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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。

2021年に向けた取り組みも
含めてご報告します。



グッド・エイジング・エールズ。
これまでの10年、これからの10年。

壁をこえる。時をつなぐ。

特定非営利活動法人 グッド・エイジング・エールズ

代表

　2010年4月4日の立ち上げから、10年間。数え切
れないくらいほど多くの方から、温かいサポート、
鋭いアドバイス、前向きな批判とフォローをいただ
いてきました。また、イベントやプロジェクトに参
加いただき、笑顔を届けてくださることも、心強い
支えになってきたのだと感じています。そして、世
代もルーツもSOGIESCも経験も発想も、本当に多
彩な新旧メンバー、インターン、ボランティアスタッ
フにも恵まれてきました。みんなで具体策にてアイ
デアを出し合い、楽しく企画をつくりあげ、様々な
課題や困難にも未来志向で向き合う、そんな仲間と
なりました。いま、こうして、グッドが活動を継続し
ていられるのは、おひとりおひとりの存在があって
こそだと確信しています。心からの感謝を申し上げ
ます。本当に、ありがとうございました。

　「すてきなLGBTライフをつくろう」というコンセ
プトで、キックオフしたグッドですが、原点は、当時
テレビで再放映していた映画『メゾン・ド・ヒミコ』
でした。楽観的な夢物語、悲観的な将来像、どちらと
でも受け止められる内容でしたが、結局はフィクシ
ョン。現実社会とは程遠い世界。それなら、自分たち
の理想の暮らしかた、働きかた、歳の重ねかたを考
えてみるのはどうだろう。創ってみるのはどうだろ
う。未来のホームづくりを目標にしてみるのはどう
だろう。そんな思いから、手探りながら、たくさんの
プロジェクトが生まれました。
　「LGBTと、いろんな人と、いっしょに」という活動
メッセージは、2014年10月1日に認定NPO法人と
なったことを機に、掲げ直したものです。多様なテー
マで活動する団体、身近な変革を支えるアライの思
い、着実に環境を整えていく企業や自治体の取り組
み、使命感や意志を感じるメディア報道など、それぞ
れがお互いに支え合い、補い合いながら、それぞれの
持ち場で社会を動かしていく。そんな胎動を、関わる
ひとりひとりが感じ、刺激や活力をもらい、グッドらし
く社会に貢献したいと頑張ってきた5年強でした。

　そして10周年。予想もしていないことが、立て続
けに起きました。認定NPOに関する改めてのチャレ
ンジ。新型コロナウィルスの感染拡大と、東京2020
オリンピック・パラリンピックの延期。個人的には
グッド原点の『メゾン・ド・ヒミコ』に出演していた、
新宿二丁目最長老ゲイバーマスターの訃報も重い出
来事でした。なお、多くの方々に緊急での寄付のご協
力をいただき、認定NPO再申請に向け動き出しまし
た。この場をお借りして、深く御礼申し上げます。
　不安な社会状況は、まだまだ先が見えませんが、
グッドとして目指したい活動、次の10年について見
えてきたものがあります。それは、コミュニティが
困難な時でも互いに繋がり、違いをこえて支え合え
る場づくり、持続可能な仕組みづくりです。そして、
コミュニティがグッド誕生のずっと前から培ってき
た支援や知恵や文化を、次世代に希望としてつない
でいく仕組みづくりです。2030年は国連が定めた、
SDGsの目標年でもあります。実現には摩擦やハー
ドルがあるでしょうし、自らも変化が必要かもしれ
ませんが、グッドらしく、変化さえも楽しんで、前に
進んで行きたいと思っています。ぜひ、ご一緒に。

壁をこえる。時をつなぐ。
グッド・エイジング・エールズ。

今後とも、どうぞよろしくお願いします。

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    
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  
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    
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   
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  
「irodori／カラフルステーション」オープン   
（株式会社ニューキャンバスと共働）   
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

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    
4月 「プライドハウス東京」計画発表

2018年  7月 「LGBT支援ハウス」プロジェクトに参画   
9月 「プライドハウス東京」コンソーシアム設立

2019年  3月 「東京レインボーマラソン」開催   
9月 「プライドハウス東京 2019」原宿subaCOにてオープン  

12月 日本初のLGBTQ支援をテーマに掲げた大型音楽イベント
「LIVE PRIDE ～愛をつなぎ、社会を変える。～」を開催 
（企画・制作：LIVE PRIDE 実行委員会  
プライドハウス東京／東京レインボープライド）
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2019年度の活動実績

