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八木啓代のひとりごと 大暴露 :と んでもないものが届きました
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八本書代めひとりごと
ラテンアメリカと日本を拠点に活動する音楽家・作家 八木啓代の独り言〜今日の料理から政治まで

■

大暴露 :と んでもないものが届きました
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「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」に妙なメール2通
昨日の夜、
が届きました。
θaね f2θ 12/5/2
54JbjeCと 3aM r7p″

G77aフ 7/27

φa″″

8■ure/
ヨ々ρaβ εア

レ
ス
ι
ア
ド
に
送
静ま
信
わ
鍮 ・饗・場材″ 多を

7工

,7/―

Frepl.ρ

P'

′ ト)
2ぉ veρ φa颯na′ 5,53″ 6イ ファ//● ウ￨ち んでr5.53メ カう
=イ
リァ06ぉ ′cκ avaT6 φ aた■,r7epeAA″ Te r70 CCb1/7κ e″ ″″ cκ οr7′ ρIゝTe
ee B ttρ ∝ →の crpο Oの ay3eρ a r7/イ)しをダゥンβ―ドテタ こIま、

グンクをクグックタるム ノラウゞヽ
ヽ うヽ今ヽ
イ7896θ 26θ θl,7325c8θ 31ア 99eba65ddddedbcca

/7¨ ρ′
//rarOd.rtr/dis″

lる ごとを夕 つてι
ご」で
ま多 磁 攪 唐葬 わ
Z/̲男 晟 ′本の検察子
'こ
̀ι誇 サ
あるたガL/̲― ιl秘密文書を取 衛 お 彬 熔

βttρ a3CTBy″ rer
3a″ ″ρ″o7a/7″ φa″″f
″
ls/7′ ,ρ dF′
Pa3Ftreρ

φa″″ar

5.69M6

りroあ ′cKa喀 私 φ a″ ノ
し reρ e//7″ 7e″O
eeB a′ ρecrryro crpOκ /σ pa/̲・ epa

CC6//7(″ ″″ Cκ O″ ″ρ/rrた

わipl/ノnarο d,「u■ふSk/4痢 8003θ θヱヨθg3a49θ 7d941c82acttdb9cid0
チ々￨まさらrこ持 つι

lる

Author:PANDORA
ラテンアメリカと日本を拠点に活動する
音楽家・作家 ノヽ本啓代のBlo9
公式サイト
httlD://nobuyoya91,com
★CD情 報
新作CD"Lag百 mas"試 聴やご購入
はこちらから
★新刊情報
ヽ
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ラはなぜ
禁じられた歌―ビクトリ
死んだか (Kindie版 )
長らく絶版状態だつた書籍をリクエス
トにより電子書籍で再版いたしまし
た。人木啓代の原点です。
検察崩壊 失われた正義(毎 日新聞
社)
5昂 1。 この一冊が検察 にトドメを来1す
ことになるかもしれません
リアルタイムメディアが動かす社会
(東 京書籍)
超濃ゆいメンバーによる講義録
ラテンに学ぶ幸せな生き方(講 談社)
なぜラテン人は自殺しないの ?に 応
えて3漏 1:好 評発売中
キューバ音楽(青 土社)
ラテン音楽ファン必読 :キ ューバ音楽
のすべてが理論も歴史もわかります。
浜田滋郎氏激賞
貧乏だけど贅沢(文 春文庫)
沢木耕太郎氏との対談収録
ハシズム !(第 二書館)
共著で橋下大阪市長を解割します。
★ライブ情報
9月 12日 (木 )六 本木/Nochero
八木啓代(vo)、 福島久雄 (g)
詳細はこちら
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ロシア語というのがきわめて微妙で、最初は迷惑メールかと思って削除しかけ
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う文字が気になります。

ここで、削除するかどうか、数分迷ったのですが.…

.。

とりあえず narod.ruと いうドメインを検索してみると、
http:〃 www′ yandex′ ro/と いうロシアのポータルサイトのフアイル共有サー

ビスのようです。さらにyandexを 検索してみると、ロシア最大の検索エンジン
&ポ ータルサイトみたいなので、そう怪しくないかなと、おつかなびつくリリンクを
踏んでみると、ダウンロードサイトらしいところに。(私 のChromeに Iよ Goo91e
Transiatorが 拡張機能でインストールされているので、日本語訳も出ました)
それで、画像認証して、下のボタンを押すと、な、なんと、これは,…

