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ARCHE は連合国と国連に再建を要求する

博士の政府を置き換えますアンジェラ・メルケル

ドイツの基本法の実施を確保する

2020 年 4 月 24 日

ARCHE：「私たちは神を信頼しています！」写真：Heiderose Manthey。
。

Keltern-ワイラー。 ARCHE¹ は過去 20 年間、人権侵害「ドイツのキンダーラウブ[だけで

はない]-親子親」に関連して、ドイツや他の国々からの犠牲者、単一の運命、死亡に関す

る連邦、ヨーロッパ、世界の無数の報告を報告してきました。疎外症候群」、簡単に-呼
ばれず、公開された ARCHE は、ARCH によって行われた欧州議会の請願の報告の直前に、

犠牲者、犠牲者、福祉団体（NGO）、科学者、専門家の世界的なネットワークを構築し

ました数カ月にわたって IAoHRD と国連を通じて、ARCHE および連邦法と消費者保護に

関する連邦ドイツ委員会による最初のスピーチを作成して公開し、いくつかの登録とドイ

ツ首相の Dr.アンゲラメルケルは、彼らに取引を要求し、米国の大統領であるドナルド J.
トランプとロシア連邦の大統領であるウラジミール W.プーチンに支援要請書を作成、送

信、公開しました。中国と日本の後、すべての国で SOS-Hilferufe を支出し、ドイツだけ

でなく人権犯罪を誘拐するだけではないという証拠を完全に公表しました。

現在、ARCHE があなたの発言を監督しています

そして世界の宣伝。

。

この位置では、ARCHE が唯一の同盟国のヘルベイザーの召しであり、

彼らはこれを国連の知識と背景の証拠と共有します

ドイツの政府。

人権侵害が行われた証拠

「Kinderraub [nicht nur] in Germany-Parental Alienation-Parental Alienation Syndrome」、子供-
eke-ちょうど名前、

