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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。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。党名は…『国⺠主権党』‼ 
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。

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

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！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。
★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。

LINEスタンプ発売!!部門別で２位を獲得!!
2020.2.12

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。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。

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

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、２
０２０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。

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

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。

国民主権党『桜を見る会』大島小松川公園
2020.3.28

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。

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）

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。

出没!?感染希望おじさん！！
クラスターデモの原点

2020.5.4〜

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。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。

自粛反対！密になろう！
【クラスターデモ】開催！！

2020.5.9〜7.25

新型コロナウイルス騒動を起こしたのはウイルスではなく政府と
メディアである！コロナはただの⾵邪か⾵邪以下の弱毒性のウイ
ルスであり、感染症対策必要なし！それらを広報するために平塚
正幸⽒は東京都知事選挙出⾺を決意。広く選挙出⾺資⾦を募っ
た。⽬標額は最低で350万円。
最終的には５,９２７,２３６円の寄付⾦が集まった。

【５⽉２８⽇寄付⾦募集開始】
  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

寄付金の総額５,９２７,２３６円(７月１７日時点)

【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、１１,３８２枚も
のポスターを掲⽰することができました(公式発表)。
掲⽰作業以外にもGoogleマップExcel打ち込みなど、多くの⽅々
による惜しみないご協⼒と連携、誠にありがとうございました。

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

ー １ ー



東京都知事選挙の真っ只中、東京MX、厚⽣労働省、⽇本テレビ、
フジテレビ、国⽴感染症研究所への抗議活動を⾏った。

▪6⽉30⽇⽇本テレビ党⾸演説から抜粋
「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！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。」

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！

ー ２ ー

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)

東京都知事選挙の軌跡
2020.5.28～7.7

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時厚⽣労働省前、16時⽇本テレビ、17時フジテレビ)
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)

『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

東京都知事選挙2020《投開票結果報告》
2020.7.5投開票



ー ３ ー

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。

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〜

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。

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

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。

進行中の裁判、
３件が書類送検されました！

2020.9月

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。

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

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。
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。

マスクの弊害語る動画で
Youtubeアカウント停止！

2020.8.31

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。

イベント自粛反対！花火大会を開催！！
2020.9.13、9.21

■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』

★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！？



ー ４ ー

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。

★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）

【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
　　　

■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

■国⺠主権党 関⻄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。
■国⺠主権党 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。

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。


