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新型コロナウイルスの影響がまだまだ続いています。
日々の過ごし方を工夫しながら、ストレスを溜めないようにしたいですね。

2020年5月以降のネスト・プログラム
すべてのネスト・プログラム参加には事前の利用登録が必要です。[利用登録と各プログラムの予約について](2面)を必ずご覧ください。
※参加対象者別記号一覧：陽性者●/パートナー◆/家族■（各プログラムのタイトルのところに記号を入れています。）

ネスト・プログラム オンライン開催について
当面、プログラムで直接会ってミーティングをすることが難しい状況です。
そこで、インターネットを使ってオンライン開催いたします。Webサイトの各プログラムのページからお申し込みください。

●異性愛者のための交流ミーティング
5/16（土）

【要予約】

13:00〜15:00

●U40 (アンダー・フォーティー)ミーティング

【要予約】

〜10代から30代の男性HIV陽性者のミーティング〜

申込締切：5/15(金) 16:00

5/27（水）

男女を問わず異性愛の陽性者同士が出会いお互いの経験を話

19:30〜21:30

申込締切：5/26(火) 16:00

すのは、日常生活の中では難しいことです。グラウンドルー

司会進行は陽性者スタッフが担当します。10〜30代の男性

ルの範囲内で、自由に意見交換をしています。進行は2人の

HIV陽性者であれば、どなたでも参加できます。あれこれ楽

陽性者スタッフが担当。お気軽にご参加ください。

しく話しませんか。セクシュアリティは問いません。

●医療者(看護師)として働く陽性者の交流会 【要予約】
5/29（金）18:00〜20:00

◆陰性パートナー・サポートミーティング
6/ 6（土）

申込締切：5/28(木) 16:00

【要予約】

13:00〜15:00

申込締切：6/5(金) 16:00

日ごろ、皆さんがHIVを持ちながら医療者(看護師)として働く
なかで、疑問に思っていたり、不安に思っていることを、同
じ立場の人同士で集まり、おしゃべりしながら考えてみませ
んか。医療現場で働く有資格者の方の参加も可能です。詳し
くはお問い合わせください。

●ミドル・ミーティング

【要予約】

6/13（土）13:00〜15:00

セクシュアリティや性別、結婚の有無や性別は
問いません。陽性者本人には話しにくいことっ
てありますよね。陰性の同じ立場だからこそ気
軽に話し合えるかもしれません。

●群馬サテライト・ミーティング
6/14（日）

申込締切：6/12(金) 16:00

【要予約】

14:00〜16:00

申込締切：6/13(土) 16:00

お互いにプライバシーを守りながら、一緒に楽しい時間を過

司会進行は相談員の生島と陽性者スタッフが担当します。
40代以上の男性HIV陽性者であれば、どなたでも参加できま
す。セクシュアリティは問いません。

ごしましょう。病気のこと、通院のこと、服薬のこと、生活
のこと、周囲との関わりのこと、病気を伝える／伝えないこ
と、恋愛のこと、SEXのこと、エイジングのこと…
どんなことでもあれこれと考えましょう。

●就職活動サポートミーティング
6/20（土）

【要予約】

13:00〜15:00

English Speaker's Meeting 〜Connect in Japan
May 16th, 2020 (Sat) 6pm〜
【Reservation needed】

申込締切：6/19(金) 16:00

application deadline:Friday, May 15th, 4 p.m.

就職活動をしている人も、転職を考えている人も、一般枠、

- This meeting is for English speakers who lives in Japan

障害枠にかかわらず、自分の働き方について考えてみません

- Will take place every 3 months

か？面接対策、職業訓練などに役立つ情報を得ることができ

- Get more informations and connections through This opportunity

ます。まだ行動を起こせていない人も歓迎です。(いくしま)

Conditions of participation
- Who can protect people’s privacy

QR Code →

- HIV Positive

「ぷれいす東京NEWS」
配信中
※どなたでも登録できます。

登録は
こちらから→

過去のニュース
レターはこちら
から→

【HIVと新型コロナウイルス関連情報など】（随時更新中）
ぷれいす東京Web内で、HIVと新型コロナウイルスに関連する情報を中心にご紹介しています。
翻訳ボランティアの協力で、海外の情報も一緒にお届けします。
お手伝いただいたみなさま、ありがとうございます。
みなさまの参考になったら嬉しいです。詳しくは下記QRコードより。

▼ HIV陽性者のためのガイドライン
和文：DHHSによるHIV感染者のためのCOVID-19に関する暫定ガイダンス(日本語仮訳)
英文：DHHS (March 20, 2020) Interim Guidance for COVID-19 and Persons with HIV

