レインボーフェスタ! 2022公式ガイドブック

¥0 TAKE FREE

入場
無料

後援：大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・大阪市

主催：レインボーフェスタ!2022 実行委員会

WHAT IS RAINBOW FESTA?
レインボーフェスタ！について
自分がどのような性を生きるのか、性を介して他人とどのような関係を築くのか、私たちの性のあり方は「異性愛」
や「LGBT」という言葉だけでは表せないくらい多様性に満ちています。
レインボーフェスタ ! は、私たちひとりひとりが持つ「性の多様性」を祝福し、分かち合う場です。ハレの日に、
色とりどりの個性が集い、互いに尊重し合うきっかけとなることを目指しています。
フェスタでは「ステージ」
「ブース」
「関西レインボーパレード」の3つのイベントを開催。
情報発信や参加者同士の交流、ネットワークづくりのきっかけを提供します

Re ～Festa！～再び出会う縁
2020年以降、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、レインボーフェスタ! は、扇町公園での開催を延期し、
オンラインでのイベントを行なってきました。本年は、3年振りに扇町公園での開催、そして15回目のレインボー
パレードを実施することを目指しております。この3年間に社会は変化し、人と人との関わり方も、これまで以上
に多様なものになったのではないでしょうか。
2022年度のテーマは、
「Re 〜 Festa！〜」です。
「Re」は、
「Reborn( 再生 )」
・
「Regression( 回帰 )」
・
「Rsstart( 再
出発 )」
・
「Return( 戻る )」など、様々な言葉の接頭辞です。レインボーフェスタ! にご来場の皆さまと一緒に新た
なスタートを踏み出したいという思いを込め、この言葉をテーマとしました。コロナ禍で直接会うことが叶わなかっ
た皆さまとの「絆」を深めながら、共に楽しんで祝福し合える「レインボーフェスタ!」が再び始まります！

MESSAGE

島谷ひとみさん

東ちづるさん

はるな愛さん

3年越しにようやく開催されるレインボーフェスタ!

マジョリティの都合でつくってきた社会は理不尽

3年ぶりの開催おめでとうございます。人それぞれ

2022。このようなイベントに参加させていただけ

がいっぱい。もう気づいていますよね、マイノリティ

みんな違う頭文字があります。みんなの頭文字が

ることは私にとってもとても光栄です。10/8当日

が生きやすい社会は全ての人に居心地いいと。そ

認められる世の中であってほしい。このイベント

は会場にいる皆さんと大いに盛り上がっていきた

して、私たちは誰もが何かしらのマイノリティだと。

を通して多様性を認めてもらえて、また、みんなが

いと思います♪みんな待ってるよー♪

すでに私たちは「まぜこぜの社会」で生きています。

繋がることを楽しみにしています。一度きりの人生、

一緒に愉しくアクションしましょう。

自分らしく楽しんで下さい！

俳優・一般社団法人「Get in touch」代表

天道清貴さん

小原ブラスさん

若林佑真さん

天道清貴です。台風に阻まれ、コロナに阻まれ、

開催おめでとうございます。
「みんな違ってみんな

３年ぶりの開催、誠におめでとうございます! 僕自

何年も待ち侘びた扇町公園（大阪ではいつも筋ト

いい」っていうけれど、本当は「どいつもこいつも皆

身も関西で生まれ育ち、関西の明るさや笑い、

レしてる公園）
での開催、今からとても楽しみです。

ダメ」かもしれない。けど、それでいいじゃん！それ

そして美味しい粉もんに救われてきました。久しぶ

会場がひとつになって笑顔溢れるステージになる

が人間じゃん！って肩の力を抜いてありのままの

りに、沢山の人たちと美味しいものを食べ、楽しい

よう盛り上げたいと思います。是非会場に遊びに

姿でいることを恐れない人たちで溢れることを願っ

時間を共有し、自由でカラフルな最高に時間に

来て下さい！

てます。

なりますように!

STAGE PERFORMERS
10/8

SAT

11: 00 Gay(i)ly

Gay(i)ly

S.H.A.R.E

ゲイアイドルグループ「Gay(i)ly」です！普段は

S.H.A.R.E はチアディレクター西谷舞子と元 J

東京を拠点に色々なイベントに出演したりして

リーガー土井良太選手が立ち上げたスポーツ

ライブ活動をしています！LGBTQ を広めつつ

の法人です。主にチアダンス、サッカーの指導

皆さんに元気を与えられるように頑張っていま

を行い、学校でも家庭でも経験できないイベ

す!

ントを企画。今日はキッズチアのメンバーがパ
フォーマンスで盛り上げます!

