
知恵袋の東海地震の予言の回答がネットで話題になっていたので、６月初旬に読んでみました。

私の地震予知法は科学的な検証を重視しているので、このことを掲載するべきかどうか迷いましたが、

かなりの信憑性を感じましたので、掲載することにいたしました。
（ミッヒー☆ 様の から情報を得ました。）

さん

ゲリーボーネルさんの 年 月 日に東海地震がくる

という予言は当たるのでしょうか

地震はその日に来るのでしょうか

さん

月 日かは分かりませんが、予知能力的な力を持っている友人が言うには今年の夏前に大地震が起きると

言っていました。

静岡県の沼津市の大半が消滅するとのことでした。

地震の揺れでなのか津波でなのかわかりませんが壊滅して最も死者がでるのが沼津市とのことです。

友人が予知した事柄は一度も外れたことがないので、今回も起きてしまうんだろうなと思っています。

の大震災も実際に起こりましたし、最近ですとドイツの飛行機事故も当たりました。ドイツの飛行機事故では

人為的なものとまで当てていました。

大体何か起きる ヶ月くらい前に察知できるようです。

ちなみに夏前に起きる大地震の数日前には、船の事故が起きてニュースになるそうです。

で、気になった人がさらに質問していったら、回答者は友人の予言は外れたことがないと言う。

さん

そのお友達のことは本当なんですか？

沼津で仕事をしているので、気になります。

さん

私の友人 女性です から聞いた出来事は、少なくとも私が知る限り外れた事がないんです。

詳しくお話しすると、友人は小学生の頃にマンションのエレベーターホールの上で遊んでいて落下して、

頭を強く打ち救急車で運ばれて生死の境を彷徨ったそうです。

その時に光り輝く人たち？から、これから起こる全てを受け入れなさいと言われ意識が戻り、その後に予知能力

みたいなものが身に付いたそうです。

友人に曰く、光り輝いていた人たちは宇宙人だそうです 笑

私もこの話を初めて聞いたときは、信じれなかったというか呆れて苦笑いをしていました 笑

でも、友人が未来の出来事を話してくれた後に、実際にその事が起こったので世の中には不思議なことも

あるんだなとくらいにしか思っていませんでした。

ほんと些細なことがいくつかあったんですが、友人が家に泊まりに来た時に「このドライヤー壊れるから新しいの

買う予定したほうがいいよ」と言われ、 か月くらい後に本当に壊れました。



あとは友人と一緒に、高校時代の先輩の結婚式に出席したときに「新郎の方、海外転勤になるから先輩も

新婚早々色々と大変になるね」と。やはり結婚式の か月後くらいにニューヨークへ転勤が決まって一緒に

いくことにしたと先輩からメールが。

こんな些細な出来事が何度かあり、私も少し信じるようになりました。

そして、あの 月 日。

年、年が明けて間もなく友人から電話があって「大地震が起きて日本が大変なことになる。福島や宮城で

たくさんの人が死んじゃう」と教えてくれました。

あんな大きな出来事を教えてもらったのは初めてで、怖い気持ちと大地震なんておきるわけないという思いで

過ごしていました。

私は東京で働いているのですが 月 日、あの地震が来たとき私の職場も大きく揺れ、友人の言う地震は

関東に来たと思ったのですが、のちに東北地方が津波に襲われ甚大な被害が出ていることを知りました。

未来が見える時は、パラパラ漫画みたいに無数の場面が迫ってきて、その中に引きずり込まれて体感するそうです。

夏前に起こると言っていた大地震ですが、その地震が起きる数日前に船の事故が起きてニュースになると言って

いたので、もし本当に事故が起きたら地震に備えるほうが良いかもしれません。

でも私は未来は変えられると信じています。

大地震が起きないようにと毎日強く祈っています。

私の祈りの力も凄いので今回は負けません。

一緒に祈りましょう。

他の人も気になって質問してみるとさらに詳しい回答が。

さん

はじめまして突然すみません、先日のゲリーボーネルさんの地震予知の投稿の回答を見て思ったのですが、

静岡県沼津市なら富士山が近いのでひょっとすると津波だけでなく巨大地震に誘発されて起こる富士山の噴火

により被害が拡大してしまう可能性もあるのではないでしょうか？

