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本日の流れ

1. 団体説明および共同代表理事紹介

2. TRP2022報告

3. TRP2023概要および感染症対策について

4. ボランティア募集内容について

5. 補足

Today’s program
1. Introduction of our organization and our Executive Co-Chairs of 

the Board

2. TRP2022 report

3. TRP2023 outline and COVID-19 safety measures

4. Volunteering staff recruitment 

5. Appendix
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NPO法人東京レインボープライドとは？

What is TOKYO RAINBOW PRIDE?

※「東京レインボープライド」は以降「TRP」と表記 ／ “TOKYO RAINBOW PRIDE”  will be  “TRP”  hereafter.
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【ビジョン / Our Motto】

Our motto is “be true to yourself, joyful, and proud.” We 
strive toward creating a society where everybody can live 

happily as they are regardless of sexual orientation or 
gender identity. 

性的指向および性自認にかかわらず、
すべての人が、より自分らしく誇りをもって、

前向きに生きていくことができる
Happy！な社会の実現をめざしています



Create a Supportive 
Environment

Create an environment where 
people of diverse sexualities can 
interact and connect the LGBTQ 

community to the rest of the 
country, to the world, and to a 

brighter future.

Spotlight Diversity

Promote understanding and 
spotlight the existence of the 
diversity of all genders and 

sexualities.
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【ミッション（行動指針）/ Our Missions】

Take action

Take action to eliminate LGBTQ 
discrimination and bring down 

barriers in order that we can make 
our society a happy place.
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NPO法人 東京レインボープライド
団体設立の沿革と共同代表紹介  

The history behind the TOKYO 
RAINBOW PRIDE organization 

and the introduction of Executive 
Co-Chairs of the Board
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NPO法人東京レインボープライド　共同代表理事   
TOKYO RAINBOW PRIDE  Executive Co-Chairs of the Board  

杉山文野（Fumino Sugiyama） 山田なつみ（Natsumi Yamada）

団体の沿革

2011年5月
任意団体＜東京レインボープライド＞設立

2013年1月
任意団体＜東京レインボーウィーク＞設立

2014年10月
＜東京レインボープライド＞、＜東京レインボーウィーク＞統合

2015年8月10日
＜特定非営利活動法人東京レインボープライド＞設立

The History of TOKYO RAINBOW PRIDE 

May.2011
Establishment of  voluntary association ＜TOKYO RAINBOW PRIDE＞

Jan.2013
Establishment of voluntary association ＜TOKYO RAINBOW WEEK＞

Oct.2014
Joined ＜TOKYO RAINBOW PRIDE＞ with  ＜TOKYO RAINBOW 
WEEK＞

10th,Aug.2015
Establishment of Specified NPO ＜TOKYO RAINBOW PRIDE＞

＊詳しくは  https://tokyorainbowpride.org をご参照ください
Please check; https://tokyorainbowpride.org in detail.



東京レインボープライド 2022 報告
TOKYO RAINBOW PRIDE 2022 report



東京レインボープライド 2022 報告
The report of TOKYO RAINBOW PRIDE 2022 

＜全日程参加者数＞

■4月22日～4月24日「プライドパレード＆プライドフェスティバル」

・プライドパレード参加者　 2,000人／梯団数8
・プライドフェスティバルのべ動員数　 66,949人　※感染症拡大防止のため、一部時間帯で入場制限を実施

（内訳：4月22日（金）5,012人／4月23日（土）28,543人／4月24日（日）33,394人）

■6月25日・26日「プライドトークライブ」

・プライドトークライブ  両日 総視聴者数   1,431,688人　※TwitterとYouTubeの視聴数の合計

（内訳：6月25日（土） 総視聴者数　695,379人／6月26日（日） 総視聴者数　736,309人）

■PRIDE PARADE & PRIDE FESTIVAL (April 22 - 24)
Pride Parade participants: 2,000 people / Number of floats: 8

Total number of visitors to the Pride Festival: 66,949  

*We restricted admission during certain hours to prevent the spread of COVID-19.

