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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
NPO法人ぷれいす東京 Tel: 03-3361-8964 http://www.ptokyo.org

[Twitter]  http://twitter.com/placetokyo
[Facebook]  http://facebook.com/PLACETOKYO

　[Web] http://www.ptokyo.org/nest　[ネスト・プログラム問合せ先] nest@ptokyo.org

※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ました。）

●ミドルミーティング ［予約不要］ ●U40(アンダー・フォーティー)ミーティング ［予約不要］

～40代以上の男性HIV陽性者のミーティング～ ～10代から30代の男性HIV陽性者のミーティング～
  9/15（土） 13:00～15:00 ※日程変更、ご注意ください。   9/20（木） 19:30～21:30
10/13（土） 13:00～15:00 10/29（月） 19:30～21:30

★おすすめ★ ●ミックス・トーク10（MT10） 【要予約】

●第20回専門家と話そう「精神科医と話そう」【要予約】   9/  8（土） 13:00～15:00 《定員10名で〆切》
【日時】9/27（木） 19:00～21:00（開場：18:30）
【対象】HIV陽性者
【会場】新宿区内(お申し込みの方に直接お知らせいたします)
【定員】先着40名（定員になり次第、受付を終了します）
【ゲスト】・土屋洋子さん（ことぶき共同診療所）
「精神と健康～自分でできること、専門家とできること」

・肥田明日香さん（アパリクリニック院長） ●大人女子会　 ［予約不要］

「薬物使用とそこからの回復支援～自分にできること、周囲の人にできること」   9/26（水） 17:00～19:00
「調査データから」 生島 嗣（ぷれいす東京代表）

※ 3面に過去の参加者の感想文を掲載していますのでご覧ください。

［研修］9/9(日)、9/16(日)、9/23(日・祝) 
新宿NPO協働推進センター501会議室（5F）
［説明会］まだ間に合います。早急にご連絡ください。
＊ぷれいす東京Webサイトも併せてご覧ください。

・バディ(HIV陽性者のための直接ケア)
・HIV/エイズ電話相談(感染不安のための電話相談) ・Gay Friends for AIDS （ゲイによるゲイ・コミュニティ向け啓発活動）
・WebのデザインやSNSの管理・更新作業 ・Sexual Health Project(性の健康、HIVの啓発を行うプロジェクト)
・事務作業や発送作業のお手伝いなど ・ネスト・プログラム(陽性者と周囲の人のプログラム)の運営のサポート

今年はサンマが豊漁らしい。

思いっきり食べられそうですね。

ボランティアを募集している活動

ぷれいす東京「新人ボランティア合同研修」 ぷれいす東京のボランティアを、自分にできる範囲で、できるこ
とからしてみませんか？1年以上活動いただける方なら、どなた
でも参加可能です。HIV陽性者、パートナー、家族の方の参加も
歓迎します。HIVステータスなどを、開示する/しないはご自分で
お決めください。

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。

2018年9月以降のネスト・プログラム

二人の精神科医をお招きして、メンタルヘルス（精神の健康）につ
いて勉強してみましょう。ストレスがちょっと大きくて体調も普段
と違うということがあっても、なかなか精神科や心療内科に行くの
には、敷居が高くて行きづらいという方、必見です。また、周囲に
精神科に行くのは抵抗がある人がいた時に、どのように伝えるのが
良いのかなど、アドバスをいただきたいと思います。

司会進行は相談員の生島と陽性者スタッフが担当いたしま
す。40代以上の男性HIV陽性者であれば、セクシュアリティ
は問いません。(毎月第2土曜日13:00～※9月は第3)

司会進行は陽性者スタッフが担当します。10～30代の男性
HIV陽性者であれば、セクシュアリティは問いません。
参加者の話したい話題を中心に進めていきます。

「少人数でじっくり話したい」「いろいろな枠を超えて交流
をしたい」という方向けのプログラムです。定員後はキャン
セル待ちになります。司会進行はふたりの陽性者ボランン
ティアスタッフが担当します。性別・セクシュアリティ・年
代に関係なく、陽性者であればどなたでも参加できます。

更年期前後の女性を中心に集まってい
ます。子供が親元から巣立とうとして
いたり、成長して身体の変化に戸惑っ
ているなど、この年代ならではの悩み
を話してみませんか？もちろん、独身
女性、子供がいない女性、先輩女性も
歓迎です。



★おすすめ★
●教師として働く陽性者の交流会　 ［予約不要］ ●看護師として働く陽性者の交流会 ［予約不要］

  9/29（土） 18:00～20:00   9/28（金） 19:00～21:00

●就職活動サポートミーティング ［予約不要］ ●介護職として働く陽性者の交流会 ［予約不要］

10/20（土） 13:00～15:00 ※日程変更、ご注意ください。 10/15（月） 19:00～21:00
12/22（土） 13:00～15:00 ※日程変更、ご注意ください。

