
SWASHの自主企画／活動

6月
【韓国性労働者の日イベント】（ソウル）
韓国では毎年6月29日は性労働者の日となっ
ていて、セックスワーカー団体などがイベント
を開催します。SWASHメンバーら3人もイベ
ントに参加し、口頭発表やパフォーマンスをし
ました。イベントを主催したGiant Girlsは、TG
セックスワーカーが主人公の演劇を披露し、
参加者らに多くの感動を与えました。
※澁谷知美さんによるイベントレポート→
http://webronza.asahi.com/national/article
s/2014072200004.html

5月
【活動報告会】（東京）
歌舞伎町でSWASHの活動報告会を開催し、
2013年度にホットラインにきた相談事例な
どを紹介しました。
※ろくでなしこさんによる報告会レポート→
http://mess-y.com/archives/9312

7月
【国際エイズ会議】（メルボルン）
毎年交互に開催される国際エイズ会議とア
ジア太平洋地域国際エイズ会議では、約4～
5日間ものすごい数のセックスワーカープロ
グラムがあり、多くの国々からセックスワー
カーたちが参加します。SWASHメンバーらも
6名参加し、発表やセッションのオーガナイ
ズをしました。
※メンバーによるレポート→
http://api-net.jfap.or.jp/library/societyInfo
/world_aids_2014/world_aids_2014.html

8月
【厚生労働省交渉】（東京）
厚労省の担当者の方々に、セックスワーカー
の現状、調査、活動の困難などについて理解
を求めました。

9月
【相談支援研修】（大阪）
メンバーの相談支援スキルアップのために、
経験と実績のあるメンバーがレクチャーする
研修を実施しました。研修では、実際に相談
対応するシミュレーショントレーニングを行
ないました。

【風俗メディアとの情報交換会】（東京）
風俗をめぐる最近の状況について情報交換
を目的に、風俗メディア関係者の方々と交流
しました。

【ストーカー対策質問会】（東京）
NPOヒューマニティの小早川明子先生を講
師にお迎えして、セックスワーカー向けのス
トーカー対策質問会を開催しました。この質
問会のことは多くのメディアで取り上げられ
たので、ストーカー被害に関する相談や質
問もたくさん寄せられました。

10月
【国際エイズ会議報告書発行】
7月に国際エイズ会議に参加したメンバーら

でレポートを書
き、報告書にまと
めました。紙媒
体は1冊200円、
インターネット
でも読むことが
できます。
http://swashwe
b.sakura.ne.jp/n
ode/133

12月
【AV男優さんたちとのトークイベン
ト「人生で大事なことはすべてセッ
クスのお仕事で学んだ」】（大阪）
大阪エイズウィークの参加企画として、人気
AV男優さんたちを東京から11名お招きし
て、大阪ミナミにあるロフトプラスワンウェス
トでトークライブを開催しました。当日はニ
コ生配信もされ、参加者と視聴者で900名の
人々に観てもらう事ができました。
※「女のFuuTube」編集部によるイベントレ
ポート→
http://onnanofuutube.blog.fc2.com/blog-
entry-82.html
※SWASHによるイベントレポート→
http://momoco.ch/colum/swash/bn018

1月
【写真家の盗撮問題への取り組み】
12月に発覚した、日本人写真家によるタイの
セックスワーカーの無断撮影と写真美術館で
の写真展示の問題について、SWASHメン
バー有志が緊急に集まり、今後の対応につい
て話し合いました。
※参照サイト→http://chn.ge/1Csmccc

2月
【梅毒予防啓発資材発行】（大阪）
H26 年度厚労科研費「梅毒の新たな検査手
法の開発等に関する研究」の補助を受け、
セックスワーカー向けに梅毒予防啓発チラ
シを作成しました。風俗店への配布だけでな
く、風俗求人サイトでのリンクバナー掲載な
ど、梅毒感染予防の周知に努めました。

3月
【保健所との懇談】（大阪）
風俗店オーナーらへの健康教育のアプロー
チについて、保健所の方々と意見交換をさせ
て頂き、SWASHの啓発資材や現場講習につ
いて紹介させてもらいました。

【SWASH講座のためのワーク
ショップ】（大阪）
SWASHで講座を実施する上で、伝え方や話
し方についてメンバー間で共有するワーク
ショップを行いました。
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SWASHはこんな活動をしました
日本の風俗の歴史年
表と過去15年間の活
動年表が完成！＆初
お披露目☆

