
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、

LGBTQといろんな人、
社会をつなぐ活動を行っています。

2022年に向けた取り組みも
含めてご報告します。

活動報告書
2020 /4 / 1

2021/ 3 / 312020



　みなさん、こんにちは。2020年は、すべての人に
とって大変な一年となり、年が明けて半年経った今
も、まだまだ不安は続いています。何よりも、医療従
事者をはじめとする、コロナ禍において日々奮闘さ
れている方々に、心から御礼を申し上げます。ありが
とうございます。私たちにとっては、10周年を迎え、
「壁をこえる。時をつなぐ。」という新しい活動メッセ
ージのもと、グッド・エイジング・エールズにできる
ことは何かを、メンバーやサポートいただいている
方々、協働している方々と試行錯誤した一年でした。
　LGBTQフレンドリーな場づくりの原点である
「カラフルカフェ」では、2011年から毎夏を過ごし
た葉山町にエール。7月1日からスタートしたパート
ナーシップ宣誓制度のお祝いムービーを制作公開
するとともに、自治体広報誌「広報葉山」12月号の
インタビューに協力。なんと、神奈川県広報コンク
ールで最優秀賞、全国広報コンクール広報誌・町村
の部で入選 3席の快挙となりました！
　職場環境を変えるためのカンファレンス「work 
with Pride」は、実行委員会各社と知恵を絞り、

シスコシステムズの技術協力を得て初のオンライ
ン開催。渋谷区・世田谷区・京都市の首長パネル、
毎年人気の経営者パネルや当事者パネルに加え、
台湾 IT担当大臣のオードリー・タンさんをお招き
したスペシャルトークも。当事者社員による動画や
当事者向け取り組み紹介セミナーも好評でした。
　LGBTQカミングアウト・フォト・プロジェクト
「OUT IN JAPAN」については、多くの自治体・大
学・企業から継続的にお声がけをいただき、全国
での写真展を地道に開催してきました。イベント
実施が難しいなかで、写真やアートの持つ力を改
めて実感し、3月31日からは、クラウドファンディン
グを開始。2000人の写真集を制作し、全国の図書
館や学校に届ける企画を進めています。
　そして、2020年で最も大きな決断は、「プライ
ドハウス東京」でした。東京 2020大会にあわせ
て、4月から9月の5ヶ月間開催を予定していた期
間限定の「プライドハウス東京 2020」をキャンセ
ルし、各所を奔走している時に聞こえてきたのが、
LGBTQユースが置かれた状況。「LGBTQ YOUTH 

TODAY」というオンライン調査を緊急実施し、
1600名強の声が集まりました。LGBTQユースの
約 4割が自分の性のあり方を安心して語ることの
できる人や場所との繋がりを失い、約7割が同居
者との生活を安全なものとは感じていない、とい
う喫緊な課題がわかり、急ぎ、計画を変更。2021
年以降に開設を目指していた日本初の常設総合
LGBTQセンターを、このコロナ禍にこそ設置する
決断をコンソーシアムにて行いました。
　8月初旬から物件を契約し、たくさんの方々の協
力を得て、壁紙剥がしやペンキ塗りなど、手づくり
でスペースを仕上げ、同時進行で「LGBTQコミュ
ニティ・アーカイブ」に向けたクラウドファンディン
グを実施。10月11日の世界カミングアウト・デーの
日に、新宿御苑駅から歩いてすぐのビルの二階に
「プライドハウス東京レガシー」を開設することが
できました。以降、緊急事態宣言などもあり、開館
日や開館時間は工夫をしながら、感染予防対策も
行い、現在は金・土・日・月・火の13時から19時まで
オープンしています。

　2021年、東京 2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の開催については、まだ結論が見えな
い状況ですが、「プライドハウス東京」は休眠預金
をはじめとする様々なサポートのもと、大会の実
施可否に関わらず、持続可能なLGBTQセンターづ
くり、その組織づくりに努めていきたいと思ってい
ます。また、グッド・エイジング・エールズとしては、
新しい時代を前向きに迎えられるような、自分た
ちらしいプロジェクトの相談も始めているところ
です。私自身もワクワクするものです。ぜひ、楽し
みにしていてくださいね。引き続き、どうぞ、よろ
しくお願いします。

