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●6.4.第１０回『一票の価値は高いからこそ投票に行きましょう！デモパレード』   

 

○開催日時  ｜平成２８年 ６月４日(土)  

○目的    ｜若者たちに投票を促すため  

○集合時刻  ｜１３：００  

○出発前挨拶 ｜１３：１５  

○開始時刻  ｜１３：３０  

○終了時間  ｜１４：３０（予想）  

○持ち込み機材｜  

 プラカード 拡声器 横断幕  

 プラカードは各持ち込み大歓迎！（ホワイトボードでも OK)  

 ※ただし、民族差別的なものは禁止  

 ※国旗以外の旗類、拡声器の持ち込みはご遠慮ください  

 政党批判、候補者批判のものは NG です！  

○連絡先｜wakamonotouhyou@yahoo.co.jp  

○集合場所 ｜立川駅近くの憩いの場（公園） 

 所在地：東京都立川市曙町２丁目８-２８ 

 JR 立川駅：徒歩５分 

 立川駅北口から立川北大通り沿いを約５分、多摩信用金庫本店の北隣り 

○参考ページ 

 [選挙運動と政治運動]  

 http://ainippon.blog.fc2.com/blog-entry-502.html 

 [政策一覧] 

 http://ainippon.blog.fc2.com/blog-entry-870.html 

 [一票の価値 その１]  

 http://ainippon.blog.fc2.com/blog-entry-401.html 

 [一票の価値 その２] 

 http://ainippon.blog.fc2.com/blog-entry-402.html 

 [一票の価値 その３] 

 http://ainippon.blog.fc2.com/blog-entry-404.html 

○シュプレヒコール 

 [BLOG から見る] 

 http://ainippon.blog.fc2.com/blog-entry-887.html 

 [ＰＤＦから見る] 

 http://ainippon.web.fc2.com/pdf/z_wkmn10.pdf 

○ニコ生 

 http://live.nicovideo.jp/gate/lv264646820 
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○集合場所地図 

https://www.google.co.jp/maps/dir//35.7012625,139.4148263/@35.7004261,

139.41363,17z 

 

○パレードコース地図 

 https://goo.gl/maps/yBQSZP6xJsk 
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○横断幕 

 

 

 

ヽ( ´▽｀)ﾉ人生の先輩の賛同者も募集しています。 

若者の投票率を上げる前に、 

色々な方に政治に興味を持ってもらいたいのと、 

人生の先輩にも興味を持っていただければ、 

若者も興味を持つと思います。ヽ(´▽｀ )ﾉ 

 

 マナーよく、人に迷惑をかけず、 

一般の人を怖がらせないようにお願いいたします。 

 ※当日は警察の方が守ってくださいます。  

  ご協力、本当に感謝いたします。 

 

若者からの投票が救う!!(*'-'*) 

[HP]  http://ainippon.web.fc2.com/ 

[BLOG]http://ainippon.blog.fc2.com/ 
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[シュプレヒコール] 

＜投票＞ 

【前段】  

ご通行中の皆様！  

私達は、投票権を持つ方々は勿論、  

６月１９日から選挙権が与えられる１８歳以上の若者に対し、  

是非とも投票に行って頂ける様、呼びかけるために集まった  

どこの団体にも組織にも属さない、一般の有志の集まりです！  

 

皆さん、参議院議員通常選挙がこれから始まろうとしております。  

この参議院選挙は日本の代表を決める選挙であり、  

結果次第で皆さんの仕事や生活が大きく変わります。  

 

また、たとえば今回の選挙の争点として  

消費税、TPP、安保法制の是非、一億総活躍社会、性的指向、非正規雇用、 

地方創生、道州制、法人税、タックスヘイブン対策、金融政策、財政政策、 

ヘイトスピーチ関連、単純労働型外国人労働者緩和、 

マイナンバーを利用した Finteck（フィンテック）・ビックデータ・ポイントカード等の 

連動によるオンラインの金融商品一括管理によるワンカード化、 

人工知能、オリンピック、国際インフラ、外交、格差社会、教育、福祉、  

そして憲法改正等、場合によってはこれまでの伝統文化どころか 

国の在り方すら大きく変貌する可能性もある非常に重要な選挙となります。  

 

選挙結果によっては、日本人の雇用喪失や治安悪化をまねく外国人労働者を 

安易に受け入れる政策を行う議員が横行するかもしれません。  

 

今回の参議院選挙とは社会のあり方を決める選挙となるのです。  

そんな重要な選挙を皆さんは投票しない手はありませんよね。  

 

参議院選挙は、良識の府と言われる通り、 

立法して良い法律かどうかを監査する大事な選挙です。  

そして「わたし達や子供たちの未来を選択する事」そのものなのです。  

 

