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山縣真矢
東京レインボープライド共同代表

杉山文野
東京レインボープライド共同代表

プライドパレードでは、「Happy Pride！」が万国共通
のご挨拶！　見ず知らずの参加者同士でも「Happy 
Pride！」と声をかけあって、ハイタッチやハグをします。
ぜひぜひ東京でも、目が合ったら「Happy Pride！」。
会場全体をハッピーな空気で包み込んじゃいましょう。

◯atm./TRPc

TRPオリジナル
キャラクター

［To-be］

東京レインボープライド2015［公式ガイド］

　「実はマイノリティという
のはマジョリティなのである。
民主主義の社会で何かを
変えようと思うときは、やはり
数が多いということが大事。
セクシュアリティに限らず、何かしらのマイノリティ性を
感じている人の方が世の中には多いのだから、種類は
違えど、いかにそのマイノリティ性に共感し合い、連帯
していくかが大事なのだ」
　先日、映画『パレードへようこそ』の試写会＆トークショー
に出演した際、ある憲法学者の方がこのように発言し
ているのを聞き、確かに一理あるなと思いました。
　「LGBT」という言葉が正にその通りで、これがもし
ゲイはゲイの活動、レズビアンはレズビアンの活動と
分かれていたら今の様な社会の流れにはならなかった
でしょう。LGBTという言葉には賛否両論もあるけれど、
それでもこの言葉の功績は非常に大きいのではない
でしょうか。
　僕自身、10年前にひょんな出来事から性同一性障
害である自身のカミングアウト本を出し、以来その啓発
活動に取り組んで来ましたが、たった数年前までは同
性愛と自分はまったく別物であると思っていました。正
直に言えば、このパレードはゲイとレズビアンのもので
あって性同一性障害である僕にはあまり関係がないと、
長らく思いこんでいたように思います。しかしLGBTと
いう言葉が普及するにつれ、その距離感がぐっと縮ま
り意識が変わってきたのです。
　2013年には東京レインボーウィークも始まり、
LGBT同士の横の繋がりが更に加速した年だったと思
います。
　活動を通して出会ったみんなと話せば話すほど、そ
れぞれの違いと同じを見つけ、視界が開けていきまし
た。「自分とは関係ない」という意識を「関係ある」に変

清水ミチコ清水ミチコ
Michiko Shimizu

［Profile］ 岐阜県生まれ。83年よ
りラジオ番組の構成作家を始め、
次第に出演もするようになる。86
年、渋谷ジァンジァンで初ライブ。
翌年フジテレビ『冗談画報』にて
テレビデビューし、同年『笑ってい
いとも！』で全国区デビューを果た
す。その後はテレビ・ラジオ出演の
他、エッセイ執筆、ＣＤ制作、ライブ
活動と、様々な分野で活躍中。昨
年末、10枚目となるアルバム『趣
味の演芸』をリリースした。｠また今
年１月には、日本武道館で初の単
独ライブを行うなど、精力的に活
動している。

幻冬舎／1,400円（税別）
雑誌『ＴＶブロス』で連載中の
エッセイをまとめた単行本。

『主婦と演芸』

ソニー・ミュージックダイレクト／
2,778円（税別）通算10枚
目となるオリジナルアルバム。

『趣味の演芸』

KI-YO

［Profile］ 17歳メジャーレコード会社EMI
よりデビュー。3rdシングル「The Only 
One」が、日本テレビ系のドラマ『Pure 
Soul～君が僕を忘れても～』の主題歌に
起用され、40万枚のヒット。2010年に活
動拠点をNYに移し、全米最大のゴスペ
ルイベント「Mcdona l d s  Gospe l  
Festival 2010」で27年間の歴史上、初
の日本人クワイアーのソリストとして初出
場し優勝した。2013年に全編英語のア
ルバム『Reborn』がアマゾンチャートの、
ポップ部門、ソウル／R&Bチャートで１位
を獲得。シンガーソングライターとして更な
る活動の幅を拡げるのが期待される。

僕は今回「We Are One」という曲
を、世の中の差別や偏見を少しでも
なくし、人種、セクシュアリティ、国境
を超えてみんながもっと一つになれ
たらという願いをこめて作りました。
この曲が皆さんの心の中の一つの
支えになれたら大変嬉しく思います。
同じ時代を生きている今、一緒に
「We Are One!」と歌いながら、み
んなで前に進んでいきましょう！

［Profile］ 日本の固有種であるムササビ。新宿の森に棲息
している。日本語の「飛ぶ」と英語の「to be」（＝「あるべき
姿」の意）から命名。チャームポイントは、LGBTプライドのシ
ンボル、レインボーカラーの飛膜。このカラフルな飛膜を大き
く広げ、自由気ままに大空を滑空！　LGBTの仲間たちに、
誇りと笑顔を届ける。

みなさん、お元気ですか？今年も、
東京レインボープライドの季節がやってきました。

開催地のお膝元、渋谷区では
「同性パートナーシップ証明条例」が可決されました。

東京のプライドパレードは、20年余り、
紆余曲折ありながら、そのほとんどを代々木公園で

開催し、渋谷・原宿を行進してきました。
今回、まさにその渋谷区で、画期的な条例が

生まれたことを、うれしく思います。なんだか今年の
パレードは、大いに盛り上がりそうですね。

さあ、みんなで、
「“生”と“性”の多様性」
をお祝いしましょう。
　Happy Pride！

４/25（土）
ステージ
出演！

IMALU

私は仕事の中でも
特にライブが大好き。
まさにLIVE、生きてる！って感じがする。
そのお客さんには
昔からゲイの方も多く、ささえてもらってるってカンジ。
レインボーパレードに参加するお客さんの中にも
常連さんがいるかもしれません。
LIVEには同居するって
意味もあるんだそうです。
同性パートナー条例が認められた渋谷区での
レインボーパレードLIVE、
今年は特に大きな意味になるでしょうね。

［Profile］ 1989年生まれ。語学
を学ぶためカナダの高校へと留
学。帰国後、ファッション誌でモデ
ルデビューした後、アーティストや

タレントとしてTVや雑誌で活躍中。現在、
FBS「ナイトシャッフル」、テレビ朝日「BREAK 
OUT」、TOKYO MX「ほっと、一息」にてレ
ギュラー出演中。
最新情報は、www.littletokyo.jpをチェック!
Instagram  imalu_0919

えて行くきっかけ。東京レインボープライドを開催する
ことで、あらゆるカテゴリーを越え、そんなきっかけづく
りを行っていきたいと思っています。
　そして僕自身がそうであったように、皆さんにも東京
レインボープライドに参加することで新しい仲間との
出会いだけでなく、まだ出会ったことのなかった新しい
自分自身にも沢山出会っていただけたら嬉しいです。
　LGBTの方もそうでない方も、今まで参加された方
も初めましての方も、ぜひ遊びにいらしてくださいね。
　違いこそ人生の彩り！　みんなで街をカラフルに染
めていきましょう！ 

　世界の動きに連動するよ
うに、ようやく日本も動き始
めました。
　渋谷区では同性パートナ
ーシップ証明の条例が可決
され、国会では超党派で、LGBTに関する課題を考え
る議員連盟が発足しました。政治や行政が、今まさに、
目に見える形で動こうとしています。2015年は、将来
振り返ったときに、日本のLGBT史の潮目だったと言わ
れる年になるかもしれません。
　さて、この四半世紀を振り返ってみると、まず大きな
節目になったのが、1991年２月の「府中青年の家事
件」。露骨な差別的言動や青年の家の不誠実な対応
に、公然とNOを突きつけ、６年後、裁判で勝訴を獲得
しました。90年代前半にはにわかなゲイブームもあり、
そんな機運の中、日本で初めてのプライドパレードが
94年に東京で開催されます。90年代は、「Happy 
Gay Life」という言葉に象徴されるように、まずは当事
者が自身のセクシュアリティを受容し、ポジティブにハッ
ピーに生きていこう、そんな時代でした。
　2000年代に入ると、中断していた東京のパレードが
新たな組織で再開されます。2003年には、性同一性
障害特例法が成立し（翌年施行）、様々な問題を残し
ながらも当事者の方にとっては大きなステップとなりま
した。そして、この年、性同一性障害を公表した日本初
の区議会議員も誕生しました。2000年代を通して、紆
余曲折はありながらパレードという場も断続的に存在
し、また携帯電話やインターネットの発達もあって、人
と人、人と団体、団体と団体が繋がり、横の関係性が
醸成されていったように思います。
　2010年代に入ると、ゲイやレズビアンを公表した区
議会議員や国会議員が誕生します。そして、00年代に
撒かれた種が様々な形で芽生えます。楽しく愉快なだ
けでは生活は成り立ちません。医療や教育、仕事、パー
トナーシップ、法律、人生設計……。個別具体的な課
題に向き合う団体が一気に活動を始めました。ここ数
年のパレードブースの出展団体を見ていると、その幅
の広がりを実感します。さらに、ストレート・アライという
存在。パレードのボランティアスタッフや一般参加者
にも、非当事者の方が年を追うごとに増えています。
様々なレベルでの同時多発的な胎動を感じる2010
年代前半、その流れの中での2015年なんだと思いま
す。５年後の2020年には東京五輪という一大イベント
が待ち受けています。五輪を追い風に、2010年代後
半は、この流れが大きなうねりとなり、具体的な形となっ
て実を結んでいってほしいものです。
　2012年９月に私が代表に就任して３年。東京レイン
ボープライドは今年で４回目の開催になります。実は、
東京でのパレードは４年続いたことがないのですが、
ようやくそのジンクスを乗り越えることもできそうです。
この間、パレード参加人数、協賛企業や出展ブースも
急激に増えてきました。収支を黒字に転換し、オリジナ
ルマスコットの「トビー」を誕生させ、台湾や韓国、中国
など近隣諸国の団体と繋がることもできました。今年
は２日間で開催し、飲食ブースも出展できました。また、
東京レインボーウィークと合流し、まだ申請中ですが
NPO法人化も実現できそうです。若くて有能な運営
スタッフもどんどん仲間に加わってくれています。すべ
てではないけれど、やろうと思っていたことは、ほぼやり
遂げたように思います。というわけで、私は、今年度を
もって、後進に道を譲ろうと思います。
　思えば、2002年にパレードの運営に携わってから、
13年の歳月が流れました。組織にとって新陳代謝は重
要です。年寄りがいつまでものさばっていたら、団体も
活動も活性化しません。次の世代へ、バトンを渡した
いと思います。
　長年にわたって、パレードの運営に携わったすべて
の方に、そしてこの間、山縣を支えてくれたすべての方
に、この場を借りて感謝の意を表したいと思います。あ
りがとうございました。今後とも「NPO法人（申請中）
東京レインボープライド」をよろしくお願いします。
　Happy Rainbow Pride！

17:30～

４/26（日）
ステージ
出演！



桑原敏武
渋谷区長

　第４回東京レインボープ
ライドの開催、誠におめでと
うございます。
　渋谷区は、多様な個人の

人権を尊重する社会の実現に向け４月１日条例
を制定しました。しぶやは、LGBTの皆さんへの支
援の一歩を踏み出しました。性的少数者の方々
を温かく受け入れ、全ての人が希望を持ち自分ら
しく生きることのできる環境づくりへ、区は真摯に
取り組んでまいります。
　グローバル化が進展する中、世界が注目するこの
イベントに多くの人々が集結し、理解の輪が広がり
差別がなくなる社会的機運が高まること期待します。

石川大我
前豊島区議会議員

　東京レインボープライド
2015開催おめでとうござい
ます。
　今年、日本の社会は大き

く動き出しました。みなさんご存知のとおり、渋谷
区で同性同士のカップルを「結婚に相当する関
係」と認めパートナーの証明書を発行する条例が、
自民党などの反対はあったものの、可決成立しま
した。この動きは大きく報道され、世田谷区、横浜
市、宝塚市などに広がりを見せています。国会で
は議員連盟が結成されました。自治体議員の間
でも「LGBTをテーマに行動したい」という議員が
増えています。“日本で初めてゲイであることをオー
プンにして当選した議員”のひとりとして、これか
らも私たちLGBTが暮らしやすい社会をつくるた
めに活動していきます。そして、これから生まれて
くるLGBTの子どもたちのためにも、一緒に歩ん
でいきしょう。

寺脇 研
京都造形芸術大学教授／
映画評論家・プロデューサー／
落語評論家

　わたしがそれらについて
大学で教えたり文章を書い
たりしている映画も演劇も

落語もマンガも、登場人物に多様性があってこそ
初めて豊かな表現につながる芸術です。生き方
も多様、性に対する認識も多様であることを認め
合う社会は、すぐれた芸術作品やすぐれた生活
文化を生んで、さらに心豊かな社会になっていく
と思います。もはや経済成長に狂奔する時代で
はないし、実際20世紀のように経済的豊かさを享
受するのはもはや無理でしょう。そのとき必要な
のは芸術や文化です。モノの豊かさなどより心の
豊かさこそ必要。だとすれば、「生と性の多様性を
祝福する場の提供」は、今こそ重要なものになっ
てくるのではないでしょうか。

ソニン
女優

　新たな逆風も前進してい
るからこその証拠だと思って
います。今年また『RENT』
が帰ってきます。日本でのま

た新しい前進がどんどん重なっていけるよう、応
援しています。
　私はいつまでも味方です。
　Go rainbow, being colorful as you want!!

村木真紀
特定非営利活動法人 
虹色ダイバーシティ 代表
　18歳からレズビアンとし
て生きてきて今年で22年目
になりますが、社会の許容
度が急速に高まっているの

を実感しています。メディアの真摯な報道、企業
や自治体の支援の動き、ALLY（アライ：理解者・
支援者の意）の活躍。私たちは「LGBT等の性的
マイノリティが働きやすい職場づくり」をテーマに
活動しているNPO法人ですが、昨年の講演件数
は100件を超え、興味を持ってくださる企業はど
んどん増えています。今年のアンケート調査の回
答者は過去最高の2,154人、3月にはGoogle様
より2,500万円の助成金を獲得しました！
　一方で、職場いじめ、うつ、解雇、貧困など、当
事者たちの悲痛な声も、また現実です。どんな職
場がいいのか、どんなパレード、コミュニティ、社
会を望むのか、多くの人を巻き込みながら必死で
考えないといけない時期だと思います。このパレー
ドでの出会いを、対話につなげていきましょう。
　Happy Pride!! 

太田雄貴
フェンシング銀メダリスト

 「Tokyo Rainbow Pride 
2015」の開催おめでとうご
ざいます。
　渋谷区では同性パートナ

ーの証明書を発行する条例案が可決されたとい
うニュースを先日拝見しました。
　このイベントが今後も毎年開催される度に、さ
らにLGBTが認知されて、このような良いニュース
がより増えることを願い、応援しています。

乙武洋匡
作家

　私は左利きです。みずか
ら選んで左利きに生まれて
きたわけではなく、気づいた
ら左利きでした。私は障害

者です。みずから選んで障害者に生まれてきたわ
けではなく、気づいたら障害者でした。私は○○
です。みずから選んで○○に生まれてきたわけで
はなく、気づいたら○○でした――。
　たまたま生まれついた境遇が、たまたま数が少
ないカテゴリーだと、どうしたって不幸になる。そん
な社会にはしたくない。だから、私は今年も「東京
レインボープライド 2015」を応援します。

MEGUMI
女優・タレント

　芸能界ではLGBTなど多
様な性の方々の存在は必
要不可欠です。
　豊かな感性を持った素敵

な方が私の周りにはたくさんいます。
　しかしながら世の中には多様な方々の存在が
まだ浸透していないようです。
　私たちと同じ感情と人権を持っています。みん
な同じなんです。
　このイベントで、彼らの素晴らしい才能や人間
力を是非体感して下さい！

東ちづる
女優／一般社団法人
Get in touch 代表
　ダイバーシティ、インクル
ーシブ、ノーマライゼーショ
ン、多様性社会……。
　ステキな言葉はたくさん

ありますが、「Get in touch」では、「まぜこぜの
社会」と表現しています。イメージは混ぜご飯。材
料に合わせた切り方、調理をして混ぜ込む美味し
い、まぜこぜお料理です。ごちゃ混ぜではありませ
ん。
　人として当然の配慮や寛容があれば、知識や
理解がなくても、誰も排除しない社会をめざすこ
とは難しくないはずです。自分らしくいたい。そん
な自然のことがありのままにある社会がいいなぁと
思います。人を愛する。愛する人と一緒にいたい。
そんな自然のことをみんなで祝福できる社会がい
いなぁと思います。
　Lets MAZEKOZE！
　Get in touch！

為末 大

　僕はそれぞれがそれぞれ
のまま生きられる社会がい
い社会だと思っていて、それ
を実現してくれるような動き

を応援している。LGBTの存在が社会に受け入れ
られていくことを僕はとても応援している。そして、
実はLGBTの活動が世の中に認められることが、
世の中で自分を出せないで隠れながら生きてい
るその他のマイノリティの人を勇気づけるのだと
思う。2020年に、東京で、世界がびっくりするよう
な、みんなが幸せに自分らしく生きている社会を
作ろうではありませんか

石坂わたる
中野区議会議員　

　「東京レインボープライド 
2015～パレード＆フェスタ」の
開催おめでとうございます。
　幾度か主催団体を変え、

また幾多の中断を経ても、約20年の長きにわた
りLGBTのパレードが行われてきた渋谷区で「同
性パートナーシップ証明書」を含む「男女平等及
び多様性を尊重する社会を推進する条例」が３
月に可決されました。
　1990年代に初めて渋谷でパレードを主催され
た方々、2000年代に初めて桑原渋谷区長と面
会をして支援を求めた主催者の方々、そして、現
在の東京レインボーウィークや東京レインボープ
ライドを主催されている方々がいます。
　現在38歳の私は高校３年生からほぼ毎回パ
レードに参加をする中、最初は怪訝な顔をしてい
た沿道の人達が、そのうち物珍しそうな表情に変
わり、やがてごくありふれたハレの舞台を見るよう
な表情に変わる様を肌で感じてきました。
　過去のそして現在のパレードの主催者、ボラン
ティア、そして参加をされた皆様の努力と勇気に
感謝と敬意を表し、挨拶に代えさせていただきます。

