
2016

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、6つのチームに分
かれてLGBTといろんな人、
社会をつなぐ活動をしてい
ます。2016年の活動内容
を、各チームの取り組みご
とにご報告します。

活動報告書 2016.4.1～2017.3.31



ホーム
HOME

　既成の家族概念、福祉概念、住宅概念にと
らわれず、人と人との新しいかかわり方をつ
くりながら、より自由に、楽しく、安心安全
に住み続ける暮らし方…そんなコレクティブ
ハウジングの実践を2000年代から続けてい
るNPO法人コレクティブハウジング社のご
厚意で、五月の連休に、巣鴨にあるコレク
ティブハウスの見学会を開催。住民の方との
意見交換等もしながら、LGBTの老後を見据

えた新しい住まい方の展望を、参加者で一緒
に考えました。
　また、秋からは2013年に日本初のLGBTフ
レンドリーなシェアハウスとして誕生した
「カラフルハウス」の第2弾プロジェクトが
キックオフ。下北沢駅と三軒茶屋駅の間に位
置する好立地にある3階建ての物件をリノベー
ションし、数回の内覧会を経て、3月から遂
に入居がスタートしました。

日本初のLGBTフレンドリー・シェアハウスから3年
ついに、カラフルハウス2のプロジェクトが始動 !

09.04　
カラフルハウス2 in 下北沢　プロジェクト・キックオフ
新宿二丁目のバーやレストランを約300軒扱う不動産屋「フ
タミ商事」とのコラボプロジェクト。3階建ての物件に6部
屋をつくるプランということで、各部屋それぞれ赤・橙・
黄・緑・青・紫のLGBTレインボーのテーマカラーに。

2017.02.11
カラフルハウス2　入居希望者向け内覧会②
各部屋や共用部の内装もすべて完了し、入居開始直前のタ
イミングで改めて内覧会を実施。春の引越しシーズンを控え、
具体的な意見が交わされました。3月に入り、ついに入居も
スタート!

05.04　　　
コレクティブハウジング
を見学してみよう！
グッドが誕生した2010
年に、メンバーの何人
かと仲間たちで訪れた
「スガモフラット」。入居
者の方々は入れ替わり
なら、6年経った今もあ
たたかいコミュニティを
継続していました。

12.04　　
カラフルハウス2
入居希望者向け内覧会①
第1弾カラフルハウスの
入居者の皆さんをお招
きしカラフルハウスでの
暮らしについて語っても
らうトークセッションを
企画。見学者からはさ
まざまな質問や期待の
声が届けられました。

2016年度の活動実績
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ワーク
HOME

　work with Pride で は、 日 本 初 と な る
PRIDE指標を発表しました。これは企業・団
体等を対象として、当該組織内でLGBT社員
への施策の取組み状況を測ることのできる指
標です。これにより、日本においてLGBT関
連施策に取り組む企業を示すことができ、ベ
ストプラクティスとして各社でどのような取
組みが行われているのかを共有できる仕組と
なっています。

　企業間のつながりとしては、ダイバーシ
ティ推進、人権、人事等実務を担当されてい
る方々が、会社を超えて互いに進捗を話し
合ったり課題を共有したりすることできる場
として、情報交換会をスタートしました。他
社の状況を知ることが励みになり、課題の乗
り越え方を知るといったことで、お役に立て
ていたことを願うばかりです。

work with Prideに重きを置いた一年
企業間のつながり作りにもフォーカスWORK

07.01～09.16　　
PRIDE指標表彰制度における応募期間
7月に実施したPRIDE指標の説明会で
は、90名近い方々にご参加いただくと
ともに、最終的には82の企業・団体か
ら御応募をいただき、注目度の高さを
実感しました。

04.22　　
情報交換会（製造業を中心に）
各会社間で、社外も見据えて社内で
LGBT施策を推進していくには、という
点で活発な議論があり、大変有意義な
会となりました。ご参加いただいた皆様、
ありがとうございました。

