【プレスリリース】
2021年4月8日（木）
特定非営利活動法人 東京レインボープライド

テリー伊藤さん、夏木マリさん、水原希子さん、りゅうちぇるさん
など著名なゲストが出演！

東京レインボープライド2021プログラムを発表！
4月24日(土)～5月5日(水・祝)まで毎日オンラインコンテンツを配信
TRP公式YouTube「TRPチャンネル」：https://www.youtube.com/c/TokyoRPride/
TRP公式Twitterアカウント：https://twitter.com/Tokyo_R_Pride

特定非営利活動法人 東京レインボープライド(共同代表:杉山文野、山田なつみ) は、2021年4月24日(土)〜
5月5日(水・祝)までの12日間、オンラインで開催する「東京レインボープライド2021」のプログラムを発表いたし
ます。記念すべき第10回目となる今年は、豪華ゲスト総勢16名を迎えた生配信「#おうちでプライド2021」のほ
か、LGBTQのいまを学べるコンテンツなどを配信いたします。

東京レインボープライド2021は、今年のテーマである「声をあげる。世界を変える。」に沿ったプログラムをオンラ
イン配信にて実施いたします。ゲストを招き生配信でトークを行う「#おうちでプライド2021」、SNSにて一般参加者
の皆様に発信いただく「オンラインプライドパレード」、オンライン配信「LGBTQの今を知る15選」「多様な“かぞく”
を考える」といった様々なコンテンツを予定しています。

■東京レインボープライド2021 コンテンツ
4月24日（土）～4月25日（日） 「♯おうちでプライド2021」（両日13時～18時）
様々な分野で活躍される著名なゲストを2日間併せて計16名お迎えしてオンラインでトークライブを展開。
司会にはブルボンヌさん、ゲストは、阿部知代さん、アン ミカさん、落合陽一さん、乙武洋匡さん、ロバート キャン
ベルさん、SHELLYさん、せやろがいおじさんさん、廣瀬俊朗さん、テリー伊藤さん、夏木マリさん、長谷川ミラさ
ん、水原希子さん、ミッツ・マングローブさん、ミラクルひかるさん、YOUさん、りゅうちぇるさん（五十音順）
4月24日（土）「オンラインプライドパレード」
東京レインボープライドのメインイベントとなるプライドパレードを昨年に引き続きオンラインで開催。
4月26日（月）～5月5日（水・祝）「LGBTQの今を知る15選」
LGBTQと教育、スポーツ、法整備、防災、医療、職場、難民、性暴力、地方都市など、各テーマに分けたオンラ
インコンテンツを配信します。
5月5日（水・祝）「多様な”かぞく”を考える〜選択的夫婦別姓・特別養子縁組・同性婚〜」（15時～16時30分）
登壇ゲストに、 青野慶久氏、久保田智子氏、寺原真希子氏（五十音順）をお呼びし、杉山文野がモデレーターと
なり、これからの“かぞく”の在り方、多様な“かぞく”について生配信にてお話ししていきます。

4月24日（土）～4月25日（日） 「♯おうちでプライド2021」（両日13時～18時）
東京レインボープライド2021の最初のプログラムとして4月24日(土)・25日(日)に開催する「#おうちでプライド2021」
は、様々な分野で活躍される著名なゲストをお迎えしてオンラインでトークライブを行います。
ゲストは2日間併せて計16名。
司会にはブルボンヌさん、ゲストは、阿部知代さん、アン ミカさん、落合陽一さん、乙武洋匡さん、ロバート キャンベ
ルさん、SHELLYさん、せやろがいおじさんさん、廣瀬俊朗さん、テリー伊藤さん、夏木マリさん、長谷川ミラさん、
水原希子さん、ミッツ・マングローブさん、ミラクルひかるさん、YOUさん、りゅうちぇるさん（五十音順）が出演します。
両日13時～18時までの5時間、ゲストとともに「声をあげる。世界を変える。」というテーマのもと、視聴者の皆様ととも
に自由にトークを行います。
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4月24日（土）「オンラインプライドパレード」
4月24日(土)にはオンラインでのプライドパレードを行います。「#おうちでプライド2021」「#声をあげる世界を変え
る」の2つのハッシュタグを付けて、今、困っていることや、変わってほしいと感じている学校、職場、地域、社会の
ルールや価値観、制度など、あげたい「声」をSNS（Twitter・Instagram・Facebook）で投稿いただくことで参加が可
能となります。東京レインボープライドの象徴ともいえるプライドパレードがオンライン開催となることで、地方の方
や、匿名を希望する方にもお気軽にご参加いただけます。
※当日参加できない方や事前に投稿したい方は、TRPのWEBサイトにてメッセージを受け付けております。
https://tokyorainbowpride.com/news/notice/19113/