11: 15 Opening
11: 35 S.H.A.R.E
11: 55 KOTFE
12: 20 KOHEY
12: 45 Fantasia×Fantasy
13: 10 虹組ファイツ
13: 30 Fantasia×Fantasy
虹組ファイツ

13: 45 TEN6

https://twitter.com/gayily_oﬃcial

https://www.sharesports.online/

KOTFE

KOHEY

KOTFE（コッフェ）。大阪府出身、元警察官で

4オクターブの音域、侘び寂びと力強さを兼ね

オープンリーゲイのシンガーソングライター 。

備えるスーパーサラリーマン。数々のアーティス

ライヴ活動の他、アニメ映画の音楽プロデュー

トのコーラスをしながら自身オーガナイズでの

スや LGBT 講演活動、元消防士のパートナー

ライブイベントも開催。オリジナル曲では哀愁

KANEとYouTube 発信するなど、多方面で活

漂うメロディとストレートな歌詞で聴くものを魅

躍中 。

了する。

Fantasia × Fantasy

虹組ファイツ

ファンタジアファンタジーには夢をカタチにする

『アイドルごっこ』をコンセプトに2009年2月に

という意味が込められています。今回は樹梨杏

結成したゲイアイドルサークルです。関東、名

といづみの他に元最先端ガールズのぴこたん

古屋、関西、九州の４地区を拠点に、総勢約

がゲスト出演します！久しぶりの現地開催、一

35名の個性豊かなメンバーたちが各地のイベ

緒に盛り上がりましょう～ !

ントに出演し、元気に楽しく活動しています!

14: 15 Japan Pride Network
14: 50 なにわ Queens
15: 25 八方不美人
16: 05 島谷ひとみ
16: 35 Closing
Japan Pride
Network
Japan Pride Networkは、日本国内で開
催されるプライドイベント主催団体のネット
ワークJAPAN PRIDE NETWORK です！各
団体の皆さまにイベントのご紹介をしてい
ただきます♪

http://nijigumi.club/

TEN6

なにわ Queens

TEN6( テンシックス) は、日本一長い商店街と

関西を中心に活躍するなにわのドラァグクイー

して有名な大阪の天神橋筋商店街から大阪・

ン達が集結 !!レインボーフェスタ! のステージ

関西を盛り上げるために生まれたアイドルグルー

で豪華絢爛なショウタイムを魅せます ! パワフ

プです。大阪弁が入っている曲があったり、メン

ルなショウは一見の価値あり! 是非ご覧くださ

バーも関西人でノリも良く親しみやすいグルー

い!

プです。
https://twitter.com/ten6oﬃcial

八方不美人

島谷ひとみ

2018年12月、作詞家・及川眠子、作曲家・

1999年7月に歌手デビュー。NHK 紅白歌合戦

中崎英也のプロデュースにより誕生した、個性

に4年連続出場の他、全国有線大賞新人賞など

の異なる3人のドラァグクイーン
（エスムラルダ、

数々の賞を受賞。音楽活動だけにとどまらず、

ドリアン・ロロブリジーダ、ちあきホイみ）からな

多くのラジオ、バラエティー番組などに出演中。

るディーヴァ・ユニット。これまでにミニアルバム
3枚をリリースし、各種イベント、
メディア等に出演。
https://happofubijin.com/proﬁle.html

https://shimatani.tokyo/

STAGE PERFORMERS
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SUN

10: 00 Androgynous

Androgynous
音楽ユニット名【アンドロジナス】。2022年5月

B7S(ビーセブンエス)としてライブ活動をしてい

LGBTQ 応援ソング3曲入りCDリリース！CD 売

るスギハラユウジです! ハードでポップなロック

上利益の半分をカラフルブランケッツ様に寄付。

楽曲を発信しています。レインボーフェスタ! へ

LGBTQ の方に元気と希望を届ける楽曲を歌っ

の参加は3回目！盛り上げられるよう頑張ります。

ている。

会場でお待ちしています!
https://tendokiyotaka.com/
https://tendokiyotaka.com/

10: 15 Opening
10: 30 B7S
10: 50 H-Pag!
11: 15 オバチャーン

12: 45 Parade 集合
13: 00 Parade Start
13: 10 松原高等学校吹奏楽部
14: 00 Parade Goal
14: 30 ケラケラ
15: 05 天道清貴
15: 35 Closing

http://twitter.com/B7Sinfo

H-Pag！

オバチャーン

18周年を迎えたH‐Pag！(エイチパグ)は、関西

YouTube 合計300万回再生 の 平均年齢70.5

を拠点に全国各地で活動するハロプロ楽曲オ

歳 大阪の絡んでくるアイドル 。今年でしぶとく

ンリーのゲイダンスカバーグループ。レインボー

デビュー10周年 !

フェスタ! 久々の実地開催一発目 ! 気合い十分！
楽しい時間を過ごしましょう!