クラウドファンディング・プロジェクト 「100年に
及ぶLGBTの権利回復の運動の歴史を解説した
『Gay & Lesbian History for Kids』を翻訳出版して、
全国の学校や図書館に届けたい！」 実施（12/21書籍化）

4 /17 7/ 26

DIVERSITY & INCLUSION イベント
「カランコエの花」上映会&ワークショップ
（パナソニック主催／プライドハウス東京協力） 
@パナソニックセンター東京

5 /19

トークイベント「スポーツ界をLGBTQフレンドリー
に変えていくには？」 

5 /30

「WORLD PRIDE 2019 NYC-Stonewall 50」参加
6 / 30

第28回レインボーリール東京 「マリオ」上映会&
トークイベント @スパイラルホール

7/12

トークイベント「ウィーン EURO PRIDE報告会」
7/ 25

日本ラグビーフットボール選手会 勉強会 
（協力：プライドハウス東京） @野村證券

8 / 25

「プライドハウス東京 2019」ボランティア説明会
8 / 29

「PRIDE CUP 2019」（バレーボール／テニス／フットサル）
5 /4 5 / 5

トークイベント
「デニムデーに考える、LGBTの暴力被害」

4 / 25
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　ラグビーW杯で盛り上がる9月、スポー
ツとLGBTQをテーマにした情報発信施設
「プライドハウス東京 2019」が東京・原宿
「subaCO」にてオープンしました。会期
中、3000名以上の方が来場。29の団体・個
人、18の企業、15の大使館がコンソーシア
ムとなり、「教育・多様性発信」、「文化・歴
史・アーカイブ」、「セクシュアルヘルス・
救済窓口」、「アスリート発信」、「祝祭・スポ
ーツイベント・ボランティア」、「居場所づ

くり」、「仕組みづくり」という7つのチー
ムに分かれ、様々な企画を実施しました。
アスリートや各方面で活動を進められて
いる方々をお招きしたセッション、多様性
尊重・子どもの未来・セクシュアルヘルス
などのトークイベント、バレー・テニス・
フットサル・ボッチャ等のスポーツ企画な
ど、多層的に情報発信を行いました。また、
日本初となるLGBTQ支援をテーマに掲げ
た音楽イベント「LIVE PRIDE」も開催！

UNAIDS・プライドハウス東京 
覚書調印式 
@スイス・ジュネーブ

5 /17

「東京レインボープライド2019」
ブース出展・フロート出走

4 / 28 4 / 29

「Amsterdam 
Gay Pride
2019」
フロート出走

8 / 3

「プライドハウス東京 2019」原宿にてオープン！
29の団体・個人、18の企業、15の大使館による
コレクティブインパクトで多様なメッセージを発信。

プライドハウス東京でフロート参加。
日本からの船の参加は初。
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2019年度の活動実績

トークイベント 「世界のLGBT絵本ライブラリー 
～多様性尊重と子どもの未来を考える～」 

10 / 23

DIVERSITY & INCLUSION イベント 
「～全ての子どもたちがありのままの自分でいられる
社会を目指して～」
（パナソニック主催／プライドハウス東京協力） 
@パナソニックセンター東京

