出国審査および/または影響を受けた人に対する制限を実施する 

         エリア。 

   13.マニフェストとルーティングを確認します。 

   14.検査を実施する。 

   15.排除するために出発時または輸送中に取られた措置の証拠を確認 

        する感染または汚染; 

   16.手荷物、貨物、コンテナ、輸送手段、感染症を除去するための商品

、     郵便小包、または遺体 ベクターやリザーバーを含む汚染。 

   17.安全な取り扱いと安全性を確保するための特定の健康対策の使用 

         人間の遺体の輸送; 

   18.隔離または検疫を実施します。 

   19.感染した、汚染された、または疑わしい手荷物の押収および破壊

、     管理下にある貨物、コンテナ、輸送機関、物品または郵便小包 

         利用可能な治療またはプロセスがない場合の条件成功;と 



   20.出国または入国を拒否する。 

 

28. 旅行者の健康宣言 

第 18 条の修正案では、「旅行者の健康宣言」を作成して適用するため

のメカニズムを作成することも目指しています。これには、旅行日程、

考えられる症状、および接触者の追跡を容易にするために遵守された予

防措置に関する個人情報が必要になります。 (16ページ) 

 

29. 外国人「医療従事者」 

第 18 条の修正案は、各国が外国の「医療従事者」の入国を許可するこ

とを義務付けているようにも見えます。 (16～17ページ) 

 

30. デジタルグローバルヘルス証明書 

第 18 条、第 23 条、第 24 条、第 27 条、第 28 条、第 31 条、第 3

5 条、第 36 条、第 44 条の修正案、および付属書 6、7、8 の修正案

は、紙のバックアップを備えたグローバルなデジタル健康証明書を制定

し、人々に地球上で人間としての生活を続け、旅行し、買い物をし、こ

れが防止するために使用される可能性のあることは何でもするために、

QR コードを表示します。相互運用可能な世界規模のデジタル健康デー

タベース システムが構築され、世界中の官僚が予防、投薬、治療、注

射などの要件を設定できるようになる可能性があります。これは、人々

が社会に参加できるようにするためだけに、深く保持されている宗教的

信念と情報に基づいた異議を唱える権利に違反して、自由意志に反する

健康治療を受けることを潜在的に要求する可能性があります. (複数ペ

ージ) 

 



31. 旅客検索フォーム 

第23条の修正案では、接触者の追跡を容易にするために、旅行日程と予

定されている場所を提供することを人々に要求する旅客検索フォームを

設定します。 (18ページ) 

 

32. 船舶および航空機に対する権限を与えられた権限のある当

局 

第 27 条と第 28 条の修正案により、いわゆる「所轄官庁」が実際に船

舶や航空機の船長に命令に従うよう命じることができるようになります

。 (18～19ページ) 

 

33. 複数の健康書類 

第 35 条と第 36 条の修正案は、検査証明書、ワクチン証明書、予防証

明書、および回復証明書を要求するために、必要な健康書類を大幅に拡

大します。 (20ページ) 

 

34. 法的拘束力のある「勧告」 

第 42 条の修正案は、先に述べたように、世界偽善機関の独裁者総長の

「勧告」を単なる勧告ではなく、法的拘束力のある命令であるかのよう

に実施することを各国に要求するものです。 (20ページ) 

 

35. 達成可能な最高レベルの健康保護を達成する 

第 43 条の修正案は、いわゆる「緊急事態」に「達成可能な最高レベル

の健康保護」を「達成する」よう努力することによって、国家が絶対的



な極端に対応することを許可し、奨励しているように思われます。これ

は、非常に厳しいロックダウン、旅行制限、ゼロ COVID 政策を採用し

た一部の国によって実施された行動を奨励し、支援しているようです。 

(21ページ) 

 

36.緊急委員会による決定の最終決定は、国家主権に対する直

接の攻撃になる 

第 43 条の修正案は、緊急委員会の決定を法的拘束力のある最終的なも

のにするものです。彼らは主権加盟国による決定を否定し、第3条第4節

で述べられているように、主権国が適切と判断した立法や規則を制定す

る自由を制限しようとするだろう. (ページ21-22) 

 

37. 健康記録に関するプライバシーの喪失 

第 44 条の修正案は、すべての個人の健康記録へのデジタル アクセス

を促進します。健康記録に関するプライバシーに対する不可侵の権利を

失うことは、地球上のすべての人間が反対しなければならないことです

。 （22～24ページ） 

 

38. 検閲 

第 44 条の修正案は、誤った情報や虚偽情報を装って、異なる意見の検

閲を容易にすることにもなります。 (23ページ) 

 

39. 立法作成へのWHOの介入 



第 44 条の修正案には、世界保健機関が、これらの規制を実施するため

にさまざまな国で制定される法律を実際に作成することも含まれます。 

(23ページ) 

 

40. PHEIC の無制限のマネー 

第 44A 条の修正案は、提案された費用の見積もりや制限をまったく設

けずに、製薬病院緊急産業団地に代わって大規模な資金調達を組織する

ものです。 (25ページ) 