11: 50 KANZAN☆JITTOKU
12: 25 新虹

B7S

https://twpf.jp/hpaginfo

https://www.obachaaan.com/

新虹

KANZAN☆JITTOKU
KANZAN ☆ JITTOKU（ 笹野みちる & ホッピー

レインボーフェスタ！2022開催おめでとうござい

神山）
。1988年に『東京少年』
とそのプロデュー

ます。新宿エイサー新虹（あらぬーじ）は、エイ

サーという関係性からスタートし、34年後の今

サーの楽しさを知ってもらおうと2006年に結成、

ではすっかり仲良くあぶり餅を頬張りながら音

現在は関東・関西・沖縄支部があり、東京レイン

楽を媒介に四方山話が止まらないお喋り大好き

ボー祭りや各地のゲイパレード等、数多くのゲ

属性越境寒山拾得虹色ユニット。

イイベントを中心に参加。幅広い年齢層のメン

https://www.instagram.com/msasano/
http://hoppy-tv.com/index.html

バーで活動中。

https://twitter.com/aranuji_kansai

松原高等学校吹奏楽部

ケラケラ

こんにちは。松原高校吹奏楽部は、楽しく楽器

2ndシングル「スターラブレイション」がドラマ「ラ

を吹くことを目標に練習をしています。今の部員

スト・シンデレラ」主題歌に大抜擢され、同年の

にとっては、初めてのレインボーフェスタ! です。

新人最多ダウンロードを記録。飾らない歌詞を、

とっても楽しみにしていたので、元気いっぱいに

切なくも力強いポップなメロディーに乗せて真っ

演奏したいです！

直ぐに届けます。

http://www.osaka-matsubara.ed.jp/index.php

http://www.kera2.com

INFORMATION

天道清貴
2000年 デビュー。
「The Only One 」が40万

出演者・スケジュール・プログラム内容は、天候等の理由により予告なく変更・中止とな

枚のヒット。その後単身渡米。全米最大のゴス

る場合がございます。あらかじめご了承ください。

ペルイベントで4万人の頂点に立つ。帰国後
LGBTQ の当事者らを音楽で応援。MISIAらに

ステージの進行は、レインボーフェスタ!2022感染拡大防止ガイドラインに基づき行わ

楽曲提供。YouTube で無料配信ライブ「歌のレ

れます。ご協力よろしくお願いいたします。

ストラン」を2年以上、年中無休連続配信を続
け、前人未到の記録を更新中。

https://tendokiyotaka.com/

BOOTH MAP

【重要】
アルコール類を購入する際にはギグバンドの提示が必要です。
バンドをご希望の方は、運転免許など、年齢を確認できる身分証を
ご用意の上、本部ブース
（地図左下）
へお越しください。

4 Fabric Rainbow

5-1 神戸大学有志

23

24

物販︵ステージ演者︶

WiDthlast & MixRainbow

3 同性パートナー紹介サービス リザライ

22

関西クィア映画祭

2-2 YK カンナビノイドストア

21

レインボーカフェ in
岸和田

20

タカラレンタックスグループ×
追手門学院大学

2-1 おじゃまもの

特設
ステージ

1 プライドセンター大阪

5-2 G-FRONT 関西

性の多様性を広める学生団体メビウスグラデーション 26-1
New connect 26-2

6 関西学院大学レインボーウィーク＆SOGIE研究班

アカルク筋トレ部 野外ジム 27・28

7 大阪司法書士会 @ 無料相談

9 僕らの移住生活

48

三洋化成工業
株式会社

Jack’d

︵アウトジャパン︶

8-2 TELL JAPAN

49

10 ハンドエステ体験

イケア・ジャパン
株式会社

プロジェクト
LGBT-Ally

8-1 みんなの資産形成と保険と終活のブース

株式会社アワーズ（アドベンチャーワールド）29
CASSAROS
（キャサロス）30

45・46・47

50

ジェクス株式会社 31

11 占い師 /とっしーのタロット占い
12 結婚の自由をすべての人に関西弁護団＆マリフォ関西

資生堂ジャパン
株式会社

54・55・56

13-2 公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
14 ゴミステーション
15 交流企画

52・53
JAPAN PRIDE
NETWORK

タイ国政府観光庁

13-1 NPO 法人 LGBTの家族と友人をつなぐ会

SKYY BLUE
（スカイブルー）32・33

51

YUMMY SMILE ＆ 34
TABi TABi
ゴミステーション 35

16-1 NPO 法人にじいろ学校

オンラインサロン
みんなの作戦室 36

16-2 杉本組
17-1 一般社団法人glitter（8日のみ）
17-2 特定非営利活動法人
カラフルブランケッツ（9日のみ）
17-3 今日は無料相談やってます！
こう行政書士事務所（9日のみ）