尾辻かな子
前参議院議員    

　東京レインボープライド
2015の開催、おめでとうご
ざいます。
　４年連続でパレードが開

催され、年々規模が大きくなってきていること、そ
れを一生懸命に支えておられるスタッフの皆さま
に心から敬意を表します。私は、大阪府議会議員
在任中の2005年に、東京で開催されたパレード
の開会式でレズビアンであることをカミングアウト
しました。十年一昔の言葉の通り、LGBTを含む
性的マイノリティに対する社会の理解は着実に
進んでいます。今年３月に渋谷区が同性パートナー
の証明書発行を認めたことも画期的なできごと
でした。国政の場でも、超党派の議員連盟ができ
ましたし、民主党もワーキングチームを作って法
制化の準備に入りました。これは、一歩一歩、当
事者や当事者を応援する仲間の皆さんが地道に
活動を続けてこられた成果です。一刻も早い法制
化に向けて、皆さんと一緒に努力を続けて参りま
す。これからも、一緒に歩みを進めていきましょう！

田中大輔
中野区長

　「東京レインボープライド
2015」の開催、おめでとう
ございます。
　少子高齢化、人口減少が

進む今後の社会の在り方としては、すべての人が
差別されることなく、それぞれの立場で働き、社会
参加することによって、生きがい感じられる社会を
作り、活気ある躍動的な地域社会を作っていくこ
とが、私たちの未来を拓く道であると思います。今
後、東京オリンピック・パラリオンピック開催を控
え、都市のグローバル化がさらに進んでいく中に
あって、地域社会においても様々な価値観が混
在するようになってきています。こうした多様性を
受け入れ、すべての人々が個の大切さを互いに
認識し合える。中野区ではそんな「まち」を目指し、
だれもが差別されることなく、平等に社会参加が
保障される取り組みを進めてまいります。
　レインボープライドの輪が大きく広がり、LGBT
の方々に対する理解が進むことを、心から祈念し
ております。

上川あや
世田谷区議会議員

　東京レインボープライドの
開催、おめでとうございます！
　今年は同性間のパートナ
ーシップが国内でも初めて

公認される記念すべき年！　都内で唯一、性的マ
イノリティに相談窓口を開き、区立学校で性の多
様性を扱う世田谷区でも、パートナーシップ証明
書発行の検討を今、急いでいます。ひょっとしたら
渋谷区より早く発行できるかも!?
　ともあれ、黙っていたら「いないこと」にされてし
まいがちな私たち。もっと伸びやかに暮らせる社
会の醸成に向けて、「ここにいます！」と示し、その
実像を伝えてゆきましょう。一人一人の「変えたい」
という思いや勇気が社会を変える。私はそう信じ
ています。

保坂のぶと
世田谷区長

 「東京レインボープライド
2015」の開催おめでとうご
ざいます。私も、国会議員の
頃に、パレードに参加させて

いただきました。多様性を尊重し、セクシュアルマ
イノリティの方々の人権が保障される社会を創る
ために、ともに力をあわせたいと思います。
　2012年から4年間連続で、世田谷区内で
「LGBT成人式」が開催されています。実行委員
会の皆さんの手で、「自分らしい晴れ姿」を自然に
表現して、喜びをわかちあう場として継続している
このイベントには、毎回来賓としてお招きを受け、
区を代表して挨拶をさせていただいています。
   先日、区役所に16名のセクシュアルマイノリティ
の方々が訪問され、住民票や納税証明書を示しな
がら、同性で暮らす上で苦労している点等をお話
いただきました。世田谷区も、区長判断で出来るこ
とを現在準備しているところであり、またこれからの
差別解消のための課題に向き合うつもりです。
   私もまた、皆さんと共に「自分らしく、互いに認め合
い、生きられる社会」を創っていきたいと思います。

Korea Queer 
Culture Festival

関西レインボー
パレード in 
レインボーフェスタ！

［今年の開催］2015年秋

　レインボーフェスタ！（関西レインボーパレード×
関西レインボーパーク）は、東京レインボープライ
ドを応援しています！
　東京レインボープライド2015の開催を心より
お慶び申し上げます。
　また、スタッフの皆様をはじめ、関わられている
皆様のご尽力に深く敬意を表します。今年も東
京の街が虹色に染まる日がやってきますね。
　虹の色がグラデーションであるように、性のあり
方もまたグラデーション。多彩な人たちが集い、
共に笑い、感動が生まれることと思います。
　東京レインボープライドに集う全ての人が、ハッ
ピーな日を過ごされますことを心より願っておりま
す。関西レインボーパレードは今年で10周年を迎
えます!!秋頃の開催を目指し、これから準備を進
めて参ります。
　　　　　 レインボーフェスタ！実行委員会
　　　　　 関西レインボーパレード実行委員会
　　　　　 関西レインボーパーク実行委員会

虹色どまんなか
パレード

［今年の開催］
2015年10月31日（土）

from 韓国 from 上海（中国）

［今年の開催］６月12日（金）～21日（日）
http://www.shpride.com

from 香港（中国）

from 名古屋

from 関西

［今年の開催］６月13日（土）
http://www.kqcf.org

도쿄 레인보우 프라이드 2015를 응원합니다.
안녕하세요. 서울에서 프라이드 퍼레이드를 주최하는 
한국의 퀴어문화축제조직위원회입니다. 우선 도쿄 
레인보우 프라이드 2015의 개최를 축하합니다. 
준비하느라 고생하시는 운영위원회 여러분에게도 
감사와 격려의 말씀을 드립니다.
저희 조직위원회는 작년에 처음으로 TRP에 
참여했습니다. 도쿄 중심가의 가장 큰 공원에서 
열리는 점, 다양한 부스와 각양각색의 참가자들, 
차분하면서도 박진감 넘치는 퍼레이드, 밝은 얼굴로 
호응하던 시민들. 모든 것이 너무 즐겁고 행복했던 
기억으로 남아있습니다.
올해는 시부야 구의 동성 간 파트너 관계를 증명하는 
제도 추진으로 작년보다 더욱 흥겨운 분위기가 될 
거라는 소식을 전해 들었습니다. 시부야 구의 이번 
결정을 너무 환영하며, 여러분들에게도 축하한다는 
말씀을 드립니다. 저희 조직위원들은 이번 해에도 
TRP에 참여해 함께 축하하고 뜻 깊은 시간을 
만들도록 하겠습니다.
이번 해 서울의 퍼레이드는 6월13일에 열립니다. 
서울은 현재 보수 기독교 동성애 혐오세력으로 인해 
장소를 구하는 것부터 쉽지가 않은 상황입니다. 
도쿄의 많은 분들이 함께 해주신다면 큰 힘이 될 것 
같습니다. 저희의 이번 슬로건 ‘사랑하라, 저항하라, 
퀴어 레볼루션’을 함께 외치면서요!
그럼 4월 26일 도쿄에서, 6월 13일 서울에서 우리 
모두 만나요!
다시 한 번 도쿄 레인보우 프라이드 2015를 
축하드립니다. Happy Pride!
　　　　　　　　　　　　-퀴어문화축제조직위원회

　東京レインボープライド2015を応援します。｠
　こんにちは。ソウルでプライドパレードを主催し
ている「韓国クィア文化祭」の組織委員会です。
まず、東京レインボープライド2015の開催おめで
とうございます。準備で苦労されている運営委員
会の皆さんにも感謝と声援を送ります。
　私たち組織委員会は、昨年初めてTRPに参加
しました。東京の中心街の一番大きい公園で開
催されること、さまざまなブースと色とりどりの参加
者、落ち着いていながらも迫力あふれるパレード、
明るい顔で応えてくれた人々。すべてがとても楽
しく、幸せな思い出として心に残っています。
　今年は渋谷区の同性間のパートナー関係を証
明する制度の推進によって、昨年よりも楽しい雰
囲気で盛り上がりそうというお知らせを聞きました。
渋谷区の今回の働きかけを大歓迎し、皆さんにも
お祝い申し上げます。私たち組織委員会は今年
もTRPに参加し、共に祝いながら有意義な時間
を過ごしたいと思います。｠
　今年のソウルパレードは、6月13日（土）に開催
されます。ソウルは現在、保守キリスト教の同性
愛嫌悪勢力により、場所の確保することすら容易
ではない状況です。東京の皆さんが共に歩いてく
だされば、大きな力になりそうです。私たちの今回
のスローガンである、「愛せよ、抵抗せよ、クィアレ
ボリューション」を一緒に叫びながら！｠
　それでは、4月26日に東京で、6月13日にソウル
で、みんなでお会いましょう！
　もう一度、東京レインボープライド2015の開催
おめでとうございます。 
　Happy Pride！
　　　　　　Korea Queer Culture Festival

　レインボーフラッグは６色の色で出来ています
が、実際の虹は数え切れないほど多くの色で出
来ています。
　このグラデーションのように私たち一人一人は
唯一無二の存在であり、この事実を私たちは年
に一度、世界の人と共に祝いたいと思います。
　私たちは主催者として、私たちのこの行動が平
等で差別のない社会につながるものと信じてい
ます。
　私たちはみな違う存在ですが、上海でも東京で
も、この多様性の中で団結し共に支えあっていき
ましょう。  李雷雷（上海プライド共同運営委員長）

虽然我们的彩虹旗只有以六个颜色作为代表, 
不过一道彩虹实际上却是由无限光谱上全部的
色调所组成。
就像彩虹的每个阴影一样, 我们每一个人都是
独一无二的, 因此每年我们都会邀请全世界与
我们一同庆祝这个真理。
身为主办者的我们相信, 这样的行动更能彰显
我们想要平等融入这个社会的决心。
不管我们在上海还是东京, 我们每一个人都是
独特的, 但是在这独特性之中, 我们又团结的互
相扶持着。 （李雷雷, 上海骄傲节组织者）

Our rainbow flag is made up of just six 
colors, but an actual rainbow contains an 
infinite spectrum of hues.
Just like the shades of the rainbow, every one 
of us is special, and once a year we invite the 
world to celebrate this fact together with us.
In doing so,we as hosts demonstrate our firm 
will to become an equally integrated part of 
society.
No matter whether in Shanghai or in Tokyo: 
We are all unique, but in our diversity we 
stand united. (Thorben Li Leilei, Shang-
haiPRIDE Co-Organizer)

　おめでとう日本！　東京都渋谷区の同性パート
ナーシップ条例が成立したことを嬉しく思います。
香港と日本が共にLGBTが平等に扱われる社会
を目指して努力していくことを願っています。がん
ばれ東京レインボープライド！
　　　　　　　　　　香港プライドパレードより

恭賀日本！東京澀谷區通過條例承認同志伴侶
關係，在同志平權路上，祝願香港與日本一同並
肩努力。東京同志遊行加油！ 
香港同志遊行 敬上
Congratulations to Japan! Tokyo’s Shibuya 
ward just passed new ordinance to recognize 
same sex partnerships. Wish that Hong Kong 
and Japan will work together to fight for 
LGBT equality. Tokyo Rainbow Pride, Go 
for it!
　　　　　　From Hong Kong Pride Parade

上海骄傲节 香港同志遊行
Hong Kong Pride ParadeShanghai Pride

　東京レインボープライド2015の開催おめでと
うございます！
　また運営委員の皆さま、今日までお疲れ様です。
　渋谷区の同性パートナー条例で注目を集める
東京の地でのプライドパレードの開催で、関東地
方のみならず日本全国に住むセクシュアルマイノ
リティがより住み良い社会になる為の原動力にな
ることをとても嬉しく、また心強く思います。今年
も名古屋では、10月31日に第４回目となるパレー
ドを開催します！　今東京で起きている動きを中
部地方にも広げていきたいと思います！　東京レ
インボープライド参加者の皆さまにも、運営委員
の皆さまにとっても素晴らしいイベントになること
を心からお祈りしています
　　　　　 虹色どまんなかパレード実行委員会

ローベルト・
フォン・リムシャ
ドイツ大使館 広報文化担当公使

　本年も再び、ドイツは確
固とした信念を持って「東
京レインボープライド」を支

援し、このことを大変嬉しく思います。そして、他
のヨーロッパのパートナーと共にドイツ大使館は
共同のブースを設置し、ここで世界に開かれた多
様で多彩な今日のドイツについての観光情報と
19世紀末のドイツの同性愛運動の情報を提供
します。
　寛容性、他と異なることへの敬意、そして違い
を認めることは今日のドイツの中心的な価値です。
それはこうした姿勢が共通認識となる前に、ドイツ
が誤った道を歩んだ経験にもよるものです。今日、
ベルリンやケルンは「世界のゲイの中心地」のひ
とつになっています。
  在日ドイツ人は、「東京レインボープライド」のご
成功をお祈りし、参加者全員が多いに楽しまれる
ことを願っています。

http://www.shpride.com



SPECIAL  INTERVIEW

「多様な価値観を共有すれば、面白いプロダクトが生まれてくる」

M O V I E

今年の東京レインボープライド（以下TRP）トップスポンサーは、（株）チェリオジャパン。
皆さんご存知の通り、日本生まれの清涼飲料水の製造販売メーカーです。 
なんと今年でチェリオブランドがスタートして50年。代表製品のライフガードは
来年で発売30周年を迎えます。 そんなアニバーサリーな（株）チェリオジャパンが、 
どういった経緯でご協賛に至ったのか、どんな企業カルチャーがあるのか…。 
専務取締役の菅大介さんに、TRPの若手メンバーがお話を伺ってきました。

̶改めまして、この度はTRPのトップスポンサーとして 
ご協賛いただきありがとうございます。まだまだ日本で 
はLGBTへの理解が広がっていない中で、なぜご協
賛に至ったのでしょうか。 
菅（以下敬称略）：ご協賛のお話を頂いた時に、『お日
様のあたる場所で、「皆で前向きに生きよう」というメッ
セージを発信する』イベントというコンセプトを聞き、共
感したのがきっかけでした。弊社の考え方として、「自
分らしく生きる」ということを大事にしており、会社の目
標と個々のメンバーの幸せに整合性をつけ、共に成
長していくことを目指しています。 　
　弊社のライフガードという飲料を支持して頂いてい
る層としては若い人が多く、「自分らしく生きることをと
ても大事にする」世代であると思うので 、そういった人
たちの自己表現の場所になっているレインボープライ
ドと、ライフガードを通じて弊社が伝えたい想いに親
和性があると考え協賛に至りました。また、LGBTマー
ケットは約６兆円あると言われており、飲料業界の市
場が約5兆円である中、弊社にとってとても大きな機
会のあるマーケットであると捉えています。 
̶昨年もご協賛いただきましたが、それによる気付き
や変化はありましたか。 
菅：昨年はイベント会場にてライフガードのサンプリン

グを東京チーム皆で行わせて頂きました。それまで
LGBT との接点がなかったメンバーもいたと思うので
すが、今年はパレードに参加したいと楽しみにしてくれ
ています。また、弊社の公式Webページ内でスポンサー
になったことを発信したり、会社説明会の会場で、
TRPでのサンプリングの映像を流したりと、活動内容
を発信しています。我々の会社にもLGBTの方はいる
はずです。現状社内でカミングアウトしている人はいま
せんが、とりあえずはそのような方々にホッとしてもらえ
ていればうれしいです。 
̶御社のホームページを拝見していますと、人材の「
多様性」を重要視していると感じました。「多様性」に
対する想いを教えてください。 
菅：実は、「多様性」を楽しむ文化は「失敗」の推奨と
いうところに強く紐付いています。失敗をして、失敗か
ら学び、立ち直ってなんとか努力をしている人たちと
いうのは、自分の歩むストーリーや働く意味などについ
て、自分なりに何か仮説を持って人生に取り組んでい
る場合が非常に多いと思います。採用の際も、自分の
情熱が本当にこの会社とフィットするのかということを
判断しにきてくれます。そうすると、飛び抜けたユニー
クな人材が多く集まってきます。例えば、昨年新卒で
入社した社員の年齢は、下が20歳で、上が33歳です。
個々人の個性、年の差も含めた上で、皆で一緒に協
力して学びを創る環境を設計することを目指してい
ます。
 ̶LGBTとしての自分の生き方も受け入れられている
んだと思うと、うれしいです。最後に、今後の御社の 
展開とこれからの日本社会のあるべき姿についてお
考えを教えてください。 
菅：清涼飲料水を作って売るということが、我々の基
本的な商売であるので、お客様から見えるチェリオは、
ほとんどがライフガードなどのプロダクトそのものです。
しかしながら、そこにはやはり作り手の表情がどこかし
ら出てくるものだと考えています。会社でも人間が生

き生きと働いていたり、多様な価値観が共有されてい
ると、多様性に富んだ面白いプロダクトが生まれてくる
と思うのです。お客様の中にLGBTの方がいるのであ
れば、そういう方々への共感も含めて我々が会社内で
文化を創っていくべきだと思います。これからも会社
の内部の変革を進め、 社員一人一人が自分らしく生
きられる風土を創り、チェリオにしか提供できない価値
を社会に対して提供していきたいと考えています。日
本では今、東京レインボープライドをはじめとする アク
ティビティを通じて、LGBTの可視化が進んできている
と思います。世の中としても、もっとLGBTマーケットの
重要性を認識していくべきだと思います。 

［インタビューを終えて］
チェリオジャパンでは、今年４月より滋賀県で新工場
が立ち上がったそうです。作業動線が、男女の体力に
関係なく働けるようデザインされているとのことで、
「人」を大事にする会社であることをひしひしと感じま
した。菅さん自身、学生時代はLGBTの友人が周りに
多くいたそうで、とてもLGBTフレンドリーな方でした。
個人的には、「（LGBT関連など）やりたいことで一人
前に食べていけるようになりたい」という私の目標に対
し、激励の言葉をいただいた際に、キュンとなりました。 
頑張ります！　ライフガードごちそうさまでした!!

