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自分らしく、すてきに、歳を重ねていこう。
みんなでエールをおくりあいながら。2つの
願いを名前に込めて、2010年にグッド・エ
イジング・エールズは生まれました。LGBT
とよばれる、レズビアン、ゲイ、バイセク
シュアル、トランスジェンダーを含むあらゆ
るセクシュアル・マイノリティの人たちが、
自分のセクシュアリティに誇りをもち、偏見
や差別を越えて、自分らしく伸びのびと人生
を楽しむことができる。LGBTの仲間同士、
そして、セクシュアリティに関係なく、
LGBTもそうでない人も、お互いを讃え合い
ながら成長していくことができる。めざすの
は、そんな社会づくりです。
なんて偉そうなことを言っていますが、グッ
ドができた6年前は、まだまだLGBTという
言葉も世の中では使われていないくらい。初
期のメンバー11人それぞれが、小さなことか
ら、ひとつひとつ手さぐり状態で企画をして
いました。社会づくり、というよりは、自分
たちが学ぶべきこと、自分たちにとって楽し
いこと、心地いいことってなんだろう、と具
体的なアイデアをあれこれ並べて。「老人ホー

ムをつくろう！」と声をあげたはいいものの、
どこから手をつけたらいいんだろう、という
スタートでした。ちなみに、誰が言いはじめ
たのか、グッド・エイジング・エールズは
ちょっと長いので、メンバー含めて、みんな
が「グッド」と呼んでいます。
そんなグッドが、気軽な仲間同士の集まりか
ら社会との接点探しへとシフトし、自分たち
が大切にしたいビジョンや、自分たちらしさ
を活かしたミッションを抱きはじめたのは、
葉山の一色海岸そばにオープンした「カラフ
ルカフェ」がきっかけでした。メンバーだけ
でなく、メンバーの友人や家族、企業や団体、
地元の方々など、カラフルな人たちとつくり
あげた場所は、LGBTはもちろん、みんなに
とって本当に楽しく、心地いい場所となって
いました。セクシュアリティなんかも忘れて
しまうくらいに。そうだ！みんなにとっての
いろんな「居場所」は、みんなでつくればい
いんだ！グッドの活動に、グググッと、エン
ジンがかかり始めたのが、そんな翌年、2011
年の暑い夏でした（以降、怒涛の5年間を、
本報告書でご確認ください）。
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グッドなメンバーたち
年齢も、仕事も、セクシュアリティも、趣味も、特技もバラバラの個性豊かなメンバーが、
グッドのカラフルな活動をつくってきました。みんなで共有しているルールは、いつも変わらず3つ。
自分のプロを活かそう。具体策で語ろう。まじめに楽しもう。

シゲル   ［◆EVENT］
comment　楽しい6年だったけど、まだまだ楽し
みきれてない !

シノ ［卒業生］ 
comment　天真爛漫アライ。自由平等博愛。
真実はいつもカラフル。

ショウくん  ［◆STATION］
comment　ご支援の管理を担当しております。

シン  ［卒業生］ 
comment　どんどん大きくなっていくグッドを見て
心から嬉しく思っています。

せら  ［理事/◆STATION/◆PEOPLE］
comment　Webサイトの更新やOUT IN JAPAN
の事務局を担当しています。ややドM。

たいち［◆HOME］
comment　初期マネーライフプラン担当。現在、
お休み中。またお手伝いしたい!

タケちゃん  ［◆WORK］
comment　LGBTが普通に話せる社会を笑顔で
作っていきたいです!

たなべね  ［監事/◆HOME］
comment　本業の不動産知見からLGBTの暮ら
しを楽しくしたい。

トモヤ  ［理事/◆CAFE］
comment　ども!　カラフルカフェプロジェクトの
リーダーやってます!

ノブ［卒業生］
comment　少人数だったグッドも、こんなに仲間
が増えたんだね !　陰ながら、応援してます!

ハルカ［卒業生］
comment　たくさんの人の幸せを応援し続ける
グッドを応援し続けます。

ホイちゃん ［理事/◆HOME］
comment　医療・介護、地域包括ケアのコンサル
です。LGBTのエイジング問題に取り組んでいます。

ぶん  ［◆STATION］
comment　昔はウェブのお手伝い、今はグッド
の1ファンです !

まこと  ［◆STATION］
comment　セクシュアリティ問わず、人生を楽し
みたい方、ごいっしょに !

あさこ  ［理事/◆WORK］
comment　法務担当→「はたらく」を考える。
真面目に毎日楽しんでます。

あそうちゃん  ［◆PEOPLE］
comment　私の小さな仕事が、誰かのために
なってるといいな。

アユハ ［卒業生］
comment　FtXでパンセクシュアルなことに自信
と確信を持てました。出会いに感謝です。

いちげ  ［◆CAFE/◆PEOPLE］
comment　海好き。海のおかげでグッドと出会
い、人生が広がりました。

いつき  ［◆CAFE］
comment　グッドに初めて入ったレズ。夢はラス
ボスになる事！

エス ［卒業生］ 
comment　6年前の夢をグッドが今、実現してい
る事に感謝。ありがとう。

カズさん  ［◆EVENT］
comment　いつもありがとうございます。みんな
で楽しい時間を築いていきましょう。

かずひろ  ［卒業生］
comment　数年後、産業カウンセラーの資格を
取って戻ってきます！

きのコ  ［◆HOME］
comment　恋多きポリアモリー。好きな人達皆
とハッピーになりたい !

キラ  ［理事/◆CAFE/◆EVENT/◆STATION］
comment　何事も楽しんで !　いろんなイベント、
一緒に楽しみましょう～。

クニさん  ［◆HOME］
comment　ひとりでも、カップルでも、安心な老
後を作っていきたいですね。

クロちゃん  ［◆CAFE/◆EVENT/◆PEOPLE］
comment　インターセックスの認知度を上げるた
めに頑張ります。

ケンケン［卒業生］
comment　カラフルカフェ2014店長。いろんな
夏の思い出をありがとう!

ゴン［代表］
comment　風呂敷広げるばかりで畳むことができ
ないドM体質。6年間、ありがとうございました !
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マサさん  ［◆WORK/◆CAFE］
comment　グッドはファミリーではなく、誰もが集
える場。Join us!

まさひろ  ［◆WORK］
comment　皆が自分らしく働ける場作りを目指し
て活動しています。

ミキさん  ［◆CAFE/◆PEOPLE］
comment　6年目、今年も葉山の海辺のカフェ
でお目にかかりましょう～。

ミホ  ［副代表/◆CAFE］
comment　私達と関わってくださる全ての方々
に感謝します!

ミポ  ［◆HOME］
comment　29歳。資格:看護師、保健師、普
通自動車←NEW!!

みぞ  ［◆EVENT］
comment　昔は就活企画を担当。今は極稀に
お手伝いとして参加してます。

ゆい  ［◆EVENT］
comment　女子大好き26歳。最近フィールサイ
クル、ハマってます。

ユウホ  ［卒業生］
comment　社会福祉士。初代メンバー、今フ
リー。つながってるよー。

ゆみか  ［◆CAFE］
comment　モットーは笑顔で楽しくやりきる!夏の
葉山で会いしましょう。

よしゆき  ［◆WORK］
comment　企業内でLGBTに対する関心が年々
深まっていくのを肌で感じています !

