
ぷれいす東京NEWS 2021年11月号

今号では、ぷれいす東京の初代代表である池上理事が、1994年に横浜で国際エイズ会議が開催された
当時の状況についてコラムを書き下ろしました。ぜひ、お目通しください。また、12月12日（日）に
は、TOKYO AIDS WEEKS 2021参加イベントとして、現代表の生島が池上理事にインタビューした
動画「1994年 あの夏、横浜で‒ぷれいす東京誕生秘話」を公開します。ご期待ください。

お知らせ

TOKYO AIDS WEEKS 2021のご案内
（外部リンク）

今年も赤いリボンの季節がやってきました。12月1日の世界エイズデー
の前後（11月15日～12月15日）にNGOなどと連携しながら情報発信
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を行います。オンラインや開催開催のさまざまなイベントがあります。
ぜひ、参加できそうなイベントに参加してみてください。 SNS上の広
報にもご協力ください。

11月28日（日）LGBTQ+のセクシュアルヘルス・トーク&勉強会 Vol.
1「トランスジェンダーと性の健康」のご案内
LGBTQ+ユースの性の健康メール相談の開設にともない、勉強会を開催
します。（後援: ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ）
＊TOKYO AIDS WEEKS 2021参加イベント

12月10日（金）「PrEPの処方医、ハード系ポルノ男優と語る。 ～自分
でできる新たな予防法「PrEP」」のご案内
日本テレビ「スッキリ」に感染症専門家として切れ味鋭いトークで毎週
出演中のKARADA内科クリニックの佐藤昭裕医師と、ハード系ポルノ
男優 Yoshi KawasakiさんがPrEPについて語り合います。
＊TOKYO AIDS WEEKS 2021参加イベント

ぷれいすトーク オンライン（TOKYO AIDS WEEKS 2021参加イベン
ト）
1543人のHIV陽性者の声--「HIV陽性者の生活と社会参加に
関する研究」から

日　時：12月5日（日）18:00-20:00
報　告：若林チヒロ（埼玉県立大学）
聞き手：加藤力也（ぷれいす東京）

 

1994年 あの夏、横浜で--ぷれいす東京誕生秘話

日　時：12月12日（日）13:00-15:00

https://aidsweeks.tokyo/
https://aidsweeks.tokyo/
https://ptokyo.org/news/14216
https://ptokyo.org/news/14216
https://ptokyo.org/news/14216
https://prep.ptokyo.org/topics/111
https://prep.ptokyo.org/topics/111
https://prep.ptokyo.org/topics/111
https://ptokyo.org/news/14339
https://ptokyo.org/news/14339


トーク：池上千寿子（ぷれいす東京　前代表）　
聞き手：生島嗣（ぷれいす東京　現代表）

 

北丸雄二さん＆HIV陽性者トーク--HIV/AIDSの歴史を振り
返る

日　時：12月12日（日）19:00-21:00
ゲスト：北丸雄二（ジャーナリスト、コラムニスト）
聞き手：奥井裕斗 （会社員）

 

12月6日（月）『IT’S A SIN　哀しみの天使たち』第一話 無料上映会
1980年代のロンドンを舞台に、HIV/エイズの大流行に翻弄される若者
たちの10年を描き、イギリスで社会現象を巻き起こした話題作『IT’S A
SIN　哀しみの天使たち』第1話の無料上映会を開催します。”IT’S A
SIN PODCAST”の第5回ゲストとして代表の生島が出演し、ホストの木
津毅さん（ライター）と語り合いました。
主催　スターチャンネル 
＊TOKYO AIDS WEEKS 2021参加イベント

12月1日（水）～12月15日（水）世界エイズデー展「トランスジェンダ
ー とセクシュアルヘルス（性の健康）」
「トランスジェンダーとセクシュアルヘルス」厚労科研調査の結果の一
部をパネルで紹介。オンライン・プログラムでは、タイでトランスジェ
ンダーの人たちへの検査や医療の提供、PrEPプログラムに関わる
Nittaya Phanuphak氏が、日本からはトランスジェンダー専門外来を
開設している池袋真医師（LUNAクリニック）に参加していただきま
す。司会はりりぃ氏（サロン「kinky cafe」/dista）。
主催　プライドハウス東京ウェルネス・サポートチーム
共催　認定NPO法人ぷれいす東京　NPO法人akta
＊TOKYO AIDS WEEKS 2021参加イベント
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活動から

