
ボランティアスタッフ募集のおしらせ
初めての試みとなるTokyo AIDS Weeksを支える

イベントスタッフを募集します！

ロゴ・キービジュアルデザイン 潟見陽　フライヤーデザイン 加藤悠二

本番 11/28（土）14時15分～15時
国立国際医療研究センター 外来棟吹き抜けロビーにて

練習日程 11/8（日）10～12時、11/23（月・祝）13～16時、11/28（土）10～12時
練習会場は新宿区内の公的施設。希望者には事前に楽譜をメールでお送りします。

参加条件 ゲイ男性であるという自覚がある
練習に参加できる
楽譜がある程度読める
合唱が好きである
★ 当日は変装、仮装、女装も可能です

合唱予定曲 ① どんなときも ② Climb every mountain-全ての山に登れ-
③ 見上げてごらん夜の星を ④ 銀河鉄道999 ⑤ 誕生
※著作権は包括の利用許可を得ます
★ 指揮：なおき　　★ ピアノ：べーすけ

参加方法
専用アドレスgaychoir@gmail.comに以下の情報をメールしてください。
① 名前（ペンネーム可）  ② メールアドレス（PCメールが受信できること）
③ 携帯電話番号  ④ 希望パート
※収集した情報は今回のイベント開催のみに利用します

問い合わせ先 NPO法人 ぷれいす東京（担当：加藤、生島）
〒169-0075　東京都新宿区高田馬場4-11-5 三幸ハイツ403
Tel 03-3361-8964（月～土 12～19時 ※祝祭日を除く）

Gay Men's Chorus
for Tokyo AIDS Weeks 2015

メンバー募集のおしらせ
HIV・エイズに想いを馳せるコーラス隊に、

あなたも参加してみませんか?

募集内容 11/28（土)、29（日）開催イベントの当日スタッフ
会場設営、会場案内、ドア係など

参加条件 Tokyo AIDS Weeks 2015の主旨に賛同する方
できれば両日ともに参加できる方
★ボランティアスタッフのセクシュアリティは問いません

ボランティア説明会
11/1（日）16～17時、コミュニティーセンター akta（新宿2丁目）
11/21（土）17～18時、コミュニティーセンター akta（新宿2丁目）
説明会参加が難しい方は、担当までメールでご連絡ください。
メールアドレス： TokyoAIDSweeks@gmail.com

問い合わせ先 NPO法人 ぷれいす東京（担当：桜井）
〒169-0075　東京都新宿区高田馬場4-11-5 三幸ハイツ403
Tel 03-3361-8964（月～土 12～19時 ※祝祭日を除く）

12/16（水）18:00-23:00

各イベント詳細は　　　　　　　　　         　　 公式アカウントで UPDATE!!

twitter
@TokyoAIDSWeeks website

facebook Page
TokyoAIDSweeks

http://www.ca-aids.jp/taw/

UPDATE!!

12/16（水）18:00-23:00

11/30（月）、12/1（火）

Cross Border Cafe
カフェ形式、歌＆トークショウあり（19:00～、21:30～）。トークゲストに作家・中村うさぎさんをお迎えします。
会場 Time Out Cafe（恵比寿）　　入場料 3,000円（学生 2,000円）　　主催 NPO法人日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス
WEB      http://www.janpplus.jp/

関連イベント

TOKYO AIDS WEEKS 2015 事務局
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-11-5 三幸ハイツ403
　特定非営利活動法人ぷれいす東京 内 東京エイズウィークス
TEL 03-3361-8964(月～土 12～19時)　FAX 03-3361-8835
E-mail TokyoAIDSweeks@gmail.com
企画・運営団体 TOKYO AIDS WEEKS 2015実行委員会
特定非営利活動法人akta、特定非営利活動法人日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス、
社会福祉法人はばたき福祉事業団、特定非営利活動法人ぷれいす東京、特定非営利活動法人
エイズ＆ソサエティ研究会議、公益財団法人 エイズ予防財団、国際基督教大学ジェンダー研究
センター、第29回日本エイズ学会学術集会・総会（会長 岡慎一）

後援 新宿区、ヴィーブヘルスケア株式会社、鳥居薬品株式会社、アッヴィ合同会社

第29回日本エイズ学会学術集会・総会
The 29th Annual Meeting of the Japanese Society for AIDS Research

会　長 岡 慎一（国立研究開発法人 国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター）

テーマ 予防、予防、予防 そして予防
会　場 東京ドームホテル（東京都文京区後楽1-3-61）
参加登録費 一般（会員/非会員）：10,000円　大学院生（会員/非会員）：5,000円（要・学生証）

