
【内容】性風俗・セックスワークとは？どんな人がどんな経緯でセックス
ワークの道に進んだのか。セックスワークにまつわる課題、SWASHの活
動内容紹介など。
【スピーカー】要友紀子、朴基浩、今井紀明による対談
【日時】9月19日（金）OPEN18:30／19:00～20:30／CLOSE21:00
【場所】大阪ボランティア協会
市民活動スクエア「CANVAS谷町」（京阪「天満橋」駅から徒歩６分、地下鉄谷町
線「谷町４丁目」より徒歩６分　http://www.osakavol.org/11/about.html）
【参加費】1000円。要申し込み。
【主催者URL】特定非営利活動法人D×P(ディーピー）
 http://www.dreampossibility.com/

【スピーカー】はまなかようへい
【内容】成長過程における家族問題は、その後思春期や成人してからの心理状態
に大きく影響を与えます。思春期に多くが自覚されるセクシュアリティは、家族関
係には大変デリケートな存在となります。学校等でいじめに合い、つらい思いを抱
えても、家族にはその核心を絶対に知られたくない。家族に知られて拒絶され、居
場所を失う。ネグレクトや心理的・身体的暴力などの虐待につながる。当事者や支
援者がどのように関わる事が出来るか。
【日時】9月23日(火) 13:00～16:30
【場所】仙台市市民活動サポートセンターセミナーホール
【参加費】資料代500円(予定・助成金申請中で無料の可能性あり)
【主催】東北HIVコミュニケーションズ 協力（予定）レイプクライシス・ネットワーク、
性と人権ネットワークESTO、(特活)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、(一般)ブレスみやぎ、(特活)ハーティー仙台、キャップネットみ
やぎ、(特活)仙台ダルク  【後援（予定）】:宮城県、宮城県教育委員会、仙台市、仙台
市教育委員会 宮城県保険医協会、宮城県臨床心理士会
【助成(申請中)】LUSH JAPAN チャリティバンク

【スピーカー】水嶋かおりん、大河りりぃ、要友紀子
【内容】2014年7月20日～25日にメルボルンで開催された国際エイズ会
議には、30か国以上の国々からセックスワーカー団体が参加しました。
セックスワークをめぐる諸外国の最近の動きやエイズ対策、セックス
ワーカー支援のグッドプラクティスについて紹介します。
【日時】10月5日（日）13時~14時半
【場所】同志社大学新町キャンパス尋真館（43号室）
【参加費】無料。申込み不要。
【主催者URL】エイズ文化フォーラムin京都　事務局
http://hiv-kyoto.com/index.html

【スピーカー】青山薫、塩野徳則、大河りりぃ
【内容】セックスワーカーやその利用者の中にもLGBTはいます。この発表では、
アンケート調査結果や海外の情報を交えて、セックスワークとLGBTについてお
話させて頂きます。
【日時】10月11日（土）16:30-18:00
【場所】大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）
【参加費】1日（2500円）／2日通し（4500円）
【主催者URL】 http://queersupport2014.wordpress.com/

【出演】げいまきまき
【日時】11月9日（日）13:00～13:45
【場所】クリエイティブセンター大阪(C.C.O) 名村造船跡地　CCO
総合事務所棟2階　ホワイトチェンバー（大阪市住之江区北加賀屋4-1-55　名
村造船跡地　電話:06-4702-7085）
【内容】セックスワーカーの安全と健康について取り組んでいるSWASH。今回は
その取組みから見えてくるスキャンダラスでもない幻想でもないセックスワーク
の一面を演劇に載せて紹介します。
【参加費】前売り3500円、当日4500円
 【主催者URL】http://www.letter-arts.com/eroticexpo2014/program.html

【スピーカー】げいまきまき、東優子、大河りりぃ、水嶋かおりん、要友紀子
【内容】性風俗で働く人々には、シングルマザー、貧困、DV、現場での性暴力など
様々な困難を抱えている人たちもいます。こうした様々な課題について取り組む
人 と々性風俗の現状と問題を共有し、改善と解決の道を探りたいと思います。そ
して、それぞれの支援の現場でお役立ていただけることをこのワークショップの
目指すところとしています。
【日時】11月16日（日）15:40～17:45
【場所】大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）
【参加費】無料。申込み不要。
【主催者URL】大阪府立男女共同参画　青少年センター（ドーンセンター） 
http://www.dawncenter.or.jp/

