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いわてレインボーマーチ主催 
『IWATE RAINBOW MARCH 2nd』報告書 
 

▼イベント名称 
IWATE RAINBOW MARCH 2nd 

▼目的 
団体目的である「岩手で多様な生き方を選択・実現可能にし、自分らしく生きる人を増やす」を達成するため、以下の
3点を目的にIWATE RAINBOW MARCH 2ndを開催。 
①参加者の夢（個性、自分らしさ）を可視化し、その夢を実現するために必要な物事を考えるきっかけをつくる。 
②多様な生き方に理解のある人たちと繋がるきっかけをつくる。 
③社会的マイノリティに対する偏見・差別・暴力・無理解等の問題を可視化し、それらにNOを表明する。 

▼内容 
イベント当日に台風が直撃したため、パレードではなく交流会に急遽変更。それにも関わらず70名以上が集まった。
交流会では大きな輪になって、参加者全員に自己紹介と参加理由等を話してもらった。その後6グループに分かれ、「自
分らしさ」や「どう生きたいか」を考えるために「死ぬまでにやりたいことリスト」を作成。リストに書いたことをグ
ループ内シェアし、全体でも5名程度にシェアしてもらった。 

▼成果 
・参加者の夢（個性、自分らしさ）を可視化できた。その夢を実現するために必要な物事を考えるきっかけをつくるこ
とができた。 
・多様な生き方に理解のある人たちと繋がるきっかけをつくることができた。 
・メディアの取材やSNSの発信を通じ、社会的マイノリティに対する偏見・差別・暴力・無理解等の問題を可視化し、
それらにNOを表明することができた。 
・「（2018年のパレードではできなかったが今回は）参加者同士でコミュニケーションが取れたことが良かった」と
いう声があった。 
・参加者が性的マイノリティに関することや、将来のことなどについて語り合える場所を求めていることが分かった。 

▼日時 
2019年10月12日(土) 
13時30分～15時30分 

▼開催地 
岩手県盛岡市 
いわて県民情報交流センター アイーナ6階 世代間交流室 

▼参加人数 
約70名 

▼主催 
いわてレインボーマーチ 
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▼参加者の住まい・出身地（参加申込アンケートより引用） 

  