特定非営利活動法人 グッド・エイジング・エールズ
代表 松中 権

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）

2020年  10月 日本初となる    
常設の大型総合LGBTQセンター   
「プライドハウス東京レガシー」オープン  
（プライドハウス東京コンソーシアムとして）

沿 革

2 3
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　新型コロナウイルスの影響により、4
月に予定していた「プライドハウス東京 
2020」、 「東京レインボーマラソン 2020」
の中止を決定。リアル参加型のイベント開
催が難しい中、当初の計画を大幅に変更。
オンラインを活用した企画の検討を進め、
5月にLGBTQの若者応援オンライン企画
「RAINBOW  YOUTH  COMMUNITY」を
発表。LGBTQの若者への新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響に関する緊急アンケ

ート「LGBTQ Youth TODAY」や、オンライ
ンでのトークライブ配信、おしゃべりイベ
ントを実施。アンケートには1600名を超
える当事者の皆様より回答いただき、リア
ルな声を発信することができました。また
大使館の皆様に協力いただいた「世界各
国のLGBTQに関する取組」のWEBサイ
ト公開や、「LGBTQコミュニティ・アーカイ
ブ」プロジェクトの立ち上げ、オンラインに
変更し開催した「オンライン・レインボー

10月11日、日本初となる常設の総合LGBTQセンター
「プライドハウス東京レガシー」を新宿にオープン！
プライドハウス史上初、東京2020組織委員会の公認プログラムに。

2020年度の活動実績

2020

マラソン 2020」など、コンソーシアムメン
バーで、オンラインを活用したイベントな
どを企画・実施し、様々な情報発信を行い
ました。そして、急遽準備を進め、10 月 11 日
には日本初となる常設の総合LGBTQセン
ター「プライドハウス東京レガシー」を新
宿にオープン。 世界のプライドハウス史上
初、東京2020 オリンピック・パラリンピッ
ク組織委員会の公認プログラムに認定さ
れました。 

「LIVE PRIDE」ライブ映像
をYouTubeで
無料プレミア公開

4 / 26

LGBTQの若者応援
オンライン企画
「RAINBOW YOUTH 
COMMUNITY」
リリース発表

5 /11

LGBTQの若者への
新型コロナウイルス
感染拡大の影響に関する
緊急アンケート
「LGBTQ Youth TODAY」実施

5 /11 6/14

YouTube Live 
トークライブ配信
「おうちでカラフルトーク！」
（全8回）

5 /17 8/ 30

オンライン
おしゃべりイベント
「おうちでカラフルパーク！」
（全8回）

5 / 24 8/ 30

54



2020年度の活動実績
プライドハウスPRIDE HOUSE

〈プライドハウス東京 コンソーシアム NPO・個人メンバー〉 NPO法人 akta、一般社団法人 S.C.P. Japan、NPO法人 エティック、任意団体 
LGBTQアライ・コミッティ＠Accenture、NPO法人 カラフルチェンジラボ、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）、任意団体 手話フレンズ、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、任意団体 読書サロン、任意団体 にじいろかぞく、認定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、任意団体 Proud Futures、任意団体 Fruits in Suits、認定NPO法人 
ぷれいす東京、任意団体 虫めがねの会（代表：鈴木茂義）、任意団体 University Diversity Alliance、認定NPO法人 ReBit（リビット）、NPO法
人 レインボーコミュニティ coLLabo、NPO法人Rainbow Soup、任意団体 Rainbow Tokyo 北区、 NPO法人 レインボー・リール東京、浅沼 智
也、井上 道博、田口 周平、野老朝雄、山縣真矢

