


２０１７（第２４回）ＡＩＤＳ文化フォーラム ｉｎ 横浜 Page 2 

語

る 



1. プログラム一覧                            ・・・P 4 

2. 開会式  組織委員長あいさつ                                                 ・・・P 6                 

3. オープニング  リアルとであう                 ・・・P 6 

4. 発表プログラム                                   ・・・P 8 

5. 新聞記事             ・・・P27 

6. 展示プログラム                                              ・・・P28 

7. 交流プログラム                                           ・・・P33 

8. すきまミニ講座                                          ・・・P34 

9. イベントボランティア                                        ・・・P34 

10. 全体会・閉会式                                            ・・・P35 

11. フォーラム全体集計表                    ・・・P36 

12. AIDS文化フォーラム in 横浜 24回の歩み －開催概要と経緯－           ・・・P38 

13. 協賛・寄付             ・・・P40 

14. 協賛企業展示                      ・・・P40 

15. 2017AIDS文化フォーラム in 横浜を支えた人たち                                      ・・・P41 

16. 「AIDS文化フォーラム in 横浜」組織委員会規約                        ・・・P42 

17. 参加団体等名称・索引                                                                            ・・・P43 

● AIDS文化フォーラム in 横浜とは？ 
1994年、横浜で開催された国際エイズ会議をきっかけに、市民の手で市民のために始まったフォーラムです。HIV/AIDSに関する

様々な活動を行うＮＧＯ、ＮＰＯ、学生、ＰＷＡ／Ｈ、行政、個人が集まり、発表・展示・交流を行っています。たくさんの方々の温か

い想い・ご支援により、「手弁当」の市民フォーラムも今年で24年目を迎えました。 

● 「文化」の2文字 
なぜAIDS「文化」フォーラムなのか？それはフォーラムがHIV/AIDSを医療だけの問題としてとらえるのではなく、広く文化の問題

としてとらえることに重きを置いているからです。セクシャリティ、ジェンダー、セックス、若者、ドラッグ、学校、教育・・・私たちの生

活＝「文化」とHIV/AIDSは深く結びついているのです。 

● 報告書作成にあたって 
フォーラム3日間の熱気を伝えたい！そんな思いから、報告書には来場者の声や会場の様子を伝える写真をふんだんに取り入れ

ています。また、フォーラムでの出会いをきっかけに、それぞれの団体や個人がつながりを深め、活動が広がっていくという願いを

込めて各団体の連絡先を掲載していますので、活用して頂ければ幸いです。 
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24年前に第10回国際エイズ会議が横浜で開催されましたが、参加費が8万円で一般の人はほとんど参加できません

でした。そのため、AIDS文化フォーラムは、一般の人の啓発のために、市民団体が協力して始まりました。それ以来、

一人ひとりが手弁当で協力し、思いを寄せ合ってこのフォーラムが開催できています。それぞれの講座を主催している

方々が手弁当で講座を開催しています。また、そのほかの講座も様々な寄付をいただき成り立っています。行政など

からの予算があるわけではなく、市民団体による市民運動として行っているフォーラムです。また神奈川県の共催によ

り、市民による運動を神奈川県が支えてくださっていることに感謝いたします。このすべて手弁当で、ボランティアの

方々に支えられていることは、24回という長い間続いてきたひとつの原動力であると思います。 

24年間、文化の部分を大切にしてきました。24年前はAIDSという言葉だけでも差別や偏見

を生み出すような時代でした。それを受け止め、多様性を受け止めるような文化を創ってい

こうとこの活動は広がっていっています。この活動は京都へ広がり、その後陸前高田、佐賀

へと広がり、今年は名古屋へ広がろうとしています。当事者の方々は自分の地域でカミング

アウトしにくい状況がありますが、横浜の方が京都で自分をカミングアウトできたりすることが

あるようです。日常と違う場を与えられることで、自分の地域ではまだまだカミングアウトでき

ない人たちが、フォーラムが広がっていくことで、自分を表現することができるようになってき

ています。そのような場が広がっていることに感謝いたします。 

今年は「リアルとであう」というテーマです。いつもこのフォーラムは様々な当事者の方が参加

されます。このフォーラムは、その方々とともに「リアルとであう」ということを考えていく機会と

なります。リアルと出会いながら自分が変えられていく、他人事だったことが自分事に変えられるような機会がこのAIDS

文化フォーラムです。私は先日タイを訪れ、タイでAIDS孤児やHIVの影響を受けた子どもたちをケアする施設に入所し

ていた二人の子どもを訪ねました。一人目はご両親がHIVポジティブで、母子感染した子どもです。退所し、病院へ通

院する場面で出会いました。10年前、その子を出産したお母さんは希望が持てず、体調も悪く、子どもをセンターへ預

けました。今はAIDS関連の医療が整って、お母さんも元気に働くこともできるようになり、子どもは両親の元に帰ること

ができました。子どもも元気で明るく、笑顔いっぱいの姿を見せてくれました。10年間で医療は進歩し、すぐに亡くなる

病気ではなくなってきて、希望を持てる時代になってきています。二人目はミャンマーからの難民で、難民施設でお父

さんを亡くし、お母さん一人では育てることができず、センターへきて中学生まで育ちました。その子もお母さんのもと

に帰りましたが、お母さんが再婚して、新しいお父さんの子どもと6人で6帖の部屋で生活していました。難民であり、無

国籍であり、これから思春期を向かえ教育などの様々な困難が目に浮かびました。一緒にいた研究者が様々なNPO

やNGOとつないでいくことの話をしていました。このようにリアリティー、リアルと出会い、向き合い、声を聞くということ

が、代えがたい経験であり、私たちの生きる動機、原動力になるということを感じます。普段何気なく暮らしている私た

ちですけれども、このフォーラムの3日間でリアルと出会って、そして何を自分のものとして、他人事だったことを自分事

として変えられて、何ができるかということを考えるきっかけとなればと思います。リアルと出会い、そしてそこに向き合っ

て、何ができるかを考えるときとしていただきたいと思います。  

                                                       組織委員長 田口努 

開会式・組織委員長あいさつ 

リアルとであう   
 出演：下村健一 （白鷗大学客員教授/元TBS報道キャスター） 
    吉沢明歩 （タレント/現役セクシー女優） 
 司会：岩室紳也 （AIDS文化フォーラin横浜） 
 
内容：まず登壇したのは長年報道にたずさわり、リアルを伝える仕事をしてきた下村健一さんであった。 

下村健一さんは1995年に起きた地下鉄サリン事件の1年前に起きた松本サリン事件の時の報道を振り返り、普段

ニュースで報じられていることが世の中にはリアルに伝わりにくいが、この時はリアルに、とても身近に感じた結果被害

者の会社員を犯人であるかのような風潮に走ってしまった。報道の難しさと責任という重みとともにニュースというリアル

な出来事をどうやって世の中の人々にリアルに受け止めてもらえるか、苦労と工夫をしてきた経緯を語られた。 

続いて吉沢明歩さんが壇上に招かれ「AVは癒しだと思う。AVというファンタジーはリアルではないが、それを言ってし

まうと受け手の夢が壊れてしまう。AVは夢をみられること、夢がかなうことが魅力だと思う」と語った。 
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途中吉沢さんより、ポリネシアンセックスの紹介があり、岩室、下村両氏より「ポリネシアンAV（ずっと見つめるだけ！？）