リカ  ［◆WORK］
comment　パートナーと一緒に、ママがふたり
の家族で子育てに奮闘中。

あなたの名前が入るかも?
BIGなアイデアを実現したいひと。コツコツ地道
な取り組みを重ねたいひと。どっちも、募集中 ! 6つの「のりしろ」づくり

毎日の生活は、さまざまな場所で過ごす、さ
まざまな時間からできあがっています。くら
す場所、はたらく場所、くつろぐ場所など、
ひとつひとつの場所を誰にとっても心地いい
ものへと変えていく。そうすれば、いまはど
こか離れ離れに感じてしまいがちなLGBTと

社会、いろんな人を、緩やかにつなぐ「のり
しろ」になっていくはず。みんなが自分らし
く人生を楽しめる時代をめざし、グッドでは
6つのチームにわかれて、トライ&エラーを
重ねながら、6つの「のりしろ」となる場所
づくりを行っています。

HOME WORK

CAFE

EVENTSTATION

PEOPLE

➡P12

➡P16➡P28

➡P20➡P24

➡P08

?
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ホーム
生きていく上で一番大切な場所、
気付けばそこにあるもの、ホーム。

LGBT にとってのホームって
どんなところ ?という問いのもと、
様々な活動にひろがっています。

HOME

これまで
ホームという言葉の、“暮らすところ"と“帰
るところ "という意味に寄り添い、LGBT当
事者にとっての人生設計や住環境、そして老
いとコミュニティの問題を中心に据えて活動
してきました。LGBT当事者の諸先輩をお招
きしたグッド・エイジング・トークを皮切り
に、ライフマネープラン講座や親の介護講座
といった座学イベントや、老後をテーマとし
た参加者交流型のワークショップイベントを
開催。また、高齢期を生きるLGBT当事者へ
のインタビュー調査を行い、老後のイメージ
を膨らませました。また、実際の住む場所で
あるLGBTフレンドリーなシェアハウス「カ
ラフルハウス」を立ち上げ、運営を支援して
きました。

これから
引き続きカラフルハウスの支援を続け、
LGBTフレンドリーな住環境整備というテー
マに取り組むとともに、高齢期のLGBTを支
援する仕組みやネットワークの整備（LGBT
のおひとりさま高齢者向けの後見サポートや
死後事務処理サービス等）、そしてコミュニ
ティづくりの支援を推進していきたいと思っ
ています。そして、将来的には、現在のシェ
アハウスの進化版としての、LGBT高齢者フ
レンドリーな終の棲家になり得るホームのカ
タチを模索、居宅介護サービスの仕組みもつ
くっていきたいと考えています。LGBTが、
いろんな人と、いっしょに安心して歳を重ね
ていける社会をめざして。

キッカケは、「メゾン・ド・ヒミコのような、
みんなのための老人ホームがあったら素敵じゃない?」

建築士の大家さん、株
式会社シェアデザインと
のコラボで生まれた
LGBTフレンドリーな
シェアハウス「カラフル
ハウス」。2世帯住宅を
リノベした13部屋+リビ
ングキッチン。
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いままでの実績

06.05
35歳、貯蓄ゼロから始める
ライフマネープラン #001
グッドメンバーでファイナン
シャルプランナーのたいちを
講師に、LGBTのためのマネー
プランセミナーを開催しました。

04.04
グッド・エイジング・トーク　
#001大塚隆史さん
グッド初のイベントは、造形作家、
ライター、編集者の大塚隆史さんと、
エイジングについて語り合いました。

05.08　
グッド・エイジング・トーク　
#002南定四郎さん
東京のパレードや映画祭の生みの親、
南定四郎さんをゲストに招き、コミュ
ニティの可能性について語り合いました。

02.12　
LGBTにも介護は突然やってくる
～今からできる親孝行のススメ～
介護業界に勤めるユウホと、親
の介護を経験したクニさんが、
議論をリードしました。

05.15　
LGBTみんなで訪ねる
介護ケアホーム～老人ホームの
実際と介護保険を知ろう～
実際の老人ホームにみんなで訪れ、
どんな暮らしがあるかをリアルに学
びました。

09.17　
グッド・エイジング・トーク　
#003ボリス・ディトリッヒさん
オランダで世界初の同性婚実
現に尽力した、ボリス・ディ
トリッヒさんとともに、日本
での可能性を語り合いました。

09.04　
35歳、貯蓄ゼロから始める
ライフマネープラン #002
実際の人生のライフイベントを想定し
たシミュレーションにもトライし、人生
設計を考えました。

04.28　　　
「LGBT×老後」@千代田3331
LGBTの老後に関心のある80名以
上の参加者とともに、ワークショッ
プを実施。「なかま研」で行ったイ
ンタビュー調査の中間報告会も。

01.04　　　
LGBTから始まる高齢期の
なかま暮らし研究会　立ち上げ
高齢期を生きるLGBT当事者
の課題は何なのか？どんな仕
組みが必要とされているの
か？を明らかにするため、研
究会を立ち上げました。

12.07　　　
福祉業界同業種交流会
ケアマネジャーや介護施設スタッ
フ、相談員といった医療・介護・
福祉に関わるLGBT当事者の専門
職の方々を集めた交流会・ワーク
ショップイベントを開催しました。

04.20
カラフルハウス　入居開始パーティー
無事入居が始まり、入居者13名の皆
さんと一緒に、春のパーティーを開
催しました。これから一緒に暮らす、
大事な仲間です。

03.01-02　　　
カラフルハウス見学会　
#002 #003
オープン目前に追加内覧
会を実施しました。

07.20　　　
「LGBT×老後」@那覇
mabui withまじゅん
沖縄のLGBT当事者団体のイベント
に出張、春の「LGBTと老後」イベ
ントのプレゼン内容を共有するとと
もに、沖縄の当事者と交流会を実施
しました。

11.22
【映画を見ながらともに
語ろう考えよう】
映画「毎日がアルツハイマー」
上映会＋ワークショップイベント
実際の老後のイメージを持つため、
認知症のドキュメンタリー映画の
自主上映会を行い、鑑賞後にワー
クショップ交流イベントを実施し
ました。

05.04　　　
「無縁社会とLGBT」@立教大学　
～LGBT縁は非モテ・短命カップル
・孤独死を超え得るか？～
パートナーシップを築けないと本当に
孤独死なのか？おひとりさまLGBT
のこれからを考えるワークショップイ
ベントを、立教大学で開催しました。

09.24　
35歳、貯蓄ゼロから始める
ライフマネープラン #003
好評のマネー講座第3弾。ラ
イフプランニングと住居の選
び方について、テーマを絞り、
学びました。

11.11　
カラフルハウス見学会　#001
春にオープンを控え、入居希
望者の内覧会を実施しました。

2010 2011 2012 2013 2014 2015

HOME

03.30　　　
ライフマネープランニング
～LGBTのための
これからのお金のふやし方～
いろんな金融商品の特徴について
学びました。
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LGBTの職場での働
きやすさを考えるカ
ンファレンス“work 
with Pride”。初回50
名の参加者は、2015
年に400名に。

ワーク
「LGBT が自分らしく働くこと」が
特別ではない社会を実現したい。

さまざまな企業や
そこで働く人々を巻き込んで、

新しい働き方を模索しています。

これまで
企業におけるLGBTについての啓発と、より
インクルーシブな職場づくりを進める活動を
してきました。働く人が職場で十二分に力を
発揮できる環境を整えることで、生産性も上
がり、LGBTにとっても企業にとってもうれ
しい "win-win"の状態を作ることを目指して
います。これまでは、学生、社会人、企業の
3者を対象として、それぞれに合ったプロ
ジェクトを進めてきました。学生であれば就
活について、社会人であれば働き方について、
企業であればLGBTについて知ってもらう、
というものです。グッド・エイジング・エー
ルズが企画・運営にかかわる“work with 
Pride”も、参加者数が増え、企業が少しず
つLGBTフレンドリーになっていくのを実感
しています。