（株）チェリオジャパン
専務取締役・菅 大介さん

若手メンバー

　「初めて」は、どんなものでも、誰にとっても、恐ろしい。
　突き詰めれば人生は「初めて」の連続で、まったくもっ
て同じ瞬間はないのだけれど、人は「初めて」を積み
重ねることで学習し、他者や環境に馴化・適応していく。
それが「経験」というもので、その経験の厚みが、人
生に幅や奥行きをもたらしてくれるのだろう。
　その昔、イギリスに「鉄の女」と呼ばれる政治家がいた。
彼女の名は、マーガレット・サッチャー（1925～ 2013）。
イギリス初の女性首相として、1979 年から 90 年まで
の長きにわたってその地位にあった。「ゆりかごから墓場
まで」の「大きな政府」から、市場原理に基づく「小
さな政府」へ、サッチャリズムと名付けられた新自由主
義的な経済政策を強力なリーダーシップで断行した。
　また、彼女は、当時、影響力の強かった労働組合に
対しても強硬な姿勢でメスを入れた。中でも強大な力を
持っていた全国炭鉱労働者組合に対しては、採算の取
れなくなった20か所の炭鉱を閉鎖し、合理化を迫った。
それに対して炭鉱労働者組合は、1984 年３月、無期
限ストライキに突入して抵抗した。長期化したストライキ
はおよそ１年にも及んだが、結局、組合側の敗北で終
わってしまう。そしてその後、イギリスでは、労働組合
運動自体も弱体化していく。
　救世主か、破壊者か。現在でもその評価が大きく分
かれるサッチャー首相が君臨した、そんな時代のイギリ
スが舞台となる、実話に基づいた映画が『パレードへよ
うこそ』である。
　1984 年６月 30 日、ロンドン。すでに毎年の恒例行
事となっていたレズビアン＆ゲイ・プライドマーチが、こ
の年も開催されていた。沿道には、中指を立て物を投
げる若者や、「Burn in Hell（地獄へ堕ちろ！）」と書か
れたプラカードを掲げる老婦人もいる。そんな中で、同
性愛者たちは、ロンドンの街を胸を張って行進した。そ
の列の中に、ストライキの真っ最中にあった炭鉱労働者
を支援するための募金活動を行っているグループがあった。
　グループのリーダー、マークは、パレードの直前にテ
レビのニュースで炭鉱労働者のストライキの報道を観
て、彼らの力になりたいと反射的に募金を思い立ったの
だ。その後、マークは持ち前のリーダーシップを発揮し、
仲間たちにも声をかけ、街頭での本格的な募金活動が

始まった。しかし、まとまった額のお金が集まったはいい
が、全国炭鉱労働者組合に何度電話しても、LGSM（炭
鉱夫支援レズビアン＆ゲイの会）という団体名を名乗る
と、「後でかけ直す」と言われて相手にしてもらえない。
そこで直接、炭鉱のある町の役場へ問い合わせてみる
と、あっさり OK が出る。そこから、南ウェールズの炭
鉱の町ディライスの人々と、彼らへの寄付を申し出たロ
ンドンの同性愛者のグループとの交流が始まる。とはい
え、「初めて同性愛者に会う炭鉱夫たち」と「初めて
炭鉱夫に会う同性愛者たち」との交流が、スムーズに
進むはずがない。
　サッチャー政権下の炭鉱の町を舞台にした映画『リト
ル・ダンサー』で、ボクシングよりバレエに興味を持つ
ビリー少年に対する炭鉱夫の父親や兄の、その猛烈な
拒絶ぶりを見れば端的に分かるように、炭鉱の町は「男
は男らしく」なマッチョな世界なのである。
　ゲイ＆レズビアンとマッチョな炭鉱夫。まるで接点の
見いだせない対照的な人たちの「初めて」の対面は、
不安や偏見からか、とてもぎこちなく、消極的だった。
けれどもそこから、なんだかんだありながら、次第に打ち
解け、分かり合い、絆を結んでいくわけなのだが、その
過程こそが、この映画の最大の醍醐味なのだろう。そ
の展開の妙は、ぜひ、映画館で味わっていただきたい。
　そして、この映画の魅力についてさらに付け加えるな
ら、サイドストーリーの巧みさが挙げられよう。「クローゼッ
ト」から出て LGSM に新たに加わった青年ジョーの挿
話は、セクシュアルマイノリティと家族、カミングアウト
について考えさせられる。あるいは、1980 年代に猛威
をふるい始めた HIV/ エイズに関するエピソードを差し
色のように挿入し、その時代性を浮き立たせている。
実際、グループのリーダーだったマークは、87 年にエイ
ズで亡くなったという。
　それから小ネタではあるが、「性交同意年齢」について
のちょっとした皮肉。イギリスは、その昔、オスカー・ワイ
ルド（1869～ 1918）が同性愛の罪で投獄されたことで
も有名だが、1967 年まで男性間の性行為は犯罪とされ
ていた（正確には、この年に合法化されたのはイングラン
ドとウェールズ）。そして、合法となったものの、性交同意
年齢において、異性間は16歳なのに同性間のそれは21

歳と、格差が設けられた。これが解消され、16 歳に統一
されたのは2000年。ほんの15年前のことである。
　男性間の性行為が 19 世紀には死刑に処せられ、ほ
んの半世紀前まで犯罪だったのに、この映画で描かれ
た 1984 年からちょうど 30 年が経った 2014 年には同
性婚法が施行されたイギリス。この振れ幅の大きさは一
体何なんだろう。そういえば、２月に初来日されたウィリ
アム王子のレセプションにご招待いただいた際、王子
は、王室にゲイやレズビアンがいても気にしない、友人
にもたくさんいる。そして、日本がカミングアウトしても
問題ないような社会になるといいですね、と話された。
これが、イギリスという国の懐の深さなのだろうか。
　日本では、ここ最近、在日コリアンに対するヘイトス
ピーチが大きな問題になっているが、昨年の東京レイン
ボープライドに参加した在日コリアンのヘテロ男性の言
葉が印象に残っている。「在日に対するヘイトデモにマ
ジョリティであるたくさんの日本人が闘ってくれた。今度
は、LGBT に対するヘイトに、マジョリティであるヘテロ
男性として闘いたい」
　ヘイトにさらされているマイノリティグループは、なか
なか声を挙げにくいものである。だからこそ、他のマイ
ノリティグループといかに連帯していくのかが、いわゆる
「ストレート・アライ（straight ally：異性愛者の支援者）」
の存在と共に、これからの LGBT 運動を広げていく重
要な鍵になってくるのではないだろうか。
 　ところで、この映画の原題は実にシンプルで、
「PRIDE」という。元来は“誇り”や“自尊心”といっ
た意味を表すわけだが、そこから転じて現在では、
LGBT のパレードのことを指す世界標準の言葉にもなっ
ている。「PRIDE」の訳語としては、「自己肯定感」が
私には一番ぴったりくる。セクシュアルマイノリティが異
性愛社会の中で自己肯定感を得るには、とても大きな
困難が横たわっている。だからこそ、LGBT のパレード
に「PRIDE」という言葉が冠されるようになったのでは
ないか。私は勝手にそう解釈している。
　TRP2015の前にこの映画を観て、気分を昂揚させるか。
　TRP2015の後にこの映画を観て、余韻に浸るか。
　映画とTRP2015とをセットにすれば、感動は10倍に!!
 　　　　　　　　　　　　　　　 文／山縣真矢

■パレードへようこそ
●2014 年イギリス（121分）
原題：PRIDE
監督：マシュー・ウォーチャス
出演：ビル・ナイ（クリフ）、イメルダ・スタウントン（ヘフィー
ナ）、アンドリュー・スコット（ゲシン）、ジョージ・マッケイ
（ジョー）、ベン・シュネッツァー（マーク）、パディ・コンシ
ダイン（ダイ）、ジョセフ・ギルガ（マイク）
配給：セテラ・インターナショナル
劇場：シネスイッチ銀座、横浜シネマ・ジャック＆ベティ
ほか全国順次公開
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「ゴールデンウィークを、レインボー
ウィークに!!」を合言葉に３年目を迎
えた「レインボーウィーク」。
今年は、４月25日（土）～５月６日（水・
祝）の12日間で、期間中、Culture、
Lecture、Workshop、Health、
Sports、Partyといった様々なカテ
ゴリーのイベントが目白押し。まずは
チェック！ そして、ご参加を!!

①無料②Gap原宿店（渋谷区神宮前1-14-27）③特になし④
Gap⑤Gapが強力にサポートする、５年間で10,000人の
LGBTのポートレート撮影を目指すカミングアウトプロジェクト
「OUT IN JAPAN」（共催：認定NPO法人グッド・エイジング・
エールズ）。 GapとRENTがサポートしたプロジェクト#001でレス
リー・キー氏が撮影した、67組（82名）のポートレートを、Gap原
宿店で展示します。

OUT IN JAPAN写真展@Gap原宿店
営業時間に準じる／4月21日～28日 Culture

①無料②中野駅ガード下ギャラリー夢通り（～５月17日）／中野
ブロードウェイ階段ギャラリー③不問④Love is Colorful ⑤誰で
も見ることのできる中野駅ガード下、中野ブロードウェイギャラリー
を使った写真展。セクシュアル・マイノリティ当事者や、その周辺
の家族・友人の日常を切り取り、 セクシュアル･マイノリティが
「どこか遠く」ではなく、「すぐそば」に生きていることを伝えます。 
プロジェクト２年目となる今年は、日本だけではなく英国のセクシュ
アル・マイノリティを写した作品も展示します。

写真展「なんでもない生／性のかたち」
終日／4月25日～5月25日 Culture

①1,100円（３回券2,800円）②東京ウィメンズプラザホール
（渋谷区神宮前5-53-67）③各回246名④東京国際レズビア
ン＆ゲイ映画祭運営委員会⑤東京国際レズビアン＆ゲイ映画
祭は、セクシュアル・マイノリティをテーマとする作品を上映し
ています。 春の名作劇場では、近年上映した中で人気の高
かった３つのプログラムをセレクトしてお届けします。上映作品：
『海外短編集』 『ミスター・エンジェル』『G.B.F』

東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭　春の名作劇場
終日／4月25日～5月25日 Culture

①500円②Neccoカフェ（新宿区西早稲田2－18－21 羽柴ビ
ル202）③30人④日本LGBT障害者・患者運動連絡会 ⑤トラ
ンスジェンダーやXジェンダーなどLGBTにとって発達障害は
決して珍しい存在ではありません。様々な生きづらさにつながり
かねないこの障害＝個性を生きるLGBTのために、発達障害
者が独力で運営する「Neccoカフェ」にて交流会・勉強会を開
催。19時からはNeccoカフェのインターネット放送「バラバラ」
のLGBT特集をユーストリームで放送する予定。

『NeccoレインボーDay & 発達障害ネット放送「バラバラ」
15:00～21:00 Culture

①有料②JICA地球ひろば（新宿区市谷本村町10-5）③100
名④ユナイテッドピープル⑤昨年、東京国際レズビアン＆ゲイ
映画祭で唯一のドキュメンタリー作品として上映された『アゲ
ンスト８』。本映画を日本で正式に公開することになりました
（2015年晩秋から2016年初春を予定）。今回はレインボー
ウィークに合わせて、特別に先行上映いたします！ セクシュアリ
ティに関係ない普遍的な“愛”の在り方を痛感する感動の本
作、ぜひこの機会にご覧ください!!

映画『アゲンスト8』特別先行上映会
18:30～21:00 Culture

①2,000円（予定）②gossip（渋谷区神宮前5-46-15 フィル・
パーク表参道2F）③25名④読書サロン⑤秋山はる『オクター
ヴ』のファンが、作品について語り合う会です。『オクターヴ』が
好きな方、百合漫画について語りたい方、百合ファン友達が欲
しい方、是非ご参加ください。作品についてはネタバレしますの
で、どうぞご了承ください。

秋山はる『オクターヴ』読書会
13:00～15:00 Culture

①無料②国立オリンピック記念青少年総合センター（渋谷区
代々木神園町3-1）③40名④中国×クィア×映画祭実行委員
会 ⑤「中国×クィア×映画祭」は、日本国内であまり取り上げら
れることの少ない、中国のクィア（≒性的マイノリティ）の現状
について映画を通じて広く共有し学ぶ場をつくることで、アジ
ア圏での性的マイノリティ運動をめぐる新しいネットワークを構
築することを目指しています。 今回はレインボーウィークに合わ
せ、「結婚」をテーマとした中国の映画を日本初上映。

中国×クィア×映画祭　特別上映会＋ディスカッション
14:00～16:30 Culture

①有料②東京ウィメンズプラザ（渋谷区神宮前5-53-67）③各
回100名④「R/EVOLVE-結婚と平等とピンクマネー」上映実
行委員会⑤4月29日（水・祝）19:00～20:25（※この日のみ千
駄ヶ谷区民会館会議室1）、5月1日(金)17:45～19:10／19:20
～20:45、5月6日(水・祝)13:15～14:40／15:00～16:25にも
上映。同性婚が法律で認められれば全て上手く行くはず？ 結
婚の平等とは何か。その代償は何なのか。同性婚がホットな話
題だった米国2013年の作品です。

映画「R/EVOLVE 結婚と平等とピンクマネー」上映会
17:45～19:10／19:20～20:45（4/29、5/1、5/6も開催） Culture

①無料②コミュニティセンターakta（新宿区新宿2-15-13第2
中江ビル301）③40名程度ごと④コミュニティセンターakta⑤
モデルにNAOとmAkeyを迎えたキャンペーンポスターをはじ
め、TRP2015フェスタ会場において、みんなが参加したメッセー
ジボード、様々なコンドームやローションなどを展示します。
「YES ! Safer Sex」　aktaは、アナタのステキなセックスライ
フを応援します。※コミュニティセンターaktaは、RAINBOW 
WEEKの期間中、休まずに開館します。

展覧会「YES！Safer Sex-5月6日（ゴムの日）を虹色に！」
16:00～22:00／4月24日～5月10日 Health

①無料②インターネット上③上限なし④あじさいの会⑤パレー
ドに参加するには家から出る必要があり、電車にも乗らねばな
らず、人混みや喧騒に耐えられるメンタリティも必要です。でも、
もし家から出られない、パレードに行く気になれないなら、この
チャットルームで気楽に話しませんか？ 「あじさいの会」は性的
マイノリティなどでひきこもりや貧困を抱えている人のための
団体です。まずは、lgbtikiru@gmail.comにメール下さい。パス
ワードとチャットルームのアドレスをお送りします。

ひきこもりのLGBT・セクマイのチャット大会
21:00～23:00 Health

①500円②新宿区大久保地域センター（新宿区大久保2丁目
12番7号）③60名④Gフレとメディコロル⑤日本ではまだまだ
セクシュアルマイノリティーにとっての「健康・医療に関する課
題・トピックス」を共有する機会が少ないのが現状です。普段は
HIVの活動をしている“ぷれいす東京Gay Friends for AIDS
（Gフレ）”と、LGBTが医療と上手につきあうための活動をして
いる“medicolor”のコラボでお送りするトークイベント。お菓子
やドリンクの用意もありますので、気軽にご参加を。

LGBT Helth Talk
14:00～16:00 Health

①2,000円程度②神宮外苑フットサルクラブ千駄ヶ谷コート
（新宿区霞ケ丘町11-1）③20～30人（18歳以上の戸籍上女
性）④Ellevie ⑤Ellevieは新宿２丁目にある、頑張る女性の癒
しの場をコンセプトにしたBarです。フットサル部は１年前に発
足し、毎月１回定期的に開催。プロのコーチが優しく丁寧に教
えてくれるので、初めてボールを蹴る方でも安心です。 フットサ
ルやってみたかった方、運動不足解消したい方、ダイエットした
い方……。お１人でもお友達とでも、お気軽にご参加を！

Ellevie レディースフットサル！
15:00～18：00 Sports

①無料②カラフルステーション内「MoCA東京」（渋谷区神宮
前2丁目14-17）③30名程度ごと④オランダ大使館、平戸オラン
ダ商館④2014年9月14日～10月31日まで長崎・平戸オランダ商
館にて開催された、世界各国のフォトグラファーがLGBTをテー
マに撮影した写真展、「十人十色展」の作品をカラフルステーショ
ン内のMoCA東京にて展示。 24日（金）18時～21時に、同場所
においてオープニングレセプションを開催（入場無料）。

『十人十色展＠colorful station』
12:00～23：00／4月24日～5月8日 Culture

①1,000円 ②全国家電会館５階講堂（文京区湯島3-6-1）③
最大170名④LGBT支援法律家ネットワーク有志 ⑤憲法24条
1項は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」すると定め
ています。では、同性間の婚姻は認められるのでしょうか？　渋
谷区同性パートナー条例を契機ににわかに話題の“同性婚”
について考えます！ 木村草太（首都大学東京准教授）トークショー
＋同性パートナー当事者とのパネルディスカッション（予定）。

憲法学者・木村草太准教授と同性婚を考える
14:00～16:00 Lecture

①前売り2,000円、当日2,500円②秘密基地ヘブン（新宿区新
宿5-8-21 森山ビル301号室）③50名以内④NATURAL ⑤司
会：一ノ瀬文香、出演：木村草太、外山雄太（Letibee）、寺田和
弘（EMA日本）、そのほか人工授精により子供を産み育ててい
るレズビアンカップル、レズビアンカップルに育てられた30代女
性、男女で婚姻したが、男性がトランスジェンダーで戸籍を女
性に変更するために離婚（事実婚中）、戸籍変更後に女性同
士として改めて婚姻届けを出す予定のカップルなど。