を作ってみては？」との提案に会場が沸いた。 

その後三者からそれぞれの活動の視点からのリアルとヴァーチャルについて意見が飛び交ったが下村さんからキー

ワードとして「想像力」という言葉が提示された。「皆がもっているがスイッチが入っていない人がいる。そのスイッチをい

かにしていれるかが課題である」。 

岩室さんはHIVの診療をしている医師の立場から次のように語った。「例えば、月に一回の受診をする患者さんと自分

は15分の関わり。あとの時間その患者さんは他の人が支えている。その人の生活があって、そこにその人のリアルがあ

る」。 

吉沢さんは「AVでされていることがすべて当たり前だと思われることは女性としては本当は迷惑！？でもネタばらしは

夢を壊すのではと思うと難しい。」と言い、下村さんは「サンタクロースがいないと知って、クリスマスが楽しくなくなっただ

ろうか？人にはリアルを知っても夢みる能力がある。」「情報を個で受けとめて文化にしていくためには何を伝えるか、

誰が伝えるかが重要である」と話した。 

また岩室さんからは、近年子どもたちは唯一の答えを求める。失恋したらどうする？答えは決まってなどいない。人に

話すことが大切。話すことで癒される。いろいろな切り口があることを大切にしていこうと投げかけられた。 

熱いトークの最後は会場からの質問もあり「インターネット社会で情報を受け取る人は孤独。生身のコミュニケーション

の乏しい今、もっと想像力を掻き立てる題材を用意することが求められるのではないか」と結んだ。 

 

来場者感想： 

● 試行錯誤の連続だった20年以上前を思い感無量。国際エイズ会議参加の人たちが宿泊拒否に遭い、やむを得

ず市の青少年センターにお泊めしたのがつい昨日のことのように思い出された。（神奈川県 80代 保健医療福祉

関係） 

● 重いテーマで、全ての人々の合意形成は難しそうです。コミュニケーションは分かち合うことで五感すべてを使うこ

とです。（神奈川県 60代 その他） 

● 養護教諭になって30年。新人の頃、AIDSについての保健だよりを作成し、配布したところ、ある担任に破り捨てら

れたことがありました。悩みながら過ごしていた自分にこのAIDS文化フォーラムの開催が始まり、毎年のように参加

しています。一緒に成長してきたように感じ、心から感謝し、ずっと続いて行かれることを望んでいます。（50代 教

育関係） 

● 下村さんのトークがとても上手でした。スパッとした質問が心地よかったです。（神奈川県 40代 教育関係） 

● 思った以上に楽しい、有意義な話でした。3人の話しぶり、お人柄が素晴らしいなと思いました。（神奈川県 ４０代

保健医療福祉関係） 

● 女性目線ではあまり気分の良くない場面があった。震災やニュースについては新しい視点を持てた。他人ごとを

自分ごとにするためには経験しかない、の繰り返し？（神奈川県 20代 学生） 

● テーマが「リアルとであう」ってことで、そのような仕事に関わる人が来てその方の話を聞いていて、女性の気持ち

をオープンに言ってくれているため、とても共感できるところがありました。（神奈川県 10代 学生） 

● 中学校で養護教諭をしています。性教育と教育相談に力を入れています。「セックス」「コンドーム」と、言葉もつか

えない教育現場。“リアル”とかけ離れた政府。何とかしたい問題です。（埼玉県 40代 教育関係） 

● AVについてあまり知らなかったですが、AVの抱える問題を知ることができました。また、報道のジレンマなども知る

ことができてよかったです。（神奈川県 20代 学生） 

● やっと今年参加できました。Key wordとなる言葉をたくさんいただいたような気がします。特に吉沢さんからのお話

は、講演会などでは聞くことができない素直なお話が聞けてとてもよかったです。（神奈川県 30代 教育関係） 
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発表プログラム 

AVはリアルかファンタジーか 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
出演：吉沢明歩（タレント/現役セクシー女優）松本俊彦（精神科医）今井伸（泌尿器科医） 

  古川潤哉（僧侶）岩室紳也（HIV/AIDS診療医） 

 

内容：現役のAV女優の吉沢明歩さんを囲んで、

彼女のファンを自認する4人の男たちが本音で

自分たちの性、性欲とどう向き合ってきたのかを

語りあいました。 

 

来場者感想： 

● 女性がAV女優さんを応援する、エールを送

る＝人間性に惹かれる＝憧れかも！？なれないケド、あーゆーのステキだなと。“象徴”かな。美しく、凛として、自

分のコトバを持っている方なので。他の男性陣のぬぎっぷりもカッコよかったです。専門性と人としての営みの“は

しわたし”感がありました。（神奈川県 40代 保健医療福祉関係） 

● 人間的な切り口の話で、非常に面白く感じました。（神奈川県 40代 その他） 

● 「教育」という言葉が幾度も出てきていて「こだわり」も含めて考えていきたいと思った。（神奈川県 60代 宗教関係） 

● 心のパンツを脱げる仲間づくりがとても大切だというメッセージがグッときました。わきあいあいとしたトークがまるで

修学旅行の夜のおしゃべりや仲間との飲み会のようにも見え、社会で生きる人たちが、こんな風につながっていけ

ると、生きやすい世の中になるのかなあと思いました。（神奈川県 30代 教育関係） 

● 「自分で顔射してみたら」という指摘はすごくいい！（神奈川県 30代 その他） 

“リアル?”“ヴァーチャル?”若者を取り巻くコミュニケーションを語る 
その性情報、ホント？「リアルと出会う」ための《４つのギモン》 
主催：下村健一 （白鷗大学客員教授/元TBS報道キャスター）   
 

内容：性情報は水面下に隠れやすいだけに、情報が伝わる現場に立ち会って「その受け止め方、違うよ！」と助言する

ことが困難です。それゆえに、AIDSを巡る一面的情報、誤解やデマなどに左右される若者は、未だに後を絶ちませ

ん。夜中に1人こっそりネット画面で情報収集をしている時にも、自力でしっかり見極めが出来るよう、基礎的なメディア

リテラシー能力を《自分のもの》にしておくことが、とても重要です。 

…というわけで、このパートでは敢えて性情報に限定せず、一般的なメディアリテラシー授業を、下村が各地の小中高

大学で実践している形のままで再現しました。 

ポイントは、情報に踊らされないための《４つのギモン》。①「まだ分からないよね？」＝新しい話を聞いた時、すぐ決め

つけない。結論を急がず、もう少し調べよう。②「事実かな？意見・印象かな？」＝情報発信者は、事実と自分の意見・

印象を混ぜて話しがち。嗅ぎ分けよう。③「他の見え方もないかな？」＝立場・重心・順序などを変えると、同じ情報が

姿を変える。偏らず、色々な角度から見てみよう。④「隠れてるものは無いかな？」＝情報は常に、スポットライト。その

周囲の暗がりにも視野を拡げよう。 

講座に参加できなかった方、ぜひ私の著書『10代からの情報キャッチボール入門』（岩波書店）をお読み下さい！  

 

来場者感想： 

● 初めて本物の情報リテラシー教育を受けたように感じてうれしかった。感

性を刺激され、また具体的な方法論まで下村さんの経験にもとづいた説

得力のある、かつ、あたたかみのあるメッセージが伝わった。栄養たっぷ

りのおいしいご飯をよくかんで食べたようなイメージ。（40代 教育関係） 

 

連絡先：URL:http://shimomuraken1.com/contact.html 
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エイズ教育の検証と課題－知識・理解から行動選択・変容へ－ 
主催：神奈川県保健福祉局健康危機管理課 
講師：安藤晴敏(神奈川県立総合教育センター教育事業部教育人材育成課) 
 
