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NPO法人ぷれいす東京が提供する、HIV+、パートナー、家族のためのサービス情報
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-11-5 三幸ハイツ403
認定NPO法人ぷれいす東京 Tel: 03-3361-8964 https://www.ptokyo.org
[Twitter] https://twitter.com/placetokyo
[Facebook] https://facebook.com/PLACETOKYO
[Web] https://www.ptokyo.org/nest

[ネスト・プログラム問合せ先] nest@ptokyo.org

ネスト・プログラムをリアルで開催できるかどうか。
参加者の安全をどう守るかを慎重に検討しています。

2020年7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
リアルで会うプログラム開催は難しい状況です。今月もZOOMを使ってオンライン開催します。
遠方からのご参加も可能です。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。

●ミドル・ミーティング【On-line】
7/11（土）

【要予約】

13:00〜15:00

●医療者(看護師)として働く陽性者の交流会【On-line】 【要予約】
7/17（金）

申込締切：7/10(金) 16:00

19:00〜21:00

申込締切：7/16(木) 19:00

司会進行は相談員の生島と

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

陽性者スタッフが担当します。

なかで、疑問に思っていたり、不安に思っていることを、同

40代以上の男性HIV陽性者であれば、

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

どなたでも参加できます。

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

セクシュアリティは問いません。

くはお問い合わせください。

●介護職として働く陽性者の交流会
7/20（月）

［予約不要］

19:00〜21:00

●U40ミーティング【On-line】

【要予約】

〜10代から30代の男性HIV陽性者のミーティング〜
7/21（火）

申込締切：7/18(土) 19:00

19:30〜21:30

申込締切：7/20(月) 19:00

介護や福祉の現場で働く陽性者同士で、仕事の
悩み、将来のことなどを話し合ってみません

司会進行は陽性者スタッフが担当します。

か？また今後、介護の仕事に興味がある方の参

10〜30代の男性HIV陽性者であれば、どなた

加も可能です。すでに様々な介護現場で働く陽

でも参加できます。あれこれ楽しく話しませ

性者たちの経験談を聞くことができます。

んか。セクシュアリティは問いません。
★おすすめ★

●異性愛者ミーティング【On-line】
7/25（土）

【要予約】

13:00〜15:00

●ZOOM初心者ミーティング【On-line】
7/31（金）

申込締切：7/24(金) 16:00

【要予約】

19:00〜21:00

申込締切：7/30(木) 19:00

男女を問わず異性愛の陽性者同士が出会いお互

ZOOMの使い方が良くわからない、不安に思う方々のため

いの経験を話すのは、日常生活の中では難しい

に、初心者向けのミーティングを開催します。基本的な操作

ことです。グラウンドルールの範囲内で、自由

などをぷれいす東京のスタッフがサポートしながら進めま

に意見交換をしています。進行は2人の陽性者

す。今までオンラインでのミーティング参加を迷われていた

スタッフが担当。お気軽にご参加ください。

方も、この機会にぜひ参加してみてください。

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
B
事

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。

【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
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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。
詳しくは右のQRコードより。

▼ HIV陽性者のためのガイドライン

※厚生労働省オンライン診療に関する
ホームページ（詳細は下記QRコードより↓）

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)

▼ 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

※厚生労働省の「新しい
生活様式」のページです。
詳しくは下記のURLで
ご確認ください。

English Speaker's Meeting 〜Connect in Japan
July 18th, 2020 (Sat) 6pm〜(On-line) 【Reservation needed】

- Get more informations and connections through This opportunity

Conditions of participation

application deadline:Friday, July 17th, 4 p.m.
- This meeting is for English speakers who lives in Japan

- Who can protect people’s privacy

- Will take place every 3 months

- HIV Positive

QR Code →

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 12:00-19:00）
ﾐﾄﾞﾙ/U40/Women's Salon/大人女子会/
にお電話をいただくか、
異性愛者/陰性ﾊﾟｰﾄﾅｰ・ｻﾎﾟｰﾄ/
B nest@ptokyo.orgに
もめんの会（親の会)/就活ｻﾎﾟｰﾄ/
ﾒｰﾙをお送りください。
交流会(介護・看護・教師)/
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。