第３回 東京レインボートークショー
19:00～22:15 Lecture

①各900円②東京サンケイビル30階（千代田区大手町1-7-2）
③各回最大20名④日本セクシャルマイノリティ協会 ⑤具体的
なモデルケースを利用して、二人の老後がどうなるかシミュレー
ションします。安心できる老後とは何かをみんなで考えてみませ
んか？  協会パートナーの公認会計士・FPの有資格者であるラ
イフコンサルタントが分かりやすくセミナー形式で解説します！ 
要予約（協会HP：http://jlga.or.jp/からご予約ください）。

あるLGBTの老後をのぞいてみよう！～安心な老後を想像する～
10:00～／14:00～ Lecture

①500円②新宿NPO協働推進センター501会議室（新宿区
高田馬場4－36－12）③46人④日本LGBT障害者・患者運動
連絡会⑤精神疾患や発達障害などの障害はLGBTにとって
極めて馴染みのある現象です。主催団体は東京を中心に、障
害をもつLGBTのためにピアサポートなどを提供。前半は主催
団体の活動紹介とLGBTの福祉に何が必要かを説明。後半は
参加者同士の交流会で、障害をもつLGBTにありがちな孤立
感を解消する場に。

生きづらさを生きやすさに 
障害をもつLGBTのための交流会

18:30～21:15 Lecture

①前売り1,200円、当日1,500円（資料込）②文京シビックセン
ター小ホール（文京区春日1-16-21）③200名④NPO法人共
生社会をつくるセクシュアル・マイノリティ支援全国ネットワー
ク⑤LGBTが地域づくりに貢献する時代へ――。地域の様々
な課題にLGBT団体、自治体、住民がともに取り組んでいく時
代が到来しています。このシンポジウムでは、「性の多様性」の
先進地である米国・サンフランシスコの足跡に学び、日本の
LGBTコミュニティが培ってきたノウハウを共有します。

国際シンポジウム「性の多様性」を活かした地域づくり
13:45～16:30 Lecture

①4,000円（完全予約制）②スリーモンキーズカフェ新宿アイラ
ンド店（新宿区歌舞伎町2-22-10 バリアンアイランドB1F ）③
100名～④FTMマガジンlaph ⑤laph vol.10発売記念！ FTM
マガジンlaph主催の大規模パーティー（飲み会）です。 laph本
誌のモデルさんはじめ、各地からたくさんの方が集まります。 交
流の合間にlaphの出演者によるトークショーも。※FTMに限ら
ずご参加頂けますが、お酒の席のため、20歳以上の方のみと
させて頂きます。

151yeah!
20:00～23:00 Party

①2,000円等②原美術館カフェダール③200名④認定NPO
法人グッド・エイジング・エールズ⑤TRP2015の開催を記念し、
その活動を支援するためのチャリティ・レセプションを、12日間
かけて大小様々な企画が実施されるレインボーウィークの初日
である4月25日に開催します。極彩色の鮮烈な写真で知られる
蜷川実花氏の新境地ともいえる個展会期中でもある北品川
の原美術館にて、多様な個性があふれる豊かな世界をいっしょ
に応援しませんか？

Tokyo Rainbow Pride 2015 応援企画
「カラフル・イヴ・レセプション@原美術館」

18:00～20:00 Party

①2,500円/1D②ArcH（新宿区新宿2-11-2 カーサヴェルデ
B1F）③150名④ArcH⑤LIVE DVD発売を記念して約１年振
りに開催するKylie公認のKylie Minogue Night!! 最新のコラ
ボ曲含めヒット曲満載のKylie Minogueづくしの濃い５時間！ 
ディスコはあなたを待っている！ DRAG QUEEN：Babie no 
Bitch! with サーシャBサバンナ＆つば子、フーチ葉よもぎ、
Miss MRIA（from OSAKA）, RIN（from OSAKA）、Izumi Sexy。協
力: WARNER MUSIC JAPAN / TOWER RECORDS新宿店

カイリーナイト
19:00～24:00 Party

①3,000円/1D②ArcH（新宿区新宿2-11-2 カーサヴェルデ 
B1F）③250名④EROS⑤新宿で毎月第１土曜日に開催。 素
晴らしいショータイムを楽しんだり、テキーラタイムにはお友達
や気になるあの子、恋人を誘って乾杯しましょう！ EROSは愛の
女神の名前であり、愛と友情はボーダレスです！ 国籍や性別は
全く関係ありません！ EROSでは来てくださる方に素敵な出会
いがあること、素敵な一夜になることを願っています！ 1人でも
多くの方が楽しい時間を過ごせますように……!! 

EROS
22:00～4:30（※Women Only） Party

①3,000円/1D②ネオマスカレード（新宿区新宿2-16-8 新宿
北斗ビルB1F）③200名④パナシェ ⑤パナシェは９周年を迎
えます！ 人と人との繋がりを大切に、女性だけのPartyを開催し
てきました。自分らしく過ごせる空間で、楽しいひと時を過ごし
ていただきたい。これからも、皆様にとって特別な空間となるよ
う努力をしていきたいと考えています。９周年にちなんで9大企
画をご用意し、豪華ゲスト陣とPanache Hostがドラマティック
な夜を演出します。Lの世界へWelcome!! 

Panache 9th Anniversary
20:00～5:00 Party

①2,800円／1D②AiSOTOPE LOUNGE（新宿区新宿
2-12-16 セントフォービル1F）③500名④fancyHIM⑤今年10
年目を迎えるfancyHIMは、新宿2丁目を拠点に、東京から世界
にカルチャーを発信するアンダーグランドにしてモンスターなパー
ティー。毎回違ったテーマと、国内外からのスペシャルゲストを
招き、常に新鮮で非日常的な空間を作り出し、まさに大人のテー
マパークとなっている。 ※20歳未満の方は入場できません。
※入場には写真つきIDが必要です。

fancyHIM
21:00～5:00 Party

①3,000円/1D②ArcH（新宿区新宿2-11-2カーサヴェルデ 
B1F）③150名④GRAMMY TOKYO⑤日本初！ FTMが主役に
なるクラブイベント！　FTM×エンターテイメントをテーマに掲げ
るTRANS GUYチーム 結成３周年 Club Event Party!！　参加
者のセクシャリティは問いません。どなたでもご自由に、またお気
軽にご参加ください。セクシュアルマイノリティが自分らしく生き
るために、ポジティブなボーダーレスを目指して。※未成年者の
飲酒喫煙は固くお断りしております。※18歳未満入場不可

GRAMMY TOKYO 3rd Anniversary
19:00～25:00 Party

①有料②代々木公園（渋谷区代々木神園町2-1）③100名④
NPO法人ピアフレンズ&GIDmedia ⑤パレード会場近くの代々
木公園で、みんなでお弁当を食べたりゲームをしたりしてお友
達づくりしませんか？ ピクニックの後はみんなで一緒にパレード
を歩きます！ 画用紙にカラフルなペンでメッセージを書いて、そ
れを各自が持って歩きます。伝えたいメッセージを事前に考え
てきてくださいね。みんなで「Power Of Education～自分らし
くいられる未来を作ろう！～」フロートに参加予定。

ピアフレンズ×GIDmedia　レインボーピクニック2015
10:30～12:30 Party

Culture
Workshop

①無料②早稲田大学早稲田キャンパス９号館第１会議室（新
宿区西早稲田1-6-1）③80名④プロジェクト8 ⑤あなたも、朗
読劇『８』を上演してみませんか？ 同性婚を禁じたカリフォルニ
ア州「提案８号」を違憲とした歴史的裁判を、映画『ミルク』で
アカデミー脚本賞を受賞したダスティン・ランス・ブラックが法
廷劇として再現。渋谷区のパートナーシップ条例をめぐる活発
な議論の中、朗読劇『８』の“つくりかた”を皆様にお伝えするこ
とで、上演のバトンを渡し、日本で同性婚を考える機会になれ
ばと願ってます

Create a Debate with 8！ ―『８』上演の可能性を考えよう―
13:00～14:30 Lecture

Culture
Workshop

①1,000円②新宿区戸塚地域センター（新宿区高田馬場2－
18－1）③50名④パフスクール ④パフスクールは性的マイノリ
ティのQOLを高めるための学びの場として2007年から活動。
今年のテーマは「レズビアンの歴史」。日本Ｌばなし第２話とな
るレインボーウィーク期間中は、大阪からQWRC理事の西千
鶴さん、香川からPROUD代表の藤田博美さんをお呼びして
「地方」の場づくりについてうかがいます。 香川の映画祭、大
阪のフリースペースを中心に、1990～2000年代を語る180分！

日本Ｌばなし～日本のレズビアンの過去・現在・未来をつなぐ
13:30～16:30 Lecture

Culture
Local

①各2,000円②落合第一地域センター（新宿区下落合4－6－
7）③各40名④Juerias LGBT Wedding ⑤トークセッションで
は、「結婚」をキーワードに、将来の不安や人生設計などにつ
いて様々な角度から話し合い、自分にとっての幸せの形を考え
ます。結婚相談会は、結婚式に興味があるLGBTの悩みにお
答えし、また結婚式の体験談・ウエディングドレスのお披露目
等も予定しています。

Jueriasトークセッション003 
人生設計×ウエディング‐／結婚式を挙げたいLGBTの為のJuerias結婚相談会

13:00～15:00／16:00～18:00 Party
Culture
Workshop

①有料②カラフルステーション内「FLAT」（渋谷区神宮前
2-14-17）③50名④認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ 
⑤アライって知ってますか？ アライとは、ALLY（支援、味方）を
語源とするLGBTフレンドリーなストレート（異性愛者）の人を指
します。 今回は、LGBTに興味がある方や、もっと知って応援し
たいという方のために、LGBTや昨今話題の同性パートナーシッ
プについて学ぶワークショップを開催します。

ホップ・ステップ・アライ
～LGBTと同性パートナーシップ証明書について学ぼう～

20：00～22：00 Party
Lecture

Workshop

①500円（ソフトドリンク＋お菓子付き）②Ellevie（新宿区新宿
2-18-10新千鳥街2F）③20名（18歳以上の戸籍上女性）④
Ellevie ⑤Ellevieは新宿二丁目にある、頑張る女性の癒しの場を
コンセプトにしたBar。介護職オフ会は、介護職の人達のネット
ワークや情報共有、雑談の場を提供する為に、２年以上前から定
期的に開催し、今回で13回目になります。今回はレインボーウィー
クSpecialで、普段なかなか参加できない若い方や遠方にお住ま
いの方も参加しやすいような内容で企画。

Ellevie 介護職オフSpecial ～私たちのホーム（老後施設）を創る～
17:00～18:00 Culture

Workshop
Local

①有料②ケアコミュニティ 原宿の丘（渋谷区神宮前3丁目12－8）
③60名④NPO法人 ハートをつなごう学校 ⑤１時間目：元WBC
世界フライ級女子チャンピオン、真道ゴー先生（プロボクサー）の、
みんなでワイワイと体を動かす授業。２時間目：真道先生が世界
チャンピオンに上り詰めるまでのライフヒストリーを語る。みんなで
昼食後、３時間目：ハートをつなごう合唱団！ 普段はがん撲滅を目
指して歌う「スター混声合唱団」の団長を務める山田邦子先生が、
ハートをつなごう特別バージョンで授業を。

ハートをつなごう授業 第三弾！
10:00～15:30 Culture

Workshop
Sports

『LGBT求職者＆2016年新卒者向けイベント◆株式会社コネ
クト【座談会】～『性』を扱う企業だからこそ出来る事～』
①無料②株式会社コネクト（渋谷区神泉町10-10 アシジ神泉
ビル内）③各回10名④株式会社コネクト⑤株式会社コネクト
は、性風俗産業に特化したWEBサイトを運営しています。そん
な「性」を扱う企業だからこそ、LGBTの方の積極雇用を始めま
した。LGBT社員が皆様に会社案内を含めた質問等にお答え
する座談会を行います。問合せ／TEL：03-5459-8150（鈴木） 

～『性』を扱う企業だからこそ出来る事～

LGBT求職者＆2016年新卒者向けイベント
◆株式会社コネクト【座談会】

Culture

Workshop
15:00～16:30（4/28、4/30も開催）

①4,000円（事前銀行振込）、当日4,500円②10名③アンジェ
リ（世田谷区奥沢2-37-9 高見ビル3階）④オフィス清⑤講師：
キヨ。オープンリーゲイ。大正生まれの祖母から料理を習う。主
な著書に『ガラクタを捨てれば人生は全てうまくいく！』（PHP文
庫）など。91歳の祖母直伝のおにぎりを一緒に作ります。氣の
お話、すぐにできるキッチンの片付けの秘訣、ガラクタ整理シェ
ア&ワンポイントアドバイスなども披露。

大正時代の祖母直伝　キヨの「元氣」になるおにぎり作りWS
Culture

Workshop
11:30～13:30

①1,200円以上のカンパ②専光寺（福井県鯖江市石田下町
23-29）③12名程度④お天気雨に虹ネット ⑤13:30～15:00：ライ
ブ。メッセージや詩、手紙などの朗読と、音楽（太鼓や笛）。15:15～
16:30頃：皆で語り合い。出演：性的少数派、レズビアンマザー、
ハッタツ系不思議な人?　 大切な人を｢自死｣で亡くした人、精神
の振幅のある人? 参加条件は誠実な出逢いを大切にしたい人。
通しの参加が原則。進行：ベロ亭Keiko。
問合せ／ベロ亭：09097696056

Sotto虹あゆみあい塾 
第３回 当事者ってそもそもなんだ？ 特別篇

13:00～16:30 Culture

Workshop

Local

Lecture

①有料②カラフルステーション内「FLAT」（渋谷区神宮前
2-14-17）③50名④認定NPO法人グッド・エイジング・エール
ズ ⑤LGBTにもセクシュアルマイノリティがいることをご存知
ですか？ LGBT以外にも多様なセクシュアリティの一つとして、
インターセックス/DSDの人が存在します。 まだ、あまり知られ
ていないインターセックス/DSDの概要についてや当事者によ
る体験談など、パネルディスカッション形式で学びます。

学ぼう！ 性分化疾患／インターセックス
Lecture

Workshop
10：00～12：00

①1,000円②チルコロ（京都市中京区南車屋町282）③20名
④GRAMMY TOKYO⑤日本初！FTM×エンターテイメントを
テーマに掲げイベントを企画、運営するTRANS GUYチーム
によるトークショー。FTMメンバーの生い立ちや性別違和への
気づき、カミングアウトの体験談、治療や戸籍変更の事などを
赤裸々に語ります。質問タイムでは、治療のご相談や恋愛相
談まで広く受け付けております。年齢・性別不問。どなたでもお
気軽にご参加ください。

グラトーーク in 京都
Lecture

Workshop
14:20～16:30

①有料②立教大学会議室（東京都豊島区西池袋3-34-1）③
100名④認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ ⑤超高齢
社会をむかえようとしている今、おひとりさまが増えていくことが
予想されています。それはLGBTにとっても同様の問題ではな
いでしょうか。さまざまな年代、セクシュアリティの方が集まり、
今後どのような課題があるか、またどのように前向きに生きて
いくことができるか、語り合います。

無縁社会とLGBT
～LGBT縁は非モテ・短命カップル・孤独死を超え得るか～

Lecture

Workshop
13：00～17：00

①有料②八芳園（港区白金台1-1-1）③先着60名④Letibee
⑤ブライダル業界の企業やフリーランスを対象にしたカンファ
レンスで、議題は「ブライダル企業としていかにLGBTsに対応
していくか」。「LGBTsとはどのような人たちなのか」「どういっ
た対応方法が求められるか」等をLetibeeがレクチャー。その後、
実際に挙式したLGBTsカップルや、そのカップルの挙式対応
を行ったブライダル企業が登壇し、セッションを行います。 イベ
ント後、簡単な懇親会もあります。ふるってご参加下さい。

LGBTs BRIDAL CONFERENCE
Lecture

Workshop
16:00～18:00

①無料②コミュニティセンターakta（新宿区新宿2-15-13第二
中江ビル301）③20名④あじさいの会 ⑤Binbo貧乏なLGBT
集まれ！「あじさいの会」はLGBT・性的マイノリティの貧困やひ
きこもりを考える非営利団体です。現在はチャットルームの運
営やシェアハウスの構想を進めています。この交流会では日
頃あまり話す機会のない、LGBTと貧困・仕事・病気・そしてソー
シャルビジネスに関して語り合います。

交流会 LGBinbo
Party

Health
20:00～22:00

①1,000円（資料・ソフトドリンク・お菓子付き）②新宿区立元気館
（新宿区戸山3-18-1）③50名程度④特定非営利活動法人ReBit 
⑤LGBTの子どもも過ごしやすい学校って、どんな場所でしょう？ 
是非みなさんで考えませんか？ 教育現場等で150回以上LGBTの
研修経験を持つ「NPO法人ReBit」によるLGBT勉強会 、LGBTに
関する授業実践例のご紹介、LGBT学生と一緒に「LGBTの子ど
もも過ごしやすい学校」について考えるワークショップ 、ネットワー
キング などなど、コンテンツ盛りだくさんの3時間です！

先生集合！ LGBTの子どもも過ごしやすい学校について考えよう！
Lecture

Workshop
13:30～16:30

①2,000円②新宿区立元気館（新宿区戸山3-18-1）③15名
程度④特定非営利活動法人ReBit⑤「自分らしくはたらくって
なんだろう？」「LGBTの社会人ってどういう風にはたらいてるん
だろう？」 「セクシュアリティに由来するはたらくの悩み、話せる
友達いたらいいのに」 そんなあなたに！ キャリアカウンセラーや
LGBTの社会人といっしょに、 自分らしいはたらくについて話し
合うワークショップを開催！ 対象：10代～20代のLGBTとアライ
の方！ 就活生も学生も社会人も大歓迎！

