
 
 1．Welcome Fukuoka（ウェルカム福岡） 
 
 福岡レインボーパレード2014をキッカケに初めて福岡に来た人たちや、LGBTを歓迎する福岡の 
 人たち、福岡をLGBTフレンドリーな街にしたいという方は、ぜひ先頭のフロートで！！ 
 

 2．Costume Party（コスチュームパーティー） 
 
 普段はできないような格好や、やってみたかった格好、お気に入りの格好など、今日はとびっ 
 きり好きな格好をして、街中をパレードしましょう♪ 
 

 3．ティーンズフロート 
 
 ティーンズも、元ティーンズも、ティーンズを応援する人も、「一人じゃないよ」そんなメッ 
 セージを発信し、多様な性と出会い、パレードを見るティーンズに勇気を持ってもらえるよう、 
  一緒にわいわい歩きましょう。もちろんお子さま連れや、学生のみなさんも大歓迎☆ 
 

 4．ありのままでいいっちゃん 
 
 ありのままでいいっちゃん！どこかで聞いたことあるようなフレーズだけど気にしない（笑）。 
 変わってもいいっちゃん！誰を好きになっても、好きにならなくてもいいっちゃん！Let it go!! 

 

 
 福岡レインボーパレード初開催おめでとう
ございます！ 
今年2年目となった東京レインボーウィーク
2014ではゴールデンウィークの11日間で50以
上のイベントを行い、２万人近い方を動員す
る事ができました。今後は東京に限らずその
輪を全国に広げていきたいと思っています。 
違いこそ人生の彩り！ 
街を、全国を、共にカラフルに染めていきま
しょう！！ 

  
東京レインボーウィーク代表  

杉山文野 

 

 
 “福岡をLGBTフレンドリーな街にしたい” 
 
 そんな想いから開催に至った「福岡レインボーパレード 
 2014」。あなたのすぐ身近にも、多様な性を生きている  
 人がいます。このパレードが、LGBTについて知る・伝え 
 る・考える“キッカケ”となれば幸いです。今日は、LGBT 
 当事者だけでなく、みんなでありのままの性と生をお祝 
 いしましょう♪ 
 

 福岡大学学生チャレンジプロジェクト 
「福岡でレインボーパレードするっ隊！」 

 メンバー一同 
 

 
 「福岡レインボーパレード2014」開催おめでとうご
ざいます！ 
 僕が福岡を初めて訪れたのは、 
10年以上前「遠距離 恋愛の始まりとして」 
でした。毎月通った、福岡空港・天神・中 
洲・春吉・住吉…。甘くてほろ苦い思い 
 出が、たくさん詰まっています。皆さんと 
一緒にレインボーフラッグを掲げ、街を歩 
くことを楽しみにしています。 
 
 

 東京都豊島区議会議員/NPO法人ピアフレンズ  
 石川大我 

福岡 RAINBOW 
PARADE 2014 

…多目的トイレ 

 
 福岡レインボーパレード開催、本当におめ
でとうございます！ 
 このパレードが多くの人の笑顔につながりま
すように。 
どうか自分らしく、ありのままの姿で参加し
てください。 
スタッフのみなさまと参加者の方に、心から
エールを送ります！ 

 
 
 

LGBTアクティビスト/（株） 
トロワ・クルール 増原裕子・東小雪 



 

18.FRENS (Fukuoka Rainbow Educational NetworkS) 
  
FRENSによる、多様な性の子どもとそのサポーターための、学びと居場所づくりのブー
スです。パレードで使える手作りお面も作れます！ 
メッセージ入りの 缶バッジやミニポスターなど、サポートの意志を示すことができる 
グッズも販売します。 
 

 

11.GomiKontonStore 
 
★可愛くてユニークなレインボーグッズ★パレード用のフラッグやお目立ちグッズから、 
普段使いのシンプルなものまで、色々なレインボーグッズを取り揃えております。 
レインボー以外のアクセサリィや小物も通販で販売中★ 
【GomiKontonStore】で検索♪ 
 

 

14.G-pit net works 
 
性同一性障害トータルサポートをしております、G-pit net worksです！ 
・性同一性障害に関するご相談(無料)・国内、タイの病院紹介・サポートグッズの販売 
などなど、気になる情報満載でお待ちしております。「FTM当事者に会ってみたい」も 
大歓迎です！お気軽にブースへお立ち寄りくださいませ。 
 

 

9.株式会社サニー 
  
レインボー６色を基調に展開するステーショナリーブランドCASSAROS(キャサロス)
は大阪のLGBTコミュ二ティーで共同開発されました。ブランド名は『今までの古い固
定概念を捨てて皆が互いに認め合い、伸び伸びと潜在能力を発揮しよう』という意味と 
LGBTの認知承認が広がる様に願いを込めています。 
 

 

17.Rainbow  Soup 
 

福岡市を拠点にLGBTに関する情報発信と啓発活動に取り組むRainbow Soup(NPO法人
格取得準備中)です。ブースでは、当事者を写真作品で表現したシリーズや、レイン
ボーをモチーフにした陶器、絵本などを展示・販売します。アートは人の心にダイレ
クトに届く力があります。そんな切り口からLGBTの世界を感じてもらえたらと願って
います。 
 

 

10.リブロ福岡天神店 
 
「RAINBOW BOOK FAIR」多様な“性”と“生”についてもっと知りたい・考えたい人に
おすすめ。読んでおもしろく、ためになる書籍を展示・販売します。 
「福岡でレインボーパレードするっ隊！」と、書店「リブロ福岡天神店」のコラボレー
ション企画です。 
 

 

12.NPO 法人LGBTの家族と友人をつなぐ会 
 
「NPO法人LGBTの家族と友人をつなぐ会」は性的少数者の家族や理解しようとする人
などによる会です。当事者からのカミングアウトを受けて、私たちは人間に多様なセ
クシュアリティがあることを知りました。どのように生まれついた人も、自分を肯定
して安心して生きられる社会になるために活動しています。  

 

16.LAF(Love Act Fukuoka) 
 
福岡で主にゲイ・バイセクシュアル男性を対象としたHIV/エイズなど性感染症の予防
啓発を行っているLove Act Fukuoka(LAF)のブースです。 
オリジナルコンドームや、福岡のHIV陽性者の手記など、様々な資材を置いています。 
「HIV？自分には 関係ない」と思っている人こそ、ぜひお越しください。 
 

 

 FOOD MENU  
 
 ・焼きそば 
 ・焼き鳥 
 ・お菓子の掴み取り 
 ・たこ焼き 
 ・ミネストローネ 
 ・グリーンカレー 
 ・ポップコーン 

 ・サンドイッチ 

                       

 

21.麻生ビューティーカレッジ 
  
麻生ビューティーカレッジは天神大名にある美容の全てを学ぶトータルビューティーの 
美容専門学校です。美容師、ビューティーアドバイザー、メイクアップアーティスト、 
ネイリスト、エステティシャンに必要な基礎力と専門力が学べます。美容業界からは 
即戦力人材を育てる学校と評価され、質の高い就職実績を残しています。 
  

 

19.リコーダ―・レインボー・ブリッジ 
  
 5歳までの宣告から奇跡的に回復。「リコーダーを通して人にも地球にもやさしくな 
れる」を合言葉に障害、自分の身体の性すらも分からなくなる違和感と闘いながら演 
奏と共に経験を語っています。ブースでは体験をまとめた本、オリジナルCDアルバム 
などの販売、シールで気軽に参加できる性についてのアンケートや展示をします。 
 

 

 BOOTH NUMBER  
  

  No.1～7  
    →FOOD  BOOTH 
   

  No.8～21  

    →COMPANY & 

     ORGANIZATION BOOTH 

 

 

13.FUKUOKA DIVERSITY 
 
人種•国籍、性、障害、HIV、その他全ての偏見に基づく形態の差別、ヘイトスピーチ 
などに反対し、またdiversity(多様性を認めあう社会)をテーマにPHOTO SHOOTING 
を行い天神周辺にてメッセージを集めています。 
 

 

20.在福岡アメリカ領事館 
 

 

15.WLA 
  
熊本でアクセサリー作製をしているWLAと申します。 
ブースでは主にブレスレット、ピアス、コサージュ等のレインボーグッズを販売いたし
ております。コツコツと作った作品をみなさまに身につけていただけることを楽しみに
しております。ぜひブースまでお越しください。お待ちしております。 
 
 



 

 QUEEN-Ⅳ 
 Malon Bridge 
 
「Malon Bridge 2005年に 
 デビュー、浜崎あゆみなどの 
 アーティストのコピー 
 パフォーマーとして活動」 

 

 
 新屋敷 月 (しんやしき るな) 
 
 さあ！やってきました！「福岡レインボーパ 
 レード2014」！今回、総合司会を務めさせて 
 いただきます、福岡大学4年の新屋敷月です。 
 LGBTの方たちにとっても、Allyの方たちにとっ 
ても楽しいパレードになるよう、私も楽しんで 
 頑張ります！至らぬ点もあるかと思いますが、 
 よろしくお願いいたします！ 
 

 
 川原 璃夏 (かわはら りか) 
 
 こんにちわ！ 
 今回総合司会を務めさせていただきます 
 福岡大学4年の川原璃夏です！ 
 今回のパレードが大成功を収めますよう私自身 
 も全力で楽しみながら 熱く！サポートできたら 
 と思っております。よろしくお願いします！ 

 
 12:00～ 開場・パレード参列受付開始 
   
  ≪ステージⅠ≫ 
  12:00 オープニング 鼓舞猿 
  12:20 MC挨拶、案内、諸注意 
  12:30 BABY STEP 

  12:40 麻倉ケイト 
  12:50 石川大我氏 

  12:55 博神バリスガー 

  13:10 ドラァグクイーンショー 
         (リリー・チャン/Malon Bridge) 
       ドラァグクイーン紹介 
         (リリー・チャン/ミカゑ/ガキ江 
          ロマンティック/Mr.恵子/Malon 

                            Bridge/ピン子) 

 
 

 13:30～ パレード整列案内・DJ/BGM 

 
  13:45 DJ紹介 
 
 

 14:00～ パレード出発 
 
 

 15:00～ パレード会場到着 
 
  ～DJ～全てのフロートが到着するまで 
 
 

 15:30～  各種ステージ 
  
  ≪ステージⅡ≫ 

   15:30  STGSTINGERS 
      15:50   リコーダー・レインボー・ブリッジ 笛田千裕 

   16:05  BABY STEP 
   16:15  志免清龍隊 

   16:35  Bigfumi 
 
 

 17:00～    終了 
 
    17:00 エンディング 福岡大学器楽部 
 

 
 
 

 
 16:35～ 

 Bigfumi 
 
 福岡を中心に活動するシンガー 
 ソングレスラー。「伝える」をテーマに、見た目との   
 ギャップとメッセージ性のある歌声が魅力。 

 

 
 15:50～ 
 笛田千裕 

 
「リコーダーを通して人にも地球にも 
 やさしくなれる」を合言葉に、演奏と共 
 に障害や多様な性について経験を交えて 
 語っています。 

 

 
 13:45～ 

 DJ YUKKe 

 
 20歳の時にダンスミュージックに出会い 
 23歳に九州男児ナイトにてデビュー。 
 東京での夜の経験を元に新木場のキャラバ 
 ンに選出。現在は福岡を拠点にゲイイベントのみなら 
 ず、ノンケイベントでもm-flo taku takahashi FPM 

 田中知之とも共演を果たす。 

 

 
 16:15～ 
 志免清龍隊 

 
 人づくり、人の和づくりを 
 目的に福岡県粕屋郡志免町 
 で活動しています。小中高生中心で、清龍隊らしさを 
 大切に一生懸命踊ります。 

  

 

 12:35～  
 BABY STEP 
 
 アイドルをこよなく愛するgay５人組 
 アイドル振りコピユニットです！ 
 いかつい男の子達が本気で可愛く 
 踊っちゃうぞ 

 

 
 15:30～ 
 クラブチーム STGSTINGERS 

 
 私たちは社会人チアリーディングチーム 
 クラブチームSTGSTINGERSです！ 
 元気いっぱいの演技一緒にお楽しみ 
 ください！ 

 

 

 12：00～ 
 鼓舞猿 

 
「ガッツリガッツリ」を合言葉に、 
 仲間の大切さ、努力することの 
 素晴らしさを学んでいます。 
 元気とパワーを皆さんにお届けします！ 

 

 
 12:45～ 
 大人アイドル 麻倉ケイト 
 
 体は男性、心は女性という運命に翻弄 
 されながらも、明るく生きてきた麻倉 
 ケイト。現在は大人アイドル、歌手、 
 モデルとして活躍中。 
 
―有限会社 レインボーミュージック― 
当事務の麻倉ケイトが、ステージに出演させていただき
ますので、本人の著書「五十六億七千万」2000円(税込
み)と10月26日に発売するCD「SOLT VANILLA」800
円(税込)を10冊と10枚持参します。 
 

 

 QUEEN-Ⅰ 
 リリー・チャン 
 
 2001年にDQデビュー後 
 細々と活動をしており 
 ましたが、今回皆様が 
 笑顔に少しでもなれるようなお手伝いができる事を 
 光栄に思います。 
 

 

 QUEEN-Ⅱ 
 ミカゑ 
 
 九州を拠点に全国各地で活動。 
 時には笑いを、時にはゴージャ 
 スな空間を皆様にお届けします！！ 
 

 

 QUEEN-Ⅲ 
 Mr.恵子 
 
  『人生、死ぬこと以外 
    かすり傷』 
 

 

 QUEEN-Ⅴ 
 ガキ江ロマンティック 
 
 九州を中心に活躍中。 
 女性よりも女性らしくがモットー。 
 日々美を追求。 
 

 

 QUEEN-Ⅵ 
  ピン子 
 
 2014年に博多へ流れ着いた生粋の 
 ジプシー・クイーン 
 歩くR18指定、生きる猥褻物の異名 
 を持つ←不名誉 

 

 
 ピン子 
 
 ドラァグクイーン 
 の一人でもある 
 ピン子さんがMC 
 もしてください 
 ます！ 
 

 12:45～ 
 博神バリスガー 
 
博神バリスガーは福岡を守るご当地ヒーローばい！ 
福岡県を中心に活躍中ばい！ 
福岡の魅力を世界中に発信するばい！ 
公式LINEスタンプ好評発売中！ 
イベントステージではバリスガーグッズ 
がもらえるチャンスクイズがあるばい！
http://herofukuoka.jimdo.com/ 

TIME SCHEDULE     PERFORMER 

17:00～ 

福岡大学器楽部 

 
私達器楽部は1960年代から 
80年代の古い洋楽を中心に 
コピー、演奏を行っています。 
本日はどうぞよろしくお願い致します。 

 



 
福岡初の単独開催でのLGBT 
パレード。それも立ち上げたの 
が学生有志で、若い力のスパー 
クに、期待大です。今やアジア 
最大の台湾パレードも、学生 
団体が立ち上げたと聞きます。 
福岡パレードが今後5年、10年 
と、台湾を凌駕するような発展 
を遂げていくことをお祈りしてい 
ます。東京も、うかうかしてられ 
ませんね（笑）。 