07.29　　　
情報交換会
企業における事例をシェアいただきつつ、
参加者で議論を進めるという形式で実
施。議論も盛り上がり、大変有意義な
会となりました。

05.07～05.08　　　
東京レインボープライドに
work with Prideとして参加
「職場でオープン!?」と題して、ブース
に訪れた人にアンケートを実施。職場で
は自身のセクシュアリティをオープンに
していない人が大多数でした。

06.21　　　
日本初のPRIDE指標発表
日本で初となる職場のLGBT施策の取
組み度合いを測る「PRIDE指標」を発
表。ワーキンググループにおいて議論を
重ねてつくりあげた指標は、多くのメ
ディアにも取り上げられ、注目を集めま
した。

2016年度の活動実績

10.26　　　
WWP2016開催@第一生命ホール
「Open with Pride」と題して第一生
命ホールにて実施し、600名が参加。
PRIDE指標の表彰式では、ゴールド53
社、シルバー20社、ブロンズ6社の発
表とベストプラクティスを紹介。
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カフェ
HOME

　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
2017年で7年目を迎えます。
　カラフルカフェでは、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。2015年からは一色海岸
のビーチハウス「UMIGOYA」さんとコラボ
し、「カラフルカフェ on the beach」として
海辺での営業をスタートしました。
　また、期間中、学生参加型のインターン企
画も実施。2016年には5名の学生が参加し、
カラフルカフェの運営で得た経験を生かし、
ビジネスプランの発表を行いました。

誰もが自分らしくいられる場所
自然と人が集う居心地のよい空間を目指してCAFE

07.30　　　
浴衣星見会
カラフルカフェ名物となった浴衣イベン
トは、ここ数年コラボしている天体望遠
鏡ブランドのビクセンと。ビンテージ柄
から最新トレンド浴衣まで、思い思い
のスタイルで夜空を見上げました。

04.10　　　
UMIGOYA交流会
カラフルカフェ2016のプロジェクト・
キックオフを兼ねて、ビーチハウス
「UMIGOYA」のスタッフとともに、
BBQを実施。葉山の地元の方々も加わ
り、綺麗な夕日を一緒に眺めました。

08.07　　　
ホワイトドレスパーティー
モエ・エ・シャンドンのサポートのもと、
デザートシャンパンのホワイトインペリ
アルが登場。参加者のみなさんも全身
ホワイトのスタイルで楽しみました。

05.07～05.08　　　
学生インターンおよびボランティア
スタッフ募集＠東京レインボープライド

2017.02.06～02.08　　　
学生インターン・研修＠FCA
3日間にわたりAlfa Romeoに関わる
様々なチームが働く現場に同席し、ブ
ランドづくりについて学ばせていただい
た学生インターン。素晴らしい経験と
なりました。07.02　　　

オープニングパーティー

08.13　　　
葉山フェスタ
地元葉山のコミュニティとの関係づくり
の一環として、ボランティア協力を継
続してきた葉山マリーナでのイベント。

2016年度の活動実績

09.01　　　
学生インターン・プレゼン＠FCA
カラフルカフェでの活動のなかで学ん
だ「心地よい空間づくり」をテーマに、
5名の学生インターンがビジネスプラン
のプレゼンテーションを行いました。

08.27　　　
クロージングパーティー
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イベント
HOME

　2010年にグッドが立ち上がったころと比べ、
LGBT等のセクシュアル・マイノリティを
テーマとしたイベントが、世の中にも増えて
きました。twitterや facebook、Instagramを
はじめとするSNSでの交流も活発になり、い
ろんな人と気軽に知り合える機会も増えたの
ではないでしょうか。
　2016年はグッドの周年パーティーや「学
ぼう !　性分化疾患／インターセックス」の第

二弾を開催するとともに、オランダ大使館主
催の交流イベントのサポートなども行いまし
たが、ひそかなファンも多く要望の高いカラ
フルランのようなスポーツイベントの開催は
できませんでした。「Unity in Diversity」を掲
げる、2020年東京オリンピック・パラリン
ピックに向けて、改めて、スポーツを通して
みんなで体を動かし交流できる場づくりを企
画したいと思います。ご期待ください !