本部 57
本部 58

ヒトトキ空間 37

59-1 パレード受付
59-2 カンパ
60-1 物販（公式）

フードコート& 休憩所

60-2 アンケート

43

42

41

（テーブル・テント・イスあり）

TORU TORU 39

vachevache

44

会場内への入口は一か所のみとなります。

○元︵まるげん︶

会場入口

旨夢路本舗

チェリオグループ

19 救護

とんかつ喫茶
ぶたとエスプレッソと

18 おやこ休憩所

40

入場の際には、発熱等、体調に不安のある方は入場できません。
感染症対策のため、入口にて手指の消毒をお願いいたします。

ブース No.15 交流企画

レインボーフェスタ ! 初参加の方も、常連の方も、新しい人と知り合いたい方も、
誰もが交流できる場・人との繋がるキッカケになってほしいという想いで生まれた企画です。
1

名札で交流

2

freaks café ／ 38
まぼてば

ゲームでアイスブレイク

レインボーフェスタ! の人気企画です！交流企画ブース

交流企画ブースで簡単なアイスブレイクゲームを行い 開始予定時刻（両日とも）

で名札を手作りしたり、事前に作った名札を持ち込む

ます!アイスブレイクは、レインボーフェスタ! 開催両日

のもOK！名札にはご自身のお名前やニックネームのほ

数回、約30分間程度を予定しています。皆様お気軽に

か、メッセージやイラストなどをお書きください！

ご参加ください !

① 午前の部
② 午後の部

11 : 30〜
14 : 30〜

BOOTH GUIDE

飲食

物販

相談・サポート

体験・サービス

土
土曜のみ出展
のみ

展示・上映・発信

日
日曜のみ出展
のみ

1 プライドセンター大阪

11 占い師 /とっしーのタロット占い

22 レインボーカフェin 岸和田

39 TORU TORU

大阪の天満橋に今年オープンした常設の LGBTQ セン
ター「プライドセンター大阪」のブースです。センター
の紹介や、様々なグッズを販売します。
https://pridecenter.jp/

SNSを中心に活動している占い師とっしーです。フェス
に来られたお客様の恋愛運をサクッと占います。
https://www.tiktok.com/@tossy_tarot

助産師と医師を中心としたメンバーで、レインボーカフェ
in 岸和田として活動しています。津田産婦人科、津田
助産院を拠点に医療の視点でサポートさせて頂いてい
ます。

G20大阪サミットでも採用された大阪が誇るブランド
和牛なにわ黒牛をステーキ串にて提供いたします！
ここでしか食べられないお肉をご賞味ください !

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

2-1 おじゃまもの

12 結婚の自由をすべての人に関西弁護団＆マリフォ関西

漫画エッセイ本、缶バッジ、LGBTQ ＋に関するアク
セサリーやグッズを販売する予定です★ Handmade
accessory shop【hatena】
おしゃれしたい全ての人へ。
アクセサリーの販売など。

私たちは、誰もがセクシュアリティに関わらず自分らしく
生きることができる社会を実現するため、結婚の平等 ( 同
性婚の法制化 )を目指して活動しています！ブースでは
私たちの活動の紹介や裁判の状況をご説明します!

土
のみ

日
のみ

土
のみ

土
のみ

日
のみ

23 関西クィア映画祭

日
のみ

40 vachevache

「クィア」を切り口に、性をテーマにした映画を上映する
イベント。ブースでは、9月に開催した映画祭の上映作
品の紹介や、映画祭の発行物やグッズの配布を行うよ!
https://kansai-qﬀ.org/

日
のみ

土
のみ

土
のみ

韓国で人気のチーズボールや韓流チキンなど本場の
お味を提供いたします！この機会に今人気の韓国フー
ドをご賞味ください !

日
のみ

土
のみ

日
のみ

2-2 YK カンナビノイドストア

13-1 NPO 法人 LGBTの家族と友人をつなぐ会

26-1 性の多様性を広める学生団体メビウスグラデーション

41 とんかつ喫茶 ぶたとエスプレッソと

CBDを配合した全く新しい潤滑油ローション
【WILMA】
をはじめ化粧品、バスソルト等様々なＣＢＤ配合商品を
取り扱っている専門ストアです。
https://ykcannabis.base.shop/

展示等

出店では活動の周知を目的とし、参加者様に LINE@
または Instagramをフォローしていただくことで、可愛
い虹色のタトゥーシールなどをプレゼントする予定です。

名物 超ブタカレーとわらじかつカレー エスプレッソ
マシンで淹れるコーヒーもお願いいたします。

土
のみ

family2006@goo.jp

日
のみ

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

3 同性パートナー紹介サービス リザライ

13-2 公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本

26-2 New connect

42 ○元（まるげん）

リザライは同性を愛する方のための日本初の同性パー
トナー紹介サービスです。専任コンシェルジュがついて
いるので初めてのご活動でも安心。
https://www.resa=y.jp/

アムネスティは、すべての人が世界人権宣言にうたわ
れた人権を享受でき、人間らしく生きることのできる世
界の実現を目指します。LGBT の人たちの権利保護の
法律として「差別禁止法」の法制化を訴求しています。