これから
企業においては、LGBTではない人に知って
もらい、LGBTからも歩み寄っていく、とい
う姿勢は変わりません。今後は、カミングア
ウトを受けた側のケア、当事者と企業をつなぐ、
企業間の横のつながりをつくるといった、よ
り具体的なアプローチを充実させていきます。
まずは、金融業や製造業、サービス業といっ
た業種でくくり、該当する企業の人事・人権・
ダイバーシティ関連担当者同士、担当者と当
事者が情報交換・共有できる場を定期的に設
けることを企画しました。担当者同士の横の
つながりができ、互いの状況を知ることで、
具体的な施策に取り組みやすい環境を醸成す
ることができればと考えています。wwPでも
引き続き、様々な企業を巻き込んでムーブメ
ントを前進させていく予定です。

ダイバーシティ&インクルージョンの時代に
企業といっしょに「はたらく」を考える

WORK
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11.26　
シューカツ座談会#002
さまざまな企業で働くLGBTがパネ
リストとなり、これから就職活動を
控えた学生に「面接でカミングアウ
トすると就職に不利?」「同僚にカミ
ングアウトすべき?」など、さまざま
なテーマを語りました。

いままでの実績

10.23
LGBTシューカツ座談会#001

09.17　
wwP2012@日本IBM
「LGBTと職場 :課題と今後」と題し
て、先進企業での取り組みや、日本
のLGBTの現状を紹介。参加者約50
名。日本のLGBT当事者は5.2%（電
通総研調査2012年）とのデータが発
表され、会場が驚きに包まれました。

06.25
LGBT異業種交流会
#001

02.25　
LGBT異業種交流会
#002

08.01　　
LGBT学生のための
キャリアメンタリングセッション#002
就活を控えた学生に、社会人の視点か
らセクシュアリティを前向きに捉えた
今後のキャリア形成について、キャリ
アメンタリングセッションを開催しま
した。

02.19　
企業人事/人権/
ダイバーシティ担当者のための
情報交換会
第1回は金融・保険業の企業の
方々をお招きし、20名ほどで開催。
LGBTが日々職場で感じること、
キャリアプラン、各企業における
施策など、ざっくばらんに情報交
換でき、実り多き時間となりました。

04.06　
LGBT学生のための就活イベント
@オランダ大使館
オランダ大使館にご協力いただき、
ボリス・ディトリッヒ氏による講演、
グッド・エイジング・エールズメン
バーのパネルディスカッション後に、
参加学生のキャリアパスについてグ
ループワークで検討してもらいました。

11.21　　　
wwP2014@Panasonic
「変わりつつある日本の職場～LGBT
の視点から～」をテーマに行いました。
参加者は約200名。グッド・エイジン
グ・エールズからは、当事者の声とし
て4名が登壇し、パネルディスカッショ
ンを行いました。

05.30　　　
LGBT学生のための
キャリアメンタリングセッション#003
昨年に引き続き、就活生を対象に、
キャリアメンタリングセッションを開
催しました。

03.30　　　　
カミングアウトを応援する会
職場でカミングアウトして働くLGBT
をゲストスピーカーに招き、カミング
アウトしようか迷っている当事者に向
け、経緯やカミングアウト後の働き方
などをディスカッションしました。

11.06　　　
wwP2015@リクルート
「カミングアウトと日本の職場」をテー
マに、日本の先進企業事例の紹介やカ
ミングアウトして働く当事者とその上
司の対談を実施。240社、計400名を
超える方々にご参加いただきました。

08.02　
LGBTの学生のための
キャリアメンタリングセッション#001
これから就職活動をはじめよう、継
続しようと考えている大学生・大学
院生を対象に、LGBTおよびストレー
トのアライの社会人によるキャリアメ
ンタリングセッションを開催しました。

11.22　
wwP2013@SONY
「日本におけるLGBTの職場環境」と
いうテーマで、企業における様々な取
り組みをご紹介。参加者は130名でした。

2010 2011 2012 2013 2014 2015

WORK

2016
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カフェ
CAFE

これまで
LGBTも、そうでない人も、誰もが自分らし
くいられる場所をつくりたい。そして、みん
なが楽しく集える空間ができたらいいな……。
そんな想いからはじまったカラフルカフェプ
ロジェクト。2011年に、夏季限定で葉山に
カフェをオープンし、今年2016年で6年目
を迎えます。LGBTフレンドリーなスタッフ
が接客・運営を行い、カフェの通常営業に加
えて、星を見る会や、浴衣シャンパンパー
ティー、ヨガイベント等、さまざまなイベン
トも企画。昨年2015年には、クラウドファ
ンディングで多くのかたにサポートいただき、
一色海岸のビーチハウス「UMIGOYA」との
コラボも実現！日々進化中のプロジェクトです。

これから
カラフルカフェではこれからも、さまざまな
企画をとおして、誰もが自分らしくいられ、
楽しく集える場所づくりを継続していきます。
昨年に引き続き、「UMIGOYA」とのコラボを
さらに発展させ、学生向けのインターンシッ
プ企画も実施予定です。また、参加体験型イ
ベントの企画や、某ブランドとのコラボTシャ
ツ計画もひっそりと進行中……！　一度だけ
ではなく、「何度も来たい！」と思っていただ
けるようなアイデアを少しずつ実現すべく準
備中。ワクワクするような仕掛けをたくさん
用意して、今年の夏も葉山でお待ちしています。
一緒に、とびきりスペシャルな夏にしましょ
う！

LGBTも、そうでない人も、
誰もが自分らしくいられる

心地いいサードプレイスづくり。
葉山の一色海岸から、
日本の夏をカラフルに。

誰もが自分らしくいられる、いろんな人が集える
世界でいちばんカラフルな空間をつくりたい

LGBTもそうでない人も。「いろんな人
にウェルカム!」というカフェを応援して、
日本中に広げるプロジェクト。

一色海岸のビーチハウス「UMIGOYA」
とのコラボ企画。ジェンダーフリー更衣
室も。

カラフルカフェの都内版。2013年、神
宮前にてハチ店長のもと、隠れ家カフェ
として2日間限定でオープン。

2011年から毎年、夏季限定で葉山にて
オープン。
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いままでの実績

2011 2012 2013 2014 2015

07.02-09.03
カラフルカフェ 2011　
夏期営業
カラフルカフェ1年目。メニュー
開発、空間設計、接客、etc
……何もかもが初めてでしたが、
いろいろな方のご協力により、
カフェは大成功！ まさに、「み
んなでつくるカラフルカフェ」
を体現した貴重な年でした。

06.30-09.01
カラフルカフェ 2012　夏期営業
カラフルカフェ2年目。グッドのメン
バーに加え、有志のボランティアス
タッフも参加し、スタッフ陣が大幅パ
ワーアップ !　お客さまの数も増え、
店内は常ににぎやかでした。クロージ
ングパーティーには、RENT日本版
キャストの方々も駆けつけてくれました。

05.04-05.05
カラフルカフェ 2012　
ゴールデン・ウィーク営業

05.04-05.05
カラフルカフェ 2014
Tokyo Rainbow Week 2014 
スペシャル営業

CAFE

04.26-10.30　
Welcome! Cafe Project
LGBT含め、「いろんな人にウェルカ
ム !」というカフェを応援し、日本中に
ひろげていくプロジェクト。全国各地
のカフェが参加し、ウェルカムの輪が
拡大していきました。

03.23-03.24
カラフルカフェ2　限定営業
2日間限定で都内にオープンした「カ
ラフルカフェ2」。カフェの通常営業だ
けでなく、とんちピクルスさんのカラ
フルライブや、解毒女子の会などの
イベントが開催され、ギャラリース
ペースには、LGBTアーティストの
方々の作品も展示されました。

05.04-05.05
カラフルカフェ 2013
Tokyo Rainbow Week 2013 
スペシャル営業

06.29-08.31
カラフルカフェ 2013　夏期営業
カラフルカフェ3年目。ジャズ演奏や
島唄演奏などの音楽系イベントから、
シャンパン×たこ焼きデーやタイ料
理パーティーなどのグルメ系イベン
トまで、企画が目白押しの夏でした!