  
▼参加理由（参加申込アンケートより引用） 
・私はallyですが、一緒に歩きたいと思っていました。東京、青森、仙台と参加し、いよいよ盛岡です。  
・プライドを持っているから！コミュニティをサポートしたい！  
・「個人の尊重」を現実にしたい。 
・今年も自分を解放しに来たわ♡  
・仲間に誘われ興味があったから。 
・去年から参加したかった！  
・県内であるということで！  
・みんなと一緒に堂々と歩きたい。 
・大切な内容だと思ったから。 
・自分らしく生きることに興味があったから。  
・前から興味があったので。 
・自分を見つめたい。 
・楽しそうだったから。 
・みんなで楽しく参加したかったから。  
・お母さんが誘ったから。 
・「自分らしく生きる」に共感したので。  
・去年も参加したから。 
・楽しいから。 
・自分を表現するため。  
・LGBTについて、理解を深めたり勉強したかったからです。  
・多様性大事にできる社会にしようと思ったら参加せずにはいられない。 
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・パレードに参加予定だった。IRMメンバーを応援したい、新しい仲間に会いたい、盛岡にいるうちに何か活動したい
という思いから。  
・興味があった。 
・パレードする人たちを応援したくて。  
・自分が生まれ育った岩手で「自分らしく堂々と」生きていきたいと思っていたから。  
・つながりをもちたい（セクマイさんと）、お話など…、お世話になった人にお礼も込めて、 改めてオープンに生きた
いと思ったからです。  
・いろいろな方々と出会い話してみるため。  
・自分の性について悩んでいたり、葛藤していることや理解をしてもらいたくても理解してもらえない実情をふまえて、
今後の生き方を考えたり、様々な方々との交流をしていきたいと思いました。  
・プライドをもちたくて。 
・母に行こうと言われた。  
・岩手大好き、研究。 
・去年も参加したので今年もみんなに会いたかった。  
・トークイベントの為やってきました！  
・仲間に会いたい！  
・みんなで楽しんで、も～っと暮らしやすい世の中になればと願いを込めて！！  
・東北２番目のプライドを体感したい。  
・自分はアレキシサイミア（失感情症）を抱えています。喜怒哀楽の喜と楽の感情の認知ができません。同じような人
の為に、矢面に立つ側になろうと決意しました。そしてDVなどの被害にあい、何年も家から出られない生活を送って
いました。今も、回復したわけではない。それでも、同じように苦しんでいる誰かに「味方はいるよ」と届けたくて、
参加しました。 
・去年参加できなかったから。 
・自分に自信をつけるため。 
・東北のLGBTとして、今後もレインボーマーチを盛り上げたい。 
・当事者で長年のパートナーがいるが、田舎暮らしのため周りへはクローズド、同性パートナーシップ制度が岩手県内
でも導入されるきっかけになればと思って。 
・昨年は飛び入りで参加して、とても楽しく歩けたから。 
・子供たちが参加するので自分も行きたくなった。 
・置いてきぼりの人を作らない岩手にしたいから、一緒に歩きたい！ 
・研究。 
・田舎は特にまだまだセクシャルマイノリティーも、他人の選択に対しても批判しがちなのが本当に残念。少しでも何
か行動を起こしたいと思っていたところにマーチの存在を知り、去年から参加させて頂いています。 
・IRM１stにも参加しました。 
・皆さんと一緒に歩きたいので。 
・岩手を応援したいからです！ 
・堂々と人生を歩きたい！ 
・アライとしてできること。パレードを一緒に歩く、頭数の一人となること。パレードの人数が増えることで、参加を
迷っているLGBT当事者の背中を押したいと思っています。 
・東北に在る真のプライドパレードを体感したい。 
・今年は一緒に歩きたいと思ったから。 
・イベントを通じて色々な方々と繋がりたいと思いました。岩手でもオープンに生きていけたらいいよね。 
・去年のパレードの様子がとても素敵で、興味があったのに勇気が持てなくて参加できませんでした。なので今年は勇
気をだしたい！ 
・すべての人の人権が尊重されなければいけないし、侵害されている人がいるなら、そうでない人々がともに訴える必
要があると思います。 
・毎年参加し続けることに意味があると思うから。課題が解決されたとしても私はパレードは必要だし自分も参加すべ
きだと思っています。 
・あたりまえのことって思ったよりあたりまえじゃないっぽいから。 
・LGBTについて勉強中のため。 
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・去年楽しかったから。友達に会いたいから。 
・プライドの意義を訴えたいから。 
・以前からアライなので。 
・第1回に参加し、楽しかったので。パレードに参加する人も街の人も、ハッピーな感じだったと思う。今後も岩手や
盛岡がそういう街に着地発展するといいですよね。 
・IRMの活動やパレードの趣旨に共感しているので。 
・自分自身当事者で、生まれ育った岩手の盛岡で堂々と生活していきたいのでパレードに参加したいと思いました。 
・自分の性指向は曖昧ですが、少しでも自分自身のこと、そして身近にいるいろいろな人々のことを知りたいと思い、
参加しようと思いました。 
