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平塚正幸氏が政治団体を結成！
２月22日、新党設立会見

2020.2.2

党首あいさつ
　　　　　 

社会活動家Youtuberとしての活動も７年⽬、⼀個⼈
で出来ることに限界を感じた平塚正幸⽒は昨年１２
⽉、NHKから国⺠を守る党を離党し、２⽉２⽇に政
治団体を設⽴した。千葉県選挙管理委員会に提出した
書類の番号は「４０４０９０」（塩、塩、⾷おう！）
２⽉２２⽇２時２２分に「すみだ産業会館」（東京・
錦⽷町）で新党設⽴会⾒も⾏い、たくさんの⽀持者が
駆けつけた。党名発表で『さゆふらっ党』とスライド
に表⽰されると会場からは「え？マジで！？」といっ
たどよめきが…。冗談と分かると笑いが溢れた。
そして、本当の党名は…『国⺠主権党』‼ 
みんなでかえる、みんなでつくる！
国家の下に国⺠がいるんじゃない！
国家の上に国⺠がいるんだ！！
我々の⼿に主権を取り戻し、本当の意味での⺠主主義
を実現する。未来の⼦供たちに、⽇本に⽣まれてきて
本当によかった！と思える国を残す…そんな平塚正幸
⽒と⽀持者たちの思いにピッタリの党名が、Youtube
投票によって選ばれた。

党員の皆さんこんにちは。党員の皆さんこんにちは。
党員になっていただきありがとうございます。今回、党員になっていただきありがとうございます。今回、
特別党員の⽅へ、党報を発⾏する運びとなりました。特別党員の⽅へ、党報を発⾏する運びとなりました。
党報発⾏の⽬的は、国⺠主権党を応援してくれる皆様党報発⾏の⽬的は、国⺠主権党を応援してくれる皆様
へ、党が⼀定期間内で、どのような政治活動をしたのへ、党が⼀定期間内で、どのような政治活動をしたの
かまとめてお知らせするものです。かまとめてお知らせするものです。
党を設⽴した2020年2⽉から9ヶ⽉間、経ちました。党を設⽴した2020年2⽉から9ヶ⽉間、経ちました。
この9ヶ⽉間でたくさんの⾏動をし、⽬まぐるしくたこの9ヶ⽉間でたくさんの⾏動をし、⽬まぐるしくた
くさんのことが起きました。くさんのことが起きました。
それらはすべて、皆様が応援してくれるおかげで成りそれらはすべて、皆様が応援してくれるおかげで成り
⽴っている国⺠主権党の成果です。⽴っている国⺠主権党の成果です。
党の⼀員として、国⺠主権党を応援してくれている皆党の⼀員として、国⺠主権党を応援してくれている皆
様が、国⺠主権党はどのような動きをしたのか、まと様が、国⺠主権党はどのような動きをしたのか、まと
めた党報によって再確認していただき、今後も党員とめた党報によって再確認していただき、今後も党員と
して継続して国⺠主権党を応援していくかどうかの材して継続して国⺠主権党を応援していくかどうかの材
料としてください。料としてください。
党に直接関われる⼈、なかなか関われない⼈、党員党に直接関われる⼈、なかなか関われない⼈、党員
各々の事情があると思いますが、党員として国⺠主権各々の事情があると思いますが、党員として国⺠主権
党を応援してくれる皆様によって国⺠主権党は運営す党を応援してくれる皆様によって国⺠主権党は運営す
ることができております。ることができております。
それがこの党報に集結しております。それがこの党報に集結しております。
これからも党報の発⾏を続けていきたいと思います。これからも党報の発⾏を続けていきたいと思います。

今後とも国⺠主権党の応援よろしくお願いします。今後とも国⺠主権党の応援よろしくお願いします。
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◆2020年2月〜９月末までの活動内容をまとめました。記録漏れ、省略、割愛についてはご容赦ください。



平塚正幸 vs 日本放送協会
NHK裁判口頭弁論、９月初公判

2020.3.3、7.10

国民主権党『桜を見る会』
大島小松川公園

2020.3.28

カメラにフジツボびっしり‼ 
無残な姿は社会活動家の勲章⁉ 

2020.3.25

Popular sovereignty party ▶ >>>
LINEスタンプ発売!!
部門別で２位を獲得!!

2020.2.12

2⽉12⽇、さゆふらっとまう
んどのLINEクリエイターズ
スタンプ第⼆弾が発売！
広報活動も兼ねて⾃分⽤とお
友達に贈る⽤、複数買い効果
もあって男性キャラ・挨拶部
⾨で【第２位】を獲得するこ
とができました。
たくさんの応援ありがとうご
ざいました。

新型コロナで延期されていたNHK裁判第１回⼝頭弁
論が3⽉3⽇11時より千葉地⽅裁判所にて⾏われた。
争点：
①NHKホームページ記載「受信料不払いや不払いを
勧めることは法律違反」は事実と違う。
②NHKに問い合わせたら⽂書で！と⾔うから⽂書提
出したのに⼀切回答せず無視することは放送法違反。

第１回⼝頭弁論でNHK⼭⽥⽒との電話のやりとりに
ついて「証拠動画ありますよ！」と平塚⽒が⾔うと、
NHK側弁護⼠は鳩が⾖鉄砲をくらったような顔。
証拠DVDや⽂字起こし⽂書を揃えて、7⽉10⽇第２回
⼝頭弁論に臨むが、実際に対峙した⼭⽥⽒の証⼈喚問
も⾏われないまま9⽉に初公判を迎えた。

２０１８年７⽉６⽇『千葉県庁強要傷害強盗事件』
(我孫⼦凛ちゃん事件会⾒場)で平塚正幸⽒が奪われた
SONYハンディカムが、２０２０年３⽉２５⽇千葉県
警より返却された。カメラは川に投げ捨てられていた
そうで、歳⽉を経て、フジツボがビッシリこびり付い
た無残な姿に変貌を遂げていた。
社会活動家Youtuberとして「⾃分が⽣まれる前よ
り、死んだ後の社会の⽅が良くなっていなかったら、
⽣きてる意味がないじゃないか！」と、社会の闇に体
当たりで臨んできた男の勲章かもしれない。

新型コロナウイルス感染症対策で、安倍⾸相は３⽉か
ら全国の学校⼀⻫休校に踏み切った。世間は⼀気に⾃
粛ムード⼀⾊となり、⽇常は⼀変した。
しかし、平塚⽒は厚⽣労働省発表のデータやテレビに
は決して呼ばれない専⾨家の意⾒を踏まえ「サイトカ
インストームの危険は無い。【コロナはただの⾵邪】
である」と『お花⾒決起集会』を決⾏した。
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★LINEスタンプのご購入方法
LINEアプリで「ホーム」→「スタンプ」
→「クリエイターズ」を選択し「平塚正
幸」で検索すると２種類出てきます。→



出没!?感染希望おじさん！！
クラスターデモの原点

2020.5.4〜
自粛反対！密になろう！
【クラスターライブ】開催！！

2020.4.11〜5.3（全４回）

自粛反対！密になろう！
【クラスターデモ】開催！！

2020.5.9〜7.25

５⽉４⽇、突如、渋⾕スクランブル交差点ライブカメ
ラ映像に現れた党員中根ずん⽒。⼿書きの『⾃粛反
対』看板を掲げ【ひとりデモ】決⾏！５⽉２０⽇から
は【感染希望おじさん】と称して渋⾕や新宿に出没。
感染して免疫⼒を⾼めることの重要性を訴えた。

４⽉７⽇、政府は『改正新型インフルエンザ等特別措
置法』に基づく【緊急事態宣⾔】を発令。
⾃粛に⼤⼈しく従えば
更なる強い⾃粛が待っ
ていると飲⾷店貸切で
『クラスターライブ』
を開催した。

