
活動報告書
2021/4 /1
2022/3/312021 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。



　みなさん、こんにちは。2022年春、いかがお過
ごしでしょうか。新型コロナウイルス感染拡大もまだ
まだ予断を許さないなか、世界では想像もしていな
かった事態が新たに起こり、不安な毎日が続いてい
ます。誰もが安心して過ごせる穏やかな時間が、少し
でも早く訪れることを祈っています。
　さて、ひとつ、嬉しいお知らせがあります。グッ
ド・エイジング・エールズは、2022年4月4日に12
周年を迎えましたが、その、ちょうど1ヶ月前の3月3
日。東京都より、「認定NPO法人」としての資格を、
改めて認められることとなりました。ご寄付やご支援
をいただいた方々に、この場をお借りして厚く御礼
申し上げます。
　2021年、「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で、取り組んだこと。その大
きな柱は、東京2020大会にあわせた、「プライドハウ
ス東京」の活動でした。日本初の常設総合LGBTQ＋
センター「プライドハウス東京レガシー」は、世界初で
組織委員会の「公認プログラム」となり、IOCバッハ

会長からメッセージをいただくだけでなく、IOCチー
ムや橋本聖子会長など、多くの大会関係者が訪問。
LGBTQ＋であることをカミングアウトしているアス
リートからのメッセージ展示、メディア向けガイドラ
イン、トランスジェンダー選手のスポーツ参加に関す
るセッションなど、多様な発信を行いました。同時
に、ネガティブな発言やアウティング事件などに対
しては、できるだけ迅速に声明を出すなど、心がけ
ました。
　また、「プライドハウス東京レガシー」にて安心安
全な居場所を提供するとともに、オンライン・オフラ
インを駆使して、様々なコンテンツ開発を行いまし
た。ユース向けの「ラップアラウンド・サポート」に
加え、暮らし、法律、キャリアの相談窓口、そして、厚
生労働省の自殺防止対策事業としての「いのちの相
談窓口」という5つの事業運営に力を注ぎました。複
層的な困難を抱える当事者に寄り添うにはどうして
いくべきかについては、スタッフ一同、常に学びを重
ねています。現在は、休眠預金の支援を得て、ユース

の学習支援事業の準備を進めているところです。
　職場環境を変えるためのカンファレンス「work 
with Pride」は、2年目のオンライン開催。当事者の
経営者パネル、自治体職員パネル、次世代パネル、多
様な家族のパネルなど、実行委員会のみなさんと知
恵をしぼって企画・実施しました。「PRIDE指標」に
は、300社の企業・団体にご応募いただくとともに、
新設したコレクティブ・インパクト型の取組を評価す
る「レインボー認定」には10社が選出されました。
　LGBTQ＋カミングアウト・フォト・プロジェクト
「OUT IN JAPAN」は、コロナ禍ということもあり、
写真展を数カ所にて開催。2000人の写真集を制作
し、全国の図書館や学校に届けるためのクラウドファ
ンディングも無事に目標金額を達成しました。3月に
は、渋谷区との共催で、久しぶりの撮影会を実施し、
そちらに参加した方々も含めて、現在、写真集制作
が大詰めを迎えています。
　2022年以降、これからのグッド・エイジング・エー
ルズは何を目指していくのか。大きく時代も、環境

も変わるなかで、自分たちが心からワクワクするもの
とは何か。グッドらしく社会と協働できるものとは何
か。今年の夏は、3年ぶりに、葉山・一色海岸の「カ
ラフルカフェ on the beach」もオープンできるかも
しれません。久しぶりに、みなさんとリアルにお会い
できることも楽しみにしつつ、ぜひ、いっしょに、次
のちょっと先の未来について語り合えると嬉しいで
す。どうぞ、よろしくお願いします。

認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ
松中 権代表

　2022年4月4日

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NPO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）