(Breakdown: April 22(Fri): 5,012 visitors / April 23(Sat): 28,543 visitors / April 24(Sun): 33,394 visitors)

■PRIDE TALK LIVE (June 25, 26)
Total number of viewers for  both days: 1,431,688 *Total number of viewers on Twitter and YouTube

(Breakdown: June 25(Sat): 695,379 viewers / June 26(Sun): 736,309 viewers)

【Number of participants】
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東京レインボープライド 2023 概要

TOKYO RAINBOW PRIDE 2023 Outline



TRP2023 テーマ

つながることで課題を可視化し、より良く変えていこうと、
1人ひとり、一つひとつの積み重ねでここまできた。

しかし、女性の社会進出は進んでも男女格差はちぢまらない。
働き方や生活様式が多様化しても、自らの苗字は選択できない。
障害があることによる不平等や格差も思うように埋まらない。

これだけダイバーシティの大切さは広まっても、インクルージョンが足りていない。

LGBTQもまた同じく、言葉の認知度は間違いなく上がったけれど、
当事者の置かれる状況はさほど変わらない現実がある。

いじめ、差別、偏見。かき消される声なき声。
パートナーシップ制度は広がっても婚姻の平等は実現しない。

目まぐるしく変わる世界の中で、日本は変われるのだろうか。
課題がはっきり見えてきた今だからこそ、変えられないもどかしさが募る。

今、改めて声をあげよう。
私たちはここにいる。

24時間365日、あらゆる世代のあらゆる場所に。
これまでもこれからも、共に生きていることを。

景色が変わるまで、続けよう。
多様な誰もが公平に、そして幸せに暮らせる未来のために。

変わるまで、続ける
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TRP 2023 Theme

- Press on till Japan changes. -
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We have come this far one person at a time, one by one.
We’ve re-connected with each other, so we can see the issues and change them for the better.

Yet, the gender gap has not narrowed despite the advancement of women in society.
Even though there is now a rainbow of different types of families, individuals still cannot choose 

their own surnames.
Inequalities and disparities experienced by those with disabilities remain even now unresolved.

Even though the importance of diversity is now widely understood, inclusion continues to be 
lacking.

The same is true for the LGBTQ community. Although the word has definitely gained recognition,
our reality is that our situation has not changed that much.

Bullying, discrimination, prejudice still exists. Our voices are drowned out.
The partnership system has expanded, but marriage equality has yet to be granted.

Can Japan really change in this rapidly changing world?
It is precisely because we can now see these issues clearly that we feel frustrated at the 

stagnation.
So now is the time to raise our voices once again.

Tell them we are here to stay.
24 hours a day, 365 days a year, in every generation, in every place.

That we have been and will continue to live together.
Let's keep marching on until the landscape changes.

For a future where everyone of all diversities can live equitably and happily.



プライドウィーク　Pride Week

東京レインボープライド2023 開催概要 / TOKYO RAINBOW PRIDE 2023 Schedule

【プライドフェスティバル開催場所】  代々木公園
　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため
　入場制限などを行う場合があります。

【プライドウィーク /プライドマンス開催場所】

　東京都内を中心に全国各所  

4/22（Sat） 5/7（Sun）

プライドフェスティバル
Pride Festival

4/22（Sat）〜4/23（Sun） 
※パレード：4/23（Sun）のみ
　Parade: April 23 (Sunday) only

【Pride Festival】 Yoyogi Park
*To prevent spreading infection of COVID-19, we might have to 
restrict admission and implement extra measures. 

【Pride Week / Pride Month】
Whole country, especially central Tokyo 
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【プライドカンファレンス】
　2023年10月 ※詳細な日程は後日発表

【Pride Conference】
 October 2023 *Detailed schedule TBC 
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感染症対策

COVID-19 safety measures 
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会場内での咳エチケット、マスク着用、手洗い・手指消毒の徹底をお願いします。

以下に該当する場合は来場自粛をお願いします。

・37.5℃以上の発熱の症状がある場合（または平熱比１度以上）

・息苦しさ（呼吸困難）・強いだるさや、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合

・過去14日以内に政府から入国制限あるいは入国後の観察期間を必要とされている国、

地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合

※これらの項目に該当する方は、ボランティアの参加もお断りします。 

感染症対策について   

会場内では、他の来場者間の物理的距離の確保をお願いします。

※2022年11月30日時点　最新情報
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At the event venue, thoroughly please practice cough etiquette, wear a mask, wash and 
disinfect your hands regularly. 