 

41. 資金調達ルールは24か月間未定のまま 

第 44A 条の修正案では、国際保健規則の修正案が採択されてから 24 

か月後までは資金調達メカニズムの詳細が決定されないとも述べられて

います。 (25ページ) 

 

42. 個人の健康データのプライバシーの喪失 

第 45 条の修正案は、私的な個人の健康データの共有を容認できるよう

にするものです。繰り返しになりますが、私たちの個人の健康記録にお

けるプライバシーに対する私たちの不可侵の権利に対するこの侵害は、

発生することを許してはなりません. (25ページ) 

 

43. 一般大衆に対する透明性の欠如 

第 49 条の修正案は、緊急委員会の報告を一般に公開しなければならな

いことを規定していません。緊急委員会の報告は、特に勧告に反対する

可能性のある反対意見を公に入手できるようにしなければなりません。

第 49 条の修正案は、情報を加盟国と共有することのみを要求しており



、加盟国はそれを一般大衆から秘密にしておくことができます。個人的

な経験によると、WHO への代表団のメンバーはアクセスできないことが

証明されており、多数の情報公開法による要求の後でも、そのような通

信を明らかにすることを拒否しています。 （26～27ページ） 

 

44. 実施委員会とさらなる官僚主義 

第 53A 条および第 54 条の 2 に対する修正案は、重複して実施委員会

を設置するか、修正案の実施を世界保健総会の手に委ねることになりま

す。この実施委員会は、コンプライアンス委員会、緊急委員会、審査委

員会、特別委員会、および健康と緊急事態の予防、準備、および対応に

関する常設委員会とともに、官僚機構を追加するだけです。官僚機構に

お金を使うことは、一般大衆の健康を改善しません。 （26～27ページ

） 

 

45.コンプライアンス委員会 

第 53 条の二分法に対する修正案は、遵守委員会の形でさらに別の官僚

機構を創設することになります。この委員会は、少なくとも 36 人 (6 

つの WHO 地域のそれぞれから 6 人の官僚) で構成されます。遵守委員

会は、国際保健規則の修正によって要求されるコア能力への遵守をどの

ように改善できるかについて、各国に勧告を行う権限を与えられます。

これは国家の主権と人々の自由に対するまた別の攻撃です。 （28～29

ページ） 

 

46.コア能力 

附属書 1 の修正案は、非常に大規模です。それらには、各国の公衆衛

生システムの「コア キャパシティ」に対する変更として、すべての加

盟国が実施する必要がある要件の 7 ページ全体が含まれています。こ



れらの変更はまた、地域またはコミュニティ レベル、中間公衆衛生対

応レベル、国家保健ガバナンス レベル、およびグローバル レベルで要

件を課そうとしています。 （31～37ページ） 

 

47. 治療ガイドライン 

附属書 1 の修正案は、臨床ガイダンスと治療ガイドラインを強化しよ

うとするものです。医者と患者の関係は完全に崩壊するだろう.( 32ペ

ージ) 

 

48. プロパガンダ 

附属書 1 の修正案では、「適切なメッセージ」と「通信管理」を介し

た「情報普及」のコア キャパシティも必要になります。他の名前で言

えば、これはWHOに割り当てられた数十億ドルによって資金提供される

プロパガンダです. (32ページ) 

 

49. 監視ネットワーク 

附属書 1 の修正案は、「公衆衛生上の事象を迅速に検出する」ために

、加盟国の領域内に監視ネットワークを設定する予定です。 「公衆衛

生イベント」の定義は、彼らが望むほとんど何でもかまいません。 (32

ページ) 

 

50. 協力義務 

提案された修正案は、世界中のインフラストラクチャを構築するよう求

められたときに各国が支援することを要求する「協力する義務の義務」

を作成する、まったく新しい附属書 10 の作成を目指しています。そし



て最も懸念されるのは、提案された修正案の最後のページにある「先進

国」の要件であり、どの国が先進国と見なされるかを明確にする国のリ

ストがまだないため、施設の建設と維持を支援する必要があります。入

国時および国際保健規則の実施に関連する業務のために。 (46ページ) 

そのような施設は、いったい何のために使用される予定なのだろうか？ 

 

 
 

パート IV: 国際保健規則の修正案には、明らかな矛盾と欠陥

があります。 

多くのあからさまな矛盾に加えて、修正案から多くの問題が抜け落ちた

り、忘れられたり、見過ごされたり、故意に除外されたり、プロセス全

体から抜け落ちたりしています。 

国際保健規則 (WGIHR) の改正を検討する作業部会も、国際保健規則審

査委員会 (IHRRC) も、私たち世界の人々が実際に非常に懸念している

多くのことについて、最も漠然とした手がかりを持っているようには見

えません。 

 

一般大衆からのインプットの欠如 

世界の大多数の人々は、これらの交渉が行われていることをまったく知

りません。彼らには、これらの秘密交渉に発言権や意見を述べる機会が

まったく与えられていません。これらの交渉はすべて、民主的なプロセ

スやパブリックコメントなしで行われています。私たちの声を聞いても

らうために手を差し伸べた人は、WHOが応答しないこと、一般の人々に

まったく応答しないことを認識しています.彼らは、大金の組織や財団

である「関連する利害関係者」と見なされるものからのインプットにの

み関心があります。その多くは WHO に寄付し、実際に資金を提供し、

その活動を管理しています。それが彼らに交渉の席に着き、これらの交
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渉で発言権を与えるものです。平均的な人は完全に締め出されており、

おそらく彼らの国の人々を代表して交渉している人々に価値を持たず、

価値を提供しないと考えられています. 

