
「 知恵袋の東海地震の予言 その３」 （２０１５年８月４日作成）で、

さ くらさんの 静岡県賀茂郡松崎町松崎での未来体験を詳しく検証いたしました。

以下はその抜粋です。
様（美樹さん）の回答

「足元には泥と瓦礫がたくさんあって、

すぐ傍にはボールの上に立っているピエロのような銅像が

あったそうです。 吹きつける風に潮の香りが強くしたので、

海の近くだと思うと言っていました。

見渡す限り多くの家や建物が倒壊している様子で、

遠くには山が見えたそうです。

立っている場所から何ｍか先には、すごく汚れているけれど

倒壊はしていない建物が見え、前面がガラス張りで上の方に

月國か月園のような漢字が見えたようです。」

ネットの情報で、この建物が 松崎町の梅月園 という店で

あることを知ったので、グーグルのストリュートビューで

確認してみて、驚愕いたしました。

梅月園の向かいに、ボールの上に立っている

ピエロのような銅像があったのです。

２０１７年２月６日の 不思議探偵社 さくらさんの未来予知 で、

このピエロ像が今年の３月中に撤去される という情報が掲載されていました。

不思議探偵社 さくらさんの未来予知

ピエロ像の撤去についての情報

昨日、ピエロ像の撤去についての情報提供を呼びかけたところ、月風さんをはじめ、何名かの方から

情報を頂きましたっ！みなさんありがとうございます！

ほぼ同じ内容でしたので、月風さんからの情報を掲載させて頂きます。

ニックネーム 月風さんからの投稿

こんばんは。ピエロの銅像の撤去は 月いっぱい工事をして、 月に足湯を公開する予定みたいなので

月までは気を付けた方が良いのですかね？

地元新聞によると、どうやら 月～ 月中にはピエロ像が撤去される予定みたいです。

さくらさんが部屋着を着用しなかったり、ピエロ像が撤去されたりすると未来は変わる可能性はあるのかも

知れません。

ただ気になるのは、もし仮に未来が変わったとしたら違う形で地震や災害が起きたりしてしまうことはないのか

という点。

とりあえずはピエロ像が撤去されるのを待って、撤去後にさくらさんが見ている未来の場面がどのようになるのか

注視していきたいと思います。



静岡新聞

４月に足湯開設 静大生らが清掃作業 松崎・商店街

下田版 年 月 日

■新浜コミュニティ通り

松崎町は今春、松崎海岸にほど近い商店街・

新浜コミュニティ通りの一角に、誰でも気軽に温泉を

楽しめる新たな足湯スペースの設置を計画している。

３月いっぱいをめどに完成させ、

桜が咲く季節に合わせて４月に一般利用を開始する。

場所は松崎の梅月園松崎店の道路向かいで、

コミュニティパークとして利用されていた人工池を再利用する。

幅２・５×１・５メートル、高さ約５０センチで、

足湯となる周囲のれんがに木製の座席を組み合わせ、

中に適温にした温泉を引き入れる。

従来の目印だった噴水機能を備えた「ピエロの銅像」は取り払うが、

代わりに足湯用のパラソルを付ける。訪れた人たちが、近くの商店街で買った菓子や総菜などを気軽に楽しめる

テーブル調の“イートインコーナー”も備える。

「 知恵袋の東海地震の予言 」の美樹さんの回答でも、

「不思議探偵社 さくらさんの未来予知」でも、

さくらさんの未来予知の多くが、非常に正確に実現してきているのですが、

地震に関する未来予知に関しては、その多くが実現してきていません。

沼津市、 松崎町、 名古屋（納屋橋）、 逗子市（被露山公園）、 天竜川（新掛塚橋）、

千葉県館山市（駒ケ崎神社）、 神戸（神戸ポートタワー）、 高知県安芸市（浜千鳥公園）、

福岡（福岡天神） 、 東京が震度５強で揺れる地震

以上の未実現の災害や津波の中で、下記の６つが、東海（東南海を含む）地震による災害だと