一人一人が政治に関われば、必ず生活も変わっていきます。  

有権者の皆さん、より良い未来を育てる根本は投票にあります。  

投票率を上げ、政治を変えていきましょう！！！！  
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【コール】  

1. コールいきまーす  

 はーいヽ( ´▽｀)ﾉ  

 

2. 私たちや未来の子供達のために、皆さん  

 ”投票に 行きましょー！” （投票に 行きましょー！） 

 

3. 一票の国家予算を人口で割っても７８万円以上の  

 ”価値がありまーす！ ” （価値がありまーす！ ） 

 

4. 皆さんが”投票なんて意味がない”などと考えず、 まずは  

 ”投票に行きましょー！” （投票に行きましょー！）  

 

5. 政治家は投票率を見てから投票率の高い層に有利となる政策を決めているので、 皆さん、  

 ”投票に行きましょー！” （投票に行きましょー！） 

 

6. 選挙は投票日でなくても２週間前からも投票することが出来るので、皆さん、  

 ”期日前投票に行きましょー！” （期日前投票に行きましょー！） 

 

7. 是非とも、期日前投票を行うために、皆さん  

 ”期日前投票に行きましょー！” （期日前投票に行きましょー！） 

 

8. 日本の若者に仕事を与えてお金を供給すれば、この国の、  

 ”景気が良くなりまーす！” （景気が良くなりまーす！） 

 

9. 景気を良くするために、皆さん！世代を問わず、  

 ”投票に行きましょー！” （投票に行きましょー！） 

 

10. 国政選挙は日本国籍を持つ人の当然の特権です。 皆さん、 

 ”投票に 行きましょー！” （投票に 行きましょー！） 

 

11. 日本人全てが投票に行き、  

 ”日本を再建しましょー！” （日本を再建しましょー！） 

 

12. 私たち自身が一人でも多く投票に行って、  

 ”世の中を変えましょー ！” （世の中を変えましょー ！） 

 

13. 私たち自身が投票に行って本当の、  

 ”国民主権を手に入れましょー！ ” （国民主権を手に入れましょー！） 

 

14. 投票は生活に直結するので、皆さん、  

 ”投票に行きましょー！ ” （投票に行きましょー！） 
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15. 政治を心配しているのは日本国民全員です。投票で、  

 ”政治を変えましょー！ ” （政治を変えましょー！） 

 

16. 若者のエネルギーを、  

 ”政治に 届けましょー！” （政治に 届けましょー！ ） 

 

17. 投票が終わった後に、ぜひ記念品として 

 “投票済証を 貰いましょー！” （投票済証を 貰いましょー！） 

 

18. どうしても投票する人がいないなら、白票を投じて投票率を引き上げるために  

 “投票所に 行きましょー！” （投票所に 行きましょー！） 

 

19. 国政選挙は日本国籍を持つ人の当然の特権です。 皆さん、  

 ”投票に 行きましょー！” （投票に 行きましょー！） 

 

20. 次の参議院選挙は１８歳から投票できまーす！  

 ”投票 できまーす！” （投票 できまーす！） 

 

21. 18 歳になった人も、１９歳の人も、ぜひ  

 ”投票に行きましょー！” （投票に行きましょー！） 

 

22. 18 歳くらいのお子さんやお孫さんがいる方もぜひ一緒に  

 ”投票に行きましょー！” （投票に行きましょー！） 

 

 

【締め】  

国民からの切実な声や若者の柔軟な発想、  

そして、しがらみの無い一票がより良い社会を創ります。  

 

 日本人の幸せな未来を開く為に、皆さん  

 ”投票に行きましょー！” （投票に行きましょー！）  
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最後に！  
 

☆今回のシュプレヒコールは、一点集中として、今回は１つだけにまとめ、 

内容は一般人に受け入れてもらいやすく、  

やわらかい文言で過度の興奮をしない事を目的としております。  

 

投票に行くことの重要性を普通の会話に盛り込んでいただけると幸いです。  

当然ですが、どの文章も自分たちで勝手に用いてかまいません。  

 

 

"目的は如何に投票率を上げること、 

投票に行くことについての 

話題を一般の会話に盛り込んでいただくか" 
 

 

 

それが今回のデモの目的ですので  

 

 

"投票率を上げること、投票に行くことを 

一人でも多くの方に伝えてください。" 
 

 

皆で日本の未来を作っていきましょう！ 

以上、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若者からの投票が救う!!一同より(*'-'*) 

[HP]   http://ainippon.web.fc2.com/ 

[BLOG] http://ainippon.blog.fc2.com/ 

 


