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丼（ドンブリ）（30／表向きは会社員）

新宿二丁目がどんな街になったらいいと思いますか?

ゲイの人って皆が皆オープンな訳じゃない。

だから、メディアに取り上げられるのもいいけど、

それより、この街に来る人が自然体で楽しく居れ

る場所であり続けてもらいたいな。

僕も二丁目に初めて来てから、もう10年以上が経

ちます。いろいろ悩んだり、落ち込んだりもするけど、

僕はこの街が好きです。

日曜日にrumblefishというお店に居ます。気が向い

たらぶらっと遊びに来て下さい。（03-3351-0728）

あとたまにGOGOなんかもやらせてもらってます。

よろしくお願いします。
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akta募金 
community center akta内に置かれた募金箱の集計です。
● 6月募金集計＝￥5,242-  ◇ いつもありがとうございます。今後と

も皆様のご支援よろしくお願いします。

DELIVERY BOYS PROJECT募金
DELIVERY BOYSによるコンドームやその他の資材の配布にご協

力頂いている、二丁目界隈のバーに置かれた募金箱の集計です。

年度末および募金箱がいっぱいになり次第回収しています。
● 6月募金集計＝￥94
● 集められた募金は、2003年に立ち上がったプロジェクト コムの

有志を引き継ぎ、コンドームをはじめ二丁目に集う人達のセクシャ

ルヘルスに役立つように活かしていきたいと考えています。今後とも

一層のご協力のほど、よろしくお願いします。
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このフリーペーパーは、厚生労働省委託事業「同性

愛者等のHIVに関する相談・支援事業」の一環で製

作されました。
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sexべんり電話帳
セックスで心配なことがあったら、一人で悩ま
ないで電話してみよう。ここに紹介していると
ころは、ゲイが安心して相談できるところです。

ぷれいす東京
●ゲイのスタッフによるゲイのための電話相談
　03-5386-1575（土 19:00～21:00）
●HIV陽性者とその周囲の人のための相談
　（厚生労働省委託事業）
　0120-02-8341（月～土 13:00～20:00）

動くゲイとレズビアンの会（アカー）
●統合ヘルプ・ライン・サービス
　03-3380-2269
　（火・水・木、20:00～22:00）

●HIV+のための法律相談
　03-3383-5556
　（予約時間12:00～24:00）

HIVと人権・情報センター
●ゲイのための相談
　03-5259-0750
　（第2・4土 19:00～21:00）

AGP
●こころの相談
　03-5385-0996（火 20:00～22:00）

●からだの相談
　03-5385-0996
　（第1・3水 21:00～23:00）

●かぞくの相談
　03-5385-0996（第2木 20:00～22:00）

LAP（ライフ・エイズ・プロジェクト）
　03-5685-9644（土 16:00～19:00）

エイズ予防財団
　0120-177-812（月～金 10:00～17:00）

東京都エイズ電話相談
　03-3292-9090
　（月～金 9:00～21:00 土・日・祝 14:00～17:00）

HIVマップ mobile

HIVに関する役に立つ情報

を整理して提供しています。

目的別、地域別、曜日別など

の検索もできます。

www.hiv.map.net/

community center akta
コミュニティセンター アクタ

http: / /www.akta. jp   
tel & fax: 03-3226-8998  mail: info@akta. jp
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-15-13第2中江ビル301

定休日：毎週月曜・毎月第二日曜・年末年始／開館時間：16:00～22:00

コミュニティセンターaktaは、HIVをはじめとした性感染症の情報セ

ンター＋新宿2丁目に集う人々の「公民館」です。相談・検査に関す

る情報、セーファーセックスのガイド、HIV陽性者の手記を集めた冊

子など、いつでも入手できます。展覧会や勉強会、語学講座などのイ

ベントも随時開催！またさまざまな人々が枠組みを超えて、ともに考

え、意見を交換し、コラボレーションをしていく場所になれたらと願

っています。さまざまな書籍、フリードリンクもありますよ！ 飲みに出る

前や、パーティーに出かける前の時間つぶしに、待ち合わせをする

ための場所に、どうぞ気軽にお立ち寄りください。
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8/2-14

「Exhibition Busybee」

8/16-28

ワルダクミ★メガネーズpresents
「火華の宴」

17:00-19:00

韓国語学習会

akta休館日

16:00-17:30

GA/ギャマノン合同ミーティング
17:00-20:20

Living Together Lounge vol.80 @ ArcH

Top i cs !

