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1. CCPは肝心な時にいつもの獰猛な顔で国民を
見捨てる。中共の病院では、患者が治療費を払
えなくなれば、治療を中断させ、退院を求める
--この煉獄的な社会は、今も制度の優越性を賛
頌しているんだ！我々納税者のお金はどこに
使っているの？

CCP在關鍵時候總會拋棄百姓。家屬沒錢，醫院拒絕
繼續治療，並要求病人退出床位••••••這個煉獄般的社
会，还在粉飾它的優越性！一旦到了關鍵时刻，就露
出了它邪惡猙獰的面孔。纳税人的钱都用到了哪里？



2.新華社通信は農民に穀物をストックせず積極的に販売す
るようにと宣伝し、―農林水産省マーケティング情報技術
局局長唐柯氏:農民の皆様、特に大規模な穀物生産者は市場
動向に注意を払い、穀物不足のデマに注意してください、
無断に穀物をため込まないでください、大事な販売するタ
イミングを逃さないように。"
その一方、屋台などに購買制限を掛け始めた。例えば：揚
げパンを半分にして売れ、ワンタンは数で売れ等、食糧危
機はもう近くにいるでしょう！

新華社开动宣傳讓農民賣糧，不要囤糧——農業部市場與信息化司司
長唐珂：“我要提醒廣大的農民朋友，特別是種糧大戶，密切關注市
場行情，警惕一些炒作糧荒的輿論，不要盲目跟風囤糧，把握好售糧
的時機。”近來，某些地方，開始限制小吃購買數量——油條賣半根，
馄饨按個收費；这边宣传不要囤粮，那边又在限制一些小吃的购买，
中國糧食危機來了？



3.中国解放軍南部戦区の報道官：米国の駆逐艦
は“許可無し”に西沙諸島の水域に入った。中
国解放軍はこの駆逐艦に“この地区を離れる命
令”した。8月26日，中国共産党は予告なしに
南シナ海に向け、ミサイル4発を発射し、南シ
ナ海形勢を緊迫させた。米国は南シナ海の建設
に関わった中国企業24社を制裁すると発表した。
中国外務省：“アメリカは中国企業が自国を建
設することを妨害しようとしている。覇権主義
的理論だ。
"中共解放軍南部戰區新聞發言人稱：美國驅逐艦“未經許可”進入西
沙群島的水域，中共軍方向該艦發出“離開該地區的命令”。 8月26

日，中共在沒有向外界通報的情況下，向南海發射了四枚導彈進一步
破壞了南海的局勢。 美國製裁24家參與南海建島中企。
中共外交部宣傳為：“美國干涉中國企業參與本國建設，霸道邏輯”。



香港 Hong Kong

4.香港版国家安全法が登場後，共産党国家安全
要員と香港のブラック警察は広範囲にて拿捕
行った。昨日、元朗駅の西口で未成年の少女が
逮捕された。少女は動揺し泣き出した。香港は
新疆ウイグルの強制収容所になった。中国共産
党は毎日計画的に人種の大掃除を行っている。
このファシズム主義は必ず制裁され、ファシズ
ム的な悪行を執行する殺人犯達は、この反人道
的行為は必ず処罰を受ける！

香港國安法出台後，國安人員協同香港黑警進行白色恐怖大抓捕。昨
天下午，元朗西鐵一位貌似未成年少女被便衣抓捕。少女在受驚之下
痛哭失聲。香港已經成為新疆集中營，中共每日在有計劃的進行種族
大清洗。這種法西斯行為必須受到徹底制裁。而執行法西斯惡行的儈
子手們，必須負上嚴重的反人類罪行。



