
みんなが自分らしく、人生を楽しめる時代を目指して。

グッド・エイジング・エールズでは、

LGBTといろんな人、社会をつなぐ活動を行っています。

2020年に向けた取り組みも含めて

ご報告します。

活動報告書
2017.4.1～2018.3.312017



ホーム
HOME

　2013年春にオープンしたカラフルハウスか
ら、ちょうど4年。2017年春にカラフルハウス
2が誕生し、入居者のみなさんの引越しが始ま
りました。同じコンセプトでも、住む人と関わ
る人が違えば、できあがる空間や雰囲気は全
く違うもの。多世代がわいわいがやがやと暮
らす「カラフルハウス」に対して、生活時間
が異なる同世代が落ち着いた距離感で暮らす
「カラフルハウス2」。一緒に鍋をつつく賑わい

もあれば、誰かがたくさん作ったおでんをお裾
分けする優しさも。秋には、そんな二つのハウ
スに別々に暮らす人たちが一堂に集い、それ
ぞれの毎日を語り合うイベントも開催しました。
　「カラフルハウス3」は、グッドが設立当初
から掲げる、エイジングを視野に入れた場所?　
それとも、助けを必要とする人が一時的に暮
らせる場所?　そんな会話が少しずつ始まって
います。

これからの新しい家族のカタチってなんだろう
ふたつのカラフルハウスが教えてくれること

2017年度の活動実績

カラフルハウスの間取り図。生活に必要な家具は備え付
け済み。すべて違う間取りで、個性的なお部屋ばかりです。

冷蔵庫の使い方から、友達が泊まる際のルール、みんなで盛り上がるディナーまで、シェ
アハウスでの暮らしについて意見交換。

カラフルハウスの物件概要
住む人も、管理する人も、オーナーも、みんなLGBTフレンドリー。
入居希望の方は、グッド・エイジング・エールズまでお問い合わせください。
空室状況を確認次第、ご連絡します!

賃料 管理費 総戸数 最寄駅から

カラフルハウス 
¥52,000～
¥65,000

¥15,000
2階建
13戸

徒歩
5分程度

カラフルハウス 2
¥65,000～
¥70,000

¥12,000
3階建
6戸

徒歩
15分程度

04 /01
カラフルハウス2  新生活スタート

09 /24
カラフルハウス2 ハウスウォーミング
入居者の引越しが落ち着いた秋に開催した、カラフ
ルハウス2のハウスウォーミング・パーティーには、
スペシャルゲストとしてカラフルハウスの新旧入居
者や、運営会社スタッフも参加。

03 /31
カラフルハウス・カラフルハウス2
合同懇親会

※2018年3月現在
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　日本で初めて策定したPRIDE指標も今年で
2年目。より担当の方々が回答しやすく、また
ガイドラインとしても活用できるように、取り
組み項目を細分化しチューニング。合計110の
企業・企業グループ・団体が参加くださいま
した。
　第6回目を数える「work with Pride カンファ
レンス」も、時代に合わせてバージョンアップ。
取り組みを始めたばかりの企業に向けた基礎編、

企業で働くLGBTなどの当事者が繋がり意見
を交わすことのできるネットワーキングイベン
トを、それぞれ事前に実施。
　世界カミングアウト・デーに経団連会館で
開催された本番は、米国 NGO代表のキーノー
ト、国連調査官のメッセージ、当事者パネル
等のメインセッションと、個別テーマにフォー
カスを当てたサブセッション4つという贅沢な
構成となりました。

すべての人にとって働きやすい職場を目指して
日本の企業を束ねる経団連がついに動き出すWORK

2017年度の活動実績

ワーク

06 /01
PRIDE指標2017 発表

06 /09
PRIDE指標2017 説明会
＠日本 IBM本社ビル

07 /03～09 /16
PRIDE指標2017 応募期間

09 /05
work with Pride 2017 
プレセッション基礎編
＠JRホール（東京）

09 /08
work with Pride 2017 
プレセッション基礎編
＠オムロン本社ビル（京都）

09 /22
work with Pride 2017 
当事者ネットワーキングイベント
LGBTへの社会的な認知と実際の職場
環境のギャップ等について、業界をこ
えて当事者同士で語り合いました。