2021年  7月 セクターを超えた協働を推進する企業を  
評価する「レインボー認定」を「PRIDE指標」に新設

2022年  3月3日 東京都から再度認定を受け  
「認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ」に

沿 革
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2021年度の活動実績

　work with Prideは10周年を迎え、「PRIDE
指標2021」の応募数は300、グループ連名
含め573社と、昨年を上回る企業・団体よ
り応募いただきました。また新たにセクタ
ーを超えた協働を推進する企業を評価する
「レインボー認定」を新設。応募いただいた
41社から10社を今年度のレインボー認定
企業と認定しました。また今年度は3つの
オンラインイベントを開催し、work with 
Pride カンファレンスでは、「職場にとって

のレガシーとは～EquityとWell-beingと
は何か～」をテーマに、多様な家族、経営
者や若手世代によるセッション、自治体で
の取り組みについてなど、2日間様々な
セッションを行い、貴重なお話をいただき
ました。さらに今年度は WEBサイトの更な
る充実を図り、当事者や企業担当者による
対談や座談会の記事コンテンツや、企業で
の取り組みのQAガイドといったWEBコン
テンツも新たに制作し公開しました。

2021

ワ
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「レインボー認定」新設についてリリース発表7/1
「PRIDE指標2021」レポート公開12/6

「PRIDE指標2021」応募期間7/1 8 /31

「work with Pride 2021」実行委員会 参画企業発表
8/23

オンライントークセッション
「これまでの10年、これからの10年」開催

8/26

work with Pride 2021 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／MS＆AD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／オルガノン株式会社／KDDI株式会社／株式会社 JVCケンウッド／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／パナソ
ニック株式会社／東日本旅客鉄道株式会社／Bloomberg L.P.／横浜ゴム株式会社／ライフネット生命保険株式会社／株式会社リクルート  

PRIDE指標2021「レインボー認定」報告会1/31

・家族パネル ・経営者パネル ・次世代パネル ・自治体パネル

2022

「work with Pride 2021」カンファレンス 開催　
「PRIDE指標2021」結果発表

11/11 11/12

オンライントークセッション
「当事者 /担当者の本音とデータから考える
インクルーシブな職場づくり」開催

10/29wwPは10周年を迎え、新たに「レインボー認定」を新設。
 「PRIDE指標2021」の応募は最多の300社に。
様々なオンラインセッションや、コンテンツを制作。

オンライントークセッション
「婚姻の平等を実現するために　
～LGBTQに関する法整備に
向けて企業にできることとは～」開催

9/13

「work with Pride 2021 特別対談　
星 賢人（株式会社 JobRainbow 代表取締役）× 
松中 権（NPO法人グッド・エイジング・エールズ 代表）」
記事公開

12/14

LGBTQ当事者座談会
「若手LGBTQ＋社員のリアル」記事公開

12/14

「企業のDEI担当者による覆面座談会 
Vol.1/ Vol.2」記事公開

12/14

「人事・DEI担当者のための取り組み
Q＆Aガイド」WEBコンテンツ公開

12/14
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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、昨年は新型コロナ
ウィルス感染拡大の影響のため、撮影会の
開催は叶いませんでしたが、今年度引き続
きコロナ禍の厳しい状況の中、多くの方か
らご協力いただき、2022年3月、#021東
京撮影会を開催しました。約2年半ぶりと
なる撮影会は、渋谷区の協力のもと、アダ
ストリア東京本部のスタジオをお借りして実
施し、フォトグラファー レスリー・キー氏に

よって、30名を超える皆さまの輝いた姿を
切り取っていただきました。また、さらに取
り組みを一歩ずつ進めたいという各地のみ
なさまの熱い思いにより、今年度もさまざ
まな場所でOUT IN JAPAN写真展を開催
いただきました。7月、8月には杉並区役所
での開催、9月には今年度パートナーシップ
宣誓制度を導入した金沢、そして12月には
昨年に引き続き、筑波大学にて展示いただ
き、たくさんの方にご覧いただきました。