キョンスン監督のカメ
ラが密着。2015年、映
画「レッドマリア2
（仮）」公開予定！

世界各国のグッドプラ
クティスを日本でも紹
介し、海外で学んだこ
とを社会に還元。

シドニーのスカーレッ
トアライアンスによる
ガバナンストレーニン
グも行われた。

セックスワーカーの被
害防止と相談支援体
制を強化。メディアに
載り周知も広がる。

全20ページ、オールカ
ラー、写真も盛りだく
さんの見応えある報
告書が完成！

風俗店オーナーさん
たち対象の研修がご
好評を博し、新年度も
実施が決定！

大阪エイズウィーク関
連企画の中で一番の
動員数を記録！

保健所を通じた現場
介入の働きかけ。
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セックスワーカーのニーズやサポート
について、メンバーどうしで意見を出し
合うワークショップ。（2014年12月大阪）

「セックスの仕事人たちが学んだ知識・スキル・経
験は、みんなの人生の役に立つ“生きるヒント”」
（2014年12月・ロフトプラスワンウェスト）

【風俗店オーナー研修】（札幌）
すすきのの風俗店の店長さんたち90名の
方々に、セックスワーカーを守るためのス
トーカー対策について研修をさせて頂きま
した。現場で日々セックスワーカーたちの相
談や悩みに向き合う店長さん、男性従業員
さんたちの真摯な質問や姿勢に、すごく刺
激を受けました。
※「産経フォト」の記事→
http://www.sankei.com/smp/photo/daily
/news/141227/dly1412270004-s.html

【他団体NPOとの共同勉強会】
（東京）
共通する課題に取り組むNPOの方々と勉強
会をし、それぞれの団体で取り組んでいる問
題や困難について話し合いました。

11月



2014年度にSWASHが
講義させて頂いた大学

2014年度にSWASHが講演させて頂いたNPO・民間・公的機関・イベント

継続中の活動 新聞・メディア・講演 等

大阪市立大学、佛教大学、関西学院大学、神
戸大学、四天王寺大学、龍谷大学、大阪府立
大学、北九州市立大学、東洋大学など

反貧困ネット京都、ホワイトハンズ、エイズ文化フォーラムin京都・横浜、ドーンフェスティバル、
Osora ni Niji wo Kakemashita、D×P、大阪エイズウィーク、日本エイズ学会、エイズ予防財団、セク
シュアルマイノリティと医療・福祉・教育を考える全国大会、akta、グローバルファンド、バザールカ
フェ、エロチックエキスポ（パフォーマンス）、関西クイア映画祭（展示）、働く女性の全国センター
定期大会など。

（新聞）
毎日新聞、琉球新報（沖縄）、下野新聞（栃木）、
宮崎日日新聞、高知新聞、デーリー東北（青
森）、山形新聞、山陰中央新報（島根）、岐阜新
聞、山梨日日新聞、夕刊フジ、徳島新聞
（雑誌）
「支援」(vol.5 生活書院)
「ソトコト」(2015年3月号)
「セックスワークジャーナル
ジャパン」(vol.2)
（ニュースサイト）
yahooニュース、産経フォト、
沖縄タイムス、
弁護士ドットコム、
ウートピ、messy、
ニコ生（動画配信）ほか

【風俗求人サイト・モモコちゃんねるでコラム連載】
セックスワーカーが働く上で気をつけるべきことや、

知っておきたい情報などを中心に連載中。新年度からはリニューアルし、
労働相談ネタに力を入れていく予定です。

【東京都エイズ
  予防啓発事業】
SWASHが10年以上東京都の委託事業と
して行っている、セックスワーカー向けの
エイズ予防啓発活動。2014年度は、毎月
アウトリーチの実施と勉強会の開催をし
ました。

【相談メール＆電話対応】

2014年度にSWASHの活動が
紹介された記事、メディア

SWASHは相談事業の助成金を得てい
ないのですが、メールや電話でくるセッ
クスワーカーからの相談にはボラン
ティアで対応しています。

SWASHはセックスワーカーが安全・健康に働けることを目指して活動しているグループ。メンバーは、セックスワーカーとそのサポーターで構成されており、     HIVなどの性感染症対策のほか、幅広く活動中。
メンバー紹介