緩やかに流れるときの中で
LGBTを取り巻く環境も少しずつ変化がEVENT

04.16　　　
グッド・エイジング・エールズ６周年パーティー　
～ぶっちゃけトークもあり！　
仮面ナイト『バッド・エイジング・エールズ』～
グッド初となる二部制の
パーティーを開催。1部で
は6年間の活動報告と交流
を中心に行い、2部では仮
面舞踏会と題して、みな好
き好きの仮面を被ってご来
場いただき、楽しいひとと
きを過ごしました。

05.05　　　
学ぼう！性分化疾患
／インターセックス
＃002
LGBT当事者の間で
もよく知られていな
い性分化疾患（イン
ターセックス）につ
いて、学ぼう企画第
2弾。今回は、医療と法律の専門家をお招きしての講義と質
疑応答、当事者によるパネルディスカッションを行いました。

2017.01.20　　　
日蘭LGBTネットワーキングイベント＠オランダ大使館
「I am Gay and Muslim」というドキュメンタリー映画の
監督であるChris Belloniさんの来日にあわせて、オランダ
大使館主催で開催したイベント。日本で活動するLGBT関
連団体からのプレゼ
ンテーションにおい
て、モデレーション
協力をさせていただ
きました。

2016年度の活動実績
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ステーション
　2014年5月にオープンした「カラフルス
テーション」をハブとしながら、神宮前二丁
目をもうひとつの二丁目にしよう !と広げて
きた小さな活動は、着実に花を開き、実を結
びつつあります。ポット出版に協力する形で
発行を継続してきた「神宮前二丁目新聞」は、
ついに誌面を飛び出し街のイベント「ピープ
ル・デザイン・ストリート」とのコラボレー
ションを開始。エリア内で営業するさまざま

な飲食店が参加する「神二サンド」企画が春
と秋の二回、実施されることとなりました。
　また、2020年東京オリンピック・パラリ
ンピックに向けて、パラスポーツとのコラボ
レーションもスタートしています。なお、 
2017年1月から、同じ神宮前二丁目内への
グッドのオフィス移転を機に、カラフルス
テーションは株式会社ニューキャンバスの単
独運営に。引き続きご支援をお願いします！

神宮前二丁目というローカルタウンを
ウェルカムでグローバルな心地よい街にSTATION

08.20　　　
神宮前二丁目新聞　第6号発行
特集テーマは「神二の歴史」。昔は魚屋、
八百屋、銭湯まであったこと、戦争や
東京オリンピックのことなど、町内のお
じいさん・おばあさんにたくさん話を聞
きました。

05.15　　　
神宮前二丁目新聞「神二サンド」販売
@ピープル・デザイン・ストリートvol.4
いよいよ紙面を飛び出した神二姉妹に
よるデザインプロジェクト。エリア内の
8店舗が参加する「神二サンド」は、な
んと合計215個完売へ!

10.10　　　
神宮前二丁目新聞「神二サンド」販売
@ピープル・デザイン・ストリートvol.5
春企画で人気だった「神二サンド」が、
今度は「神二サンドバトル」としてパ 
ワーアップ ! 　神二を代表する多世代
の方々が、審査員として参加。

05.25　　
神宮前二丁目新聞　第5号発行
5号の表紙は「神二サンド」。神二姉妹
が担当するデザインプロジェクトのコー
ナーには、ピープル・デザイン・スト
リートでの「神二サンド」販売報告を
収録しました。

11.20　　　
神宮前二丁目新聞　第7号発行
「あの怪しい建物は何?」「あの店で出
している、あの見慣れない食べ物はいっ
たい何?」など、神二の気になるモノを
特集。10月10日の「神二サンドバトル」
の様子も収録。