10-20代のLGBTジョブトーク！
～自分らしいはたらくってなんだろう～

Lecture
Culture
Workshop

18:00～21:00

①4,000円（軽食・飲み物付き）②ウォーターサイトオットー（福岡
市中央区天神1-16-1西鉄イン福岡1F）③60名④NPO法人
Rainbow Soup⑤福岡を拠点にLGBTなどセクシャルマイノリティ
に関する情報発信と啓発活動に取り組む団体、Rainbow Soup
（レインボースープ）は、2015年3月3日、NPO法人となりました。こ
れまで応援してくださった皆さんへ、ご報告を兼ねたレセプション。
※要事前申込（お名前・人数・ご連絡先を明記の上、メールでお
申込みを。rainbowsoup.fukuoka@gmail.com）

NPO法人Rainbow Soup 設立記念レセプション
12:00～14:00 Local

Party
Culture

①1,000円（事前申込）②目黒エコプラザ活動室（目黒区目黒
1-25-26 田道ふれあい館B１）③50名程度④全国LGBT活動
者の会（カラフル連絡網）⑤この勉強会は、活動者としての経
験や情報を共有し、活動者同士だから分かり合える悩みを話
せる場です。日本のLGBT運動を力強く推進させていけるネッ
トワークを作りましょう！　活動の仕方、ノウハウを話し合える意
義深い時間になるはずです。パレード＆フェスタ２日間に、カラ
フル連絡網としてブース出展します。

全国LGBT活動者の会（カラフル連絡網）勉強会
13:30～17:00 Workshop

①有料②国立オリンピック記念青少年総合センター（渋谷区代々
木神園町3-1）③各回15～40名④レインボーコミュニティ
coLLabo ⑤ 〈A.〉Real Voice【small Voice～みんなでおしゃべり】
（10:30～11:30／参加費：500円） テーマ「自分へのカミングア
ウト」。〈B.〉coLLabo LINK【coLLaboつながるプログラム～
虹色の出逢いを掴もう！】 （13:00～15:30／参加費：2,000円）
テーマ「出逢い」。 〈C.〉LLスタディ【レズビアンのパートナーシッ
プ～カップルモデルA to Z】（16:45～19:00／参加費：2,000円） 
テーマ「パートナーシップ」 。

coLLabo 日和
10:30～19:00 Workshop

①500円②コミュニティセンターakta（新宿2-15-13第二中江ビル
301）③30名④特定非営利活動法人パープル・ハンズ⑤性的マ
イノリティの老後を考え、つながるNPO「パープル・ハンズ」のライ
フプランニング研究会（LP研）も、今年で６年目（法人設立から３
年目）。今年度も、いま知りたい「セクマイと老後」に関するたしか
な情報を求めて、直球勝負のテーマ設定とノンケさんを含む多
彩なゲストで、私たちの視野を広げる学びの機会をお送りします。

ライフプランニング研究会
17:00～ Workshop

①各3,500円②足立区梅田地域学習センター（足立区梅田
7-33-1）③各20名④日本セクシャルマイノリティ協会 ⑤料理スキ
ル不問！「料理に挑戦してみたいけど自信がない…」「ホームパー
ティーをしてみたい！」「自炊はするけど人に振舞うほどでも…」と
思っているあなた！お料理教室へ参加してみませんか？ 午前の部：
レズビアン。午後の部：ゲイ。要予約（協会HP：http://jlga.or.jp/
よりご連絡ください）。募集締切：4月22日（水）。

お料理教室～お手軽ホームパーティー料理～
11:00～14:00／15:00～18:00 Workshop

①有料②赤城生涯学習館（新宿区赤城元町1-3）③20名④トラ
ンス☆プロジェクト ④GID劇団「トランス☆プロジェクト」では、月
に１回ダンスレッスンを開催。 今回は、プリエ等のダンスの基本
運動からスタートして、音楽に合わせて歩いたり振りをしたり体を
動かしてから、最終的には短いダンス作品を目指します。 身体を
動かすことが好きな方。 興味はあるけれどレッスンを受ける機会
がなかった方。 是非、一緒に踊りましょう！ 初めての方でも気軽に
参加してください！

GID劇団「トランス☆プロジェクト」ダンス体験レッスン 
「初心者大歓迎！ 楽しくレッツ・ダンシング！」

13:30～16:30 Workshop

①3,000円（1ドリンク・軽食付き）②irodori（渋谷区神宮前
2-14-17）③30名④G-pit net works ⑤元WBC世界フライ級女
子チャンピオン・真道ゴー（プロボクサー）と、元女子フェンシング
日本代表・杉山文野の対談トークショー。司会はG-pit net works 
井上健斗。日本を代表したお二人、ハイレベルのスポーツ選手と
して、またトランスジェンダーとして思うこと。人生観や、さまざまな
葛藤のお話しなど、スポーツ、世界をテーマに熱く語ります!!

真道ゴー×杉山文野×井上健斗 トークショー&交流会
13:00～16:00 Workshop

ボイストレーニング（ボーカルレッスン）体験レッスン 「体験してみ
よう椎名マジック！～自分の声がこれだけ変わる！！～」 』
①1,500円②高井戸地域区民センター（杉並区高井戸東3-7-5）
③20名④トランス☆プロジェクト ⑤普段の話す声にお悩みの方、
歌が上手くなりたい貴方にお薦めです。 どうすれば高い声（低い
声）は出るのか？ どうすれば歌が上手くなるのか？ ひとりひとりの
個性に合せた指導法で定評のある「椎名竜仁のボーカルレッス
ン」を体験してみるチャンスです！ 内容もスペシャルバージョン。 し
かもレインボーウィーク応援の為の特別価格！

GID劇団「トランス☆プロジェクト
13:30～16:30 Workshop

①無料②どこでも③だれでも④27GO! PROJECT ⑤毎月27
日は愛する人と手を繋ごう！ レインボープライドウィーク期間中
のツナゴーDAYはスペシャル！ 詳しくはウェブサイトをチェック
して下さい！

27GO! 東京レインボープライドスペシャル
終日 Local

①500円②武蔵浦和コミュニティセンター第2集会室（さいたま
市南区別所7－20－1）③25名④レインボーネット埼玉⑤「レイ
ンボーネット埼玉」は、埼玉県内でLGBTや人の性に関わる人
権運動を展開する非営利団体で、LGBTや一般市民向けの
勉強会兼交流会を企画しました。埼玉在住のLGBTで集まっ
て、地域の課題を話し合いませんか？　また当団体は政策提
言も行う団体なので、インターネットには出せない情報も含め
て、交渉の一端を公開いたします。

埼玉レインボーミーティング
14:00～16:30 Local

①入場料 ②会場 ③定員 ④主催者 ⑤内容

東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭 春の名作劇場2014

昨年の写真展『Love is Colorful』。JR中野駅ガード下ギャラリーにて。

昨年の「ハートそつなごう学校」での記念撮影
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TwiST@R

TOMONE

House of 
Mizrahi 

NSM＝

二丁ハロ

Apotheke -アポテケ-

最先端
ガールズ

六本木ビザール

ニコル組

バビ江ノビッチ／レイチェル・ダムール
シモーヌ深雪／肉乃小路ニクヨ

はじめまして、劇団ANDROGYNYです。「団員それぞれの意志と個
性を思うがままに紡ぐ為の器」というテーマで活動しているスピリチ
ュアルロックバンドです。レインボープライドのテーマが正しく、広く
社会に伝わりますように。微力ながら僕たちもお手伝いが出来たらと
思い、応募しました！　よろしくお願いいたします。

SAYURI＆タルタルギーニャス

虹組ファイツ

パレードやレインボー祭りなどで活躍
しているエイサーのサークル。東京、
関西、沖縄に支部を持ち、年々参加
者も増加。三線（さんしん）を弾きな
がら歌う「地謡（じかた）」、太鼓を持
って踊る「太鼓打ち」、太鼓を持たず
に踊る「手踊り」のメンバーで構成されています。私たちの目的はズ
バリ、みんなで踊りを楽しむこと。それぞれの多彩な違いを超え、い
ろんな色のメンバーが団結して、「虹」のような演舞をお見せしたい
と思っております。ご期待下さい！

新虹（あらぬーじ）

JUN★NAKAYAMA

オナン・
 スペルマーメイド

今年もやってきました、私はストレートですが、米国ではマ
イノリティーのアジア人女性でした。様々な文化・民族・性の集合
都市NYCで10年暮らしましたが、LGBTソサエティーやセクマイ

の友人達の支え無しでは、激しいNYCで生き抜けなかったと
思います。皆さんがこのイベント参加することで日本がもっ
と器の大きい素敵な社会になればよいと思います。
海外在住暦12年。国際アロマ＆エステティシャン兼
プラスサイズモデル。NYCゲイシーンで愛されたカ
ルチャーアイコン。歌手ボーイ・ジョージや写真家
ディヴィッド・ラシャペルのモデルになり海外メディ
ア出演多数。EU最大エイズチャリティーイベント
「LIFE BALL」に日本人初の招待される他、海外
で様々なゲイイベントを支える。

東京レインボープライド
2015開催おめでとうございます。私は
2012年第１回の司会を務めさせていた
だき、その後も毎年参加をさせていただ
いております。今年はフェスタの司会を
務めさせていただけることになりました。
沢山の方々の喜びの場になればと精一
杯頑張らせていただきます。よろしくお願
いします。　
2000年初頭より活動を開始。酒と人を

こよなく愛し、笑いと美を合わせ持つ。活動は都内高
級ホテル披露宴からスキー場、キャンプ場でのショー
や司会、ミュージシャンのLIVE＆PV出演など多岐に渡
り、クラブイベントでは「TGN」「Glamorous　Party」
「サロン牛小屋」＠新宿2丁目アラマスカフェ、
SHIBUYA MIXX！@T2SHIBUYAなど。

10：00　パレード登録受付開始
11：00  オープニング
11：20  “みんな”で、ブラス！
12：10  新虹（エイサー）
〈パレード〉
＊12：30  整列開始
＊13：00  パレード出発（約２時間）
15：30  来賓スピーチ①
16：20  虹組ファイツ
16：30  アイハラミホ。
16：40  来賓スピーチ②
17：20  劇団アンドロジニー
17：40  タルタルギーニャス
18：00  IMALU×エスムラルダ
18：30  KIYO
19：00  エンディング

11：30  オープニング
12：00  ショーケース①

13：00  シンポジウム
 　　「AIDS IS NOT OVER」
14：00  ショーケース②
16：30  公開ウェディング
17：30  ［スペシャル爆笑トーク＆ライブ！］
　　　　清水ミチコ×ブルボンヌ
18:10 ドラァグクイーン・ショー
18：40  クロージング

自分の存在の重みを持て余して、ウィグ一つで歩い
た遠い昔のパレード…。今は、ちっぽけな自分だな～
と思いながらも、まさかの司会依頼！歳月はマジカルね。
そして開催おめでとう。頑張っちゃいます。
日本中のステージをオフブロードウェイに染め上げ
る人魚姫！　音楽PVや映画出演、モデル、はたま
た画家・詩人の顔も時折見せるアングラ界のエ
ンターテイナー。ゲイ・ストレートの垣根を軽く
飛び越え、今日も膣外世界を写生する。
http://onan.nobody.jp/

多様なセクシュアリティの一人ひとりはもちろん、様々なマ
イノリティのひとたちやヘテロセクシュアルのひとも多様
性の一つとして受けとめて、誰もが自分らしく暮らせる社会
を作る祝祭として育っていくことを願っています。そして
HIV/エイズやセクシュアルヘルスのこともいっしょに考え
ていけたらと思います。開催おめでとうございます！andあり
がとう！　　　Female Drag Queen。あらゆる境界線を
超えたキラキラした世界を願う活動家。1997年より交歓の
allミックスParty「ジューシィー！」をオーガナイズ。新宿２丁
目にあるHIV/エイズの情報センター＆フリースペース「コミュ
ニティセンターakta」を運営する「akta」代表。主な作品
「HUGたいそう」「Living Together /STAND ALONE」

@東京都写真美術館他

マダムボンジュール・ジャンジ

女装パフォーマー／ライター。
関西テレビ『ゆうがたLIVEワン
ダー』水曜日コメンテーター山
梨放送YBSラジオ『キックス』
金曜日メインパーソナリティ『ハ
ートネットTV』『週刊ニュース深
読み』(NHK)等のTV出演。大
学特別講義の講師、企業内
LGBTに関するセミナーのMC。
『シティリビング』など連載

SABRINAはパンセクシュアルなアメ
リカ人の電子音楽のアーティストです。
20年間アメリカとドイツと日本（新宿
二丁目と渋谷と高円寺）でライブをし
ました。SABRINAの音楽はロックと
テクノとオペラのミックスです。
http://www.s-a-b-r-i-n-a.net

GID（性同一性障害）FTM
（女→男）のメンバーが主体
の団体です。和太鼓を通して
心身の成長やイベントや講演
によりGIDを中心にLGBTQ
の認知活動をおこなってます
。2012年LGBT成人式出演。
LGBTパレードステージ出演。
14年長岡でのTALKLIVE。
10年～長野県松本の高校で
のジェンダー講義。

ゲイイベントを中心に、
ダンスや歌など様々な
ジャンルのパフォーマン
スを発信するユニット。
アニマルズ独自のパフ
ォーマンスをしたい！　
という思いから、今は男
性K-POPグループの
コピーダンスを主に活
動しています。「見てく
ださる皆さんに感動を
与えたい」この一心で
日々頑張っています。

文筆家・パフォーマンスアーティスト。
レズビアンという自身のセクシュア
リティを公表し、作品化することでセ
クシュアルマイノリティを題材にした
独自性の強いパフォーマンスアート
を発表し続けている。アーティスト活
動の傍ら、美術モデルとしても活躍
中。現在、東北芸術工科大学大学
院に在学中。

ゲイだからという理由でやりたいこと
を諦めたくないという気持ちで、「ゲ
イでもアイドルになれる」をコンセプ
トに活動するゲイアイドル。体は男
性、心は女性というのを武器に史上
初の男性アイドルとしてアイドル甲
子園や＠JAM EXPOなど多数の
アイドルフェスに出演する。アイドル
活動だけではなく、MCやコメンテー
ター、そしてリーダーミキティー本物
は私立恵比寿中学やBiSなどアイ
ドルの振付師としても活動中。

ドイツ・ベルリンで始動。音楽は人を癒すクスリという思いを込めて、
ドイツ語で薬局を意味するAPOTHEKE（アポテケ）と名づける。テ
クノ・POP・ダンスミュージック・歌謡曲をミクスチャー。現在は、消滅
可能性自治体「南山城村（京都府）」を拠点に、近畿圏を中心に日
本各地の主要都市でLIVE活動を行う。この村で開催するLIVEイ
ベントが、「山村テクノ」「廃校テクノ」として新聞やテレビなどのメ
ディアに取り上げられ、各方面からの反響を呼ぶ。今年は全国の大
学にあるLGBTサークル等に出向きツアーを企画中！

全国からの応募により選ばれた、
男の娘だけのアイドルユニット。
可愛い男の娘揃い。 毎月ライブ
も行っています、応援してね。

ドラァグクイーン・ショー

YASU-CHIN率いるキレキレのダンサーやパ
フォーマーが毎日ショータイムを行っています。
自らを脱ぎ捨てて本能を解放出来る場所です。
楽しい空間を共に過ごしましょう。六本木駅から
徒歩30秒。営業時間21：00～。03-3478-4649

エモーショナルなメロディー、変質なリ
ズムを組み合わせる思春期テクノアー
ティスト。20 1 2年、1 s tアルバム
『Youth Center』 を発表。14年には 
『My 1st Time EP』を発表し、
iTunes エレクトロニックチャートで
１位を獲得。最新作『Aquarius』では
自身が奇怪なダンスをするMVが
Youtubeを中心に話題となっている。

二丁目発のアニソンボーカルダンスユニット、それがTwiST@Rで
す！　「カッコいい・熱い」をテーマに、みんなで盛り上がれるようなア
ニソンをカバーしています。ダンスは自分たちで考えたオリジナルダ
ンスです！　メンバーはダンスのんまっちょ・ホモさぴ、ボーカルのレ
イラ・プピーナの男性４人です！

以前はセクシュアルマイノリ
ティであることを隠して歌謡
曲を歌っていました。歌を始め
てからわりとすぐに、自分のことを
隠して活動していることに違和感を
感じましたが、カミングアウトすること
もできず、そのまま活動を続けてきまし
た。日本でも、異性でも同性でも、本当
に好きな者どうしが結婚できる社会に
なってほしいと願っています。

元はNew YorkのLGBT/Ballroomコ
ミュニティにおいて1992年に設立され
たHouse of Mizrahiだが、2009年に
KoppiとMonicaが日本人で初めてメ
ンバーに加入したため日本支部を開設。
現在は８人のメンバーが在籍。日本の
Vogue/Ballroomシーンを拡大するた
めにパフォーマンスを中心とした活動
をしている。

「好きな人とずっと一緒に居たい。」
そんな思いからNSM=（Nagoya 
Sexual Minority Equal）は生まれ
ました。みんなと一緒、平等な権利
がほしい…　=（イコール）はそんな
思いから。LGBTの存在を知っても
らえるように様々なセクシュアリティ
のメンバーで活動中です。

女装ダンサーを中心に置き、そ
の周りをメンズが踊るセクシーダ
ンス、ストリップティーズダンス、
バーレスクダンスをするダンス
チームです。主にゲイナイト、ノ
ンケのイベントなどでパフォーマ
ンスをして活動。

吉原シュート
「今回このイベントに参加でき
て、本当に嬉しいです。みんな
で楽しめる曲でイベントを盛り
上げるぞ!!!」

池田タイキ
「笑顔の架け橋をつくれるよう
に全力で盛り上げるぜ！　虹
の橋を照らす笑顔の太陽にな
るぞ!!!」

諭吉
「レインボープライドが楽しみ
で仕方なかったの！今日出逢っ
たみんなを僕たちのパフォー
マンスが楽しかった！ って気持
ちにしちゃう！　覚悟してね！　
レインボーがキラキラ輝く世界
へ!!!」

2006年結成。日本のカリスマベリーダンサー、ニコルが監督するベ
リーダンスチーム。2008年男性ダンサーを迎え日本初の男女混合
ベリーダンス、フュージョン、創作、民族舞踊など幅広いショーを展
開。http://ameblo.jp/nicole-bellydance/