★セックスワーカーに聞いた具体的なポイント
　第01回 お店選びのポイント

★セックスワーカーの健康と安全、権利を守る
　第02回 SWASH発足のきっかけ

★「はたらきかたマニュアル」「ひっぱるペン」
　第03回 SWASH製作グッズ秘話

★弁護士さんに聞く！借金で悩んだ時の解決策
　第04回 弁護士を招いて借金問題相談会

★風俗講師の“嬢力”に学ぶ接客術・リスク対策
　第05回 風俗講師が嬢力を伝授！

★シンママ支援サービスを活用しよう
　第06回 シングルマザーと子育てのお役立ち情報

★風俗を辞めたら？その後どうする…？
　第07回 風俗嬢のセカンドキャリアへの道　前編

★風俗卒業後のお仕事探し応援制度！
　第08回 風俗嬢のセカンドキャリアへの道　後編

★「生活保護」申請できる？条件は？
　第09回 How to 生活保護　前編

http://momoco.ch/colum/swash/
これまでの連載コラムでは、

様々なテーマでいろんな分野のエキスパートの方々に登場して頂き、
セックスワーカーが働く上で役立つ情報発信を行っています。

★日本で最も頼りになるセーフティネット
　第10回 How to 生活保護　後編

★税理士さんと保険屋さんに聞いてみよう♪
　第11回 確定申告と年金・保険のお話

★2014年7月メルボルン国際エイズ会議の報告
　第12回 国際エイズ会議で聞いた○○な話

★ストーカー著書で注目の小早川明子先生に
聞く
　第13回 ストーカー対策　前編

★ストーカーになりやすいお客さんの見抜き方
　第14回 ストーカー対策　後編

★セックスワーカーとお付き合いしている人に
聞いてみました！
　第15回 パートナー・彼氏問題　その1

★“夜のおねえさん”鈴木涼美さんが考える
　第16回 パートナー・彼氏問題　その2

★風俗嬢を15年間取材してきた元編集長が考
えたこと
　第17回 パートナー・彼氏問題　その3

★人生で大事なことはすべてセックスのお仕事
で学んだ
　第18回 AV男優とSWASHが語る！

要 友紀子
99 年 か ら
SWASHで活動。
得意分野と関心

のアンテナは、外国人セックス
ワーカーをめぐる諸問題や、
セックスワーク関連の裁判傍
聴。主な著作に、『風俗嬢意識
調査～ 126 人の職業意識～』、
『売る売らないはワタシが決め
る』（共著・ポット出版）ほか。

青山 薫
社会学をバック
ボーンに、ジェ
ンダー / セク

シュアリティ、セックスワーク、
移住労働について研究。究極の
目標は、社会的な事象の当事者
にその結果が役立つための調査
方法論を確立すること。勤務先
は神戸大学国際文化学研究科。

げいまきまき
2011 年 か ら
SWASHに参加。 
パフォーマンス

アーティストでのあることも活
かし、性の心身の健康や生存権、
ジェンダーと貧困の問題につい
て、社会学者と共同制作での表
現や執筆。自身の1人ユニット
「カウパー団」主宰。

大河 りりぃ
2009 年 か ら
SWASH に 参
加。主な関心

はエイズ対策やトランスジェン
ダーが直面している様々な問
題解決について。2014 年
WPATH（トランスジェンダー
の健康に関する世界専門家協
会）のシンポジウムや国際エ
イズ会議で発表を行った。

はまなか よう
へい
セクシュアルマ
イノリティ相

談・同行支援及び性暴力問
題や HIV/AIDS の予防啓発を
中心に活動をしている。現在
は主にMSMセックスワーカー
における困難などについての
調査や支援者向けの講演等
を行っている。

東 優子
「性の健康と権
利」「性の発達
と支援システ

ム」をテーマに研究する性科
学者。SWASH との関わりは
厚労省エイズ対策事業研究班
で一緒に調査研究を始めたの
がきっかけ。大阪府立大学地
域保健学域（教育福祉学類）
で教員をしている。

岡田実穂
RC-NET( レイプ
クライシス・
ネットワーク )

代表。2003 年から性暴力被害
者支援に関わりだし、2009 年
に RC-NET を立ち上げ。当事者
研究と、レイプトラウマ症候群
についてが専門。
http://rc-net.info/

宇佐美翔子
RC-NET 副代表。
LGBTQ アドボ
ケーターとし

て、オールジェンダーの性暴力
被害者をサポート。元セックス
ワーカー / 元オナベ / 元ホステ
スでもあり、情報が届きにくい
人へのサポートとサポートの地
域格差を減らそうと奮闘中。

ブブ・ド・ラ・
マドレーヌ
アーティスト。
ドラァグクイー

ン。「C.R.A.C.」「男組」「女組」応援。
筋金入りヘテロ♀。元セックス
ワーカー a.k.a. 桃河モモコ。戦
闘名はブル・ド・ザ・ブブドー
ザー 。
http://www.otafinearts.com/ja/ar
tists/bubu-de-la-madeleine/

ぽんぽんまる
マイノリティが
社会や法律、同
僚からさえも何

かと割を食う事がいっぱいある
社会への問題意識がある。里親
制度・養子縁組を試みるが、ヘ
テロ、カップル以外に対するあ
り方や水商売への理解の無さに
絶望。昼は数学のせんせ、夜は
ニューハーフショーダンサー。

龍谷大学のストーカー問題
研究会（2014年12月）

ドーンフェスティバル
（2014年11月）