 

52. 不明で説明のつかない代表者 

ほとんどの人は、WHO への代表者が誰であるかをまったく知りません。

彼らは、誰がWHOの前で彼らを代表するふりをしているのかについて何

も知りません.世界のほとんどの人は、世界保健総会が存在すること、

そして第 76 回会議が 2023 年 5 月末に開催されることさえ知りませ

ん。 

 

53. 交渉プロセスは IHRRC によって乗っ取られました 

2022 年 5 月の第 75 回会議で、世界保健総会は、国際保健規則 (WGIH

R) の修正を検討する作業部会を作成することに合意しました。彼らは

、2022 年 11 月中旬に WGIHR の最初の会議を予定していましたが、交

渉プロセスは 10 月の初めに WHO によってハイジャックされました。 

WHO は、WGIHR 事務局の直接管理下にあるはずの仕事を引き継ぐ国際保

健規則審査委員会 (IHRRC) を作成しました。 IHRRC は機密保持を誓い

、事務局長のみに回答します。 IHRRC は 10 月初旬に組織され、2023 

年 5 月の第 76 回世界保健総会での検討のために WHO に提出する計画

の文書を交渉し、作成するために、1 週間にわたる秘密会議のために数

回会合しました。 

これらは、オリガルヒやテクノクラートにより多くの権力、権威、お金

を与えるためのルールを作っているオリガルヒやテクノクラートです。 

このプロセスに対する WGIHR の権限は、IHRRC によって奪われたよう

です。 2022 年末の時点で、WGIHR は今後のスケジュールについての洞

察を提供できず、国際保健規則を修正するためのこれらの交渉について

一般の人々がコメントできる手段を計画していません。交渉プロセス全



体が、世界偽善組織の独裁者総長の命令を実行するために厳選された 1

8 人の「専門家」のグループによってハイジャックされたようです。 

このプロセス全体は、次のように述べている WHO 憲章の前文にある基

本原則の 1 つに違反しています。 

「人々の健康を改善するためには、情報に基づいた意見と公衆の積極的

な協力が最も重要です。」 

 

54. 未定義の用語 

修正案自体に関しては、WGIHR と IHRRC は、法的に定義することを拒

否する独自の専門用語を作成しました。提案された修正案では、未定義

の単語や語句が多数使用されていますが、それらは定義されていないた

め、意図的に誤って伝えられたり、意のままに巧みに再解釈されたりす

る可能性があります。 

未定義の用語: 

1. 評価とリスク基準 

2. 福祉用具 

3. 利益配分の仕組み 

4. 共通だが差別化された責任とそれぞれの能力 

5. 紛争と暴力の要素 

6. 先進国 

7. 発展途上国 

8. 株式 

9. イベント情報 [Web]サイト 

   10.公正かつ公平な利益の分配 

   11.遺伝子配列データ 

   12.ゲノム配列データ 

   13.ご案内 

  14.包括性 



   15.合同外部評価 

   16.国家 IHR 管轄当局 

   17.ナショナル IHR フォーカル ポイント 

   18.非国家主体 (公式リストが必要) 

  19.パンデミック 

   20.PHEICになる可能性 

  21.備え 

  22.予防 

   23.公衆衛生介入 

   24.回復 

   25.応答 

   26.公衆衛生に影響を与える可能性のあるリスク 

   27.連帯 

   28. ユニバーサルヘルス定期レビュー 

   29.ワクチン 

適切な法的定義がなければ、これらの言葉は意のままに解釈され、再解

釈されて、意味したいことを意味する可能性があります. 

 

55.偽善 

ピアレビューされた研究が不足しているという虚偽の主張により、多数

の天然の安価な治療薬を拒否した後、WGIHR と IHRRC は、パンデミッ

ク予防を改善するとされる国際保健規則の修正案について交渉している

ことを皮肉に認識していません。 、準備、対応、回復、および彼らの

多くの推奨事項を裏付ける単一のピアレビュー、二重盲検、プラセボ対

照研究を提供できませんでした.彼らは明らかに、想定されている「ゴ

ールドスタンダード」を満たしていません。 

 

56. 致命的な欠陥 #1 - 準備状況を測定するための有効な基準

がない 



数十の未定義の用語のうち、「評価とリスク基準」というフレーズの 1 

つだけについてコメントします。最初の非公式焦点会議で、WHO のモデ

レーターは何人かの専門家に、国家の準備状況を判断し、PHEIC を防止

および/または対応する能力を与えるためにどの指標を使用できるかを

説明するよう求めました。専門家は、国が次のパンデミックに十分に備

えていると確信できるかどうかを正確に判断するための指標、評価、ま

たはリスク基準は示されていないことを明確に述べました. 