・今まで、この狂った世界で傷を隠しながら、隠れながら声を、想いを殺し、生きてきた。髪色、服装。自分の「好き」
は、出会った全ての人達に否定されてきた。性自認、性の対象。自分の「当たり前」は、出会った全ての人達に否定さ
れてきた。人間として、母として。自分の「存在」「尊厳」は、出会った全ての人達に否定されてきた。こんな狂った
世界に同じように苦しみ、痛み、昔の、そして今の自分と同じように、独りで抱え声にも出せずに泣いている。そんな
人たちが何処かに絶対いる。そんな人達に伝えたい想いがある。誇ってほしい、その傷跡を。その傷跡こそだれにも負
けない、誰にも折れない、あなたの、あなただけの武器なのだから、と。揺るがない意思を表明するために。そして、
傷を抱えながら生きている全ての人達と共に闘うために今回のIWATE RAINBOW MARCH 2ndを歩くことを決意しま
した。参加しているみなさん。盛岡の道を、僕と一緒に歩いてください。 
・現居住地（山形）でもいずれ開催出来たら、との思いで岩手のパレードに参加して学ぶ。 
・去年も参加して、楽しめたので今年も参加し、色んな人と交流を図りたいと思ったから。 
・身近にLGBTな人がいるため。 
・自身がＸジェンダーであり、アセクシャルで生きづらさを感じているから。 
・Because we are gay :P 
・同じ北東北に住む者としていわてレインボーマーチをともに盛り上げたいから。 
・セクシャルマイノリティの存在のアピールをしたい。 
・去年のIRMに勇気を貰った人たちからの声で、来年秋田でもマーチを計画中です。応援と勉強の意味も兼ねて、参加
させていただきます。 
・誰もが自分らしく、もっと暮らしやすい街に！マーチの輪がどんどん広がる事を願って！ 
・パレードは、人生HAPPYに生きていく為に、必要なことだと思っています。LGBTの人達が感じた「死」を、考える
必要の無い世界にしていく為には、多くの人達にアピールする必要があり、LGBTは普通に居るんだと、貴方の身近に
居るんだと、知って貰うために必要な行動だと思う。パレードによって、多くの人達にアピール出来れば良いと思いま
す。そして、一人でも多くのLGBTで悩み苦しむ人達が、明るい未来希望を感じ、生きていける世界になれば、とても
嬉しく思います。 
・自分を認めたかった、自身を持ちたかった、これからを仲間たちと進むために今回IRMに参加します。 
・当事者である自分を見つめるため。 
・岩手のパレードの応援です！ 
・昨年、主催者の皆さんの熱意に打たれて参加しました。とても素晴らしいマーチでした。今年は他の催し物と重なり
ましたが、可能な限り参加し、皆さんと思いを共有したいと思います。 
・仙台に住んでいます。同じ東北でプライドパレードが行われていると知り、ぜひ参加して地方の人たちにも多様性を
アピールしたい！と思いました。 
・レインボーパレードが好きです。仙台に住んでおりお隣の岩手でパレードが開催されると伺い参加を希望しました。 
・盛岡、岩手、日本、世界中が差別のない社会になることを願って。 
・青森のパレードに参加していて、岩手でもやるなら参加してみようと思いました。 
・去年も参加して、楽しかったので。 
・大都市よりもコミュニティが小さく、各地にちらばっている岩手では、自分のセクシュアリティについて、理不尽な
状況について声をあげにくい人も多い。親や親戚と近くに住んでいて、周りの古い価値観を押し付けられて苦しんでい
る人も多い。そういう現状を変えたい。 
・色んな方に会って色んな事を知りたい。色んな人を理解したい。仲良くなりたい。自分が何者であるかを知りたい。 
・誰もが生きやすい社会を目指して。 
・数少ない東北のレインボーマーチだから。 
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▼交流会の様子 
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▼参加者の感想 
▽IRM2nd（交流会） 
・色んな方と交流できてよかった。  
・IRMにはもっとオープンに活動してほしい。 
・語り合える場所を皆さん求めていらっしゃるとわかってよかった。  
・たのしかったです！！  
・来て良かった！年齢層が幅広くてびっくりした。 
・この会を通して、たくさんの方と交流できましたし、来年も参加したいと思いました。ありがとうございました。  
・私は先生なので、LGBTの生徒をいつもいつもサポートしたい！ 
・Please don’t feel bad that we couldn’t march in the parade! Safety is really important! I’m proud of all of you 
and am so grateful for all you do!!! 
・March this wayへ　Thank you always for everything you have done for every LGBT person♡  
・ありがとうございます！かんしゃします！！  
・少しずつ堂々とできてきた気がします♡  
・LGBTQ＋だけでなく、いじめ、DV、人権等についても学ぶことができた。来年も参加したい。  
・楽しかった。  
・岩手の小学校教員の中に一人くらい性的マイノリティの方についてしっかり知っているものがいてもいいだろうと思って