デリシャス　NO.12

名前：とんとん／年齢：32

生息地：新宿

デリシャス：最近観た「glee」に感動した。

これはオモシロイ。

今年こそ六尺が似合う上半身になりたい。

このコーナーは、あなたのお気に入り、

トキメキ、うまい話、ワハハなエピソード

などをお届けしやす　　　　　　　　　ジャンジ♥

akta休館日

20:00-22:00

デリヘル（二丁目のバーへコンドーム配達）

DELIVERY ADULT
（新宿・大久保地区ハッテン場へ配達）

20:00-22:00

中国語教室

18:00-20:00

AAセクシュアル・マイノリティ・オープン・メッセージ

14:00-17:00

ハッテンアウトリーチ

20:00-22:00

竹輪句会

19:00-21:30

AAミーティング（アルコール依存症からの回復）

20:00-22:00

デリヘル研修会

akta休館日

akta休館日

20:00-22:00

中国語教室

20:00-22:00

中国語教室

akta休館日 akta休館日

20:00-22:00

デリヘル（二丁目のバーへコンドーム配達）

akta休館日

20:00-22:00

デリヘル（二丁目のバーへコンドーム配達）

DELIVERY ADULT
（新宿・大久保地区ハッテン場へ配達）レインボー祭り（aktaもOPENしています）

17:00-24:00

party 8 & aka de Bazzar
20:00-22:00

デリヘル（二丁目のバーへコンドーム配達）

14:00-17:00

ハッテンアウトリーチ
17:00-19:00

韓国語学習会

17:00-22:00

SPAM MALE

16:00-17:30

GA/ギャマノン合同ミーティング
17:00-20:20

Living Together Lounge vol.81 @ ArcH

Se p t ember09

8月の展覧会

2 TUE ～14 SUN  入場無料

EXHIBITION 「busybee」 
aktaのロゴや様々なクラブパーティ

ーのフライヤーを手がけてきた唯一

無二のデザイナーbusybeeの痕跡。

12 FRI  17:00-24:00  入場無料

party 8  DJ：YUME、FUKUDA  

aktaでバザー夏祭り
タイカレー出張屋台by料理研究家 

菅野美香　バザー出品募集中！

　問合せ：info@akta.jp　Thanks：

　kanaria、supermatchbox、nobu

16 TUE ～28 SUN  入場無料

ワルダクミ★メガネーズ
presents「火華の宴」 
焔の華が舞う季節、宴を一緒に楽し

みませんか? 夏の夜をテーマにしたイラストや写真があなたを待っていま

す。7/20-8/7のSHIPでの開催に続く、第二弾です。

参加アーティスト（ABC順）：Gregorio Narvasa、ハルウマ、日下田、jiro、

村上シスラ、もすけ、おくら、晋太郎、Shin Bikkemberg、SUV、悠

　　　　主催・問合せ：ワルダクミ★メガネーズ（TwitterID：W_meganees）

8月のイベント案内

4 THU, 11  THU, 25 THU  20:00-22:00 

中国語教室
二丁目で台湾や中国本土から来た人たちと出会ったこ

とがある人たちもいるハズ。そんな時に言葉が話せたり、

交流ができればと思う方はゼヒご参加下さい。他では

学べない隠語も学べます。

　　　　　　　　 問合せ：松沢呉一  mat@pot.co.jp

6 SAT, 27 SAT 17:00-19:00

韓国語自主学習会
韓国語初級を終えた数人が、学習したいことを自主的に

持ち寄って学習しています。習熟度にかかわらず学習者

の情報交換・交流の場にもなればと思っています。内容は

流動的です。昔やってたけど使う機会がなくてという人

も、あの記号のような文字を読んでみたいという人も、学

習のきっかけ作りにどうぞ。初心者も歓迎です。

　　　 問合せ：篠原俊治 cafedegogo@hotmail.com

7 SUN  16:00-17:30

GA／ギャマノン合同ミーティング
「ギャンブル依存症」という言葉をご存知ですか? 

薬物依存等と同じ進行性の病です。依存症には完治、特

効薬はありません。ですが同じ問題を持つ人達が集まり、

皆がどのように病と向きあっているかを学ぶ事が出来ま

す。この度GA（依存者）＆ギャマノン（その家族など）のミー

ティングを行う場として新宿2丁目グループを発足いた

しました。参加資格はただ一つ。「ギャンブルを止めたい」

という願いだけです。本人以外でも構いません。ギャンブ

ルで苦しんでいたらすぐに相談をしましょう。 

　　　　　　 問合せ:熊谷けいた  

　　　　　　 over.rocket.project.903@gmail.com

7 SUN  17:00-20:20 入場無料  @ club ArcH

Living Together Lounge vol.80
Music：WARA　Reading：バブリーナ、べーすけ、まっちゃ

Live：櫻田宗久

HIV陽性者やその周囲の人たちの書いた手記を朗読す

る時間のある音楽イベント。

　　　　　　　　  http://www.living-together.net

13 SAT  18:00-20:00

AAセクシュアル・
マイノリティ・
オープン・メッセージ
お酒を飲むのを止めたいのに

止められない。飲みたくないのに

飲んでしまう。飲み出したら止まらない。朝から飲んでし

まう。あなた自身や周囲の方でこのような悩みをお持ち

の方はいませんか? アルコール依存症は意志が弱いから

飲んでしまうのではありません。アルコール依存症は病

気です。回復出来る病気です。私達はこの苦しい病気か

ら回復しています。今この病気で苦しんでいる人達に回

復出来るという希望のメッセージをお届けします。私達

が味わった苦しみをこれ以上もう他の人達に味わって欲

しくないのでぜひ聞きにいらして下さい。

　　　関東甲信越セントラルオフィス 03-5957-3506

　　　http://aasekumi.exblog.jp/

18 THU  19:00-21:30

AAセクシュアル・マイノリティ・ミーティング
自分のお酒の飲み方は何か変だ、お酒をやめたいけどや

められない… そんな苦しさや悩みをお持ちではありませ

んか? アルコール依存症は進行性の病気です。アルコー

ル依存症からの回復の道を歩んでいる仲間たちと共にあ

なたの苦しさや悩みをわかちあいませんか? 

　　　  主催：AA（アルコホーリクス・アノニマス）関東甲信越

　　　  セントラルオフィス Tel：03-5957-3506  

　　　  Web：http://www.h2.dion.ne.jp/̃aa-kkse/

20 SAT  17:00-24:00

SPAM MALE
2011年akta夏のイベント  akta SUMMER

真夏日のうだるような暑さの中、灼熱のディープトライバ

ルミュージックにのせてスパムを食べ尽くすさ～!! ライブ

にゆられてオリオンビールを飲み干すさ～！ 強制裸タイ

ム！ 日本スパム協会からの景品もあるぞ！

DJ：MASATO、YUME、J.R.、G/O

Live：TAKEJIRO、SPAM BOYS

24 WED  20:00-22:00

竹輪句会
句会は作ってきた俳句を投稿してお互いに選ぶ遊びです。

「大変そう...」というあなた！最初は作らなくてもＯＫ！まず

は気軽に見学にお越しください。俳句は紙と鉛筆さえあれ

ば何時間でも楽しめる最高の脳トレ。会費は無料、事前

予約もいりません。20代～50代の広い年齢層で楽しん

でます。あなたも参加してみませんか? 今なら当会の句集

「Wakka!」を無料進呈中！！ Mixiコミュニティ「竹輪会」を

のぞいてみてください。

普段の自分をちょっとだけ振り返

れるオンラインアンケートのご紹介
とんでもなく暑い日が続きますね！ 節電で建物の中もあんまり涼しくないけ

れど、もともとこんな程度でもそんなに不快でもなかったのかも！ クールビズ

を言い訳にポロシャツで外出したりできるしね！ さて、そんな夏真っ盛り、

いつもの夏とは少し違うとはいえ海に行ったりプールに行ったり、普段の服

の露出度が高くなったりどうしても気分も開放的に…。開放的になりがちな

夏だからこそ、少し自分を振り返ってみたいもの。今回は自分を振り返るこ

との出来るインターネット調査をご紹介します。

自分のこと、
ちょっとだけ
振り返って
みませんか?