5.妻が中国共産党の公務員にセクハラされ、夫
は反撃したが、１０日間拘留され、プラス、加
害者に20万人民元の傷害賠償を支払わなければ
ない判決を受けた。鄭さんは、去年、母親が性
的被害を受けてしまった。父親は母親を守るた
め、加害者に傷害を負わせた。父親は加害者に
19.5万元を支払うように命じられた。法制度の
ない中国は、権利が保護されないし、正義もふ
るえない。
妻子遭中共公職人員當面性騷擾，丈夫正當回擊卻被
拘10日，被強迫賠償性騷擾者20萬。鄭女士爆料，去
年，母親遭人猥褻，父親保護母親造成猥褻者受傷，
父親被判賠償猥褻者19.5萬元。沒有法制的中共國，
權利得不到保護，正義得不到聲張。



6.中共の政府筋メディアの中央放送網は8月27日一つ
の映像を貼り出した、米国ポンペオ国務長官が共和
党全国代表大会にて、中共外交部発言者趙立堅氏は
“中国共産党と中国人民が魚と水のような深情、 肉
と血のような繋がり、中国人民は中国共産党の銅の
壁と鉄壁である。中国人民は中共の為銃弾を遮るで
ある、誰もそれを打ち破ると思わないと語った。
この映像が流れた後、中国大陸のネット上に批判の
声が炎上した。ネット上では“共産党のいわゆる人
民戦争が人民の後ろに隠れ、人民を死なせための銅
の壁と鉄壁だ。

中共官媒央廣網8月27日貼出一段視頻，針對美國國務卿蓬佩奧對共和黨全國代
表大會的發言，中共外交部發言人趙立堅稱“中國共產黨與中國人民民魚水情深，
血肉相連，中國人民就是中國共產黨的銅牆鐵壁，中國人民就是為中共擋子彈的，
誰都別想打破。”
該視頻發出後，引發大陸網友幾乎一面倒的批評聲浪，網友表示：“共產黨所謂
的人民戰爭就是躲在人民的後面，讓人民去死，銅牆鐵壁就是這個道理”



香港 Hong Kong

7.香港の人はスピードボートで台湾へ行う途中、
中国海上警察に逮捕された。 8月23日、李宇軒
氏ら、12名の香港反送中の法案に抵抗した活動
家達はスピードボートに乗って香港から脱出し
台湾へ行う途中、中共海上警察に拘留された。
ボートに12名の香港若者が乗っており、この中、
8月10日に「香港国家安全法」に違反する関与
で逮捕された“香港物語”のメンバーである李
宇軒氏、と他の逮捕され保釈中抗議者もいる。

港人乘快艇赴台，被截獲送中。在8月23日李宇軒等12名香
港反送中、抗惡法勇士乘坐快艇在逃離香港前往台灣途中遭
中共海警扣押。船上有12名香港青年，其中包括8月10日以
涉違“港版國安法”被捕的“香港故事”成員李宇軒，還有
部分被捕後保釋的抗爭者.



香港 Hong Kong

8.黎智英氏の銀行口座は凍結されたことで、ポ
ンペオ氏はCCPの悪行に協力したHSBCを批判し
た。
報道によると、壹メディアグループの黎智英氏
ら、上層管理者数名が近日、HSBCクレジット
カードと個人の銀行口座が使用できなくなった。
中共の高度な圧力の下で真実を語る人、真相を
報道する人、みんなが抑圧され、迫害され、消
息不明者も出た。
米国国務長官ポンペオ氏は米国が“中国共産党
は依然として英国での我々の友達を威迫してい
ることを失望したと述べた。 彼は、自由国家
は必ず企業の利益を優先にする。CCPに一切屈
することなく、政治的な援助すると強調した。
“米国政府は英国政府および企業が中共の威迫
に抵抗し、自由を守る準備ができている。



香港 Hong Kong

黎智英銀行戶口被凍結，蓬佩奧批匯豐協助中共
作惡。
據報，壹傳媒集團黎智英等多名高層，近期無法
使用其匯豐銀行信用卡及個人銀行賬戶。在中共
的高壓統治下，講實話報導真相的人都會被打壓，
迫害甚至人間消失。
美國國務卿蓬佩奧表示，美國對於“中國共產黨
仍在對我們在英國的朋友實施脅迫性的霸凌”感
到失望。他強調，自由國家必須確保公司利益不
會屈從於中共，幫助其進行政治打壓，“美國政
府已準備好幫助英國政府及其企業抵制中共霸凌，
捍衛自由”。