ピ
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2019年の開催以来、2年半ぶりとなる
OUT IN JAPAN 撮影会を東京で開催！
引き続き、日本各地で写真展も。

2021

2021年度の活動実績

OUT IN JAPAN 写真展 
＠筑波大学附属
中央図書館

12/13 12/24

OUT IN JAPAN #021 
東京撮影会　
＠アダストリア東京本部 
オフィス・スタジオ

3/14

2022

OUT IN JAPAN 写真展 
＠金沢

9/26

OUT IN JAPAN 
写真展 
＠杉並区役所
区民ギャラリー

7/26 8 /6

今回はサポート企業と共
に、渋谷区の協力のもと撮
影会を開催しました。
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2021年度の活動実績

　プライドハウス東京レガシーは、2年目を
迎えた今年度、様々な情報発信や相談支援
を開始するなど、更に活動を拡大。「八方不
美人の教えて！レガシー」や、「LGBTQ＋暮
らしに役立つ情報シリーズ」、「自殺予防に
関する動画」などユース向けの動画や、働
くことや健康づくり、また自殺予防について
等、幅広いテーマでLGBTQ＋に役立つ情報
を伝える動画を制作し配信しました。プラ
イドハウス東京レガシーでは、LGBTQ＋ラ
イブラリーの蔵書が2千冊を超え、トランス
デイの開催やカフェ提供を開始するなど、更
なる充実を図り、開設以降3,500人を超える
皆様に来場いただきました。更に今年度は、
ユース支援、自殺予防、法律相談、就労支援
など5つの相談支援を開設し、LGBTQ＋の

暮らしを支える支援をスタートしました。
　今年度も企業と協働して様々な事業を
行うと共に、大学と連携しシンポジウムの
開催や、金沢、那覇、福岡、大阪、仙台、岡
山の国内6カ所で連携事業を行い、自殺予
防に係る相談支援者の育成講座、居場所
の提供、相談支援などを行いました。
　またスポーツ団体と協力したプライド
マッチ等のスポーツイベントの開催や、今年
度ついに開催となり公認プログラムとなっ
た東京2020大会では、ボランティアへの研
修協力やメディア向けガイドラインの発行、
アスリートからの
メッセージの展示
など様々な情報発
信を行いました。プ
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プライドハウス東京は、更なる居場所機能の充実を推進し、
5つの相談支援を開始。動画配信による情報発信や、企業や大学、
全国各地と連携し、活動を拡大。東京2020大会に合わせ情報発信も。

2021

「八方不美人の教えて！
レガシー」動画配信

4 /1 LGBTQ＋の
子ども・ユース
のための、
無料相談支援
プログラム
「ラップアラウンド・サポート」開設

4 /23

大和シルフィード
チームメンバー対象の
研修会開催

4 /17

オンライン・トークイベント
「大学職員が答えます！大学LGBTQ事業」開催

4 /25

ノジマステラ神奈川相模原 
プライドマッチ開催

4 /29　　　　　　  「多様な“かぞく”を考える
～選択的夫婦別姓・特別養子縁組・同性婚～」開催

4 /26

大和シルフィード プライドマッチ開催5/2
東京2020大会
組織委員会 
橋本会長　
プライドハウス東京
レガシー
訪問・意見交換

4 /27

「全国LGBTQ＋
団体交流会」 開催

5/5
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2021年度の活動実績
プライドハウスPRIDE HOUSE

スポーツ関係者対象「性の多様性とアスリートの
キャリア形成に関するオンライン研修会」開催

6/6

ヴィアマテラス宮崎 プライドマッチ開催6/27

「トランスジェンダーのアスリートの
大会参加に対する声明文」発信

7/13

LGBTI難民を撮影した写真展
「Am I Wrong to Love?」開催

6/20

「トランスジェンダー当事者限定・
交流会」開催

8/28

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に
おけるLGBTQ＋及び、SOGIESCに関する
成果と課題、今後に向けての声明文」発信