●感染がわかって6ヶ月以内のPGM 【要予約】 ●障害者枠で働く陽性者の交流会 【要予約】

第95期 土曜夕方コース 希望の方は至急電話ください。 10/21（日） 13:00～15:00
  9/  8（土） 17:00～19:00 ※日曜日開催のため前日までにお申し込みください。
  9/22（土） 17:00～19:00
10/13（土） 17:00～19:00
10/20（土） 17:00～19:30
・告知後6ヶ月以内の人のための、隔週で連続4回のミーティング。
・事前に個別のオリエンテーション(簡単な説明)を行います。　
・定員7名（定員になり次第〆切） 担当：加藤、生島

ネスト・プログラムの「利用登録とプログラムの予約」

※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。
　

　　　　ネスト・プログラムでは、参加者みなさまの安全を守るために、利用登録制を導入しました。したがって、受付の際には、

　　　　「利用ID」と「登録名」が必要です。確認が取れないとプログラムに参加していただけない場合がありますので、ご注意

　　　　ください。事前にご確認頂き、「ID番号」や「登録名」がわからなくなった時には、事務所に連絡をして確認をお願いします。

　　　　「登録名」の変更のご希望は、できる限り事前に事務所までお申し出ください。

　

ポジティブライン（厚生労働省委託事業） 個 別 対 面 相 談
HIV陽性者・パートナー・家族のための電話相談です。 専任の相談員が、個室での面談に応じます。
専任相談員が電話相談に応じます。 実施時間: 月-土 12:00-19:00
匿名による相談も可能です。  (他の時間帯についてはご相談ください。) 
Tel. 0120-02-8341（月～土 13:00～19:00） 予約窓口 Tel. 03-3361-8964     
※陽性者の相談員対応 毎週木 15:00～18:00

※どなたでも登録できます。

利用登録がまだの方 利用登録がお済みの方

【要予約】

新陽性者PGM/PGM同窓会/専門家と

話そう/ｽﾄﾚｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/ｱｻｰﾃｨﾌﾞ・ ｺ

ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ/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)/ﾊﾟｰﾃｨなど

B事前に利用登録の日程

cを調整します。ぷれいす

v東京事務所

B（03-3361-8964/月～土

B12:00-19:00）にお電話を

vいただくか、

Bnest@ptokyo.orgにﾒｰﾙ

Bをお送りください。

件名に「(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名)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。

[予約不要]

ﾐﾄﾞﾙ/U40/Women's Salon/大人女子

会/異性愛者/陰性ﾊﾟｰﾄﾅｰ・ｻﾎﾟｰﾄ/も

めんの会（親の会)/就活ｻﾎﾟｰﾄ/ 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

日ごろ、皆さんがHIVを持ちながら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。看護師だけではなく、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。

小学校から大学教員まで幅広い人たちが参
加しています。多くの参加者は、病気を
持ったまま働いていいかを悩んだ経験があ
ります。いろいろと話してみませんか？

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か？また
今後、介護の仕事に興味がある方の参加も可能で
す。すでに様々な介護現場で働く陽性者たちの経験
談を聞くことができます。

就職活動をしている人も、転職を考えている人も、一般枠、
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
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
ます。まだ行動を起こせていない人も歓迎です。(いくしま)

「ぷれいす東京NEWS」配信中

障害者枠で働いている人同士の交流会で
す。障害枠で働くとひとことで言っても、
特例子会社かどうかとか、業種や職種、雇
用形態、周囲への開示の方法などさまざま
です。お互いに情報を交換してみません
か？

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。

〜　　お　願　い　　〜



「弁護士と話そうⅣ」の感想文です。今回の専門家と話そうは「精神科医と話そう」です。またとないチャンス
ですので、是非ご参加ください。詳しくは、1面をごらんください。

「よくある質問・みんなの回答集」への皆さんからの投稿をお待ちしています。
陽性者やパートナー・家族からの閲覧は、もちろんありますが、それ以外に感染不安を抱えている方も閲覧しているようです。
早期発見と治療開始は、とても大切なことですが、感染不安者にとっては、HIV陽性者からの声がけは効果的だと思います。
ぜひよろしくお願いします。

Q1:発症して初めてHIV感染を知りました。これからどうなってしまうのでしょう。
  とても不安なのですが…。

Q2:最近HIV陽性だとわかりました。特に症状はないのですが、すぐに病院に行った方が良いですか？
Q3:妊娠中の検査でHIV+と言われました。おなかの子どもはどうなってしまうのでしょうか？ 
Q4:オーラルセックスのときにいつもどのようにしたらいいかとまどってしまいます。
  みなさんはどうしてますか？自分なりのガイドラインがありますか？