飲⾷店を借りてのクラスターライブに活動の限界を感
じた平塚正幸⽒は、感染希望おじさん中根⽒のひとり
デモに触発され、渋⾕スクランブル交差点駅前広場に
て毎週⼟曜⽇【クラスターデモ】（街頭演説）を始め
る。オープンマイクで誰でも参加可能な⾔論の場だ。
クラスターとは「集団・集まり・群れ」という意味だ
が、メディアウイルスと政府による偏向報道・情報操
作により【クラスター＝感染者・危険】という常識の
書き換えに対するアンチテーゼでもある。

毎週デモには⾃粛・３密を避ける・ソーシャルディス
タンス・マスク着⽤・休校・オンライン化など、不必
要な感染症対策に違和感を持つ多くの賛同者が集ま
り、多い時で５０〜８０名ほどになった。

Popular sovereignty party ▶ >>>
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◼ コロナ騒動の本質
⼤衆監視社会に必要なビッグデータをとるための⼈づ
くりが⽬的であり、そのために新型コロナウイルス騒
動が利⽤されているということです(スーパーシティ
構想・ムーンショット計画)。
新型コロナウイルス騒動の根底にあったのは、新型コ
ロナウイルスの蔓延ではなく、メディアウイルスの蔓
延によって私たちは不安に思い⾏動が形づくられてい
ったのだという事実でした。

◼ メディアウイルスによる被害
新型コロナウイルスは⾃然発⽣的に起きたものとさ
れ、⾵邪のウイルスを煽って⼤衆の⾏動変容や社会シ
ステムの変化につなげていったと読みとれます。メデ
ィアが騒がなければ今回の騒動は起きませんでした。
メディアは、⼤衆の⾏動を形づくるために⼤衆全体の
幸福に向けて機能したものではなく、私たちに悪影響
をおよぼし混乱させました。
本来メディアの情報というのは、それを知るからこそ
私たちが幸福に⽣きるためであったり、危険から回避
するためであったり、⾃分たちの⽣活が潤うためにあ
るものですがそうではありませんでした。メディアは
今回のウイルス騒動を報道する必要があったのでしょ
うか。報道によって⼈びとはウイルスの危険から避け
ることができたのでしょうか。全く関係ありません。
この情報を知っていたほうがよかったという社会にな
っているわけではありません。今回の新型コロナウイ
ルスの情報を⾒聞きしなかった国⺠と、実際に⾒聞き
したことで⼤きな誘導や制限を受けた国⺠とで、どち
らが幸福度が⾼かったか。もちろん報道されずに⾒聞
きしなかったほうがよかったのです。危険を煽る報道
ばかりし続け、街を⾒ればマスクをしている⼈ばか
り、ソーシャルディスタンス、3密を避けろと、⼈と
⼈との距離を離すような社会設計に変えられ(分断)、
必要のない⾃粛を迫られ、いろいろな社会変化がこの
2020年始まってから⽇本国内で起きました。メディ
アウイルスによる被害です。これらは新型コロナウイ
ルスによる被害ではありません。

メディアとは、プロパガンダの道具であり、私たちの
⾏動を変容させ形づくるために機能しています。それ
に気づく⼈が増えれば、メディア⾰命をしようという
声が膨らむと同時に第⼆派の阻⽌につながります。第
⼆波が起きるかどうかはウイルスの蔓延や変容で起き
るのではありません。⼈為的に「この報道をこういう
⽅向性で報道していく」とメディアが扱うか扱わない
かで決まるのです。つまりメディアが騒ぐか騒がない
かです。メディアや⾏政が⼤衆を洗脳し動かそうとす
る⼒に対して、反発し騙されている⼈が少なければ少
ないほど第⼆派が起きる可能性は減っていきます(洗
脳＝⼀部の⼈たちの利益をもとにつくられた間違った
思想や⼼理を信じ、⾃分の⾸を締めてしまった状態や
思い込み、それらに形づくられてしまったアイデンテ
ィティ)。今回の都知事選で新型コロナ騒動の本質を
広報し、⾃粛は必要ないこと、ソーシャルディスタン
スや3密を避けることは、いっさい新型コロナウイル
スから⼈の健康を守るためではないという全容を知っ
てもらうことで第⼆波は阻⽌できる。そのためには私
の⾔論や本質が⾒えている⼈(⼤橋眞徳島⼤学名誉教
授)の⾔論を広め、新型コロナウイルスを正しく理解
してもらうことが必要です。「新型コロナウイルスは
ただの⾵邪」なのだ、「弱毒性であるウイルスにわれ
われはいっさいおそれる必要はない」のだということ
を淡々と語っていくことで、メディアとはいかにおそ
ろしいものであるか、いかに悪質性が⾼く私たちにと
って不利益が⼤きい媒体であるかということに気づく
ことができれば、メディア⾰命にもつながっていくこ
とになるのではないでしょうか。

『コロナはただの風邪』を掲げて

Popular sovereignty party ▶ >>>
東京都知事選挙2020に
党首 平塚正幸が出馬！

2020.6.18告示→7.5投開票
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⽇本では和服の時に下半⾝や上半⾝がはだけているこ
とはあたりまえの光景でした。それまではあたりまえ
にある光景であるために執着することがなかったもの
に、「隠さなければならないもの」という決まりや罰
則をつくることで、猥褻の概念がさらに広がります。
マスクをして顔を隠しているほうが⾃然、という社会
にするために機能しているといえます。顔は究極の個
⼈情報です。個⼈情報は隠さなければ危険だという⼤
衆洗脳がされました。
個⼈情報が公になったらなにか⼤変なことが起きるの
ではないかと思わされ、名前や連絡先などを⾔わない
ようにさせられていることも分断であるといえます。
それと同じように顔も出してしまうと危険だという騒
動も今後確実に起こされるでしょう。全ての⼈間の情
報というのは武器です。その武器は発揮させないこと
で奪うという設計が読みとれます。個⼈の⼒とキャラ
クターとをなくすために顔も隠さなければならないと
いう社会にしていくのです。

◼ マスクをすることで子どもはどう育つか
⾚ちゃんは相⼿の⼝の形を読み取って動作をまねるこ
とから⾔語を学び、⾔語能⼒を得る前から相⼿の表情
を⾒て感情を読みとるといわれています。表情で感情
をあらわすというのはとても⼤切なことなのです。
相⼿の表情は⾔語を超えます。その表情によって⾃分
が抱いた感情というのは⾔語よりも複雑です。相⼿の
笑顔を⾒て、嬉しいと思う「嬉しい」にはいく通りも
の嬉しいがあります。相⼿がただ笑っただけでも⾃分
が受ける感情にはいろいろなかたちや幅があるわけで
す。⼈間とはそういうものではないでしょうか。それ
は成⻑段階や⼈との関係性の中で育まれていきます。
相⼿の感情がわかって、はじめて⾃分は『その⼈にど
ういうふうに接すればよいか』ということがわかるわ
けです。

◼ マスクによる弊害
無症状者にもマスクをさせるという新⽣活様式は、⼈
と⼈とを分断するためのものであり、⼈と⼈との出会
いや恋愛、なにかをしたいという機会を奪うもので
す。相⼿とのコミュニケーションが希薄になること、
それは相⼿との関係性が希薄になるということです(分
断)。感情の幅を⼩さく押し込め、さらに相⼿が嬉しい
と思ったら⾃分も嬉しいと思うような共感能⼒まで奪
ってしまうものです。経済活動が低迷して失業者が増
えるだけでなく、私たちの健康を守ろうとなされてい
る⾃粛やマスクをするという⾏動は、逆に免疫⼒を下
げ、健康な⼈までも余計に病気にかかりやすい⾝体に
させているのです。