 
 
東京レインボープライド 
代表 山縣真矢 

 

 
福岡レインボーパレードの開催 
を心よりお慶び申し上げます。 
全国初の学生団体主催という 
ことで、若さ溢れる皆様のご活 
躍にも期待申し上げます。 
虹色に染まった福岡の街！ 
きっと素敵でしょうね。参加者の 
皆様にとって素晴らしいイベン 
トとなりますように！レインボー 
フェスタ！は福岡レインボーパレードを応援しており
ます！ 

 
レインボーフェスタ！ 
  (関西レインボーパレード2014 

    ×関西レインボーパーク2014)  
共同代表 桜井秀人 

 

  
「福岡レインボーパレード2014」 
開催おめでとうございます！ 
今回は日本初の学生団対主催の 
パレード＆九州・福岡では初の 
単独開催という事で、とても 
期待が高まるパレードになると 
思います。 
『福岡をLGBTフレンドリーな街 
に』という思いを胸に、レインボー 

な愛で福岡を盛り上げてください！ 

 
 
 
虹色どまんなかパレード 
（名古屋） 

 

 

 後援 
 
 福岡県 
 福岡県教育委員会 
 福岡市 
 福岡市教育委員会 
 北九州市 
 北九州市教育委員会 
 株式会社 福岡放送 
 

  
  協賛 
 
  NPO法人 GREEN’S   
  株式会社サニー     
   

 

 協力 
 

  麻生ビューティーカレッジ/FRENS(Fukuoka Rainbow Educational NetworkS)/GomiKontonStore/G-pit net works/株式会社サニー/LAF 

  リブロ福岡天神店/NPO法人LGBTの家族と友人をつなぐ会/RainbowSoup/リコーダー・アース・ブリッジ/WLA/在福岡アメリカ領事館  

 

※福岡レインボーパレードの注意事項 
 
[パレード] 
●パレードは３列縦隊で行います。車両に気をつけながらスムーズに進みましょう。 
●フロート間の移動、出入りは、緊急時以外（トイレ・体調不良等）ご遠慮ください。 
●整列時・行進中の飲酒・喫煙は禁止です。 
●服装については、過度な肌の露出を控え、日中に公道を歩くことを考慮して自分らしさを表現しましょう。 
●プラカードは各自で用意してください。（伝えたいメッセージがある方は、各自で用意してください。内容は全てのセクシュアリティに肯定的なものに限ります。） 
●何か問題が発生した場合は、近くのスタッフに遠慮なくお伝えください。 
●警察官から指示があった場合は、速やかに従ってください。 
●公園帰着後は、出入り口付近に滞留せず、奥の方まで進んでください。 
●ビラ等の配布は、福岡でレインボーパレードするっ隊！の本部に連絡のうえルールを守って行ってください。（ゴミ問題等のため） 
●怪我等につきましては責任を負いかねますので、暴れたりしないようにお願いします。 
●機材などの破損により高額の賠償が請求されることもございますので、スタッフ以外の方は備品に触らないようにしてください。 
●万が一、事件事故等が起こりましてもこちらでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 
[ゴミ] 
●ゴミは、ルールを守って会場内に設置されたゴミ箱に捨てるか持ち帰ってください。パレード行進中のゴミは、必ず持ち帰りましょう。 
[撮影] 
●撮影禁止エリアは設けておりません。顔を写されたくない人はサングラスや帽子、仮装などで自己防衛をお願いします。特定の個人を撮影する際には本人の許可を得て下さい。 
[その他] 
●会場には駐車場はありません。公共交通機関を利用してお越し下さい。 
●ペットを公園内に連れ込むのは可能ですが、パレードへのペットの参列はご遠慮ください。また、公園内でのペットの排泄物の処理は飼い主が責任を持って管理してください。 
 