「ぷれいす東京NEWS」
6月号配信中
※どなたでも登録できます。

※Webから仮予約ができます。

※【新型コロナの緊急企画第3弾】野坂
祐子さんのぷれいすコラムは、必見です。
登録・解除はこちらから→

第13回ピア＋トークSpecial「日本のHIV陽性者から見たU=Uの光と影」の報告（抜粋）
2020年1月19日に、U=Uのキャンペーンの創始者でHIV陽性者のブルース・リッチマンさんをお招きして、第13回ピア＋トーク
Special「日本のHIV陽性者から見たU=Uの光と影」を開催しました。参加者は43名（うちスピーカー4名）、トークゲスト1名、
スタッフ8名、通訳者2名の合計54名という大勢参加がありました。U=Uを切り口に、ブルースさんと、4人の日本のスピーカー
の交流は、とても熱く、心が動く瞬間でもありました。参加者アンケートから報告をします。

ブルース・リッチマンさんの挨拶
2016年にこのキャンペーンを始めてから4年がたとうとしています。
また、この2年間28か国を訪れ、数々の会議に出席したり、講演やパ
ネルディスカッションに登壇をしてきました。
その中でも今回の訪日は一番感動することが多かったと思います。
日本でお会いした方々はどなたをとっても、オープンでやさしい方ば
かりでした。
今日のイベントでもその感動は続きました。特に4人の登壇者の方々の
お話は素晴らしいものでした。4人とも、事実を丁寧に伝えてください
ました。どんなことが起こって、その時どう感じて、そのあとどのよ
うなことがあったのか。まるでプロの語り手のように事実を

伝えてくださいました。本当にありがとうございました。
また、今回訪問でぷれいす東京のU=Uキャンペーンへの貢献をこの目
で見ることができたこともありがたかったです。2年ほど前から、ぷれ
いす東京がU=Uキャンペーンを日本でリードしていることはソーシャ
ルメディアでフォローをしていました。このキャンペーンにかかわっ
ている方々と直接お会いできて大変うれしく思っています。
未来に向けての希望を体感することができました。
本当にありがとうございます。
さよなら、ではなく、「今後もよろしく」ということばを最後の言葉
とさせてください。これからもつながっていきましょう！

「孤独な葛藤」山本

人の言葉で「リスク0」と聞くとあらためてとても希望を持てまし

はじめに、私はCD4が障害者手帳取得基準より高いまま7年が過ぎて

た。これからカミングアウトしていく時は今までよりもっと自信を

います。ウイルス量も1000前後な為投薬開始時期は全く未定です。

持って話せると思います。また今回のタイトル通り、U=Uの状態に

そんな中、U＝Uという衝撃的な概念がぷれいす東京を通じて入ってき

なれていない方の話しを聞くと、U=Uの、というか日本における

ました。皆さんはどう感じたでしょうか。私はとても複雑な気持ちで

HIV治療の光と影について考えさせられるなと思いました。

す。安心、解放を感じる方がいる一方で、私は取り残された気持ちで

（参加者アンケートから）

いっぱいでした。自分だけ蚊帳の外、を感じざるを得なかったので
す。
今回この会に参加して、気づいたことがあります。U＝Uに少しの安堵
を感じる方の中にも様々な人生を背負ってきた方々がいて、この点だ
けに固執してはいけないのかもしれないということ。蚊帳の外、の気
持ち以上に辛い出来事を乗り越えてきた仲間がいる、ということで
す。
Bruceさんやパネリストのお話に結果として、辛いのは自分だけでは

差別や偏見を恐れて生きてきた当事者の方の心情が、ありありと伝
わってきました。またU=U（検出限界以下なら感染しない）のメッ
セージに支えられていることもわかりました。HIV+ということがわ
かり、ただでさえ心理的にしんどい状態であるのに、誤った認識や
古い情報にとらわれた人の冷たい言葉が悲しかったです。
（参加者アンケートから）

ないという新たな着眼点を学ばせてもらえたのです。
参加して良かった。
これに尽きます。いろいろな話を聞くことで新たな着眼点を得る学び
にもなる、そんな会でした。ありがとうございました。