マスクが顔に触れると顔の神経が刺激されて呼吸が浅
くなります。呼吸は⾃⽴神経や感情と密接に関係して
います。呼吸が浅くなることで、落ち着きがなくなっ
たり、焦ったりなど精神状態が左右されます。また、
匂いを感じにくくなることにより、脳の機能や認知能
⼒が下がるといわれています。脳の認知能⼒が下がる
という点において、酸素濃度が低くなるということが
あげられます。酸素濃度が低くなることでガンを抑⽌
する効果が下がり発がん性が⾼まるという研究もあり
ます。深く呼吸をすることは酸素濃度にも関わってき
ますが、酸素を⼗分に吸⼊できないことで⼈間の体の
機能が阻害されます。深い呼吸をし、横隔膜を下げて
内臓をマッサージすることが必要なのです。また、マ
スクをしたままで運動することで肺へダメージを与え
てしまいます。そのため、とくに⼦どもや無症状者
は、運動能⼒を発揮することで健康を⾼められるはず
が、運動ができるのに運動をする機会が奪われ、運動
能⼒が低下してしまいます。

マスクを外すということが、「⾝体の⼀部を⾒せる」
ということで猥褻の概念が広がります。猥褻の概念を
広げるというのは社会設計に重要です。なぜ猥褻の概
念を広げる必要があるのかというと、⼈間のあたりま
えにある欲求や⼈とふれあいたいという欲求を抑⽌す
ることができるからです。⼈⼝削減ができてしまうと
いうことです。顔を隠していることによって⼈を認知
するという機会が減り、個⼈を特定することが難しく
なります。⼈と⼈との距離を近づけるのに時間をかけ
ることで、さらに出会う可能性を少なくしていくとい
うことが⾏われていきます。
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ところが、マスクをして表情が⾒えなくなるとその情
報量は間違いなく少なくなります。マスクをすること
で育てられた⼦どもはどうなるか。相⼿の感情や表情
の変化を読みとる機会が奪われます。成⻑段階で⾒聞
きして発達することを阻害されます。
その⼤きな弊害とは、対⼈交流ができなくなる⼼にな
るということです。相⼿の表情を読みとることができ
なければ、感情がわからないので的確な⾏動がとれ
ず、相⼿とぶつかってしまう。⼈間関係が破壊されて
しまいかねない⾏動をとってしまいます。そうする
と、⼈と接してもうまくいかないから家にいる。相⼿
とうまく関係を築くことができないからオンラインで
しか対⼈交流できないという⼦になってしまいます。

そうして⼈間の性格が形づくられ、⼈間の不幸が明確
に⽣まれます。「なんか⼈⽣つまらない、なんか不幸
だ」と。でもそれがなぜなのかがわからない。みんな
が外に出ていないので、外に出ることや⼈と接するこ
との先に幸せがあるということがわからない。逆にそ
れに気づいて⼈と接しようとした⼈がおかしいという
世の中にされてしまう。『⼈との関係を⾃ら閉ざす』
そういう⼈づくりのためにマスクをさせたいのです。

マスクを外してあげることはその⼈への愛情です。相
⼿の健康と安全とを守るためにマスクは外さなければ
なりません。なぜなら私たちは「⿐」と「⼝」とい
う、ウイルスや菌と健全に付き合っていくための天然
のマスクをしているからです。
無症状のかたや⼦どもはマスクをする必要はありませ
ん。「マスクをする⾃由がある」という⼈にも伝えな
ければなりません。
『マスクを外そう』ということを。

◼ 新型コロナウイルス騒動前から予見していた
「家居」の社会にさせるための自粛・新生活様式
⾃粛や新⽣活様式は、家の中で全ての⽣活を完結さ
せ、その中⼼にオンラインを⼊れることによりビッグ
データをとることが⽬的です(スーパーシティ構想・
ムーンショット計画)。そのためには⼈と会いたい、
外に出たいという⼈間としての当たり前の欲求があっ
たらうまくいきません。ではどうするか。教育分野や
社会の構造から、⾃ら⼈を遠ざけ、⾃ら家の中にこも
るような⼈間、⾃らの主張や声を出さない⼈間をつく
ろうとするわけです。そのような⼤衆監視社会に必要
な⼈づくりがマスクひとつでできてしまうということ
です。今の社会をみてどういうふうに変化しているか
をみれば、⾒えない雇⽤主と奴隷の関係にあり、私た
ちは奴隷として扱われているといえます。雇⽤主が奴
隷をどう統治しどう管理していくかという⼀貫した社
会のシステムがみえてきます。
なぜ奴隷はマスクをするのか。
それは奴隷同⼠が結束しないために必要だからです。
新型コロナウイルス騒動で社会が変えられた。それを
許してはならない、⾃粛や新⽣活様式を⽢んじて受け
⼊れてはいけない。多くの⼈に「新型コロナ騒動の⽬
的と本質とを知っていただく」ための広報活動が必要
です。たとえメディアがコロナウイルス関連の報道を
しなくなっても、変えられてしまった私たちの⾏動と
⽣活に執着して2019 年と同じ⽇常を100%取り戻さ
なければなりません。「みんなが密になり、団結し、
集結し、声を上げることです」それしかないのです。

◼ 『都知事選出馬のための
　　資金が集まらなければ諦めます』
それは、皆さんが新型ロナウイルス騒動の社会変容を
受け⼊れるという考えであるということを、私⾃⾝も
受け⼊れ、潔く諦め、コツコツと今までどおりの活動
を続けていくということです。しかし、これが本当に
正しい社会の反応なのかどうか、間違っていたら正し
ていかなければならない。⾃分が背負ったものを⼦ど
もたちに残させない。私たちには正しい社会を後世に
残す責務がある。そのためには⾃分が何も損をしない
で⽣きていくというのは無理なことなのです。(要約)

※『東京都知事選挙に党首平塚正幸が出馬』の記事は、平
塚正幸さゆふらっとまうんどYouTubeチャンネルをもとに作
成しました。 画像提供: ﾂﾙﾐﾛﾎﾞ
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■６月１７日(水)東京MX
「私はマスクをしない」という政治的主張のもと⽴候