内容：神奈川県のHIV感染者・AIDS患者の報告者数等のデータやAIDS教育の概要にふれながら、「最良のワクチン

は教育である」との考えのもと、現在の学校教育の状況や課題について発表した。 

健康教育、感染症予防教育を通して「他人事」から自分の事として捉えられるように意識改革をしていくことが重要であ

る。また、知識を理解し習得するだけでなく、それをどのように行動選択に生かしていくかを考える必要がある。 

 

来場者感想： 

● 教育現場に持ち帰れるものもありとても役立ちました。（神奈川県 50代 教育関係） 

● 日本の教育現場への熱いメッセージが感じられた。性教育の基本として異性との関係を柱にするだけでなく多様

な性の視点を入れるべきだと思います。（京都府 60代 教育関係） 

● 性教育はみんな知っているけれど、他人事になってしまっているなと改めて思いました。大人が教えていかなけれ

ばならないのに。（東京都 20代 学生） 

● コンドームの必要性を教科書に載せたらダメだとか、大人が制限をかけてしまう。もっと性が恥ずかしいものではな

く、生きるうえで、知らなければならない当たり前のこととみんな受け取れる世の中になればいいなと思っていま

す。（東京都 20代 学生） 

● 先生の人生の大きさ、重さ、深さを感じる一言一言でした。

（東京都 40代 教育関係） 

 

連絡先：神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課 

感染症対策グループ 

〒231-8588横浜市中区日本大通１ TEL：045-210-4793 

人はなぜ薬物依存症になるのか ～痛み、コントロール、そしてHIV～ 
主催：松本俊彦（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部長） 
 
内容：薬物依存だけではなく、幅広く若者たちをむしばむ病理と向き合う精神科医。

現代社会の病理をどう考え、どう対処すればいいかを考えました。  

依存者支援の基本（よくわかるSMARPPより） 

 ★失敗したことが正直に言える場所 

 ★当事者、援助者同士の「つなぎ」の促進 

 ★薬物使用発覚は治療を深める絶好の機会 

 ★苦痛を緩和するための依存症 

 ★依存者に見られる援助希求性の乏しさ 

 ★援助者は当事者に学ぶ姿勢を 

人と人がつながれる社会をつくることが、様々な依存を減らすことにつながります。 

 

来場者感想： 

● 薬物依存が健康問題としてとらえている。回復プログラムは大事。孤立化させない。「やっ

た」と言える居場所が大事（神奈川県 50代 教育関係） 

● 考え方が大幅に変わりました。将来精神科ナースを目指す者として勉強になりました。 

（東京都 20代 学生） 

● 薬物乱用防止教育は「安心して人に依存できる」子どもを育てることが必要なのだと思い

ました。（神奈川県 40代 教育関係） 

 

連絡先：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 

〒187-8553 東京都小平市小川東町4-1-1 TEL:042-341-2711 FAX:042-346-1944  
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HIV陽性者から見たエイズ問題の“いま”  
主催：神奈川県保健福祉局健康危機管理課 
講師：高久陽介（特定非営利活動法人日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス代表理事） 
 
内容：HIV陽性者を取り巻く環境においては様々な課題がある。例えば、HIV陽性であ

ることに関して、診療を拒否されるという医療機関受診時の課題、うつや不安障害など

のメンタルヘルスの課題、就労・就学現場での差別的取り扱い等。当事者だからこそ見

えてくる現状と課題をアンケート結果などのデータを交えながら紹介した。また、HIV陽

性者としての今までの生活や経験などについて、実体験を踏まえて、トーク形式でお伝

えした。 

 

来場者感想： 

● HIV陽性者の生の声、本音の部分は学びになった。（神奈川県 50代 保健医療福

祉関係） 

● はじめてポジティブの方のトークセッションを聞きました。日常会話のようなやりとりで、検査した時やHIVだとわ

かってからのメンタル等わかりやすく聞かせていただきました。（岩手県 30代 保健医療福祉関係） 

● HIVについて知識が十分にあっても、心理的な理由などから予防行動につながらないことも多いことがわかった。

HIVに対する差別や不安感を軽減させるためには、単に知識を伝えるだけではなく、今日のように、HIV陽性者と

の交流やコミュニケーションが有効であると感じた。（神奈川県 20代 学生） 

● 医療機関の話は、今までに聞くことができない内容でした。医療者によっても理解度が低くきちんと対応してもらえ

ないケースがあることはびっくりしました。若い年代から正しく理解していくことが必要なのかなと改めて思いまし

た。（神奈川県 30代 教育関係） 

 

連絡先：神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課感染症対策グループ 

〒231-8588 横浜市中区日本大通１ TEL：045-210-4793 

腹話術による教育プログラム 
ーリンパマッサージと腹話術による教育プログラムー 
主催：JOINT HEART＆ATAC 
（畠山雅行・中井幸永・人形の「ちえちゃん」・後藤千寿子） 
思いのまま感じたことを伝えるために腹話術を用いたコミュニケーション方法を分かりやすく広める活動を行っていま

す。免疫力を高めるためにリンパマッサージを行っています。 

 

内容： 

リンパマッサージ  

マッサージを始める前に、効果を高める方法・副交感神経優位正しいやり

方・最初に鎖骨のリンパから・ペアで実施体験 

腹話術１．発声練習２．人間と術者の発声練習３．人形の動かし方や姿勢

４．台本で練習５．自己紹介ネタで台本作り ６．自分の台本で発表 

[まとめ]  HEALTHY  HAPPY  FORUM 

みんなで腹話術とリンパマッサージにチャレンジ！！  

[評価] ①質問回答・事後アンケート：総計４名回収。生徒・学生・教育関係・医療福祉関係が参加。 

 

来場者感想： 

● 腹話術で台本作りまでするとは思いませんでした！面白い経験でした。相手に合わせて対応を変える腹話術とい

うのは目からうろこでした。（東京都 50代 学生） 

 

連絡先：代表者 畠山雅行 FAX：0743-78-9841 E-mail:m-hatake@m4.kcn.ne.jp 
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現役AV男優が語る『性感染症と幸せなセックス』 
主催：現役AV男優有志の会 
共演：岩室紳也（コンドームの達人） 
 
内容：AIDS文化フォーラムin横浜には今回で3回目の参加になりました。会場には多くの方が見にこられ教室に入れな

い方も出るほどでした。今年の講演ではコンドームの達人と言われる岩室紳也先生とコラボいたしました。AV男優とお

医者様。とても面白く、日本人のほとんどが包茎である。包茎はコンドームが破れにくい。デリケートゾーンの洗い方。

性感染の予防法など…。私たちにとっても為になる話でした。 

 

来場者感想： 

● AV業界の見方が変わりました。知識もたくさん得られ、おもしろトークもあり、とても有意義な時間でした。（埼玉県 

30代 教育関係） 

● 普通の人より男優さん、女優さ

んの方が感染症について勉強

していたり、検査をしていたりと

気をつかっているのがわかりま

した。仕事にするからこそ気を

付けなければならないというお

話を聞かせていただけて良

かったです。（神奈川県 10代 

学生） 

  

連絡先：（担当）吉村卓  株式会社YOSHIMURA  〒104-0061東京都中央区銀座7-13-6サガミビル2階 

TEL:090-8724-4779   E-mail:info@yoshimura-taku.com  URL:http://www.yoshimura-taku.com 

人の心を動かすメッセージの伝え方察力  
主催：精華学園高等学校町田校校舎長/心理カウンセラー椎名雄一  
 

内容：メッセージの伝え方の講義を行いましたが、参加されている方の多くがメッセージの伝え方について深く考えた

ことがない様子でした。実際にプレゼンテーションを工夫したり、発声、立ち居振る舞いなどを工夫している人たちを例

に挙げながら、「相手を大事に思う気持ちをどうやって伝えるか？」を共に考えました。最後に、「ミスコミュニケーション

は伝え手側の問題である」と締めくくると多くの方が『今までただ「相手の理解力のせい」「相手が悪い」と思っていた価

値観が変わりました』と普段のコミュニケーションを変えてみようという気持ちになってもらえたようでした。 

 