If the below applies to you, please avoid participating on the day.

・Have a fever of  more than 37.5°C(or more than 1°C higher than your norm).
・Have breathing difficulties, extreme lethargy, a cough or a sore throat 
　(even if just light symptoms).
・Have had close contact with a person or persons who is or was recently diagnosed as COVID-19 
positive.
・Having close contact with a person or persons who traveled or stayed in countries or regions 
within the last 14 days where the Japanese government has put in place immigration restrictions 
or observation periods.
*These measures are applicable to visitors and volunteer staff alike.  

COVID-19 safety measures

At the event venue, please keep a social distance from other visitors.  

*Latest information as of November 30, 2022
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TRP2023 ボランティア募集内容について

Recruiting of volunteering staff 

for TRP2023



クレド（心得）／ Our Principles

１．Think and act on your own
２．Actively engage in dialogue
３．Be respectful and show respect for the opinions of others
４．Always think about those who are in a weaker position
５．Think about what you can do to help when things don’t go the way you want them to
６．Ask for advice; don't keep things to yourself
７．Don’t push yourself too hard
８．Don't be proud; stay humble
９．Be mindful about what information you communicate, and always respect people’s privacy
10．Always go back to the mission statements when in doubt

１．自分で考え、自分で動こう
２．自分から積極的に対話しよう
３．相手の意見を尊重し、敬意を払おう
４．常に弱い立場にいる人のことを考えよう
５．うまくいかないときは、自分に何ができるかを考えよう
６．ひとりで抱えず相談しよう
７．無理しすぎないよう、気を付けよう
８．慢心せず、謙虚にいよう
９．情報発信する内容に気を付け、相手のプライバシーに配慮しよう
10．迷ったときは常にミッションに立ち返ろう



TRP2023 ボランティア募集人数
Number for recruitment of the volunteerings staff in TRP2023
1. パレードセクション 

2. ステージセクション

3. 物販セクション 

4. 総合受付セクション 

5. TRPサポーターセクション 

6. 会場セクション

7. 救護セクション

200人程度

15名程度

30人程度

80人程度

20名程度

30名程度

20名程度

  Around 200 members 

Around 15 members

Around 30 members

Around 80 members

Around 20 members

Around 30 members

Around 20 members

1. Parade Division

2. Stage Division

3. Merchandise Division

4. General Reception Division

5. TRP Supporters Division

6. Event Venue Division

7. First Aid Division



【パレード　セクション / Parade Division】

募集人数

Number for 
recruitment

200名程度

Around 200 members

業務内容

Job Details 

パレード参加者の整列・出発・到着の対応、先導車両の
誘導のように、パレードを安全に実施するための管理が
主な内容です。 
また、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては
パレード受付を実施する場合があります。

Handling of the line up, departure, and arrival of parade 
participants, and guiding of lead vehicles. The main duty 
consists of maintaining the safe passage of the parade.
Depending on COVID-19 infection rates, this may include 
the establishment of a parade participant reception desk.



【ステージ　セクション / Stage Division】

募集人数

Number for 
recruitment

15名程度

Around 15 members

業務内容

Job Details 

プライドフェスティバル当日における、野外ステージ周りの
セキュリティ及び運営補助業務です。 
具体的には、ステージのセッティング、客席及びバックス
テージのセキュリティ、出演者車両の誘導等を行います。

Assisting the operations and security of the outdoor stage 
during the the Pride Festival. Includes the stage set up, 
security of the auditorium and backstage area, and 
guiding the vehicles belonging to performers, among 
other duties.



【物販　セクション/ Merchandise Division】

募集人数

Number for 
recruitment

30名程度

Around 30 members

業務内容

Job Details 

代々木公園のイベント会場でのTRPオフィシャルグッ
ズの販売を行います。

Selling TRP official goods merchandise at event 
venue in Yoyogi Park. 