補したのだということを、東京MXの社員は認識した

にもかかわらず「マスクをしてください」と⽬の前に

出されました。「マスクをしなかったら威⼒業務妨害

で訴えること」「強制的に退去しろと命令されたこ

と」「病原菌扱いされたこと」そしてなにより皆さま

の⽀援を受けて、ここで政⾒放送の受け付けをしにき

ましたが、それができない状況になったわけです。

それは『政⾒放送の受け付け』が、マスクをしていな

ければ、消毒をしなければできないということと同じ

じゃないですか。または、犯罪者のレッテルを貼ら

れ、警察を呼ばれることと引き換えに政⾒放送ができ

るということじゃないですか。それはおかしい、とい

う声をあげ、私は１７⽇にもここでスピーカーから政

治的主張をしました。MXテレビは謝罪するべきじゃ

ないですか！私はこういう扱いを受けたから、私憤で

⾃分の憂さ晴らしをするためにこういうことをしてい

るんじゃないんです。マスクや消毒液を強制される社

会がはたして正しいか、それを皆さまに問うているの

です。そして私のような扱いを受ける社会環境になっ

ていることはおかしいということを声を出して⾔いた

い。私は社会活動家なのでそのような扱いを受けても

いいのです。でも、⼩学校には「なんでマスクをして

いるのか分からない」と思いながら、⾃分の気持ちも

感情も⾔葉にすることができない⼦どもたちが苦しん

でいるんですよ。なんの意味もないことに苦しませら

れているんです。それをおかしいといって私はここに

来て声をあげているんです。アトピー性⽪膚炎の⼈も

お店に⼊るときに消毒液をしてくださいと⾔われるた

びに⾃分の疾患に苦しむんですよ。そういうことが許

せない。また、特別⽪膚に疾患がない⼈だってこれだ

け消毒液を吹きかけ続けることを強いる社会になった

ら⼤きな弊害と疾患とを必ず⽣み出します。

そういうことを⾔っている⼈がひとりもいない。

メディアも出さない。それがおかしい。

そして、そのおかしいという声が集結し、私はここに

⽴たせてもらっています。

「声をあげる」それはとても⼤切なことです。苦しい

思いをしている⼈を減らすことです。社会環境という

のはわれわれ⼀⼈ひとりなのです。われわれは社会環

境の⼀構成員なんです。われわれがどういう考えを持

ち、⼈にどういう考えで接するか。

それが社会環境なんです。私の意⾒は超マイノリティ

として社会から無視されているんです。それをおかし

いと思うかた、ぜひともあなたが声をあげてくださ

い。どうしたら前に進めるのかといえば、「みんなが

密になり、団結し、集結し、声を上げることです」そ

れしかないのです。

■６月３０日(火)厚生労働省
新型コロナウイルスの元凶！正しい感染症の対策をし

ていない、厚⽣労働省のせいでこの社会で困っている

⼈がたくさんいるんですよ。

６⽉１８⽇から厚労省は新型コロナウイルスでの死者

を、死因に関係なくPCR検査で陽性だったら新型コロ

ナウイルスの死者とした。

それだったら新型コロナウイルスの死者が増えるのは

あたりまえじゃないですか！まだ毒性も病原性も同定

されていないウイルスに対して1億2千万⼈分もワクチ

ンを製造しているということはおかしい！なぜ全員漏

れないワクチン製造をしているんですか！我々にはワ

クチン接種をしない⾃由はないのか。われわれ国⺠の

健康をなんだと思っているんだ。

厚労省の職員は出てこい、ここに来てお話しさせてい

ただきましょう！本当に国⺠が望んでいるのか、製造

ラインが確保されているのかを腹を割って国⺠と話し

てから決めるんじゃないんですか。

Popular sovereignty party ▶ >>>
東京都知事選挙の真っ最中、
選挙カーで怒りの抗議活動‼ 

2020.6.17、6.30、7.2、計５回！
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ボランティアのご支援
ご寄付をありがとうございました

Popular sovereignty party ▶ >>>

６⽉１⽇ 1,315,751円
６⽉３⽇ 2,854,354円
６⽉６⽇ 3,547,161円《⽬標⾦額到達》
６⽉11⽇4,369,036円

【時間とお金と人手の勝負！
　　　　　　目標は最低３５０万円！】
５⽉２８⽇から６⽉１１⽇までの２週間で集まった額
は以下のとおりです。

寄付⾦の総額(７⽉１７⽇時点)５,９２７,２３６円

【ポスター掲示】
総勢８０名以上のボランティアの⽅々の⼿により都内
１４,１３４か所のポスター掲⽰場のうち、１１,３８
２枚ものポスターを掲⽰することができました(公式発
表)。ポスタ
ーの⼿配や全掲⽰板の
位置の地図への打ち込
み、多くの⽅々の⼿に
よる惜しみないご協⼒
と連携、まことにあり
がとうございました。

■６月３０日(火)日本テレビ
いま⽬の前にあるのはわれわれ国⺠の敵、メディアウ
イルスです！お前たちは公平中⽴な放送をしていな
い。「新型コロナウイルスは怖い。新⽣活様式は正し
い」そんな情報しか放送しないじゃないか！聴衆から
は「ニュースにしてみろ！」との声も上がった。主要
５候補と⾔って、22⼈東京都知事選に⽴候補してい
るのに、他の17⼈は⽴候補していないというような
扱いをするテレビ局、公平中⽴といえるのでしょう
か。われわれは黙っていない。公共の電波を使ってわ
れわれ⼤衆を総先導しているあなたたち、まともな放
送をしていなかったらわれわれが声をあげる！その義
務があります、未来のためです、未来の社会のためで
す。ぜひともお話ししていただけませんでしょうか。
と呼びかけるもだんまりを決め込む⽇テレ社員。

■６月３０日(火)フジテレビ 
なんでも「クラスター」といって、そこの⽂化を、そ
こで楽しんでいる⼈を破壊しているのがお前たち、メ
ディアウイルスがいまやっていることなんです。声を
出したら感染してしまうかのような、悪いことをして
いるというような刷り込みを、⼤ウソを、フジテレビ
は報道していた。誰が「声出しクラスター」なんてい
うクラスターを作っているのですか！あなたたち、メ
ディアが作っているんです！と叫べば聴衆からは「そ
うだー！」と拍⼿とともにコールがあがった。

■７月２日(木)国立感染症研究所
脇⽥隆字(たかじ)さん、あなた専⾨家会議を解散すれ

ば免責されると思っていないですよね！？政府が決め

たことを我々は助⾔しただけなんて、そんな逃げ許さ

ないぞ！外に出たら怖い、飲⾷店に⾏ったら怖い、マ

スクをしていなきゃ怖い、⼈と対⾯するのが怖いとい

う⼈が、メディアウイルス、政府、そして専⾨家会議

脇⽥さんによって作られたんです。これは⼤罪です。

近くに⽴っていた職員に質問するが無表情、無⾔。
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５⽉28⽇(⽊)
 東京都知事選出⾺の意思表明と寄付⾦のお願い
６⽉6⽇(⼟)
 寄付⾦が⽬標額(350万円)に到達
６⽉12⽇(⾦)
 出⾺記者会⾒(都庁)
６⽉13⽇(⼟)
 第⼀回選挙対策会議(松⼾)
６⽉16⽇(⽕)
 東京MXが政⾒放送の受付を拒否
６⽉17⽇(⽔)
 東京MX前抗議デモ
６⽉18⽇(⽊)
  【告⽰⽇】
  【第21回東京都知事選挙 第⼀声(東京MX前)】
 初ポスター貼り
 ニコ⽣ネット演説会(ニコニコ⽣放送)
 選挙カー紹介
６⽉20⽇(⼟)
 街頭演説(2新宿駅南⼝・
 3渋⾕スクランブル交差点)
６⽉21⽇(⽇)
 街頭演説(4吉祥寺駅北⼝・5⽴川駅北⼝)
６⽉22⽇(⽉)
 街頭演説(6北千住駅⻄⼝・7上野駅広⼩路⼝)
 選挙広報掲載
６⽉23⽇(⽕)
 街頭演説(8蒲⽥駅⻄⼝)
 コロナはただの⾵邪カー2号始動
 ポスター損壊通報(北区)
６⽉24⽇(⽔)
  【政⾒放送(NHK)】

６⽉25⽇(⽊)
 参政党と対談(参政党[政党DIY]YouTube
    チャンネル)
６⽉26⽇(⾦)
 街頭演説(9新宿歌舞伎町ゴジラロード)・９６３
６⽉27⽇(⼟)
 街頭演説(10巣鴨地蔵通り商店街・
 11池袋駅東⼝)
 選挙ドットコムちゃんねる独占インタビュー(巣鴨)
６⽉28⽇(⽇)
 街頭演説(12中野駅・13⾼⽥⾺場駅)
 東京都知事選挙討論会(ニコニコ⽣放送)
 巣鴨の街宣が掲載(⾼橋清隆の⽂書館)
６⽉29⽇(⽉)
 街頭演説(14品川駅)
 中野の演説が掲載(⾼橋清隆の⽂書館)
６⽉30⽇(⽕)
 抗議活動(15厚⽣労働省前・16⽇本テレビ・
 17フジテレビ)
 品川の演説が掲載(⾼橋清隆の⽂書館)
 須⽥慎⼀郎⽒と対談 「このままだと⽇本は
 ダメになる！密になっても良いじゃないか！！」
    (  [公式]ニューソク通信社YouTubeチャンネル)