「LGBTQユースのための
アドボケーター養成講座2020」

10 /11 11/ 28

誰も排除しないスポーツ環境づくりの
ためのハンドブック 
「Sports for Everyone」発行

10 /11

プライドハウス東京レガシー　
ガイドブック発行

11月

「LGBTQ Youth TODAY」調査レポート
発行

11/1

『LGBTQと大学に関する全国シンポジウム』
オンライン開催

12 /11

2021

プライドハウス東京レガシー『トランスデー』オープン
3 /16 3 / 30

トランスジェンダーの
多様な生き方を
写し取った写真展
 『それぞれが歩む道』
開催 
＠プライドハウス東京レガシー

11/13 11/ 23

「LGBTQ×スポーツ」を
テーマにしたオンライン 
トークライブ開催

11/ 8

絵本の世界から多様性に
ついて考えよう　
「『りつとにじのたね』
読み聞かせ＆トークイベント」オンライン開催

11/26

オンラインイベント
『ソウゾウするちから
～普通ってなんだろう～』
（Panasonic×プライドハウス東京レガシー
共同企画）開催

12 / 3

『世界エイズデー展 in 
PRIDE HOUSE TOKYO 
LEGACY』開催

11/27 12 /14

「プライドハウス東京レガシー」オープン
10 /11

ゲストに参加いただき、オープニングイベントを開催しました。

「オンライン・レインボーマラソン2020」開催
11/1 11/ 8

日本全国から参加が
できるオンラインにて
8日間開催しました。

「LGBTQコミュニティ・アーカイブ」プロジェクト 
クラウドファンディング終了

11/18

多くの方のご支援いただき、目標金額を達成することが
できました。

「世界各国のLGBTQに関する取組」WEBページ公開
6 / 29

各国のLGBTQに関する
法整備の状況や、実際の
取組や活動に関するコラ
ムを掲載。

緊急オンライン調査
「LGBTQ Youth TODAY」
報告会 オンライン開催

7/ 22

「LGBTQコミュニティ・
アーカイブ」
プロジェクト始動・
クラウドファンディング開始

8 / 21

「プライドハウス東京レガシー」オープン 
記者発表・リリース発表

9/ 7

文部科学省 記者発表室にて発表しました。

6 7



2020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、2020年の撮影会
は、残念ながら中止を決断。厳しい状況
の中、各地の皆様の熱い思いにより、さま
ざまな場所でOUT IN JAPAN写真展を
開催いただきました。9月、10月には愛媛
県にて愛媛県庁など 3ヶ所で、また東京 
千代田区民ホールにて開催。12月には広
島「ヒューマンフェスタひろしま」にて、そ
して1月には全国初となるパートナーシッ

プ・ファミリーシップ制度を導入した兵庫
県明石市で導入の発表と合わせ写真展を
開催。明石駅前など4ヶ所で展示を行って
いただきました。その後は筑波大学、2月、
3月には、マルイ国分寺や高輪ゲートウェイ
駅にて展示いただき、多くの方にご覧いた
だきました。また3月には、初の写真集を制
作するためのクラウドファンディングをス
タート。写真集を、各地の図書館や学校な
どに届けるプロジェクトを立ち上げました。

2020
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全国各地で OUT IN JAPAN写真展を開催。
写真集を制作するプロジェクトがスタート！

OUT IN JAPAN 写真展
@AKASHIユーススペース、
あかし市民図書館

1/22 1/25

OUT IN JAPAN 写真展
@筑波大学附属中央図書館

1/25 2 / 3

OUT IN JAPAN 写真展
@国分寺マルイ

2 /1 2 /14

OUT IN JAPAN 写真展
@高輪ゲートウェイ駅

3 /8 3 /14
ヒューマンフェスタひろしま12/5 12/6

2021

OUT IN JAPAN 写真展
@愛媛県庁 第一別館

9/28 9/30

OUT IN JAPAN 写真展
@四国中央市役所

10 /1 10 /8

OUT IN JAPAN 写真展
@宇和島市役所

10/9 10/14

OUT IN JAPAN 写真展
@あかし市民広場

1/ 8 1/11

2 /2 2 /4
OUT IN JAPAN 写真展
@明石市役所本庁舎2階ロビー

3 / 31

一冊の写真集にまとめるとともに、その写真集を、各地の
図書館や学校などに届けるプロジェクトを立ち上げました。

初の写真集を
制作するための
クラウドファンディング
をスタート

1/13 1/20
OUT IN JAPAN 写真展
@イオン明石
ショッピングセンター2番街

8 9



2020年度の活動実績

　新型コロナウイルスの感染拡大の中、実施
開催について検討を重ね、「PRIDE指標」の
募集、オンラインでのカンファレンス開催を
決定。今年度「PRIDE指標2020」の応募数
は、今までで最多の233となり、グループ連
名含めると465社と、昨年を大きく上回る応
募数となりました。 また、カンファレンスは、
11/11、12の2日間に渡りオンラインにて開催
し、同性パートナーシップ制度を導入した三
首長による自治体パネルや、当事者パネルな