＊TRPオフィシャルグッズについては https://shop.tokyorainbowpride.com/をご参照ください

*About TRP official goods, please check; https://shop.tokyorainbowpride.com/ for more details

https://shop.tokyorainbowpride.com/
https://shop.tokyorainbowpride.com/


【総合受付　セクション / General Reception Division】

募集人数

Number for 
recruitment

80名程度

Around 80 members

業務内容

Job Details 

来場者の方のご案内、感染症対策、備品管理、迷子
対応、落し物管理、クローク管理、宅配物管理、チラシ
折り込みなどを行います。

Includes guiding visitors, conducting COVID-19 
safety controls, managing equipment, operating 
the lost and found, managing the cloakroom and 
deliveries, and distributing flyers.



【TRPサポーターセクション /TRP Supporters  Division】

募集人数

Number for 
recruitment

20名程度

Around 20members

業務内容

Job Details

会場案内の配布、アンケート実施やTRPサポーターの
募集等を行います。

Includes distributing information about the event 
venue, conducting surveys, and recruiting new 
sponsor or supporters.

＊TRPサポーターについては https://tokyorainbowpride.org/supporters/ をご参照ください
*Please check; https://tokyorainbowpride.org/supporters/  for more detail on sponsoring members

https://tokyorainbowpride.org/supporters/
https://tokyorainbowpride.org/supporters/


【会場　セクション / Event Venue Division】

募集人数

Number for 
recruitment

30名程度

Around 30 members

業務内容

Job Details

会場内での混雑緩和のための会場整備や来場者の
誘導などを行います。

Includes operating the event venue and guiding 
visitors and participants in order to prevent 
overcrowding.



【救護　セクション / First Aid Division】

募集人数

Number for 
recruitment

20名程度

Around 20 members

業務内容

Job Details

来場者や運営スタッフの万一の体調不良、怪我等に備え、
救護テントを設け、対応します。

Includes setting up and operating a first-aid relief tent to 
assist visitors that may find themselves unwell or 
somehow injure themselves at the venue..

歓迎条件

Preferred 
qualifications 

医師、看護師などの資格のお持ちの方や、医療、介護分野
での業務経験のある方を募集します。

We especially welcome qualified physicians, nurses, or 
other professionals with experience working in the 
medical or nursing care field.



◆2月25日（Sat）：ボランティア説明会・交流会
　February 25(Sat)：Volunteer information briefing
　　　　　　　　　   
◆3月25日（Sat）：ボランティア登録〆切
　March 25 (Sat):  Deadline for registering volunteer staff

◆4月上旬：担当セクションのご案内（メールにてご案内）
　Early April:  Notification of final volunteer assignments
                        (via e-mail)

◆4月8日（Sat）：ボランティア全体説明会
　April 8 (Sat):  General orientation for volunteering staff 

◆4月22日（Sat）～4月23日（Sun）：TRP2023 当日
　April 22 (Sat) ~ 23 (Sun):  Tokyo Rainbow Pride 2023

説明会後の流れ / Schedule after this session

ボランティア  登録
Registering volunteer staff



補足事項   
◆18歳未満の参加者の方
　「保護者の同意書」を全体説明会までにご提出ください。

◆ボランティア募集締め切りは、3月25日（Sat）です。
　期限を過ぎてのご応募は、一切受け付けられませんのでご注意ください。

◆セクションの割り振りについて
　4月上旬までに、メールにて担当のセクションや参加日をご案内いたします。
　人数調整のためご希望に添えない可能性がございます。あらかじめご了承ください。

◆当日は出欠の確認をさせて頂きます。
　安否の心配や、運営自体が困難になりますので、くれぐれも無断での欠席、
　途中での抜け出しはしないようにお願い致します。

◆イベントが中止になる可能性について
　ボランティアスタッフ募集後に感染症（新型コロナほか）等の不測の事態によって、
   やむなくイベントが変更または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆当日の説明は、主に日本語で行います。
　英語対応などができる運営スタッフ・ボランティアスタッフは該当の腕章をつけます。

　



◆For participants less than 18 years old
   Please provide a “parental consent form” before the general orientation meeting on April 8.