4月26日（月）～5月5日（水・祝）「LGBTQの今を知る15選」
4月26日(月)～5月5日(水・祝)までのプライドウィーク期間中毎日、LGBTQと教育、スポーツ、法整備、防災、医
療、職場、難民、性暴力、地方都市など、各テーマに分けたオンラインコンテンツを配信します。各回20分ほどで、
多様な視点からLGBTQの今を知ることができます。
「LGBTQ」「多様性」という言葉は浸透しつつも、当事者を取り巻く環境、誰もが暮らしやすい社会への実現には
課題が山積みとなっているのが現状です。本コンテンツでは、根強く残る差別・偏見、そこから起こる様々な課題
をより多くの方に知っていただくことで、日本社会全体で LGBTQおよび多様な価値観・生き方 に対する理解を
深め、課題解決の一助となることを目的としています。
1. LGBTQと法整備
：LGBT法連合会事務局⻑ 神⾕悠⼀⽒
2. LGBTQと職場
：認定NPO法⼈虹⾊ダイバーシティ代表 村⽊真紀⽒
3. レインボーコミュニティと防災：弘前大学助教 ⼭下梓⽒
4. LGBTIQコミュニティと性暴⼒：Broken Rainbow Japan 宇佐美翔⼦⽒（代表） 岡⽥実穂⽒（理事）
5. LGBTQとフェミニズム ：東京⼤学教授 清⽔晶⼦⽒
6. LGBTのTをめぐる用語の変遷：⼤阪府⽴⼤学教授 東優⼦⽒
7. LGBTQと国際社会
：青山学院大学教授 ⾕⼝洋幸⽒
8. LGBTQと子ども・教育 ：認定NPO法⼈Rebit代表理事 薬師実芳⽒
9. LGBTQと感染症
：認定NPO法⼈ぷれいす東京 代表 ⽣島嗣⽒
10. LGBTQとスポーツ
：中京⼤学教授 來⽥享⼦⽒
11. LGBTQの多様性
：NPO法人にじいろ学校 今徳はる香氏
12. LGBTQと地⽅・地元コミュニティ：富⼭⼤学⼈文学部准教授 林夏⽣⽒
13. LGBTQと医療
：藤井ひろみ⽒ 大手前大学国際看護学部教授
14. LGBTQと難⺠
：NPO法⼈WELgee代表理事 渡部カンコロンゴ清花⽒
15. LGBTQとは
：NPO法人東京レインボープライド代表理事 杉⼭⽂野

5月5日（水・祝）「多様な”かぞく”を考える〜選択的夫婦別姓・特別養子縁組・同性婚〜」(15時～16時30分)
東京レインボープライド2021の最終日には、15時から3名のゲストをお迎えして“かぞく”をテーマに生配信いたし
ます。個人のライフスタイルの多様化にともない家族のありかたも多様化している中、選択的夫婦別姓、特別養
子縁組、同性婚など様々な視点を共有することでこれからの家族のありかたを考えます。
登壇ゲスト ：青野慶久氏 サイボウズ株式会社 代表取締役社長
久保田智子氏 TBS報道局
寺原真希子氏 一般社団法人 Marriage For All Japan 代表理事
モデレーター： 杉山文野 東京レインボープライド共同代表理事
配信メディア：TRP公式YouTube「TRPチャンネル」：https://www.youtube.com/c/TokyoRPride/
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■東京レインボープライド2021 開催概要
期間
： 2021年4月24日（土）～5月5日（水・祝）の12日間
配信メディア：TRP公式YouTube「TRPチャンネル」：https://www.youtube.com/c/TokyoRPride/
TRP公式Twitterアカウント：https://twitter.com/Tokyo_R_Pride
参加料
： 無料
主催
： 特定非営利活動法人 東京レインボープライド
後援
：渋谷区（東京都） / 鹿沼市（栃木県） / 木城町（宮崎県） / 府中市（東京都） / 東かがわ市（香川県） / 新潟市（新潟県） /
広島市（広島県） / 栃木市（栃木県） / 足立区（東京都） / 板橋区（東京都） / 川越市（埼玉県） / さいたま市（埼玉県） /
大東市（大阪府）/ 那覇市（沖縄県） / 岡山市（岡山県） / 北本市（埼玉県） / 松戸市（千葉県） / 横須賀市（神奈川県） /
弘前市（青森県） / 中野区（東京都） / 品川区（東京都） / 渋川市（群馬県） / 逗子市（神奈川県） / 吉野川市（徳島県） /
いなべ市（三重県） / 古賀市（福岡県） / 西尾市（愛知県） / 小田原市（神奈川県） / 台東区（東京都） / 交野市（大阪府） /
宝塚市（兵庫県） / 三豊市（香川県） / 千葉市（千葉県） / 鴻巣市（埼玉県） / 三浦市（神奈川県） / 横浜市（神奈川県） /
大泉町（群馬県） / 江戸川区（東京都） / 伊丹市（兵庫県） / 明石市（兵庫県） / 福岡市（福岡県） / 国立市（東京都） /
三田市（兵庫県） / 坂戸市（埼玉県） / 鎌倉市（神奈川県） / 北区（東京都） / 藤沢市（神奈川県） / 豊明市（愛知県） /
京都市（京都府） / 堺市（大阪府） / 枚方市（大阪府） / 東松山市（埼玉県） / 富士市（静岡県） / 三芳町（埼玉県） /
文京区（東京都） / 川崎市（神奈川県） / 熊本市（熊本県） / 安中市（群馬県） / 国分寺市（東京都） / 葉山町（神奈川県）/
宇部市（山口県） / 相模原市（神奈川県） ※4月24日・4月25日のみ