11/ 8

「『子どもの多様性』と安心できる居場所づくり
シンポジウム～LGBT、貧困、障害、ルーツなどの
違いをこえて～」 @日本生命

11/ 9

「元バレーボール日本女子代表の、
益子直美さんと一緒にシッティングバレーボールの
国際大会を観に行こう！」企画

11/ 16

「プライドハウス東京 2020」計画発表（3/30 延期決定）
2 /12

「プライドハウス東京 2019」クローズ
11/4

トークイベント「いじめをなくそうキャンペーン」
10 / 3

「International Inclusive Challenge」
（ラグビー国際親善試合）ボランティアサポート

10 / 5

トークイベント「地方をカエル よかっぺ！ 
LGBTQA茨城県人会」

10 / 21
PRIDE HOUSE HOTLINE開設（日英での電話相談）

10 /19

10 / 9

「プライドハウス東京 2019」オープン
9/ 20

「ダイバーシティトーク with UDA」（ソニー主催／
プライドハウス東京協力） @ソニー本社

9/12
折り鶴ワークショップ

9/ 8

DIVERSITY & INCLUSIONイベント 「マンガのちから」 
（パナソニック主催／プライドハウス東京協力） 
@パナソニックセンター東京

9/ 7

2020

プライドハウスPRIDE HOUSE

トークイベント「ニュージランドの
スポーツ・余暇担当大臣 グラント・ロバートソン氏、 
LGBTとスポーツについて語る」

11/ 2

トークイベント
「ラグビーと多様性」

10 / 31

ラグビー元ウェールズ代表 
ギャレス・トーマス氏と谷口
真由美氏をお招きし、開催し
ました。

トークイベント「LGBT、パラアスリートに聞く、 
誰もが活躍できるチームとは」
（野村ホールディングス主催／
プライドハウス東京協力） @野村證券

8 / 30

初瀬勇輔氏、下山田志
帆氏によるパネルディ
スカッションを実施。

「プライドハウス東京 2019」オープニング 
プレスイベント

9/19

トークイベント
「2020年、東京で目指す
90-90-90」

10 /10

UNAIDSとプライドハウス
東京、合同でのセッション。

＜プライドハウス東京 2019 団体・個人メンバー（五十音順）＞ NPO法人akta、NPO法人エティック（ETIC.）、NPO法人カラフルチェンジラボ、
認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ、NPO法人グリーンバード、サウザンブックス PRIDE 叢書、NPO法人GEWEL（ジュエル）、スタ
ジオ・ポット、一般財団法人スポーツ＆ライフ振興財団、NPO法人東京レインボープライド、読書サロン、にじいろかぞく、NPO法人虹色ダイバ
ーシティ、NPO法人日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス（JaNP＋）、NPO法人ハートをつなごう学校、一般社団法人Fruits in Suits 
Japan、NPO法人ぷれいす東京、Broken Rainbow-Japan、虫めがねの会、University Diversity Alliance、認定NPO法人ReBit（リビット）、
NPO法人レインボー・リール東京、大滝麻未、熊谷紗希、野老朝雄、永里優季、長谷川博史、三橋順子、向山昌利

コカ・コーラ presents
「LIVE PRIDE ～愛をつなぎ、
社会を変える。～」
（プライドハウス東京／
東京レインボープライド共催）

12 /6

東京国際フォーラムにて開催し、約5000名の方に
来場いただきました。

トークイベント
「女性スポーツ界から考える
『ダイバーシティ』とは？
これからのアスリートに
必要な発信力を考える」

10 / 27

トークイベント
「プライドハウス東京
2019オリジナルムービー
制作秘話を語ろう」
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OUT IN JAPAN #018東京撮影会 
@アダストリア本部

6 / 8

2019年度の活動実績

OUT IN JAPANをサポートいただいている企業です

　カミングアウト・フォト・プロジェクト 
「OUT IN JAPAN」は、昨年に続き、GW期
間中に開催となった東京レインボープライ
ドに合わせて、アダストリア本部と代々木
公園にて、3日間に渡り撮影会を実施。ま
た、初となる沖縄、金沢での撮影会を開催
し、多くの方々にご参加いただきました。
沖縄撮影会では、ピンクドット沖縄の会場
となった琉球新報ビルで写真展も展開。ま
た金沢撮影会は、金沢21世紀美術館で行

い、撮影会同日から10日間に渡り、「OUT 
IN JAPAN」史上最大規模となる「2000人
写真展」を実現。過去20回分の撮影会に
ご参加いただいたみなさま、そして「OUT 
IN TAIWAN」、「OUT IN SINGAPORE」
にご参加いただいたみなさまのお写真、
計2000名を超えるLGBTQ当事者の輝いた
姿を切り取ったポートレートが並ぶ圧巻の
展示となりました。総来場者は、なんと約
19,000名に！