どを実施。モデレーター含め多様なゲストを
お招きし、リアルイベントさながらの活気あ
ふれるディスカッションとなりました。スペ
シャルセッションとして、台湾 IT担当大臣で
あり当事者でもあると公言しているオードリ
ー・タン氏に登壇いただき、台湾で同性婚法
制化が実現するに至る社会環境の変化など
語っていただきました。「PRIDE指標2020」
発表・オンライン表彰式では、初めてのオン
ライン画面上での記念撮影も行いました。

2020
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「PRIDE指標2020」説明会
5 / 28 『work with Pride 実行委員会 参画企業による

取組事例紹介』コラムページ公開

11/ 27

「PRIDE指標2020」応募期間
6 / 1 9/ 30

work with Pride 2020制作動画 「職場とLGBTQ 
Interview Movie」オープン編、クローゼット編公開

10 / 23

work with Pride 2020実行委員会参画企業（五十音順）  EY Japan、NTTグループ、MSD株式会社、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、第一生命保険株式会社、大日本住友製薬株式
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、ライフネット生命保険株式会社、株式会社リクルート

work with Pride 2020特別企画 for LGBTQ 
オンラインセミナー「まとめて知りたい！
使えるサービスや働きやすい企業のこと」開催

10 / 25

「work with Pride 2020」カンファレンス 開催
11/11 11/12

2021

『PRIDE指標2021』リリース発表
2 /19

・自治体パネル ・経営者パネル ・スペシャルセッション

「PRIDE 指標」応募数は過去最大 233に。
wwPカンファレンスは、初のオンライン開催。 
台湾の IT 担当大臣オードリー・タン氏登壇。 

「職場とLGBTQ 
Interview Movie」
追加動画 7本を公開

1/14

『PRIDE指標2021』
オンライン説明会

2 /25
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2020年度の活動実績

2020

2020年度の活動実績

2020
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葉山町「パートナーシップ宣誓制度」制定　
お祝いムービーを公開

7/ 14 / 4 グッド・エイジング・エールズ
10周年記念 
オフィシャルムービー公開

10年前からサポートをいただいているスペシャル
ゲストからのメッセージもいただきました。

2020年はカラフルカフェの
オープンは叶わずも、
葉山町の取り組みを応援！

　新型コロナウィルスの影響により、2020年
は葉山町の海水浴場は全て開設を断念。そ
れに伴いカラフルカフェも、残念ながら2020
年の開設は断念することとなりました。
　カフェのオープンは叶いませんでしたが、
カラフルカフェがオープンしていた神奈川
県葉山町にて、7月1日に「パートナーシッ
プ宣誓制度」が制定され、カラフルカフェ
からお世話になった葉山町をお祝いしたい
とムービーを制作し、公開しました。
　また葉山町の月刊広報誌「広報葉山」で
は性のあり方を考える特集が組まれ、代表
松中にインタビューいただき、カラフルカ
フェやLGBTQに関することなどについて
記事も掲載いただきました。

　2020年に設立から丸10年を迎え、グッ
ド・エイジング・エールズとしては初となる
オフィシャルムービーを制作。10年間の活
動の軌跡をご紹介するとともに、ご支援い
ただいたみなさんに御礼をお伝えし、グッ
ドの誕生日となる4月4日に公開しました。
　「LGBT支援ハウス」プロジェクトでは、

さらにシェルターを増やすべく立ち上がっ
たクラウドファンディングに協力。また、金
沢で実施された「LGBTQと教育ダイアロ
グ in 金沢」や、「金沢ダイバーシティツーリ
ズム」カンファレンスへの企画協力を行い、
多様なゲストをお招きし、活発な議論が交
わされる有意義なイベントとなりました。
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12月