います。  
・ありがとうございました。すてきな時間でした。  
・こういう形でもみなさんとコミュニケーションとれてよかった！  
・みんな笑顔で撮ってるのが楽しかった。 
・グループ内で自己紹介して少しディスカッションする時間を増やして欲しかった。 
・交流したあとにパレードしたいですね。 
・来年にぜひパレードに参加したいです。 
▽アフターミーティングルーム1回目　10月27日(日) 
・自分だけじゃなかったと思うきっかけに。 
・心の中に居場所ができ始めたと思えた。 
・話を聞いたり、自分も話したい。 
・マーチをきっかけに3人でカラオケに行くことに。 
・歩いた人たちと知り合いたい。 
・災害の時に孤独を感じる。 
・助けてと言える人は何人いるんだろう？ 
・マーチに集まる人は孤独な人もいる。 
・個人的には繋がりを強くしていきたい。 
・意外な繋がりが生まれた。 
▽アフターミーティング2回目　11月12日(火) 
・集会になっていろんなお話ができた。全員とは話せなかった。気になる方はたくさんいて、知り合いになりたい。わんこ
そば盛り上がってよかった。 
・パレードだけだと交流の機会ない。大きな輪になって一人一人自己紹介もあり、交流の機会になってよかった。自死する
人を減らすという目標を話せなかったのが心残り。 
・パレードできなくて残念だったけど、たくさんの人に会えてよかった。若い人ばかりと思ったら、そうでない人もいた。
死ぬまでにやりたいことリストが書くたびに変わっていて、自分のやりたいことがたくさんあることがわかった。 
・パレードは自分をアピールできるチャンスだったので期待していたけれど、交流の場ではごく一部の人しか話せなかった。
いろんな人と話してつながりを持ちたかった。二次会参加しない方もいる。二次会でももっと話したかった。来年は新しい
方とつながりを持ちたい。 
・SNSでしかパレードを見たことがない。パレードだけだと交流がないことがわかった。仕事が不定休で参加したくてもで
きなかった。来年は参加したい。 
・初対面の人と話すのが苦手だけど、シェアを聞いて参加したかったなと思った。来年はスケ調整して最初から最後まで参
加したい。フラッグづくり仕事以外で経験がなかった。それがもっとIRMの活動に参加したいと思ったきっかけ。 
・出れなかったのは残念でした。来年はでたい！ 
▽アフターミーティング3回目　12月22日(日) 
・ケーキを食べながら死ぬまでにやりたいことリストを作成。 
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▼死ぬまでにやりたいことリスト 
・パートナーを作りたい。痩せたい。英会話を学びたい。しゃべりたーい。時間足りない(笑)  
・色々な方々と出会い、話してみるため  
・皆様のご意見を知りたい  
・交流会、学生（LGBTQ）の居場所づくり  
・まずなんでも行動してみたい！  
・社会人の仲間の様子を知って、就職してからの居場所の作り方を考えたい。  
・女性になりたい。女性として死にたい。  
・漢字クイズ  
・東京プライドに行きたい！そして、ダラスのLGBT＋のコミュニティに入りたい。  
・一人で出来ることならなんでも！  
・BBQパーティー  
・ヨーロッパをバイクでツーリングしたい！  
・プライドパレードに参加する！日本でも海外でも！  
・やりたいことして生きる  
・マイノリティー性を抱えている人と社会について一緒に考えたい、生きやすい社会を！  
・今日みたいな交流会をまたやりたい！  
・ゆっくり生きる  
・日本にも安楽死制度があってほしい！（スイスまで行くのは遠すぎるので）  
・DVやいじめの被害者として講演のできる人間になりたい、コスプレを本格的にやりたい。 
・当事者の小・中学生に活動を伝えたい  
・もっと仲良くなりたい  
・メンバーの人達ともっと仲良くなりたいです。将来スタッフをやりたい。  
・ゲーム  
・サークルとか（歌、ダンス、スポーツ 皆んなと交流できる場が欲しい）、LGBTQ＋についてもっと理解を深めたい 
・キャンプ  
・宝くじを当てる  
・個人的にはオートバイで日本一周したい、男女共同参画に貢献？するかな。 
・様々な状況を理解してもらえず悩んでいる方々への差別の無い社会の実現  
 →居場所がない方々も少なくないので、その方々への支援や場所の提供  
 →オープンな会社や様々な形を理解してもらえる会社を増やして、各々が自信をもって就職できる会社が増えたり、就
職支援の実現  
・自信を持って行ける会社への就職、有名某ユーチューバーとの交流、宝くじをあてる！、好きなこと興味あることへ
の更なるチャレンジ、様々な形で悩んでいる方々への寄り添いができることをやってみたい、歌手？への挑戦、様々な
点を理解してもらえて共に楽しく生活できる女性との結婚。 
・パートナーとの結婚、差別を無くしたい  
・子供、若者とマーチメンバーとのおしゃべり会  
・子供、若者の居場所づくりをやりたい  
・防災を通じて生きづらさを抱えている人たちのことを多くの人に知ってもらうこと  
・みんなが暮らしやすい社会に！  
・今日まで差別、偏見、アウティングにさらされ耐えぬき、戦い切った自分をほめてあげたい！  
・プライドの意味を忘れずに細く長く～  
・来年社労士試験受かる！！来年もIRM絶対参加する！！勝訴！！  
・やりたいことをわかることをやりたい 