７⽉１⽇(⽔)
  【政⾒放送(東京MX)】
 抗議街宣が掲載(⾼橋清隆の⽂書館)
 NEWSポストセブンに掲載
７⽉２⽇(⽊) 
 抗議活動(18国⽴感染症研究所)
 街頭演説(19秋葉原)
 秋葉原の演説をポーランド語に同時通訳
    (Hanna Kazahari YouTubeチャンネル)
７⽉３⽇(⾦)
 街頭演説(20原宿・表参道・21新宿アルタ前)
 国⽴感染研の抗議街宣が掲載(⾼橋清隆の⽂書館)
７⽉４⽇(⼟)
 街頭演説(22新宿歌舞伎町ゴジラロード・
 23池袋駅東⼝：マイク納め、聴衆200名ほど)
 都知事選候補 ⻄本誠⽒への応援演説(渋⾕)
 選挙広報掲載(読売・毎⽇・朝⽇・⽇経)
７⽉５⽇(⽇)
  【投開票⽇・得票数8997票】開票集会(松⼾)
 池袋の街頭演説が掲載(⾼橋清隆の⽂書館)
７⽉７⽇(⽉)
 平塚正幸⽒の選挙結果の受け⽌めについて掲載
 (⾼橋清隆の⽂書館)

Popular sovereignty party ▶ >>>
東京都知事選挙の軌跡
2020.5.28～7.7
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茂原市議公認候補予定者
前橋ゆり、辻立ち始めました！

2020.7月下旬〜

進行中の裁判、
３件が書類送検されました！

2020.9月

やっと大好きな人に出会えた
大橋眞先生との対面！

2020.8.24

Popular sovereignty party ▶ >>>
東京都知事選挙2020
《投開票結果報告》

2020.7.5投開票

千葉県茂原市より前橋ゆりの地元にて政治活動を開始
致しました。いじめ、⾃殺、SNSトラブルや洪⽔災害
に困る茂原市⺠のために活動して参ります。
ゲートキーパーとしても⼀⼈⼀⼈の⼼に寄り添った活
動をして参りますので応援よろしくお願い致します。
辻⽴ちデビュー⽇には慣れない⼀⼈での演説に緊張が
伺えましたが温かい茂原市⺠の⽅からお声がけいただ
いたり地域に密着した活動を今後していくであろう様
⼦が⾒て取れました。今後の活躍にご期待ください。

YouTube内での名誉毀損と偽計業務妨害について、吉
⽥縹渺と武⽥秀⼀郎が書類送検された。また、昨年7
⽉の参議院議員選挙で千葉県選挙区から出⾺した際
に、不動産業者を介させた電話や、無い⾞を売ると
散々連絡をさせるなどした犯⼈が特定され、選挙の⾃
由妨害罪で9⽉16⽇に書類送検された。特定にいたる
1年2か⽉もの間も妨害は続いていた。3件は⺠事訴訟
の提起も含め、粛々と進められている。

参議院議員会館にて『新型コロナを斬る！』イベント
が開催され、ついに⼤橋眞⽒との対⾯が叶った。トッ
プバッターでマイクを握った質疑応答では「いまここ
を⾒渡すかぎり誰もマスクをしていない。これは⼤橋
先⽣のおかげです！」と⾔い切る前に⼤きな拍⼿が沸
き起こった。コロナ騒動以来、平塚⽒とともにあった
学びラウンジがもたらしたのは、マスクを外していい
のだという確信にとどまらない必然の出会いだった。

ー 1 0 ー

『コロナはただの⾵邪』この事実を1⼈でも多くの国

⺠、都⺠に伝えようと都知事選に臨みました。

全ての票は皆様のご協⼒の賜だと感謝しております。

ありがとうございました。

　　平塚正幸（３８）新　８９９７票　



⾃粛反対！密になろう！と呼びかけ、4⽉〜クラスタ
ーライブ、5⽉〜クラスターデモと毎週⼟曜⽇に続け
てきた街宣活動。8⽉1⽇からは⼟曜⽇に⾳楽イベント
のクラスターフェス、⽇曜⽇に街頭演説のクラスター
デモの２形態制。さらに8⽉29⽇からは『クラスター
フェス＆デモ』（弁論・⾳楽どっちも有）として毎週
⼟⽇開催に。9⽉26⽇からは「フェスというと遊んで
ると思われる」と、弁論・⾳楽⾃由な形態はそのまま
で『クラスターデモ』と名称を統⼀した。
⾳楽フェスを取り⼊れてからは更に⼈が増え、多い時
で200名ほどが集まるようになった。

■Twitterトレンド１位からの
　　　不自然なメディア露出、妨害
5⽉から毎週渋⾕駅前広場で開催し続けても完全無視
だったメディア。8⽉9⽇に突然『クラスターフェス』
というワードがトレンドランキング１位に！！
更に平塚正幸⽒が「デモの帰りにみんなで⼭⼿線⼀周
しようぜ！」と呼びかけたことが殊更⼤きく取り上げ
られ、『クラスタージャック』という⾔葉が⼀⼈歩
き。東京都の防災情報で注意喚起され、急遽閉店時間
を早める会社が出る異例の騒ぎに。
⺠放各社の取材、テレビのワイドショーで放送される
と、右翼団体、Youtuber、様々な活動団体、個⼈が
次々と妨害や売名に訪れるようになった。

8⽉25⽇「ごめんなさい。我々はすでにマスクをして
いました」と国⺠の健康を蝕むマスクの弊害と中世の
奴隷制度について語る動画を出すと、『⼀週間動画ア
ップロード停⽌』の警告。しかし、⼀週間を待たずし
て8⽉31⽇には突然のアカウント停⽌！動画も全削
除！！サブチャンネルや国⺠主権党公式チャンネルも
次々とアカウントごと削除された。
俗に⾔う『垢BAN』である。
通常はアカウントが停⽌されても、新規でチャンネル
を作れば何事もなく運⽤できることが多いようです
が、平塚⽒の場合は数時間〜４⽇程で即垢BANされて
しまう状態。遠藤チャンネル、へずまりゅうに続き、
⽇本で3⼈⽬の永久垢BANとも囁かれている。
⽇本国憲法第21条『表現の⾃由、検閲の禁⽌』を軽ん
じるGoogle社の横暴、内政⼲渉ではないだろうか？

マスクの弊害語る動画で
Youtubeアカウント停止！

2020.8.31
イベント自粛反対！
花火大会を開催！！

2020.9.13、9.21

9⽉13⽇(⽇)葛飾区の堀切⽔辺公園、9⽉21⽇(⽉)四ツ
⽊駅近くの⽔辺にて、コロナ禍におけるイベント⾃粛
や「タバコ禁⽌」「バーベキュー禁⽌」「オール電化
推進」など、⼤衆から⽕を使う⽂化を奪おうとする常
識の書き換えへの抗議⾏動として【花⽕⼤会】を開催
した。会場は無邪気な⼦供たちの笑い声で溢れた。

Popular sovereignty party ▶ >>>
クラスターフェス、
フェスデモ、クラスターデモ！

2020.8.1〜9.27
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平塚正幸さゆふらっとまうんど
◆動画タイトル一覧◆