OUT IN JAPAN 
#017東京撮影会 
@アダストリア本部 & 
代々木公園（東京レインボ
ープライド2019会場内）

4 /27 4 /29 OUT IN JAPAN 
2000人写真展 
@金沢21世紀美術館

9/ 7 9/16

OUT IN JAPAN 写真展 
@千代田区役所

12 /3 12 /10

OUT IN JAPAN 写真展 @広島市総合福祉センター
12 / 7 12 /8

OUT IN JAPAN 写真展 @筑波大学
12 /16 12 / 20

OUT IN JAPAN
多様なトランスジェンダー
の写真展 
@subaCO

11/19 11/28

ヒューマンライブラリー 
@金沢21世紀美術館

9/14 9/16

OUT IN JAPAN 
#019 沖縄撮影会 
@パームロイヤル
NAHA 国際通り

8 / 31

OUT IN JAPAN
写真展 
@琉球新報ビル

9/1

OUT IN JAPAN 
#020 金沢撮影会 
@金沢21世紀美術館

9/ 7

2019
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沖縄、金沢にて、初めての撮影会を実施！
金沢21世紀美術館にて、プロジェクト最大となる
「2000人写真展」も開催。さらなる発信に。

2000名を超える皆様のお写真
が会場全体に展示されました。
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企業の経営陣による「経営者宣言」を発表。
初となる関西での「work with Pride」を開催、
「PRIDE指標」応募数も増大、取組の広がりも。

2019年度の活動実績

　4年目となった「PRIDE指標」は、昨年
を超える194の企業にご応募いただきまし
た。8回目となる「work with Pride」カン
ファレンスは、『ブレークスルー』をテーマ
に東京ミッドタウン日比谷「BASE Q」に
て開催。企業の経営陣の方々に、LGBTの
取り組みをさらに進めるための「経営者宣
言」を発表いただき、日本社会全体にメッ
セージを届けていただきました。当日は、
企業の経営陣および当事者による2つのパ

ネル、各社の事例や分析を交えディスカッ
ションした風土づくり、制度づくりの2つ
のセッションを行い、活気溢れるカンファ
レンスとなりました。また、東京だけでは
なく金沢、沖縄、仙台でのプレセッション
と、初となる関西での「work with Pride」
カンファレンスを開催。地元企業での取り
組みの紹介や当事者の生の声を通して見え
てきた地方ならではの課題を、どのように
解決していくのかについて議論しました。

2019
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「PRIDE指標2019」
説明会

5 / 29

たくさんの応募検討企業の皆
様にご参加いただきました。

「work with Pride 2019」仙台プレセッション 
@野村證券 仙台支店

10 / 1

「work with Pride 2019」大阪 
@みずほ銀行 大阪支店

11/ 11

東北地区では初めての開催。地元企業や先進企業の取組を紹介。

「work with Pride 2019」
カンファレンス 
@東京ミッドタウン日比谷
 BASE Q

10 / 11

今年度はベストプラクティスは4社を選定、表彰いたしました。

ダイバーシティ西日本勉強会との共催で、wwP大阪を初開催。

「PRIDE指標2019」応募期間
6 / 3 8 / 9

「work with Pride 2019」沖縄プレセッション 
@沖縄産業支援センター

9/ 2

ピンクドット沖縄と連携し、
地元企業の皆様にご参加いただき開催。

金沢レインボーウィークに合
わせ、北陸で初開催されまし
た。

「work with Pride 2019」
金沢プレセッション 
@野村證券 金沢支店

9/ 9

work with Pride 2019実行委員会参画企業（五十音順）  アクセンチュア株式会社、EY Japan、ＮＴＴグループ、株式会社オリエントコーポーレーション、
KDDI株式会社、株式会社JVCケンウッド、シスコシステムズ合同会社、清水建設株式会社、ソフトバンク株式会社、第一生命保険株式会社、日本
アイ・ビー・エム株式会社、日本オラクル株式会社、日本航空株式会社、野村ホールディングス株式会社、パナソニック株式会社、東日本旅客鉄道株式
会社、株式会社丸井グループ、株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社ゆうちょ銀行、ライフネット生命保険株式会社、株式会社リクルート

10 11



ホームレス状態になったLGBT当事者の自立を
支援する「LGBT支援ハウス」をバックアップ。
2019年は、ついに入居も始まり稼働開始へ。

2019年度の活動実績

　LGBTフレンドリーなシェアハウス「カ
ラフルハウス」の運営協力など、「LGBTと
住まい」をテーマに活動しています。昨年
度から専門家や団体などが集まり、ホーム
レス状態になったLGBT当事者に安心でき
る住まいを提供し自立を支援するプロジェ
クト「LGBT支援ハウス」の稼働開始を、ク
ラウドファンディングの立上げなどでバ
ックアップしてきました。本年度は入居が
始まり、4名の方にご利用いただきました。