9.（8/27）（ルドルフ）マイク、ヨーロッパでの
中共国高層官員はEUが米国に中米の間の冷戦に引
き込まれないように警告していた、解放軍は南シ
ナ海で2つのミサイルを発射した。 彼らは自分ら
は何者だと思ってるの？ 彼らは何を企んでるん
だ？
私は政府のこれらに対する対応が十分だと思わな
い、ポンペオ氏が聞いた論調は相当に薄弱だった、
彼らは17,000隻の漁船の中、360隻をガラパゴス諸
島付近に配置した。これは空論であり、この行為
は必ず制止されるべきだし、直ちにやめるべきだ。
さもないと、想像できない結果になるだろう。
（バイ・バングルイ）大統領はもっと強硬な態度
をとるべきだ。 しかし、問題はタイミングである。
政府にはオバマ時代からの残留した反対派はまだ
多数いる。 私は貴方の見方を100%賛同する。 大
統領はもっと有力な措置を採用すべきである。 問
題は彼がいつそれをするかだ。 良いお知らせは
マーク・エスパーは今週、今すぐに我々の中共国
軍隊の間の対話を打ち切るべきだ。これは我々が
40年間も行ってないことだ。



（8/27）（魯道柏）邁克，歐洲的中共國高層官員在
警告歐盟不要被美國拉入中美之間的冷戰。解放軍在
南中國海發射了兩枚導彈。他們以爲他們是誰？他們
在玩什麼？
我不認為政府對這些事情的回應是足夠的，蓬佩奧那
裏聽到的論調相當薄弱。他們把一萬七千艘漁船中的
360艘部署到了加拉帕戈斯群島附近。
這是無稽之談，這種行爲必須被制止。它必須停止，
否則會有何種不堪想象的後果。
（白邦瑞）總統必須更加強硬。但問題是時機。還有
政府內有很多奧巴馬時期留下來的反對派。我百分之
百同意你的看法。總統應該採取更有力的措施。問題
是他到底什麼時候會這麼做。好消息是馬克 · 埃斯珀
本周已經發話。馬克 · 埃斯珀現在說了非常苛刻的話, 

切斷我們與中共國軍隊的對話。我們已經有 40 年沒
這樣做過了。



10. （閻麗夢博士，8/25）
中国政府，もちろん私達は彼がパンデミックの元凶である
ことを知っている。最初のうちに、すべては避けられる。
彼らの実験室から来たから。でしょう。今彼らはワクチン
を持って世界中に言っている：“あなた達は私の言うこと
を聞く。私は今回のパンデミックを止める方法を知ってい
るから。” しかし、彼らはあなたに教えないと認めないの
は、２つのリスクがある。
１つは、中国共産党は他の種類のウイルスを持っている。
SARS-CoV-2と似てるかも、違うかも。私がすでに話したと
おりだ。ウイルス実験室で、人々は一種類だけのウイルス
を作るのではなく、、同時に多くの種類のウイルスを作る。
このように、特性と効果によって選択できる。
２つは、中国共産党は人類用のワクチンは成功したことが
ない。鳥と鴨のワクチンがあるかも。しかし、人類用のワ
クチンがない。この前、彼らはSARSの期間に，類似の技術
を使ってワクチンの開発したい…，現在もこの古い技術，
不活化ワクチンとアデノウイルスベクターワクチンの技術，
SARS-CoV-2ワクチンの研究開発に応用する。これは異常だ。
以前は，これらの技術を使って研究開発したワクチンもう
失敗した。現在私達はどのようにそれが役に立つと期待で
きるのか？