06.12　　　
IT業界学生交流会
Microsoft、Yahoo!、Google 等 の IT
業界の企業によるLGBT当事者学生に
向けた交流会イベントを開催。カミン
グアウトして働く社員、クローゼットの
社員、双方の視点からのお話を伺いま
した。

2016年度の活動実績
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ピープル
　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、2020
年までに10,000人のギャラリーを目指す、カ
ミングアウト・フォト・プロジェクト『OUT 
IN JAPAN』。東京・大阪・福岡・名古屋・仙
台と展開してきた撮影会が4月4日・5日に東
京に戻り、キックオフ・フォトグラファーで
あるLeslie Kee氏との第一目標である1,000
人を達成しました！

　25周年を迎えた映画祭会場での1,000人写
真展以降は、いくつかの企業や図書館でのダ
イバーシティ企画、地方のLGBTパレード、
奈良国際映画祭、六本木アートナイト等にあ
わせて大小さまざまな写真展キャラバンが実
施されました。東京レインボープライドでは、
パレードにフロート参加するとともに、
ウィーク企画の一つとして5回目を数える
「ホップ！ステップ！アライ～」も開催。

1000人1000通りあるストーリーとともに
日本全国に愛と勇気を届けた写真たちPEOPLE

04.04～04.05　　
OIJ #009東京撮影会&
1000人達成記念パーティー

05.06　　　
第5回ホップ!ステップ!アライ～
＠カラフルステーション

10.12　　
OIJ #010東京撮影会
ゴールドマン・サックスのサポートによ 
る六本木アートナイトへの作品出展、 
work with Pride 会場展示が決まり緊
急開催。「自分らしく働く」をテーマと
したグループショットも撮影しました。

08.13～12.13
全国OIJ写真展キャラバン　　　
08.13～08.30@TRUNK HOTEL 準備室
09.01～09.09@電通本社ビル
09.17～09.25@虹色どまんなかパレード
09.17～10.02@奈良国際映画祭
10.03～10.16@なんばマルイ
10.21～10.23@六本木アートナイト
10.25～10.31@第一生命本社ビル
10.26@ 第一生命ホール（WWP2016）
10.26～10.31@東京デザインウィーク2016前期
11.03～11.13@博多マルイ
11.03~11.15@ 多賀城市立図書館
11.05@福岡レインボー映画祭
12.01～12.13@丸井本社ビル

2015年のプロジェクト開始以来、様々なところから写真展開 
催の依頼が事務局に寄せられていましたが、記念すべき1000
人写真展を契機として、全国でのキャラバンを開始。東京・大 
阪・福岡・名古屋・宮城で撮影した写真たちが、企業や自治体、 
イベントの力を借りて、写真展として各地に迎え入れられました。

2016年度の活動実績

07.12～07.18　　　
1000人写真展@青山スパイラルガーデン
第25回レインボー・リール東京とのク
ラウドファンディングで実現。写真パ
ネルの設営・撤去から受付スタッフまで、
OUT IN JAPAN 同窓会のメンバーから
フルサポートいただきました！
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04.06 富士ゼロックス　講演
04.12 ジョンソン・エンド・ジョンソン　講演
04.20 北國新聞アクタス　コラム掲載
 写ガール　掲載
04.28 日本記者クラブ　講演
05.01 J-WAVE　 平 井 理 央 の「WONDER 

VISION」出演
05.13 横浜青年会議所　人間力大賞選抜発表　出

演
05.17 ダイバーシティ関西　講演
 NHK FM　MISIA「星空のラジオ」出演
05.18 カシオ計算機　講演
05.19 カシオ計算機　講演
05.20 北國新聞アクタス　コラム掲載
05.23 プルデンシャルジブラルタファイナンシャ

ル生命保険　講演
06.04 The International Academic Forum. 