10 /11
work with Pride 2017
メインセッション・PRIDE指標2017表彰式・
サブセッション＠経団連会館
サブセッションは、同性パートナーシッ
プ、トランスジェンダー、SOGIハラ、
ネットワークづくりの4つ。

東京・京都で開催した基礎編セミナーの様子

01 /11
work with Pride 2018 実行委員会
定例会議

02 /02
人事・ダイバーシティ企業担当者交流会

02 /09
work with Pride 2018 実行委員会
定例会議

03 /12
work with Pride 2018 実行委員会
定例会議

カミングアウトして日本で働くゲイ・レズビア
ン・トランスジェンダーが当事者パネルに登場
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HOME

　オープンして7年目、海の家UMIGOYAでの
「カラフルカフェon the beach」をスタートし
て3年目の夏は、これまでにない色々なコラボ
レーションにチャレンジしました。
　日本フライングディスク協会を招いての体
験会、プロのタンゴの先生とミュージシャンと
のビーチタンゴ体験会、丸井グループ・資生
堂・ビクセンとつくりあげた浴衣星見会など、
多くの学生・社会人ボランティアスタッフと一

緒に楽しい企画を実施。
　定番のオープニング、ホワイトドレス、ク
ロージングの各種パーティも含め、LGBTをは
じめとしたセクシュアル・マイノリティの人た
ちはもちろん、UMIGOYAスタッフや地元の常
連さんも加わり、本当にカラフルな時間と空間
ができあがりました。秋に開催した葉山コミュ
ニティ交流会では、2018年に向けた新しいア
イデアも !

一色海岸を世界でいちばんカラフルなビーチに
7年目は可能性を広げる多様なコラボレーションCAFE

2017年度の活動実績

カフェ

07 /08
オープニングパーティー

07 /16
ビーチタンゴ

07 /17
ホワイトドレスパーティー

07 /22
浴衣星見会
女性柄で3Lサイズまで、男性柄でSS
サイズまで、マルイの新作浴衣をご用意。
メイクサポートに資生堂。

08 /05
葉山マリーナサマーフェスタ2017

08 /26
クロージングパーティー
1年前の赤に続き、ドレスコードは青。
2020年にレインボー完成を目指し、ド
レスコード企画はあと4回?

11 /18
葉山コミュニティ交流会

03 /24
ボランティアスタッフ・キックオフ

05 /06～05 /07
ボランティアスタッフ募集
＠東京レインボープライド

浴衣星見会ホワイトドレスパーティー

ビーチタンゴ

Alfa RomeoのTizianaさんによる恒例の乾杯

クロージングパーティー

オープニングパーティー
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　2017年4月4日のグッド7周年の日、東京
2020オリンピック・パラリンピック競技大会
にあわせて設立を目指す「プライドハウス東
京」の計画を発表しました。
　2010年バンクーバー冬季大会にて地元
NGOが立ち上げて以降、大きな国際スポーツ
大会に際して各地のNGO・NPOが企画運営
してきた、LGBTフレンドリーなホスピタリ
ティ施設「プライドハウス」を、様々な団体・

企業・自治体との協力で実現していきます。
　国際的な情報発信を行いながら、スポーツ
と文化の祭典に向け、運動会やフライングディ
スク体験会といった参加型スポーツイベント、
LGBTのクリエイターやカルチャーと連携した
イベントを実施し、東京2020組織委員会とは、
職員向け講演会やハンドブック編集などを通
して協力関係を築いているところです。是非
一緒にムーブメントを盛り上げていきましょう。

2020年「プライドハウス東京」計画発表 !
スポーツと文化とLGBTにポジティブな接点をEVENT

2017年度の活動実績

イベント

04 /01
グッド・エイジング・エールズ
７周年パーティー
国立オリンピック記念青少年センター
内のカフェにて開催。会場奥の開放的
な窓からは綺麗な桜が望めました。

04 /04
「プライドハウス東京」計画プレスリリース

04 /29
グッド・エイジング・エールズ
春の大運動会
代々木公園陸上競技場（織田フィール

ド）にてトラックリレーや玉入れ !ゲス
トにはSECRET GUYZ!