現在は1室のみで、常時満室で利用できな
い方がいることや、外国籍の方からのニー
ズがあることなど課題が運営開始後、見え
てきました。そうした課題に対応するため
に、助成金の申請や他団体との連携などに
あたり、引き続きプロジェクトに協力して
いきます。また、シニアのLGBT当事者のヒ
アリング調査を行ってきた「LGBTからはじ
まる仲間暮らし研究会」では、学会報告に向
けた調査結果のまとめを進めています。
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LGBT支援ハウス　入居開始
1月

LGBT支援ハウス　三人目入居
3月

LGBT支援ハウス　四人目入居
12月

LGBT支援ハウス実践報告
「これらの活動をコミュニティでどう支えるのか？」
シンポジウム開催

5 /1

日本老年社会科学会発表のための打ち合わせ
@LGBTからはじまる仲間暮らし研究会

12 /4

クリスマス会 @カラフルハウス
12 / 22

LGBT支援ハウスでの利用事例と
利用者の声を盛り込んだ
LGBT支援ハウスの事業報告書作成への協力

3
2020

一年間の実践を踏まえ、
今後の展望として、地方
都市での生きづらさ、外
国籍の方への対応、セク
シャリティに加え、複数の
課題が重複していること
などが見えてきました。

カラフルハウス内のイベントにご協力させてい
ただいています。

開始から月1人ずつのペースで利用があることが報告され
ました。多様なケースへの柔軟な対応や運営費用の持続的
な確保など課題について話し合いました。

月
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カラフルカフェも、ついに9年目！
大きな虹となるアートワークを初制作。
一色海岸が、さらにカラフルなビーチに。

2019年度の活動実績

　カラフルカフェが葉山にオープンして
9年目の夏を迎え、海の家UMIGOYAでの
「カラフルカフェ on the beach」もスター
トして5年目となりました。今年もアルファ 
ロメオ、Gapのサポートのもと、2ヶ月を
駆け抜けました。オープニングパーティで
は、アーティストと共に、みんなで大きな
アートワーク制作に挑戦。ご参加いただい
たお一人お一人が6色の絵の具を使い、カ
ラフルなイラストや、ペインティングで、

今年のカラフルカフェを彩るビックレイ
ンボーを作り上げました。天体望遠鏡メー
カーのビクセンとのコラボ企画である浴衣
星見会、昨年は台風の影響で中止となった
ホワイトドレスパーティも無事開催。クロ
ージングパーティでは、テーマカラーの紫
の装いで夏の終わりをみなさんと共に過ご
すことができました。ボランティアスタッ
フ、そしてお越しいただいた皆様、素晴ら
しい時間をありがとうございました。

2019
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ホワイトドレスパーティ2019
8 / 4

ボランティアスタッフ募集説明会
5 / 12 5 / 26

カラフルカフェをサポートいただいている企業です

カラフルカフェ on the beach 2019 
オープニングパーティ

7/ 6

カラフルカフェ on the beach 2019 
クロージングパーティ

8 / 31
白の衣装を身にまとい、夏のひと時を楽しみました。

UMIGOYAと初となる合同のクロージングパーティ。

参加いただいたみなさんで、好きな色を使ってアートを制
作しました。

浴衣姿で星座の話を聞きなが
ら、望遠鏡から星を眺めまし
た。

ゆかた星見会2019 
～ビクセン×UMIGOYA×
カラフルカフェ
コラボ企画～

7/ 13

ギャップジャパン株式会社
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9周年パーティでは、6色に彩った
スペシャルユニット「プライド・ガールズ」が登場！
八方不美人のスペシャルライブも。

2019年度の活動実績

　桜が満開の4月、「work with Pride 2019」
カンファレンスを開催した東京ミッドタウン
日比谷にある『Q CAFE  by Royal Garden 
Cafe』にて、9周年パーティを開催。サプ
ライズ企画として、グッド・エイジング・
エールズの6人のメンバーが、6色の衣装
やヘアメイクを施したドラァグクイーンと
なり、スペシャルユニット「プライド・ガー
ルズ」として登場。またゲストとして、八方
不美人をお招きし、素晴らしい歌とパフォ

ーマンスを披露いただき、参加者のみなさ
んと共に楽しい時間を過ごすことができま
した。また沖縄・那覇で開催された「ピンク
ドット沖縄」、石川・金沢にて金沢レインボ
ーウィーク期間中に開催された「LGBTと
教育ダイアログ」シンポジウムといった、
地方でのLGBT関連イベントでの企画協力
や、第17号（2/25発行号）で残念ながら最
終号となった「神宮前二丁目新聞」の制作
協力も行いました。

2019
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グッド・エイジング・エールズ9周年パーティ 
@Q CAFE  by Royal Garden Cafe

4 /6

ピンクドット沖縄2019 企画協力
9 /1

「LGBTと教育ダイアログ」シンポジウム 企画協力
9 / 8

神宮前二丁目新聞　
制作協力

金沢レインボーウィーク2019 企画協力
9 / 7 9 /16

カラフルな装いで華やかに彩られ、たくさんの方にお越し
いただき、喜び溢れる9周年パーティとなりました。

ステージではトークショーやライブが行われ、ピンクの衣
装を身につけ、たくさんの方にご参加いただきました。

様々なセクターのパネリストをお迎えし、地域にできること、
学校にできることをテーマに、2つのセッションを実施。

2015年の創刊号から制作協力してきた「神宮前二丁目新
聞」も、最終・第17号に。デビュー当時、神二に住んでいた
小泉今日子さんのロングインタビューも！

2 / 25

2020
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4/5 Alfa Romeo Open House 参加
4/10 日本CHO協会 講演会
4/11 アダストリア イベント登壇
4/12 ジェイアール東日本企画 講演会
4/14 NHK富山『イドバタトーク』 
 番組出演
4/16 日本コカ・コーラ イベント登壇
4/18 三井不動産WORKSTYLING 
 イベント登壇
5/15 住友商事 講演会
5/20 住友商事 講演会
5/21 JR東日本・新潟支社 講演会
5/22 丹青社・東京本社 
 ヒューマン・ライブラリー
5/23 住友商事 講演会
5/24 丹青社・名古屋支社 
 ヒューマン・ライブラリー
5/24 ジョンソン・エンド・ジョンソン 
 ヒューマン・ライブラリー
5/27 住友商事 大阪 講演会
5/27 住友商事 名古屋 講演会
5/27 re-quest /QJ navi 記事掲載
5/28 ETIC. イベント登壇
5/30 住友商事 講演会
5/31 HR EXPO 東京 講演会
6/5 三菱自動車 京都 講演会
6/6 三菱自動車 水島 講演会
6/7 三菱自動車 岡崎 講演会
6/8 映画『イッショウガイ』イベント
 登壇
6/9 akta 活動報告会 イベント登壇
6/10 三菱自動車 田町 講演会
6/10 ビザ・ワールドワイド 講演会

6/14 日本オラクル イベント登壇
6/18 シスコシステムズ イベント登壇
6/19 東京マラソン財団 講演会
6/20 電気通信大学 講演会
6/21 丹青社・札幌支社 
 ヒューマン・ライブラリー
6/23 武蔵野市 講演会
6/25 日本政策金融公庫 講演会
7/3 一橋大学 如水ゼミ 講演会
7/11 日本記者クラブ 記者会見
7/12 レインボーリール東京 
 イベント登壇
7/16 三金会 講演会
7/18 GENXY 記事掲載
8/7 パナソニックCNS社 講演会
8/7 日本オラクル
 ヒューマン・ライブラリー 
8/8 Buzzfeed 記事掲載
8/9 ゴールドマンサックス キッズドア 
 イベント登壇
8/9 東京新聞 記事掲載
8/20 丹青社・東京本社 
 ヒューマン・ライブラリー
8/22 丹青社・東京本社 
 ヒューマン・ライブラリー
8/27 スタイルエッジ 講演会
8/28 ハースト婦人画報社『25ans』 
 10月号 記事掲載
8/30 Business Insider 記事掲載
9/3 Mashingup 記事掲載
9/5 北陸放送 ラジオ出演
9/10 日本テレビ『SOCIAL』テレビ出演
9/16 毎日新聞 記事掲載
9/18 一橋大学 プライドフォーラム 
 イベント登壇