The Asian Conference on Cultural 
Studies　講演

06.16 毎日新聞　毎日メディアカフェ　出演
06.17 労組ネットワーク春秋会　講演
06.18 東京新聞「Heard & Design for All」講演
06.20 北國新聞アクタス　コラム掲載
06.22 一橋大学如水ゼミ　講演
06.25 恵比寿ソーシャル映画祭　出演
07.15 ２１世紀職業財団　講演
07.15 buzzfeed 掲載
07.20 PRESIDENT Online 記事掲載
 北國新聞アクタス　コラム掲載
07.21 Panasonic　講演
07.22 日本経営倫理士協会　講演
07.23 国連Free & Equal 記事掲載
07.26 mugendai 記事掲載
08.20 北國新聞アクタス　コラム掲載
09.19 なら国際映画祭2016「話そう！LGBT」出演
09.20 北國新聞アクタス　コラム掲載

2016 09.26 シティバンク　講演
09.27 シティバンク　講演
09.28 NHKあさイチ　コメント出演
09.29 ベルリン日独センターシンポジウム　講演
10.14 NHK Eテレ「オン・マイ・ウェイ」出演
10.20 北國新聞アクタス　コラム掲載
10.21 NHK Eテレ「オン・マイ・ウェイ」出演
10.23 六本木アートナイト　ファイナルトーク　

出演
11.04 日経ビジネス　記事掲載
11.05 博多マルイ　トークイベント　出演
11.11 毎日新聞　毎日メディアカフェ　出演
11.16 アクセンチュア　講演
11.20 北國新聞アクタス　コラム掲載
 防衛大学校　講演
12.08 富士通　講演
12.15 関西電力　講演
12.26 東京新聞　記事掲載
 ポット出版『くまのトーマスはおんなのこ』

コラム掲載

01.17 Alfa Romeo ディーラーミーティング　出演
01.20 オランダ大使館 LGBT Networking 

Event　出演

2017

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。

年間でグッドに寄付を頂いている団体・企業です ※ 50音順

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。

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。

コラボ
2016年度の活動実績

ALFA ROMEO

AC ACCMYK

08 05 15

Artwork Mark Version

AW Printed Version CMYK

本当にありがとうございます！　2010年4月4日の立ち上
げから続く、みなさまからのあたたかいエール、たのしい
ジョイン、やさしいサポートのおかげです。2020年まで3
年。世界に誇れるカラフルな日本になって欲しい、より責
任をもって課題に向き合いたいという思いから、グッド専
任となる決意をしました!　もっともっと、皆さんと近い距
離で、いっしょに前を向いて歩いていきたいと思います。
どうぞ、よろしくお願いします!［代表・松中権］

01.24 麗澤会　講演
01.25  アセットマネジメントワン　講演
 NHK金沢「かがのとイブニング」出演
 Business Labor Trend 2月号　掲載
01.26 NHK金沢「おはよう日本」出演
02.03 講談社　講演
02.09 丸井　講演
02.10 アクセンチュア　D&Iアドバイザリーボー

ド　出演
02.15 アンダーザライト　講演
02.17 JR東日本　講演
02.19 二枚目の名刺「Common Room 45」出演
02.24 WOWOW「写真家レスリー・キーと一万人

のカミングアウト」完成披露試写会　出演
02.25 WOWOW「写真家レスリー・キーと一万人

のカミングアウト」出演
02.28 朝日新聞　記事掲載
 LGBT（性的少数者）問題を考える国会議員

連盟　講演
03.05 NHKラジオ「マイあさラジオ」出演
03.08 日産自動車　講演
03.10 日本経済団体連合会　講演
03.15 HBS Club of Japan「Innovation & 

Inclusion Event」講演
03.29 日本IBM　講演

アルファ ロメオ 日本オラクル株式会社

みなさまのおかげで7周年を迎えられました

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　moriuo
2017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