ジュエリー作家の卵の私たちが、性別にとらわれない、
性別にまぎれない新しい繋がりをコンセプトにジュエリー
アクセサリーを販売します。

うどん屋の唐揚げをキッチンカーで販売しています。ベー
スの味付けは、タレ・塩と二種類の出汁の効いた唐揚
げに仕上げております。
http://www.marugen-fc.amebaownd.com

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

4 Fabric Rainbow

15 交流企画

お客様の身体と心にフィットするスーツをお作りしてい
ます。オーダースーツや生地の見本などを展示いたしま
す。ご希望の方はブース内でご採寸いたします。
https://fabric-rainbow.com/

レインボーフェスタ！初参加の方も、常連の方も、新し
い人と知り合いたい方も、誰もが交流できる場・人との
繋がるキッカケになってほしいという想いで生まれた
企画です。

土
のみ

日
のみ

土
のみ

土
のみ

日
のみ

27・28 アカルク筋トレ部 野外ジム

日
のみ

43 旨夢路本舗

アカルク筋トレ部では、筋トレ初心者からガチムチボディ
を望む人までプロのトレーナーに教えてもらいながら、
自分の理想とする体作りを応援しています。セクシュア
リティに関係なくどなたでもご参加いただけます。

日
のみ

土
のみ

土
のみ

揚げたてアツアツの「もちもちポテト」は、外はサクサク、
中はもちっとした独特食感のポテトです!

日
のみ

土
のみ

日
のみ

5-1 神戸大学有志

16-1 NPO 法人にじいろ学校

29 株式会社アワーズ（アドベンチャーワールド）

44 チェリオグループ

LGBTQAI+ が学びやすい大学を実現するために活動
する神戸大学の学生有志です。通称名使用やガイド
ブックの作成、啓発活動の取り組みを報告します。

レインボーやアセクシュアル、アロマンティック、X ジェ
ンダー、パンセクシュアル等のシンボルカラーを使っ
たオリジナルグッズの販売をおこないます！普段は東
京で活動しています。この機会にぜひお越しください！

アドベンチャーワールドを運営する株式会社アワーズ
初出展でオリジナルレインボーグッズ販売。
HP：企業 https://www.ms-aws.com
パーク https://www.aws-s.com/

チェリオは一人ひとりのアイデンティティとパートナー
シップの選択を尊重する、社会の実現を目指しています。
ブースではレインボーパッケージのライフガードをサン
プリングいたします。ぜひ遊びに来てくださいね !

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

5-2 G-FRONT 関西

16-2 杉本組

（キャサロス）
30 CASSAROS

大阪市に事務所を置くサークルです。交流会、セミナー、
会報発行など行っています。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、
どなたでもおいで下さい。
12月に講演会を開催予定です。

私達の学校で行っているLGBTQIA+の活動をポスター
やパンフレットを使い、よりたくさんの人に知ってもらい
つながりを持ちたいと思っています。また、LGBTQIA+
についてより学びを深めたいです。

キャサロス
（CASSAROS）製品のどこにもないお買い
得品は、レインボーフェスタ! で。HPもご参考に。
https://www.cassaros.jp

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

土
のみ

土
のみ

日
のみ

45・46・47 イケア・ジャパン株式会社

イケアのブースでは、IKEA Familyメンバーに当日
新規ご入会いただいた方にプレゼントをご用意。
10月9日
（日）
は、レインボーカラーのバックなどイケア
で人気の商品を販売予定です。

日
のみ

土
のみ

日
のみ

6 関西学院大学レインボーウィーク＆SOGIE研究班

17-1 一般社団法人 glitter

31 ジェクス株式会社

48 Jack’d

関学レインボーウィーク、LGBTQ ＋の卒業生のライフ
ストーリー集、Web 調査など関西学院大学人権教育
研究室とSOGIE 研究班が展開するインクルーシブコミュ
ニティ実現のための取組み紹介。

LGBTブライダルのご相談、レインボーグッズの販売、
児童発達支援放課後等デイサービスぐりったぁーの紹
介などやってます！！ぜひお立ち寄りください。

独自技術のゼリー付コンドーム「ZONE」
「グラマラスバ
タフライ」や、安全性・使用感にこだわったローション
のメーカー。ぜひサンプルを試しにお越しください !
https://www.jex-sh.jp/

Jack'd はゲイ、バイ、
トランス、クィアのための世界で
最も多様なコミュニティー。本ブースでは会員の方へ
のギフトをご用意してお待ちしています。会員登録は
jackd.app.link/RE_JP から!