来場者感想： 

● 心に響きました。本当にあっという間の２時間でした。性＝生きていくこと、なのだなーと改めて感じ、みーんなに

知ってもらいたい！幸せになってもらいた！もちろん自分も！と強く思いました。様々な角度からの話題、お葬式

のお話しまで伺えて、心から満喫いたしました。無

料で参加させていただけるなんて… 本当に信じら

れません。心よりありがとうございました。（東京都40

代 教育関係） 

● 人の前で話すのが苦手なので、意識して工夫する

点を考えていきたいと思えて、良かった。（神奈川

県 50代 教育関係） 
 
連絡先：精華学園高等学校 町田校 

〒194-0013  町田市原町田4-1-10(4F)    

TEL:042-739-7140 URL:http://seika-machida.jp    

E-mail:info@seika-machida.jp 
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リアルに学ぶコミュニケーション  
主催：ネットスター株式会社 宮崎豊久  ヘルスプロモーション推進センター 岩室紳也 
 

内容：リアルに学ぶコミュニケーション。このタイトルからみなさんど

のようなことを思い浮かべたでしょうか？気持ちを伝えるのが苦手

で関係性を作るのにいつも失敗し、居場所を失っていた当事者か

らの発言こそがリアルだと考え、このセミナーを開催しました。 

コミュニケーションは気持ちを分かち合い共有すること。これは単

にスキルやテクニックだけでは表わせません。良くも悪くも集団性を大切にしてきた日本ではありますが、「普通」という

概念が定着してしまいました。出る杭は打たれるといいますが、少し出てもだめだし、決められたルールになじめなけ

れば生きづらさを感じます。 

JKビジネスが社会の受け皿になっている現象に驚く方もいらっしゃると思いますが、居場所が少なくなっている一つの

現象であります。新しい視点という感想が多かったですがこの問題、実は過去からずっと続く課題です。 

新しくでる現象に目が行ってしまい、いつの時代も発生している現象に目が向きそれを対処している。だからこそ、置

き去りにされた視点が新しく感じるのかもしれません。社会は誰かが変えるものではありません。ひとりひとりが、できる

ことを、できる時に。この気持ちの変化だけでも、救われる人が増え、過ごしやすい世の中になると考えています。 

 

来場者感想： 

● 性もネットも根本の課題は同じだと再認識しました（神奈川県 40代 保健医療福祉関係） 

● 岩室先生の学校での講演から感じたコミュニケーションとは何かという視点、宮崎さんが紹介してくれた海外メディ

アを通じてのJKビジネスの実情が興味深かった。（東京都 30代 会社員） 

 

連絡先：ネットスター株式会社 〒108-0071 東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル7F 

岩室紳也 紳也’s HP: URL:http://iwamuro.jp/ （メール、講演申し込みはHPからお願いします） 

あなたは本当に知っている！？～HIV感染妊娠と性感染症のこと～ 
主催：厚労科研HIV感染妊娠に関する国民への啓発と研究班（塚原班） 
 

内容：研究班の全国調査よりHIV感染妊娠の現状報告とともに、性感染症についての情報提供、治療や予防につい

て説明を行った。写真や最新のデータを多用したため、参加者も興味を持って頂いたようであった。 

30名定員の会場は満員御礼となり、大変たくさんの方にご参加頂いた。アン

ケートの結果、参加者の7割は医療系の学生や、保健医療福祉関係の仕事をさ

れている方であったが、感想の中には、「HIVについて知識がなかったので、自

分に関係ないと思わないようにしたい」「わかりやすく、学びになった」といった意

見が多く、医療関係者にもHIVや性感染症について、最新の情報は伝わりにく

いことを感じた。参加者のうち、その他3割は、教育関連、NPO/NGOの方が多く

を占めていた。フォーラムの参加者は、HIV/AIDSに関心のある方が多く、関心

を持っていないと、情報へアクセスすることは難しいのかもしれない。しかし、教

育関連の方に多く参加頂いたことで、最新の知識が教育の現場で普及されるこ

とや、参加者が友人や知人に情報を伝達することで、幅広い年代の人に情報が

行き渡ることを期待したい。 

 

来場者感想： 

● HIVに関して知識があまりなかったので、自分に関係がないと思わないように気を付けようと思える講義でした。

（神奈川県 20代 教育関係） 

● 性感染症の予防・検査の大切さ、病気の怖さを分かりやすく知ることができて良かったです。（10代 学生） 

  

連絡先：鈴木ひとみ 〒162-8655 新宿区戸山1-21-1 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 ACC

ケア支援室 TEL：03-3202-7181（内線5672） E-mail:hshioda@acc.ncgm.go.jp 
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これってリアル？感染症にまつわる都市伝説！ 
主催：山田雅子 
 

内容：都市伝説…まことしやかに言い伝えられているお話のことです。HIV/AIDSに

ついてもリアルに存在した話なのでは？と思わせるような話が言い伝えられていた

りします。今回は「これってリアル？」として感染症をめぐるいくつかの話題を紹介

し、正確な情報とともに、間違えた情報と本当に信じてほしいことを説明しました。 

また前日に講座のあった下村健一さんに倣い（ご本人承諾の下）、感染症に関す

る情報に惑わされず、不要に恐れず、かつあなどらず、上手に対処できるためのポ

イントを紹介しました。 

 

来場者感想 

● 感染症について都市伝説や、ノロウイルスの研究なども具体的に示しながら話をしていてわかりやすく勉強になり

ました。（岩手県 20代 保健医療福祉関係） 

● 情報を発信する側にいる仕事をしているので今日の話を忘れずにいきたいです。（神奈川県 30代 保健医療福

祉関係） 

 

連絡先：山田雅子（早稲田速記医療福祉専門学校 看護科） 〒171-8543 東京都豊島区高田3－11－17 

TEL:03-3200-8080 E-mail:yamada@kawaguchi-g.ac.jp  

神様がくれたHIV 
主催：北山翔子 
 
内容：アフリカでボランティアをしていた時に受けた抗体検査でにHIVが陽性と判明。その後、ど

のように現実を受け止め、生きてきたのかということをお話しました。毎年、同じ内容のお話をして

いますが、今年は参加者に看護学生など若い世代の人が多く見受けられました。聞かれた方が、

そのままの感性で何かを感じ、これから生きていく上で何らかのヒントになればと思っています。 

 

来場者感想： 

● HIVに感染したことを「神様がくれた」と受け止めることができるようになるまでには、本当に長い時間がかかったと

思います。病気のことだけでなく人生そのものについても考えさせられる内容でした。（10代 学生） 

● 保健師であり、たくさん勉強してきた方なのに、病気になったことの受容と共存していく過程は、ひとりの若い女性

らしく感情的で、周りに支えられて、多くを感じとられてきたというお話を伺い、親近感を持ちました。（神奈川県 40

代 学生） 

 

連絡先：北山翔子の講演申し込みは紳也’s HP：URL:http://iwamuro.jp/ からお願いします。 
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宗教とエイズ Part 12 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
出演：堀江有里（なか伝道所牧師）イグナシオ・マルティネス（カトリック教会司祭） 
古川潤哉（浄土真宗本願寺派浄誓寺僧侶）岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター代表） 
 