パンデミックという言葉自体が法的に定義されていないという事実を無

視すると、ポイントは次のとおりです。「次のパンデミックを予防し、

対応するためのより良い準備をする」ために、国際保健規則の修正を作

成するプロセス全体は役に立たない演習です。準備状況を測る方法は誰

にもわかりません！ WHO 自身の専門家は、次の言葉でそれを表現しま

した。引用します。 

「私たちは、科学的分析が新しい一連の測定値を生成できるようになる

まで、独断的な方法でそれらに依存し続けないようにする義務がありま

す.これは取り残されてきたと思うトピックですが、非常に重要です。

」 

WHOは、次のパンデミックを予防し、準備する能力を向上させるために

、法的拘束力のある国際保健規則の修正を交渉しようとしているが、達

成しようとしていると彼らが言う目標をどのように測定するかについて

は何も考えていない. 

 

57.致命的な欠陥＃2：すべての国の国家主権は、WHOの企てら

れた権力掌握と直接衝突する 

提案された修正案の多くは、次のことを明確に述べている第 3 条の第 

4 原則に直接抵触するため、無効であると見なされるべきです。 

「各国は、国連憲章と国際法の原則に従って、自国の健康政策に従って

立法し、立法を実施する主権を有する。」 



主権国家は、遵守委員会、緊急委員会の裁定、または第 44 条、附属書 

1、または附属書 10 にある布告、または用語の変更によって、命令ま

たは命令に変換されようとした勧告によって命令されることはできませ

ん。拘束力のない勧告を法的拘束力のある「協力義務」に変更しようと

する第 1 条。 

これにより、国際保健規則は自己矛盾し、無効になります。 WHO は、

加盟国が自国の公衆衛生システムを主権的に管理する権利を WHO に明

け渡すことを求めています。これは#StopTheAmendmentsと#ExitTheWHO

の十分な理由です。 

 

58.宣言された緊急事態をキャンセルまたは終了する方法はあ

りません 

事務局長が、実質的に有効なデータがまったくない状態で、彼自身の専

門家緊急委員会の助言に反して自由に緊急事態を宣言できるのとほぼ同

じように、すでに宣言された緊急事態を終わらせることができないとい

う反対の問題も下にあります。独裁者将軍の唯一の支配。現在、We the 

People が緊急事態を終わらせると主張する方法はありません。 

 

59. 提案された資金調達メカニズムは、世界銀行のパンデミッ

ク基金と重複している 

世界銀行のパンデミック基金は、提案されたパンデミック条約と提案さ

れた国際保健規則の修正案の両方によって提案された不明確な資金調達

メカニズムと同じくらい深刻な欠陥がありますが、世界銀行のパンデミ

ック基金は現在設置されており、メカニズムとして機能し始めます。そ

れは、彼らが何十億ドルも費やすことを計画しているから、期待される

利益が得られるかどうかを調べるために研究することができます.世界

銀行が実施しているパイロット プロジェクトが成功するか失敗するか

を判断する前に、莫大な数百億ドルを浪費することを検討することさえ



ばかげています。世界銀行のパンデミック基金は、彼らが望んでいた資

金を調達するのに非常に苦労しました。提案された条約と修正案に関連

する資金がこれまで以上に歓迎されると信じるのは、まったく愚かなこ

とです。 

 

60. 数百億ドルを使うと、そのお金は人々が実際に苦しんでい

ることから逸れてしまう 

提案された修正案で現在定義されていないアイテムや人員に数十億ドル

を費やすことは、さまざまな病気に苦しんでいる人々に真の影響を与え

る可能性のある健康関連の問題に絶対に費やすことができ、またそうす

べきです.決して来ないかもしれない出来事を防止したり準備したりす

るためにお金を使うことは、たとえそれが起こったとしても、計画され

ていたものとは大きく異なる可能性が高いのは、単なる官僚的な不正行

為です. 

 

 
 

パート V: 提案された修正案は、実際に対処すべきであり、対

処する必要がある多くのことを完全に無視しています。 

 

61. 公衆衛生システムよりも個人の健康の重要性 

製薬病院緊急産業団地に関連する公衆衛生システムをサポートすること

は、個人の健康をサポートすることとはかけ離れています。 WHO は、

人々の善とは、すべての個人が享受する利益の総和であることを忘れて

いるようです。各個人の譲ることのできない人権、個人の主権、および

身体的自律性は、私たち、世界の個々の人々からその存在を引き出すあ

らゆる国際機関、国、州、州、都市、またはその他のグループの特権に

取って代わります。 
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62. インフルエンザの魔法のような消失を説明できない 

、過去数年間でインフルエンザが健康統計から魔法のように消えた理由

を説明するのに完全に途方に暮れているようです. 