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

7 大阪司法書士会 @ 無料相談

17-2 特定非営利活動法人カラフルブランケッツ

大阪司法書士会は、身近な暮らしの法律家として、
SOGI のいかんに関わらず、全ての市民が自由な意思
決定に基づいて生きていけるようにサポートを行って
います。是非、お気軽にご相談ください。

LGBTQ 当事者とアライによるNPO です。
「いいふうふ
になりたい展」や「レインボーマルシェ」などのイベント・
勉強会を開催しています。オリジナルレインボーグッズ
を販売します。是非遊びに来てください。

土
のみ

日
のみ

土
のみ

土
のみ

日
のみ

32・33 SKYY BLUE（スカイブルー）

土
のみ

日
のみ

（アウトジャパン）
49 LGBT-Allyプロジェクト

フルーティーでクリアな飲み心地が特徴の瓶カクテル
「スカイブルー」。サンフランシスコ発祥のブランドとし
て「多様性ある生き方が認められる社会」の更なる実
現を目指し、様々な活動に取り組んでいます。

日
のみ

土
のみ

アウト・ジャパンと約30社のアライ企業のプロジェクト
です。ブースではアライ企業のパネル展示を行います。
https://www.outjapan.co.jp/service/ally_project/

日
のみ

土
のみ

日
のみ

8-1 みんなの資産形成と保険と終活のブース

17-3 今日は無料相談やってます！こう行政書士事務所

34 YUMMY SMILE ＆ TABi TABi

50 三洋化成工業株式会社

経済状況がめまぐるしく変わる昨今、これからの長い
人生を有意義に過ごすために必要な資産の作り方と
自分の身の守り方、そして残された人に意志を託す方
法を一緒に見つけていければと思います。

今年もやります、行政書士による無料相談。カップルさ
んの遺言・老後の不安や、ビザの疑問、日常生活の困
りごとでもOK です。レインボーグッズもあります!
https://kou-lgbt.com/

大阪市の神山町で気軽に安心して本格イタリアンを
楽しめるYUMMY SMILEと兎我野町で柔らかく旨味
のある国産牛ステーキ丼を提供する TABi TABi の初
コラボ。

当社グループでは、多様な人材が活躍できる企業を
目指してDEIを推進しています。ブースではレインボー
マスクシールをプレゼント！シールを貼って、一緒にパレー
ドを歩きましょう!

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

8-2 TELL JAPAN

18 おやこ休憩所

36 オンラインサロン みんなの作戦室

51 タイ国政府観光庁

東京英語いのちの電話（TELL）は、国際化に伴って発
生するこころの問題に対し、カウンセリングの提供を
目指すとともに、世界中で高まっているメンタルヘルス
への必要性に応えていくことを目指すNPO です。

お子さんを連れたご家族が休憩できるスペースです。
リアルなかぞくフォトを集めた「にじいろかぞく写真展」
も開催予定。子育て中の方も、
「これから」と考え中の
方も、お気軽にお立ち寄りください。

オンラインサロン みんなの作戦室～医療に革新を
起こそう！～
（7/1開設予定）
では、すべての人が安心し
て医療を受けてもらえるような取り組みを考える場とし
ております。

タイではあらゆるセクシュアリティの人たちが、タイの
旅行で開放感を感じていただけるよう様々な情報をお
伝えします。
https://www.thailandtravel.or.jp/

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

9 僕らの移住生活

20 WiDthlast & MixRainbow

37 ヒトトキ空間

伊賀の ALLY 老舗メーカーや職人さん、大勢の ALLYと
ともにレインボーカラーの伝統工芸品「伊賀組紐」
「伊
賀焼」を制作し、
「虹紐」
「虹焼」と名付けて販売してい
ます。お気軽にブースに遊びに来て下さい。

甲が高い、幅が広いなどパンプスを選ぶ時に悩んでい
る人達に少しでもストレスなく履いて頂けるパンプスを
作りました。試着コーナーを設けましたので幸せな時間
を皆様と共有できれば嬉しいです。オシャレは平等に。

オーガニック中心 & 化学調味料不使用を心掛けた
veganフードとお酒を提供する２店舗の空間が、この度
ヒトトキ空間として大豆ミート唐揚げ、vegan ホットドック、
マフィン、オーガニックビール等を出します！

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

10 ハンドエステ体験

21 タカラレンタックスグループ×追手門学院大学

38 freaks café ／まぼてば

ナリス化粧品を取り扱う専属エステティシャンによるハ
ンドエステを体験いただきます。体験を通じて、化粧品
によるお肌をキレイにする仕組みも感じていただきます。

フレンドリーショップを運営する天六駅前店 （アパマ
ンショップに加盟）
と追手門学院大学の学生とのコラ
ボブースです！ゼミ生によるアンケートの実施
（プレゼン
トあり）やお部屋に関するご相談も受付けています♪

freaks cafe では、各種ソフトドリンク、アルコール、カク
テル類を販売♪まほてばは、手羽先の唐揚げを販売♪
一度食べたらやめられないまぼろしの味付け手羽先を
ご笑味くださいませ♪