【スピーカー】青山薫、要友紀子
【内容】性風俗産業で働く外国人女性の出自（どこから来たのか）、彼女たちがこの社会
で置かれている現状（どこにいるのか）を知り、彼女たちの行く末（どこへ行くのか）につい
て考えることを通して、今現在の性風俗の世界が抱える問題点と構造を明らかにする。
【日時】11月30日（日）13時半～17時
【場所】大阪研修センター会議室B（十三駅から徒歩5分）
【参加費】4000円、学生3000円。申込み必要。
【主催者URL】一般社団法人ホワイトハンズ    http://www.whitehands.jp/menu.html

若者、セクシュアリティ、家族、セクシュアルヘルス、国際会議、演劇、外国人、労働、ストーカー対策など、
多岐に渡るテーマで、大阪、京都、東京、仙台でセックスワークを語りまくります！ぜひご参加ください！

2014 秋冬のおすすめ  SWASH  メンバーの講演、イベント出演情報☆

【出演イベント名】
セックスワーク・サミット2014大阪
【講演タイトル】外国人風俗嬢原論
～彼女たちはどこから来たのか・彼女たちは
     どこにいるのか・彼女たちはどこへ行くのか～

【出演イベント名】
D×P第18回公開型勉強会
「イチから知る セックスワーカーのお仕事」

【出演イベント名】　
HIV・セクシュアリティ・性的自立・・・
支えあう学習会season2 Vol.2 
自殺対策シリーズ その２
【講演タイトル】シンポジウム・セクシュアリティと家族問題
～いのちを支える自己肯定感をどこで育てるか？ 
- 家族問題とその後の困難、どうサバイブしたか

【講演タイトル】国際エイズ会議(AIDS2014)
セックスワーカープログラム報告  ～セックスワーカーの
健康サポートについての海外の取り組みを紹介～

【出演イベント名】
エイズ文化フォーラムin京都

【出演イベント名】
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
【講演タイトル】セックスワークとLGBT

【出演イベント名】
エロチックエキスポ
【タイトル】セックスワークはお仕事です

【出演イベント名】
ドーンフェスティバル
【講演タイトル】
風俗で働く人々の現状報告
～メルボルン国際エイズ会議報告～
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【スピーカー】AV男優たちとSWASH
【内容】セックスをする、全ての人へ。「セックスの仕事人」たちが現場で学んだ知
識やスキル•経験は、多くの人生に大事なこと、役に立つ“生きるヒント”だった！！
エイズや性病の予防に始まるセクシュアルヘルスから、ベッド上のテクニックだ
けじゃなく日常でも活かせるコミュニケーションスキルまで、今すぐ役に立つ「生
きる技」、仕事人たちがぜ～～～んぶ話します！ベッドから生まれたリアルな情
報が、あなたの元に肉声で届く３時間！
【日時】12月5日（金）18時半開場19時半~22時半。
（※終了後第二部は内容を変えてAV男優たちのイベント23時半~）
【場所】ロフトプラスワンウエスト（宗右衛門町）
http://www.loft-prj.co.jp/west/about.php#MAP）
【参加費】前売り￥2,000　当日￥2,500（ローソンチケットより発売中。第二部の
チケットも別途、ローソンチケットでご購入いただけます。）
【関連団体URL】大阪エイズウィーク2014  http://osaka.aids-week.com/index.html
（協賛）株式会社アルバコーポレーション  http://www.albacorp.co.jp/

【イベントタイトル】
人生で大事なことはすべてセックスのお仕事で学んだ

【参加キャンペーン企画名】
大阪エイズウィーク2014125

（金）

122
（火）

【スピーカー】水嶋かおりん
【内容】セックスワーカーから学ぶ手コキ講座。えっちなお姉さんと一緒にセック
スワークで使われるセーファーサービスについて学びながら日頃感じているセ
クシャルヘルスな悩みやアイディアをおしゃべりし合う会。
【日時】毎週第二金曜19時~21時
【場所】コミュニティセンターakta http://akta.jp/index.html
【参加費】無料。申込み不要。
【主催者URL】SWASH   http://swashweb.sakura.ne.jp/