（閆麗夢博士，8/25）中共國政府，當然我們知道它是這次
大流行的元兇，在剛開始的時候，這一切就能避免，因為這
源於它們的實驗室，對吧。
現在他們試圖在全世界，拿着所謂成功的疫苗，對大家說
“你們得聽我的，因為我知道如何停止這場疫情。”但他們
從來不會告訴你和承認，這其中有兩個風險。
第一，中共政府手上還有其他種類的毒株，與SARS-CoV-2

可能類似也可能迥異，因為正如我已經講過的，在病毒實驗
室裏，人們從來不會僅製造一種毒株而會同時做很多，這樣
就可以根據不同的特性和效果來做選擇。
第二，中共政府從來就沒有成功製造或發明過用於人類的疫
苗。也許他們有雞鴨的疫苗，但沒有用於人類的疫苗。
之前，他們也在SARS期間，嘗試使用類似技術來研發疫苗…，
現在還將這些老的技術，滅活疫苗和腺病毒 5 型載體疫苗的
技術，應用於SARS-CoV-2疫苗的研發。這不正常。因為以
前用這些技術所研製的一些疫苗都已經失敗了，現在我們怎
麼還能指望它管用呢？



11. (8/27)共産党ウイルスとは何ですか？それは独裁とBGY
に間違いない。また、アメリカも含めて、既得権益集団は
人々の関心を利用して取引を行う、BGY1という戦術、彼ら
も使っている。ただ、アメリカではすべてのルールを表に
し、それを受け入れるかどうかはあなた次第である。しか
し、中国共産党のBGY戦術や搾取手段はあんまりにもレベル
低すぎる、彼が中国の14億人のものを略奪して、ごく一部
の人のためあるいは14家族のために使っている。それは受
け入れられないでしょう。
アメリカも富を作る、99％が国民の為に使い、富の配分問
題だ。
また、アメリカでは公平に行われているかどうかと判断す
る人もいる。
均等に分配じゃないと誰かに警告される、資源を作る人と
分配人が別で。これが法律があるべき姿だ。
共産党のやり方だと、資源を作るのも分配するのも私、公
平かどうかを決めるのも私、罰するかどうかも私が決める。
じゃあ、聞かないなら黙らせる、また聞かないなら殺す、
さらに聞かないなら家族を誘拐する、それも聞かないなら
あなたが消える。基本的な安心感が全くない。
一国というのは,共有できる利益と、共有の安全があるべき
だと思う。永遠の奴隷、誰でも受け入れられない。

（注1：BGY青・金・黄の略）。Blue(青)はサイバー監視や攻撃、メディア制御、
情報統制；Gold（金）は贈収賄戦術、主に影響力を買う、金銭的利益を目的と
する；Yellow（黄）はハニートラップを使ってスパイ活動や統制戦術）



（8/27）共产病毒是什麼意思？絕對不會停止獨裁統治或到
其他國家去使用藍金黃1戰術。包括美國在內，他們也利用人
們的興趣來達成交易。
所以他們也使用所謂的藍金黃，只是美國將所有的規則攤在
桌面上，看您接受還是不接受怎麼不藍金黃。藍金黃的規則
放桌子上。我這是公開藍金黃，你接不接受？他們共產黨的
藍金黃和掠奪他太low了。他掠奪的是只給極少數人用，中國
14億人，它只給14個家族。這是讓咱受不了。
人家也弄飯，（百分之）99我們吃。這個分配的問題。
如果你分得不平均有人說了算，弄飯的人，和分飯的人不是
一夥人，監督的人公不公正不是一夥人，叫法律。
共產黨是什麼，分飯是我，弄飯是我，決定公不公還是我，

懲不懲罰還是我。然後你不聽話，閉嘴；再不聽話弄死你；
再不聽話綁架你家人；再不聽話叫你消失。
一個基本的安全感。
啥叫同國呀？咱共同的利益、共同的安全、共同的膚色。你
讓我只當你奴才，這大家接受不了了。

(注1：藍金黃代表藍色、金色和黃色。藍，指網絡監視和攻擊以及信息控制；金，指金錢

利益賄賂手段；黃，指利用性的陷阱和控製手段。)
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