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公式サイト
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代表挨拶

新型コロナウイルス感染症の予防措置ガイドライン
昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、当イベント主催法

松中 権

matsunaka gon

みなさん、
「金沢プライドウィーク2022」＆「金沢プライドパレード2022」を応援

人KANAZAWA RAINBOW PRIDEは、以下のケースにおいてそれぞれの
感染防止対策を徹底し、確実に履行するものとします。当イベント参加者
様におかれましても、何卒ご協力の程をよろしくお願いいたします。
なお、
応じていただけない場合は参加をご遠慮いただく場合がございます。

いただき、支えていただき、そして、いろいろな形でご参加いただき、本当にありが
とうございます！
性のあり方はもちろん、経験、ルーツ、文化、価値観、可能性など。一人ひとり
がもつ様々な「ちがい」を学び、尊重し、祝福しあうことは、金沢というまち、北陸
という地域をより豊かに変えていく、大きな「ちから」になると信じています。
『SHARE THE PRIDE みんなで笑顔をシェアしよう！』
一歩目に続く、
二歩目がもつ意味を考え、
その想いを託しました。4日間を通して、
みなさんが大切な誰かと、新しい仲間と、ワクワクする未来をシェアできますように。

屋内で開催される事業については、以下の対応を徹底します。
● 入場・入室時の検温

● 同時点での手指のアルコール消毒
●

参加者全員のマスクの着用
（不織布マスク／布マスク及びウレタンマスクはインナーマ

スク装着の推奨）
、マスクを外しての会話の禁止
● 来場者の行動追跡のため名前と連絡先登録の義務化
● 座席等がある場合は１ｍ以上の距離を確保する
●

会場内での飲食の原則禁止、飲食等を含む事業の場合は、マスク会食の徹底と飛

沫防止措置等の実施
（衝立やアクリル板、透明シートなど）
● マイク等を共有する場合は、その都度消毒を行う
● 定期的な換気と、入場者の入れ替え等の際の会場内の消毒の徹底
●

Dian a Hoon
There are always more reasons for us to celebrate and highlight the need
for diversity and inclusion. Pride is about letting love to guide us through and
live life fullest and happily together. Share The Pride, our 2022 Theme hopes
to invite and embrace everyone around us to express their whole selves. We
can learn from one another with open mindedness through conversations
everywhere around home, work and school. It is important to have fun and
bond as a community. In honor of Pride Week and to celebrate Pride, let’s
create a space for everyone!
Our most sincere appreciation and gratitude to everyone for all support and
bringing together this Kanazawa Rainbow Pride Event 2022 today! Happy

発熱、咳、倦怠感、頭痛など、新型コロナウイルス感染の疑いのある症状の出てい

る人の入場及び会場周辺での待機の禁止
屋外で開催される事業については、以下の対応を徹底します。

● 来場時の検温

● 同時点での手指のアルコール消毒
●

参加者全員のマスクの着用
（不織布マスク／布マスク及びウレタンマスクはインナーマ

スク装着の推奨）
、マスクを外しての会話の禁止
● マスク着用時であっても、大声を出す等感染のリスクが高まる行動の禁止
● 来場者の行動追跡のための名前と連絡先登録の義務化
● 屋外におけるソーシャルディスタンスの確保と飛沫防止措置等の実施
（衝立やアクリル

板、透明シートなど）
● 熱中症予防等を目的とした水分補給以外の飲食の禁止
●

発熱、咳、倦怠感、頭痛など、新型コロナウイルス感染の疑いのある症状の出てい

る人の入場及び会場周辺での待機の禁止
● 熱中症予防を目的とした水分補給およびマスクの着脱は可能

Pride, Cheers to health and happiness!
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9月16日

プログラム
9月16日

金

LGBTQ+企業勉強会

13:00～15:00
＠東京海上日動火災保険・金沢支店
（要事前申込、参加無料）

HIV/性の健康
トークセッション

19:00～21:30
＠JIM HALL spazio
（要事前申込、参加無料）

9月17日

土

LGBTQ＋
映画上映会

10:00～16:30
＠EIGHT POINT INN KANAZAWA
（要事前申込、参加無料）

第6回LGBTQ＋と教育ダイアログ

13:30～15:30
金沢学生のまち市民交流館（招待制）

にじのまカフェ
特別版

17:00～19:00
＠ハイアット ハウス 金沢 3階
Hレストラン（要事前申込、
参加費1,500円、2ドリンク付）

アライギャザリング

19:30〜21:30
＠LINNAS Kanazawa
（要事前申込、
参加費1,000円）
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9月18日