【イベント名】
セックスワーカーが教える 手コキ講座定期開催中

【日時】10月17日（金）～19日（日）
【場所】とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ
【参加費】※映画鑑賞のチケット代となります。
1回券 1プログラムに有効 前売1,300円 当日1,600円
3回券 3プログラムに有効 前売3,500円 当日4,000円
フリーパス 全9プログラムに有効 前売10,000円 当日12,000円
【主催者URL】関西クィア映画祭2014　http://kansai-qff.org/

パネル
展示参加

【出展イベント名】
関西クィア映画祭2014
【パネル展示タイトル】
SWASHの活動1999～2014
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～

SWASHは、セックスワーカーが、安全で健康に働くことができ
るよう活動するグループです。1999年設立以降、現・元セックス
ワーカーとサポーターで活動しています。SWASHの各プロジェ
クトの企画運営にはすべて当事者が関わっています。

【スピーカー】小早川明子先生（著書「『ストーカー』は何を考えているか」新潮新書）
【内容】ストーカーの被害に遭いやすい人はどんな人？ストーカーになりやすい
客の危険な兆候や傾向は？もしストーカー被害に遭ったらどんな対処が必要
か？などなど、セックスワークのお仕事をする人に知っておいてほしいストー
カー対策と知識。現在風俗で働いている人限定の質問会。
【日時】9月17日（水）14時~16時   【場所】新宿区
【参加費】無料。要申し込み。 mail.swash@gmail.com
【主催者URL】SWASH    http://swashweb.sakura.ne.jp/

セックスワーカーのみ
参加可のイベント

【イベント名】
風俗の仕事をしている人の
ためのストーカー被害対策 
質問会in新宿

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。

要 友紀子
1999 年よりSWASH メンバーとして、性風俗で働く人々の性感染症予防啓発活
動や、現場での被害の相談支援に従事。主な著作に、『風俗嬢意識調査～
126 人の職業意識～』（水島希との共著・ポット出版、2005 年）、『売る売らな
いはワタシが決める』（共著・ポット出版、2000 年）、「性を再考する」（共著・
青弓社、2003 年）、「『オネェ』がメディアにモテる理由」（藤井誠二編・春秋社、2013 年）など。最
近のインタビュー記事・執筆に、「偏見をうまないセックスワーカー支援の可能性」（Web Ronza、
2014 年 4 月 24 日）、「池袋出会いカフェ女子大生殺人事件　裁判傍聴記録」、「風俗の安全化と活性
化のための私案　セックスワーク・サミット2013」（ともにSYNODOS、2013年 10月4日、2014年 2
月21日）がある。

げいまきまき
2011 年から国際エイズ会議や保健師へのワークショップに参加。 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の社会学者と共同制作での表現や執筆。ジェンダーにス
ポットがあたる生きづらさについてのトークイベントでのパネリスト経験もあり。
自身の1人ユニット「カウパー団」主宰。

大河 りりぃ
2009 年頃からSWASHの活動に参加。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を目指すこと。
2014 年 2 月に開催された 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、同 7 月に開催された国際エイズ会議にてトラン
スジェンダー・セックスワーカーについて発表を行う。

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。
1991 年からエイズのボランティア活動を始め、SWASH とのかかわりは厚労省
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。

水嶋 かおりん
1983年5月23日生まれ。10代よりセックスワークをはじめ風俗嬢兼風俗嬢講師、
メイクラブアドバイザーとして風俗をはじめ一般の方々への性に関する情報提
供を行う。2013年 11月11日、東京・歌舞伎町に「愛情工房☆性戯の味方☆」
無店舗型風俗独立開業。twitter@kaorinmizuhsima
facebook：kaorinmizuhsima   愛情工房☆性戯の味方☆

●web: http://swashweb.sakura.ne.jp/ ●twitter: @swash_jp 
●facebook: http://www.facebook.com/sexwork.swash

●Email: mail.swash@gmail.com

Others

スピーカー紹介（50音順）

【出演イベント名】
第120回エイズ＆ソサエティ研究会議フォーラム 
「ぼちぼちシスターズが語る関西のエイズ対策と
  おもろい仲間たち」

【スピーカー】ブブ・ラ・マドレーヌ、榎本てる子、大河りりぃ司会：東優子(大阪府立大学教授)
【日時】12月2日（火）17時～18時40分
【場所】国立病院機構大阪医療センター（大阪市中央区法円坂2-1-14）
【参加費】無料、申し込み不要 【お問い合わせ】 yz235887@za3.so-net.ne.jp 

SAVE US FROM
SAVIOURS