田代報告書、斎藤報告書、木村報告書など、一セットあるようで
す。
メールの方には、石川録音の文字起こ
もうひとつの「我々はさらに持つている」
しっぽいものがあります。The」 Ournalで ダウンロニドできる弁護側資料のも
のではなくて、いわゆるテープ起こし完全版のようなものです。

しかし、雑誌メディアの方たちが入手されてたということは、流出していることは
確かなので、それがこれなのではないかと思います。

http:ノ 7nObuyoyagi.blog16.fc2.conプ
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これが全部偽造とは (手 間を考えただけでも)ち ょつと思えませんでしたが、も

ちろん、手の込んだイタズラの可能性はゼロではありません。
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赤字で叫びましたが,… ….ま じですか ? ロシァの方? どちらのハッカー

様?

製理聾pnCqュ

３
０ 月¨２一９¨６
１¨
５¨
日¨１一８一１

「 私 にも誰 か 見 せ てくれ な いか な。」と
え一、たしかに数 日前、当プログで
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lPRIオ タクがモテない?そ んなパカな :― FC2ザ 掲示板

となると、送り手がどなたかは存じませんが、私たちがこれを秘匿しておくことが
目的とは思えませんので、リンクを公開させていただきます。
ただし、自己 責 任 で 、ダ ウン自― ドお願 いします 。
日代・斎藤・木村報告書 (と 思われるもの)
http://narOd̀rt1/disk/47896026001,7325c8031799eba65ddddedbcca7
石川録音文字起こし(と 思われるもの)

http://narOd,ru/disk/47898003001.3833a4907d941c81acFddb9cldObl
やり方

:

1.リ ンクにアクセスすると、ロシア語のページに出ます。
ここで引きそうになりますが、数字を画像認証して、下の緑のボタンを押しま
す。
°gie翻 訳を使うと日本語が出ますし、そうでなくても勘で分かると思いま
よア

2.別 の回シア語ページに出ます。ここでかなり青くなりますが、Goo91e

Chromeや Safanだ と、ここでlo秒 ほど待っていると自動でダウンロードされ
ました。Firefoxの 場合、自動でダウンロードしませんので、上のリンクを右クリ
「別名でリンク先を保存」
ックし、
します。(ダ ブルクリックしたら、なぜか、全然別
のプログラムファイルのダウンロードが始まり、焦りまくりましたが、しかし、ウィ
ルスではありません)
その内容、ざつと見ただけですが、報道である程度の内容は暴露されていたも
のの、実際に読むと、これがもう想像以上のもので、驚愕いたしました。
私の見た限り、書式や内容からは、かなり信憑性はあると思います。
ただし、■00%本 物 である保 証 は あ りませ ん 。あくまで、正体 不 明
の方 か ら、この リンクが 届 いたということです 。
本 物 をす でにお持 ちの 皆 様 、ご確 認 の うえ 、ご連 絡 をお願 いしま

す。
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蝙最新記事
粛 々と詰めてまいります :虚 偽報告書
の存在を認めてしまった最高検

(09/03)
花 1ま 描れずに蘇る:A氏 と私たち、それ
ぞれの闘いは続きます (08/15)
皆様、第ニステージです !:新 たなる告
発状を提出してまいりました (08/12)
バブルの死角 :消 費税増税とTPPと の
驚くべき関連を語る、日から鱗 の一冊
(03/06)
田代再不起訴 :つ いに検察は最後の誇
りも捨てましたね (07/31)
若狭勝氏の思い出 (07/24)
東京弁護士会が認めちゃいました

(07/10)
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この記事にトラックパックする(FC2ブ ログユーザー)
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karuicocolo:花 は枯れずに蘇る:A氏
と私たち、それぞれの闘いは続きます

(08/18)

:皆 様、第 ニステージです !:新 たなる
告発状を提出してまいりました
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八木啓代 :田 代再不起訴 :つ いに検察
!ま 最後の誇り
も捨てましたね (08/04)
志村 :田 代再不起訴 :つ いに検察は最
後の誇りも捨てましたね (08/04)
肝沢幅― :鋼 代再不起訴 :つ いに検察
￨ま 最後の誇り
も捨てましたね (07/31)
高島孝志 :東 京弁護士会が鳥脚を現し
てくださいま た ,こ れで済むと思わない
でくださいね (07/21)
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