9/30

「スマイルスポーツDAY」協力10/3

「出張レガシー金沢」開催10/10

「弁護士による
LGBTQ＋の法律相談」
開設

6/25

「LGBTQ＋の
暮らしの相談」開設

7/18

「トランスジェンダーを
公表する選手の大会出場
に関する特別ウェビナー」
開催

7/18

NTTグループ協働ワークショップ
「ALLY会」開催

7/28

　　　　　 「東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会に参加するアスリートの 性的指向・性自認
に関するアウティングについての緊急声明」発信

8/2

ウィズ新宿とのパートナーシップ講座
「性の多様性とLGBTQ＋
～誰もが尊重される社会づくりに向けて～」公開

10/8 10 /14

「LGBTQ＋応援
メッセージムービー
2021」公開

7/22

「世界の
LGBTQ＋アスリート
からのメッセージ展」
開催

7/23 9/5

「LGBTQ＋
個別キャリア相談」開設

9/3

「オンライン
ユース交流会」開催

9/23

「プライドハウス東京
レガシー」
開設1周年記念
ライブ配信

10/11

EY Japan×プライドハウス東京 
オンラインイベント「多様性の視点から考える
～スポーツとビジネスの共存共栄のために」開催

9/24

「新宿交流マップ」
（akta連携）配布開始

8/21

「東京2020大会における
LGBTQ＋アスリートに関する
メディアガイドライン」発行

7/19

東京2020大会
ボランティア対象
「もっと知りたい！
LGBTQトークショー」配信

6/24

ちふれASエルフェン埼玉/
スフィーダ世田谷FC プライドマッチ開催

6/19

「SPORTS for 
EVERYONE
～スポーツ組織ができる
LGBTQ＋インクルーシブ
な環境づくり～」発行

6/1

P&Gジャパン「アライ育成研修」の
発表会参加

5/26

「一部の自由民主党議員によるLGBTQ等
のセクシュアル・マイノリティに対する
差別発言についての合同抗議文」発信

5/26

厚生労働省交付金による
「LGBTQ＋
いのちの相談窓口」
開設

6/1
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2021年度の活動実績

〈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、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、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、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 フルーツ・イン・スーツ東京（FinS Tokyo）、認定NPO法人 ぷれいす東京、任意団体 虫
めがねの会、任意団体 University Diversity Alliance、認定NPO法人 ReBit、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、荒木 順、田口 周平、野老 朝雄、山縣 真矢

福岡地域連携事業
「福岡にじいろセーフスペース」開催

1/9

福岡地域連携事業「福岡にじいろセーフスペース」開催
2/13

「ユース交流会」開催1/9

「ユース交流会」開催2/23

「ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に対する非難と、
同エリアのLGBTQ＋の人たちへの
支援と連帯を表明する声明文」発表