 

63.ウイルスの分離の失敗 

WHO は、SARS-CoV-2 という名前が付けられていると考えられているウ

イルスとその多くの変種と考えられているウイルスの存在の実際の証拠

を誰も提供していないという事実を完全に否定し続けています。世界中

からそのような証拠を求めて何百もの情報公開請求が提出されたにもか

かわらず、それを適切に分離し、その証拠を提供できた人は誰もいなか

ったようです. 

 

64. コッホの公準による因果関係の証明の失敗 

WHO はまた、SARS-CoV-2 が、コッホの公理に従って必要とされる精査

に提出されたことがないという基本的な事実を無視し続けており、それ

が実際に発生した非常に一般的な症状のコレクションの原因となる要因

であるかどうかを判断します。 COVID-19として知られています。 SARS

-CoV-2 が COVID-19 に関連する症状の唯一の原因であることが適切に

示されておらず、大量の偽陽性 RT-PCR 結果を伴う誤診が広まっていま

す。 

 

65. 曲線を平坦化するための2 週間は完全な失敗でした 

WHOは、「曲線を平坦化するのに2週間かかるという概念は嘘であり、そ

の嘘に起因するロックダウンは、COVID-19として知られる病気の原因と



なるものの拡散を止めることができなかったという考えを完全に否定し

ています。 

 

66. ロックダウン、夜間外出禁止令、旅行制限 

WHOは、封鎖、検疫、夜間外出禁止令、旅行制限、社会的距離の確保、

マスクの着用が深刻な経済的荒廃を引き起こし、メンタルヘルスの大惨

事を引き起こしただけであることを認めていません.彼らは、無数の研

究がこれらの行動が惨めに失敗したことを示しており、呼吸器病原体の

拡散を減らすことが示されたことがないことを認めることをまだ拒否し

ています. 

 

67. 病気の診断に RT-PCR を使用するのは不正行為です 

WHO は今でも嘘を広めており、RT-PCR によって病気の症例を特定する

ふりをしていますが、これは人々の健康を改善するのに何の利益もあり

ません。 RT-PCR を使用することは、明らかに疾患を診断する有効な方

法ではありません。それが行うのは、実際には健康であるとより適切に

説明されている無症候性の人々にリソースを浪費するだけの偽陽性の膨

大な割合を生成することだけです.不適切に診断された偽の「ケース」

を大量に生成することは、製薬病院の緊急産業複合施設に供給をもたら

す恐怖をあおる行為を助長するだけです。 RT-PCR を使用することは、

最初から常に行われてきた詐欺であることを認めなければなりません。 

 

68. 早期治療 

WHOは、ロックダウン、検疫、マスク着用に続くRT-PCRによる早期の不

正確な病気の検出が、何十年も前に示された必須医薬品による早期の効

果的な治療よりも、アウトブレイクがパンデミックに広がるのを防ぐた



めのより良い戦略であるとまだ信じているようです.ビタミン、ミネラ

ル、ハーブ、優れた栄養と組み合わせた安全性と有効性の長い歴史。 

WHOは、何百万人もの人々の死の責任が、最前線の臨床医が早期の効果

的な治療の使用を妨げる哀れな治療プロトコルに従うことを主張した世

界中の多数の保健当局に直接帰されなければならないことを認めていま

せん.何百万人もの人々が亡くなったのは、医師が「何もすることがで

きない」と言うように指示されたからです。悲しいことに、この状況は

今も続いています。 

WHOは、世界中の賢明で経験豊富な医療専門家によって提供された必須

医薬品と天然物質によるインテリジェントな早期治療が、哀れな当局者

よりも入院と死亡を防ぐのにはるかに成功したという事実を完全に無視

しているようです.何もせず、タイレノールを服用し、非常に悪化した

場合は緊急治療室に行き、人工呼吸器で呼吸を機械的に制御し、メダゾ

ラムを投与するために薬物誘発性昏睡状態にします。よき死を。」 

 

69. 栄養 

WHOは、ビタミンCやD、ミネラル亜鉛などのビタミンやミネラルによる

治療の利点を認識していません.これらの実績のある天然成分を利用す

ることで製薬病院緊急産業複合体が得られる利益はなく、それがそれら

が使用されていない理由を明確に説明しています. 

 

70.必須医薬品 

WHO は、ヒドロキシクロロキンやイベルメクチンなどの必須医薬品を転

用することの利点を認識していません。これらの命を救う必須医薬品の

使用を制限することに貢献したすべての人は犯罪者であり、大量殺戮で

起訴されるべきです。 

 



71. 認可および承認された危険な医薬品 

メダゾラムなどの承認および承認された薬の致命的な副作用に対処でき

ず、何千人もの人々の腎不全や死亡につながっています.これらの薬物

の継続的な使用を調査して、真のリスク/ベネフィット比を判断する必

要があります。 

 

72.人工呼吸器は致命的です 

WHOは、人工呼吸器と人工呼吸器プロトコルの一部として投与される薬

が実際に何千人もの罪のない医療殺人の犠牲者の死を引き起こしたこと

を否定し続けています. 