9/26  丹青社・東京本社 
  ヒューマン・ライブラリー
10/8  厚生労働省 イベント登壇
10/8  丹青社・東京本社 
  ヒューマン・ライブラリー
10/9  一橋大学 プライドフォーラム 
  講演会
10/12  GQ JAPAN 記事掲載
10/18  日本テレビ 講演会
10/22  映画『些細なこだわり』
  イベント登壇 
10/26  朝日新聞 記事掲載
10/30  NHK 講演会
11/6  NHK 日本賞 イベント登壇
11/13  カナダ大使館 イベント登壇
11/14  HR EXPO 大阪 講演会
11/18  シティバンク 講演会
11/18  フルーツインスーツ東京 
  イベント登壇
11/18  日本組織内弁護士協会 講演会
11/20  日本テレビ 講演会
11/25  NTTビジネスアソシエ 講演会
11/28  横浜ゴム 講演会
11/29  NTTデータ 講演会
11/29  『LIFULL STORIES』記事掲載
12/5  日本精工 講演会
12/9  NTTビジネスアソシエ 仙台支社 
  講演会
12/11  みずほフィナンシャルグループ 
  イベント登壇
12/13  アシックス 神戸 講演会
12/14  金沢大学附属高校 講演会
12/14  NHK 金沢 出演
12/14  パナソニック イベント登壇
12/16  野村ホールディングス 講演会

12/16  大日本住友製薬 東京 講演会
12/17  NTTグループ 講演会
12/19  アシックス 東京 講演会
12/19  JR東日本グループ 講演会
12/19  世田谷中学校 PTA 講演会
12/27  しんぶん赤旗 記事掲載

1/9  流通経済大学 講演会
1/15  NTTドコモサービス イベント
  登壇
1/16  くにたち9条カフェ 講演会
1/18  東京マラソン財団 ボランティア 
  講演会
1/22  NTTグループ 講演会
1/27  日本精工 講演会
1/28  ジャパンタイムズ 記事掲載
2/1  JR東日本ステーションサービス 
  D&I冊子 記事掲載
2/3  横浜ゴム 平塚 講演会
2/4  産経新聞 記事掲載
2/13  JR東日本 仙台支社 講演会
2/16  しんぶん赤旗 日曜版 記事掲載
2/17  大日本住友製薬 大阪 講演会
2/18  企業研究会 講演会
2/25  日本経済新聞 記事掲載
3/4  北東北性教育研修セミナー 青森 
  講演会
3/7  北國新聞 記事掲載
3/10  日本スポーツ協会『Sport Japan』 
  記事掲載
3/10  西日本新聞 記事掲載
3/11  日本経済新聞 記事掲載
3/31  日本オラクル
  ヒューマン・ライブラリー

グッド・エイジング・エールズは、
個人・法人からの寄付に支えられ、活動しています。
是非、応援ください。よろしくお願いします。

可能であれば、3,000円からの寄付をお願いしています。
（認定NPO法人格の取得・更新には、年間3,000円以上の寄付を
100名以上から、という条件があります）

個人として寄付する

可能であれば、100,000円からの寄付をお願いしています。
（寄付の使途は指定可能ですので、問い合わせください）

法人として寄付する

あなたのサポートが
次の一歩につながります
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2019年度の活動実績

2019

2020

グッド・エイジング・エールズに年間で寄付をいただいている企業・団体です 田亀 源五郎

多摩美術大学卒業後、アート・ディレクターやグラフィック・アー
ティストとして活動しながら、1986年よりゲイ雑誌にマンガ、イラ
ストレーション、小説等を発表し、1994年から専業作家となる。
一般誌デビュー作である「弟の夫」は反響を呼び、NHKでドラマ化
された他、2015年に文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受
賞、2018年には日本漫画家協会優秀賞と、アメリカでもっとも権威
のあるマンガ賞のひとつであるアイズナー賞の最優秀アジア作品最
優秀賞を受賞。

ゲイ・エロティック・
アーティスト

表紙イラストレーション

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・エイジング・エールズのメンバーによる
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。

富士ゼロックス
株式会社

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

お振込先

http://goodagingyells.net/donation/お申し込み
フォーム
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法人名　
特定非営利活動法人グッド・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
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：特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズ
デザイン：atelier yamaguchi（山口吉郎、山口桂子）
表紙イラストレーション：田亀源五郎 2020年 4月発行　1000部 b7トラネクスト 86kg