2/27

「トランスジェンダー当事者限定・交流会」開催
1/30

「いのちの相談窓口」アウトリーチ事業　
「LGBTQ＋トランスジェンダー」動画配信

3/1

　　　　　　仙台地域連携事業：
シンポジウム「性的マイノリティと自殺防止対策 
～仙台市・宮城県・東北地方における現状と課題」開催

2/11

福岡地域連携事業
「福岡にじいろセーフスペース」開催

3/6

「福岡地域連携事業交流会」開催3/20

「女性らしさから、ありのままの自分へ」
プロジェクト始動（WEリーグと連携）

3/8

「国際トランスジェンダー認知の日」
トークイベント開催

3/29

仙台地域連携事業：
「セーフスペース～にじいろみやぎ」開催

3/12

「ユース交流会」開催3/30

「国際トランスジェンダー認知の日に
当事者が伝えたいこと」動画配信

3/31

「UDA大学ダイバーシティ・アライアンス
意見交換会」開催

3/19

2022

「LGBTQ＋死別体験者
のわかちあいの会」
開催

1/23 2 /27
3 /27

大阪地域連携事業：
「LGBTQ＋の生きることと
死ぬことを考える 
one day ワークショップ&
無料個別相談会」開催

3/13

プライドハウスPRIDE HOUSE

那覇地域連携事業：
「～LGBTQ＋のいのちを、共に支えるために～
LGBTQ＋団体・自殺対策団体　沖縄ネットワーク会議」
開催

12/10

日テレ・東京ヴェルディベレーザ プライドマッチ開催
（＠味の素フィールド西が丘）

11/20

那覇地域連携事業：
沖縄にじいろセーフスペース、沖縄LGBTQ＋関連団体 
「ゆんたく会」開催

12/11

トランスジェンダー追悼の日：
トークイベント「トランスジェンダーの権利と尊厳」
～Transgender Day of Remembrance in Japan～開催

11/20

「LGBTQと大学に関する全国シンポジウム」開催
12/11

「出張レガシー岡山」開催11/28

世界エイズデー展&オンライン動画配信
「トランスジェンダーとセクシュアルヘルス」

12/1

トランスジェンダー追悼の日：
展覧会　
若林 佑真 企画 フォトエッセイ
「Complex」開催

11/16 11/30

LGBTQコミュニティアーカイブ・トークシリーズ vol.1　
「女を愛する女たち」
の世代を超えた
クロストーク 開催

12/18

「ユース交流会」開催11/3

ノジマステラ神奈川相模原
  「D＆ I」をテーマに試合開催

11/6

東京ヴェルディ プライドマッチ開催
（＠味の素スタジアム）

11/7

「LGBTQ＋
暮らしに役立つ動画」
配信開始（全12本）

11/9

LGBT＋と多様化する「家族のカタチ」 
～多様な家族のあり方が子どもたちのロールモデル
となるような、
全ての家族のあり方が
尊重される
未来へ向かって～
開催協力

11/3

野村ホールディングス株式会社
×プライドハウス東京 
オンラインセミナー
「自分らしいライフプラン
のためのお金の話」開催

10/12

12 13



4/8 電通ダイバーシティ・ラボ　
 イベント登壇
4/20 日本財団ボラサポセンター　
 講演会
4/23 アクセンチュア イベント登壇
5/6 J-wave「STEP ONE」出演
5/14 日本財団ボラサポセンター　
 講演会
5/15 朝日新聞 イベント登壇
5/16 InterFM「Lazy Sunday」出演
5/23 InterFM「Lazy Sunday」出演
5/26 東京都 講演会
5/26 アクセンチュア イベント登壇
6/2 NTTグループ 講演会
6/4 NTTグループ 講演会
6/8 NTTグループ 講演会
6/9 Dialogue for Peopleラジオ　
 出演
6/10 富士通 イベント登壇
6/11 NHK「あさイチ」出演
6/16 中京テレビ 講演会
6/18 NEC イベント登壇
6/22 NHKラジオ「Nラジ」出演
6/23 VM Ware 講演会
6/23 自治労 イベント登壇
6/23 一橋大学如水ゼミ 講演会
6/24 QVC Japan 講演会
6/24 日本財団ボラサポセンター　
 イベント登壇
6/25 金沢市高岡中学校 授業登壇
6/29 日本政策金融公庫 講演会
7/5 P&G Japan イベント登壇