2020.2.1〜9.30 ■新型コロナは、未来の毒性が強いウィルス蔓延
の布⽯に過ぎない
（2020-04-06）
■2020年インフルエンザ検査が禁⽌されてい
た！
（2020-04-07）
■1 緊急事態宣⾔は、国⺠の健康⽣命を守るため
ではない
（2020-04-08）
■2 緊急事態宣⾔は、国⺠の⾏動を家居へと変え
る為
（2020-04-08）
■3 緊急事態宣⾔の先にあるのは、家族交流、外
出が犯罪とされる社会
（2020-04-08）
■4 緊急事態宣⾔で、安倍⾸相は全体の幸福を⾒
極められない⼈物であることが⾔うことがわかる
（2020-04-08）
■感染者の⾃由を奪う⽴法がされるでしょう
（2020-04-09）
■クラスターライブ開始
（2020-04-11）
■⾵邪であることを証明します。
（2020-04-17）
■前、後編・コロナが今後も終息しない理由
（2020-04-26）
■⼤衆分断の概念を解説。
（2020-05-07）
■感染防⽌の為、児童に声を出さないように指導して
いる⻘森県江陽⼩学校校⻑・豊島匡⽣さんと電話
（2020-05-08）
■第⼀回渋⾕・クラスターデモ・国⺠主権党〜2020
年5⽉9⽇
（2020-05-09）

※必ずしも全ての動画を網羅できているわけでは
ございませんので抜け落ち、⽇付不明、割愛など
はご容赦ください。また、複数に分かれているも
のは併せて表記しています。

■平塚正幸新党「国⺠主権党」設⽴会⾒！
（2020-02-22）
■何やってるんだよ
（2020-02-22）
■感染経路不明、怖い←はぁ？
（2020-03-23）

■重⼤な局⾯の根拠を⽰さず、外出⾃粛！⼩池百
合⼦都知事
（2020-03-26）
■国⺠主権党お花⾒ ⼆次会！平塚正幸！さゆふらっ
とまうんど！前橋由李
（2020-03-28）

■【イタリア】死因に関係なくPCR陽性者をすべ
てコロナによる死亡とカウント！イタリア国⽴衛
⽣研究所Graziano Onder⽒
（2020-03-30）
■イタリアの死者１万⼈、致死率１０％のトリックを
説明する。
（2020-03-30）
■「コロナは⾵邪」と本当のことを⾔うと、攻撃され
る⾔論不⾃由な現代社会！
（2020-03-31）
■現代社会を分析する上で必要な概念
（2020-04-03）
■ウィルス対策で皆さんの位置情報が国に管理されま
す。（2020-04-06）
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■タンザニアでは、パパイヤ、うずら、ヤギから新型
コロナ陽性反応を⽰したようです笑
（2020-05-10）
■ウィルスパニックによって⾃殺者が増えているにも
かかわらず、⾃殺対策⽀援団体が⾃粛要請で活動休⽌
（2020-05-10）
■愛知県みよし市、中学校で⽣徒と教師がフェイスガ
ードをつけて授業することが決定
（2020-05-10）
■2019年8⽉に⽇本で採⾎した⾎液からPCR陽性
（2020-05-11）
■新しい⽣活様式の具体例が、監視社会と⼤衆分断そ
のもの（2020-05-11）
■⽇本⼈の様々な死因を⾒ると、新コロが弱毒である
ことがよくわかる
（2020-05-11）
■ドイツのコロナデモを⾒て、⽇本⼈も⾒習おう！
（2020-05-12）
■もう⼦供がいらない⼈や超重症者の⾼齢者以外、ア
ビガンを投与してはいけない
（2020-05-12）
■⼩中学⽣に１⼈１台ノートパソコン⽀給。オンライ
ン授業化する⼤阪市
（2020-05-12）

■本当は5⽉7⽇の時点で全国の緊急事態宣⾔を解除で

きていた！

（2020-05-14）

■39県の緊急事態宣⾔の解除に安堵してはいけない

（2020-05-15）

■第⼆回渋⾕クラスターデモ・2020年5⽉16⽇

（2020-05-16）

■⾃粛反対！第三回クラスターデモ！密になろう！

（2020-05-23）

■第3回渋⾕クラスターデモ 国⺠主権党

（2020-05-23）
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■2020年東京都知事選挙。皆様にお願い。国⺠主権
党 平塚正幸
（2020-05-28）
■第4回渋⾕クラスターデモ 国⺠主権党
（2020-05-30）
■プールに⾏ってきまして
（2020-06-03）
■挨拶禁⽌、お友達と会話禁⽌という奴隷教育が港区
⽩⾦⼩学校で⾏われている。
（2020-06-03）
■第５回渋⾕クラスターライブ
（2020-06-06）
■夜の街でPCR定期検査させる⽬的。児童分断が先⽣
の仕事へ
（2020-06-09）
■ブラジル・ボルソナーロ⼤統領。PCR陽性者のカウ
ントを中⽌！
（2020-06-10）
■世界中で外国⼈差別デモが⾏われている⽬的
（2020-06-10）
■平塚正幸 東京都知事選挙出⾺記者会⾒ 国⺠主権党
（2020-06-12）
■出⾺会⾒の感想
（2020-06-12）
■偏向の指南によって真実が⾒えた。
（2020-06-14）
■⼩池百合⼦・学歴詐称問題について
（2020-06-14）
■新型コロナウィルスとは何なのか？
（2020-06-15）
■東京MXTV 政⾒放送をさせろデモ！マスクをして
ないと威⼒業務妨害と⾔われる。最後に告知あり
（2020-06-17）
■第21回東京都知事選挙・第⼀声 平塚正幸 国⺠主権
党（2020-06-18）



Popular sovereignty party ▶ >>>
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■接触確認アプリ「COCOA」は⼤衆分断ツール。コ
ロナ関係の話
（2020-06-24）
■本⽇選挙妨害で4件の被害届を出します(今⽇の予
定)
（2020-06-24）
■参政党さんと対談 都知事候補 平塚正幸 国⺠主権党
（2020-06-25）
■街頭演説９ 歌舞伎町ゴジラロード 都知事選挙 平塚
正幸
（2020-06-26）
■岩⽥健太郎さん!逃げてないで対談しましょう!
（2020-06-26）
■正直に話します。。私と⼤本教、幸福の科学との関
係について
（2020-06-26）
■都知事候補 平塚正幸のコロナ以外の政策
（2020-06-26）
■歌舞伎町で職員がマスクの着⽤をスピーカーで20時
以降も呼びかけ
（2020-06-26）
■コロナ対応で⾒えてくる、監視社会推進の⼭本太郎
（2020-06-26）
■正直に話します。。私と⼤本教、幸福の科学との関
係について
（2020-06-26）
■歌舞伎町街宣  党⾸ももすぐ到着！
（2020-06-26頃）
■街頭演説１０ 巣鴨地蔵通り商店街 都知事選挙 平塚
正幸
（2020-06-27）
■6⽉27⽇スカイツリー→池袋駅東⼝へ向かいます！
（2020-06-27）
■街頭演説１１ 池袋駅東⼝ 都知事選挙 平塚正幸
（2020-06-27）

■ニコ⽣都知事選挙／国⺠主権党 党⾸ 平塚正幸
（2020-06-18）
■都知事選2020演説
（2020-06-18）
■街頭演説２ 新宿南⼝ 都知事選挙 平塚正幸
（2020-06-20）