 

73. mRNA インジェクションに使用される in silico 遺伝子配

列 

WHO は、mRNA 注射を作成するために使用されたと思われる遺伝子配列

がコンピューター内で明らかに作成されたものであり、自然に発生する

配列ではないという否定できない事実を依然として無視することを選択

しています。注射に含まれるmRNAによってスパイクタンパク質が人体で

生成された場合、それは明らかに非天然の人工生物兵器です. 

 

74. 品質保証の失敗 

WHOは、何十億人もの人々に注射されたジャブの成分の純度を保証する

ために品質保証テストが行われたことを保証することに惨めに失敗しま

した.過去に、他の製品が多くの研究者によって報告されたレベルの汚

染を持っていることが判明した場合、または意図された有効成分が完全

に欠落していることが判明した場合、そのような誤ったラベルの製品は

すぐに市場から回収される可能性があり、そうすべきであった. 



 

75. ワクチン株 

WHOは、実際に命を救う治療プロトコルに焦点を当てることよりも、有

毒な薬物や致命的な注射の製造と配布における公平性の方が重要である

と今でも信じているようです.明らかに彼らは、公平性とは健康ではな

く富に関するものであると信じています。 

 

76. いわゆる「ワクチン」は効果がありません。 

WHO は、COVID-19 遺伝子治療用の生物兵器が、宣言された目標を無残

に失敗させたことを認めていません。数十億人が複数回の注射を受けて

いますが、COVID-19 は世界中で蔓延しています。 WHOは、いわゆるCOV

ID-19の「ワクチン」が急いで使用され、効果が証明されなかったこと

を認めることを拒否しています.それらは、ウイルスの感染を減らすこ

とを研究したり、示したりしたことはありません。世界中の統計による

と、刺された人は COVID-19 と診断されることから完全に保護されてい

ません。 WHOが巨大な過ちを犯したことを認識して認める前に、これは

どれほど大規模な失敗になる必要がありますか? 

 

77. いわゆる「ワクチン」は絶対に安全ではない 

ジャブが人々の免疫系に損傷を与え、実際に状況を以前よりもはるかに

悪化させていることをWHOが認識して認めるには、どうすればよいでし

ょうか. WHOは、いわゆるCOVID-19の「ワクチン」が急いで使用され、

安全であることが証明されなかったことを認めることを拒否しています

.妊娠中の女性に対する安全性試験の欠如は、ヘルスケアの最も基本的

な倫理基準に対する極めて悪質な違反です。 

これらの注射が「安全」であると述べている人は誰でも、人道に対する

罪を犯しており、大量殺戮の幇助として起訴されるべきです. 



 

78. 死、障害、病気 

WHOは、これらの注射によって死亡した何千人もの人々、または重度の

障害、心臓発作、脳卒中、心筋炎、心膜炎、ターボチャージされた癌、

ベル麻痺、および注射に対する無数の他の副作用に苦しんでいる人々を

完全に否定しています. WHO は、テストが不十分な注射による毒性効果

により、免疫システムの損傷、心血管系の問題、肝臓、腎臓、神経系、

およびその他の全身的損傷に苦しんでいる何万人もの人々を無視してい

ます。世界中のこれらの人々が被った彼らの怪我は本物であり、まれで

はありません. 

 

79. 死亡診断書に記載された不正な死因 

WHO は、RT-PCR 検査が陽性で死亡したが、実際にはさまざまな他の原

因による死亡者を、依然として COVID-19 による死亡として数えるべき

であると主張する継続的な慣行を完全に否定しているようです。多くの

人が知っている詐欺の一種。 WHOは、多くの人が亡くなったにもかかわ

らず、その死因の背後にある理由は非常に不明確で多面的であり、確実

にCOVID-19に起因するものではないという事実を調査することさえ拒否

しています. 

 

80. 事実の隠蔽とメッセンジャーを攻撃する性向 

WHO は、真実を暴露しようとする人々を検閲することに非常に賛成して

いるようです。無能さと権力と支配に対する彼らの臆病な欲求。検閲は

、私たち全員が過去 3 年間に目撃した壊滅的な失敗に対する解決策で

はありません。 

 

 
 

https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F08b7735f-0b26-4c33-9ea3-faa9bdf66676_1200x10.png
https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F08b7735f-0b26-4c33-9ea3-faa9bdf66676_1200x10.png
https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F08b7735f-0b26-4c33-9ea3-faa9bdf66676_1200x10.png


第 VI 部: 修正案は、私たちの権利を踏みにじり、自由を制限

するものです。 

 

81.プライバシーに対する不可侵の権利 

すべての人は、健康関連データを含む個人情報のプライバシーに対する

絶対的かつ譲渡不可能な権利を有します。すべての人間は、印刷、デジ

タル、その他の形式を問わず、あらゆる種類の「ワクチン パスポート

」、「デジタル ID」、または「健康診断書」を所有または提示する必

要がないという譲渡不能の権利を持っています。 

 

