
アメリカで暴動/非常事態宣言でどうする？ 

伊勢です、 

アメリカで暴動が起きていますね。 

これは小さいですが 
フェイクではない写真です： 
https://rise-land.com/oise/content/real.png 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
大統領選結果認定トランプ 
氏支持者乱入で一時中断 
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-01-06/QMJ1WUT0AFB401 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

年末のライブで2021年は 
暴動が起きるという話を 
しましたが、 

早速、起きてしまいました。 

この選挙の報道について 
日本で最も多い意見は、 

「民主党は中共に支配されている」 

「フェイスブックもツイッターも 
パンダハガー（中国を抱く人）だ」 

みたいな感じかなと思います。 

パンダハガーって、 
パンダを抱っこする人なわけで 
想像するとかわいいですよね。 

実際は、かわいくない意味で 
使われていますが。 

パンダには罪がないのに 
悪者にされて、少し可愛そうです。 

私自身の考え方としては、 

その可能性もありますが、 
同じぐらい、違う可能性も 
考えています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
アメリカが分断すると喜ぶのは 
どの国でしょうか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

https://rise-land.com/oise/content/real.png
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-01-06/QMJ1WUT0AFB401


中国とロシアです。 

2016年の大統領戦のことは 
覚えていますか？ 

トランプ大統領のツイッターを 
フォローする10万人近くは 
ロシアが作ったアカウントだったと 
言われています。 

そして、ロシアアカウントは 
アメリカを分断する 
陰謀論をばらまいていました。 

数々の陰謀論をSNSで拡散して 
対立を煽っていったのです。 

トランプ大統領の勝利にも 
貢献したと言われています。 

これがロシアゲートと 
言われる事件です。 

同じくフェイスブックでも 
ロシアにより3000回以上 
アメリカを分断する目的の広告が 
出稿されていました。 

大問題になったので知っている人も 
多いと思います。 

ここからですね。 

分断を起こす陰謀論的な情報は、 
Facebookもツイッターも 
規制を厳しくせざるを得なくなりました。 

特に選挙時期はです。 

ロシアゲートの反省から 
分断を狙うものは、規制をかけないと 
いけないとなったのです。 

なぜなら、中共、ロシアがそれを 
している可能性があるからです。 

フェイスブックもツイッターも 
民主党を贔屓しているように 
見えていますが、そういう事情もあります。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
中共ロシアにとって最も効果的な 
戦略はなにか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

中共とロシアは本当に 
民主党を応援しているのでしょうか？ 

逆に、トランプ大統領を応援している 
のでしょうか？ 

どちらでもなく、 

ただ、アメリカ国内を混乱させて 
分断させて、弱体化したいだけ、 
と考える方が、、、自然かもしれません。 

今回だと、トランプ大統領側の情報を 
流した方が、国内が混乱するので、それをしているだけ 
かもしれません。 

中共ロシアは自分が嫌われている事を 
分かってします。 

民主党の味方であるかのような 
フェイクニュースを流しまくると 
相手は燃え上がります。 

すると、暴動も起きやすくなるわけです。 

うまくいけばアメリカ国内が 
大混乱になる可能性もあるわけです。 

その隙に、世界の舞台で、 
色々な事ができます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
可能性としてですよ。 
そうだとは言っていません。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

目的は、引っ掻き回す事なので 
喧嘩の種となる意見を 
SNSでばらまけばいいわけです。 

そう考えると、 

民主党やメディアは中共の息がかかっている 
というのも、自分たちで流している 
可能性があります。 

トランプ陣営が喜ぶフェイクニュースが 



それであれば、喜んで 
民主党と中共の癒着の疑惑を流すと 
思います。 

そう考えると、 

トランプ大統領の再選を願う人々が 
信じているストーリーこそが、 

実は、アメリカの分断を 
狙う中共、ロシアの流している 
情報である可能性もありますね。 

相手は、分断され、暴動が起きさえすれば 
良いわけですから。 

アメリカ国内が混乱している間に 
色々世界にしかけられますからね。 

そうだと言うつもりは 
全くありません。 

そういう可能性も当然 
考えられるよね、ということです。 

・・・・・・・ 

本当の事はわからないです。 

どちらだとも、私は言えません。 

どちらの可能性もあると 
思っています。 

ただ、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
SNSによるプロパガンダの効果は 
はっきりと証明されています。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

効果があるとなれば、 
どちらの陣営も激しく何かを 
仕掛けているのは間違いないです。 

もはやSNSは、各陣営が 
情報戦をしかけあう場所に 
なってしまった 

と、考えるほうが自然です。 

フェイスブックもツイッターも 
ユーチューブも、 



プロパガンダとして有効だと 
証明されてしまったのだから、 

そこは、もう情報戦の戦場です。 

そこに、真実の情報など 
あると思わないほうがいいです。 

なぜなら、生々しい情報戦の 
戦場なのですから。 

入り乱れて、わけが分からなく 
なっているのが今のSNSです。 

だから、そこを学んでも 
意味がないのです。 

政治的なものに関して 
SNSに本当の情報が落ちていると 
思わないほうがいいのです。 

・・・・・・・ 

以上の理由で、私は政治的な情報とは 
距離をとった方が良いと思っています。 

しかしながら、どちらを信じている人が 
いたとしても、人の好き好きだとも 
思っています。 

本当の事は、私には分かりません。 

そして、誰にもわからないのです。 

なので、私の立場は一貫していて 

////////////////////// 

人生の大切な時間は、もっと 
意味のあることに使おう 

////////////////////// 

です。 

去年から色々なビデオを出して 
来ましたが、言いたいのは 

『人生の大切な時間は 
自分の人生を作ることに使おう』 

です。 



このサロンでの情報発信でも 
一貫してその姿勢でやらせてもらって 
います。 

大切なのは、外側ではなく内側です。 

変化を楽しみ、 

変化をチャンスと捉え、 

変化に感謝し、 

変化と共に 
生きていきましょう。 

・・・・・・・ 

置かれた場所で咲きなさいなんですね。 

そもそも生まれたときから 
置かれた場所で咲き、 
置かれた場所で死んでいくのが 
人間の一生なのですから。 

置かれた場所がどんな場所でも 
置かれた場所がどんな場所に 
なってしまったとしても 
意地でも素敵な花を咲かせましょう。 

それが民衆の誇りだと思います。 

そういう生き様でありたいです。 

といいつつ、 
メンタル弱いので、すぐ病気になるので 
無理だと思いますが（笑） 

・・・・・・ 

日本も緊急事態宣言が出るようで 
かなりギスギスした空気になっています。 

こういうときこそ、あれです。 

年末のライブでも話しましたが 
大切なのは、あれですね。 

こういう空気のときは 
情報を遮断して、 

「日常のルーティーンに集中する」 

これに限ります。 



こういうときだから 
日常のルーティーンだけに 
集中しましょう。 

ルーティーンをまだ作って 
いない人は、次の2つを意識して 
ぜひ、作ってみてください。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
1.日常に幸せになれる時間を埋め込む 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

幸せは日々の暮らしにあります。 

日々の暮らしの中に、幸せを感じられる 
ことを埋め込めば幸せになれます。 

例えば、 

・ハグをする 

・ペットのお世話をする 

・感謝を伝える 

・身近な人たちの幸せを祈る 

・美味しいご飯を食べる 

・海に入る 

・植物に話しかける 

など、 

「自分がこれをしたら幸せになれる」 

という事を暮らしの中に 
忍び込ませましょう。 

そして、それをルーティン化します。 

ルーティン化するとは、 
毎日、どのタイミングでそれを 
するかを決めるということです。 

イスラム教のお祈りのように 
何があってもそのタイミングでやることを 
ルーティーンと言います。 

次です。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
2.自尊心が高まることをルーティンにいれる 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

・筋トレをする 

・走る 

・サーキットトレーニングをする 

・誰も起きていない時間に起きて 
一人の時間を過ごす 

・瞑想をする 

・ヨガをする 

・英語の勉強を30分する 

・仮免許学科試験の勉強を30分する 
（That's mine） 

・道に落ちているゴミを拾う 

など、 

「今日も私がんばったな」 

と、自画自賛できることを 
日常のルーティンに入れます。 

少しでも進化、成長のために 
時間を使ったという感覚を 
毎日持つことです。 

これを繰り返すことで 

1日目より、2日目、2日目より、3日目と 
加速的に前向きなマインドになっていきます。 

自尊心ルーティーンの効果は 
マジですごいです。 

アホぽい言い方ですが 
マジでスゴいのです。 

・自信がつく 
・人生が眩しく輝き出す 

など、3日続ければ、内面が 
別人になります。 

繰り返すほどにエネルギーが 



湧いてきます。 

エネルギーが増えると 
運も良くなります。 

（年末ライブでも話しましたね。） 

自尊心ルーティーンで人生は輝きます。 

・・・・・・ 

このように、 

・幸せを感じられる時間 

と 

・自尊心が高まる時間 

を組み込んだ毎日のルーティンを 
つくります。 

そして、何があっても、 
それを遂行することです。 

体調がめちゃくちゃ悪くても 
少しだけでも良いのでやります。 

3分でもいいのです。 

「やると決めて、ただ、それをやる」 

「何があってもやる」 

それが大事です。 

こういう空気感のときだからこそ 
大事になります。 

ルーティンをやりきることだけに 
集中しましょう。 

私もやりますね。 

私は、こういう世間が騒がしくなった 
タイミングを逆に、ルーティンを 
強化するチャンスと捉えています。 

あなたにも逆にスイッチを入れる 
チャンスと捉えてほしいです。 

一緒にルーティンをやって 
非常事態宣言を人生アップグレードの 
時間に変えましょう。 



・・・・・・・・ 

さて、1月11日（月曜祝日）のライブですが 
スペシャルゲストの参加が決定しました。 

個人的にめちゃくちゃ嬉しい報告です。 

明日、報告しますので、 
楽しみにお待ち下さい。 

それでは、毎日の暮らしに 
集中していきましょう。 

今日は、少し、暗くなる話を 
してしましました。 

この話は、今日で終わりにします。 

明日からは、チャンスと希望を 
感じられる発信をしていきます。 

伊勢隆一郎 

追伸： 

消えたと思っていたハイアットの 
お年玉プラン発見しました。 

2万円のキャッシュバックではなく 
ホテルで使えるクレジットでした。 
https://www.hyatt.com/ja-JP/promo/hotels-in-japan 

いずれにしてもお得です。 

　

https://www.hyatt.com/ja-JP/promo/hotels-in-japan