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

土
のみ

日
のみ

52・53 JAPAN PRIDE NETWORK

日本国内で開催されるプライドイベント主催団体のネッ
トワークJAPAN PRIDE NETWORK です。各団体のご
案内やグッズ販売をおこないますので、ぜひお立ち寄り
ください !
土
のみ

日
のみ

54・55・56 資生堂ジャパン株式会社

楽しく知るスキンケア＆メイクアップ HOW TO。自分
らしく過ごすための肌や季節に合わせたスキンケアや
ジェンダーレスなナチュラルメイクのコツ。似合う色選
びなど自分でできるメイクをご紹介。
土
のみ

日
のみ

THE 15TH RAINBOW PARADE

13:00 14:00

頃解散

10/9

SUN

頃出発

開催日時

12 : 45 頃から整列をしますので、会場西側にご集合ください。
パレードは事前受付制です。ギグバンドを受け取って着用してください。
受付開始時間

10 月 9 日（日）11:00〜

受付場所

ブース No.59-1 パレード受付ブース

受付は時間に余裕をもってお済ませください。

フロート概要

パレードを彩るフロート
（隊列）
は、全部で4種類。
お好きなフロートに、お好きなスタイルでご参加ください
トゥクトゥク

ミュージカルフロート

パレード仕様のトゥクトゥクが
大阪の街並みを虹色に染め上げます。

ドラァグクイーンの皆さんもパレードに参戦 !
華やかなパフォーマンスで魅了します。
協賛 : 株式会社アウト・ジャパン

サウンドフロート

メッセージ・撮影禁止フロート

陽気な音楽に包まれながら、
沿道を巻き込んで盛り上げましょう!

手作りプラカードで想いをアピールします。
プライバシーが気になる方もこちらへ。

協賛 : 株式会社ベルシステム24
株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS

パレード順路

地下鉄 天神橋

町

駅

●スタッフ・警察官の指示に従い、隊列を守って進んでください。●車両
ない方はあらかじめサングラス・帽子などをご用意ください。●撮影禁止

Yodobashi
Umeda

扇町公園

がございます。●会場に更衣室はありません。●パレードのルート・時間は、
関係機関との調整により予告なく変更する場合があります。

JR

堂山町

阪急
うめだ本店

大阪駅

曽根崎東

神山町
扇町通

地下鉄扇町駅

あなたの思想および信条を自由な形で表現できます。ただし、特定の個人・
は自由ですが、過度の露出についてはお控えいただくようお願いする場合

関西
テレビ

堂山町

エリアの撮影はおやめください。●パレードでは各人の権利と責任に基づき、
集団をおとしめる暴力や差別を煽るような主張はおやめください。●服装

天神橋筋

崎
中
鉄
下
地

筋
堂
御
新

注意事項
での参加はできません。
（車椅子・シニアカーを除く。
）
●被写体になりたく

天神橋6

通

島

都

天神橋筋商店街

扇町公園から天神橋筋6丁目駅前～
堂山町を巡る全長およそ3kmのコース
を歩きます。

筋六丁
目駅

天

満

駅

KANSAI RAINBOW MAP
堂山町・神山町エリア
Doyamacho & Kamiyamacho Areas

大阪府大阪市北区茶屋町12-6

■

アイプリモ 梅田茶屋町店
大阪市北区堂山町16-12
中通りレジャービル

堂山町

■

Doyamacho

ゆんたく。
［4F］

大阪市北区堂山町16-4
パールレジャービル

■
■
■

Share［B1F］
SUCCESSOR［2F］
Jm［3F］

i

or

d
a-

新御堂筋

a

iy

M
通

島

■

■

片尾タバコ店

■

ji

■

大阪市北区堂山町6-14
第2松栄会館

大阪市北区堂山町8-18
マツモトレジャービル

■
■
■

mark ☆［2F］
POPEYE［3F］
Town Space H2［3F］
WOW［4F］

ショップ

Shop,Goods

飲食店・カフェ
Restaurant,Cafe

コミュニティ

Community Center

■

■

Village
［2F］

3F［3F］

■
■
■

Ponimoi［B1F］
Diner Chan Chan 445［1F］
T.A.B［1F］
Candle［2F］
DUCKS! OSAKA［2F］
SALAMAT［2F］
BU［3F］
DINING BAR YUMMY SMILE［3F］
大阪市北区神山町8-15
前田ビル

■

Douxce［2F］

阪

大阪市北区堂山町8-18
霧島レジャービル2F

Pu-Sun［B1F］
gl ♂ be［2F］
■ SHIFT［2F］
■ スナック港［2F］
■ hash!［4F］
■ OUROBOROS［4F］
■
■

Osaka Sta.
←大阪駅 To

※掲載内容は2022年9月現在のものです。営業時間
等の最新情報は、各店舗の公式ウェブサイト等をご
覧いただくか、直接お問い合わせください。
※掲載店舗はたくさんあるお店の一部です。