・夕日が綺麗に映る家を建て、その家にお世話になった方々、友人、家族。招いてホームパーティを行う 
・大恋愛 
・世界の旅 
・Living with wolves 
・ご飯屋さん、塾をやる 
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・食べたいものを好きなだけ食べる 
・ソフトテニスに打ち込む 
・オーロラをみる 
・英語をマスターする 
・日本の家に和室をつくる、お客様を持てなす。 
・家族をもつ 
・課題意識を持っていることに行動を起こす 
・Live in wildlife 
・振袖を着る 
・金銭的、精神的自立をする 
・恋愛 
・海外旅行にいく 
・海外に行く 
・自叙伝出版 
・親を連れて旅行に行く 
・子育て 
・Working organisation for wolves  
・みんなが集まれる場所を作る 
・ひとりで生活できるようになる 
・結婚 
・ダイビング 
・本を読む 
・ドラマ出演、主人公の親友役として出演し、主人公よりも見せ場がある役として高評価を世間から得て、役者 
としても一目置かれる存在になる 
・世界一周して美しい景色を目に焼き付ける 
・一人暮らし 
・Becoming buyer  
・SRSを受ける 
・美容にお金と時間をかける 
・妻と子供3人持ちたい 
・学び続ける 
・海と山のある街でくらす 
・好きな人と好きな時間を過ごす 
・Having own store to correct my hobby  
・紛争・貧困地域で活動 
・家族を連れて旅行する 
・憧れの先輩を越えたい 
・人生のパートナーと生きる 
・日本全国酒蔵巡り 
・世界中の美味しいものをたらふく食べる 
・親にありがとうを伝える 
・Living outside 
・友人と一緒に温泉に入る 
・パートナーの母国に行く 
・仲のいい人とバカ騒ぎしたい 
・親を大事にする 
・舞台芸術に参加する 
・Getting partner  
・自分を好きになる 
・好きな人と結婚、子育てする 
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・趣味に打ち込みたい 
・趣味を見つける 
・友達と遊ぶ 
・社会人を経験 
・Eating a lot of meals 
・パートナーを見つける 
・ギターを弾けるようになる 
・親孝行したい 
・誰かに感動を与えることをする 
・毎年成長する 
・心の温まるコミュニティつくり 
・Visiting around the world  
・子供を育てる 
・理想のカフェを開く 
・旅をしたい 
・人生を楽しむ 
・アフロ 
・アート展 
・Having wolfdogs  
・海外で働く 
・会いたい人全員に会いに行く 
・すごい研究をしたい 
・他人を褒める 
・一人暮らし 
・パートナー欲しい 
・自分を好きになる 
・仕事と向き合う 
・レインボーマーチで歩く 
・猫を飼いたい 
・速記技能検定 
・保育士 
・師匠と写真撮影 
・かっこいいと言われる 
・ライブに行く 
・理想の家に住む 
・万札読書 
・一人暮らし 
・一軒家に住みたい 
・真夏に北海道のてっぺんに行きたい 
・痩せてみたい 
・個性的な人にいっぱい会いたい 
・体重を落としたい 
・自分を今よりも好きになりたい 
・彼氏が欲しい 
・人生を楽しく生きたい 
・LGBTの友人を作る 
・ゲイという自分を受け入れる 
・いわてレインボーマーチに参加したい 
・自分のセクイシャリティを受け入れたい 
・一人で旅行したい 
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・お洒落をしたい 
・ヘアアイロンを使いこなしたい 
・男物の服を手放したい 
・沖縄のひーじゃーでカレーをつくる 
・デザインを勉強したい 
・モバイルハウス作る 
・自作コンポスト完成 
・ソロライブ 
・自作楽器完成 
・レーザーハープ教室 
・髪白く染めたい 
・タイに行きたい 
・性別適合手術 
・ヨガのインストラクター 
・小説公刊 
・チェックのスカート着たい 
・カレー屋開く 
・電子部品屋をやる 
・収納上手になりたい 
・全身脱毛したい 
・子育てしたい 
・女装ができるコミュニティ 
・社会復帰したい 
・介助者としてパートナー欲しい 
・身軽でいたい 
・ロードバイクで旅行 
・ドイツに帰る 
・フランスで哲学 
・イタリアでパスタ食べる 
・インドでカレー食べる 
・乙武さんに会ってみたい 
・せやろがいおじさんに会いたい 
・ゲイバーに行きたい 
・プロダクトデザイン 
・女装をテクノロジーしたい 
・動線よくしたい 
・スパイス栽培 
・玉ねぎ栽培 
・トマト栽培 
・自分の脳特性活かす 
・デッサン勉強 
・インドでヨガ習う 
・魚カレー作る 
・血圧計買う 
・東北の調味料極める 
・セルフスタイリング極める 
・姓変えたい 
・名変えたい 
・オシャレを楽しみたい 
・ヘルシーなライフスタイル 
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・愛されようとするのをやめる 
・エコシステムで考えるワークショップ 
・政治のアクセシビリティあげる 
・また恋もしたい 
・紺色に髪を染めたい 
・ピアノ習いたい 