▼ セックスの場面で気をつけた方が良いこと
和文：セックスと新型コロナウィルス2019（COVID-19）
英文：Sex and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

▼ 国内の公的サイト
厚生労働省オンライン診療に関するホームページ（詳細は右のQRコードより→）

▼ New Coronavirus Infectious Disease Information Page（外国籍の方へ）
▼ 新型コロナウイルス感染症の研究/検査など
ほか

LGBTQ支援『LIVE PRIDE〜愛をつなぎ、社会を変える。〜』ライブ映像無料・限定公開中
昨年12/6(金)開催の、TOKYO AIDS WEEKSのコーラス有志メンバーが中心となって参加したLGBTQ支
援音楽イベント『コカ・コーラ presents LIVE PRIDE〜愛をつなぎ、社会を変える。〜』のライブ映像
が、公式YouTubeチャンネルで無料公開中です。5/31(日)までですので、ぜひご覧ください。

ネスト・プログラムの「利用登録とプログラムの予約」
※オンライン開催のプログラムは、下記表に関わらず全て【要予約】となります。
利用登録がまだの方

【要予約】

[予約不要]

全てのｵﾝﾗｲﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ/新陽性者PGM/
専門家と話そう/ｽﾄﾚｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/ｱｻｰｼｮ
ﾝ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ/ｶｯﾌﾟﾙ交流会/就職支援ｾﾐ
ﾅｰ/ﾋﾟｱ+ﾄｰｸ/MT10/交流会(障害者枠)/
ﾊﾟｰﾃｨ/ｻﾃﾗｲﾄ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞなど

B 事前に利用登録の日程
を調整します。
ぷれいす東京事務所
（03-3361-8964/
月～土 B13:00-17:00
ﾐﾄﾞﾙ/U40/Women's Salon/大人女子会/
現在時間短縮中）
異性愛者/陰性ﾊﾟｰﾄﾅｰ・ｻﾎﾟｰﾄ/
にお電話をいただくか、
もめんの会（親の会)/就活ｻﾎﾟｰﾄ/
B nest@ptokyo.orgに
交流会(介護・看護・教師)/
ﾒｰﾙをお送りください。
ﾍﾞｰｼｯｸ講座(社会福祉・医療) など

利用登録がお済みの方
件名に「(プログラム名)参加希望」を、本文
には 1.開催日 2.利用ID 3.登録名(呼ばれ
たい名前）を書いて、 nest@ptokyo.orgまで
メールをお送りいただくか、ぷれいす東京
事務所にお電話ください。
直接ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにご参加ください。開場は開始
時刻の30分前です。
開始時刻から30分以降は入場できません
のでご注意ください。

※携帯メールをご利用の方は、@ptokyo.orgからの受信ができるように設定をご確認ください。

※Webから仮予約ができます。

「Living with HIV〜身近な人からHIV陽性と伝えられたあなたへ〜」《Webサイト》のご案内
「Living with HIV」は、HIV陽性者のパートナー・家族・友だち・職場の仲間など、身近な人からHIV陽性と伝
えられた人とHIV陽性者による計24編の手記と、基礎知識やデータを取りまとめた短いコラムなどからなりま
す。より多くのみなさんにご覧いただき活用いただけるように、Webサイトを開設しています。
※詳しくは、ぷれいす東京Webサイト下部のバナーをご覧ください。

緊急事態宣言に伴うサービスの変更について
みなさまへ
ぷれいす東京では、新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大に伴う「緊急事態宣言」の発令により、
当面の間、以下の変更を行います。また、状況を見みながら再開の検討をしていきたいと思います。
1) ぷれいす東京事務所
◎ぷれいす東京
オープン時間