内容：12回目を迎えた横浜での「宗教と

エイズ」。普段考えない、宗教や信仰に

おけるものの見方、考え方を通して、エ

イズやセクシュアリティを考える時間とし

て定着した。宗教者とは何する人か？の

話から、性、セクシュアリティや病気のこ

と、信仰とは何か？神仏と私との関係、

つながることの大事さと難しさ、日本人の宗教性、各宗の歴史的背景から今の課題など、本当に多岐にわたる話題で

盛り上がった。堀江牧師には、信仰やジェンダーについての理解の仕方など社会学者の立場からもお話いただいた。

メキシコ生まれのイグナシオ神父は、「宗教とエイズ」の中では初めて明確にコンドームを否定（快楽を求めるために行

うセックスに於いて、男性が保身のために自己中心的に用いるものという文脈の中に於いて）。地域や時代と文化背景

は教義と切り離すことは難しい中で、現代では同性愛者の存在自体は認めた上で、リアルな出会いを通して考えて行

く必要があるとの意見。そこから展開して愛と愛欲の話など、それぞれの立場からの意見が聞けた。宗教とは何かは、

許可したり否定したりするものでは無く、それぞれの生き方を問うものと示しつつ、集うことはウザいと分かりながらも、教

会やお寺に集うことでつながる意味を考えることもできた。 

今回は特に幅広く、裏表含めて深く信仰や聖典解釈の話が飛び出し、今後の展開にも期待できるものとなった。 

 

来場者感想： 

● 宗教のそれぞれの考え方が聞けてためになった／いろいろな考え方に触れることができたなど（複数） 

● これからもAIDS文化フォーラムがつながり、集まる場として続いて欲しい（岩手県 20代 保健福祉医療） 

● 充実していた。宗教と信仰の違い、自業自得の使い方など、言葉と意味と使い方について考えさせられた。（神奈

川県 50代 会社員） 

● もっと悩んでいること、今後のAIDSに対しての深い話が聞きたかった。（神奈川県 50代） 

● 宗教によって性の考え方が違うということがよく分かった。（神奈川県 30代 その他） 

● 様々な角度から深く広くいのちの問題を考えることができた。（複数） 

● 「宗教とエイズ」だけを切り取った企画をしても素晴らしい。（神奈川県 60代 NPO） 

● LGBTやAIDSのことをもっと聞きたかった。（複数） 

ぼくがゲイの牧師で良かったこと 
主催：平良愛香（たいらあいか）日本基督教団牧師 
同性愛者であることを公言 カトリックエイズデスクメンバー 

 
内容：同性愛に対して否定的（であることが多い）キリスト教の中にあって、クリスチャンでありつつ同性愛者であるがた

めに経験したしんどさや、そこで出会った人間、そして性の豊かさについて語りました。HIV・エイズに関しての話は今

回は十分な時間を取ることができませんでしたが、「性的な事柄としてタブー視されやすい」「当事者が近くにいるのに

気付いてもらえないために、偏見・差別がなかなか減らない」とい

う現状が、LGBTセクシュアル・マイノリティ問題と見事に重なる、

という点で共有できたのではないかと思います。  

 

来場者感想： 

● 参加したのは興味があったからですが、話を聞いて興味の

ままで終わらせないためにはどうしたら良いのかを考えて実

践していきたいと思った。（神奈川県 30代 学生） 

 

連絡先：平良愛香 〒252-0314相模原市南区南台6-4-2 三・一教会 URL:http://trinity.c.ooco.jp 
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美点を見抜く「技」ではない傾聴 
主催：(一社)日本心理療法協会 代表理事 椎名雄一 
 
内容：会場では、参加者が一体となって盛り上がりました。盛り上がりすぎて隣の部屋からクレームがきてしまいました

が、参加された方の満足度は高かったのではないかと思います。テーマは「話の聞き方」でしたが、ただの傾聴のテク

ニックを超えた人と人との関わり方に、会場にいる人の心が繋がった感覚を覚えました。今の社会は「システム」「技術」

「ルール」ばかりで本当に人の心を大事にしようとしている人が残念ながら減っています。今回の参加者がそんな現状

に一石を投じて欲しいなと思いました。 

 

来場者感想： 

● 視点が変わった気がします。広い目、背

景、大きな心が必要なのかな。（東京都 50

代 その他） 

● 傾聴のスキルから、人のあり方、見えづらい

ところに意識を向けるところまで、幅広く伝

えていただきうれしいです。あり方や見づら

いところまでを探求していきたいと思いまし

た。（東京都 20代 教育関係） 

 

連絡先：一般社団法人日本心理療法協会  

〒194-0013  町田市原町田4-1-10(4F)    

URL:http://www.j-mental.org/ 

E-mail:info@j-mental.org 

HIV感染から数十年 癌の告知と治療の今 
主催：洪久夫（ほん ひさお）HIVポジティブの語り部 
   古川潤哉（ふるかわ じゅんや） 浄土真宗本願寺派僧侶 
 

内容：HIV感染を公表し、当フォーラムをはじめ、各地で講演活動などを行っている洪久雄さ

ん。生い立ちから感染、そして、ガンの告知を受け、治療中の今についてインタビュー形式で

語って頂きました。幼少期から幾多の困難を乗り越え…しかもその多くは不可抗力であり、本

来、涙無しには聴けない話を、洪さんのキャラクターで聴く者の生きる力へと変えてしまう不思

議な会となりました。HIV感染の告知の際にはあまり感じなかったのに、ガンの告知では「死ぬ

こと」の怖さを感じているというお話、HIVを持つ者としてのガン治療の難しさなど、リアルな話も貴重でした。 

 

来場者感想： 

● フォーラム出演のために命を削るっている洪さんに敬服。応援します。（福岡県 50代 会社員） 

● 洪さん、素晴らしい！（神奈川県 50代 NPO） 

● 元気でいつも通りの洪さんに安心。古川さんナイスインタビュー。 

● いろんな出会いやイベント（旅行など）を活用して元気をキープする洪さんのライフスタイルに共感した。（東京都 

50代 その他） 

● 健康のために生きるのでは無く、生きるための健康なのだと考えた。 

● かなり大変な人生を歩まれているのに悲惨さを感じさせず、むしろ勇気を与えてくれる洪さんの生命力にいつも驚

かされる（東京都 30代 会社員） 
 

連絡先：古川潤哉 

E-mail:junya@joseiji.org     

URL:http://furujun.info  
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薬害エイズ被害者の生活の変遷 
主催：薬害エイズを考える山の手の会  
今年で薬害エイズ訴訟の和解から２１年、薬害エイズを考える山の手の会は和解の年から始めましたので今年で２１年

になります。薬害エイズが風化していく中で薬害問題は薬害ヤコブ、薬害肝炎、薬害イレッサと繰り返されてきました。

薬害エイズを考える山の手の会では薬害エイズ被害者本人を中心に生の声を聞きながら、参加者と分かち合い、それ

ぞれの気付きを大切にしています。  

 

内容：薬害エイズ裁判の和解から21年。HIVエイズの治療の変遷を当事者から聞きました。 

薬害エイズ被害者本人に、最初の頃のHIVエイズ治療から裁判和解で国がHIVエイズ治療開発に力を入れ、治療方

法や治療薬が変わったことを話してもらいました。最初の頃の薬は飲んでも吐き出してしまうほど激しい薬でしたが、現

在は１日１回の服用で副作用もなく改善されたということです。まだ、昔の薬や治療のイメージがあり、治療が改善した

ことを知ってほしいとのことでした。 

 