■街頭演説３ 渋⾕スクランブル交差点 都知事選挙 平

塚正幸

（2020-06-20）

■街頭演説５ ⽴川駅北⼝ 都知事選挙 平塚正幸

（2020-06-21）

■街頭演説６ 北千住駅⻄⼝ 都知事選挙 平塚正幸

（2020-06-22）

■たくさんの選挙妨害を受けています

（2020-06-22）

■コロナポスターが剥がされた！

（2020-06-22）

■街頭演説７ 上野駅広⼩路⼝ 都知事選挙 平塚正幸

（2020-06-22）

■6⽉23⽇JR蒲⽥駅19_00〜蒲⽥駅街宣します！国⺠

主権党平塚正幸！

（2020-06-23）

■街頭演説８ 蒲⽥駅

（2020-06-23）

■政⾒放送 2020東京都知事選挙 国⺠主権党「平塚

正幸」NHK

（2020-06-24）

■英語字幕 政⾒放送 2020東京都知事選挙 国⺠主権

党「平塚正幸」NHK-2

（2020-06-24）

■MXテレビによる選挙妨害を訴えに麹町警察署に⾏

きます!（2020-06-24）



■N国、⽴花孝志が主要５候補に⼊った理由

（2020-06-27）

■街頭演説１２１、２ 中野駅 都知事選挙 平塚正幸

（2020-06-28）

■中野駅北⼝→⾼⽥⾺場駅みなさんお待ちしてます！

（2020-06-28）

■街頭演説１３ ⾼⽥⾺場駅 都知事選挙 平塚正幸

（2020-06-28）

■東京都知事選挙 討論会2.5【主催：畠⼭理仁ch】 –

20200628(⽇) 2030開始 – ニコニコ⽣放送

（2020-06-28）

■品川駅

（2020-06-29）

■メディアが感染症対策で、我々に声を出すなと⾔っ

ています

（2020-06-29）

■必ず感染症防⽌と⾔う名⽬で親⼦分断される

（2020-06-29）

■抗議活動１５ 厚⽣労働省 都知事選挙 平塚正幸

（2020-06-30）

■抗議活動１６ ⽇本テレビ 都知事選挙 平塚正幸

（2020-06-30）

■抗議活動１７ フジテレビ 都知事選挙 平塚正幸

（2020-06-30）

■#ただの⾵邪カー1号 ⾼円寺商店街へ

（2020-06-30頃）

■コロナ後遺症と⾔う嘘を報道するメディア

（2020-06-30）

■期⽇前投票、平塚を都⺠に伝えて下さい

（2020-06-30）

■専⾨家会議が解散した理由

（2020-06-30）

■本当にすいません。いろいろ考えた結果、辞退しま

す

（2020-06-30）

■⼭本太郎は障害者を⽣む社会設計に反対しない

（2020-07-01）

■政⾒放送 2020東京都知事選挙 国⺠主権党 平塚正

幸 MXテレビ ロングver

（2020-07-02）

Popular sovereignty party ▶ >>>
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■抗議活動１８-1,2 国⽴感染症研究所 脇⽥隆字 都

知事選挙 平塚正幸

（2020-07-02）

■街頭演説１９ 秋葉原 都知事選挙 平塚正幸

（2020-07-02）

■街頭演説２０ 原宿表参道 都知事選挙 平塚正幸

（2020-07-03）

■歌舞伎町7_4

（2020-07-04）

■選挙戦最終⽇歌舞伎町ゴジラ通り！

（2020-07-04）

■最後の選挙演説 池袋東⼝

（2020-07-04）

■第31回公開討論会

（2020-07-04）

■なぜコロナはただの⾵邪？

（2020-07-05頃）

■コロナは無症状者から感染する根拠がなく、むしろ

無症状者からは感染しないという裏付けがより強まっ

た証拠

（2020-07-05頃）

■東京都知事選挙 開票集会 平塚正幸 国⺠主権党

1,2

（2020-07-06）

■平塚正幸候補、選挙結果の受け⽌め

（2020-07-06）

東京都知事選挙・不正選挙について

（2020-07-06）

■【都知事選挙を振り返る】無事終りました。皆さん

ありがとうございました！

（2020-07-06）



Popular sovereignty party ▶ >>>
■５Ｇとコロナウィルスについて

（2020-07-06）

■コロナは⾵邪、と⾔うとテロリストのレッテル。現

在世界戦争中

（2020-07-08）

■第32回公開討論会

（2020-07-08）

■渋⾕スクランブル⾞の中からはじめます！

（2020-07-09）

■どうしても空気感染としたい監視勢⼒、トランプ⼤

統領はオンライン化反対

（2020-07-10）

■感染症対策を⺟⼦分断に使ってはいけない

（2020-07-10）

■第33回公開討論会

（2020-07-10）

■第6回渋⾕クラスターデモ！いろんな⼈いるー！仲

良いですよー！！

（2020-07-12頃）

■運営者募集!こういう時こそイベントしよう!

（2020-07-12）

■PCR検査する前に、必ずうがい⿐うがいをしてくだ

さい

（2020-07-12）

■東京都知事選挙で集まった寄付⾦の総額を発表

（2020-07-16）

■第７回渋⾕クラスターデモ

（2020-07-18）

■渋⾕クラスターデモで、暴⾏事件がありました

（2020-07-18）

■武⼠道、池袋東⼝ 応援 与国秀⾏ 平塚正幸

（2020-07-19）

■東京地⽅裁判所より

（2020-07-21）

■国⺠主権党の⾞が欲しいです。寄付お願いします。

（2020-07-21）

■第34回公開討論会

（2020-07-21）

■第８回渋⾕クラスターデモ

（2020-07-25）

■マスク社会で⼦供はどのように育つか

（2020-07-27）

■学校に⾏きたい⼤学⽣へ

（2020-07-27）

■第１回渋⾕クラスターフェス

（2020-08-01）

■第9回クラスターデモ

（2020-08-02）

■第9回クラスターデモでの暴⾏事件について

（2020-08-02）

■【不買】ユニクロではマスクをしないと店内に⼊れ
ず買い物もできない！(撮影許可をもらっています)ユ
ニクロ東習志野

（2020-08-03）

■昨⽇のユニクロ強制マスク騒動について詳細を
お話しします
（2020-08-04）

■第35回公開討論会・ユニクロ強制マスク騒動につい

て

（2020-08-04）

■第36-1,2回公開討論会

（2020-08-05）

■マスクと検温と除菌の断り⽅ 千葉県庁編

（2020-08-07）

■国⺠主権党の街宣⾞購⼊の寄付。重要なお話

（2020-08-08）

■第⼆回渋⾕クラスターフェス(⾳楽イベント)

（2020-08-08）

■第10回渋⾕クラスターデモ

（2020-08-09）

■クラスターデモメディア来てます

（2020-08-09）
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■ノーマスク・⼭⼿線1周 ◀ 13時間で10万再⽣突破

（2020-08-09）

■第37-1,2回公開討論会 国⺠主権党 党⾸ 平塚正幸

（2020-08-10）

■メディアウィルスにクラスターデモが報道された感

想

（2020-08-11）

■国⺠主権党のホームページが攻撃されアクセスでき

ない状態になっています

（2020-08-11）

■クラスターデモの動画がどんどん消されています

（2020-08-12）

■第３８回公開討論会 国⺠主権党 党⾸ 平塚正幸

（2020-08-12）

■なぜGoogleがクラスターデモを消すのか分かりま

した

（2020-08-14）

■危険な暑さ、と⾔う報道について

（2020-08-14）

■党⾞購⼊の寄付⾦合計⾦額を発表！（３週間経過)

（2020-08-14）

■第3回渋⾕クラスターフェス2020-08-15 渋⾕野⾳

（2020-08-15）

■やまちゃん

（2020-08-15）

■第11回クラスターデモ2020-08-16 ⻄村経済再⽣担

当⼤⾂がクラスターデモについて質問される

（2020-08-16）

■ノーマスクで⽊更津アウトレットパークに来たよー

（2020-08-18）

■戦争とは何か

（2020-08-21）
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■明⽇の第4回渋⾕クラスターフェスと明後⽇の第12
回渋⾕クラスターデモに関する⼤切なお知らせ
（2020-08-21）
■フェス！2020.08.22
（2020-08-22）