YouTube「HIV郵送検査キットー使用体験ムービー 」を公開しました
ぷれいす東京も参加しているBRTA JAPANが企業と協力して、社員の
皆さまに郵送検査キットを配布する際の不安を解消するために動画を制
作しました。参考にしていただけるとうれしいです。

COVID-19サバイバーズG東京～中間報告会　動画配信のご案内
10月2日(土)19時から、。YouTube、facebookページでのLIVE配信
で、COVID-19サバイバーズグループ東京の中間報告会を行いました。
アーカイブで視聴が可能です。2回のヒアリング会、個別やり取りなど
で、新型コロナウイルス感染・経験を持つ10人のLGBTサバイバーの声
を集め、困ったこと、みんなに知って欲しいことなどをお聞きしまし
た。
出　演
・生島 嗣（ぷれいす東京）
・稲場 雅紀（アフリカ日本協議会）
・岩橋 恒太（コミュニティセンターakta）

「COVID-19サバイバーズ・グループ東京」 ： ぷれいす東京、akta、
アフリカ日本協議会が協働し、LGBT法連合会 SOGI差別根絶ファンド
から助成を受けた事業です。

2021年度新規ボランティア合同研修報告
毎年行っている新規ボランティアの研修を、COVID-19の流行を受け、
今年も昨年に引き続き、９月にオンラインで開催しました。参加した
方々の声をご紹介します。

参加者より
「講習会に参加して」あや 「感じたこと、思うこと。」サトウ
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「きづき」あびこ 「「早くボランティア活動してみたい！」～
ボランティア研修に参加して～」りゅうすけ

「研修を通じて学んだこと」よしなり 「新たな知識、新たな気づきをもらった濃密
な二日間」よう

「地方で暮らす人とつながるきっかけにした
い」すけちゃん

「希望を示してくれる研修会」たつや

「僕なりの社会貢献」ピロ

「LGBTQ+のためのメンタルヘルス支援者交流会」報告
8月8日（日）に、ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ
の後援でオンライン開催しました。 全国からLGBTQ+、メンタルヘル
スなどの支援に携わる39名の方が参加。ゲストの風間暁さん（ASK社
会対策部薬物担当・薬物依存当事者・保護司）、司会進行の塚本堅一さ
ん（元NHKアナウンサー／依存症予防教育アドバイザー）、スタッフあ
わせて43名が集うにぎやかな会となりました。参加者の感想を掲載し
ているので、ご覧ください。

「八方不美人と学ぶ～地方とLGBTQ+とHIVの最新事情～」報告
2021年3月のHIV郵送検査キットの配布（check72)では200人を超え
る皆様にご参加いただき、ありがとうございました。今回、金沢レイン
ボープライドの皆さまのご協力で、北陸初！LGBTQ+パレード『金沢プ
ライドパレード2021』の前夜祭スペシャル企画として10月9日（土）
に報告の機会をいただきました。

「第7回孤独・孤立に関するフォーラム」「第3回旅館業法の見直しに係
る検討会」で意見表明をしました
ぷれいす東京代表の生島が、以下のフォーラムと検討会で、それぞれ５分間の意見表明をしました。各
サイトに提出資料などが掲載されているので、ご覧ください。

newTOKYOに「HIVポジティブへの偏見、無くすには？」が掲載されま
した
代表の生島が参加したイベントの報告が掲載されました。 
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newTOKYO 2021年10月8日（金）公開
・HIVポジティブへの偏見、無くすには？ REING Living主催「HIVの
常識を更新しよう」。カギは“当事者意識の低さ”をどう向上させるか。