■

GRAND SLAM［1F］
KATZE［2F］
Mall
shidorikyu Higa
n
a
H
店街
急東通商

■
■

all
Chuo M

Mix Bar

DINING BAR
楽都［3F］

■

大阪市北区神山町9-6
TM17ビル3F
大阪市北区堂山町10-3
（旧カーサ梅田）
東通りビルディング

■

i
Higash

ミックスバー

■
■

大阪市北区堂山町8-8
エイトレジャービル

Hankyu

Gay Bar

■

SHOT BAR JOIN IT［1F］
with…［2F］
Bull［4F］

■

Shin-mido-su

店街
中央商
阪急東
ゲイバー

大阪市北区神山町8-14
日宝東阪急レジャービル

大阪市北区堂山町8-23
サンヨー会館

■

Lesbian Bar

Bar 来夢［4F］

Park Avenue Doyama Mall
パークアベニュー堂山商店街

都

ビアンバー

■ コミュニティセンターdista

大阪市北区堂山町13-4
JUON 堂山ビル
大阪市北区堂山町17-6

im

j
ko

大阪市北区堂山町11-2
堂山山よしビル

大阪市北区神山町8-7
日宝サンライズタウン

■
■

i

achi-dor
扇町通 Ogim

Bar giraffe［3F］
虹［5F］

園→
Park 扇町公
To Ogimachi

大阪市北区兎我野町9-23
聚楽ビル

■

なんば・心斎橋エリア
四ツ橋駅

心斎橋駅

Namba & Shinsaibashi Areas

神山町

kamiyamacho

長堀通

Nagahori-dori

Yotsubashi Sta.

Shinsaibashi Sta.

charge ¥500
beer ¥700
cocktail ¥700 ～
whisky ¥700 ～
Open 20:00
Close 5:00
TEL 06-6809-7785

大阪市中央区西心斎橋2丁目1-18
オーパスワンBLD

■

ゴールデンボール［4F］
心斎橋筋

御堂筋

Shinsaibashi-Suji

Mido-Suji

大阪市中央区宗右衛門町2-30
三ツ寺ギャラクシービル1号館

■

檸檬［6F］

大阪市中央区難波4丁目3-16 GT TOWN

Boop［2F］
熊人［2F］
■ Smooch!［4F］
■ 米びつおよね［4F］
■ ぽかぽか屋［4F］
■ UK［5F］
■
■

なんば駅 Namba Sta.

千日前通 Sennichimae-dori
大阪市中央区難波4丁目6-2
Nambaミューズビル

■
■

DADDY［3F］
Boo8(ブーハチ)［3aF］

Twitter

do with café［B1F］

私たちは
レインボーフェスタ！を
応 援しています

セールスフォース・ドットコムの平 等への取り組み

https://www.salesforce.com/jp/company/equality/

セクシュアル・マイノリティの方々が抱える
法的な問題についても私たち司法書士へ
お気軽にご相談ください。
司法書士は街の身近な法律家として、市民の皆さんの周囲で
起こる様々な法的問題の解決を手助けしています。
昨今、個人の権利意識が高まり、価値観が多様化しています。
一方で、現実の社会では「こうでなければならない」
・
「こうあるべ
き」という考えが根強いのも事実です。また、個人個人が自分の
価値観に従って「そうでなくてもいい」
・
「こうありたい」という気
持ちを実現するには困難を伴うこともあります。
自分の人生に彩りを添えていく権利は全ての人に等しく認められ
るものです。
もし、あなたが法的な問題に不安や疑問を持たれているなら、
気軽に私たちのブースにお越しください。

大阪司法書士会
大阪市中央区和泉町一丁目１番６号
０６−６９４３−６０９９

レインボーフェスタ ! の運営は、
皆さまのご協力に支えられています。
レインボーフェスタ！は、
「私たちのイベントは私たちが作る」の想いのもと、各種協賛だけでなく参加者の
皆さまからのカンパやボランティア活動によって運営していくことを目指しています。これまでのフェスタ・
パレードにも多くのご支援をいただき、ありがとうございました。皆さまのおかげで今年もレインボーフェスタ！
2022と関西レインボーパレードを開催できる運びになりました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
運営費・カンパ・ボランティアのご希望は、本年も随時受け付けております。どうぞお気軽に下記窓口まで
お問い合わせください。

フェスタ実行委員として
イベントを準備・企画してみたい方は

info@rainbowfesta.com

当日ボランティアとして
運営を手伝ってくださる方は

volunteer.rainbowfesta@gmail.com

運営カンパにご協力いただける方は ゆうちょ銀行 四〇八支店 普通 6273813 レインボーフェスタジッコウイインカイ

レインボーフェスタ! 2022当日に会場で500円以上のカンパをいただいた方に
「レインボーフェスタ！2022限定の缶バッジ」を差し上げます。
（各日先着300名様限定）