05 /06～05 /07
ISETAN KALEIDOSCOPE
プロデュース＠東京レインボープライド

05 /27
マイアミOUT GAMES 
Human Rights Conference 講演

07 /09
フライングディスク体験会

10 /14
ISETANファションパレード
「PINK FOR ALL!」プロデュース
＠新宿まちフェス
新宿まちフェスの伊勢丹パレードをプ
ロデュース。ピンクドットやピンクリボ
ン月間と連動しドラァグクイーンを含む
全員ピンクに!

12 /08
プノンペン・ILGAアジアカンファレンス
「スポーツとLGBT」出演

04/10…講演
04/17…講演
05/31…講演
06/01…講演
10/10…講演
10/18…講演
12/05…組織委員会・持続可能性部 

委員会参加
03/07…組織委員会・持続可能性部 

人権労働WG参加
03/23…職員向け「D&Iハンドブック」

監修協力

東京2020組織委員会での活動

ISETANファションパレード
「PINK FOR ALL!」

フライングディスク体験会

春の大運動会後のピクニック

グッド・エイジング・エールズ７周年パーティー
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　2017年1月から、irodori／カラフルステー
ションを株式会社ニューキャンバスの単独運
営に移行した後も、制作・編集協力を継続し
てきた、世界一小さなグローバルタウンを目指
すコミュニティ・フリーペーパー「神宮前二丁
目新聞」。
　9月にはスペシャル企画の創刊10号が発行
され、さらに12月には「ソトコト」1月号の特
集「全日本リトルプレス図鑑」にも取り上げら

れることとなり、地道な活動が実りを見せてき
ました。
　そんな中、2020年に向けた地域開発の動き
もあり、2014年5月にオープンし、神宮前、渋
谷区、そして日本のLGBTコミュニティの動き
にも貢献してきた irodori／カラフルステーショ
ンが、3月末で閉店に。6週連続で開催された
カウントダウン・トークイベントに、企画&モ
デレーションにて協力参加しました。

ダイバーシティ&インクルージョンをローカルで
神宮前二丁目のチャレンジは次のステージへSTATION

2017年度の活動実績

ステーション

06 /20
神宮前二丁目新聞　第9号発行

09 /20
神宮前二丁目新聞　第10号
神宮前二丁目にある「ポット出
版」が発行する神宮前二丁目新聞。
グッドも創刊号から制作協力をし、
ついに第10号を発行 !　誌面では
「10」にまつわる記念企画を展開
しました。

12 /20
神宮前二丁目新聞　第11号

02 /24
irodoriカウントダウン・トークイベント
第2弾企画サポート
NHKにてドラマ化が決定した「弟の
夫」の原作者・田亀源五郎さん、プロ
デューサー・須崎岳さんと。

03 /24
irodoriカウントダウン・トークイベント
第6弾企画サポート
昨今のレインボー事情について、女装
パフォーマーのブルボンヌさん、紀行
ライターのサムソン高橋さんと。

12 /20
ソトコト1月号「全日本リトルプレス
図鑑」にて神宮前二丁目新聞登場
全国のローカル新聞や雑誌の特集にて
見開き3ページ紹介。謎のユニット「神
宮前二丁目姉妹」も誌面に登場。 左から須崎氏、田亀氏、グッド代表松中

神宮前二丁目新聞　第8号 神宮前二丁目新聞　第9号

神宮前二丁目新聞　第10号
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　2016年以降、日本全国での写真展に注力し
てきたカミングアウト・フォト・プロジェクト
「OUT IN JAPAN」は、東京レインボープライ
ドにあわせ、TSUTAYA SHIBUYAとWIRED 
TOKYO 1999の協力を得て、写真展とパレー
ド前夜祭パーティーを開催しました。
　トークイベントに登場したレスリー・キーさ
んに対して、たくさんのパーティー参加者から
撮影会を再開して欲しいとの声が集まり、心