HIVやセクシュアル・ヘルスにまつわる、さまざまな「VOICE／声」を
掲載しています。

[陽性者と家族の日記] [スタッフ日記]

Voice

ぷれいす東京でインターンを経験した大学生の声と、ネスト・プログラム「就職支援セミナー」の感想
をお届けします。

「インターンを終えて」あやか

(抜粋)「・・・活動を通してインタビューや講義
など、様々な形でHIVについて知り、遠くの存在
だったHIVが身近に感じられるようになりまし
た。・・・」

ぷれいす東京 ボランティア・トーク

あやかさんがぷれいす東京のボランティア・スタ
ッフに行ったインタビュー動画です。ぜひご覧く
ださい。

「オンライン開催　第16回HIV陽性者のための就職支援セミナー」より 
2021年10月7日（木）に開催されたセミナーには、HIV陽性者の雇用を積極的に予定している5社の
企業の人事担当者に来ていただき、各社の採用活動やエントリー方法などについてお話しいただきまし
た。参加者の感想文をお届けします。

「転職活動スタート」TAK（服薬13年/40
代）

「障がい者枠で働くことの期待と不安」けー
た（服薬歴16年、40代）

「障がい者雇用とは何かを考えさせられまし
た」おおちゃん（服薬歴13年／40代）

「セミナーで話せたことは良かった」マサク
ロ（2009年告知/11年服薬/2回目参加/40
代）

「オンライン説明会、こういうの、いいか
も。」明久　亜伸

「新しい視点を得られるチャンス」ゆう
（2007年感染/服薬歴10年/初参加/40代）

「想像以上にWelcomeな雰囲気」K（初参
加/50代）

「10年の時の流れを感じる」まこと（告知
年、2010年！服薬歴8年！初めて参加！50
代）

スタッフの声

今号は、HIV感染が不安な人、HIV検査前の電話相談（東京都委託事業）の電話相談員と、ネスト・プ
ログラムのボランティア・スタッフの声をお届けします。
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「この夏を乗り越えて」楊井（電話相談スタ
ッフ）

(抜粋)「・・・ここ最近(10月末現在)立て続けに
数件、「体調が悪くて病院に行ったら(エイズ発
症の可能性のある状態で)HIV陽性が判明した」と
いう相談を受けた。・・・」

「PGMのファシリテーターを担当して」Dai

(抜粋)「・・・関わるたびに壁にぶち当たること
もあるけど新しい発見や出会いもあっ
て、・・・」ネスト・ニュースレター2021年9
月号編集後記より

「ボランティア・スタッフ オンライン交流会」報告
9月24日（金）に、「ボランティア・スタッフ オンライン交流会」を開催しました。部門も活動年月
も様々な16人が参加して、「Gay Friends for AIDS」のありかたや、新型コロナ禍で感じること、今
後のあり方について、意見交換をしました。

参加者より
「コロナ禍でのつながり」中澤よう子 部門：
ネスト・プログラム（神奈川県庁でHIVやコ
ロナなど感染症対策をやっています。）
(抜粋) 「…Web開催だったので、皆さんの表情
や声を感じながらいろんな話ができて、心がホッ
としました。…」 

「時が止まってる？」K　部門：ネスト・プ
ログラム（PGMピアファシリテーター/男/ゲ
イ/50代）
(抜粋)「…活動をしていての楽しさ、達成感、喜
び、気づきなど、オンラインで足りるものと、人
の空気感が必要なものとあるのかな…」

活動実績

2021年7月-9月の活動実績を公開しました
新規相談事例も更新しました。他の期の実績はエクセルの下部にあるタ
ブをクリックしてください。 
相談サービス部門　新規相談事例はこちら。

登録解除・アドレス変更はこちら　登録・解除フォーム
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認定NPO法人ぷれいす東京
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-11-5 三幸ハイツ403
03-3361-8964（月～土12-19時　ただし、緊急事態宣言中は月～土13-17時 ※祝祭日を除く） 
Webサイト https://www.ptokyo.org
メールでのお問い合わせ office@ptokyo.org
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