LGBTシーンを拠点に「サークルとし
て」活動する男性アイドルゲイグルー
プで、20代から40代までの合計60名
を超えるメンバーが活動に参加し、オ
リジナル楽曲のレコーディングやライ
ブ活動を展開しています。今回で東京
レインボープライドのステージは３回目
になります。

2004年より毎年ブラジ
ルへ渡り、リオやサンパウ
ロのカーニバルに参加。
2010年より渡伯経験あ
るメンバーを含むダンサー
で、タルタルギーニャスを
立ち上げ、各地でイベン
トやサンバショーを展開し
ている。

“みんな”で、ブラス！

アイハラミホ。
都内を中心に役者もこなすど迫
力パフォーマー。役者としては、
板尾創路監督の映画『月光ノ
仮面』でのお亀役が、体を張っ
た演技で注目を集める。パフォー
マンスでは「皆様に笑顔と驚愕
を」をテーマに歌謡曲で踊り狂
う。喜怒哀楽を体全体で表現し、
多くの人を魅了。その姿は、唯
一無二の存在。

「“みんな”で、ブラス！」は、全国からあらゆる
セクシュアリティの吹奏楽ファンが一堂に集
い、事前の練習一切なしで１回限りの演奏を
行う吹奏楽ステージです。

KI-YO
IMALU

新感覚、美少女戦
隊ユニット!!!?　様
々な装いで非現
実的な世界に引
き込む、華麗に踊
る歌劇団！　元女
性とは思えない
美しき男達が
痺れるヴォイ
スでTRPを
盛り上げ
ます。
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野外ステージ

客席

売店

トイレ

レインボーエコステーション

ブースエリア

フード エリア

ブースエリア

救護テント

喫煙所

会場案内本部 パレード受付

募金ブース
パレード整列場所
渋谷駅へ

芝生公園へ

TOKYO RAINBOW PRIDE 2015

物販ブース

レインボーゲート

SERVICE

アクセル

Gyuqo

ジャスミン

テマンダ

MAKO

穴野をしる子

くつべら

スカーレット

Hai-zi

マダムピロガネーゼ

Amy

くにお

朱雀

PAULO
(Animal$)

まちゑ

イズミセクシー

KUMA
（Party Animal$)

SEIJI

バビ江ノビッチ

Maru

インガ 
ぺルセフォーネ

孔明

Takuto

バンザイきょう子

Mitsuharu

エスムラルダ

こざる

CHICK
(Animal$)

バンビ

みーな

Ogi

ゴム犬

チッコーネ

Hirokaz

メロディアス

ガク

ジェリカ・ミズラヒ

Chiharu 
Dee

HOSSY

モリブデン

KAZZ
（Party Animal$)

Syo

ちょびぞう

牡丹

Yushi

カミュ～ユウジ

シモーヌ深雪

ディー・
シュワルツゼ・

フラウ

BOMB

RYU
(Animal$) レジーヌ

●さまざまなセクシュアリティの方が来場します。お互いの存在や
価値観を尊重し合い、みんなが気持ちよく過ごせるようご協力くださ
い。●写真を撮影する場合、被写体となる相手の許可を必ず得て
ください。本人と特定できる画像を本人の許可なく、不特定多数が
閲覧できるメディアなどで発表することは控えてください。●泥酔し
ている方は、会場内への入場およびパレードへの参加をご遠慮い
ただく場合があります。●パレードのある26日（日）の会場での飲酒
は、パレード出発後から。●ケガや体調不良等の場合は、会場内
の「救護テント」へ。●スタッフの指示には、必ず従ってください。●
パレード行進中や会場内での事件、事故（窃盗、ケガ等）等につい
て、主催者側では一切の責任を負うことはできません。予めご了解く
ださい。

TRP2015注意事項

★IS_magazine
みんなのイマを切り取るゲイ向けライフカルチャー誌
『IS_magazine』2015年4月15日創刊！～magazine for 
taking a many of “I” 

★EMA日本
EMA日本は2020年の東京オリンピック・パラリンピックまで
に、日本で同性婚を実現する事を目的とするNPOです。

★VALENTY WEDDING × 
　日本セクシャルマイノリティ協会
協会の活動報告・今後の活動予定のご案内。また、パーナー
との生涯の生活、結婚について気軽にお話しましょう！　26
日には、ヘアメイクをして婚礼衣装を着た姿を、プロのカメラ
マンの手で記念撮影しませんか？

★AIDS IS NOT OVER 
NPO法人ぷれいす東京、NPO法人akta、NPO法人ジャン
ププラスほかNGOによる合同ブース。各NGOのリーフレッ
トや啓発資材を展示。また昨年フロート出展をした「AIDS 
IS NOT OVER」のロゴTシャツを販売し、売上をジャンププ
ラスの「HIV陽性者スピーカー派遣事業」に寄付をする。

★Safer Sex Campaign 2015
　（NPO法人akta）
「5月6日（ゴムの日）を虹色に!」。NPO法人aktaでは、4月
24日(金）～5月10日（日）までキャンペーンを展開中。ブース
内でaktaが作成したコンドームといっしょに記念撮影ができ
ます。メッセージボードを作るので、ぜひ参加してね！

★NPO法人ピアフレンズ
NPO法人ピアフレンズは、LGBTのための友達づくりイベン
トを開催しています。ブースでは、ふだんのイベントの様子や
今後の開催情報の紹介をおこないます。ぜひお気軽にお
立ち寄りください！
★FTMマガジンlaph
FTM（♀→♂）ライフスタイルマガジンlaphの新刊【laph 
vol.10】をはじめ、バックナンバー・関連商品を販売。バック
ナンバーの試し読みも可能！ http://www.laph-ftm.com/ 

★LGBT支援法律家ネットワーク有志（26日）
LGBT支援法律家ネットワークは、セクシュアル・マイノリティ
を支援する法律実務家・専門士業の全国ネットワークです。
弁護士、行政書士、司法書士、税理士、社労士など70名
以上が参加している団体です。

★NPO法人LGBTの家族と友人をつなぐ会
「LGBTの家族と友人をつなぐ会」は、どのような人も自分ら
しく安心して生きられる社会を目指す活動団体です。

★ハートをつなごう学校
著名人や同じように悩んできた先輩LGBTからの応援メッ
セージを動画で配信。LGBTの子供たちをサポート。

★LGBTの老後をそうぞうする会
日本で高齢化が進む中、高齢者LGBTの問題も顕在化し
ています。私達は共同でLGBT向け高齢者住宅の建設を
計画しています。現在入居施設に困っている方、自分の老
後の見通しを持ちたい方、ご連絡ください。

★赤福屋（25日）
和歌山のLGBTフレンドリー作家、シモニシサキが似顔絵の
実演とグッズ販売をやります。是非きてくださいね☆

★APT406 / 27GO!
APT406：LGBTやレインボーがテーマとなったオリジナルデ
ザイングッズ販売。27GO!：毎月27日は愛する人と手を繋ご
う！　レインボーリストバンド無料配布やツナコ登場!?

★L&G Timpani
L&G Timpaniは、LGBTとallyのための日本で唯一のレイ
ンボーカラーアクセサリー専門店です。身に着けた人が
Happyになったり、LGBTであることに自信が持てたりするこ
とを目指して、オリジナル＆ハンドメイドのグッズをお届けしま
す。

★ONARS（26日）
ONARS（オナルス）は2013年関西レインボーパレードのた
めに結成されました。LGBTのためのオリジナルTシャツ、ア
クセサリー、アート作品を手がけるクリエイター集団です。そ
れぞれにアーティスティックな本業を持ちながらクィアな感
性を生かし作品作りを楽しんでいます。国籍、年齢、セクシュ
アリティ、色んな境界を飛び越えたオナルスワールドを展開
してまいります。

★オフィスイタダキ
office ITADAKI(オフィス イタダキ）はイベント制作マネージ
メント会社。LGBT尊厳活動応援レーベル「miminky」。ベ
ルリンと東京にてALLYやレインボーグッズ制作販売。

★GomiKontonStore
★可愛くてユニークなレインボーグッズ★パレードで使える
お目立ちグッズから普段使いのシンプルなものまで取り揃え
ております。レインボー以外のアクセサリーや小物もウェブス
トアで販売中♪

★Double Design Co.
DOUBLEは台湾のチェストバインダーを主とした商品を販売
している会社です。台湾で15年にわたってチェストバインダー
のメーカーをリード、Made in Taiwanは当社のプライドです。

★TOOT/トゥート
TOOT/トゥートは2001年のデビュー以来、男性肌着市場
にローライズボクサーブームの一石を投じたと言っても過言
ではない、国産メンズアンダーウェアのブランドです。常に新
鮮なデザインと立体裁断による優れた穿き心地を提案し続
け、心地よいフィット感を追求したものばかり、スポーティでセ
クシーなデザインと高品質な製品を作り続ける事で、幅広い
年齢層のお客様に支持を頂いております。ブースにて限定
商品を販売します。

★DEICA JAPAN
アロマフレグランスのグッズを販売と、去年好評でした西田
卓矢のアロマワークショップを開催、ルームスプレーやキャリ
アオイルなど一緒に作ってみませんか？　是非、お待ちして
おります！

★be my self
RIKACOプロデュース オーガニックブランド be my selfとフ
ォーチュンアドバイザー イヴルルド遥華プロデュース 輸入
雑貨アンジュと合同ブース！

★アール・インクルージョン
我々はセクシャルマイノリティの方々が楽しくワクワクできる
世の中を作りたいというコンセプトでセクシャルマイノリティ
の方 を々対象とした トータルサポートサービスを行う企業で
す。 就職から老後まで様々なサービスを展開し、ワクワクを
お届けいたします。

★アクセンチュア（26日）
アクセンチュア（株）LGBT活動の紹介ブースです。ライフ
パートナー制度、Allyの活動も始まっています。★26日は
LGBT Allyの缶バッチを先着100名様にプレゼント！

★アルファ ロメオ
Share your heart. あらゆる人が自分らしく輝ける社会の実
現をめざすAlfa Romeo。そして、より豊かで幸せな未来を目
指すクラウドファンディングプロジェクト『Share your heart』
もますます拡大中。みんなが幸せになれる世界を一緒に創
り上げていく『Share your heart』にご注目ください。

★駐日アメリカ合衆国大使館（26日）
アメリカ合衆国は、LGBTの権利を、自国だけでなく、世界
中に広めるべく、活動しています。自国での取り組みや、日
本でのサポート活動、観光情報、イベントの紹介などもして
いますので、ブースに遊びに来てください！zz

★駐日英国大使館
今年で３回目の出展となりました。「Love is GREAT」をモ
ットーに、イギリスの文化・観光・政策をお伝えします。26日、
メインステージで、駐日英国大使ティム・ヒッチンズがスピー
チをします。そして、なんと、ダブルデッカーバスも登場！　お
見逃しなく。

★日本テレビ放送網株式会社
日本テレビ系列で毎週火曜よる７時から放送中の火曜サ
プライズが今年も参加！　にんに君がトビーと一緒にイベン
トを盛り上げます！　にんに君携帯クリーナーなど番組グッズ
も販売しますので是非お立ち寄りください！

★High&High（レインボーパック)（25日）
スキンケアブランド、『Pure Smile』とTokyo Rainbow Pride
がコラボしたパックが配布されます。カラフルユニコーンがプ
リントされたこの日しかもらえない、オリジナルパックをGetして
ね！　他にも、撮影フォトブース、もご用意しております。

★ミライカラーズ
【色鮮やかなセクシャルライフを皆様に】私たちは性の存在
を敬い、その多様性によりポジティブな視点を与え、“健康維
持、美容、コミュニケーションとしてのセクシュアルウェルネス
プロダクト” を提唱します。

★ラブピースクラブ（26日）
アメリカ輸入のとびきりハッピーなレインボーグッズ、当事者
が考えた本当に使えるFTMグッズならここ☆　女性だけで
運営の安心安全なショップです。カップルで使えるローショ
ン紹介やハーネスの試着体験やってます！

★全国LGBT活動者の会（カラフル連絡網）
全国各地でLGBTサークルやNPOが立ち上がっています。
このブースでは、全国の活動者たちが集い、それぞれの活
動内容や経験などを共有。各地のフライヤーなど情報も収
集できます。４月27日（月）13：30～勉強会もやります。

★認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ
認定NPO法人グッド・エイジング・エールズのブースでは、新
プロジェクト「OUT IN JAPAN」をはじめ、各プロジェクトの
ご紹介や、TRP期間中のイベント情報などをご紹介します！

★C.R.A.C.（26日）
反レイシズム運動周辺から生まれた街頭行動の紹介です。
新大久保での反ヘイトスピーチ・カウンター・プロテスト、ロシ
ア大使館前での反LGBT政策への抗議、ウガンダ大使館
への反LGBT法反対行動など。

★G-pit net works（26日）
性同一性障害に関するご相談（無料）。国内、タイの病院
紹介（無料）。パスグッズの販売。どなた様でも、お気軽に
ブースへお立ち寄り下さいませ。

★G-FRONT関西
大阪市に事務所を置く設立21年目のサークルです。イベン
ト、パーティ、交流会、講演会、セミナー、会報発行などを定
期的に行っています。様々なセクシュアリティ、年齢の人が
参加していますので、どなたでもお気軽においで下さい。物
販もあります。

★Stonewall Japan（26日）
Stonewall Japan：Connecting Japan's International 
LGBTQ+ community／ストーンウォールジャパンは、日本
の国際LGBTQ+コミュニティーをつなぎます。

★TELL
TELL is a not-for-profit organization dedicated to 
providing world-class, effective support and counsel-
ing services to Japan’s international community as 
well as helping to address the country’s growing 
mental health care needs.
Everyday for over 40 years TELL Lifeline has been 
providing important connections and support to 
people across Japan. We save lives. Lifeline 
03-5774-0992 (9am-11pm everyday of the year)  

★iaeグローバルジャパン【留学ネット】
「留学するなら格安で行きたい！」「ついでに世界のレインボ
ープライドにも参加したい！」。私たちはLGBTの留学を親身
にサポートします。世界13ヵ国への語学留学・進学なら
「iae留学ネット」へ！

★イータバコ／（株）コアデトックス
信頼のジョイテックVAPE/電子タバコを日本向けにカスタ
マイズし2013年より販売。数多くの皆様にご愛顧いただい
ております。日本語説明書、リキッド付き！ 有害物質、発ガン
性物質検査もクリア！ 安心・安全なイータバコ！

★LGBTパートナーズ
LGBTパートナーズ：テレビでおなじみの性的マイノリティー
の為の真面目な『恋活パーティー』出会いの場を全国で開
催しています。お申込み・ご参加・ご意見お待ちいたしており
ます。

★親子ブース（にじいろかぞく）
子連れの方のための無料休憩所です。オムツ替えや授乳、
ちょっと休憩、ベビーカー置き場などをご用意しています。26
日はゲストにasobi基地さんをお迎えしておやこで遊ぼう！　
両日ともに多様なかぞくのミニ写真展も開催♪

★オンタリオ州観光局
世界最大級100万人が集まるトロントプライド。ツアーに参
加してプライド＆トロント観光を楽しもう！ トロントからは、ナイ
アガラの滝へも日帰り観光ができます。夏のトロントは訪れ
るのに最高の季節です。 

★シャンカン
メンズ脱毛サロン シャンカンです。北千住で14年、LGBT
の方々に多くご支援をいただいております。美のお手伝いを
させていただきます！

★スターダストプロモーション（25日）
日本発FtMユニット・SECRET GUYZ。FtM（元女性）をもっ
と世間に広めるべく活動中。女性・男性の両面の魅力を持
つ彼らを是非ご堪能ください。

★東京国際レズビアン&ゲイ映画祭
今年で24回目を迎える、セクシュアルマイノリティをテーマと
する作品を上映する映画祭です。4/29（水・祝）に開催す
る「春の名作劇場」の作品の紹介やチケット、グッズ等の販
売をします。

★東京都エイズ啓発拠点ふぉー・てぃー（25日）
池袋から来ました！ HIV/エイズ情報ラウンジ ふぉー・てぃー
です！ ピアスタッフとHIV/エイズや他の性感染症の話をした
り、オリジナルコンドームケースを作ったり、正しいコンドーム
のつけ方を学べるよ！

★特別配偶者（パートナーシップ）法
　全国ネットワーク（26日）
通称パートナー法ネットは、同性カップルの法的認知・サ
ポートを目指す団体です。 現在はLGBT等法整備のための
全国連合会の活動にも積極的にかかわり、国会議員連盟
が当事者の声を反映した政策・法制度を提案するよう努力
しています。関心がある方は、ホームページからMLに登録し
て下さい。一緒に活動したいという方はお声を。

★日本キリスト教団新宿コミュニティー教会（26日）
新宿２丁目の近くにあるキリスト教会です。私たちはLGBT、
その他の性的マイノリティを応援・歓迎しています。礼拝は
毎週日曜日11：00から。結婚式の相談も受け付けています。
くわしくは公式サイトを御覧ください。

★Novia Novia
Lライフスタイル情報誌『Novia Novia magazine』、
Spindleグッズ販売中！　雑誌最新号の企画でアンドフォト
カンパニーとコラボしてフォトシューティングしています！　ぜ
ひお立ち寄りください♪

★パープル・ハンズ（26日）
性的マイノリティの老後や同性パートナーシップの確かな
〈情報センター〉です。活動の資料展示、書籍販売のほか、
ライフプランや公正証書の相談も受付中（行政書士や税
理士ほか）。お気軽に！

★藤間紫苑.com&ビアチカ
藤間紫苑＆江川広実のコミックエッセイ『ゆりにん～レズビ
アン妊活物語』『百合小説』水月モニカ＆S,夜紫蛇＆コンチ
ャス他『レズビアンエロチカ2014』虹色アクセサリー販売。
「Lの歴史を学ぶ会」チラシ配布中！

★メンミクアプリ
遊び方のカタチを変える「メンミクアプリ」誕生！　独自の
GPSシステム搭載、出会いを完全サポート。今後イベント告
知や、サークル・コミュニティを拡げるための機能も近日搭載
予定。新しい“青アプリ”でキミの出会いを確かなものに！

★Yokohama Rainbow Festa 2015
10/31(sat)～11/1(sun) 『Yokohama Rainbow Festa 
2015』＠横浜駅東口そごうはまテラスでいよいよ初開催！ 

★特定非営利活動法人ReBit
NPO法人ReBitでは「学生のみんな！ 新歓＆交流ブース」と
題し学生向けフリースペースを開きます。各学生サークル多
数参加予定！休憩や待ち合わせでの利用はもちろん、交流
や新歓で同じ大学の仲間を見つけたい方など是非お越しく
ださい！

★ホテルグランヴィア京都
ホテルグランヴィア京都が結ぶ、未来への道のり。お二人
の”想い”を”かたち”に変えていく---私たちは、おふたりはもち
ろん、挙式に参加されるすべての方との「MUSUBI（結）」を
大切に考え、幸せのお手伝いをいたします。 

★レインボーアイル
LGBTウェディングのプロが、将来設計を考えるおふたりを
全力でサポート。「ちょっと興味はあるけれど…」という皆さん
も、勿論大歓迎です。リハーサルウェディングや、パーティの
レクチャーなど、気軽に参加いただけるプログラムを用意し
ています。どうぞお立ち寄りください。

★EY（26日）
150か国以上に拠点を有するEYでは、ダイバーシティを大
切にしながら、より良い社会を育むことを目指しています。
EYブースで、レインボー・グッズ及びフェイスペイントなどを楽
しんでいただけます。

★LGBT Finance（26日）
LGBT Financeは、金融機関で働くLGBTの社員の個性を
尊重し、支援する職場環境を作り出すと共に、LGBTコミュ
ニティを取り巻く課題への意識向上を目的として設立されま
した。今年は11社が集まり、東京レインボープライド2015を
応援します。ブースは4月26日のみ出展します。ぜひブース
へもお気軽にお立ち寄り下さい。

★Gap
会場限定！　Gapレインボーロゴをあしらった、無料のオリジ
ナルアイロンプリント（皆さんの持ちこみTシャツにその場で
プリントします）とフェイスタトゥー素材をご用意しました。パ
レードをカラフルに楽しみましょう！

★ギャップジャパン株式会社（人事部）
Gapは従業員の多様性を尊重します。互いに誠意を持ち敬
意を払うことで、創造性が喚起され、チーム全体の力につな
がると信じています。このブースでは、スタッフがGapでの
チームワークやお仕事について説明します！

★Google
今年も Google のブースではみんなの多様性を応援しています。

★チェリオジャパン
ライフガードはレインボープライドを応援しています。ライフ
ガードのブースでは、サンプリング、ライフガード86カーの展
示、フォトセッションを行っています。ぜひお立ち寄りください。

★DHC MEN
4月25日（土）・26（日）DHCMENブースでは、俳優・モデル
として活躍している中村譲さんとの撮影会を開催！※代々木
公園イベント広場・DHCMENブース　※撮影が可能な携帯・
デジカメをご持参ください。※4/25日（土）12：00～15：00、
4/26（日）15：00～18：00（予定）※試供品サンプリングも
実施いたします。

★電通ダイバーシティ・ラボ
電通ダイバーシティ・ラボ（DDL）のブースでは、発行してい
るウェブマガジン『cococo lo r (ココカラー)』編集部
（cococolor.jp）が、“2015年LGBT調査”データを速報で
お届けします。 

★フィリップスエレクトロニクスジャパン
フィリップスは、レインボーフラッグの６色と同じ６カテゴリー
の製品群で「自分らしくキメる、自分らしく生きる」を応援しま
す！人気イラストレーターがあなたの自分らしさを似顔絵にし
てプレゼントします。

★Letibee
その場でフォトブライダルができるセットとカメラマンを準備し
ております！　パートナーやお友達の方と、そしてもちろんお
一人でも！　ぜひ素敵な写真を撮りにいらっしゃってください。
また、Letibee がLGBTs の方に向けて開発中の、新しい
WEBサービスのプロトタイプをブースでいじることができます。
みなさんのために開発中の新しいアプリの感触を、PC, 
iphone, ipad などで実際に触って、体験してみてください。

★work with pride
work with prideは、LGBTなどの性的マイノリティに関する
企業でのダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援
する任意団体です。今回は日本IBM株式会社の特別協賛
の元、イベントの内容を紹介します。

★全米ブライダルコンサルタント協会
全米ブライダルコンサルタント協会は、アメリカに本部のあ
るブライダル団体です。現在アメリカでは多くの州で同性婚
が認められていますが、その中でも盛んな街、NYにて日本
人でも結婚式ができる！そんなプランをご紹介いたします。

★東宝ミュージカルRENT
様々な境遇の若者達が、傷つきながらも夢に向かい懸命に
生きていく姿を描いたミュージカルです。ブロードウェイで上
演され幾多の伝説を作り上げました。作品紹介やチケット
の特別先行販売を行っておりますので、どうぞお立ち寄りく
ださい。

★フットマッサージ
FEST散策やPARADEで歩き疲れた脚を癒しに来ません
か？ 台湾式足ツボやスポーツアロマトリートメントで脚の疲
労、むくみを和らげます！

★ベアミネラル（bareMinerals)
（ベアミネラルは）サンフランシスコ生まれのミネラルファンデー
ションのパイオニアブランド。何を入れるかではなく何を入れな
いかにこだわり、肌によい成分で、ヘルシーでナチュラルビュー
ティを求めるすべての男女に前向きな変化を与えます。当日、
サンプリングとメイク体験実施中！

★MINI
TOKYO RAINBOW PRIDEにMINIが初参加！ MINIの車
両を展示しておりますので、 みなさま是非「見て」「触って」、
MINIを堪能して下さい。 

CIRCLE & COMMUNITY

GOODS

COMPANY

EMBASSY

※ブース名の後に日付の表記がない場合は両日出展。

　本イベントの運営資金は、LGBTコミュ
ニティを支援する企業や団体等からの協
賛金等でまかなわれているのですが、さら
に、参加者の皆様からの心温まる「募金」に
よる支えがとても重要になっています。昨
年は、パレード当日１日だけで、666,073
円の募金をいただきました。この場を借り
て、あらためてお礼を申し上げます。
　皆様からの募金は、単なる運営資金とい
うだけではなく、１人１人の思いや願いを
ひしひしと感じることができ、ボランティア
ベースで活動をしている私たちスタッフに
も、大いなる力を与えてくれます。
　これからも毎年、東京でプライドパレード
が開催できるよう努めてまいりますので、ど
うか、未来のための募金へのご協力を、よろ
しくお願いいたします。

★６か国大使館＆EU（26日）
LGBTコミュニティーと共に、多様性のもとに結束し、お祝い
したいと思います。オランダ、オーストリア、ベルギー、ドイツ、
フランス、スイスの各国駐日大使館とEUによる合同ブース
です。皆様をお待ちしておりますので、是非遊びに来て下さ
い。オランダ：『十人十色展@colorful station』開催。

★北欧
同姓による結婚は北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイ
スランド、ノルウェー、スウェーデン）で認められ、受け入れられ
ています。これら５か国に住む人々にとってどのような結果が
もたらされたのでしょう？　同性愛者は多くのものを得られま
した――自身の選んだ人と結婚でき、法定給付を受けられ
ます。異性愛者にとっては――別に何も変わっていません。
つまり同姓婚を認めたからといって、失うものは何かあるので
しょうか？

当日、1,000円以上、募金をしてくだ
さった方には、TRPマスコットキャラク
ター「トビー」をデザインした「特製缶
バッジ」を差し上げます。

募 金 の お 願 い

25日

26日

今年は

BIG SIZ
E!

各500個限定 50音順



●行進は４列縦隊です。通行車線からはみでないようにしま
しょう。●隣の車線を通行する車両に気をつけましょう。●フロー
ト間の移動、沿道への出入りは、緊急時以外（トイレ・体調不
良等）、止めてください。●整列時・行進中の飲酒・喫煙は固く
お断りします。●服装については、日中に繁華街を行進するこ
とを考慮した上で、自分らしさを表現してください。ただし、局部
や下着が見えるなど過度な露出のある服装は止めてください。
●撮影されると困る場合は、帽子やサングラス等、自己防衛を
お願いします。●何か問題が発生した場合は、近くのボラン
ティアスタッフに遠慮なくお伝えください。●警察官やスタッフ
が巡回しています。何か指示があった場合は、速やかにその
指示に従ってください。●行進中に出たゴミは、各自必ず持ち
帰りましょう。●公園帰着後は、出入り口付近に滞留せず、
いったんイベント広場の奥のほうまで進んでください。その後、
後続の参列者を迎えましょう。

パレードの注意事項
※交通事情等によって時間が前後する場合もあります。
WebやTwitter等でご確認ください。
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-あなたの隣のHIV-

HIVの治療ってどうなってるの？

４月25日（土）13：00～13：45
＠代々木公園野外ステージ

　今でも感染に気づくのが遅れると命に危険
がおよびますが、この10年で大きく治療技術
が向上し、HIV陽性者も老後を考えることが必
要な時代になりました。

総合司会 ： 生島嗣 （NPO法人ぷれいす東京）
　　　　  マダム ボンジュール•ジャンジ／荒木（コ
　　　　　ミュニティセンターakta）
出演：照屋勝治（国立国際医療研究センター エイズ治
　　　療・研究開発センターACC病棟医長)
　　　大槻知子（反貧困ネットワーク他）
　　　佐藤郁夫（ぷれいす東京／ＪａＮＰ＋）
　　　踊り子（DERIVERY BOYS)
　　　岩橋恒太（akta)

感染はどこで起こっている？
　治療をしっかり継続すると、陽性者の血液や
精液中に存在するウイルスの量を検出限界以
下に維持することもでき、やがて相手に感染さ
せるリスクを大幅に減らすことになります。自
分の感染に気付き、専門医療機関で医学的な
ケアを受け、服薬を継続している人たちは誰
かに感染させることはありません。自分の感染
を知らないでいる人たちを少なくすることが、
私たちのこれからの課題です。

どうしたらいいの？
　ちょっと心配なセックスをした後や体調が優
れない時などは、検査を受けてみましょう。保
健所では無料・匿名で受けることができます。
またコンドームを使用したセーファー（より安
全な）セックスという方法は、陽性者にとっても、
そうじゃない人にとっても、まだわからない人
にとっても有効です

日本では？ そして東アジアでは？
　日本では、新規にHIVの感染が判明した人
が、ここ数年、年間約1,500人ほどで推移して
いると報告されています。そのうちの約７割が、
男性同士の性行為での感染です。日本は
1,500人前後ですが、近隣の台湾、韓国、中国
などでは、感染人数の大きな伸びが報告され
ています。今後は、東アジア全体でこのことと
向き合っていく必要性があります。

TRP2015フェスタにおいて、各NPOのリーフレットや啓
発資材を展示。また昨年フロート出展をした「AIDS IS 
NOT OVER」のロゴＴシャツを販売し、売上をジャンプ
プラスの「HIV陽性者スピーカー派遣事業」に寄付をし
ます。運営：NPO法人ぷれいす東京、NPO法人akta、
NPO法人HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラスほかNPO 

［HIV陽性者スピーカー派遣］
陽性者が当事者としての視点
で社会に等身大の語りを提供
することにより、「HIVが他人事」
を社会に認知してもらうことを目
的に活動しています。
http://www.janpplus.jp

「AIDS IS NOT OVER」ブース
NPO法人HIV陽性者ネットワーク・
ジャンププラス

ブースのご案内

「DELIVERY BOYS」って知ってる？ お揃
いのユニフォームを着て新宿２丁目のバー
に毎週コンドーム等を届けているaktaのボ
ランティア活動！　昨年のフロートに搭乗
した安倍昭恵首相夫人とMTVステイング・
アライブ財団のコラボレーションによる、
HIV/エイズに関する予防啓発キャンペー
ンがアジアで始まり、「DEL I V ERY 
BOYS」のメンバーも出演しています。

NEWS

情報ピックアップ

HIV陽性者にとって役に立つ情報が、必要なタイミン
グで手に入り、簡単に探し出すことができるポータル
サイトです。
http://futures-japan.jp/

Futures Japan

HIV陽性者や周囲の方の支援や
HIV/エイズに関する相談、予防啓
発活動等を行っています。
http://ptokyo.org/
［ポジティブライン］
＊HIV陽性者とその周囲の人のた
めの電話相談
Tel：0120-02-8341
（月曜～土曜13時～19時）
＊ゲイによるゲイのためのHIV/エイズ電話相談
Tel：03-3361-8909（日曜13時～17時）

NPO法人ぷれいす東京

HIVマップ

新宿２丁目にあるHIV/エイズ
の情報センター＆フリースペー
ス。誰でも無料で利用できま
す。待ち合わせやミーティング
にもどうぞ。Sa f e r  S e x  
Campaign 2015「5月6日(ゴ
ムの日)を虹色に！」開催中。
RAINBOW WEEK中は毎日
開館します。住所：新宿区新
宿2-15-13第二中江ビル301
／開館時間：16時～22時
http://www.akta.jp

コミュニティセンターakta

HIV/エイズの総合情報サイト。ゲイ・バイセクシュアル
男性をはじめ、全ての人にすぐに役立つ予防・検査・相
談・支援の窓口や基礎知識など。
http://www.hiv-map.net/

【パレードの参加方法】

〈受付時間〉10：00～12：30
〈整列時間〉12：30～13：00
〈行進時間〉13：00～15：00

パレード受付ブースにて、自分が歩きた
いフロートを選んで登録する。
選んだフロートを示す番号が記入された
カードをもらって、各自で保管する。各フ
ロート、約200人で締め切るので、登録
はお早めに。
整列開始時間になったら、各自登録した
番号のフロートの整列場所に移動し、出
発まで待機。
13時、先頭フロートが出発後、スタッフ
の指示に従って、順番に行進スタート。

パレード　ルートマップ

トビーのぬいぐるみ
1,500円

レインボーサングラス 
各1,000円

スト
ラッ
プ

付き
！スト

ラッ
プ

付き
！

レインボーフラッグ
（大）500円  （小）300円

缶バッジ各300円

TRPオリジナルＴシャツ　各2,000円

マフラータオル（110×20mm）　2,000円

毎月第１土曜日に『EROS』というレディースイベントを
開催しています。Tokyo Pride Paradeへの参加は
今年で３度目になりました！　愛をテーマにみんなで盛
り上がれるフロートにしましょう！EROS特製の赤い風
船をお配りしますので、みんなで持って歩きましょう!!

EROS
by EROS

9

Messages of Pride
テーマは、“みんな”が作るフロート！　どんな生き方で
も考え方でも共に生きていける、誰もが自分らしくいら
れる世の中になることを願っています。このフロートで
は、そんなメッセージをみんなで自由に描きあげていき
ます。「“みんな”でブラス！」のマーチングバンドのゴ
キゲンな演奏に合わせ、あなたの“プライド”を乗せて、
みんなの“プライド”と共に歩きましょう！

by Tokyo Rainbow Pride / feat. “みんな”でブラス！

1

みんなで虹を持とう。セクシュアル・マイノリティ差別、
人権差別を筆頭とするHIV陽性者や生活保護受給
者、障がい者に向けられる差別的な非寛容、不公正
に対する明確なＮＯ！を、未来へ向けた眼差しの力強
さとプライドパレードの圧倒的な祝福の方向性を添
えて、ともに歩いていきたい。

Under the Rainbow
NO HATE
by TOKYO NO HATE （東京大行進）

8
LGBT Finance
LGBT Financeは、金融機関で働くLGBTの社員の
個性を尊重し、支援する職場環境を作り出すと共に、
LGBTコミュニティを取り巻く課題への意識向上を目
的として設立されました。今年は11社が集まり、東京レ
インボープライド2015を応援します。

by LGBT Finance

2

テーマは、LGBTのウエディング。フロートに乗るモデ
ルたちが着るドレスやタキシードはすべて、LGBT向け
にデザインされ、この日のために制作されたオーダーメ
イド！　音楽は、挙式や披露宴で人気の高いウエディ
ングソングを集め、皆様が楽しめ、何よりも歩きやすく
編集しました。煌びやかなウエディングのフロートで、
様々な愛の形をみんなで祝福しましょう!!