を動かされたレスリー・キーさんは、その場で
復活を誓うことに。
　全国写真展を応援してきた丸井グループが
全体運営やスタイリングサポート、キヤノンが
機材サポートに加わりサポート陣もパワーアッ
プ。札幌市、広島県・広島市など、自治体か
らの後援のもと、2020年に向けて、ついにプ
ロジェクトが再始動 !　2018年はDSD／イン
ターセックス勉強会やアライ企画も！

日本全国の多くの方々からのリクエストに応え
レスリー・キーによる撮影会がついに復活PEOPLE

2017年度の活動実績

ピープル

05 /06
パレード前夜祭パーティー
＠WIRED TOKYO 1999 写真展

10 /19
#011 札幌撮影会

11 /12
#012 東京撮影会

12 /03
#013 広島撮影会

03 /11
トークイベント・ヒューマンライブラリー
＠京都マルイ
「自分らしく生きる」をテーマに、レス
リー・キー氏、春光院副住職・川上全
龍氏、西原さつき氏を招いてトークイ
ベントを実施。

・第1回LGBTと教育フォーラム（金沢）
・TOKYO AIDS WEEKS 2017（東京）
2017 /12
・広島市総合福祉センター（広島）
・大仙市市民活動交流拠点センター（秋田）
・秋田県南部男女共同参画センター（秋田）
・いわて県民情報交流センター アイーナ（盛岡）
2018 /01
・由利本荘市文化交流館 カダーレ（秋田）
・秋田県中央男女共同参画センター（秋田）
・にぎわい交流館ＡＵ（あう）（秋田）
・マルイシティ横浜（神奈川）
・京都マルイ（京都）

全国OIJ写真展キャラバン  2017/04～2018/03

2017 /04
・新宿マルイメン（東京）
・オーガニックライフTOKYO 2017（東京）
2017 /05
・SHIBUYA TSUTAYA・WIRED TOKYO（東京）
2017 /07
・東大阪市立男女共同参画センター（大阪）
2017 /10
・仙台市市民活動サポートセンター（宮城）
・筑波大学（茨城）
・秋田県北部男女共同参画センター（秋田）
2017 /11
・仙台市役所（宮城）
・尚絅中学校（宮城）

札幌撮影会 広島撮影会

東京撮影会 ヘアメイク中の撮影会参加者

●OUT IN JAPANをサポートいただいている企業です 
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04.03 金沢東ロータリークラブ  講演
04.05 日本IBM  講演
04.10 金融労組連合  講演
04.18 アクセンチュア  講演
04.22 オーガニックライフTOKYO  出演
04.24 HSBC  講演
04.25 日本CHO協会
04.26 ジョンソン・エンド・ジョンソン  講演
04.26 富士ゼロックス  講演
04.27 人事院  勉強会
04.30 J-WAVE 平井理央の「WONDER VISION」  

出演
05.06 レインボートークショー  出演
05.18 CS-TBS 「ニュースバード」  出演
05.18 TOKYO FM 高橋みなみの「これから何す

る？」  出演
06.09 NTTグループ  講演
06.16 フィリップ・モリス  講演
06.17 J-WAVE「JAM The World」  出演
06.26 生保労連  講演
06.26 渋谷のラジオ「1億総笑える部」  出演

2017 06.27 ソニー  講演
07.02 日本産業精神保健学会  講演
07.07 アフラック  講演
07.08 EAPコンサルティング  講演
07.11 金沢市教育委員会  講演
07.12 三菱UFJモルガン・スタンレー証券  講演
07.18 三菱東京UFJ銀行・大阪  講演
07.19 三菱東京UFJ銀行・名古屋  講演
07.20 東京2020組織委員会  講演
07.20 ビクセン  講演
07.24 三菱東京UFJ銀行・東京  講演
07.27 三井物産  講演
08.05 E.TIC主催「CAFE 19th 」  出演
08.08 小松サマースクール  講演
08.20 J-WAVE 平井理央の「WONDER VISION」  

出演
08.24 全国市町村研修財団  講演
08.24 NPO・NGOつながり勉強会  講演
09.01 広島県国際平和のための世界経済人会議

ミニ・フォーラム  出演
09.07 損保ジャパン  講演
09.12 筑波大学  講演
09.13 ソニー・ダイバーシティ・シアター  出演

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。

あなたのサポートが
次の一歩になります

●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

ひとりでも多くの人が誇りを持って生きられる場を増やすために。
あなたに合った方法で、グッド・エイジング・エールズを
応援してください！

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

2017年度の活動実績
09.14 JOCアントラージュ  講演
09.20 東京2020組織委員会  講演
10.10 東京2020組織委員会  講演
10.12 セブン＆アイホールディングス  講演
10.15 JPSA  講演
10.18 東京2020組織委員会  講演
10.20 ジョンソン・エンド・ジョンソン  登壇
10.24 フェリカネットワークス  講演
11.02 JPSA  講演
11.04 秋田県大館市  講演
11.05 東京エイズウィークス関連イベント  出演
11.07 JR東日本・横浜支社  講演
11.07 岡山市議会議員団  講演
11.08 宮崎日日新聞  講演
11.09 宮崎市  講演
11.11 超福祉展イベント  出演
11.17 ゴールドマンサックス・イベント  出演
11.21 NHK金沢「かがのとイブニング」  出演
11.23 第1回LGBTと教育フォーラム  出演
11.25 一橋大学一橋祭イベント  出演
11.27 港区男女共同参画センター  講演
11.28 JR東日本・東京支社  講演
11.29 TBS  講演
11.30 NTTグループ  講演
12.04 JR東日本・高崎支社  講演
12.04 SDGs大学  講演
12.05 日テレWEBニュース「NEWS24」  出演
12.06 JR東日本・横浜支社  講演
12.11 第一生命  講演
12.15 丸井グループ  講演
12.15 JAAA 講演
12.16 メディアと表現について考えるシンポジウム 

出演
12.19 NTTグループ  講演

コラボ

01.01 コスモポリタンKABA.ちゃん対談記事  出
演

01.12 JR東日本・八王子支社  講演
01.13 しぶやフォーラム2018 トークイベント  出演
01.22 大和ハウス工業  講演
01.31 IMDビジネススクール・エグゼクティブコース  

講演
02.01 NHK「ハートネットTV」  出演
02.08 フジテレビ  講演
02.15 NTTラーニングシステムズ、NTTトラベルサー

ビス、NTTビジネスアソシエ  講演
02.16 JR東日本・水戸支社  講演
02.19 NTTラーニングシステムズ、NTTトラベル

サービス、NTTビジネスアソシエ  講演
02.20 三井物産  講演
02.21 立憲民主党勉強会  講演
02.21 パソナグループ  講演
02.26 JR東日本・仙台支社  講演
02.26 JR東日本・秋田支社  講演
03.01 日本雑誌協会  講演
03.15 JR東日本・東京電開工事務所  講演
03.16 JR東日本・大宮支社  講演
03.16 産経デジタル「iRONNNA」  寄稿
03.17 東アジアにおけるダイバーシティと多文化共

生  講演
03.20 住友商事  講演
03.22 オリエンタルランド  講演
03.23 三菱自動車  講演
03.25 金沢JC映画上映イベント  出演
03.26 JR東日本・千葉支社  講演
03.27 JR東日本・盛岡支社  講演
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●年間でグッドに寄付を頂いている団体・企業です

ALFA ROMEO

AC ACCMYK

08 05 15

Artwork Mark Version

AW Printed Version CMYK

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

継続して
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。

お好きな額を
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。

法人として
寄付する

エイボンプロダクツ、TRUNK（HOTEL）、BLP-NETWORK、富士ゼロックス、
リクルート住まいカンパニー

1514　



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2-33-18

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　小野春
2018年4/1発行　1000部B-7トラネクスト86kg

2016年6月
日本初の職場でのLGBT施策の取組み度合いを測る
「PRIDE指標」を発表

2017年3月
東京都世田谷区にシェアハウス
「カラフルハウス2」オープン

2017年4月
「プライドハウス東京」計画発表