来場者感想： 

● 薬を飲むことの大変さ、主治医との関係の難しさ、治療がうまくいっていない頃の患者の気持ちの大変さを知りま

した。（東京都 60代 その他） 

● 薬害エイズについて一歩知識が深まりました。（神奈川県 70代 保健医療福祉関係） 

● 参加者の皆さんのそれぞれの思いやお話しが聞けて、とても良い講座でした。（東京都 50代 その他） 

● 時間がたてば変わると言っていましたが、差別に関してもあまり何も変わっていないように感じます。（千葉県 40代 

その他） 

 

連絡先：薬害エイズを考える山の手の会・ 江川守利 〒123-0865  東京都足立区新田3-17-2-105 

TEL＆FAX:03-⑥676-2181 egawa.moritoshi@topaz.plala.or.jp 

タイで出会った子どもたちとHIV/AIDS、人身取引 
主催：横浜YMCA 
協力：法政大学女子高等学校タイスタディツアー参加者のみなさん 
世界119の国と地域に広がるＹＭＣＡは、平和で差別や貧困のない世界を目指して活動しています。横浜YMCAは

1994年よりタイ・バンコクYMCAと協働し児童保護プロジェクトを進めています。 
 

内容： 2017年7月、バンコクＹＭ

ＣＡの児童保護シェルターＹＭ

ＣＡパヤオセンターを訪問した

法政大学女子高等学校のみな

さんのご協力で、ツアー報告と、

人身売買の予防活動や、HIV/

AIDSの予防普及啓発活動を

行っているパヤオセンターの活

動を紹介しました。その後、人身売買の被害にあった女性のエピソードを紹介し、人身売買の恐ろしさと日本との関

連、根深い課題を知っていただきました。また、最後にグループに分かれ、人身取引のロールプレイを行うワークショッ

プを行いました。ワークショップでは、複雑に絡み合っている人身取引の課題を知っていただくことができました。 

 

来場者感想： 

● 6人の学生からの発表を聞き、ワークショップで実際に体験し、現実を知ることができ、共感することができた。

（神奈川県 20代 学生） 

 

連絡先：横浜ＹＭＣＡ 総主事室 国際・地域事業 〒231-8458 横浜市中区常盤町1-7  

TEL：045-662-3721 FAX：045-651-0169  

E-mail:kokusai@yokohamaymca.org URL:http://www.yokohamaymca.org/ 



リアルとであう Page 17 

インターネットトラブルを防ぐ教育を教える 
主催：ネットスター株式会社 インターネットポリシースペシャリスト 宮崎豊久 
現職のネットスター株式会社では、インターネットポリシースペシャリストとして行政や教育関係機関などと協力し、イン

ターネット時代の青少年問題課題解決の調査・研究や、IT時代の子育て支援活動を各地で実施しています。 

 
内容：子どもにインターネット（スマホなど）を初めて使わせる保護者は、フィルタリングの

活用方法、リスクを考えるポイントとして定着してきました。しかし、学校などでは依然とし

てネットを使ったトラブルが起きており、フィルタリング未装着や、ネットを使わせる知識

のなさだけが原因なのかといった疑問（もやもや感、すっきりしない感）が聞かれるように

なりました。思春期の子ども達は仲間と関係性をつくる楽しさの半面、その難しさも大き

な悩みの一つです。スマホが使えないとコミュニケーション手段が奪われる危機感が募

ります。つまり、いかに情報リテラシーに加えて社会性をつける教育を連携させるかが必

要なのです。ネットを子どもに使わせなければいい、ネットの使い方を教えれば良いだ

け、あなたの言っていることは難しいと、言われ続けてきました。アプローチの視点は他の情報モラル教育と異なります

が、根柢のリスクに目を向けることでネット問題にも発展しにくくなるといった想像がつきにくいのが、難しいと言われる

原因かもしれません。ただ、本当に難しいのは自分の考えを変えることだということがわかりました。なぜなら、変えない

方が楽だからです。発生している問題の対策に何となく違和感を持ったら、リスクの視点を変えることで、発生している

現象に複雑さを感じず、シンプルに物事を考えることができるようになります。 

 

来場者感想： 

● 肯定感と有用感、ほめると認める。違いは少しかもしれないけど、少しのことを意識すること、し続けることで結果は

大きく違ってくるのだと思います。「時は一人で、ある時は誰かと、ある時はみんなで答えのない問いの追及し、楽

しめあえる？」がコミュニケーションを育てるのだというのが、今日の私の結論です。（滋賀県 50代 教育関係） 

● 日々の積み重ねが本当に大切だと思います。特効薬はありません。ホッとできる関係づくりは人間同士でしかでき

ないと思うので、全ての仕事がロボットに変わってしまっては困りますね。（岩手県 30代 保健医療福祉関係） 

 

連絡先：ネットスター株式会社 〒108-0071 東京都港区白金台3-2-10 白金台ビル7F 

本音で語る家探し ～虹色の町を創ろう！～  
主催：特定非営利活動法人 かながわ外国人すまいサポートセンター 
神奈川県内の外国籍住民の住まいや生活

などに関する相談を受けているNPOです。さ

まざまな視点から多文化共生を考えたいと

の思いから2015年度からＡＩＤＳ文化フォー

ラムに参加しています。 

 

内容：日本での家探しについて、家を借りたい外国人、家を紹介する不動産店、居住支援制度を担当する行政窓口、

それぞれの立場から経験談や生の声を聞きました。日本に住むすべての人が住みやすい町を創るために何が問題な

のか、問題を解決するために大切なのは？ 家探しを切り口に共に語り合えたいい機会でした  

 

来場者感想： 

● 「住まい」をコンセプトに活動している団体の活動から「リアル」と出会えた。それぞれの立場のお話はとても良かっ

た（初めて知ったことが多かった）。質問できる時間があるともっと良かったです。ワークショップではいろいろと考

える機会になりました。（神奈川県 50代 NPO/NGO） 

● 本日参加して、自分が日本に来たばかりのころの経験をいろいろ思い出しました。やっぱりこれから部屋探しをす

る後輩たちには、すまいサポートセンターと連携していろいろサポートができるかと感じています。（神奈川県 20

代） 

 

連絡先：特定非営利活動法人かながわ外国人すまいサポートセンター 〒231-8458 横浜市中区常盤町1-7 横浜

YMCA2階 TEL：045-228-1752  FAX：045-228-1768 E-mail:sumai.sc@sumasen.com 
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三ツ矢雄二×コンドームの達人のトーク 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
出演：三ツ矢雄二（声優）柳秀高（東海大学医学部付属病院総合内科） 
   岩室紳也（AIDS文化フォーラム in 横浜） 
 

内容：自らがゲイであることをカミングアウトしている声優の三ツ矢雄二さん

が「男女」と呼ばれたこと、初恋など、自らの経験を含めセクシュアリティや

HIV/AIDSとの関わりについて語ってくださいました。柳先生はHIV/AIDSの

基礎、早期発見、早期治療、規則正しい服薬等の重要性について最新情

報をもとにわかりやすく説明してくださいました。 

 