　　　　　 学部学生・専門学校生：2,000円（要・学生証）

全国から約1,500名の医療者、研究者、NGO関係者、HIV陽性者などが集まり、
研究成果や活動実績などの報告を行ないます。どなたでもご参加頂ける学会
です（要・参加登録費、学会会員になる必要はありません）。

12/1（火）18：40-19：30  一般公開イベント

エイズメモリアルサービス
会場 東京ドームホテル第1会場（B1F天空ノース）
これまでにエイズで亡くなった人、今もHIVとともに生きている人、
その家族やパートナー、友達、医療や支援にかかわっている人、
同じ時代に同じ世界で生きているすべての人、
そして、これからの時代を担っていく人たちのことを覚え、
心をひとつにする時間を過ごしませんか？
趣旨に賛同される方なら、どなたでもご参加いただけます。
スピーカー 大塚隆史（造形作家／Tac’s Knot店主）
　　　　　 後藤智己（社会福祉法人はばたき福祉事業団） ほか

　＊参加登録費なしでも参加可能



11/20（金）19:00-21:00
ライブイベント
Words of Love～Let’s talk about HIV/AIDS～
MCとゲストによるTalk＆Liveで熱いメッセージを伝えます。
USTREAMでライブ同時配信！
会場 KINGSX TOKYO（池袋）

出演 ハイキングウォーキング ほか

主催 東京都
WEB      http://www.wordsoflove.jp/

11/29（日）19:00-21:00
akta community forum vol.4
コミュニティセンターにおける新しい検査の可能性
-HIVcheckの経験から-
会場 コミュニティーセンターakta（新宿二丁目）

出演 岩橋恒太（NPO法人 akta）ほか

主催 NPO法人akta

WEB      http://www.akta.jp

11/23（月・祝）11:00-16:00

池袋エイズフェス’15
ブース出展やパフォーマンス等、
エイズについて楽しみながら学べる面白い企画を多数実施。
会場 豊島区立中池袋公園（池袋）

主催 東京都

12/1（火）18:00-22:30
WORLD AIDS DAY Party
RED awareness
会　場 AiSOTOPE LOUNGE（新宿二丁目）
　　　　  ドリンクのオーダーをお願いします

出　演 バビ江ノビッチ、DEGPAG（GOGO） ほか
　　　　  SHOW TIME 20:00/21:30

Ｄ　Ｊ M☆Naruse
主　催 NPO法人akta

WEB      http://www.akta.jp

12/3（木）19:00-21:00
東京都エイズ予防月間講演会
働く世代に多いHIV/エイズ ～誰もが働きやすい職場とは～
最新のHIV/エイズ医療の講演と
HIV陽性者の雇用経験がある企業とのパネルディスカッション。
会場 コンファレンススクエア エムプラス（丸の内）

出演 味澤篤（公益財団法人 東京都保健医療公社豊島病院 副院長）

　 生島嗣（NPO法人 ぷれいす東京 代表）

主催 東京都
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kansen/aids/yobo_gekkan/yobo_g_keihatsu.html

1日目 11月28日（土） 2日目 11月29日（日）

Tokyo AIDS Weeks 2015は、第29回日本エイズ学会学術
集会・総会（11/30～12/1）と、世界エイズデー（12/1）に連動
してはじまったイベント期間です。市民のエイズへの関心を
高めて感染拡大の抑止を図るとともに、HIV陽性者および
HIV/エイズに対する偏見・差別を解消し、感染した人々も
安心して暮らせる社会の実現を目指します。この機会に、
あなたのイメージをアップデートしてください。

会場へのアクセス　〒162-8655 東京都新宿区戸山1-21-1
地下鉄　都営大江戸線「若松河田」駅 徒歩5分
　　　　東京メトロ（東西線）「早稲田」駅 徒歩15分
バ　ス　下記4系統で、「国立国際医療研究センター前」下車徒歩0分
　　　　【新宿から】　　　　　　  宿74系統 「医療センター経由女子医大」行き
　　　　【大久保・新大久保から】　橋63系統「 新橋」行き
　　　　【市ヶ谷・新橋から】　　　橋63系統「小滝橋車庫」行き
　　　　【都営線飯田橋から】　　  飯62系統「小滝橋車庫（牛込柳町駅経由）」行き

格差を乗り越えて取り組む～在日外国人のエイズ
在日外国人のHIVの今、
そして今後の方向性についてお話しします。
出演 沢田貴志（港町診療所／認定NPO法人 シェア＝国際保健協力市民の会）

　 青木理惠子（NPO法人 CHARM）ほか

10:30-12:00／5F 大会議室 シンポジウム

HIV陽性者とメンタルヘルス
～薬物使用は生き辛さの現れか？
出演 樽井正義（慶應義塾大学） 若林チヒロ（埼玉県立大学）

　 肥田明日香（アパリ・クリニック） 井上洋士（放送大学）

　 生島嗣（NPO法人 ぷれいす東京）

主催 エイズ予防財団　共催 第29回日本エイズ学会学術集会・総会

12:45-14:15／5F 大会議室 市民公開講座

AV男優、セックスワーカーらによる、
プロが教える楽しい性教育講座。
現役AV男優による、
性の健康や実践的性教育、性活相談。
出演 森林原人、吉村卓、野島 誠、ムータン

14:30-16:00／5F 大会議室 トークショー

UPDATE YOUR REALITY
HIV／エイズをめぐる現実はものすごいスピードで変化している。

12/11（金）18:30-20:00
トークセッション
We ARE Here
日本でHIV／エイズ支援に関わる、ということ
1990年代初頭から日本のコミュニティで活動を続けてきた
お二方を招き、これまでとこれからを語り合います。
会場 国際基督教大学（三鷹）

出演 生島嗣（NPO法人ぷれいす東京 代表）
出演 高田良実（国際基督教大学 相談員）

主催 国際基督教大学ジェンダー研究センター
WEB      http://web.icu.ac.jp/cgs/

その他会場でもさまざまなイベントが開催予定!

第29回日本エイズ学会のプレイベントとして、2日連続でさまざまなイベントを開催します
会場   国立国際医療研究センターTokyo AIDS Weeks 2015 2days Main Event
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http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kansen/aids/yobo_gekkan/yobo_g_keihatsu.html

血液製剤によるHIV陽性者に聞く
～どのように福祉、医療体制を切り開いたのか
出演 大平勝美（社会福祉法人はばたき福祉事業団）

インタビュアー 生島嗣（NPO法人 ぷれいす東京）

10:30-12:00／5F 大会議室 講演会

We Were Here あの頃、僕らは ーいま、語られるエイズの記憶
原因不明の病気が出現した1980年前後、サンフランシスコの状況をインタビューした作品。
監督：David Weissman　2011年 / アメリカ / 90分　言語：英語（日本語字幕つき）
出演 鬼塚直樹（UCSF Global Health Sciences） 宮沢英樹（東京国際レズビアン&ゲイ映画祭 代表）

共催 エイズ予防財団、東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭

15:00-17:00／5F 大会議室 ドキュメンタリー
映画上映会

LGBTとHIV
現状のデータを共有しながら、LGBTコミュニティに関わるメンバー同士で意見を交わします。
出演 松中権（認定NPO法人 グッド・エイジング・エールズ 代表） 永竹未奈（東京国際レズビアン&ゲイ映画祭／NPO法人 HIVと人権・情報センター） 
　　 山縣真矢（NPO法人 東京レインボープライド 共同代表理事） 大賀一樹（臨床心理士／NPO法人 共生社会をつくるセクシュアルマイノリティ支援全国ネットワーク 運営委員） 
　　 日高庸晴（宝塚大学） 市川誠一（人間環境大学）　　　　　司会 生島嗣、大槻知子（NPO法人 ぷれいす東京）

17:30-19:00／5F 大会議室 シンポジウム

ナルコティクス アノニマス（NA）
セクシュアルマイノリティ・
オープンスピーカーズミーティング
薬物依存者のメンバーたちが
経験や回復について話す公開ミーティング。

12:45-14:15／5F 大会議室 オープンミーティング

WEB      http://najapan.org/

Gay Men's Chorus for Tokyo AIDS Weeks 2015 ミニコンサート
このために結成されたゲイ合唱団の演奏と長谷川博史氏による詩の朗読。
出　演 長谷川博史（NPO法人 日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス） ほか

指　揮 なおき　　　　　ピアノ べーすけ

14:15-15:00／外来棟 吹き抜けロビー コンサート

OUT IN JAPAN
LGBT等の当事者をLeslie Keeが撮影。ウィークにあわせ特別写真展を実施！
主催 認定NPO法人 グッド・エイジング・エールズ
WEB      http://outinjapan.com/

11/28-29 終日／外来棟 吹き抜けロビー 写真展

参加者募集中!詳細は裏面へ

HIV陽性者の高齢化、その課題とサポート
孤立、介護、認知症、貧困などの課題や
成年後見による支援について紹介。
出演 永易至文（NPO法人 パープル・ハンズ事務局長、行政書士）

12:45-14:15／４Fセミナー室 勉強会

WEB      http://purple-hands.net/

平成27年度新宿区性感染症予防講演会
近年増加傾向にある性感染症の最新治療と予防
近年増えている性感染症の症状や最新治療・予防法をお話しします。
出演 照屋勝治（国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター病棟医長）

10:30-12:00／４Fセミナー室 講演会

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/yobo01_002224.html