協賛

：豊島区(東京都） ※4月24日・4月25日のみ

※承認順 4月1日現在

＜メディアパートナー＞
InterFM897、 BuzzFeed Japan、COURRiER JAPON

■今年のテーマとステートメント
声をあげる。世界を変える。Our Voices, Our Rights.
声をあげる。
LGBTQだけではない。
性を、人種を、思想を超えて、
すべての人が平等に、
そして幸せに暮らすためには
変わってほしいルールがある。
わたしの未来のために、
声をあげる。
勇気ある一人ひとりの声が
広がって、世界が変わる。

Voice out
This isn't just for LGBTQ people
We need the policies to change
across all gender, races, and beliefs
so that everyone can be equal
and live happy, fulfilling lives
Voice out
For our Future
One courageous voice
Can change the world

BuzzFeed Japan LGBTQ特集＆ライブ番組配信
メディアパートナーである「BuzzFeed Japan」がプライドウィーク
期間に合わせて、4月23日（金）〜5月1日（土）にかけてLGBTQ
特集を実施。4月23日（金）には、東京レインボープライドの“前
夜祭”として、ライブ番組を配信します。
特集ページ ：https://www.buzzfeed.com/jp/badge/lgbtjpnews
Twitter
：https://twitter.com/BFJNews
YouTube ：https://bzfd.it/2U9C3eL

COURRiER JAPON 特別企画
メディアパートナーであるCOURRiER JAPONと東京レインボープライドの共同企画として、台湾IT相オードリー・タ
ン氏と東京レインボープライド共同代表理事杉山文野による特別対談を実施。
タイトル：
オードリー・タン台湾IT相×東京レインボープライド共同代表理事・杉山文野「自由な日本社会に必要なもの」
記事 ：https://courrier.jp/news/archives/239281/
配信 ：https://youtu.be/xAjmM04d61k
また、東京レインボープライド2021に合わせて「＃声をあげる｜Voice Out」特集を2021年4月4日から展開。
日本のLGBTQに対する見方はずいぶん変わってきた──声をあげ続けてきた当事者やアライ
の尽力が実って。それでも、日本ではまだ、LGBTQへの差別を禁止する法もなく、同性婚も認
められていない。ルールまで変えるべきときが来ているのだ。そのためには、もっとたくさんの
人が「声をあげる」必要がある。
だが、どう声をあげればいいのだろう？
その答えを探すべく、クーリエ・ジャポンは、LGBTQの権利をめぐって世界でいま起こっている
変化を伝える特集を組んだ。
知る、気づく、声をあげる──すべての人が自分らしく、平等に生きていける社会に向かって。

URL：http://courrier.jp/feature/239484/

「東京レインボープライド」は、LGBTQをはじめとするセクシュアル・マイノリティ(性的少数者)が、
差別や偏見にさらされることなく、より自分らしく、前向きに生きていくことができる社会の実現を目指し、イベントを
通してLGBTQ当事者並びにその支援者(Ally)と共に、「“性”と“生”の多様性」を祝福し、つながる「場」を提供しま
す。
東京レインボープライド 公式HP：https://tokyorainbowpride.com/
TRP公式YouTubeチャンネル「TRPチャンネル」：https://www.youtube.com/c/TokyoRPride/
TRP公式Twitterアカウント：https://twitter.com/Tokyo_R_Pride
【お問い合わせ】
東京レインボープライド 広報
Mail：press@tokyorainbowpride.com
東京レインボープライド2021PR事務局 関谷・福間・林・谷
Tel：03-5572-6063 Mail：tokyorainbowpride@vectorinc.co.jp