Q5:健康保険を使っているのですが、会社にばれたりしないか心配です。
Q6:会社の健康診断をどうしていますか？ 投稿フォームURL：https://business.form-mailer.jp/fms/ddc6c93491219
Q7HIV検査を逃げているあなたへ

オブザーバーとして参加させていただきました。病院のソーシャル
ワーカーです。
いろいろな陽性者の方のお話を伺いますが、法律の専門家に相談出来
たらいいなと思うことは多いです。しかし、病気のこと、セクシャリ
ティーのことなどで病院職員以外の人に相談することをためらわれる
方も・・私たちも信頼して相談できる法律の専門家が身近にいればど
んなに心強いかと思っていました。
「弁護士だからと遠慮せず、どんどん相談してほしい」と言っていた
だいたこと本当に心強いです。法的な根拠がわかると陽性者の方も職
場などいろいろな場面で自信をもって生活できますし、私たちも説得
力をもって支援することができます。
目まぐるしく変わる社会なのにまだまだ課題は多いのは事実。我々の
力になっていただけること嬉しく思いました。ソーシャルワーカーで
すがどんどん相談にのっていただきたいと思いました。どうぞよろし
くお願い致します。

「どんどん相談しよう！！」ソーシャルワーカー・モモ

今の職場で働くにあたり、不安があり、お話をお聞きしたく参加しま
した。
私は、都内の不動産関連の会社で働いています。古い同族会社のグ
ループ企業で、戦前からの歴史があり、慣習と経営者の考えで全てが
決まり、弁護士等専門家に相談をすることはあっても、遵法意識がな
く、就業規則や有給休暇制度が整備されていません。
イレギュラーな勤務形態ながら、仕事がうまく回っていれば休みが取
り易くはあるのですが、たまに高熱が出ることがあり、入院を考える
と心配です。
今回のセミナーの中で「困ったことがあれば、早めに相談する。軌道
修正で対応可能です。」とのお話がありました。今後、おそらく近い
うちにご相談させていただくことになるのではないかと思います。よ
ろしくお願いします。

「弁護士と話そう」は2回目の参加でした。私はボランティアスタッフ
としてネストプログラムに関わらせてもらっており、参加者から「裁
判で感染させられた事を証明できるのか」「職場で病名を伝えたら酷
い対応をされた、何かできるのか」等、法律問題と関わる話題が出る
ため、正しい情報が欲しくて参加しました。
ウィットに富み、ポイントを素早く答えてくれる山下弁護士、正確に
言葉を選びながら気持ちを込めて答えてくれる永野弁護士、お二人の
説明が上手で“仮想質問”“会場からの質問”とも充分に理解でき、持ち帰
れる情報の多いとても満足な内容でした。（生島さんと山下さんの悪
印象な初対面のエピソード聞きたかったですｗ）また、他の参加者か
らの質問のバリエーションや深さに、社会や自身、病気への関心の高
さや問題意識を感じ、刺激をもらいました。
今後の人生で、弁護士へ相談する場面があるのか分からないですが
（ない方が幸せかも）、もしものときは、お二人のおっしゃった「悩
み事の中に法律問題が含まれているかはこちらで仕分けするので、病
気と一緒で早期相談してほしい、その方がずっと解決が早くて負荷も
軽くて済む」という熱いメッセ―ジを思い出そうと思います。

第19回専門家と話そう「弁護士と話そうⅣ」　参加感想文（2018.3.14(水)開催）

「ありがとうございました」まさちゃん
（感染告知年：2008年／服薬歴：10年／参加：2回目／50代）

「もしものときは」ノブ
（感染告知：2006年／参加：2回目／40代）



★リニューアル★ ★おすすめ★
●「アサーション・トレーニング」第11期 【要予約】 ●群馬サテライト・ミーティング 【要予約】

～自分も相手も大切にする自己表現～ 12/  9（日） 14:00～16:45（初参加の方は13:00集合）
※講師が交代しました。内容も一新しました。
アサーション（アサーティブネス）とは…相手の考えを尊重 ・事前に事務所で登録
しながら、対等にコミュニケーションをするスキルのこと。 ・フリーダイヤルで相談員と話す 
○あの時ちゃんと断れていたら… → 仮ID番号を受け取る
○思い切って頼めていたら… → メールなどで申し込み 
○どうしたら相手を傷つけずに、自分も傷つかないコミュニ → 当日13:00から利用登録
ケーションができるか？ ※東京方面からのご参加も歓迎です。

【1日目】11/ 17（土）14:00～17:00 
「アサーティブなコミュニケーションと自分の気持ちや考えを知ろう」 ●異性愛者のための交流ミーティング 　 ［予約不要］