さんの回答を見て私の通っていた予備校の地理の先生が 年前に富士山の噴火は周期的に

年頃が危ないと言っていたのをふと思い出したので質問してしまいました。

さん

富士山の噴火については何も言っていなかったので昨日、友人に聞いてみたんですけど、噴火ではなくて

巨大地震による津波か揺れの影響で沼津市が壊滅したと言っていました。

巨大地震による最も多くの死者数を出したのが静岡県沼津市で、そのことは新聞の一面になるそうです。

壊滅した沼津市を上空から撮影した写真が掲載されていたとの事です。

巨大地震は今年の夏前に起こるらしいですが、その地震が起きる数日前に船の事故が起きてニュースになると

言っていたので、船の事故が起きてニュースになったら要注意かもしれません。

先日、近くの神社で地震が起きませんようにとお願いしてきました。

みんなで一緒に地震が起きないことを祈りましょう。

昨日、他にもニュースになることを聞いたので書いておきますね。

このニュースは地震前なのか後なのかわからないそうです。



非公開さん

地震について 回答リクエストをさせていただきます。

沼津市がかなり影響を受ける地震につき、可能な範囲で教えてください。

船の事故が起き、今週末が予想される地震雲が東海地方を中心として広範囲で表れています。

以前投稿された内容を拝見しますと、大きな地震が起きるその時期なのかもしれないと感じております。

その後、ご友人は今回の流れにつき、なにかおっしゃっていますでしょうか。

もしくは、新しい情報を何かお話をされていらっしゃったでしょうか。

可能な範囲で大丈夫です。

ご存知の範囲でお教え頂ければ幸いです。

宜しくお願いいたします。

この質問は、 さんに回答をリクエストしました。

ベストアンサーに選ばれた回答

さん

リクエストマッチ

すみません、しばらくの間、知恵袋を利用していなかったので回答が今になりました。

中国で船の事故が起き、ニュースで見てからすぐに友人に連絡を取り確認しました。

やはり船の事故とは先日起きた事故の事ですが、結論から言うとあの事故後の数日後に起きるはずの

大地震は今のところ、霞んで消えかかっているように見えるので起きないと思うと言っていました。

ちなみに未来は見ようとして見えるわけではなく、体感するように見せられると言っています。

以前、友人は「未来は決まっていて絶対にどんな事があっても変わることはない」と話していたんですが、

少し前に見せられた未来が起きなかったそうです。親戚の子がモデルのオーディションに受かる未来を見て、

お祝いの用意をしていたらしいんですが、今回と同じく霞んで見えるようになって、その子はオーディションに

受からなかったそうです。

だから大地震も起きないと思うって言っていました。

しかし本人も困惑しているみたいで、霞んで見えたことは今までなくて親戚の子の事と今回の大地震の 度だけ

らしいです。 霞んで見える前はくっきりと見えて、色々な感覚があるそうです。

長くなりましたが、こういう状況です。

大地震のことを聞いてから、私も何度か神社にいったりして起きませんようにとお願いしています。

もしかしたら願いが通じたのかななんて少し思っています。

とは言え当然のことながら、やっぱり地震には備えて置いた方が良いかもしれませんね。

先月末に起きた大きめの地震、びっくりしました・・・。

質問した人からのコメント

有難うございました。 何事もないことを私も祈ってます。

気をつけておきたいと思います。

・日本でオーロラが観測されてニュースになる。

・カーレース中に大きな事故が起きてニュースになる。

・福岡県で数名の子供が事故に巻き込まれてニュースになる。

・火星の探査機器が故障してニュースになる。



さん

おととい、日本でオーロラが見られ、

きのうまた、中国で船が転覆する事故が起こりました。

お友達は、その後地震について、何かおっしゃっていませんか？

地震体感者さんたちも、少し騒がれているので、不安です。

何か追加の情報がありましたら、教えていただきたいです。

この質問は、 さんに回答をリクエストしました。

ベストアンサーに選ばれた回答

さん

リクエストマッチ

日曜日に友人に会ったので色々聞いてきました。