来場者感想： 

● 三ツ矢さんの成長過程の中での経験談を聞かせていただき、今までよりもさらにファンになりま

した。また、ゲイの中も人それぞれで十人十色であることもわかりました。（佐賀県 50代 保健医

療福祉関係） 

● 三ツ矢さんのLGBTの説明がわかりやすかった。（神奈川県 30代 教育関係） 

● 三ツ矢さんの幸せのどんぶりの話、ためになりました。（神奈川県 30代 保健医療福祉関係） 

● 三ツ矢さん、TVで見ているイメージと全然違って？本当にまじめな方なんだなと思いました。

（埼玉県 30代 NPO） 

● 三ツ矢さんありがとう。これこそ「文化」フォーラムだ。表現者だからこそ伝わってきます。（大阪府 40代 その他） 

● 東海大のDr.も答えにくい質問に答えていて、いい先生だなと思いました。（神奈川県 50代 保健医療福祉関係） 

● 大学でLGBTについて卒研をやっていく予定なので、今回の講演を聞くことができて本当に嬉しかったです。「リア

ル」をありがとうございました。（埼玉県 20代 学生） 

● 思っていたより突っ込んだところまで話してくださり、飽きずに聞くことができた。（大阪府 20代 教育関係） 

HIV対策の昔と今 
主催：認定特定非営利活動法人SHIP 
性的マイノリティのコミュニティスペースの運営と、HIV検査、学校向け研修を実施しています。 

出演：市川誠一、木村博和 
 

内容：当団体は2002年にゲイ・バイセクシュアル男性向けの予防啓発活動を始めて今年で15年を迎えます。また、性

的マイノリティのためのコミュニティスペースの開設から10年目を迎えます。 

今回は厚生労働省の研究班で長年MSMの予防啓発で取り組んでこられた市川誠一先生と、行政の立場でHIV対策

に関わってきました神奈川県の中澤よう子先生、横浜市の木村博和先生をお招きして、過去30年のＨＩＶ対策（予防と

検査）について振り返り、今後のあり方について振り返りを行

いました。 

 

来場者感想： 

● 非常に良い講演で、MSMを巡る状況の過去と現状を詳し

く学ぶことができました。（東京都 20代 学生） 

● HIV感染者にMSMが多いのは知らなかった。その方たち

との取り組みも色々な団体が行っていることを知れた。他

にもいろいろ知りたくなりました。（神奈川県 10代 学生） 

● エイズ問題を知ることで日本社会のことが見えてきた。 

● 厚労省研究班の内容も聞けて大変勉強になった。 

 

連絡先：認定特定非営利活動法人SHIP 〒221-0834 横浜市神奈川区台町7-2 ハイツ横浜713号 

TEL/FAX:045（306）6769 E-mail:info@ship-web.com URL:http://www2.ship-web.com/ 
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大学生が考える大学生のための性教育（大人も歓迎！） 
主催：HAATAS 
HAATASは日本の若者から日本の若者

へ、同世代の人たちにHIV/AIDS予防啓

発活動を行うボランティアチームです。  

 

内容：HAATASはこれまで主に高校生を

対象に、HIVに関する授業を行ってきまし

たが、様々なジレンマも感じており、近年

は大学生へのアプローチの必要性を感じ

ていました。今回のプログラムでは、大学

生を対象とした性感染症に関する授業の企画案を発表し、それに関して来場者から意見や経験を共有して頂きまし

た。来場者は現役の学生から性教育に携わる社会人まで幅広く、ディスカッションでは、性教育を行う時期や対象者の

年齢に応じた適切な内容の検討、さらには大人数を対象に授業を行う際の工夫など様々な論点について、それぞれ

の立場から活発な意見交換を行うことができました。今回のプログラムはHAATASのメンバーにとっても多くの学びがあ

り、今後の活動の広がりや深化を具体的に考える良いきっかけとなりました。 

  

来場者感想： 

● 大学生が伝えること自体に自分ごととして伝えられるパワーがある。（岩手県 40代 学生） 

● 交友関係が広がる時期には性感染症に関する知識が必要になってくると思った。(10代 学生) 

 

連絡先：HAATAS (HIV/AIDS Action Team At Share) E-mail:haatas.atshare@gmail.com  

Facebook: @HAATASofficial 

薬害エイズの歴史とHIV/AIDSの学校での取り組み 
主催：PLANET(HIVとともに生きる会） 

1992年に立ち上げたPLANET（HIVとともに生きる会）は、今年25回目のエイズキャンドルパレードの実施を行った。そ

れに伴うアウトリーチ（屋外啓発活動）の活動やエイズフォーラムへに参加そしてエイズデーの取り組みを行っている。 

 

内容：アメリカに端を発する、薬害エイズの歴史の経過を振り返る中で、そこから日本でのHIV・AIDSを捉えその問題

点を考えた。日本でのHIV・AIDSへの偏見や差別を生む根底となった歴史を見る中で、HIV・AIDSを通して考えられる

こととは何かを、授業（高校）での取り組み内容をテーマとした。すでに社会的には風化している薬害エイズの歴史は、

現代にも通じる問題として振り返る必要が求められるといえる。長期の裁判を渾身的にたたかわれた一人である石田

吉明さんの紹介とその活動についても触れている。ワークショップとして、二人組になり、“自分の悩みや、秘密を打ち

明けてみる”を行った。プライバシーのカムアウトについての体験として考えたが、今後の課題も残されている。参加者

の感想として、「今まで、エイズを他人事と考えていた所があり、身近なものとして考えていきたい」「京都でのエイズ

キャンドルパレードの様子がよく分かった」「教育現場の苦労を強く感じる」「今後、知識を得て考えを深めていきたい」

などがあった。 

 

来場者感想： 

● 京都でのHIV/AIDSパレードの様子がよくわかりました。今までエイズを他人事と感じている所があったが、身近な

ものとして受け止めて考えていきたい。（神奈川県 40代 教育関係） 

● 今後、知識を得て考えを深めていく良いきっかけになりました。

（東京都 40代 会社員） 

 

連絡先：小田切孝子 〒612-8066 京都市伏見区桃山町伊賀6-5 

TEL/FAX:075-622-6889  E-mail:o-takasan@zpost.plala.or.jp   

URL:http://www7b.biglobe.ne.jp/~hunky/ 



思春期世代に伝わる話し方プレセミナー 
主催：北山翔子 思春期保健指導者研究会  
 

内容：「神様がくれたHIV」の著者、北山翔子が思春期世代の子たちの心に響く話についてお話しました。伝えたいこ

とがうまく伝わらないというジレンマに応えるべく、一昨年度からこの講座を持ち３回目。２分間の自己紹介で、人前で

話すこと、自分のことを伝えることを経験してもらいました。相手のことを思いながら話すことで、相手に伝わりやすくな

ること、耳を傾け聞いてもらうことで、少し自信が持てることなど、大切なことが学べる内容です。 

 

来場者感想： 

● 当事者の人が話してくれると自分が

中・高生だったら話を聞く気が出てくる

なと思いました。指導のように先生のよ

うに話されると自分は聞く気が失せて

しまっていたので、学校の先生もそうやって話をしてくれれば良いのになって思いました。（神奈川県 20代 学生） 

● 自分がスピーチをしなければならない時に、スピーチする時間を考えて3分くらいの持ちネタや、伝えたい内容を

考えて話すといいことが参考になりました。また、知識だけを伝えても入ってこない。自分の経験を交えて話すと伝

わりやすいということもポイントになるということを知り、今後に生かしていきたいです。（神奈川県 40代 保健医療

福祉関係） 

 

連絡先：研修会、北山翔子さんの講演申し込みは紳也’s HP: URL:http://iwamuro.jp/ からお願いします。 
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お坊さんが行う性教育授業ver.7 
  ～中３向け「生と性と死を考える授業」 ～ 
主催：古川潤哉 浄土真宗本願寺派 僧侶 （佐賀県伊万里市 浄誓寺）  
 
内容：主に佐賀県で、中学3年生向けに実施している「生と性と死を考える

授業」を、現代の中学3年生になりきって受講してもらうコマ。自分の思春

期時代ではなく、現代の思春期がおかれた環境を同時に考えることが重

要。中学生は、性の興味より先に、生や死について考える時期でもあり、

これらを分離すること無く「生きる」こととしての模擬授業を行った。 

 