金

ら LGBTQ+企業勉強会

日

13:00～15:00 受付12:30
＠東京海上日動火災保険・金沢支店

【要事前申込（定員30名）／参加無料】

プライドブランチ

招待9:30〜10:30、一般10:30～12:00
＠しいのき迎賓館
カフェ＆ブラッスリー ポール・ボキューズ
（要事前申込、参加費1,650円）

ステージイベント

松中権をモデレーターとして、北陸及び国内でLGBTQ+施策に取り組む企業や自治
体担当者を招き、事例内容や今後の課題、目標などについて、パネルトーク等の形
式での研修を行います。
【タイムテーブル】

10:30～12:00

12:30

受付開始

10:30～16:00
＠しいのき緑地
（入場自由、参加無料）

13:00

開会あいさつ／安江雪菜 金沢レインボープライド・髙口 格 東京海上日動火災保険株式会社 金沢支店長

13:05

金沢市の取組紹介／金沢市ダイバーシティ人権政策課

プライドパレード

13:20

LGBTQ+基礎知識＋企業でできること／松中 権 金沢レインボープライド共同代表

14:00

休憩

14:10

パネルトーク「北陸の企業とLGBTQ+に関する取組み」

飲食・グッズ販売・展示ブース

13:00～15:30
※10:00〜しいのき緑地本部テントにて参加受付
12:30〜パレード整列開始、13:00〜スタート
（要事前申込、参加無料）

モデレーター／松中権
パネリスト／細川 博史 株式会社SLACKTIDE 代表取締役
佛田 和弥 株式会社ぶった農産 代表取締役専務
西村 侑祐 東京海上日動火災保険株式会社 金沢支店・自動車営業課 課長代理

アフターパーティー

16:00～19:00
＠KANAME INN TATEMACHI
（入場自由、参加無料、ワンドリンク無料）

9月19日

月

森本 由梨 東京海上日動火災保険株式会社 人事企画部 主任

14:50

金沢レインボープライドからのお知らせ

祝

り HIV/性の健康トークセッション

金沢を楽しむLGBTQ+
フレンドリーツーリズム

「金沢伝統文化レインボー体験」
「美味しい金沢プライド巡り」

GUEST

19:00～21:30
＠JIM HALL spazio

エスムラルダ、ちあきホイみ、生島 嗣、渡邉珠代、松中権、奥村 兼之助

【要事前申込（定員70名）／参加無料】

9月16日 金 〜9月19日

月

MISIAの森レインボー展示

＠石川県森林公園 MISIAの森
（入場自由、参加無料）

祝

地元地域在住のHIV陽性者および、陽性者支援団体、啓発団体、医療/製薬関係者
の方をお招きし、HIV/STDの最新の情報や、実際の治療と生活、HIV/STIへの啓
発と差別・偏見の解消につながるトークセッションを行います。
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9月17日

土

る LGBTQ+映画上映会
GUEST

10:00～16:30
＠EIGHT POINT INN KANAZAWA

こぴたやちゃんねる、時枝穂、
浅沼智也、ダイアログ瞬、東ちづる、小川チガ

【要事前申込
（定員70名）／参加無料】

LGBTQ+当事者と、 それを取り巻く諸問題をより身近に感じていただけるよう、
LGBTQ+関連の3本のドキュメンタリー映画作品を上映します。作品ごとにスペシャ
ルゲストを迎え、性の多様性や、当事者やアライを取り巻く様々な社会的課題につ
いてトークセッションを行います。

GUEST

17:00～19:00
＠ハイアット ハウス 金沢

Hレストラン

ロバート キャンベル、小島慶子、ブルボンヌ、阿武虎、ほか

【要事前申込（定員50名）／参加費1,500円2ドリンク付】

LGBTQ+当事者やアライと問わず、 どなたでもお越しいただき、 ゆるやかに
LGBTQ+や性の多様性などについておしゃべりする場「にじのまカフェ」の特別版で
す。 小島慶子さんとブルボンヌさんを MC としてお招きし、スペシャルゲストとの楽
しいトークを展開、
たくさんの方に参加していただきアライの輪を拡げます。また、
「金
沢プライドウィーク 2022」T シャツデザインコンテスト応募作品展示も行います。
※このイベントは手話通訳がつきます。