今までの軌跡とともに、お祝いメッセージを発信。

10周年を記念した、
グッド初のオフィシャル
ムービーを制作。
金沢で開催された
「LGBTQと
教育ダイアログ」へ
企画協力も。

葉山町広報誌
「広報葉山」12月号
特集「性のあり方を
考える」にて
インタビュー記事
掲載

2021

「金沢ダイバーシティツーリズム」
カンファレンス企画協力

3/31

7/1 9/10
「LGBT支援ハウス」 
新たなシェルターを増やす
クラウドファンディングに協力

11/ 21
「LGBTQと教育ダイアログ
in 金沢」 企画協力

12 13



5/29 「Over」トークライブ出演
6/12 ジョンソン・エンド・ジョンソン
 ヒューマンライブラリー 登壇
6/17 日本 IBM オンライン・
 プライドイベント出演
6/24 一橋大学 如水ゼミ登壇
6/26 P＆G/AMPオンライン・
 シンポジウム出演
7/17 丸井グループ 
 オンライン記事掲載
7/29 金沢市SDGs未来会議参加
8/20 J-WAVE 「JAM THE WORLD」
 出演
9/8 渋谷区主催「LGBTの視点から
 『ジェンダーレスファッション』
 を考えてみる」登壇
9/9 世田谷区東深沢中学校 講演会
9/28 金沢市「市長とビジネス・ティー・
 ミーティング」参加
10/3 第12回コモンズ社会起業家
 フォーラム登壇
10/5 一橋大学 寄付講座 登壇
10/15 TBSラジオ「アシタノカレッジ」
 出演
10/21 法政大学人間環境学部 
 NPO・ボランティア論 講義
10/22 三菱自動車 講演会
10/26 千代田区「多様性イベント」登壇
10/28 日本精工
 ヒューマンライブラリー 登壇

11/8 世田谷区シンポジウム 登壇
11/13 アシックス イベント 登壇
11/18 東京ガス 講演会
11/18 水蓮会 講演会
11/20 Choose Life Project
 「生きづらさだヨ！全員集合」
 出演
11/21 第5回LGBTQと教育ダイアログ　
 登壇
11/27 日立ソリューションズ 講演会
11/27 JET 講演会
12/3 アシックス イベント 登壇
12/3 パナソニック
 「ソウゾウするちから 
 ～普通ってなんだろう～」登壇
12/4 日清食品ホールディングス　
 イベント 登壇
12/5 ヒューマンフェスタ2020広島　
 登壇
12/9 三菱自動車工業 講演会
12/10 SCSK 講演会
12/10 電通デジタル　
 世界人権デー・イベント 登壇
12/11 経済団体連合会 講演会
12/16 NTTビジネスアソシエ東日本　
 講演会
12/16 サノフィ 講演会
12/16 P＆G Pantene 
 オンラインイベント 登壇
12/17 ライフネット生命保険 講演会
12/18 横浜銀行 講演会

1/13 NTTグループ 講演会
1/18 NTTグループ 講演会
1/20 MS＆AD  講演会
1/20 金沢 JCI 講演会
1/22 NTTグループ 講演会
1/26 東日本旅客鉄道水戸支社 講演会
1/27 NTTグループ 講演会
1/28 日本テレビ放送網 講演会
2/2 NTTグループ 講演会
2/8 NTTグループ 講演会
2/12 東日本旅客鉄道水戸支社 講演会
2/23 日本スポーツ協会 イベント 登壇
2/26 日本CHO協会 カンファレンス　
 登壇
3/4 日鉄ソリューションズ 講演会
3/8 東日本旅客鉄道 講演会
3/15 日鉄ソリューションズ 講演会
3/16 P&G イベント 登壇
3/16 日本財団ボラサポセンター　
 講演会
3/17 Mashing Up イベント登壇
3/19 日鉄ソリューションズ 講演会
3/19 日本財団ボラサポセンター　
 講演会
3/20 St Patrick Green Cup 
 イベント登壇
3/22 東日本旅客鉄道 講演会
3/24 日鉄ソリューションズ 講演会

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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2020年度の活動実績

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

野原くろ

ニューヨーク、Pratt Institute中退。1995
年、雑誌“薔薇族（96年 2月号）”で漫画家デ
ビュー。その後、イラストレーターとして活
動しながら、古川書房から単行本『ミルク』
全 3巻を刊行。雑誌「Badi」の連載などでも
作品を発表し続け、現在、単行本『下宿のお
兄さん』が6巻まで刊行中。韓国で単行本化
された『キミのセナカ』は、その後、台湾、フ
ランスに続き、日本ではサウザンブックスか
ら出版され、全国の書店で販売中。

漫画家

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。

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

2021

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
 健康増進事業
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
 Instagram @goodagingyellsOpen&Out Japan からの寄付
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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：野原くろ

2021年 4月発行　
1000部 b7トラネクスト 86kg