開所時間の変更

事務所
月〜土

13:00〜17:00

時間短縮

＊メールやFaxでのご連絡には、返信にお時間をいただく場合があります。

2) 対面相談（予約制）
＊一部、Webを使った対面相談に変更することがあります。

3) 各種電話相談
◎ぷれいす東京

ポジティブライン（厚生労働省委託事業）

月〜土

13:00〜19:00

木

15:00〜18:00（HIV陽性者の相談員対応）

通常どおり

◎ゲイによるゲイのためのHIV/エイズ電話相談（Gay Friends for AIDS）
土

19:00〜21:00

当面休止

◎ぷれいす東京HIV/エイズ電話相談
日

14:00〜17:00

当面休止

◎東京都HIV/エイズ電話相談
一部縮小する可能性はありますが、従前通りの運用をします。
月〜土

12:00〜21:00

土日祝

14:00〜17:00

通常どおり

4) 情報提供サイトのご案内
ぷれいす東京のwebサイトにて、翻訳情報など役立つ情報も掲載しています。ぜひ、お目通しください。
2面をご覧ください。

寄付募集ページを公開しています

認定NPO法人となったぷれいす東京は、より充実した活動を行っていくために、新たなに寄付募集のためのページを
作成しました。
ぷれいす東京はHIV/エイズとともに生きる人たちが自分らしく生きられるように、多様な活動を展開しています。
私たちの活動を応援してください。あなたのアクションが、誰かの力になります。

「UPDATE! いくつ知っている？」のハンドアウトとWebサイト公開中
エイズ対策はなぜか略字と数字のオンパレード、これじゃ何のことだか。
７つのキーワードでわかりやすく解説します、HIV/エイズ最新情報。
U=U、90-90-90、PrEP、HIVcheck、COMBINATION予防 など。
https://aidsweeks.tokyo/update/（中国語・英語サイトあり）
Twitter：https://twitter.com/updateHIV
Instagram：https://www.instagram.com/updatehiv/
Facebook： https://www.facebook.com/updateHIV/

ぷれいす東京から手洗い・うがいのお願い
●ぷれいす東京の事務所、多目的室に入室したら、必ず石鹸で手洗いをお願いします。
また、アルコール・スプレーも設置しています。ご利用ください。
●コロナウイルスは感染しても強い症状が出ないことがあると報告され、感染に気づくのが難しいことが指摘されていま
す。もし、発熱など、体調が悪い時には来所やプログラム参加をお控えください。
また、他の原因で咳やくしゃみが出る場合は、マスクを着用の上、来所・参加をお願いします。

厚生労働省ホームページ
「新型コロナウイルス感染症について」
より

（参考文献）森功次他：感染症学雑誌.80:496-500(2006)

（参考文献）
Yen Lee Angela Kwok, Jan Gralton, Mary-Louise McLaws. Face touching: A frequent habit that has implications for hand hygiene. Am J Infect Control.2015 Feb 1; 43(2):112-114
（https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7115329/）

相談については下記の通り行っていますので、どうぞご利用ください。

HIV陽性者・確認検査待ちの人と、そのパートナー、家族のための相談
［電話相談］ 📞 0120-02-8341
月曜日～土曜日13:00～19:00（祝日／冬期休業を除く）
木曜日 15:00～18:00 HIV陽性の相談員対応

［対面相談］ 📞 03-3361-8964（予約窓口）
月曜日～土曜日13:00～17:00（祝日／夏期・冬期休業を除く）※現在時間短縮中です。
※ 対面相談（予約制）は対応中ですが、発熱など体調が悪い場合には、来所をご遠慮ください。

編集後記
☆ オンラインのミーティングが始まっている。顔だしで参加するのは不安だという人もいるでしょう。マスク着用でも良いので、関心があれば参加し
てみてください。リアルのミーティングだと、遠くの席の人の話はよく聞こえないということもありますが、オンラインだと全員と対面するので、
よく聞こえます。もし、zoomの使い方がわからないという人、可能な範囲でお手伝いしますので、事務所まで連絡をください。(いくしま)

☆ 日焼けした笑顔。炎天下のかき氷。スイカ割りの声。焼きとうもろこしの香り。砂がついたベタベタの肌。蚊取り線香の香り。寄せては返す波の
音。サマーミュージック。真っ赤に燃えた夕焼け。今年はできるかな、見れるかな、感じられるかな。目を閉じてみる。(さとう)

☆ 自宅で過ごす時間が増えて、料理をする機会が増えました。結構面倒臭がりで掃除などは後回しにしてしまうのですが、急に片付け欲が出て来まし
た。部屋の模様替えも検討中で、ぐちゃぐちゃだったCDやDVD、本の整理のためにラックを購入。この機会に使わない物を捨てたりして身軽にな
ろうと画策しています。こんな状況で自分ができること、したいことを探すのも有意義かなと思っています。(かとう)
※ネスト・ニュースレター(紙版)をPDFでもご覧いただけます。WebサイトのTOPか「ネスト・プログラム」よりご利用ください。

ネスト・ニュースレターの郵送不要の方、メール配信に変更ご希望の方は、sodan@ptokyo.org、または
ニュースレター送付係（03-3361-8964）までご連絡をお願いします。コスト削減にご協力ください。

イラスト：しらい しろう