REACH Onl ine  2011ってなに?
● REACH Onl ine 2011は、男性とセックス経験のある男性（MSM）による

当事者参加型のオンラインアンケートです。

（REACHはResearching Epidemiological Agenda for Community Healthの略です）

●  ゲイ・バイセクシュアル男性のセックスや、セックスに関わる様々なこと

の現状を明らかにすることで、男性同性間のHIV感染予防に役立てること

を目的としています。

● セックスのことだけではなく、ゲイライフのこと、メンタルヘルスのこと、そ

してHIVのこと、ゲイ・バイセクシュアル男性の健康や生活に寄り添い、こ

れまで、のべ2万人以上の方にご参加いただきました。今回で通算9回目の

実施となります。

REACH Onl ine  2011に参加する
メリットってなに?
● 「ゴムを使った方がいいとわかっていてもなかなか使えない」、「誰でもい

いからエッチしたい」、「アルコールやドラッグを使いながらセックスしたい」

…エッチの場面でもいろいろなシチュエーションがあると思います。

● 「気持ちが落ち込んでしんどい」、「不安で落ち着かない」、「心配事があっ

て最近眠れない」…日々の生活の中で、こころの状態もいろいろあるでしょう。

● また、新しい素敵な出会いを求めて、アプリを使ったり、ゲイバーに行った

り、ハッテン場に行ったり…ゲイライフでは様々なことが日々起きています。

● REACH Onl ine  2011に参加することで、あなたのゲイライフをちょっと

だけ振り返るチャンスにしてもらいたいと願っています。

● 調査結果は、毎回ホームページで公開していますので、自分と同じような

ゲイライフを送っている人がどのくらいいるのか、他の人たちの様子を知る

チャンスにもなるでしょう。

データはどのように役立てられるの?
● REACH Onl ineは通算9回に渡ってデータを蓄積していますので、さまざ

まなトレンドを掴むことができます。例えば、HIV抗体検査や、コンドームの

使用状況を繰り返し調べることで、HIVの検査に行く割合は増えているが、

コンドームの使用状況には大きな変化がみられないことがわかってきました。

●  こうしたデータは、男性同性間のHIV感染を予防し、ゲイ・バイセクシュ

アル男性がより健康的な生活を送れるために、様々な形で役立てられます。

● 例えば、国や地方自治体の施策として活用できる基礎的な資料となります。

● 例えば、ゲイ・バイセクシュアル男性に関わる専門家（保健医療、教育など）

のゲイ・バイセクシュアル男性に対する理解を深めるために活かされます。

●  例えば、このコミュニティペーパーのようにゲイコミュニティの中で情報

を共有していただくことができます。

今回のREACH Online 2011の特徴は?
● セックスやHIVのことだけではなく、「メンタルヘルス」、「アルコール・ドラ

ッグ」といったゲイ・バイセクシュアル男性が関心の高いテーマもあれば、「

SNSやアプリを使った出会い」、「彼氏の浮気をどこまで許せるか」など、普

段気になっているけど「実際はどうなの?」と誰しも思うようなテーマも盛り

込みました。

● REACH Onl ine  2011は、さらにパワーアップし、モバイル版（スマートフォ

ン対応）も始めました。ただし、こちらは短縮版です。サクサクできます。

● REACH Onl ine  2011をガッツリ楽しみたい方は、ぜひパソコン版にご

参加ください。

●  モバイル版、パソコン版の両

方 に参 加することも、もちろん

OKです。

●  また、パソコン版にご参加い

ただいた方のなかで、条件を満

たした方には、アンケート終 了

後にHIV感染の予防を目的とし

たセイファーセックス支援プロ

グラムをご案内させていただき

ます。こちらもお楽しみに。

実施予定期間：

2011年8月22日～

2012年1月31日

アクセス方法：

パソコンや 携 帯 電 話 で 、右 記

U R Lにアクセスいただくか Q R

コードでも参加できます。

REACH Online 2011
研究代表者：日高庸晴（宝塚大学看護学部）

研究分担者：嶋根卓也

　　　　　　 （国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部）

本研究は、平成23年度厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業

「HIV感染予防対策の個別施策層を対象にしたインターネットによるモニ

タリング調査・認知行動理論による予防介入と多職種対人援助職による

支援体制構築に関する研究」の一環として実施されます。

※内側の紙面では、以前のREACHの結果の一部をご紹介します。

アクセスは下のアドレスか、QRコードから！

http://www.j-msm.com/cp01/

アンケート調査で

普段の自分を

振り返ってみる！