【上映作品】※上映後にトークセッションあり
第一部／10:00〜12:20「ジェンダー・マリアージュ

ろ にじのまカフェ特別版

〜全米を揺るがした同性婚裁判〜」

トークセッション
（28分）
モデレーター／山門未来、石井胡桃
（金沢大学・学生団体SELF）
ゲスト／こぴたやちゃんねる
（北陸在住YouTuber）
、時枝穂
（公益社団法人Marriage For All Japan）
第二部／12:40〜14:10「I Am Here 〜私たちは ともに生きている〜」
トークセッション
（28分）
モデレーター／西野竜生、令
（金沢大学・学生団体SELF）
ゲスト／浅沼智也
（看護師/映画監督）
、ダイアログ瞬
（新宿ダイアログ）
第三部／14:30〜16:30「私はワタシ over the rainbow」
トークセッション
（30分）
モデレーター／西野竜生、今井瑞季
（金沢大学・学生団体SELF）
ゲスト／東ちづる
（俳優/一般社団法人Get in touch代表）
、小川チガ
（映画出演者/GOLD FINGER）

れ 第6回LGBTQ＋と教育ダイアログ

13:30～15:30
＠金沢学生のまち市民交流館

【事前招待制】

県内外の自治体で導入が進むパートナーシップ宣誓制度やLGBTQ+当事者の方々へ
の理解を深めるため、様々なLGBTQ+当事者との対話を通して理解を深めることを

ゎ アライギャザリング
GUEST

19:30～21:30
＠LINNAS Kanazawa

かずえちゃん、こぴたやちゃんねる

【要事前申込／参加費1,000円】

北陸にもアライ
（LGBTQ+当事者でなかったとしても身近な存在として意識し、いっ
しょに応援する存在）の輪をひろげていくための企画です。北陸在住のLGBTQ+当
事者YouTuberをゲストとしてお招きし、アライに期待することなどについての、ミ
ニトークセッションを行います。

目的とした企画です。今回は名古屋のNPO法人ASTAの協力を得て、県内自治体
関係者の方を対象に開催します。
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9月18日

ゐ ステージイベント

日

わ プライドブランチ

9:30〜10:30
（招待） 10:30～12:00
（一般）
＠カフェ＆ブラッスリー ポール・ボキューズ

司会
ステージ

【要事前予約
（定員40名）／参加費1,650円】

10:30～12:00
＠しいのき緑地 特設ステージ

小島慶子、ブルボンヌ
ロバート キャンベル、東ちづる、ひゃくまんさん、
天道清貴、八方不美人、KENJI、BLUE AREA、明日佳 ほか

プライドパレード開催を祝し、パレード集合会場となるしいのき迎賓館でのブランチ

パレードを盛り上げるライブイベント！ 司会は、テレビでもおなじみの小島慶子さん

会を開催します。みなさんでパレードを祝福しましょう！

とブルボンヌさん。スペシャルゲストが歌やパフォーマンスを披露します。

金沢プライドパレード

ゑ 飲食・グッズ販売 展示ブース

10:00～15:30
（パレート13:00〜15:30）
＠しいのき緑地 ※ルートは裏表紙参照

10:30～16:00
＠しいのき緑地

【要事前申込／参加無料】

キッチンカーや屋台ブース、加賀友禅フォトスポット、LGBTQ+ALLY活動に取り組

『SHARE THE PRIDE みんなで笑顔をシェアしよう！』

む企業や関連団体、自治体の取組みなどを紹介するブースもあります。

昨年の初開催では約300人が参加したパレード。今年は参加規模を拡大して実施。
歴史のまち・金沢が誇る金沢城跡公園の周囲の老舗や歴史的建造物などを巡る約
3.3キロを歩きます。
【タイムテーブル】

10:00

参加受付開始

12:30

出発式・パレード整列

13:00

パレードスタート

15:00

ゴール予定

【飲食ブース】世界で2番めにおいしい焼きたてメロンパンアイス、はるまき屋、

金澤炉端茶屋 けのん、百年珈琲
【物販・体験ブース】チェリオコーポレーション、cocoiro、森八、若岡和奏、

ジャンティールキタカミ、金沢レインボープライド
【 展示ブース 】NHK金沢放送局、 金沢大学、 のうか不動産、LGBT法連合会、

Marriage For All Japan、プライドハウス東京
【協力団体ブース】JPN日本プライドネットワーク、LGBT支援北陸信越地方団体会議、

ほか北陸信越地区の団体

を アフターパーティー
GUEST

16:00～19:00
＠KANAME INN TATEMACHI

ブルボンヌ、東ちづる、明日佳、小川チガ、Maico Tsubaki、
artemaria061、WAKUWAKU♡サセコ、よしひろまさみち ほか

【入場自由、参加無料、ワンドリンク無料】

ゲストやアーティストと一緒にパレードの無事開催を祝して交流しましょう！
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プライドパレード

9月19日

会場ブース出店

月

祝

飲食ブ
ー
ス︵
キッ
チ
ン
カー
︶

ん 金沢を楽しむ
LGBTQ+フレンドリーツーリズム

飲食ブース（キッチンカー）
●世界で 2 番めにおいしい
焼きたてメロンパンアイス

＠市内各所

パレード翌日は、金沢の伝統工芸や文化を満喫できるスペシャルなプログラムやツアー

●はるまき屋

を企画しています。
（要事前申込）

●金澤炉端茶屋 けのん
●百年珈琲

「金沢レインボープライドオリジナル上生菓子作り体験」
場所／森八本店2階 参加時間／9:30・14:00 所要時間／60～90分

「加賀友禅 本格彩色体験」

P

場所／加賀友禅工房 陽明 参加時間／10:00・13:00 所要時間／2時間

しいのき
迎賓館
地下駐車場

「レインボー水引縁起ストラップ作り」

場所／加賀友禅会館 参加時間／10:00・11:00・13:00・14:00・15:00 所要時間／30分程度

「金沢塗り体験」

場所／金沢茶寮 参加時間／10:00・13:00・16:00 所要時間／1.5時間

立看板

「誰でも簡単！型染ミニトート彩色体験」

展示ブース
協力団体
ブース

❶

場所／加賀友禅会館 参加時間／10:00・11:00・13:00・14:00・15:00 所要時間／45分程度

❺❻

「陶芸ろくろ体験」

場所／杜の中の工房 北陶 参加時間／10:00・13:00 所要時間／1時間30分程度

展示ブース

❶ NHK 金沢放送局

❹

美味しい金沢プライド巡り

❷ 金沢大学

❸
❷

❸ のうか不動産

❶

❺ Marriage For All Japan

専用バスで金沢を代表する老舗フードドリンクをドラッグクイーンとともに巡ります。バスの中ではゲームやトークを交えてみ
んなでHAVE A FUN! 集合時間／9:50 集合場所／JR金沢駅西口駅西広場団体バス乗降場

❹ LGBT 法連合会

❻ プライドハウス東京

【協力団体ブース】

ステージ

JPN 日本プライドネットワーク
LGBT 支援北陸信越地方団体会議
ほか北陸信越地区の団体

9月16日

金

〜 9月19日

月

祝

❶ チェリオコーポレーション
❷ cocoiro

＠石川県森林公園 MISIAの森

❸ 森八

子どもたちがより暮らしやすい未来について考えるきっかけを、アートを通じて広げ

❺ ジャンティールキタカミ

る企画です。LGBTQ+プライドフラッグ、トランスジェンダーフラッグなど、性の多

通

❻ 金沢レインボープライド

り

❹ 若岡和奏

お

本部・救護・受付

ァ MISIAの森レインボー展示

物販・体験ブース

堀

しいのき迎賓館

物販・体験ブース

❺

❷❸ ❹

様性を象徴するカラフルな様々なアイデンティティ・フラッグや、写真・メッセージな
どを「MISIAの森」のなかに展示し、自然のなかを散策しながら、多様なあり方、生
き方を発見できる体験を提供します。
（自由観覧）

10

11

特別協賛企業様紹介

順不同

東京海上日動
火災保険株式会社様
Diversity＆Inclusionの取組
東京海上日動火災保険株式会社
（以下、当社）では、多様な価値観を持つ人材誰
もがいきいきと働きがいを実感しながら成長し続けられる環境づくりへ向けて、今年
新たに『Diversity&Inclusion推進取組宣言』を策定しました。社員一人ひとりが持
てる力を最大限発揮できるよう、様々な壁をなくす“４つのフリー”をキーワードに取
り組んでいます。

LGBTQ+の取組
LGBTQ+当事者は全人口の約8%を占めると言われており、当社も例外ではな
いと考えています。本年を『LGBTQ+取り組み元年』と位置づけ、①LGBTQ＋に
関する正しい理解と心理的安全性の確保、②LGBTQ+当事者を含めたすべての社
員が力を最大限発揮できる人事制度・職場環境の整備、③社内外への認知度向上、
を実現すべく様々な取組を展開しています。その一つが今年6月に実施した金沢レ
インボープライド共同代表の松中権氏と当社人事担当役員との対談企画です。松中
さんが幼少期から感じていた生きづらさや、LGBTQ＋当事者として企業で働くこと
の難しさ、そこから現在の活動に至るまでのご経緯をお話しいただき、企業におい
てこの課題に取り組む意義や、心理的安全性のある風土醸成の大切さを伝えていた
だきました。この対談動画の視聴をきっかけに、LGBTQ＋フレンドリーな企業風土
醸成へ向けて、組織や社員一人ひとりが出来ることについて考え、社内にALLYの

▲︎松中権氏と当社人事担当役員北澤の対談にて。

▲チーム金沢

輪が広がっていくことを期待しています。
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特別協賛企業様紹介 順不同

株式会社NTTドコモ
北陸支社／
株式会社ドコモCS北陸様
ドコモ ダイバーシティ経営の推進
人種、国籍、性別
（SOGIを含む）
、時間制約の有無、障がいの有無、多様な職業
能力、価値観などを受け入れ、人材の能力を最大化するために「ダイバーシティ経営」
を推進しています。多様化する市場ニーズ、変化の激しい競争環境に対応し、お客
さまに魅力的な価値を提供していくために、多様な価値観・良質な異質性を尊重し、
そこから生まれる新たな価値を提供し続けます。

▲ドコモグループ社員事例による、webパネルディスカッション。

LGBTQなど性的マイノリティ理解に関する取組み
2016年4月に「性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生き、働ける
組織、社会の実現をめざして、多様性受容、能力の最大化に対する意欲の向上と
効率的な働き方を可能とする環境づくりを推進していく」ことを宣言しました。
ライフイベントに関わる制度
（例：扶養手当や介護／育児休職など）
を、同性パートナー
持つ社員に適用する、トランスジェンダーの方が社内で通称を使用できるようにする
など、制度・運用の整備に取り組んでいます。また、お客さまへのサービスとして、
同性パートナーへの「ファミリー割引」などの適用も行っています。

▲管理者を対象とした、
「LGBTQ理解促進web研

▲トランス当事者の方を招き対話会を開催。

修」を開催。

PRIDE指標ゴールドの認定
「PRIDE指標」において、ドコモは2021年11月に最高レベルの「ゴールド」に6年
連続で認定されました。2017年には、PRIDE指標運営委員会が特筆すべきと判断
した事柄について、指標E
（社会貢献・渉外活動）
の「ベストプラクティス」として選定
されています。
▲同性パートナーの方も家族確認書類なしでファミ

▲PRIDE指標6年連続「ゴールド」に認定。

リー割引の対象に
（2020.12～）
。
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特別協賛企業様紹介 順不同

ギリアド・サイエンシズ
株式会社様

ハイアットセントリック金沢／
ハイアットハウス金沢様

ギリアドは、世界35カ国以上で事業を行っている製薬会社です

金沢駅から徒歩すぐに位置するライフスタイルホテル

当社は、30年間にわたり、HIV領域のイノベーターとして、HIV感染症の治療、
予防と治癒に向けた研究を行ってきました。

「ハイアット セントリック 金沢」は、ライフスタイルホテルとして、金沢の伝統的
な要素を随所に反映させたインテリアデザインや100点以上のアートワークを間近に

日本では、2012年に法人を設立し、今年11月に設立10周年を迎えます。昨年

感じながら、人と人が、人とアートが、人と文化が交差し新たな感動に出会う場所

12月には、過去のイメージ、世代間、地域差等によってHIV/AIDSに存在する6つ

です。
「FIVE – Grill & Lounge」はグリル料理が特徴で、オープンエアのテラスを設

の理解のギャップを埋めることで、HIV/AIDSの誤解・偏見を解消し、適切な予防・

けた「RoofTerrace Bar」では非日常のひとときを過ごせます。

検査・治療の推進を目指すプロジェクト「HIV/AIDS GAP6」を発足しました。

インクルージョン&ダイバーシティの推進
インクルージョン＆ダイバーシティ
（I&D）
は企業としての成功の鍵だと、ギリアドは
考えています。
社内においては、社外講師を招いたLGBTQ研修などを通じて、LGBTQ+に対す
る理解促進とI&Dを尊重する組織づくりに積極的に取り組んでいます。社会に対し

長期滞在にも適したセレクトサービスホテル
「ハイアット ハウス 金沢」は、中長期滞在のビジネストラベラーやワーケーション、
休暇で旅行を楽しむ友人・家族が、金沢の街の文化やコミュニティーに密着して「暮
らすように滞在」できるセレクトサービスホテルです。観光スポットや北陸探索への拠
点
（玄関口）
となる「もう一つのハウス」のようにゆったりとお過ごしいただけます。

ては、全国で開催されている数々のレインボープライドに協賛し、さまざまな性があ
ることを理解し、多様性を尊重することを学ぶ活動を推進しています。

16

17

特別協賛企業様紹介 順不同

株式会社
チェリオコーポレーション様

株式会社
チャンピオンカレー様

チェリオとは？

すべての偏見や差別がなくなる社会に

「おいしい・たのしい・あたらしい」をモットーに清涼飲料水の製造、販売を60年
以上行っています。
迷彩柄でお馴染みの「超生命体飲料ライフガード」や50年以上のロングセラーを誇

差別のない社会を望みます。そしてそのひとつの取組みとして、金沢レインボープラ
イドをサポートします。私たちは、誰もが抑圧されることなく、当たり前に「自分ら

る「チェリオシリーズ」
、
飲んだ人が思わず笑顔になる「なんちゃってシリーズ」などチェ

しく」生きることのできる社会を望んでいます。LGBTQ+にまつわるものに限らず、

リオらしさに拘った商品開発を行っています。ユニークなパッケージデザインやお客様

これを契機に私たち自身の事業活動にも一層の公正を期し、より良い社会を目指

のニーズにお応えすることで、多くの方に愛されている会社です。

す一助となりたいと考えています。

ダイバーシティの取り組み
「CHANGE WITH CHEERIO」というスローガンのもと、
一人ひとりのアイデンティ

18

私たちチャンピオンカレーは、地域社会での責任ある一員として、あらゆる偏見や

「カレー文化」を通じて、地域と共に成長する企業へ
石川の皆さまにご愛顧いただき創業61年。企業として社会貢献活動にも取り組ん

ティー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。

で参りました。地域の方々と楽しむ「1の1 NONOICHI」などイベントへの協力、
ツエー

同性パートナーシップ制度の導入や誰でもトイレの設置など働く環境を整え、社員

ゲン金沢・PFUブルーキャッツなどスポーツクラブへの支援。また、”金沢カレー”の食

の個性を大切にしています。2014年からTRPをはじめとした日本各地のプライド

文化を伝えていくため、小中学校への給食提供を実施しております。 その他、地域

パレードにも参加し、売上の一部がプライドイベントの応援金にあてられる”のんで

の伝統工芸である「九谷焼」
「金沢箔」や地元食材「能登牛」
「能登かき」とのコラボレー

CHANGE！”参加型自動販売機など様々な取り組みを行っています。

ションも実現しました。これからも、皆様と共に成長し続ける企業を目指します。
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特別協賛企業様紹介 順不同