※他にもホームページにはたくさんの
方々のコメントや感想があります。
ぜひ読んで見てください。

◆陰性パートナー・サポートミーティング【On-line】 【要予約】

●就職活動サポートミーティング【On-line】 【要予約】

8/ 1（土）13:00〜15:00

8/22（土）

申込締切：7/31(金) 16:00

13:00〜15:00

申込締切：8/21(金) 16:00

セクシュアリティや性別、結婚の有無や

就職活動をしている人も、転職を考えている人も、一般枠、

性別は問いません。陽性者本人には話し

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

にくいことってありますよね。陰性の同

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

じ立場だからこそ気軽に話し合えるかも

ます。まだ行動を起こせていない人も歓迎です。(いくしま)

しれません。

オンラインで開催した「陰性パートナー・サポートミーティング」参加者の感想文
「安心できました。」

信頼して打ち明けてくれたパートナーに不安感をぶつけても、さら
みつる

（男／40代／ゲイ／初参加）

に悩みを増やすことになるし、行き場が無いな、と思っていなが

HIV感染について、非常にセンシティブになっている当事者から、打ち

ら、調べていた矢先、自分の立場にピッタリなプログラムを見つけ

明けられるというのは、打ち明けられた方も責任を感じるし、誰にも

て、早速申し込み。初回ということもあって、なかなか自分の話を

相談できない。特に僕の場合はパートナーが感染者で、セーファー

開けっ広げに話すという所まではいか

セックスはしているが、それはセーフセックスではない。病院も検査

なかったけど、同じ様な立場の人がい

で行く程度の者で、感染予防の一般論を聞かされるのみ。結局、折角

て、でも、接し方は様々で。少し勇気

打ち明けてくれたパートナーに不安感とかをぶつけてしまうことに

を貰えた。また、参加してもっと色ん

なってしまう。

な話をしたり、聞いたりしてみたいです。

6月1日からのサービス提供と来所時のお願い
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

4) オンラインでの取り組み（事前予約が必要です）

通常通り

・ZOOMを使用した面談も行なっております。

12:00〜19:00

・ネスト・プログラムもZOOMで開催しているものがあります。

2) 検温のお願い

・ZOOMでの利用登録も可能です。

・来所時に、非接触型体温計で計らせていただきますので、
ご了承ください。

5) 各種電話相談

・37.5度以上の場合、Webを使った対面相談に変更する
ことがあります。
・37.5度以上の場合、プログラムへの参加はご遠慮願います。

◎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）

通常通り

◎ゲイによるゲイのためのHIV/エイズ電話相談

3) 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。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。

（Gay Friends for AIDS）
土

19:00〜21:00

6/20から再開

◎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。

・もし、発熱など、体調が悪い時には来所をお控えください。

月〜土

12:00〜21:00

・マスクを着用の上、来所をお願いします。

土日祝

14:00〜17:00

通常通り

編集後記
☆ 日常が戻りつつあります。でも、東京都の発表を聞くと、まだまだな感じの報告数が続いています。なんとなく、数字に慣れてしまい、油断してし
まうこともありますが、今後も気を抜かず。基本のキ、手洗いをちゃんと続けて行きたいと思います。(いくしま)

☆ 外出時マスクをすることが習慣になってしばらく経ちます。梅雨に入って蒸し暑い日が増え、息苦しく感じることも多くなりました。マスクの摩擦
で肌も荒れて、これからは熱中症にもより気を付けなければなりません。以前のように何も気にせず素顔で歩けた毎日が遠く感じてしまいます。新
しい生活習慣に馴染むためには、いろいろと壁がありそうです。(かとう)

☆ 生まれて初めて大腸内視鏡検査を受けた。前日から極度の緊張と空腹が辛かった（空腹だと気持ち悪くなってしまう）。当日、入り口に麻酔のゼ
リーを塗られて開始。途中までは順調だったが、２度目のカーブがなかなか回らなかった。看護師さんから「佐藤さんは順調です」と褒められた
が、もう２度としたくないと思っていた。検査が終わったら、ポリープができる人は２〜3年に1回しないとと言われ、がっかり。(さとう)
※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