船の事故に関してはちょうどあの位の大きさの船が見えたので、今月初めに中国で起きた船の事故で

間違いないと思うと言っていました。

地震についてですが、前に知恵袋で船の事故の数日後に起きる大地震が霞んで消えかかっているので

起きないと友人が言っていたと回答したのですが、状況が大きく変わってきたようです。

友人の親戚の子がモデルオーディションに受かる未来を見て、その未来が霞んで見えにくくなり、

結局その子はオーディションに受からなかったそうですが、先週、他の芸能事務所にスカウトされて

色々なレッスンを受けてからモデルを目指すことになったそうです。

結果的にこういう状況になり友人も困惑していましたが、霞んで消えかかっていた大地震も起こると思うと

友人は言っていました。

そして少しずつ霞が取れ始めていて、大きな揺れも体感しているそうです。

沢山の恐怖や悲しい感情も流れ込んできたと言っていました。

それと今見せられている場所が沼津かどうかまだわからないそうです。

以前は沼津壊滅の写真がのっている新聞が見えたと言っていました。

そういえばオーロラが北海道で見れてニュースになっていましたね。

今まで友人から聞いた未来の出来事は全部起こっているので、正直あんまり驚きはありません。

他にもニュースになることを聞きました。

・元スポーツ選手がなくなってニュースになる。

私は名前を聞いたのですが万が一、ご本人やご家族がこの回答を目にする可能性もあるかもしれませんので

名前は伏せておきます。

かなり有名で男性です。

・宇宙で何か発見か解明かされてニュースになる。

沢山のクレーターが見えたから月かもしれないとのことです。

とにかく大地震が起きないようにと祈るしか私にはできませんし、備蓄や避難所への経路を確認して地震に備え

たいと思います。



私は未来予知に関しては、安易に信じることはいたしません。

ネットに流れる未来予知の予言のほとんどが信頼性に乏しいものと判断しています。

しかし、この さんの友人の女性の方の予言に関しては、非常に信頼性が高いと

判断いたしました。

沼津市の大半が壊滅状態になるのならば、津波被害しか考えられません。

沼津市から富士市にかけての防潮堤は１７ｍと非常に高く、日本一と言われています。

この高さを津波が乗り越えてくるのでしょうか。

あるいは、沼津市の伊豆半島よりの海岸部の防潮堤が低いことが原因するのでしょうか。

沼津市で大きな津波被害が発生するのならば、もちろん東海地震ですし、伊豆半島西岸、駿河湾西部、

遠州灘以西、伊豆諸島、相模湾周辺などの広範囲で津波被害が発生するはずです。

発生時期に関しては、４月８日の回答では、夏前と予言されていましたが、

６月８日の回答では、イメージが霞んできたので起きないと思うと回答していました。

しかし、６月３０日の回答では、霞が薄れてきて再びイメージと感情が明確になってきたので、

起きると思う、とだけ言われて発生日には言及されていません。

私は発生時期に関しては、大型台風が引き金となるため、８月から発生の可能性が高くなると判断

していましたが、下記の予知夢や未来透視ビジョンからは、８月に発生する可能性が高そうです。

ミッヒー☆ 月 日
うーむ、津波に飲まれる夢をみたたんなる夢だと思う

ミッヒー☆さんがリツイート

月 日
私も三日前に津波の夢を見ました。

体感とか霊感とかはゼロですが

ミッヒー☆さんがリツイート

月 日
私も今日津波に飲まれる夢を初めて見ました ´ ｀ やたらリアルで怖かったですが

ミッヒーさんと同じ日に見てたなんて ・ ・

ミッヒー☆さんがリツイート

ききょう 月 日
朝のちょっと嫌なビジョン。砂浜と、どこかコンビナート？への津波。国内。夏を思わせる風景。

これ去年末から見てるビジョン

第六感的な地震体感、予知夢や未来透視ビジョンをつぶやいておられるミッヒー様のＴｗｉｔｔｅｒから

上記の情報を得ましたので、ミッヒー様のツイート内容を詳しく検証させていただいた結果、

今後の予知の参考にさせて頂くことにいたしました。 その中で気になるツイートを抜粋いたしました。



ミッヒー☆さんがリツイート ６月２４日

むらさきしきぶ 時間 時間前