06.13　
カラフルカフェ 2015　
家具作りワークショップ
カラフルカフェ5年目は、ビーチハウ
ス「UMIGOYA」とのコラボが実現
し、ビーチサイドで「カラフルカフェ 
on the beach」がオープン!プロ直
伝のワークショップを通して、on 
the beachに設置する「カラフル
BOX」をみんなで手作りしました。

07.04-08.29　　
カラフルカフェ 
on the beach 2015　夏期営業
ビーチ側に新たにオープンしたカラ
フルカフェon the beachでは、お
昼過ぎから夜まで、海を眺めながら、
美味しいお酒と食事を味わえるバー
スペースを展開。今までカフェ店内
にあった生ピアノもビーチにお引越
し。ピアノの演奏をBGMに心地よ
い空間を演出!

06.28-08.30
カラフルカフェ 2014　夏期営業
カラフルカフェ4年目。店内や海辺
で本が読めるように、カラフルカフェ
ライブラリーを新設。新メニューの
カラフルバーガーも大人気でした !
浴衣デーの日には、駄菓子や水風船
などで縁日風の演出も♪

07.04-08.29
カラフルカフェ 2015　夏期営業
カフェ店舗側では、「Alfa Romeo 
Student Challenge」を実施し、応
募学生のアート作品を展示。店内の
雰囲気が今まで以上にカラフルにな
り、とても華やかな印象でした。
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イベント
EVENT

これまで
LGBTも、そうでない人も、気軽に楽しめ、
生活を豊かにすることができるワークショッ
プやイベントがあったらいいな。そんな想い
から、ランニングイベントやフリマ、イラス
トワークショップやクリスマスパーティーな
どを、これまで開催してきました。代表的な
ランニングイベント「カラフルラン」では、
小淵沢の気持ちいい大自然の中を、ちょっと
いい汗かいてみたり、走りながら友だち作っ
てみたり。同性パートナーシップ証明書勉強
会では、パートナーシップや同性婚について
学び、意見交換をしてみたり。スポーツを通
じて、勉強会を通じて、周年パーティーを通
じて。さまざまなイベントを通じて、みなさ
んとつながることができました。

これから
　いろんな人が気軽に楽しめ、生活を豊かに
することができるワークショップやイベント
の開催を継続しつつ、2020年の東京オリン
ピック・パラリンピック開催に向けて、スポー
ツイベントを盛り上げていけたらいいなと思っ
ています !　実際に体を動かしたり、スポーツ
観戦したりと、普段やってみたいけどできない、
普段しているけどみんなでしたい、そんな体
験を通じて交流を深めてみませんか?　また、
まじめに将来のことを考える勉強会やワーク
ショップも企画中です。知らないことを学ぶっ
てワクワクします。ひとりじゃなく、みんなで。
ちょっと楽しいこと、一緒にしてみませんか?

みんなが好きなこと、
興味のあること、

やってみたいこと。
日常をちょっと楽しくするきっかけを、

LGBTと、いろんな人と、つくっています。

おうちや、職場や、カフェじゃない、
趣味でつながる場所づくりを

小淵沢のAIDS WALK
をもっとひろげよう！
とスタートした「カラ
フルラン」。大自然や
都会をカラフルに駆
け抜けます。
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いままでの実績
EVENT

01.26
似顔絵ワークショップ
初の似顔絵ワークショップ。
最後のほうでは、みんな味が
ある感じに描けてましたよ。

05.04　　　　
インターセックス勉強会
LGBT当事者の間でもよく知られ
ていないインターセックス。3名
の当事者をお招きして、基礎知識
を勉強したり、パネルディスカッ
ションや交流会を開催しました。

01.15
New Year Party
Lも、Gも、Bも、Tも、みん
な集まれ！と呼びかけたクラ
ブパーティー。Alfa Romeo
とのコラボキックオフです。

20132011 20122010 2014 2015

05.22
チャリティ・フリマ#002
第2回目のフリマ開催。
こちらもあっという間に
売り切れ、売り上げはす
べてグッドの活動資金と
して寄付しました。

04.07
2周年パーティー
会場のグッドモーニングカ
フェには桜の木を用意し、
ドレスコードはピンクで春
らしく。約100名の方が参
加されました。

12.16
クリスマスパーティー
初のクリパ開催。サポー
ターが集まり、いろい
ろな人と交流できた貴
重なパーティーでした。

04.26
4周年パーティー
クルックホームにて、100名を超え
る方々に参加していただきました !
二次会は、神宮前二丁目をバーホッ
ピングし、ミッションをクリアして
いくというイベント。街のみなさん
にもご協力いただきました。ゴール
はオープン間近のステーションへ!

04.30　　　
カラフルラン東京 2014
（雨天により中止）

10.10
認定NPO法人化記念パーティー
認定NPO法人化をお祝い!　スタッ
フはお揃いの蝶ネクタイでお出迎
えし、感謝の気持ちを伝えました。

12.15
クリスマスパーティー
レストランを貸しきり、
サポーターの方たちと交
流を深めました。お決ま
りのプレゼント交換も!

12.14
クリスマスパーティー
毎年恒例のクリパを、ついに
本拠地ステーションにて初開
催 !　普段ゆっくり話せないサ
ポーターの方と交流を深める
ことができました!

03.15　
同性パートナーシップ勉強会
同性パートナーシップって何だ
ろう。誰しもが手探りの中、海
外ではどうなっているのか、日
本ではどのようになるのか。み
んな真剣に考え、語り合いました。

06.08　　
カラフルラン小淵沢 
こちらも雨で中止かと思いきや、スタート直
前にやみました!　走り始めは白地のTシャ
ツだったのが、各ポイントでペンキを塗られ
カラフルに。小淵沢の大自然を満喫しました。

04.25　
5周年パーティー
蜷川実花写真展の会期中に原美
術館をお借りでき、実に200名を
超える方々にご参加いただきまし
た。グッドメンバーはサーブに大
忙し、せっかく来ていただいた
方々とゆっくり交流ができません
でした。ごめんなさい。

05.01　
カラフルラン東京
為末大さんと一緒に、都内の
風景を、みんなで走り抜けま
した。スポーツって、素敵。

08.14　
花火鑑賞会
当初のメンバー数名が友
人をつれて東京湾の花火
を見に行きました。

11.28
チャリティ・フリマ#001
メンバーと一般参加の方が、
洋服や雑貨を持ち寄り、明
治公園にてフリーマーケッ
ト。午後にはほぼ完売とな
りました。

04.02
1周年パーティー
震災後すぐとなるグッドの
1周年。開催するか迷いま
したが、お世話になった人
へ感謝を伝えたい思いから、
ささやかなパーティーに。

04.27
3周年パーティー
オランダ大使公邸にて開催。
300名近くのLGBT当事者
やそうでない人が集い、ボ
リス氏も登壇。本当に素
敵な出会いでした。

06.02
気軽にはじめるヘルスケア
自分に合ったアロマオイ
ル・ミックス選びと、恋人
や友人と手軽にできるペア
マッサージを学びました。

06.08
カラフルラン小淵沢
AIDS WALKから始まった
カラフルラン in小淵沢。
約80名の方にご参加いた
だき、およそ10kmを思い
思いのペースで走りました。
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仙寿院