◆The deadline registering volunteering staff is March 25 (Sat).
　We DO NOT ACCEPT any applications after this deadline, without exception.

◆About division assignments 
　You will be inform your division assignment by early April by e-mail.  Due to staff number 
allocations, please note that we may not always be able to assign you to your requested division. 

◆There will be a roll call on the day of the event.
   For safety of staff and smooth management of the event, please do try NOT to be absent and 
do not leave the event venue during the event without notice.

◆Cancelation of TRP 
  While unlikely, please note that we may have to postpone or cancel TRP2023 in the event of a 
major outbreak of COVID-19 or for any other unforeseeable event. 

◆All instructions for the 2 days of the event will be given mainly in Japanese. 
  Bilingual operational and volunteer staff will be asked to wear identifying armbands.

Appendix　   
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よくあるご質問
Q：当日の服装は？　

A：動きやすい格好。当日はスタッフTシャツ（お一人様1枚）などの配布があります。
日よけの帽子やサングラス・日焼け止め、夜は冷えるので羽織るものがあると安心です。

Q：仕事のシフト、休憩時間について　
A：各配属セクションによってシフトが異なります。休憩時間が十分に確保できるようなシフトを組むよう
にしていますが、ご自身の体調に不安があれば事前に申し出てください。

Q：荷物は預けられますか？
A：荷物を預けるクロークを用意しています。

Q：ボランティア中に気分が悪くなったらどうすればいいでしょう？
A：会場内に救護テントがあります。体調がすぐれない場合は、各セクション長又は周りのボランティアス
タッフに申し出て、救護テント、休憩スペースをご利用ください。

Q：ごはん、飲み物は持参でしょうか？
A：スタッフにはお弁当（1個）と飲み物（1〜2本）の支給があります。
足りない・種類にこだわりのある方は、各自ご準備いただきますようお願い致します。

Q：ボランティアスタッフでもパレードは歩けますか？
A：パレードセクションのスタッフのみ、パレードを歩くことが可能です。
他のセクションに配属された場合、パレードを歩くことはできませんのでご注意ください。

Q：不審者や迷惑行為を見かけたらどうすればいいでしょうか？
A：セクションリーダー、運営スタッフ、又は本部へお知らせください。
運営スタッフについては、スタッフとわかるような目印を着用予定です。
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FAQs
Q：What clothes to wear on the day?

A: Please wear clothes that are comfortable and easy to move about in. We will be distributing 
staff t-shirts to all volunteers to wear (one per person) on the day. We recommend you to bring 
headcovering, sunglasses and sunscreen to protect yourself against what can be a strong sun in 
the day, and a jacket to put on at night when the air cools down. 

Q：Job shifts and break times
A: Your shifts will depend on your division but you should be given shifts that allow enough time 
for breaks. However if you have any concerns or condition that requires special treatment, 
please let us know in advance. 

Q：Where can we leave our baggage?
A: We have a cloakroom where volunteer staff can leave their bags.

Q：What should I do if I feel sick while volunteering?
A:There is a first-aid tent at the event venue. If you feel unwell, please notify your division leader 
or any other volunteer staff and use the tent or rest area.

Q：Do I need to bring my own meals and drinks?
A:We will be distributing lunch boxes/bentos (1 piece) and drinks (1~2 bottles) to all volunteering 
staff. There will be a few options including vegetarian but if you have special dietary concerns or 
needs, as special meals will be limited in number, you may want to bring your own meals.

Q：Can I walk the parade as a volunteer?
A:ONLY volunteers of the Parade division can walk the parade with other participants..
You will not be able to march in the parade if you are assigned to any other division..

Q：What do I do I see a suspicious person or trouble during the festival or parade?
A:Please immediately contact your division leader, TRP committee members, or head quarter. 
Committee members will be wear team bibs to distinguish them from other volunteering staff.



変わるまで、続ける

- Press on till Japan changes. -



フロート（先導車）の後に、パレード参加者が続く
Floats lead with parade participants following 

フロート（先導車）
Floats (Lead vehicles)

↓