当てにはなりませんが、日本はこの夏は、本当に防災意識を高めないといけないと思います。

夏が過ぎれば大丈夫なのかと聞かれますと、実は秋以降のビジョンはあまり夢などに現れません。

いつも 月か 月の時期のような時の怖い災害の夢を繰り返し見るようになりました。

気になる範囲が広すぎて怖いです

下記に、体感や霊能力による地震の予知をしておられるリシル様の

東海地震に関する、２年前の予言を見つけましたので、紹介させていただきます。

リシル様のブログも今後参考にさせていただくことにいたしました。

さんのﾌﾞﾛｸﾞ
二年後に大震災

テーマ：ブログ

皆様こんにちは

ちょっと変な話をしてもよいですか

まぁ 霊さんからの伝言です

霊さんいわく二年後の夏に大震災が起きるって言ってるのね

場所は東海

ちょっと用事があり浅草に言ってきたのだけど すごーく見られてる気がして嫌だけど見ちゃったんだよね

しかも墓の前意識して歩かないとそこに墓があるのはきずかない

何やらたくさんのうめき声が聴こえてくるのよ

よーく見るとこのお墓の説明書きが書いてあるの文章の内容を簡単にまとめると、関東大震災で犠牲になった

人々が眠るって内容

ゲッ

ちょっときずかないうちに霊に囲まれてる気配を感じた

怖いと言うより、その場から逃げないとちょっと厄介な事になりそう

うめき声が凄い近いし助けを求められてるのがわかったの

取り合えず、その場から離れられたけど確かに聞こえたんだよね

二年後にまた同じ事が起きるから気を付けろって

気になって気になって引き返すか去るか迷ってたら急に富士山が大噴火する画像と東海が激しく揺れている

画像がはっきり見えた

以前書いた事がある霊のおばあさんの内容を覚えてる方いますか

今日あった霊さんの内容とリンクしていてかなり気になる

信じるか信じないかは貴方しだいです



佐久間庸和

夢とシンクロ

言いたいこと

２２日の夜、「サロンの達人」こと佐藤修さんからメールが届きました。

わたしが送ったメールの返信なのですが、そこには非常に不思議な夢の話が書かれていました。

ブログ「佐藤修さんとの再会」に書いたように、わたしは昨年５月２２日に湯島のＣＷＳコモンズのオフィスで

佐藤さんにお会いしました。 そのとき、印象に残ったのは夢の話で、佐藤さんは８年前に亡くなられた奥様の

気配を夢でよく感じると言われていました。

また、２０１１年３月１１日の前まで、地震や津波の夢をよく見られたそうですが、実際に東日本大震災が起こった

後は見なくなったとも言われていました。 じつに興味深いお話でした。

２２日の夜に届いたメールには、次のように書かれていました。

「最近、『明恵 夢を生きる』という河合隼雄さんの本を読みました。面白かったです。

そのせいか、最近は夢をよく見るのですが、佐久間さんに伝えたい夢を昨日見ました。

それでメールしようと思っていたところでした。これもシンクロですね」

それから、佐藤さんは次のようにメールに書かれていました。

「実は５年ぶりくらいになると思うのですが、津波の夢を見ました。

前にお会いした時にお話ししましたが、３．１１の前によく津波の夢を見ていたのですが、３．１１以後、

まったく見なくなっていたのです。

まだ１回きりですが、なにか少し嫌な気持ちでした。ただ今回は、津波に襲われた夢ではなく、

これまで見たことのないような海の底に、なぜか私たち家族がいるのです。

もちろんそこには水はなく、水が完全に引いている状況です。

そこから見る陸地が、異様に美しいのですが、緑は全くない、茶色の岩肌です。

その光景に見取れているうちに、沖の方から、波が押し寄せてくるという夢です。

私も家族も、逃げようとしたところで、目が覚めました。

いや正確には、もう少し夢は続いたのですが、内容が思い出せないのです。

水が引いた海底から見た、陸地の断崖の風景の美しさが強烈に記憶に残ったためかもしれません」

作家・経営者・

平成心学塾塾長・

大学客員教授。

下記に、ネットで「津波の夢」と検索して出てきた興味深い描写を２例紹介させていただきます。

金玉掲示板 津波の夢 年 月 日 投稿者 無名の者

先週の日曜日（ 日）の朝方、とてもリアルな夢を見ました。大概の夢は時間がたつと印象が薄らいでいくのですが、

今回のこの夢は数日間、まるで現実に体験したかのような感覚が残りました。

家族にはこんな夢を見たよと話しましたが、やはり何らかの形で公開したいと考え、書き込むことにしました、

現実に起きないことを祈ります。 夢の内容は以下の通りです。

海岸に崖が迫ったリアス式海岸のような景観の所で、自分を含めた観光客が相当数いた。ふと遠くを眺めると、

飛んでいる飛行機の窓から見えるような真っ白な光り輝く真綿のような塊が海の向こうからやってくる。

私は津波と判断し、崖をよじ登るが多くの人は逃げることもせず、大波をかぶる。

これが第一波で、この時は被害者も無くそのせいで甚大な被害をもたらすことになった第二波到来の際も、

まあ大丈夫だろうと逃げずに留まる人が増えてしまった。 私は既に安全ななところへ逃げ終えていた。

そして第三波がやってきて、その時には私は遠くに逃げていたためどれくらいの被害が出たか目視できなかった。

本当にリアルな夢でした。 場所などは不明でした。 季節は暖かい季節であったように思えます。



２０１５年７月５日 明日香地震気象研究所

以上のように、霊能力や夢による数多い地震予知情報のなかで、私が信憑性が高いと判断したものを

選別して掲載させていただきました。

私は気象の法則性を重視して『地震雲情報』を作成していますし、今後もその方針に

変わりはありませんが、上記のような情報を検証した結果、霊能力や夢による地震予知も、

真贋を厳格に検証しながら参考にする、というスタンスも取り入れることにいたしました。

今日は７月５日、ホームページの『東海地震２０１５年８月説の根拠』をご覧になっていただければ

お分かりのように、東海地震の前兆としては、箱根山の地震活動や、遠州灘まで北上してきた深発地震、

ぐらいしか現れてきていませんが、上記のような霊能力や予知夢による情報を考察すれば、

「夏を思わせる風景」 「 月か 月の時期のような」 「夏」 という表現が目立ちます。

昨年の１２月末から「今年の８月から発生の可能性が急速に高まってゆく」と警鐘してきた東海地震が、

今年の８月に発生する可能性が確定的に高まってきたのではないかと思っています。

また、地震の揺れのことよりも、津波の映像の報告が多いようです。

沼津市や、伊豆半島西岸地域や、東海地域の海岸近くにお住いの方々が、大津波に備えての万全の

対策をとられていかれるように警鐘させていただきます。

東海地震の場合は、東日本大震災の時よりも、はるかに短時間に津波が襲来するだけに、

入念な対策が必要だと思われます。

今後、７月中に、箱根山の噴火やその他の前兆が発生してくる可能性が高いと思っています。

８月からは大型台風や地震雲の発生に注目して、東海地震の予知に集中してゆきたいと思います。

冥王星にクレーターか＝米探査機が撮影 日に最接近

時事通信 月 日 月 時 分配信

米航空宇宙局（ ）は 日までに、探査機ニューホライズンズが撮影した冥王星のクレーターや

崖のような地形のある画像を公開した。同探査機は 日午後 時 分（日本時間）に、月の 割の大きさ

（直径約 キロ）の冥王星に最接近する予定。

最接近時の距離は約 万 キロと、地球と気象衛星ひまわり 号の間の 分の 程度しかない。

岩石と氷から成る冥王星の詳細な姿が史上初めて明らかになると期待される。

２０１５年７月１４日 追加作成①

④ページの さんの友人の予言（６月３０日の回答）に、

『宇宙で何か発見か解明かされてニュースになる。

沢山のクレーターが見えたから月かもしれないとのことです。』

という項目がありましたが、７月１３日に、ネットで下記のように、

ＮＡＳＡが冥王星探査機からの冥王星のクレーターの写真を公開した、というニュースを見つけました。

９年半かけてのプロジェクトのクライマックスが、７月１４日の最接近だそうです。

今夜２１時頃の最接近の様子は、マスメディアで報道されることでしょう。



［ローレル（米メリーランド州） １４日 ロイター］

２００６年１月に打ち上げられた米航空宇宙局

（ＮＡＳＡ）の無人探査機「ニューホライズンズ」が

１４日午前７時４９分（日本時間午後８時４９分）、

地球から４８億８０００万キロ離れた冥王星に

最接近した。