霞ヶ丘団地

東京都渋谷区神宮前 2-14-17
www.goodagingyells.net
info@goodagingyells.net

デイリー
ヤマザキ

ミニストップ

DIESEL

コミュニティ・シェアオフィス「FLAT」で
はシェアオフィスの他、勉強会やセミ
ナーなど各種イベントも開催。

2nd floor1st & 2nd floor

ワタリウム美術館

原宿駅

明治公園

明
治
通
り

外
苑
西
通
り

千駄ヶ谷小学校

千駄ヶ谷駅
国立競技場駅

外苑前駅

北参道駅

仙寿院

霞ヶ丘団地

東京都渋谷区神宮前 2-14-17
www.goodagingyells.net
info@goodagingyells.net

デイリー
ヤマザキ

ミニストップ

DIESEL

LGBTに関するアートや写真展などを
開催する「MoCA東京（Museum of 
Colorful Art東京）」

03-6804-3736 irodori.newcanvas@gmail.com1st floor

1階のアジアンビストロ。杉山文野さん
の経営する株式会社ニューキャンバス
が運営。

ステーション
「世界で一番カラフルな基地を神宮前に!」

をコンセプトに、シェアオフィス、アートギャラリー、
アジアンビストロを擁するコミュニティスペース

「カラフルステーション」を
運営しています。

これまで
「カラフルステーション」は、アートや
ファッションと下町商店街が共存する奥原宿
こと「神宮前二丁目」に、セクシュアル・マ
イノリティに関する前向きな情報発信を行う
コミュニティスペースとして2014年5月に
誕生しました。杉山文野さんが代表を務める
株式会社ニューキャンバスと共同運営を行っ
ており、コミュニティ・シェアオフィス
（FLAT）、アートギャラリー（MoCA東京）、
アジアンビストロ（irodori）の3つの施設を
持った複合施設となっています。 勉強会や
セミナー、パーティーなど各種イベントを随
時行っていて、グッドの事務所もこちらにあ
ります。

これから
LGBTをはじめとするセクシュアル・マイノ
リティの人も、そうでない人も、年齢も国籍
も越えて、自分らしく暮らし、働き、遊び、
集えるような、オープンでクリエイティブな
場所を東京につくりあげる。同じ志をもった
個人、団体、企業といっしょに、神宮前二丁
目商和会のおじちゃん、おばちゃんも巻き込
んで、2020年には世界でいちばんカラフルな
街を目指す中心施設としていきます。ポット
出版とのコラボで発行する「神宮前二丁目新
聞」の、さらなる進化もお楽しみに !

神宮前二丁目から発信 !
世界に誇れるカラフルな街を目指して

STATION
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STATION

05.11　
カラフルステーションの
ペンキ塗りワークショップ
オープン前にはペンキ塗りワーク
ショップの実施や、クラウドファン
ディングでの資金調達など、多く
の皆さんのご協力がありました。

04.24-05.08　
MoCA東京　
十人十色展
オランダ大使館主催で、世界各国の
フォトグラファーがLGBTをテーマ
に撮影した写真を展示しました。

05.26-05.31
LIXOL3+Jiro Art企画展

02.04-02.13　
MoCA東京
Maaya Wakasugi書道展

2014 2015 2016

11.24-12.07
MoCA東京
Jiro Art+酒井崇全企画展

08.05-09.14　
大塚隆史レトロスペクティブ 02.27　　

LGBTフレンドリーメイク
ワークショップ

05.17　
カラフルステーション立ち上げ

12.01-12.06　　
10人のクリエイターによる
Christmas Art&Market

09.13　　
Student Challenge 
最優秀作品展示会
未来のスターを発掘する学生向け
アートコンペ「Alfa Romeo Student  
Challenge」の優秀作品を展示。

05.17-05.18　　
カラフルステーション
1周年記念パーティー＋
OUT IN JAPAN写真展
1周年を記念して、記念イベントを開
催。同時にOUT IN JAPAN #001の
写真展も開催しました。

11.07　　
LGBTフレンドリー
メイクワークショップ
世界で活躍するメイクアップアーティ
ストKodo Nishimuraさんのメイク
セミナーを開催。LGBTもそうでな
い人も、誰もがなりたい姿に近づけ
るイベントで、大好評のうちに幕を
閉じました。

03.15　　
「神宮前二丁目新聞」
創刊号発行
超地元密着型フリーペー
パー「神宮前二丁目新聞」
に編集協力。神二姉妹とい
う名物キャラも誕生。

05.17-07.14
MoCA東京　林克彦+ジョナサン企画展
アートギャラリーMoCA東京初めての企
画展を実施。テーマは「New Family」。

10.15　
MoCA東京　ユードット展示会

07.21　
FLAT　
リネハン氏書籍発売&
離任パーティー
パトリック・リネハン氏の書籍発売を
記念して、FLATでイベントを開催。

いままでの実績
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ピープル
PEOPLE

これまで
日本のLGBTをはじめとしたセクシュアル・
マイノリティにスポットを当て、多彩なポー
トレートを様々なフォトグラファーが撮影し、
5年間で10,000人のギャラリーを目指す
「OUT IN JAPAN」。個人、団体、企業、自
治体等との連携を通して、WEB・展覧会・
写真集などを展開、身近な存在としてのセク
シュアル・マイノリティを可視化させ、正し
い知識や理解を広げるきっかけとしています。
カミングアウトは、ひとりひとりの選択肢の
ひとつであり、マストなものではありません。
でも、カミングアウトしたいと思った人が選
びやすい社会にはなってほしい。そんな社会
をつくるためにアライを増やそう計画を進め
てきました。

LGBTと、いろんな人をつなぐ
心地いい「のりしろ」。

それは、何よりも、
お互いに理解し共感し合う

「人」と「人」がつくっていくもの。

ちょっと勇気を出して一歩前に進む人、
ちょっと想像力を働かせて包みこむ人、さぁ集まれ!

これから
東京、大阪、福岡、名古屋、そして震災から
5年の東北・仙台にて撮影会を進めてきまし
た。現時点で約850名の方々が参加し、
WEBサイトではそれぞれのメッセージを発
信してくれています。10,000人まではまだ
まだですが、走り抜けたいと思います。
「ホップ・ステップ・アライ！」企画は、勉
強会の枠を飛び出して、より楽しく、いろん
な人を巻きこめるカタチにしていきたいです。

「アライ」とは英語
で「同盟・支援」の
意味。LGBTを支援
するストレートの人の
ことを指します。左
はオリジナルキャラ
クターのアライ課長と、
アライ新入社員。

#001以降、フォトグ
ラファーはレスリー・
キー氏が担当。Gap、
Alfa Romeo、資生堂
などの企業からのサ
ポートも。
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PEOPLE

05.02　
アライ・ミーティング
#001
第1回アライミーティング
は新宿二丁目のベトナムレ
ストランにて開催。自分の
親しい人によりLGBTに
ついて知ってもらい、アラ
イになってもらおうと、定
員30名で募集したところ
なんと倍以上のご参加 !　
会場は超満員でした。

03.25
OIJ #001東京撮影会
2020年までに1万人のカミ
ングアウトフォトを展示し
ようと始まった企画の、第
1回目撮影会。レスリー・
キーに撮影してもらえると
のことで本当にたくさんの
ご応募ありがとうございま
した !　92組111名にご参
加いただきました。

09.10-10.12　　
OIJ #002写真展
@シアタークリエRENT
講演
ミュージカルRENTとのコ
ラボにより実現した、
#002写真展。

05.16-05.24
OIJ #001写真展
@MoCA東京
カラフルステーションに
あるギャラリー“MoCA
東京"にて、#001の写真
展を開催。原宿にこれな
かった人たちにも連日お
越しいただきました。徹
夜で展示設営した甲斐が
ありました。笑

2014 2015 2016

いままでの実績

10.11　　
ホップ・ステップ・アライ
in小淵沢
ホップ・ステップ・アライ
もついに地方開催へ !地元
の方々が美術館で交流す
るという、ありそうでな
かったひとコマ。ゆったり
とした時間でした。アライ
親善大使も駆けつけてくだ
さいました!

10.09　　
OIJ #003大阪撮影会
初の地方開催となった3回
目は、大阪 !　やっぱり関
西人はノリがいい !　107
組120名の撮影 !

11.12　　
OIJ #004東京撮影会
第4回目の撮影は、再び東
京へ。120名の方々を撮り
ました!現場で初めて会っ
た人同士が仲良くなり、交
流を深める。思いがけない
出会いの場です。

11.21　
OIJ #005福岡撮影会
OIJはついに本州を脱出 !　
98名の方々にご参加いた
だきました。九州各地から
お集まりいただきありがと
うございました!

11.27　
文化庁メディア芸術祭
審査委員会推薦作品
第19回文化庁メディア芸術祭
エンターテインメント部門審査
委員会推薦作品に選ばれまし
た!　みんなの勇気が、ひとつの
形として認められた結果です!

12.21
OIJ #006東京撮影会
いつも告知期間少ない中ご
応募いただき本当に有難う
ございます。2015年最後の
緊急撮影会は東京で。

02.11
OIJ #007名古屋撮影会
地元のパレード等の団体
の協力もあり、ボランティ
アスタッフは過去最多 !　
撮影も過去最高記録の123
名!

02.13-02.28
OIJ写真展#001-#005
@平戸オランダ商館
平戸オランダ商館にて、な
んと#001から#005までの
写真を一挙公開!

03.21
OIJ #008仙台撮影会
震災後5年の東北での開催
はスペシャル版「OUT IN 
JAPAN 東北プロジェク
ト」として、103名の撮影
に加え、トークイベントや
写真展も。関連企画では、
石巻ツアーや「私がカミン
グアウトしない理由～
CLOSED IN JAPAN」が
行われました。

11.28-11.29　
OIJ写真展 #001-#003
TokyoAIDSWeeks
2015
日本エイズ学会に合わせて
開催されたイベントウィー
クとコラボ。会場は、国立
国際医療研究センターの
ホワイエ!

10.11-11.08　　
OIJ写真展 #001 #002@
中村キース・へリング美術館
#001と#002の合同写真展
を中村キース・へリング美術
館にて開催。素敵な白の空
間にモノトーンのパネルがき
れいに展示され、カミングア
ウトフォトに包まれたその空
間は、それはそれはとても素
敵なものでした。

08.20-08.21
OIJ #002東京撮影会
TRUNK by shoto gallery
の協力のもと、暑い中、
98組118名の方の撮影を
行いました。会場内は、外
よりも暑い熱気に包まれて
いました!

04.21-04.28　
OIJ #001写真展
@Gapフラッグシップ原宿
初日には多くの報道陣と被
写体の方たちにご参加い
ただき、Gapフラッグシッ
プ原宿にてお披露目会を
行いました。

10.31　
アライ・ミーティング
#002
「LGBTとくくってしまう
と他人事だけど、実は身
近で、LGBTの人も普通
の人なんだと思いました」
と、多くの声が !　もっと
アライさん増えますように。

04.30
ホップ・ステップ・アライ! 
東京レインボープライド期
間中に行われた第3回目は、
ホップ・ステップ・アライ!
と名前を変えてよりパワー
アップ。アライ親善大使も
現れました !　アライには
心が優しい方が多いです
ね～。会場は終始温かな
空気に包まれていました。
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2010年に設立された、
LGBTカルチャー&コ
ミュニティへの貢献者・
企業を讃えるアワード。
2011年からグッドは企
画立案・コンテンツ提供・当日ボランティアな
どの協力をしてきました。

2012年にスタート
したLGBTパレー
ド「東京レインボー
プライド」を、様々
なイベントやワー
クショップで盛り
上げようと、7団体で実行委員会をつくり、企
画運営しました。

様々なご縁が重なり、
公式プログラムとして、
米国カリフォルニア州
の同性婚裁判を追いか
けた「アゲインスト8」
を上映、パネルトーク
「話そう、LGBT」を実施しました。

コラボ
COLLABO

思いを共有できる団体や企業とともに
様々な企画にも取り組んでいます。
グッドのメンバーによる講演会・

イベント登壇・メディア出演・コラム寄稿なども
ひとつひとつがコラボレーション。

新しいアイデアやアプローチと出会い、
生まれる化学反応は、飛びっきり楽しい!

クラブイベント、カフェプ
ロジェクト、テストドライ
ブ、アート展、学生コン
ペティション、メッセージ
コンドームなど、個性的
な企画の数々。今年でコ
ラボも6年目に突入！

Alfa Romeo とのコラボ
BE YOURSELF!
変わらないメッセージとともに。
2011年1月～現在

Tokyo SuperStar Awards とのコラボ
LGBTと社会の架け橋に
華やかなアワードとパーティーを。
2011年12月3日、2012年12月1日、2013年12月7日、
2014年12月6日

Tokyo Rainbow Week とのコラボ
東京のゴールデンウィークを
レインボーウィークに。
2013年4月27日～5月6日、2014年4月26日～5月6日

なら国際映画祭とのコラボ（カラフルならプロジェクト） 
映画を通じて考えるきっかけを
歴史のまち、奈良で。
2014年9月12日～15日
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09.01～09.08　2CHOPO 寄稿
09.10 2CHOPO 寄稿
09.11 2CHOPO 寄稿
09.13 2CHOPO 寄稿
09.16 2CHOPO 寄稿
09.17 2CHOPO 寄稿
09.21　 共同通信　記事配信 
 Badi 記事掲載
09.23 2CHOPO 寄稿
09.28 JaNP+ニュースレター　寄稿
10.01 2CHOPO 寄稿
10.07 六本木ヒルズ「考えよう。」寄稿
10.10 2CHOPO 寄稿
10.11 The Japan Times　記事掲載
10.15 2CHOPO 寄稿
10.22　 2CHOPO 寄稿
10.30 国際医療福祉大学大学院　出演
11.02 大阪大学　中之島哲学コレージュ　出演
11.03 早稲田大学　早稲田祭「演劇：8」出演
11.05 共同通信　カラフルハウス　記事配信
11.11 駒澤大学　講演
11.21 六本木ヒルズ　Night Breakfast　出演
11.24 中村キース・ヘリング美術館　国際絵画

コンクール　授賞式　出演
11.25 フジテレビ「ノンストップ！」放映
12.06　 International LGBT Leadership 

Conference
12.07 Tokyo Super Star Awards 2013
 出演
12.28 蘭新聞NRC　記事掲載

01.09 立教大学大学院　講演
02.05 富士ゼロックス　講演
 シティリビング　おネエno部屋　記事

掲載
02.19 東洋経済ONLINE 寄稿
02.24 TBSニュースバード「ニュースの視点」

出演
02.25 クロワッサン　2月25日号　記事掲載
03.16 J-WAVE　 平井理央 の「WONDER 

VISION」出演
 共同通信　記事配信
03.31 ビッグイシュー基金　若者応援プログ

ラム集　記事掲載
04.01 TIMEOUT TOKYO 東京レインボー

ウィーク　記事掲載
04.02 東洋経済ONLINE 寄稿
 立教大学大学院　講演
04.04 北陸中日新聞　popress No.340　
 記事掲載

2014

10.22 駒澤大学　講演
10.27 PRESIDENT　記事掲載
10.31 J-WAVE　堀潤の「JAM The World」

出演
 月刊フリーペーパー　A Living Book　

記事掲載
11.01　 GEグループ　講演
11.12 電気事業連合会　講演
11.23 中村キース・ヘリング美術館　国際絵画コ

ンクール　授賞式　出演
12.08 筑波大学　講演
12.11 日本広告協会　講演

02.04 タイムアウト東京　記事掲載
02.10 ラッシュジャパン『WE BELIEVE IN 

LOVE』 イベント出演
02.20 富士ゼロックス　講演
02.21 国際ロータリー　国際ロータリー 

2780地区 第2グループ　インターシ
ティーミーティング　講演

03.04 三井不動産　勉強会
03.28 東京新聞　記事掲載
03.30 JR東日本　講演
04.17 PWC Strategy & 女性エグゼクティブ

交流会　講演
05.16 朝日新聞東京版　記事掲載
 NHK厚生文化事業団　ハートフォーラ

ム　出演
05.25 WWD　記事掲載
 avex 講演
06.01 代官山蔦屋書店　クラウドファンディ

ング　トークショー
06.02 日立製作所　労組　講演
06.04 一橋大学　講演
06.07 日経WOMAN　記事掲載
06.18 サービス・ツーリズム産業労働情報開発

センター　講演
06.24 GQ 記事掲載
06.28 LUSH JAPAN　ストアイベント　トー

クショー
07.08 サンケイEX　まぜこぜEX　記事掲載
07.09 PRESIDENT Online 記事掲載
07.26 J-wave 「WONDER VISION」出演
08.04 経済界　記事掲載
08.18 三井不動産　勉強会
08.26 VERY　記事掲載
08.28 帝国ホテル労組　勉強会
08.30 二枚目の名刺　トークイベント
09.21 東京大学　講演
09.29 ハフィントンポスト　イベント

2015

04.11 北陸中日新聞　popress No.341　
 記事掲載
04.23 GEグループ　講演
 サンケイスクスプレス　記事掲載
04.29 NHK Eテレ「ハートネットTV」 放映
05.01 朝日新聞　記事掲載
 J-WAVE　 平井理央 の「WONDER 

VISION」出演
05.06 Liging Together のど自慢　出演
05.10 NHK 総合「週刊ニュース深読み」出演
05.14 東洋経済ONLINE 寄稿
05.19 Mondo Alfa 記事掲載
05.20 PRESIDENT Online 記事掲載
05.21 PRESIDENT Online 記事掲載
06.01 MISIA ニュースレター　東京レイン

ボーウィーク　記事掲載
06.04 サンケイスクスプレス　記事掲載
06.14 青山BBラボ　シンポジウム　出演
06.21 Badi　記事掲載
06.27 月刊フリーペーパー　A Living Book　

記事掲載
07.01 Art of Living Magazine　記事掲載
07.03 東京大学　講演
07.05 月刊ソトコト　MISIAさんとの対談【前

編】記事掲載
07.16 共同通信　カラフルステーション　記

事配信
07.21 リネハン総領事送別企画&IVLP2013報

告会　出演
07.25 孫の力　カラフルステーション　記事

掲載
 月刊フリーペーパー　A Living Book　

記事掲載
08.05 月刊ソトコト　MISIAさんとの対談【後

編】　記事掲載
08.18 プルデンシャル生命保険　講演
08.19 日本経済新聞　電子版　記事掲載
08.22 小説新潮　カラフルカフェ　エッセイ

に登場
08.29 月刊フリーペーパー　A Living Book　

記事掲載
09.03 サンケイスクスプレス　カラフルなら

プロジェクト　記事掲載
09.04 プライスウォーターハウスクーパース　

講演
09.13 長崎平戸オランダ商館「十人十色展」イ

ベント　出演
09.15 なら国際映画祭2014
 トークセッション　出演
09.17 TBS　講演
09.26 月刊フリーペーパー　A Living Book　

記事掲載

10.01 教育ジャーナル　記事掲載
10.02 TBS「NEWSな2人」番組出演
10.07 TBS　講演
 日本テレビ「偽装の夫婦」WEB記事掲

載
10.11 山梨日日新聞　記事掲載
10.15 武田薬品工業　講演
11.04 SONY D&I WEEK　講演
11.14 NHK「サキどり」取材
11.18 十文字学園女子大学　講演
11.21 朝日新聞福岡版　記事掲載
11.24 大阪市立大学　講演
 GQ　記事掲載
11.25 朝日新聞大阪版　記事掲載
11.28 東京エイズウィーク　LGBTとHIV　

トークショー
12.01 プルデンシャル生命保険　勉強会
12.03 グローバルコンパクト　人権ライブラ

リー　講演
12.16 エナジーリンク　講演
12.20 北國新聞アクタス　コラム掲載
12.25 北陸中日新聞　記事掲載
12.26 VERY　記事掲載

01.06 NHK　あさイチ　出演
01.20 北國新聞アクタス　コラム掲載
01.31 まちだ男女平等フェスティバル　講演　
 「ジェンダーマリアージュ」トークショー
02.07 茨木市立男女共生センター　ローズ

WAMまつり　講演
02.14 長崎新聞　記事掲載
 西日本新聞　記事掲載
02.15 損害保険ジャパン日本興亜　講演
02.16 若者力大賞ユースリーダー賞　授賞式

NTTグループ　LGBT勉強会　
02.17 トーマツグループ　勉強会　講演
02.20 共同通信　記事配信
 北國新聞アクタス　コラム掲載
02.22 アメリカンセンター　婚姻の自由　講

演会　モデレーター
03.07 アメリカンセンター　IVLP　報告会　

モデレーター
03.09 渋谷区　職員勉強会　講演
03.11 アクセンチュア　インクルージョン＆

ダイバーシティ　アドバイザリーボー
ド　発表会

03.20 北國新聞アクタス　コラム掲載
03.22 婦人公論　記事掲載
03.25 KADOKAWA　第七回エンタテインメ

ント街づくり研究会　講演

2016

02.21 Badi 記事掲載
02.24 GQ 記事掲載
06.25 akta monthly paper 記事掲載
07.21 Badi 記事掲載
09.25 akta monthly paper 寄稿
10.07 第20回東京国際レズビアン＆ゲイ映画

祭　トークショー　出演
10.25 akta monthly paper 寄稿
11.25 akta monthly paper 寄稿
12.25 akta monthly paper 寄稿

01.15 LGBT成人式　トークショー　出演
02.15 朝日ニュースター「ニュースの深層」　

出演
05.17 野村證券　講演
06.25 akta monthly paper 記事掲載
06.30 TEDxTokyo 2012出演
07.04 オルタナS　記事掲載
07.06 ダイヤモンドONLINE 記事掲載
07.07 週刊ダイヤモンド　MEET LGBT 記事

掲載
 週刊東洋経済　記事掲載
07.09 ダイヤモンドONLINE 記事掲載
07.12 HERS 記事掲載
07.13 ドワンゴ　ニコ生トークセッション　

出演
07.16 2CHOPO　記事掲載
07.21 Badi　記事掲載
07.23 2CHOPO　記事掲載
07.30 2CHOPO　記事掲載
08.20 Badi　記事掲載
08.24　 朝日新聞　記事掲載
09.03　 AERA 記事掲載
09.05　 シミックホールディングス　講演
09.15　 Pen 記事掲載
09.17　 SYNODOS JOURNAL 記事掲載
09.18 日本IBM　講演
09.21　 Badi　記事掲載
10.25　 六本木ヒルズ　Hills Breakfast　出演
11.01 湖山医療福祉グループ　講演
11.02　 J-WAVE　 土井香苗 の「JAM The 

World」　出演
11.09　 2CHOPO　記事掲載
11.25 東宝シアタークリエ　RENT トーク

ショー　出演

2011

2012

11.27 朝日新聞　記事掲載
12.01 Tokyo Super Star Awards 
 2012　出演
12.14 東洋経済ONLINE 寄稿

01.06 オルタナS　記事掲載
01.11 東洋経済ONLINE 寄稿
01.25 東洋経済ONLINE 寄稿
02.15 東洋経済ONLINE 寄稿
02.18 東宝シアタークリエ　ZANNAパンフ

レット　寄稿
02.25 2CHOPO　記事掲載
03.08 SUUMO JOURNAL 記事掲載
03.21 J-WAVE　
 土井香苗の「JAM The World」出演
03.25 akta monthly paper 記事掲載
04.17 シブヤ大学　トークショー　出演
04.20 SYNODOS JOURNAL 記事掲載
 Badi 記事掲載
04.24 GQ 記事掲載
 朝日新聞　記事掲載
04.26 東京新聞　東京レインボーウィーク　

記事掲載
04.27 朝日新聞　東京レインボーウィーク　

記事掲載
 日本経済新聞　東京レインボーウィー

ク　記事掲載
04.29 神奈川新聞　東京レインボーウィーク　

記事掲載
05.06 Living Together Lounge 出演
05.11 仏新聞　ル・モンド　記事掲載
05.13 2CHOPO　記事掲載
05.24 東洋経済ONLINE 寄稿
05.25 akta monthly paper 記事掲載
05.29 共同通信　記事配信
06.05 NHK Eテレ「多様な性と生きている」放

映
06.07 東洋経済ONLINE 寄稿
06.09　 読売新聞　カラフルラン　記事掲載
 山梨日日新聞　カラフルラン　記事掲

載
06.21 Badi 記事掲載
06.25 クーリエ・ジャポン　記事掲載
06.28 東洋経済ONLINE 寄稿
07.12 朝日新聞　記事掲載
08.24 米 国 国 務 省　International Visitor 

Leadership Program　参加
08.29 2CHOPO 寄稿
08.30 2CHOPO 寄稿
08.31 2CHOPO 寄稿

2013

いままでの活動
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ちょっと先の、未来予想図
グッドは設立当初から、「LGBTと、いろんな人と、
いっしょに暮らせる老人ホーム」をひとつのゴールに掲げてきました。
この 6 年間での日本社会の変化とさまざまな出会いや活動を通して
見えてきた、進化版グッド・エイジング・ホームのカタチとは！？

2010年4月4日の構想

LGBTにもやさしいホーム
お互いのつながりが希薄だったLとGとB
とTが、LGBTにもフレンドリーな人（ア
ライって言葉も輸入前）といっしょに、気
兼ねなく仲良く余生を過ごせる施設型の
ホーム。アルファベットのL・G・B・Tを
組み合わせた懐かしのグッド初期ロゴには、
そんな思いを込めていました。

進化した構想　その1

いろんな世代でくらすホーム
ヒントはカラフルハウス。20代から40代
のいろんな入居者がすでにファミリーの
ように暮らす様子は、さらに幅広い世代
が交わるホームの可能性を教えてくれま
した。1階の保育園、歌の先生はドラァグ
クィーン、お遊戯の先生はGO-GO-
BOY。ここにもプロボノ参加で！

LGBT向けの
老人ホームが

あったらいいなあ

進化した構想　その3

海も！山も！たのしむホーム
ヒントは葉山のカラフルカフェ×小淵沢の
カラフルラン。海と山、どっちかではなく、
どっちとも！余生なんだから、自由気まま
に、贅沢に過ごしたいですよね。わがまま
もお世話も、すべて介護ロボットにお任
せです。あぁ、宝くじ、当たらないかしら。

進化した構想　その2

地域まるごとつながるホーム
ヒントは神宮前二丁目カラフルステーション
×work with Pride。普段はそれぞれの家で
暮らし、ご飯やお茶のみの時に、まちの真
ん中の食卓に集う。いくつになっても生きが
いをもって働ける。スマホとステーションで
つながる地域は、心地いい距離感と安心感。
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6年間、ありがとう ! これからも、一緒に !

グッドをサポートする

グッドにエールをおくるこれまでの、個人や企業からの寄附

これまでの、クラウドファンディング

2014年10月1日より、認定NPO法人となりました
当法人への寄付は、所得控除(個人)、損金算入(法人)、相続税の課税価格基礎への不算入の対象となり
ます。【お振込先】みずほ銀行築地支店 普通2672691　トクヒ）グッド・エイジング・エールズ

メンバー全員が無償ボランティアのグッドが、こんなに多様で幅ひろい活動を
6年間も続けてこられたのは、みなさんからの温かいエールと細やかなサポートのおかげです。
本当にありがとうございました!　また、多くの方々から頂いた寄附は、
プロジェクト推進のために丁寧に活用しています。

次の目標は、グッド10周年の2020年。多様性のシンボル、
東京オリンピック・パラリンピックの年に、文化も価値観もセクシュアリティも様々な
世界中からのお客様をお迎えできる、世界一カラフルな「のりしろ」って何だろう。
いっしょに考えてみませんか?　エールやサポートもウェルカムです!

※ホームページ（http://goodagingyells.net/donation/）からもお申込みいただけます。

継続して寄付する
継続して既定の寄付をいただける
サポーター（賛助会員）を募集します。

入会金　2,000円
年会費　3,000円

お好きな額を寄付する
1口（3,000円）から、

お好きな時に、お好きな額を
寄付いただけます。

法人として寄付する
1口（10万円）からの

寄付をお願いしています。
ご意向にかなった目的に使用する
使途指定寄付も可能です。

第0期
2010年4月4日～
2010年11月30日

第1期
2010年12月1日～
2011年9月30日

第2期
2011年10月1日～
2012年9月30日

第3期
2012年10月1日～
2013年9月30日

第4期
2013年10月1日～
2014年3月31日

第5期
2014年4月1日～
2015年3月31日

第6期
2015年4月1日～
2016年3月31日

0円

134万
5,200円

65万
5,500円

26万円 131万
8,000円

113万
1,000円

225万
7,685円

452万
5,036円

433万
7,000円

105万
9,000円

264万
3,660円

637万
985円

カラフル
ステーション

2014年4月4日～
2014年5月16日

カラフルなら
プロジェクト

2014年8月26日～
2014年9月6日

OUT IN 
JAPAN 

キックオフ
2015年4月24日～
2015年6月30日

カラフルカフェ
on the 
beach

2015年5月11日～
2015年6月12日

OUT IN 
JAPAN 

目指せ1,000人
2015年11月12日～
2015年12月16日

イベントに参加して、エール!
グッドのさまざまな企画に参加して
いっしょに学び、遊び、発信することが
活動の大きなエンジンとなります。

裏方ボランティアで、エール!
たのしい企画をつくりあげるために

細かく面倒くさい作業も、実はたくさん！笑
裏方大好きな方、いつでもノックください。
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法人名　
認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ

設立日　
2010年4月4日

事業内容
社会教育事業／情報コンサルティング事業／
福祉サービス事業

沿革 
2010年4月4日
設立に伴いキックオフイベントを開催

2010年12月1日
東京都から認証を受け
「特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズ」
として法人登記完了

2011年7月
神奈川県葉山に夏季限定カフェ
「カラフルカフェ」オープン

2012年9月
日本IBM と国際NGO ヒューマン・ライツ・ウォッチ
とともに「work with Pride」スタート

2013年1月
外部有識者とともに
「LGBTからはじまる仲間暮らし研究会」スタート

2013年3月
東京都杉並区にシェアハウス
「カラフルハウス」オープン

2013年4月
他6団体とともに「東京レインボーウィーク」スタート

2013年6月
山梨県小淵沢にて
中村キース・ヘリング美術館と
「カラフルラン」スタート

2014年5月
東京都渋谷区にLGBTフレンドリー施設
「カラフルステーション」オープン

2014年10月1日
東京都から認定を受け
「認定特定非営利活動法人
グッド・エイジング・エールズ」として登録

2015年4月
カミングアウト・フォトプロジェクト
「OUT IN JAPAN」スタート

事務所アクセス
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2-14-17
カラフルステーション2F

ご連絡先
ホームページ　http://goodagingyells.net/
メール　info@goodagingyells.net
Twitter　@goodagingyells
Facebook 　
https://www.facebook.com/goodagingyells　

制作　認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ
編集デザイン　ポット出版
イラスト　山中正大
2016年4/1発行　1000部B-7トラネクスト86kg