特別協賛企業様紹介 順不同
UIGI KANAZAWA様

HafH様

KANAME INN TATEMACHI様

NTT西日本 北陸支店様

株式会社のうか不動産様

金沢フルーツ大福 凛々堂様

金沢竪町商店街様

LGBTQ+に関する勉強会を理事会にて開催
2021年9月に金沢レインボープライドの共同代表・松中氏を理事会にお招きし、
LGBTQ+や性の多様性について学ぶ勉強会を開催しました。あわせて、北陸初と
なる「金沢プライドパレード2021」&「金沢プライドウィーク2021」に、金沢竪町商
店街として様々な企業と並んで協賛し、理解を広げる活動を応援しました。全国の
プライドパレードにおいて、商店街がサポートすることは珍しく、注目を集めました。
Conc ept
400 年以上に渡り発展してきた竪町商店街の伝統、その自信とプライドを表現すべく、家紋のスタイルを取りました。
丸い印鑑のような印象があり、日本人には馴染みのある形で、外国人には日本らしいと感じられる形状です。
竪町商店街の新しいブランド戦略である、クリエイティブな町を表現すべく、
竪町という文字の組み方を工夫し、新しいスタイルにしました。

コネック会計LAB様

Qosmo様

サンコロナ小田株式会社様

株式会社リノベーション金沢様

株式会社アウト・ジャパン様

カラーをポップなオレンジにしたのは、こちらも戦略方針である、フレンドリーでわくわくする印象を与えるためです。

LGBTQ+映画上映会を会場提供にてサポート

2022年9月17日
（土）に「金沢プライドウィーク2022」の一環として開催される
「LGBTQ＋映画上映会」を、ココット金沢の「EIGHT POINT INN KANAZAWA」

金沢竪町商店街 ̲ ロゴ ̲071219

ナカダ株式会社様

が会場提供にてサポート。9月18日
（日）のプライドパレード後のアフターパーティを、
「Kaname Inn Tatemachi」にて開催します。商店街として、LGBTQ+や性の多様
性について「知る」きっかけづくりに貢献します。

produced by

株式会社イイダ様

株式会社ヴァケーション様

株式会社ルバンシュ様

金沢大学様

損害保険ジャパン株式会社 金沢支店様

福光屋様

北陸コカ・コーラボトリング株式会社様
▲2021年に開催した理事会でのLGBTQ＋勉強会の様子

20

有限会社七尾自動車教習所様

▲アフターパーティ会場は、LGBTQ+フレンドリーを掲げる
「Kaname Inn Tatemachi」にて
21

参加ゲスト スタッフ一覧

22

順不同・敬称略 ※ナンバーは参加イベント

ロバート キャンベル

小島慶子

ブルボンヌ

東ちづる

TOMO KOIZUMI

天道 清貴

ろゐ

ろゐ

ろゐを

るゐを

ゐ

ゐ

エスムラルダ・ちあきホイみ 明日佳
from八方不美人 りゐ ゐを

阿武虎

BLUE AREA

ろゐ

ゐ

KENJI

バビ江ノビッチ

小川チガ

こぴたやちゃんねる

かずえちゃん

Maico Tsubaki

artemaria061

生島 嗣

浅沼 智也

時枝 穂

ゐ

ゐ

るを

るゎ

ゎ

を

を

り

る

る

Butcher L-nandez

肉襦袢ゲブ美

花華院姫子

splash浣子

DJ MAYO

WAKUWAKU♡サセコ

よしひろまさみち

DJ SHO

DJ SYUN

DJ MiZUK!

ゐ

ゐ

ゐ

ゐ

ゐ

を

を

れゐ

るゐ

ゐ

Diana Hoon

松中 権

岩本 健良

植田 幸代

直海 千夏

永井 三岐子

安江 雪菜

奥村 兼之助

今井 瑞季

松岡 成子

わゐを

らりゐ

れ

れ

ろわ

ろ

らゑ

りゑ

る

れ
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【後援】
石川県、金沢市、白山市、野々市市、かほく市、内灘町、津幡町、
石川県PTA連合会、金沢市PTA協議会、白山市PTA連合会、野々市市PTA連合会、
かほく市PTA連合会、津幡町PTA連絡協議会、
一般社団法人石川県助産師会、金沢竪町商店街、
協同組合加賀染振興協会、一般社団法人加賀友禅文化協会、
LGBT支援北陸信越地方団体会議、金沢大学、金沢星稜大学、北國新聞社、
北陸中日新聞、NHK金沢放送局、
MRO北陸放送、石川テレビ放送、テレビ金沢、HAB北陸朝日放送
（敬称略・順不同）

READYFORにてクラウドファンディング 実施中！
目標金額

700 万円 2022年 10 月 31 日（月）まで

金沢町家を L G B T Q + や多様な人が集える
クリエイティブな居場所に！
※本プロジェクトはAll in 方式のため、目標金額の達成の有無にかかわらず実行者は支援金を受け取ります。

このプロジェクトでは、金沢市の中心地にあり、アート・教育・
歴史・アニメなどが交差する竪町商店街の小道に建つ金沢町家を
リノベーションし、LGBTQ+やアライだけでなく、年齢・人種・国籍・
ルーツ・性別・性自認・性的指向・障がいの有無など、さまざまな「ち
がい」による課題を超えて集える、常設の居場所をつくります。

リターン一例 一部抜粋
「金沢にじのま」
KRP Meets 森八
レインボー上生菓子
詰め合わせ コース
【15,000円】

「金沢にじのま」から、いろんな「ちがい」を金沢の「ちから」に

IMAGINE KANAZAWA 2030 推進会議、
国連大学サステイナビリティ高等研究所 いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット、
レインボー金沢、金沢大学SELF、にじ♡はぐ石川、ひだまりの会、coconomaカフェ、
UIGI Kanazawa、旅音、株式会社計画情報研究所、株式会社prospelago、
株式会社若岡和奏、KANAME INN TATEMACHI、LINNAS Kanazawa、
EIGHT POINT INN KANAZAWA、LGBT支援いしかわ会議、レインボーハート富山、
ダイバーシティラウンジ富山、LGBTQ ここラテにいがた、レインボー敦賀#ダイバーシティ、
なろっさ！ALLYふくい、NPO法人ASTA、
公益社団法人Marriage For All Japan 結婚の自由をすべての人に、
プライドハウス東京、NPO法人グッド・エイジング・エールズ、
check72 / HIV検査体制の改善と効果的な受検推奨のための研究班、

変えていけるように、居場所と同時にシェアオフィス、学習支援、

一般財団法人mudef、日本航空株式会社

アートスペースとしてもご利用いただけるクリエイティブなハブ空間

髙安郁未
（ポスター・パンフレットデザイン）

を実現すべく、町家のリノベーション費用の一部を募ります。
特に、保守的な風土や文化が色濃く残ると言われる北陸におい
ては、なかなか一人では、新しい取り組みをスタートするのは難
しい状況です。
ぜひ、いっしょに、楽しいまちづくりの一歩を進めていけたらと
願っています。ご賛同いただける皆さまにお力添えいただきたく、
心温かいご支援をよろしくお願いいたします。
26

「金沢にじのま」
KRP Meets 若岡和奏
オリジナル加賀友禅
ストールコース
【40,000円】

【協力】

（敬称略・順不同）

WEBサイトからのご支援
WEBサイトからご支援いただける
方は、下のQRコード、もしくは検
索から、クレジットカードまたは銀
行振込でご支援ください。
金沢にじのま レディーフォー

検索

https://readyfor.jp/projects/
kanazawanijinoma

and ご支援・参加・声援をくださったすべての方々

SPECIAL THANKS!!
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東京海上日動火災保険
金沢支店
ハイアットハウス金沢
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金沢駅西
広場

広岡

金沢
フォーラス

プライドパレード ルートマップ
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駅

バス
ロータリー
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金沢駅西エリア
まちなかエリア
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金沢駅

金沢
エムザ
ローソン

浅

野

武蔵

ひがし茶屋街
159

近江町市場

橋場

LINNAS Kanazawa
セブンイレブン

尾崎神社

157

金沢
地方裁判所
159

金沢城
尾山神社

玉泉院丸庭園

石川門

兼六園下
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しいのき緑地

日本銀行
金沢支店

いしかわ
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香林坊

金沢
学生のまち
市民交流館

出発・到着

石川県政記念
しいのき迎賓館

EIGHT POINT
INN KANAZAWA
金沢市役所

犀川
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JIM HALL
spazio

川

KANAME INN
TATEMACHI

兼六園

カフェ＆ブラッスリー
ポール・ボキューズ

広坂
金沢21世紀
石浦神社
美術館
石川県立美術館

金澤神社
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