■グッディ安藤裕⼦アナの炎上についての分析・マス

ク熱中症

（2020-08-22）

■第１２回渋⾕クラスターデモ

（2020-08-23）

■転び屋・⽇本国⺠党

（2020-08-23）

■第39回公開討論会

（2020-08-26）

■第40回公開討論会

（2020-08-27）

■あれの弊害

（2020-08-28）

■くちさん。⿐さんありがとう。

（2020-08-28）

■安倍晋三総理が辞任した理由

（2020-08-28）

■今後のクラスターデモとフェスに関する⼤切なお知
らせ

（2020-08-28）

■クラスター

（2020-08-29）

■警視庁ではマスクをしない⼈と⼝を聞かないように

指導されているようです。

（2020-08-29）

■2020.08.30フェス

（2020-08-30）



Popular sovereignty party ▶ >>>
■さゆちゃんやで
（2020-08-30）
■想定内。
（2020-08-30）
■第４１回公開討論会
（2020-09-02）
■今後の動画配信について
（2020-09-04）
■TikTokとsnowは新⽣活様式に合致している
（2020-09-04）
■なぜ奴隷がマスクを付けるか解説！マスクを外そ
う！
（2020-09-04）
■アカウントが１８個消された、今の思い
（2020-09-04）
■⼤阪府で国⺠主権党のチラシをポスティングしてい
る⽅連絡ください
（2020-09-04）

■学校⾏事がなくなった学⽣の皆さん。⽴ち上がろ

う！

（2020-09-05）

■We wonʼt let fear control us – Fight against the

COVID-19 Measures and the New Normal in japan

1,2

（2020-09-06）

■今後のイベントに関する⼤切なお知らせ〜党会議決

定

（2020-09-11）

■第21回クラスターデモ、コロ茶

（2020-09-12）

■第⼀回花⽕⼤会・国⺠主権党 １〜４

（2020-09-13）

■打ち上げ花⽕をする⽅法が判明！

（2020-09-14）

■【DL拡散⽤】マスクの弊害を解説

（2020-09-15）

■このままではイベント継続が困難です。新規ボラン

ティアの⽅来てください

（2020-09-15）

■私が被害者の三件の刑事事件が書類送検されます。

（2020-09-15）
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■第４２回公開討論会 (結合編集)
（2020-09-15）
■⽇本と⼦供の未来を考える会の代表者について。
前、後編
（2020-09-17）
■戦いを失った宗教•左翼思想から抜け出してくださ
い（2020-09-18）
■第４４回公開討論会フル
（2020-09-18）
■渋⾕区の商店街からの苦情は嘘だったようです ⼟⽊
部の⽶⼭さん
（2020-09-19）
■明後⽇9⽉21⽇は第⼆回花⽕⼤会です╰(´︶`)
（2020-09-19）

■街宣⾞購⼊について

（2020-09-20）

■苦情が嘘であった根拠

（2020-09-20）

■渋⾕区⼟⽊課職員が、いきなり腕をつかみ罵声を浴

びせてきた

（2020-09-20）

■渋⾕区役所⼟⽊課課⻑ ⽶⼭が嘘つきである根拠

（2020-09-20）

■⽇本と⼦供の未来を考える会代表と対談1〜9

（2020-09-22）

■国⺠主権党主催・第2回花⽕⼤会、締め

（2020-09-22）

■⾃分の頭で考える⼈と対談１〜3 (第44回公開討論

会)

（2020-09-22）

■明⽇9⽉24⽇20時〜松⼾市でイベント運営に関する

会議を⾏います

（2020-09-23）

■和太⿎くれる⽅、関東で和太⿎、囃⼦を教えてくれ
る⽅連絡ください

（2020-09-23）

■明⽇9⽉26⽇明後⽇9⽉27⽇は、渋⾕クラスターデ

モです

（2020-09-25）

■クラスターデモの妨害者から⼆⼈⽬の逮捕者が出ま

した

（2020-09-27）



【MUSIC】
■Last Flight／⾓松敏⽣（Cover）
（2020-09-01）
■Last Flight／⾓松敏⽣（Cover）TAKE2
（2020-09-03）
■マスクを外そう！TAKE3
（2020-09-04）
■Begin／東⽅神起 (Cover)
（2020-09-04）
■あなたに／EXILE (Cover)
（2020-09-04）

■JUST ONE／DEEN (Cover)

（2020-09-04）

■秋ですね。

（2020-09-12）

■2020年夏が終わってしまいましたね

（2020-09-15）

■秋ってなんで空が⾼い？

（2020-09-19）

■ゆ（2020-09-19）

■今年の冬はどんな季節だろう？

（2020-09-21）

■僕は死にません。

（2020-09-26）

Popular sovereignty party ▶ >>>

★平塚正幸個人への支援金のお願い★

■ゆうちょ銀行　普通預金
記号番号　１０５４０−９１２８４７６１
名義　さゆふらっとまうんど
■他銀行からの振り込み
店名　〇五八店　（ゼロゴハチ店）
口座番号　９１２８４７６
名義　さゆふらっとまうんど

《現金書留》
〒２７４−００６４
千葉県船橋市松が丘５−５−７
　平塚　正幸
《クレジットカード》
http://sayuflatmound.com/?page_id=3016
《Amazon欲しい物リスト》
http://bit.do/sayuflat_amazon（��URL）★Pick UP！オススメ過去動画★

■【NO 72】ワクチン強制摂取へ感染症改正法案
〜誰でも拉致できる法律
https://www.youtube.com/watch?v=MrCmjoBIIOM

2014年10⽉、安倍内閣はワクチン強制摂取へ向けて
強制採⾎を可能にする為の感染症改正法案を閣議決定
した。無症状者から感染症が拡⼤する事を事前に⾷い
⽌める為と説明するが…コロナ茶番の事前準備！？

■平塚正幸の過去動画
　保全サイト、チャンネルご紹介
◆MEGA（オンラインストレージサービス）
『⾵焔』(主に最新動画)
『字幕⼤王』(主に過去動画)
◆ニコニコ動画
『satton』『TTT』『Demagog buster』
◆Youtube
『さゆふらっとまうんど』『社会活動家チャンネル』
『padoma tesring』『空野葵』『takusan kakusan』
『みらいゆうき』『mochi sakura』『hiroaki yagi』
『サテライトTV』『asuka』『ロミオとジュリエッ
ト』『ベルサイユの薔薇』『⿊⿃の舞』『メディアウイ
ルスワクチン』『渋⾕で⾕渋』『ムンムン』『ある』
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【関西グループ】　　参加者
【パパママ＆婦人会】募集中！

   

寄付金のお願い
    

Popular sovereignty party ▶ >>>
国⺠主権党の活動は皆様の寄付に⽀えられています。
可能な範囲でご協⼒頂ければ幸いです。
⾦額上限や個⼈情報記載、寄付⾦控除などの詳細は、
国⺠主権党公式ホームページをご参照下さい。

■国民主権党 関西グループからのお知らせ
関⻄、中国、四国の⽅で共に国⺠主権党を盛り上げて
くださる⽅を募集致します。8⽉22⽇には神⼾市三宮
の居酒屋で１回⽬の懇親会が開催されました。

■国民主権党 パパママ＆婦人会からのお知らせ
パパママ、婦⼈が中⼼となって主に昼間の時間帯に活
動中。街頭演説や座談会、公園に集まり⼦どもたちと
無邪気に遊ぶ機会もたくさんもっています。

★参加ご希望の⽅は党の公式ホームページ問い合わせ
フォームより参加希望の旨ご連絡お願い致します。
担当者、⼜はグループチャットをご案内致します。

■ゆうちょ銀行　普通預金
記号番号　１０５３０−９４０１３１９１
名義　コクミンシュケントウ
■他銀行からの振り込み
店名　〇五八店　（ゼロゴハチ店）
口座番号　９４０１３１９
名義　コクミンシュケントウ
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