82. 自分の意見を表明する譲渡不能の権利 

すべての人間は、報復の脅威から解放されて、常に自由に自分の個人的

な意見を完全に表現できなければなりません。国、州、郡、地域社会、

家族、および個人が情報に基づいた意思決定を行う環境を提供できるの

は、さまざまな競合する意見の自由な議論だけです。各個人は、口頭お

よび/または書面で、健康関連の方針または治療の有効性または欠如に

ついて、自分の意見を公に表明する権利を有します。すべての人の経験

は貴重な科学的観察であり、検閲してはなりません。 

より自由な議論とアイデア、事実、データの自由な表現が可能になるに

つれて、社会の各レベルは、あらゆる疾患の制御と管理のために推奨す

る最善の介入を自分自身でより適切に決定できるようになります。自由

な公開討論のいかなる形態の抑圧も固く禁じられています。意見の対立

に関する公の討論とその討論への住民によるアクセス、さらには患者と

医師の間の個人的な対話を促進することで、各個人と家族が自分の健康

に関して自分自身の選択と決定を行うために十分な情報を得ることがで

きるようになります。インフォームド・ディスセントの原則。社会全体

に画一的な行動を要求することはできず、各個人の自律性と自由意志は

保護されなければなりません。 



 

83.予防と治癒に関する情報を提供する譲渡不能の権利 

すべての人間は、行政命令、官僚的命令、圧力または強制から解放され

、自分の経験と知恵に基づく情報を提供する譲渡不能の権利を持ってい

ます。すべての人は、いかなる形式の検閲や強制からも自由に、受け取

った情報を無視するか、それに基づいて行動するかを選択する譲渡不能

の権利を持っています。 

 

84.治療を選択する譲ることのできない権利 

個々の人間は常に、自分にとって最良の選択であると考える予防的およ

び/または治療的治療介入を自由に使用できなければなりません.これに

は、ライフスタイルの変更、薬としての食品、ビタミン、ミネラル、天

然サプリメント、以前に他の疾患で承認され、長い安全性の記録を持つ

必須医薬品の転用などの戦略が含まれる場合があります。これらの任意

の戦略のいずれかを差し控えることは、個人の譲渡不可能な選択権の侵

害です。医療に関する決定は、政府、学者、病院、診療所、開業医、ま

たは「公衆衛生の専門家」による官僚的な指示ではなく、最終的には個

人の選択に基づいて行われなければなりません。 

 

85.治療を拒否する不可侵の権利 

すべての人間は、あらゆる機関、世界保健機関、あらゆるレベルの政府

、医師会、病院、または医療提供者が推奨する介入を拒否する譲渡不能

の権利を常に保持しなければなりません。各個人は、健康を改善および

/または維持するために必要であるとみなすため、健康関連の治療、投

薬、および栄養を利用するための最終的な決定を管理する必要がありま

す。患者による情報に基づいた異議申し立ての権利は、常に、政治的利

益や、政府または保健機関による中央集権的な意思決定よりも優先され

ます。 



 

86. 地球上を自由に旅する不可侵の権利 

すべての人間は、地球上を移動する譲渡不能の権利を持っており、この

権利は、健康、検査、または治療に基づく要件に依存するものではあり

ません。各個人は、ロックダウン、検疫、ワクチンの要件、ワクチンの

パスポート、デジタル ID、マスク義務、社会的距離、または集会や移

動の自由を妨げるその他の試みから自由に旅行する権利を持っています

。 

 

87.子供の譲ることのできない権利を保護するための親の譲る

ことのできない権利 

すべての親は、子供の奪うことのできないすべての権利が守られること

を保証する、譲ることのできない権利と厳粛な義務を持っています。ど

の政府も他の組織も、親が子供の不可侵の権利を守ることを妨げる権利

はありません。 

 

88.家族や友人と一緒にいるという譲渡できない権利 

すべての人間は、病気に苦しんでいる可能性のある家族や友人を訪問し

て、必要な愛と感情的なサポートを提供するために、自宅、診療所、ま

たは病院。集会の自由は否定されない。 

 

89.差別からの自由への譲ることのできない権利 

個々の人間は、検査を含むあらゆる形態の医療処置を受けることに対す

るあらゆる要求に基づく差別を受けない権利を有します。個人の健康に

関する選択に基づく差別は、雇用や教育の問題、公共および民間の機関

、組織、民間企業、またはその他の場所にアクセスする場合、またはそ



の他の問題に関して、絶対に容認できません。病状に基づく差別は誤り

であり、いかなる形であっても許されるべきではありません。 

 

90.宣言された緊急事態の間、権利の剥奪はあり得ない 

すべての政府、すべての企業、すべての組織、およびすべての人間は、

誰かが「緊急事態」を宣言したとしても、すべての人の譲ることのでき

ない権利を尊重し尊重しなければなりません。政府は、いわゆる「緊急

事態」のために人権を停止する権限を持っていません。 「緊急事態」

の宣言は、他者の不可侵の人権を侵害する権利を誰にも与えるものでは

ありません。すべての人間は、宣言された「緊急事態」があるかどうか

に関係なく、同意を保留し、あらゆる種類の治療または介入をいつでも

拒否する権利を有します。病気の発生または実際のパンデミックの範囲

および/または深刻度に関係なく、人権は依然として譲渡不可能であり

、短縮されることはありません。 
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の主な理由 

 