【2日目】11/ 18（日）14:00～17:00   9/29（土） 13:00～15:00
「アサーションのスキルを実践しよう」 10/19（金） 19:30～21:30
【定　員】12名 原則2日連続の参加

■もめんの会（母親を中心とした親の会） ［予約不要］ ◆陰性パートナー・サポートミーティング ［予約不要］

11/  9（金）  14:00～16:00 10/  6（土） 13:00～15:00
＊父親で参加希望の方はご相談ください。

★NEW★
●ベーシック講座「HIVってどんな病気？」 ［予約不要］

10/24（水） 19:30～21:30

◎ネスト・プログラム以外のイベントの紹介◎

ラッシュ(RUSH)をめぐる最前線(主催：ラッシュの規制を考える会) ぷれいすトーク「国際エイズ会議 in アムステルダム報告会」

  9/30（日） 14:00～16:00（開場／13:45） 10/  3（水） 19:00～21:00（開場／18:45）
会場：Dragon Men　新宿2-11-4 (ワンドリンクオーダー制) 会場：CASE Shinjuku
出演：生島 嗣(ぷれいす東京)  古藤吾郎(NYAN)  森野嘉郎(弁護士) 新宿区高田馬場1-28-10 三慶ビル4F
KEN(Dragon Men) ヒデ(元地方公務員) 塚本堅一(元NHKアナウンサー) 後援：ジョンソン・エンド・ジョンソン社会貢献委員会

編集後記　
☆

☆

☆

※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。 イラスト：しらい しろう

セクシュアリティや性別、結婚の有無は問
いません。陽性者本人には話しにくいこと
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。

アムステルダム国際会議を多彩なメンバーに報告していただきま
す。世界のエイズの最前線を知る機会です。お気軽にどうぞ。

【利用登録の方法】※下記のいずれかの方法でお願いします。

ラッシュ所持や輸入で逮捕された体験談や、世界の規制
事情、日本の裁判事例について、考えるトークイベント。

長岡の花火を初めて見に言った。河原が広いので、正三尺玉が上げられるという。大きさと迫力は圧巻だ。フェニックスは中越地震後に始
まった。180°全面が様々な色と形でいっぱいになる。でも長岡の花火が続いているのは、空襲の記憶だったり、中越地震や東日本大震災、今
年は西日本豪雨の犠牲者への追悼の思いがあるからではないか。(さとう)

参加者の声「他では話せない話題です。子供が秘密にしてい
るのに、親が勝手に他では話せないと思っています。ですの
で、ここに来ると安心できます。」「子供がどこまで言うの
か、言わないのかは、本人が決めたらいいと思っています」

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
すことは、日常生活のなかでは難しいことです。グラウンド
ルールの範囲内で、自由に意見交換をしています。進行はふ
たりの陽性者スタッフが担当。お気軽にご参加ください。

【講師】吉田博美さん　おもに若者
や成人へのカウンセリングに関わっ
ている臨床心理士。

以下のミーティングに興味のある方は、個別にお問い合わせ

ください。  nest@ptokyo.org

※「夫がゲイで陽性者という妻のミーティング

9/20(木)14:00〜16:00の開催です。(開場13:30)

※「中国語を話すHIV陽性者のミーティング」

9/29(土)15:00〜17:00の開催です。(開場14:30)

※「子育てしている陽性者のミーティング」

ママ、パパを問わずに集まりませんか？メンバー募集中。

健康診断を受けて、いくつかの項目が引っかかり、とうとうメタボ指導の「積極的支援」の対象になってしまった。保健師さんから、生活習
慣の指導を受けたのだが、心を開くどころか、全く閉ざしてしまう自分がいた。違う立ち位置に立ってみるのって大事な気づきが得られると
は思う。ですが、来年は指導を受けないようにしたいという決意をここに表明しておきます。(いくしま)
先日「自殺予防シンポジウム」参加のため郡山に行って来ました。地元のトランスセクシュアルの方々とLGBT当事者として登壇しました。セ
クシュアルマイノリティの自殺率が依然として高いことから、教育現場に向けて当事者からの声を届けるというものでしたが、伝わったで
しょうか。20数年振りの郡山はほぼ知らない街に見えました。(かとう)

※「既婚者ゲイ・バイセクシュアル男性ミーティング」

次回の日程を調整中です。

新陽性者PGMの「医療情報セッション」の出前
講座です。基本的なHIV/AIDSの知識について
おさらいします。過去にPGMで一度聞いている
方も、聞き逃してしまったり聞く機会のなかっ
た方も、どうぞお気軽にご参加ください。わか
りやすいと評判のセッションです。なおセカン
ドオピニオンの場ではありませんので、ご了承
ください。担当：福原寿弥
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