7/7 住友商事 講演会
7/14 住友商事 講演会
7/15 横浜銀行 講演会
7/17 朝日新聞 イベント登壇
7/19 日本コカ・コーラ イベント登壇
7/28 フジテレビ イベント登壇
8/11 住友商事 講演会
8/16 smartHR 講演会
8/16 Shibuya Cross-FM
 「カラフル スタイル クロス」出演
8/18 住友商事 講演会
8/19 日本コカ・コーラ イベント登壇
8/19 MS-INS イベント登壇
8/23 パナソニック イベント登壇
8/31 IOC メッセージ動画参加
9/4 丹青社 イベント登壇
9/14 日本精工 講演会
9/17 エフエム石川「Flyin’ Pop」出演
9/18 国分寺市 イベント登壇
9/25 金沢青年会議所 イベント登壇
10/4 一橋大学 授業登壇
10/6 北海道コカ・コーラボトラーズ　
 講演会
10/9 金沢市 イベント登壇
10/12 日本精工 講演会
10/20 金沢竪町商店街 講演会
10/25 丸井グループ 講演会
10/27 白川桃子 授業登壇
11/2 電通東日本 講演会
11/7 NHK新潟 出演
11/9 日本精工 講演会
11/14 アメリカ大使館 IVLP 
 イベント登壇
11/16 企業研究会 講演会

11/19 近畿弁護士連合会 イベント登壇
11/25 金沢商工会議所女性会 講演会
11/29 P＆G Japan イベント登壇
11/30 日本精工 講演会
12/2 電通PRコンサルティング 講演会
12/2 オルガノン イベント登壇
12/7 NHK 講演会
12/9 三菱自動車工業 講演会
12/10 日本精工 講演会
12/11 白山市 イベント登壇
12/13 東日本旅客鉄道 イベント登壇
12/14 東京大学 講演会
12/16 日本精工 講演会
12/17 TDK 講演会
12/22 津田塾大学 講演会
12/23 札幌新陽高校 講演会
12/26 InterFM「Lazy Sunday」出演
12/27 TDK 講演会

1/7 明治 講演会
1/8 徳島市 イベント登壇
1/14 明治 講演会
1/15 西東京市 講演会
1/19 三菱自動車工業 講演会
1/22 川崎市 講演会
1/24 国立市 イベント登壇
1/26 NTTビジネスアソシエ 講演会
1/27 第一生命保険 講演会
1/29 一橋大学澁澤会 講演会
2/4 Cancer X イベント登壇
2/4 東京都体育協会 講演会
2/7 日鉄ソリューションズ 講演会
2/8 凸版印刷 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

コ
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2021年度の活動実績

2021

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です
廣橋　正

多摩美術大学卒業後（株）電通入社。
2021年電通退社。「結婚の自由をす
べての人に」訴訟東京原告。

アートディレクター・
クリエイティブディレクター

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

https://goodagingyells.net/donation/お申し込み
フォーム

2022

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
 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 https://goodagingyells.net/
 メール info@goodagingyells.net
 Twitter @goodagingyells
 Facebook https://www.facebook.com/goodagingyells
 Instagram @goodagingyells

2/8 日鉄ソリューションズ 講演会
2/10 日鉄ソリューションズ 講演会
2/14 日鉄ソリューションズ 講演会
2/15 日鉄ソリューションズ 講演会
2/17 日鉄ソリューションズ 講演会
2/17 筑波大学エクステンション　
 授業登壇
2/18 日鉄ソリューションズ 講演会
2/21 日鉄ソリューションズ 講演会
2/22 日鉄ソリューションズ 講演会
2/24 東京都 講演会
2/25 サステイナブル・ブランド会議　
 イベント登壇
2/26 AFS 講演会
2/27 プラン・インターナショナル 
 講演会
3/2 ソフトバンク 講演会
3/6 静岡県聴覚障害者協会　
 イベント登壇
3/7 日鉄ソリューションズ 講演会
3/8 日鉄ソリューションズ 講演会
3/9 日鉄ソリューションズ 講演会
3/16 日鉄ソリューションズ 講演会
3/22 東日本旅客鉄道 講演会 ※なお、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。
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制作：認定NPO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：廣橋　正

2022年 4月発行　b7トラネクスト 86kg