ウエディングマーチ for LGBT
by Juerias LGBT Wedding
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「自分らしくていいんだよ、味方は側にいるよ！」という
メッセージを子どもたちに届けませんか？　“教える”
人も、“教わる”人も、“見守る”人も！　「教育」に関
わる全ての人のためのフロートです！

Power of Education
～自分らしくいられる未来を作ろう！～

by Revo ∞ Link
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ゴージャス&グラマラスなドラァグクィーンはパレードの
華！　［アマランス・ザ・カーニバル・ワゴン］には魅惑の
ビューティークィーンがてんこ盛り！　テイスト丸出しミュー
ジック！　ハレの日、街行く人々に伝わる幸せ！　LGBT
の心意気と生きる歓び、一緒に歩いて感じましょうよ！

アマランス・ザ・カーニバル・ワゴンⅡ
by アマランス・ラウンジ
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テーマは「多様な家族」です。同性のパートナーやパー
トナーと一緒に育てる子供たちと一緒にパレードを歩く
事で同性婚の必要性を訴えたいと思います。渋谷区
の妖精アイリッスンも応援に来てくれる予定です。

by　NPO法人 EMA日本モダン・ファミリー
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“医療/福祉/介護”× LGBTに関心がある方のための
フロートです！　人生に関わるサービスを様々な人が気
持ちよく受けられるようにしたいという気持ちを込めて
わいわい歩きます（大きな音を流さないフロートです）。

Rainbow Hospital
by nijimed
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Spindle+は、日本初のLガールズ向けiPhoneアプリ。
同性の恋人や友達、仲間と共に、あなたがあなたらし
く生きていくためのコミュニケーションツールです。今
年もLGBTコミュニティを盛り上げます！

“ I Think 
I Wanna Marry You! ”
by Spindle+
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日本初の「FTMをフィーチャーするイベント」をはじめ、
FTM（♀→♂）× エンターテインメントを企画展開す
るGRAMMY TOKYO。多様性を認め合い自分らしく
生きたいと願う全ての人を応援するフロートです。DJ
やGOGOダンサーを乗せTRPを明るく盛り上げます！
LGBT他、誰でも大歓迎！

FTM 
GRAMMY TOKYO
by GRAMMY TOKYO
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2013年「Zepp ダイバーシティ」、14年「Zepp福岡」
でMAXを、倖田來未ナイト（大阪）では倖田來未を
シークレットゲストで呼び、また、2013‐14年２年連続
東京・九州で全国ツアーが話題となったTGNが、今
話題のメンミクアプリとコラボ！　DJとGOGOを乗せ
今年もパレードを盛り上げます！　皆さんも是非楽しく
盛り上がって一緒に歩きましょう！

TGN-
TOKYO GAY NIGHT-
＆メンミクアプリ
by TGN-TOKYO GAY NIGHT-
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❶

❷

❸

25日に発売開始。Tシャツを着てパレードを歩こう！
詳細→facebook「AIDS is NOT OVER」

ⒸMTVステイング・アライブ財団

パレードを先導するフロートをご紹介します。
今年は12のフロートがエントリー。



渋谷区パートナーシップ証明の意義
　渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例は、第２条（８）で「パートナーシップ」を「男
女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係をい
う」と定義し、第 10 条において、区長はパートナーシップに関する証明（パートナーシップ証明）を
することができると定めた上、第 11 条で区民や事業者に対し区が行うパートナーシップ証明を最大限
配慮するよう求めています。是非一度、渋谷区のウエブサイトで条例を読んでみて下さい。
　このパートナーシップ証明は同性間の結婚（法律用語では「婚姻」といいます）を認めたものではなく、
婚姻のような法的効力はありません。同性婚を認めるためには国の法律を改正する必要があります。し
かしながら、地方自治体が「男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える」同性カップルがたしか
に存在するのだと認め、その関係を証明することは、日本において初めて同性カップルを法的に認知し
たという意味で極めて画期的なことです。そして、同性愛者をはじめとする性的少数者の人権尊重とい
うメッセージを地方自治体が強力に発信する効果もありました。
　ヒューマン・ライツ・ウオッチ日本代表の土井香苗弁護士によれば、2001 年に世界で初めて同性婚
を認めたオランダでは、それ以前から地方自治体が渋谷区と同じようにシンボル的な証明書を発行し、
その結果、同性婚の議論が議会で始まったときには、オランダの人々は同性カップルの事実上の “結婚”
を祝うことに既に慣れており、無用な対立を避けることができたのだそうです（同団体のウエブサイト
より）。その意味では、パートナーシップ証明を他の地方自治体に広げていく取り組みも意義のあるこ
とでしょう。
　憲法14条は平等原則を定めています。人生のパートナーとしてお互いに助け合って生きていこうとい
う点においては、異性カップルも同性カップルも同じです。婚姻という国家の制度を異性カップルは利
用できるにも関わらず、同性カップルは利用できない理由はありません。私は同性婚あるいは婚姻に準
じる同性パートナーシップ制度を実現したいと考えています。もちろん賛否両論いろいろなご意見があ
るでしょうが、渋谷区の条例を契機に、法制化に向け今こそしっかりと議論し行動していきませんか。
私自身も一人のゲイとして、性的少数者がより素敵な人生を送ることができるように、微力ながらも力
を尽くしていきたいと思います。共にがんばっていきましょう。

同性パートナー証明は、区からの「後援名義」! ？
　渋谷区の男女平等・多様性推進条例の成立にあたり、尽力されたすべてのかたに感謝と敬意を表
します。
　現在、同性間パートナーシップの法的保証は日本に存在しません。かけがえのないパートナーも、
いざというとき友人としか取り扱われない場面が多々あります。
　しかし、現代は自己決定尊重の時代であり、書面などで意思表示することで、二人のパートナーシッ
プを周囲にも理解・尊重してもらい、法的効力をもたせることが可能です。相続のための遺言、財
産管理と身上監護を委任する任意後見契約、医療における意思表示書がその代表的なものです。こ
れはどこに住んでいようと、自分たちを守るうえで有益な方法です。
　今回の渋谷区パートナーシップ証明とは、そうした当事者の努力に対し区が「後援名義」を出す
ようなもので、それ自体はとくに法的効果を付加するものではありません。しかし、法律的な方法
に理解が乏しい日本社会で、「行政も認めているなら……」という好意的対応は期待できるでしょう。
　証明の要件に任意後見契約（公正証書）が指定されていることから、さまざまな批判や疑問も呈
されています。そのなかにはもっともなものもあれば、ためにする言いがかり的なものもあります。
　ただ、性的マイノリティのライフプランを考える NPO として、また私自身が行政書士としても提
言したいのは、証明取得だけを目的にするのではなく（証明自体に法的効力はないわけですし）、自
分たちのパートナーシップを、そしてこれからの老病死の場面場面を、じっくり考える機会として
ほしいということです。必要があると思えば、そのとき公正証書も作ればよいでしょう。ただ、親
族との関係は切れません。証明があってもパートナーと親との「はち合わせ問題」もあり、親族カ
ミングアウトの問題は再浮上するでしょう。
　人生を、地に足をつけた性的マイノリティの生活者として、困難でも、誇りをもって生きていく
ためにどうしたらいいのか。パートナーシップ証明はそのことを問いかけているようです。そして
この問いは、シングルや親友（ロングタイム・コンパニオン）との生き方を選んでいる人にも、等
しく向けられているのではないでしょうか。

渋谷区「同性パートナーシップ」条例の成立について

　東京都渋谷区において「同性パートナーシップ」を認める条例が成立したことを歓迎します。
　今回の条例の法的効果は、渋谷区長自身も認めるように、極めて限られています。婚姻の法的効
果は、民法、戸籍法の他、社会保障や税制などについてそれぞれ関連する法律によって規定されて
おり、条例はこれらの法律に対し何ら効果を及ぼしません。婚姻にほぼ相当する海外の同性パート
ナーシップ制度とは大きく異なるものです。
　しかしながら、同性パートナーとの関係が何ら認められない日本において、初めて公的に同性カップ
ルを公的に認知する今回の条例は、当事者やその家族にとっては極めて大きな支えとなるものであり、
社会的・政治的に大きな一歩であると言えます。条例制定に向けて尽力された方々に敬意を表します。
　「ゲイやレズビアンとして生きることは日本では差別されていない」と言われることがあります。
確かに性的少数者でも、一人で生きるだけなら、法的な差別に直面することは基本的にはありません。
しかし、共に生きたいと思う同性パートナーとの関係が、男女の婚姻と同様には認められないとい
う意味では法的な差別に直面していると言えます。
　多くの性的マイノリティの人達にとって、思春期に性的マイノリティであると気づくことは、将
来自分が愛する人との関係が、友人や家族にすら祝福されることはなく、むしろ異端視され、揶揄、
嫌悪の対象にすらなるのだと気づき、そして恋愛や家族の形成という人生の大切な一部を諦めざる
を得ない絶望と恐怖に淵に落とされることを意味します。
　渋谷区の「同性パートナーシップ条例」は、これらの声のあげられない人々に温かいメッセージ
を発信し、性的マイノリティの子どもたちの自尊感情や自己肯定感を高め、合わせて人権感覚を育
む意義を有するものとして高く評価されるべきです。
　日本国憲法もその前文で、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に
除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の
国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と
述べています。渋谷区の条例は、この憲法の理念を具現化するものだと言えます。
　海外では、既に約 40 カ国において同性婚・同性パートナーシップ制度が認められており、それら
の国の GDP は世界の 50％超を占めるまでになっています。残念ながら日本はそこに含まれていませ
ん。他の自治体および国のレベルにおいて、同様の前向きな立法・施策が進むことを強く望みます。

法の整備の声を全国に！ 
東京・中野で LGBT 国政ロビー連合会がキックオフ
　今年３月 31 日、東京・渋谷区で、LGBT 差別根絶や教育に関する事項とともに同性カップルへの証明
書発行を盛り込んだ画期的な条例が成立しました。それに先立つ３月17日に、超党派「LGBT（性的少数者）
に関する課題を考える議員連盟」が発足したことも大きな動きです。
　今、この勢いを逃すことなく包括的な社会的支援を可能にする法整備を目指したいと、これまで教育
や社会福祉、パートナーシップ法、同性婚などで、国政レベルのロビー活動を行っていた六つの LGBT
市民団体が協働歩調をとり、法整備のための連合会を立ち上げました。正式名は「性的指向および性自
認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のための全国連合会」、通称 LGBT 法連合会です。
４月５日に東京・中野で開かれた発足会では、性的指向・性自認（略して SOGI）が考慮されないため
に生じる 250 以上の困難をリスト化し、多くの団体の賛同を呼びかけました。
　困難リストをみると、同性愛や性別違和への無理解により、家庭・学校・職場・地域などで暴言やか
らかいの標的にされても味方がおらず、不登校になったり、失業してホームレスになったり、自尊感情
を深く傷つけられて自死に追い込まれることもあります。当連合会は、こうした当事者の困難状況をと
りまとめて課題別に整理し、より良い政策を目指して国会議員の皆さんに情報提供します。また、各分
野の専門家を招いた学習会を開催しながら独自の法案づくりを進め、国会議員に向けて、性的指向や性
自認にもとづく差別の禁止と LGBT 等への包括的支援を目的とした法律制定を働きかけていきます。
　今の社会制度・法制度は「人は皆、性別一致の異性愛者であろう」という前提でつくられています。
このままでは LGBT としての公的支援や社会保障は生涯受けられず、まさに「揺りかごから墓場まで」
負担だけを背負う状態です。LGBT 当事者やその家族が、既存の公的制度の恩恵を享受するには、性の
多様性の視点を備えた根拠法の整備がぜひとも必要なのです。実は渋谷区だけでなく、すでに多摩市や
小金井市、文京区などに性的指向・性自認を含めた差別禁止条例があります。連合会がリスト化したと
ころ、性的指向・性自認に関する国の政策や全国の自治体条例や施策は、全部で 100 以上ありました。
　渋谷の大きな勢いを今こそ国勢へ。立法が社会を変える力となることを願って、LGBT 法連合会は、
この国のどこに住んでいても、性の多様性が尊重される社会づくりを目指して活動しています。関心の
ある方は、下記にご連絡ください。

お問い合わせ先／ E-mail：info@lgbtetc.jp 

僕は普通に生活したいだけなんです

　 「渋谷区ではさ、同性パートナーに証明書を出すっていうのはどうだろう？」
　約４年前、グリーンバードという活動で街のボランティア掃除をしている時、その団体の代表で
もあり、渋谷区の区議会議員も務める彼からそんな提案があった。
　彼と出会ったのは約 10 年前、この清掃活動を通して知り合ったのだが、僕が毎回掃除に LGBT な
どの多様で愉快な仲間を沢山連れて行くものだから、身近に感じてくれていたようだ。
　掃除をしながらいろんな会話をする中で、「フミノみたいなのって本当にいっぱいいるんだな。
最初は驚いたけど話してみたら全然『普通』じゃん。なのにそんなに困っていることがあるなら、
渋谷区で何かできないかな……」
　そんな思いが冒頭のひと言につながり、その会話の翌年となる 2012 年の議会提案に繋がった。
その提案からすぐに物事が進んだわけではなかったが、みんなで少しずつ「シブヤ ×LGBT」の勉
強会を始め、一歩ずつ進んできた。
　見落としがちだが、「同性」パートナー証明書は同性愛者だけでなく、性同一性障害である僕に
も大いに関係がある。戸籍の性別変更条件が厳しいこともあり、性同一性障害の全てが戸籍変更を
しているわけではなく、僕のように見た目は男性となっても戸籍上は女性（もちろん逆もしかり）
のままという人も多い。ストレート女性と付き合う僕と彼女は戸籍上で見ると同性同士なのだ。
　もちろん性同一性障害特例法自体の再検討も必要なのだが、このような条例が進んで行けば、制
度に合わせるために身体を切るといった、戸籍変更の為だけに行われる不必要な手術が軽減される
可能性は非常に高い。
　2015 年 3 月 31 日、渋谷区議会本会議。賛成討論、そして反対討論を聞きながら、傍聴席でこの
10 年間を思い出していた。全国から掃除に参加してくれた LGBT の仲間たちのこと、外では明るく
振る舞ってもまだまだ性同一性障害であることを受け入れられずもがいていた頃の自分……。
　賛成多数で可決した瞬間、ぐっと胸が熱くなった。
　区役所を出ると山の様な報道陣。人生で初めての囲み取材を受け、そこから数日は取材の電話と
メールが鳴り止まない毎日が続いた。
 「今回の条例についてどう思いますか？」。毎回聞かれるこの質問に僕はこう答えている。
 「国を変えようなんて大それたことを考えてスタートしたわけじゃないんです。僕は普通に生活し
たいだけなんです。ただ、普通に生活しようとすると話題になってしまう。好きな人同士が一緒に
いようとするだけで、これほどまで騒ぎになるような社会でなくなればいいと思っています」と。
　持って生まれた違いに問題があるのか、違いを受け入れられない社会に問題があるのか？
　たまたま時代の流れと重なり、僕たちの世代は陽の目を浴びる機会も増えてきたけれど、やはり
ここまでひとつひとつ積み重ねてきた先達への感謝を忘れず、この景色を見たくても見ることので
きなかった多くの仲間たちの想いと共に、これからも一歩一歩、確実に進めていきたい。

条例案が可決されたこれからが本番！

　「おめでとうございます！！」
　３月 31 日の渋谷区議会で多様性推進条例が可決して以降、多くの方々からそのように声をかけら
れる日々が続きました。「同性パートナーシップ証明書」の発行が日本で初めて可能となった歴史的
な瞬間でもあり、本当に心から嬉しく、「ありがとうございます！！」と素直にお伝えしてきました。
　と言いつつ、僕が「ありがとうございます！！」なんてお答えするのも、何だか偉そうでおこがま
しく、お門違いなことなんです、Change.org を通してお寄せ頂いた 11,000 筆を超える署名を添え
て陳情書を提出したり、当日の議会を傍聴して「THANK YOU, SHIBUYA」の横断幕を持っていったり、
僕たちがやったことは、あくまでも外野でひたすらエールを送っただけ。実は、実際の条例案をつく
るために尽力された検討委員会の方々、それを議会にて議論し推進派を増やすべく動いた議員や関係
者の方々など、本当に本当に多くの方々のサポートが背景にあったからこそ実現したという事実を、
改めてみなさんに知っていただきたいなと思っています。そして、これまで日本において LGBT 関連
の活動をされてきた先輩方も含め、みなさんに「ありがとうございます！！」の気持ちをお伝えした
いです。
　今回の条例案は、渋谷区に実際に暮らす同性カップルの方々が、具体的に日々の生活にて感じてい
る不便や困難を解消していく「制度」として、証明書の発行を目指しています。また、この条例案の
良いところは「制度」だけでなく、実際の区民や事業者の「意識」を変えていくための情報提供や理
解促進のための活動推進も含まれているところです。「制度」と「意識」の両輪が変わっていかないと、
本当の意味で LGBT を含むセクシュアル・マイノリティにもやさしい社会は実現できませんものね。
　僕自身、この条例案を通して初めて知ったことがたくさんありました。当事者が困っている具体的
なこととそれを解消するために必要なこと、実際に制度をつくっていくためのプロセス、そこに区民
として当事者としてどのように関わることができ何ができないか、など。「LGBTと、いろんな人と、いっ
しょに」いろんな人が暮らしやすい社会を目指そう！と、グッド・エイジング・エールズにて様々な
活動をしているなか、あまりにも知識不足だったり、勉強不足だったりしたことを恥ずかしく思い反
省しています。当事者だけでなく、多くのストレートの方々が LGBT のために尽力されているという
のに。
　条例案が可決し、いよいよ「制度」と「意識」を変えていく議論がはじまります。実はここからが
本番です。また、4 月 26 日の渋谷区長選の結果次第では、「条例案の徹底見直し」という可能性もま
だまだ残っています。今現在だけでなく、次の世代の人たちのためにも、より良いものをつくってい
くために、僕自身ができることがあれば、小さなことでも取り組んでいきたいと思っています。「何
かやりたい！」という気持ちがあれば、スタートは今日でも、明日でも、いつでも大丈夫です。みな
さんも、いっしょに、日本を一歩前に進めて行きましょう。

　2015 年 3 月 31 日、同性カップルを「結婚に相当する関係」と
認めて証明書を発行する、全国で初めての条例が東京・渋谷区の区
議会で可決され成立した。メディアでは「同性パートナー証明書」
と大きく取り上げられると同時に反対 派が渋谷で集会をするなど
物議を醸し出した。同性同士も含めたパートナーシップ証明は、フ
ランスの PACS をはじめ欧米諸国では既に存在しているが、日本で
は初めての試みであった。
　ただし、諸外国のパートナーシップは遺産相続などをはじめとし

て法的な効力があるのに対し、渋谷区のパートナーシップ証明書は
条例なので法的な効力はない。またパートナーシップ証明を作成す
るためには、任意後見契約を結んでいることを証明する公正証書を
事前に作成しなくてはならない。
　渋谷区のパートナーシップ証明の条例には未だ課題は残るもの
の、日本のLGBT の権利拡大にとって大きな一歩である。2015 年 4 月
時点でも、世田谷区や兵庫県宝塚市など他の自治体においてパート
ナーシップ証明の検討がなされており、今後の展開に期待される。
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