判断してきました。 （ 「想定東海地震は単独で発生するのか １０月２８日」に詳細解説）

① 沼津の災害（津波） （ 知恵袋の東海地震の予言に詳細解説）

② 静岡県賀茂郡松崎町の災害（津波） （ 知恵袋の東海地震の予言その３ に詳細解説）

③ 名古屋市中区栄１丁目 納屋橋 で未来体験された名古屋の災害 （その４に詳細解説）

④ 神奈川県逗子市の披露山公園 から展望された相模湾の津波 （その８⑦ に詳細解説）

⑤ 静岡県磐田市 天竜川 新掛塚橋 から展望された津波 （その８②に詳細解説）

⑥ 千葉県館山市布良「駒ヶ崎神社」 から展望された 津波 （その８⑥ に詳細解説）

⑦は南海地震です。
⑦ 高知県安芸市下山 浜千鳥公園から展望された津波 （その９③ に詳細解説）

（ 「 知恵袋の南海地震の予言 １０月２１日」でも詳細解説しています。 ）

４月の「足湯」オープンを前に清掃美化活動に

取り組む静岡大の学生たち＝松崎町松崎



東海地震（東南海地域を含む）の予想震源域と、さくらさんの被害地域

海上保安庁の調査資料から推定した予想震源域 と 浜千鳥公園の位置

「想定東海地震は単独で発生するのか １０月２８日」

からの抜粋

遠州灘沖合の強ひずみ域の一部で、

最初にプレートが跳ねた場合、

どこまで連動して動くのかは分かりませんが、

その衝撃で、清水港（静岡市）の南東十キロ近辺の

ひずみ域が跳ねることは、十分に考えられます。

想定東海地震の陸側のプレートが動かずに、

揺れ被害が想定よりも少なかったとしても、

清水港沖のひずみ域が跳ねた場合は、

沼津や伊豆半島には、短時間で大きな津波が

押し寄せることになりそうです。

更に遠州灘沖合からの津波も押し寄せることになります。



２０１６年１０月１９日作成の「 知恵袋の東海地震の予言 その１２ 」では、

東海地震（東南海を含む）と南海地震の発生時期を検証いたしました。

「２０１７年７月に東海地震（東南海を含む）が発生し、

その２か月後の２０１７年９月に南海地震が発生するだろう」 と予想しました。

今でも、その予想の可能性が非常に高いと思っています。

しかし、この３月に松崎町のピエロ像が撤去されることは、どのように判断したらいいのでしょうか。

下記のような可能性が考えられます。

① ３月のピエロ像が存在している時までに、さくらさんが未来体験した津波被害が発生する。

② ピエロ像が無くなれば、松崎町の津波被害は発生しない。

③ ピエロ像が無くなっても、松崎町の津波被害は同規模のものが発生する。

④ ピエロ像が無くなっても、さくらさんが未来体験した災害とは異なる なんらかの災害が発生する。

また、今まで、さくらさんの様々な未来予言や、さくらさんが垣間見られた未来のパーツの多くが、

非常に正確に実現してきただけに、このピエロ像の撤去の件は、

未来体験と実際の現象化の関係について、どのように説明づければ納得できるのでしょうか。

① 未来は変えることができるのでしょうか。

② 実現することのない未来が存在するのでしょうか。

様々なニューエイジの本を読んで検証してきた結果、私は下記のように理解しています。

この現象世界は、時間・空間のない見えない世界（波動の世界）が現象化したもので、

波動の世界は、あらゆる人の過去、現在、未来のあらゆる可能性が全て波動として今 存在している。

地球、動物、植物などの生き物、鉱物などの あらゆる過去、現在、未来も 同様に全て今存在している。

類は類を呼ぶ、引き寄せの法則、とも言われるように、

私達の信じる思いや感情が変われば、波動の世界から現象化してくる私達の体験も変わってゆく。

私達の未来は、私達が自分の思いや感情の波動を変えることによって変えることができる。

しかし、地震や災害は、多くの人々の集合した波動の影響を受けて現象化してくるので

個人が変えることはできないが、地震や災害の渦中での個人の体験は変えることができる。

そして、ニューエイジ思想の実践者の方々には、大別して２つの生き方があるようです。

① 自分の思いや想像力や感情に自覚的になって、社会的、物質的な成功や

愛や喜びに満ちた人間関係の実現を、引き寄せてゆく 生き方

② 自己の内なる神との一体化を目指し、内なる喜びや充実や神体験に重きをおく 禅的な生き方

③ ①と②を統合した生き方

以上のニューエイジ思想の解説は、この項目の主旨から逸脱しすぎましたので本題にもどります。



① 未来は変えることができるのでしょうか。

② 実現することのない未来が存在するのでしょうか。

全ての人のあらゆる未来は 波動として今存在しています。

さくらさんが体験されたピエロ像の周りが破壊された未来は、波動として 今存在しています。

しかし、その波動の未来は現象化してこない可能性が高いようです。

では、どのような未来が現象化してくるのでしょうか。

私は ③の ピエロ像が無くなっても、松崎町の津波被害は同規模のものがに発生する

だろうと思っていますが、さくらさんの今後の未来体験にも注目してゆきたいと思っています。

不思議探偵社 の さくらさんの未来予知 コーナー で 何度も話題になっているのが、さくらさんが

東京の自宅で大きな揺れを未来体験した時に着ていた、おばあさんからもらった部屋着のことです。

さくらさんこんばんは。私は伊豆に住んでおります。松崎のピエロの銅像が取り払われ、

足湯用のパラソルを付けるそうです。さくらさんが松崎のビジョンを見なくなったのは少し未来が変わって

来たからなのですかね？

それは本当にうれしいです、良いお便りありがとうございます。未来の場面で見たことは簡単には

変えられないとおもっていましたけど、もしかしたら何かきっかけがあれば未来は違ったものになるのかも

しれませんね。確信はできませんけど、祖母からもらった部屋着は着ずに仕舞ってあるので、

同じように未来が変わって欲しいなとおもいます。

いつも貴重な内容を公開して頂き有難うございます。東京で地震の揺れにより白いコートを着た女性が

頭を怪我していたと以前拝読しました。季節的に東京でコートを着る季節を考えると１２月から２月。

遅くても３月までかと考えます。１月も終わりにさしかかり、３月末まで残り２ヶ月です。

この予知夢は今冬に起きる事柄でしょうか？それとも次の冬に起きる事柄でしょうか？宜しくお願いします。

日にちや時間がわかる場面は見ていないのでなんとも言えないのですが、あの白いコートは冬用のコート

だったので 月下旬から長く見ても 月上旬までだとおもいます。

自室で揺れを体感していたときに着ていた部屋着は仕舞ってあるので、良いほうへ変わって欲しいとおもいます。

レオ様、またさくら様、いつも大変お世話になっております。

ＨＰが出来る相当前から拝見させて頂いております。早速ですが、今現在予言とは別に日本の南海方面での

巨大地震を想定するような自然現象並びに観測数値の変化が色々な観測者から報告されています。

通常このような変化から数カ月で本震は起きています。 の時も同じでした。

さくらさんの予言でも名古屋、千葉の館山と津波や災害の姿を確認されています。

最近では時期的に 月辺りとの事ですが、その後も変化はないでしょうか。

また震源地としては東南海か小笠原付近でしょうか。もし今後より詳しい事がお分かりになりましたら、

是非とも教えて頂ければ幸いです。大変忙しいと思いますが、宜しくお願い申し上げます。

阿蘇山の噴火を予知されていた方が今年 月に南海地震が起こると書かれていたので、

注意はしたほうがいいとおもいます。

東京の場面は何度も繰り返し見ていますけど、小笠原付近という場面は見ていません。

少しでも感じたことや気づいたことがあればレオさんにお伝えします。



さくらさんは おばあさんからもらった部屋着を着なければ、未来を変えることができて

自宅で大きな揺れを未来体験した地震の発生を無くせるのではないかと努めておられるようです。

さくらさんのこの決意は強く、おばあさんからもらった部屋着を着ることはないと思います。

私は、さくらさんが未来体験した自宅での状況は、今も波動の世界に存在していると思っています。

さくらさんの、多様に存在する未来の波動の世界から、どのような状況がさくらさんの体験として

現象化してくるのかは分かりませんが、このおばあさんからの部屋着を着て揺れを体験する未来は

現象化してこないと思います。

わたしは、その人の心のありようによって、その人が体験する未来は変えることができるけれども

多くの人の想念や波動が影響を及ぼす集合的な出来事の現象化を変えることは

多くの人の波動が変化しないかぎりできないと思っています。

しかし、一人一人が、自己の波動を、喜びや思いやりに満ちたものに変えてゆき、

そのような未来を現象化し体験しゆくことは大切なことだと思っています。

そのためには、自他の恐れや怒りや憎しみの感情を非難するのではなく、

受け止め、理解し、変容させてゆくプロセスが必要だとも思っています。

そのためには、自己の内面には神なる本質の波動が実在することを、実感できなくても信じましょう。

私も 内なる神は体験していませんが、その存在は信じています。

心地よさ、慈しみ、喜び、感謝、思いやり、感動、情熱、などの言葉で表現できるような波動は

内なる神の波動と同調しています。 自然な呼吸に意識を集中することに努め、心地よいフィーリングに

浸るのも 内なる神の波動と同調する効果的な方法です。

さくらさんや ２０１７年からタイムリープしてきた方 の未来体験を参考にさせていただいての

私の今年の地震の予想は下記のとおりです。

東京が震度５ほどで揺れる大きな地震

今年の２月から３月にかけて、あるいは今年の１１月から来年の３月までに発生

千葉県あたりが震源地になる可能性が高い

四国でＭ６．５の地震 今年の２月～６月に発生

東海地震（東南海地域を含む）

今年の７月に発生

大きな津波が発生 津波は紀伊半島東岸、伊勢湾、駿河湾、相模湾にも押し寄せる

南海地震

今年の９月に発生

大きな津波が発生 四国南岸に津波が押し寄せる

大阪平野は地震雲発生の要所です。

万全の観測体制をすると共に、大きな地震の場合は地震雲などの明確な前兆現象が各地で発生し、

ネットで確認もできますので、あらゆる情報にも注意してゆきたいと思っています。

また、今後のさくらさんの未来予知にも 注目してゆきたいと思っています。



東海（東南海）地震の発生で体験されたと思われる さくらさんの未来体験

③ 名古屋市中区栄１丁目 納屋橋 で未来体験された名古屋の災害 （その４に詳細解説）

モード学園 スパイラルタワーズ

様（美樹さん）の回答

ピエロの像がある場所とは違う都会のような所で、友人は大きな橋の歩道に立っていたそうです。

何車線もある道路とビルが沢山みえたから都会だということです。

目の前に川があって火災で燃えている緑色のビルや崩れている古い建物、倒れた信号機や落下している看板、

多くの人が同じ方向へ逃げている未来を見せられたそうです。

看板の下敷きになった人を助けるために逃げずに救助作業にあたっている人も何名か見えたそうです。

橋の近くに高層マンションがあり上の方から煙が出ていたようです。

遠くには歪んでいる様な近代的なビルが見えたそうで以前テレビで見た様な気がすると言っていました。

そのビルの方向から大きな爆発音が何度もしていたようです。

グリーンビル

西方向

東方向

納屋橋



④ 神奈川県逗子市の披露山公園 から展望された相模湾の津波 （その８⑦ に詳細解説）

様（美樹さん）の回答

か所目は、高台の様なところから入江を見ていると、大きな津波が迫ってきて岬に建っている何棟かの

マンションのような建物が、どんどん津波にのまれていったそうです。

階位の建物で半分位まで大きな津波が襲ったようで、陸側の家々も津波に一気にのまれてしまったようです。

車も多く流されていたと言っていました。

遠くには富士山が見えて、岬から少し離れたところに小島が見えたそうですが、その小島も津波にのまれて

しまったようです

石碑 トンネルのような東屋 手のようなオブジェ 小山の土止め

木組みで作られているトンネルの様な珍しい形の東屋 童謡作曲家・弘田龍太郎の「浜千鳥」の曲碑

南海地震の発生で体験された さくらさんの未来体験

⑦ 高知県安芸市下山 浜千鳥公園から展望された津波 （その９③ に詳細解説）

浜千鳥公園



２０１７年２月１３日 明日香地震気象研究所 松本安生

東海地震の予知をすることが、私の永年の使命感のような目標でした。

地震雲の研究を始めた１９８０年頃は 東海地震の脅威がマスコミでも大きく報道され始めていました。

自営の観賞魚店をアルバイトに任せて、アルバイトの給料も払わずに数か月間も東海地震の予知活動

に奔走したこともあり、献身的に尽くしてくれていたアルバイトの方は、給料はいりませんから辞めさせて

ください といって去ってゆきました。 （今も年賀状のやりとりはしています。）

２０１５年の８月頃に東海地震が発生する可能性が非常に高いと判断して、２０１５年の１月頃から

本格的な警鐘活動を開始しました。

２０１５年７月に 知恵袋の 様（美樹さん）の回答を知り

２０１５年７月５日にホームページに 知恵袋の東海地震の予言 を掲載いたしました。

それ以降、 知恵袋の東海地震の予言 シリーズ は全部で ２７項目作成いたしました。

誠実に、献身的に、さくらさんの未来体験を伝えてくださった美樹さんには深く感謝しています。

また、さくらさんの未来体験に関する様々な情報を知らせてくださった方々にも感謝しています。

美樹さんの活動を引き継いでくださった レオさんの不思議探偵社のさくらさんのコーナーは

非常にユニークで効果的な手法で レオさんの適切な解説には感心してしまいます。

そして、さくらさんの未来体験のリアルさには畏敬の念を覚えます。

災害の被害の減少を願って 多くの時間をさいて未来体験を報告してくだっさている

さくらさんには 深い感謝をささげます。

今後も、地震に関する さくらさんの未来予知や回答を検証しながら このシリーズを継続し、

東海地震の予知に集中してゆきたいと思っています。

様（美樹さん）の回答

次に新しい災害地についてですが、

か所目は友人は海沿いの広場か公園で強く激しい揺れを体感したそうです。

広場には、石碑や手の様なオブジェ、木組みで作られているトンネルの様な珍しい形の東屋があったそうで、

海がすぐ目の前に広がっていたそうです。

カップルがいたらしく、揺れている時は「やばいやばい」と叫んでいて、パニック状態だったそうです。

揺れが収まった後に、カップルに話しかけたけど全く気付いていなかったから、私の事は見えていなかったと思うと

言っていました。その後、カップルは急いで車に乗ってどこかへ行ったそうです。

道路を挟んで反対側には小山があって、土留めが一部崩れて道路に落ちていたそうです。

しばらくして、大きな黒い壁のような津波が迫ってきて、友人は飲み込まれる直前に元に戻ったそうです。

この災害地の未来の出来事を見てから、不思議なことがあったそうで、未来を体感しているときに友人は

金木犀の花束を抱えていたそうで、元に戻ってからも金木犀の香りがしばらく残っていたそうです。

友人だけではなく、周りも香りに気がついたと言っていたので、友人の気のせいではないかも知れません。


