91. WHOは明らかに権力の掌握を試みている 

WHOは、法的拘束力のある「パンデミック条約」を追求し、国際保健規

則の修正を提案することにより、その力を露骨に高めようとしています

。 WHO は、その勧告を法的拘束力のある命令と管理に変えようとして

います。 WHO は、194 の加盟国が主権を WHO に明け渡すことを求めて

います。これは許されるべきではありません。 
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92.利益相反と腐敗は、何十年もの間WHOを悩ませてきました 

WHO は、ビッグ ファーマ、ビッグ マネー、およびビッグ ファウンデ

ーションによって浸透されており、マネーロンダリングおよび大規模な

影響力行商計画。 WHO は、いわゆる「関連する利害関係者」の指示に

従いますが、「We the People」のニーズと要望を無視しています。 WH

O によって提案されたグローバル ヘルス アーキテクチャは、公衆衛生

に似たものよりも、組織犯罪シンジケートにはるかに近いものです。 

 

93. WHOはワクチン狂気に悩まされている 

WHO は、GAVI やビル ゲイツなどのワクチン製造業者やワクチン推進者

の影響を受けています。 WHO は、健康を促進するというその核心的な

目的を見失い、「ワクチン」の使用を過度に強調してきました。これら

のワクチンは、最近、健康を改善していない遺伝子治療に切り替えられ

、実際には何十億という人々の全体的な健康を悪化させてきました。世

界中の人々。健康を改善するために設計されたベストプラクティスは現

在無視されており、最終的に製薬病院緊急産業複合体に利益をもたらす

ように設計された行動が支持されています. 

 

94.官僚主義と無駄の拡大を止める 

WHO は、大手製薬会社に恩義を感じている官僚や技術者によって支配さ

れており、患者のケアに専念し、実際に患者の健康の維持と改善を支援

する知識豊富な医療専門家ではありません。 WHOは、肥大化したスタッ

フの給与に莫大な金額を浪費し、実際の健康関連プログラムが慢性的に

資金不足になるほどの旅費が増加するのを許してきました. 

 



95. WHOは継続的に恐怖をあおる行為に関与している 

WHO は、偽の国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態 (PHEIC) を宣

言することで警鐘を鳴らし、時間、労力、およびお金を浪費してきまし

た。および中間ヘルス アラート。恐怖を煽る行為は止めなければなり

ません。それを確実に実現する唯一の方法は、すべての国が #ExitTheW

HO を実行し、WHO の勧告を無視することです。 

 

96. WHOの勧告はひどいものでした 

WHO は、アヘン剤などの医薬品の使用拡大を支持する恐ろしく腐敗した

勧告を行っており、実際には何百万人もの不必要な死の責任を負ってい

ます。彼らの勧告を法的拘束力のある義務に変えることは、壮大な割合

の間違いです. 

 

97. WHOは誤った健康モデルに従う 

、実際に健康を改善するのではなく、化学物質で症状を変えたり隠した

りするように設計された、石油化学に基づく対症療法に過度に依存して

います。 WHO は、臨床的および科学的な議論や討論の場を提供してお

らず、自然治癒法を明らかに疎外しています。 

 

98.過去の過ちから学ぼうとしない 

WHO は、自らの過ちから学ぶことを絶対に望まず、学ぶこともできず、

大手製薬会社の腐敗した影響に基づいて恐ろしいアドバイスを提供しな

がら、お金を浪費し続ける運命にあることを繰り返し実証してきました

。 

 



99. WHOの代表者は説明責任を負わず、非接触であり、秘密裏

に活動し、透明性を欠いている 

世界保健総会の代表者は選出されておらず、説明責任がなく、彼らが代

表していると主張する人々に知られておらず、それぞれの国の人々のニ

ーズと欲求に完全に触れていません. WHOが行っていることの多くは隠

されたままだ。私たちが知っていることは恐ろしいことです。私たちが

知らないことは、怪物かもしれません。 

 

 
 

100. WHO には、私たち国民に対して何の権限もありません 

ほとんどの場合、世界保健機関は諮問機関でした。彼らの権限の範囲を

拡大しようとする彼らの試みは、それが何であるかであると見なされる

べきです:選挙されず、人々に説明責任を負わない、世界統一の統治機

関を設立するように設計された世界的なPOWER GRAB. 

 

私たち人民は、説明責任を要求することなく、権限がいかなる組織にも

引き渡されることを決して許してはなりません。 

組織が完全な透明性なしに何十億ドルも費やすことを決して許してはな

りません。 

私たちは、地球上のすべての国が #ExitTheWHO を主張して、独自の進

路を決める必要があります。 

私たち世界の人々は団結し、私たちの権利、自由、尊厳を守らなければ

なりません。我々はしなければならない… 

#条約を止める 

#修正を止める 
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