来場者感想： 

● 先生のおしゃべりが上手で飽きずに聴けた。もっともっと子ども達へ

向けて発信していって欲しい。（神奈川県 20代 教育関係） 

● 「生きる」「死ぬ」「いのち」「大切」など、よく自分でも分かっていないのに話していたと反省。うちも浄土真宗だった

と思うけど、どんなものか知らなかった。（埼玉県 50代 教育関係） 

● デートDVの相談を受けるので、是非この方法を続けて欲しい。（神奈川県 50代 その他） 

● 昔ながらの性教育ではなく「今」の子どもたちの立場にたって伝えようとする大人からの性教育が新鮮だった。 

（東京都 20代 保健医療福祉関係） 

● 質量保存の法則をここできくとは…難しかったです。声がいいです。（新潟県 40代 保健医療福祉関係） 

● 思春期の子ども達の見ている、感じていることを味わいつつのプログラム。たくさんの気付きがありました。（神奈川

県 40代 教育関係） 

● 現場で高校生からの性やいのちの相談を受けた際の戸惑いに今日の内容が参考になった。（神奈川県 20代 教

育関係） 

● 自分の中学生時代にこの授業を受けられたら良かったなぁと思った。（神奈川県 20代 教育関係） 

● わかりやすく、生きていくという大きな意味がイメージできた。（神奈川県 50代 教育関係） 

● 性教育のイメージが変わった。どう伝えるかの勉強になった。伝える側で内容を明確にしていないとうまくいかない

ことも気づけた。（東京都 20代 その他） 

  

連絡先：古川潤哉 E-mail:junya@joseiji.org  URL:http://furujun.info  
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普通の恋愛とデートDV  
主催：ウィメンズクリニック・かみむら 上村茂仁 
 

内容：性感染症の知識や命の大切さをいくら語っても、人間関係や環境の問題が解決し

なければ行動規制はできないという持論から必ず性教育にはデートDVの話をすること。 

1. 中学生、高校生のデートDVは加害者も被害者も男女差はあまりない 

2. 被害者の７割は加害者のことを優しい人と解釈しているので、別れたくない 

3. 孤独感が強く、猜疑心や不信感を持ちやすく、行動力がある加害者は、自分を安心させたいがために、たくさんの

細かい約束をパートナーとかわす 

4. 被害者はその約束に対して束縛感、不安感、恐怖を持った時にデートDVの怖さが始まる 

5. 全ての約束が守れなくなった被害者に強い猜疑心と不信感を持つ加害者は、心理的、肉体的、性的、金銭的なあ

らゆる方法を使って約束を守ってもらおうと最大の努力をする 

6. もともと約束は守らないといけないと親に言われているので、約束を破った自分が原因で加害者が傷ついていると

感じた被害者は約束を守ろうとする 

7. 約束が守られると、加害者はさらに優しく被害者に接することができる 

8. このサイクルの繰り返しがデートDV 

9. よくパンフレットに嫌なことははっきり嫌と言いましょう、と書かれているが、はっきり嫌といったらDVの加害はもっと酷

くなります。また自分が嫌なことは相手にしないとも書かれていますが、自分は決して間違っていないという加害者

には意味のない言葉です 

10.仲間と繋がってリア充な生き方をすることが唯一の予防である など 

今回は産婦人科仲間の先生や性被害・DV予防活動をしている仲間がたくさん聴きに来てくれ、さらに高校生や大学

生もたくさん参加していました。その中で岡山の頃私の講義を聞いた学生が何人かいたのは本当に嬉しかったです。 

 

来場者感想： 

● 中・高・大学生むけにDVの話をするときに参考にしたい情報がたくさん。（埼玉県 40代 保健医療福祉関係） 

● リアルな若者と接している先生の、言葉を選びながらのお話から、やり切れない先生の思いが伝わってきた。（神

奈川県 40代 学生） 

 

連絡先：上村茂仁 〒700-0901岡山市北区本町4-18コア本町3F E-mail:kamimura@kitty.jp  

いま、何を、どう教えるか 
主催：岩室紳也（厚木市立病院） 
 

内容：性教育、エイズ教育、いのちの教育、情報モラル教育、ダメ絶対教育といろんな取り組

みが求められています。しかし、教える側が教えているつもりでも、子どもたちに伝わらなけれ

ば何の意味もありません。岩室紳也が学校現場で実践している「マイク1本でのコミュニケー

ション」を実演し、何が、どう伝わるのかを感じてもらいました。 

 

来場者感想： 

● 子どもたちと関わる仕事に就いているが、失敗はなくて当たり前、失敗は許されないという風潮が強いと感じてい

る。子どもたちが成長していくうえで、自ら考える習慣を大切にしていきたい。（神奈川県 30代 教育関係）  

● 多様な性をオープンに見せるにはどうすればいいか考えさせられました。（40代 教育関係） 

● 岩室先生のお話をライブで聞けて良かったです。それも2時間も。パワポを使わないマイク1本の講座とはこういう

ものなのだなあと聞き入ってしまいました。自分のできることをこれからもやっていきます。「はまってけらいん か

だってけらいん」サイコーですね！（新潟県 40代 保健医療福祉関係） 

● 中学生の気分で授業を体験できて、楽しく有意義でした。（東京都 40代 保健医療福祉関係） 

● 知識として頭にあってもリアルとして理解できていないことを実感した。（神奈川県 30代 保健医療福祉関係） 

● 中学生の時にお聴きしたかった。時代は違えど、いろいろと不安であった気持ちは今の子どもたちと同じ。大人

になると忘れがちになりますが、時々は思い出すことも必要であると感じました。（神奈川県 40代 教育関係） 

 

連絡先：岩室紳也 紳也’s HP: URL:http://iwamuro.jp/ （メール、講演申し込みはHPからお願いします） 
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アフリカのエイズと青年海外協力隊  
主催：横浜AIDS市民活動センター   
エイズについて考え行動する皆さんを応援する横浜市の施設です。2010年より（公財）横浜ＹＭＣＡが活動を受託して

います。 

 

内容：モザンビークで青年海外協力隊員エイズ対策ボランティアに2年間取り組んだ斉藤さん（学生時代にAIDS文化

フォーラムに関わり、その後社会人経験を経てから参加）をお招きしました。斉藤さんはモザンビークの教育省に配属

され、エイズによって亡くなる教員をなくしていくことを目的に啓発を進めてこられました。実際の業務ではエイズ啓発

だけではなく、その活動を支える職員のPCスキル等、裏方の仕事のサポートをする機会も多く、斉藤さんの社会人とし

てのキャリアも活きてきたと話されました。青年海外協力隊員らしく、現地語や伝統文化を尊重し、積極的に学びなが

ら活動を行ってきた様子が伝わりました。斉藤さんは帰国後もエイズに関心を持ち続け、2016年日本エイズ学会では

発表にも参加しており、それらの報告もあわせてしていただきました。 

 

来場者感想： 

● 現地報告の中で「知識と行動は別物であった」というのが印

象に残りました。（神奈川県 60代 その他） 

● 課題や悩みについても聞けて良かったです。協力隊での

活動を今後どのようにつなげていくのか、展望についても聞

いてみたかったです。（神奈川県 30代 保健医療福祉関

係） 

 

連絡先：横浜AIDS市民活動センター 〒231-0015横浜市中区尾上町3-39尾上町ビル9F 

TEL：045-650-5421 FAX：045-650-5422  E-mail:info@yaaic.gr.jp URL:http://www.yaaic.gr.jp/ 

保健師、養護教員向け 
  「HIV/AIDSや性感染症予防を伝えるワークショップやアイデア 」 
主催：横浜ＹