
『 知恵袋の東海地震の予言 その１～その１２ 』 では、

知恵袋の美樹さんの回答を通じて、さくらさんの未来体験を検証してきましたが、

これからも同様に、美樹さんと、不思議探偵社のレオさんを通じて、

地震に関することに絞って、さくらさんの未来体験を検証してゆきたいと思っています。

さんの 知恵袋予言～インタビュー編～

年 月 日都内某所。

さくらさんと美樹さんにご足労いただきインタビューをさせていただきました！

記念すべき不思議探偵社１発目の記事は、このインタビューの内容を余すことなくドドーンとお伝えします！

と、その前に。

『さくらさんって誰なの？？美樹さんって誰よ？』という、

当然のごとく生じさせてしまった（すみません）であろうみなさんの疑問を解決するのが先ですね。

前置き

みなさんが当サイトにお越しいただいたきっかけは、おそらく「 さんの 知恵袋予言」を

通じてだとおもいます。

次々と予言が的中して驚異的な的中率の高さからまたたく間に有名になり、

知恵袋の枠をこえてオカルト界わいのみならず一般の方にも知られるような予言となっています。

この「 さんの 知恵袋予言」は

さん（以下、プライムさん）の友人（以下、プラ友さん）が未来を予知して

プライムさんが知恵袋で質問に対して回答をして未来予知を伝えるという

今までにない珍しい形の予言です。

ここですでに察しのいい人はお気づきかもしれませんが、冒頭の「さくらさん」と「美樹さん」とは

プラ友さんとプライムさんのお名前です。

『最初からそんな気がしていた』という人もいるかも知れませんが 笑 。

下の名前なら良いですよとお二人には了承を得ているので、

さくらさん（プラ友さん）と美樹さん（プライムさん）のお名前をそのまま使わせていただくことにしました。

当サイトの管理人であるボクとさくらさんとの出会いを軽く話しますと、

仕事関係で知り合いちょっとしたきっかけからさくらさんが知恵袋予言の本人であると知ることになりました。

あの時は『えっ？？えーーー？あのプラ友さん？？？』とホントおどろきました。

ボクは元々予言はもちろんのこと や宇宙人、超古代文明など謎とロマンに満ちたミステリーなジャンルが

大好きなので専門のサイトを作りたいとおもっていたところ、

さくらさんもサイトの立ち上げを検討しているというので一緒にやらせていただくことになりました。

当サイト「不思議探偵社」では今後、さくらさんの未来予知をみなさんにお伝えするだけではなく

質問ボックスなどを設置して、みなさんとさくらさんがタイムラグなく交流できる場を提供していく予定です。

ちなみにサイトのデザインは、美樹さんの知恵袋の配色を取り入れてオレンジイエローを主体にしています。

当サイトではさくらさんの未来予知のほかに、日々生まれている予言をはじめ や宇宙人などの

ミステリー情報を発信していきますのでご愛顧のほど、よろしくお願いします！



インタビュー

前置きが長くなりましたが、本記事のメイン「さくらさんと美樹さんへのインタビュー」をお伝えします！

年 月 日午後 時、場所は都内某所のカフェにてインタビューをさせていただきました。

時間通りに待ち合わせ場所でおち合いカフェに到着。

ドリンクなどを注文して軽く世間話や仕事の話などをして落ちついたところでインタビューをはじめました。

※ボイスレコーダーで録音したものを文字起こしして、それを元に整理した形となっています。

管理人レオ：『では、色々とうかがいますのでよろしくお願いします』

お二人 ：『お願いします』

さくらさん：『なんだか緊張してきた 笑 』

管理人レオ：『リラックスしてください 笑 ボクもインタビューするのは初めてで

上手くいくのか心配ですが気軽にやりましょう 笑 』

美樹さん ：『緊張とかするキャラじゃないでしょ 笑 昔からこの子ハートが強いんですよ』

管理人レオ：『それならズバズバ質問させていただきます』

さくらさん：『どーぞ 笑 』

管理人レオ：『では。去年に美樹さんが知恵袋にさくらさんの未来予知をのせたことがきっかけで

一躍有名になりましたが、そのことについてご自身ではどうおもっています？』

さくらさん：『もうビックリ！でしたね。美樹からそのこと聞いて、いろんなネットで取り上げてもらってるよって。

水晶持って予言してるとか、色々聞いて もうビックリ』

美樹さん ：『あー、あったよね 笑 』

管理人レオ：『水晶は 使ってないですよね 笑 ？』

さくらさん：『ないない、ないです 笑 』

管理人レオ：『さくらさんが未来予知するときは、ぱらぱらマンガに吸い込まれて体感するように見るそうですが、

それがなんか想像できなんですけど、どんな感じなんでしょう？』

さくらさん：『えーと、説明しにくいんですけど映画館のスクリーンみたいにおっきーーーなスクリーンに

色々な未来の場面が映ってて、それがババババーって迫ってきて飲み込まれる感じで。

飲み込まれると、その未来の世界の中にいるというか 音が聞こえたり匂いを感じたりすることも多いですね。

色々な断片を何度も見て体感して、それがつながって 一つの未来になって理解できるっていう感じですね』

管理人レオ：『なるほど なんとなくだけど 笑 わかりました。

予知夢とかじゃなくて目が覚めてるときに見るんですよね？それは突然見えるんですか？』

さくらさん：『そうです、突然ですね』

管理人レオ：『危なくないですか？車運転してたり、階段上り下りしてるときとか 』

さくらさん：『それが不思議とそういうときにはないんです、あの人たちは私の状況わかってるんだとおもいます 笑 』



管理人レオ：『あー！あの人たちって昔子供のころにさくらさんがケガをされたときに現れたという

光輝いてる宇宙人ですか？』

さくらさん：『そうそう、あの人たち』

管理人レオ：『そういえば知恵袋に美樹さんが何度も書いてましたが、未来を自発的に見てるわけじゃなく、

見せられるっていう表現でしたね。その宇宙人たちはどんな姿なんですか？』

さくらさん：『顔とか細かくは見えなかったんです。なんていうか後光が射している感じですごく眩しくって。

頭があって体があって、そのくらいはわかりましたけど顔は見えなったですね。』

管理人レオ：『なるほどー、聞くとなんか仏様のような感じにおもえるけど、なぜ宇宙人だと？』

さくらさん：『あの人たちが現れる前に色々な場面が見えたんですけど、その中に光りながら伸びたり縮んだりして

形を変えながら宇宙を移動する宇宙船のみたいなものを見て。それに乗って地球に来たんだな～と。

だから宇宙人です 笑 』

管理人レオ：『ワレワレは宇宙人ダ。と名乗ったわけではないんですね 笑 』

さくらさん：『違います 笑 』

美樹さん ：『 笑 』

管理人レオ：『知恵袋にもありましたが、その宇宙人たちからこれから起こるすべてを受け入れなさい

と言われたあとに未来を見るようになったんですか？日本語をしゃべってたんですか？どんな声だったんだろう。

女性の声とか男性の声とか』

さくらさん：『そうですね、あの後から見るようになりました。

声はどんなだったか覚えていないですけど、女性の声に近かったかな 間違いなく日本語でしたね。』

後略

さんの 知恵袋予言～インタビュー編～

さんの 知恵袋予言～インタビュー編～ に続き、インタービュー編 をお届けします。

本記事では未来のニュースや災害系の未来予知について伺ったことをお伝えします。

未来のニュース

中略

災害系の未来予知

管理人レオ：『そうなんですね。 じゃあ次は災害系の未来予知について聞きたいんですが、

沼津は先ほど聞いたのでその次に予知されたピエロの像が見えたという場所、

おそらく静岡の松崎町というところなんですが、この場所は美樹さんが知恵袋に投稿されたあとに、

ある掲示板で場所探しが始まったんですよ。

「ここじゃないか、ここだろ」見たいな感じで探り当てて、みなさん名探偵みたいでしたよ 笑 』

美樹さん ：『その場所だけじゃなくて何ヵ所か写真など貴重な情報を頂いて、本当に皆様すごいなと 』



さくらさん：『そう、本当に感謝しています。

私はずっと私が見ている未来のことは他の人には理解もできないだろうし信じてもらえないだろうと

思ってたので 美樹の知恵袋を通してサポートしてもらっているというか、なんか すごいうれしいですね。

私だけなら確かな場面を見ないと場所とかたぶんわからなかったと思います。』

管理人レオ：『ネットが普及している時代だからこそ、なんでしょうね。

あの、先ほど言ってた未来予知をするときは何度も未来の断片をいくつも見て、ひとつにつながって理解される

ということでしたが、美樹さんに未来予知を伝えるときは断片の状態じゃなくて、

つながった状態の未来予知を伝えているんですよね？』

さくらさん：『ほとんどそうですね。断片を教えても理解できないんじゃないかと思うんですよ。』

美樹さん ：『私もそう思います 笑 』

管理人レオ：『そこで提案というかお願いがあるんですが、 日後にサイトを公開する予定なんですが、

予言コンテンツとしてさくらさんの未来予知も速報で公開する予定です。

以前に打ち合わせした通りに、さくらさんからメールをもらってサイトに即アップするつもりなんですが、

未来予知がつながる前の断片の状態を教えてもらうことはできないでしょうか？

というのも、さっき話してたようにネットの力というか、みなさんの力ってすごいと思うんです。

未来の断片から何か重要な手がかりっていうか、もしかしたらですよ

さくらさんが理解される前に何か発見できる可能性もあると思うんですよね。』

さくらさん：『それは全然かまいませんけど、未来の断片はかなりの量ですよ？

私では一つの未来になって理解できるまで整理しきれないですし 』

管理人レオ：『あ、それはもう全然大丈夫です。

さくらさんが見た未来の断片をそのまま見たまま整理などせずに教えていただければ。

身近な未来の断片を抜いたもの、白い格子越しに見える未来の断片だけを教えていただければ』

さくらさん：『あー、それなら量も減りますしいいですよー。

ひとつひとつの断片をメールするのは大変そうなのでまとめて週に 回とかでもいいですか？』

管理人レオ：『もちろんです！ありがとうございます。』

さくらさん：『いえいえ、大したことじゃないので 笑 』

管理人レオ：『では次の災害地について聞きたいと思います。ねじれたビルが見えたという場所、

ここもみなさんの名探偵ばりの力で名古屋だと判明しましたが、爆発が起こってたりする状況を考えると

地震ではなくテロとか事件のような感じを受けたんですが、そこらへんはどうなんでしょうか？』

さくらさん：『そういわれるとテロのような気もしてくるんですが、私はやっぱり地震の被害を受けたと思うんですよね。

大きな爆発が聞こえたのはたしかですが、古そうな建物が崩れていたのも見たので』

管理人レオ：『なるほど、こちらは今も見てるんですか？』

さくらさん：『そうですね、回数はかなり少なくなりましたけどたまに同じ情景を見ます』

管理人レオ：『そうですか、注意はしておいたほうがよさそうですね。



では次の今年に入ってから未来予知された災害地、というか何ヵ所あるんですが つ目、

富士山と小島が見える場所ですけど、これは知恵袋で同じような風景を探した人がいて

さくらさんが確認したと覚えていますが、間違いないでしょうか？あれは相模湾だったはずですが』

さくらさん：『たしか色んな場所の写真のひとつだったと思いますが、私が見た場面とほとんど同じ景色だったので

間違いないと思います』

管理人レオ：『なるほど。あの場所が津波に飲まれていったとあり相当大きな津波だと思いますが、

何もかも流されてしまったのでしょうか？』

さくらさん：『見た感じですがマンションの半分くらいまでかな？そのくらいの高さの津波がきて

マンションは流されていませんでしたが、もっと奥に見えた小さい家は流されていましたね。』

管理人レオ：『そうですか、こちらも今も見ることがあるんですか？』

さくらさん：『ええ、さきほどと同じで回数は少なくなりましたけどまだ見ますね。』

管理人レオ：『では つ目ですが、ろうそくに似た塔が見えたという場所、

これはさくらさんと美樹さんが画像を検索して神戸ポートタワーと判明したそうですが、

ここは地震の揺れだけで津波はこなかったそうで？港ということで津波がきたらすぐにわかるとはおもいますが。

あとタワーは無事だったんでしょうか？こちらもまだ見ていますか？』

さくらさん：『そうですね、すごく大きく揺れて でも津波はこなかったですね。

揺れがすごくてあの場に座って揺れがおさまるのを待っていました。

タワーは大丈夫のように見えました。この場面はまったく見ていないですね』

管理人レオ：『そうですか～それは安心しました。

じゃあ次ですが、えーと 赤い鳥居があってたくさん光の玉が浮かんでいたいう場所ですけど、

他の場所と違ってなんか不思議な感じですね。こちらは津波がきたんですよね？』

さくらさん：『そう、あの場所はいちばん気になっている場所なんですが、大きな津波が見えましたね。

なぜかすごく気になる場所 なんですよね。光っていた玉のようなものは じゃないかなと思うんですけど』

管理人レオ：『たしか鳥居がある場所はまだ判明していなかったですね。

鳥居があるということもあってか神聖な場所に思えますね。

光る玉が かもしれないということですが、大きな災害や事故が起きる現場で発光体が目撃されることって

多いんですよ。あの福島原発の事故があったときも発光体や が目撃されています』

さくらさん：『へ～、そうなんですか。やっぱり気になるなぁ』

管理人レオ：『こちらは今も見ています？』

さくらさん：『ええ、何度も見ますね。それもあっていちばん気がかりなのかも 』

管理人レオ：『なるほど、引き続き何か情報がくるといいですね。

次の場所ですが、手のオブジェと金木犀 キンモクセイ の花束が出てきたという所は

知恵袋に寄せられた写真から高知県にある浜千鳥公園ということが判明していますね。

こちらにも津波が来たそうですが不思議なことがあったようですね、

未来を見て元の状態にもどってからも金木犀の香りがしていたとか？』



さくらさん：『あー、そう！最初は気のせいかもと思ってたんですけどね

でも周りも金木犀の香りがするって言ってたので』

管理人レオ：『金木犀に何か意味があるなら時期を示唆しているっていう見解がある掲示板であったんですけど、

金木犀は秋に咲くらしいですね。

だからさくらさんが見た未来予知が起こるのは秋ではないかと そういう見解がありましたけど、

さくらさんはどう思われます？』

さくらさん：『あの場所の未来をみたときに広場には若いカップルがいたんですが、

秋冬のコーディネートだったので金木犀の季節と重なりますね ありえるかも。

推理がすごいですね、感心します 笑 』

美樹さん ：『写真とかそういう情報をいっぱい皆様からいただいて、私も本当にすごいなっていつも感じています』

管理人レオ：『そうでしょうね、同感です。この場所も見ていますか？今も』

さくらさん：『ええ、やはり回数は少なくなりましたけど見ますね』

管理人レオ：『そうですかー。では次の場所についてうかがいます。三越とロフトが見えたという場所ですが、

ここも同じく知恵袋に寄せられた写真から福岡の繁華街と判明していますよね。ここだけ夜だったんですよね？

強い揺れがあったけど被害は見受けられなかったそうですが、夜だから見えなかったとかはないでしょうか？』

さくらさん：『うーん、もしかしたらそういうこともあるかも知れないけど、車も普通に走っていたし近くの建物は

見えたので、大丈夫そうだったんですよね』

管理人レオ：『なるほど、何も被害がないのが一番ですね。ここはどうです？まだ見ていますか？』

さくらさん：『あ、ここは全く見ていないですね。パッタリと見なくなりました』

管理人レオ：『そうなんですね、それは余計に安心できますね。

では次ですが、さくらさんがご自宅に滞在しているときに強い揺れを感じてガラス細工が落ちてきたという

未来予知ですが、どうでしょうか？あれから何か変化はありましたか？』

さくらさん：『ええ、いくつかの場面を見ています。ハッキリと見てるのもあってか見た後にすごく焦るというか。

先週美樹と話したときに伝えたことを何度も繰り返し見てるんですよね 』

管理人レオ：『ああ、先週美樹さんが知恵袋に投稿してくれていましたね。

倒壊したビル、将棋倒しになっている人たち、火災がたくさん起きている場面でしたよね。

それがハッキリと見えて繰り返し見えるんですか？それってもう発生時期が迫っているとかではないですかね？』

さくらさん：『そうなんです、同じ場面を繰り返し

ただ私が持っていない部屋着を着ていたので今日明日すぐにってわけではないと思うんですよね』

管理人レオ：『はー、なるほどです。震源地は東京なんでしょうか？

何か時期や季節がわかるようなものは見ていないでしょうか？

将棋倒しになっている人の服装はどんなでしたか？』

さくらさん：『あ、服装は秋冬のコーディネートで白のダウンコートの女性はハッキリと見えました。

頭をケガしている様子でした。震源が東京かどうかは見ていないですね』

管理人レオ：『そうですか、となると秋冬が危ないのかも知れないですね。

後略



さくらさんが未来で着ていた部屋着

こちらの記事、 さんの 知恵袋予言～インタビュー編～ にあるように、

未来の地震を体感している時に持っていない部屋着を着ていたとおっしゃっていましたが、

未来予知で着ていた部屋着が送られてきたそうです。

おばあさまが柿と一緒に送ってきてくれたそうです。

おばあさまにはわるいけど、着ないでおこうと思いますと言っていました。

ボクもそれがいいと思いました。

さくらさんが部屋着を着ないことで、もし未来が変わるとしたらすごい発見かもしれません。

引き続きさくらさんの未来予知を注視していきたいと思います！

様

いつも、ホームページ拝見させて頂いております。

頂いた部屋着ですが、こちらはパジャマでしょうか？

ビルが倒れている様子が見えるとのお話で夜との明記がなかったので、

明るい時間帯と思っておりましたが 。

ご友人がこちらの部屋着を着るであろうと予想されるおおよその時間帯をお教え頂けませんでしょうか？

部屋着はフリースのルームウェアです。

おばあちゃんからもらったのに悪い気はするんですが、一度も着ずに避難バッグに仕舞っています。

倒壊していたビルが何時に倒れたのかはわかりませんが、未来の場面は薄暗い感じに見えたので

明け方か日暮れに近い時間かなと思うんですよね。

さくらさんは、今年の７月から何度も、東京の自宅で地震の揺れにあう未来体験をしてこられたのですが、

いつも同じ部屋着を着ていたそうです。

その部屋着は、さくらさんが持っていないものだったので、近い将来に買うことになるのかな、と

思っていたそうです。

ところが、この１０月末頃に、さくらさんのおばあさんが、

その部屋着を、柿といっしょに送ってきてくださったそうです。

このことからも、さくらさんの未来体験が、夢や想像の出来事ではなくて、

非常にリアルな現実に合致した体験であることがうかがえます。

さくらさんが見た未来のピース

緊急地震速報

緊急地震速報の音を聞いたそうです。 日連続でこの未来を体感したとのことで、

最初はくぐもった感じの音で何か分からず、 度目ではっきりと緊急地震速報の音だとわかったそうです。



さくらさんへの質問

先日の記事、 予言 阿蘇山噴火が 知恵袋で予言されていた 年に南海トラフ地震も について

さくらさんに感想を伺いました！

さくらさんご自身が南海トラフ地震についての未来を見ているだけあって、かなり心配しているご様子。

そして最近はまったく見ていなかった沼津の未来に関して気になるものを見たそうです

一瞬だったそうですが、被災という文字と沼津港という文字が同時に見えて、サイレンの様な音が折り重なって

聞こえてきたとのこと。

他には何か見ていないから昨年見た沼津の未来とつながっているのかは分からないとのことでした。

緊急地震速報が 日と 日と連続で発生

日にさくらさんの未来予知を更新しましたが、どうやら的中してしまったようです。

ボクも本当に驚いています

まず本日 日の午後 時 分頃、鳥取県で震度 弱の大きい地震が発生しました。

めったに地震が起きない場所なので緊急地震速報に驚いた人も多いことと思います。

今のところ、大きな被害な情報は入っていませんが、余震など引き続き警戒が必要だとおもいます。

そして昨日の 日、 時 分 秒に三重県南東沖で 、 時 分 秒に茨城県南部で という

つ同時に緊急地震速報が発生しました。

こちらは両方とも誤報でしたが、久しぶりの緊急地震速報で南海トラフ地震の前震ではないかと思える場所で、

緊張感が走りました。

今後もさくらさんの未来予知を注視していきたいと思います。

さんの 知恵袋 より

様、いつもありがとうございます。風車と長い橋が見えたのは

さん

様、いつもありがとうございます。

風車と長い橋が見えたのは、天竜川の河口ではないでしょうか？

枚目の写真の橋の奥、左手に風車が４基くらいならんでいます。

橋はこんな感じです。

風車はこちらです。



様、いつもありがとうございます。

風車と長い橋が見えたのは、天竜川の河口ではないでしょうか？

枚目の写真の橋の奥、左手に風車が４基くらいならんでいます。

橋はこんな感じです。

風車はこちらです。

風車と橋、川の位置関係を示す地図はこちらになります。

一番最初の航空写真とは向きが反対になっています。

まず橋の方ですが、私が立っていた橋とは違います。

こんなに頑丈そうというか、鉄骨で囲われている橋ではなかったですね。

でも風車の方はすごく似ていると思いました。

風車と橋、川の位置関係を示す地図はこちらになります。一番最初の航空写真とは向きが反対になっています。

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

こちらこそ、貴重な情報ありがとうございます。

友人と不思議探偵社のレオさんに、ご質問の件を知らせますので、

ホームページの方に回答を掲載して頂けると思います。

ホームページに掲載されましたら、返信の追加でお知らせさせて頂きます。

ホームページの不思議探偵社は、 です。

質問した人からのコメント

ありがとうございます。不思議探偵社の 、いつも興味深く拝見しています。

これからもいろいろな情報楽しみにしています！



質問者の さんは、

新掛塚橋の写真を知らせるべきなのに、勘違いされて、掛塚橋の写真を知らせておられます。

新掛塚橋（遠州大橋）は、河口から１番目の橋で、

航空写真の橋です。

掛塚橋は、河口から２番目の橋で、

補強の鉄骨に囲まれています。

新掛塚橋（遠州大橋）

掛塚橋

私の ＩＤ は、昨年の７～８月頃に、 知恵袋の質問者の方々に、東海地震の切迫性を

警鐘する回答を何度か繰り返していましたら、ある日突然、質問も回答もできなくなってしまいました。

私が警鐘していた東海地震は、８月にも、それ以降も、発生しなかったので、

知恵袋の担当者の方の判断は正しかったし、今ではそれでよかったと思っています。

どなたか、この天竜川の 新掛塚橋と掛塚橋の違いことを

「 さんの 知恵袋」 から、 様に知らせてあげてください。

新掛塚橋（遠州大橋）で検索するように知らせてあげてください。

ストリュートビューで見た 静岡県磐田市 天竜川 新掛塚橋

（ 『 知恵袋の東海地震の予言 その８② ４月１６日 』 より ）



以上まで作成して、今（１１月５日２３時４０分）、不思議探偵社のホームページを見ましたら、

１１月５日の で、新掛塚橋の質問とさくらさんの回答がでていました。

さん、お久しぶりです。前回はリクエスト回答ありがとうございました。

お忙しいのに申し訳ありませんが、お尋ね願いたく思いまして、ご質問させていただきます。

ご友人が見たビジョンの【河口付近にある風車群と長い橋】なんですが、こんな感じでしょうか？

今回もヨロシクお願いいたします。

ちなみに静岡県の浜松市と磐田市に架かる遠州大橋こと新掛塚橋です。

上空からは見ていないので 枚目はわかりませんけど、

枚目の写真は私が見た未来の場所に似ています。

風車との距離もこのくらいの感じですね。



こんばんは。

ホームページをいつも拝見させていただいてます。

別の掲示板を覗いていたところ、気になる箇所が２箇所ありましたので質問させていただきます。

①八角形の屋根について

愛媛県の太山寺は聖徳太子にゆかりがあるそうで、夢殿を模した造りの建物があるそうです。

②赤い鳥居について

既に他の方が質問していたらすみません。

千葉の館山にある神社ということですが、この写真はいかがですか？

お忙しいところ恐縮です。さくらさんにご確認いただければ幸いです。

鳥居はこれで間違いないと思います。灯籠も同じ感じです。

この場所で間違いないと思います。

津波が迫ってきて、空に光る玉がいくつも見えました。

私が一番気になっている場所はここなんですよね。

ありがとうございます。

八角形の屋根の方ですけど、上空から見た写真でないとわかりませんが、

この前教えて頂いた建物のほうが近い感じがします。

千葉県館山市布良「駒ヶ崎神社」から展望された津波につきましては、

『 知恵袋の東海地震の予言 その８⑥ ５月２３日 』で詳しく検証しましたが、

１０月３１日の で、質問とさくらさんの回答が掲載されていました。

さくらさんは、この場所が一番気になっているとおっしゃっていますが、

なんどもこの場所の未来体験の映像を見たからでしょうか、

それとも、何か理由があるのでしょうか。

さくらさんへの質問 では、

最近はまったく見ていなかった沼津の未来に関して、一瞬だったそうですが、被災という文字と

沼津港という文字が同時に見えて、サイレンの様な音が折り重なって聞こえてきた とのことです。

東日本大震災の場合は、震災の２年ほど前から、様々な被災の断片を見られていたようです。

そして、２０１１年の１月頃に、美樹さんに、東北が大変なことになる、と電話されたそうです。



緊急地震速報が的中したことについて

月 日 時 分ころ、鳥取県で震度 弱の地震が発生して緊急地震速報が発令されました。

また鳥取地震の前日には、 つの緊急地震速報 三重県沖と茨城県南部）が同時に発令される 誤報 という

異常事態が発生しました。

日更新分にあるように、さくらさんは未来予知で緊急地震速報の音を聞いていました。

この未来予知がズバリ的中したのでボクは正直とても驚きました 、

おそらく、みなさんもすごく驚いたのではないでしょうか。この件について、さくらさんに話を伺いました。

さくらさん『震度 という大きい地震で、ケガをされた方はいるようですが最悪の事態は免れたようで

とりあえずホッとしています。

先週、私が 日間続けて聞いたのは昨日おきた地震の緊急地震速報の警報音で間違いないと思いますが、

先週体感させられた未来が昨日の地震で終わったとは、まだ確信が持てないんです。

先週見た未来につながるものをこれから見るかも知れないのと、何か心にひっかかるものがあるんですよね。

東日本大震災の時は 年くらい前から、未来の断片のようなものを見ていたのですが、

たしか一番初めは 日間続けてゴーとかザーという轟音を聞いたんです。

後で津波の音だと分かったんですけど、緊急地震速報の警報音と同じように 日間続けてだったので、

すごく気にかかっています』

ということでしたので、今後のさくらさんの未来予知がどういうものになるのか注視していかなければいけない

と改めて思いました。

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

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。

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

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。



２０１６年１１月６日 明日香地震気象研究所 松本安生

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。

さくらさんの沼津の未来体験は、最初の未来体験から約１年半ほど経っていますが、

東日本大震災が、最初の断片的な体験から約２年後に発生したということなので、

確実に現象化するのではないかと思っています。

沼津の未来体験では、沼津の被害が一番大きかったということなので、

沼津周辺の沿岸部の津波被害も、かなり大きなものになるのではないでしょうか。

今後も、さくらさんの沼津の新しい未来体験のご報告が、続くものと思っています。