2 倍に拡張された RESOLUTION 2C 209/15
そして、ARCHE、IAoHRD、および拷問およびその他の残酷、非人道的または深刻な処遇

または罰（CIDTP）に関する国連特別報告者の報告に基づいて、国連機関。

メルケルのもろい政府はその技術を敷設したに違いない。

同盟国はドイツに介入しなければなりませんでした

法と秩序のために

基本的権利の内容を保証するために、

ドイツの市民の自由と安全のために

心配の面倒をみてください。
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メルケル政府は怠慢でした

何年にもわたって人々に無数の被害を与えた

-知っているにもかかわらず！

これは ARCHE の目の前での戦争犯罪です

自分の人口に対して大きな割合

そしてこの政府は権力を奪われなければならない。

。

メルケル首相は行ってあなたの犯罪の責任を負わなければなりません！

。

メルケルは、ドイツでキンデルラウブを[だけでなく]持っていると予測されています-親子

拉致-発達、疎外および損傷を含む親疎外症候群。

。

「§234 Menschenraub。
（1）無力な配置を手助けしたり、無力な配置を支援したり、海外の軍事施設や軍隊のよ

うな施設でサービスを提供したりするために、力ずくで、他の人を力ずくで探す人は、彼

らからの投獄の自由の対象となります。年を罰する。

（2）それほど深刻ではない場合、懲役は 6 か月から 5 年です。」

。

宣言に関する全世界

。

これらの ARCHE および同盟国と国連の一部は、この宣言の世界的な呼びかけをさらに説

明するために、次の 108 言語で Google翻訳者に送信されました。

*
この呼びかけにより、ARCHE はドイツでの人権侵害のキンダーラウブ[だけでなく]に報

告する可能性を拡大しました-親子の退院-連邦、ヨーロッパおよび世界レベルでの親の疎

外症候群。発見された人権侵害の証拠は根絶されており、介入するためのバイトは連合国

や他の政府によって追及されている。

。

泣いてください！

。

。

。

あなたの 8歳と 11歳の捜索で奪われ、今日まで大いに疎遠になった息子たちがハイデ

ロース・マンティ・ザ・アーチを設立しました。
Arushe wa Rengō kuni to Kokuren ni saiken o yōkyū suru hakase no seifu o okikaemasu anjera 
merukeru Doitsu no kihon-hō no jisshi o kakuho suru 2020-nen 4 tsuki 24-nichi arushe: 
`Watashitachiha-shin o shinrai shite imasu!' Shashin: Heiderose Manthey.. Keltern - wairā. Arushe ¹ 
wa kako 20-nenkan, jinken shingai `Doitsu no kindāraubu [dakede wa nai] - oyako oya' ni kanren 
shite, Doitsu ya hoka no kuniguni kara no gisei-sha, tan'itsu no unmei, shibō ni kansuru renpō, 
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yōroppa, sekai no musū no hōkoku o hōkoku shite kimashita. Sogai shōkōgun', kantan ni - yoba 
rezu, kōkai sa reta arushe wa, āchi ni yotte okonawa reta Ōshū gikai no seigan no hōkoku no 
chokuzen ni, gisei-sha, gisei-sha, fukushi dantai (ngo), kagaku-sha, senmonka no sekai-tekina 
nettowāku o kōchiku shimashita sūkagetsu ni watatte IAoHRD to Kokuren o tsūjite, arushe oyobi 
renpō-hō to shōhishahogo ni kansuru renpō Doitsu iinkai ni yoru saisho no supīchi o sakusei shite 
kōkai shi, ikutsu ka no tōroku to Doitsu shushō no Dr. Angeramerukeru wa, karera ni torihiki o 
yōkyū shi, Beikoku no daitōryōdearu Donarudo J. Toranpu to Roshia renpō no daitōryōdearu 
urajimīru W. Pūchin ni shien yōsei-sho o sakusei, sōshin, kōkai shimashita. Chūgoku to Nihon no 
ato, subete no kuni de esuōesu - Hilferufe o shishutsu shi, Doitsu dakedenaku jinken hanzai o yūkai 
suru dakede wa nai to iu shōko o kanzen ni kōhyō shimashita. Genzai, arushe ga anata no hatsugen 
o kantoku shite imasu soshite sekai no senden.. Kono ichide wa, arushe ga yuiitsu no dōmeikuni no 
herubeizā no meshideari, karera wa kore o Kokuren no chishiki to haikei no shōko to kyōyū 
shimasu Doitsu no seifu. Jinken shingai ga okonawa reta shōko `Kinderraub [nicht nur] in jāmanī - 
Parental Alienation - Parental Alienation shindorōmu', kodomo - eke - chōdo namae, 2-bai ni 
kakuchō sa reta RESOLUTION 2 C 209/ 15 soshite, arushe, IAoHRD, oyobi gōmon oyobi 
sonohoka no zankoku, hijindōteki matawa shinkokuna shogū matawa batsu (CIDTP) ni kansuru 
Kokuren tokubetsu hōkoku-sha no hōkoku nimotozuite, Kokuren kikan. Merukeru no moroi seifu 
wa sono gijutsu o fusetsu shita ni chigainai. Dōmeikuni wa Doitsu ni kainyū shinakereba 
narimasendeshita hō to chitsujo no tame ni kihon-teki kenri no naiyō o hoshō suru tame ni, Doitsu 
no shimin no jiyū to anzen no tame ni shinpai no mendō o mite kudasai. Merukeru seifu wa 
taimandeshita nan'nen ni mo watatte hitobito ni musū no higai o ataeta - shitte iru nimokakawarazu!
Kore wa arushe no menomaede no sensō hanzaidesu jibun no jinkō ni taishite ōkina wariai soshite 
kono seifu wa kenryoku o ubawa renakereba naranai.. Merukeru shushō wa itte anata no hanzai no 
sekinin o owanakereba narimasen!. Merukeru wa, Doitsu de kinderuraubu o [dakedenaku] motte iru
to yosoku sa rete imasu - oyako rachi - hattatsu, sogai oyobi sonshō o fukumu oya sogai shōkōgun.. 
`§ 234 Menschenraub. (1 ) Muryokuna haichi o tedasuke shi tari, muryokuna haichi o shien shi tari, 
kaigai no gunji shisetsu ya guntai no yōna shisetsu de sābisu o teikyō shi tari suru tame ni, 
chikarazuku de, hokanohito o chikarazuku de sagasu hito wa, karera kara no tōgoku no jiyū no 
taishō to narimasu. Toshi o bassuru. (2 ) Sorehodo shinkokude wanai baai, chōeki wa 6-kagetsu 
kara 5-nendesu.'. Sengen ni kansuru zen sekai. Korera no arushe oyobi dōmeikuni to Kokuren no 
ichibu wa, kono sengen no sekai-tekina yobikake o sarani setsumei suru tame ni,-ji no 108 gengo de
gūguru hon'yaku-sha ni sōshin sa remashita. * Kono yobikake ni yori, arushe wa Doitsu de no 
jinken shingai no kindāraubu [dakedenaku] ni hōkoku suru kanōsei o kakudai shimashita - oyako no
taiin - renpō, yōroppa oyobi sekai reberu de no oya no sogai shōkōgun. Hakken sa reta jinken 
shingai no shōko wa konzetsu sa rete ori, kainyū suru tame no baito wa Rengō kuni ya hoka no 
seifu ni yotte tsuikyū sa rete iru.. Naite kudasai!... Anata no 8-sai to 11-sai no sōsaku de ubawa re, 
kyō made ōini soen ni natta musuko-tachi ga haiderōsu manti za āchi o setsuritsu shimashita.
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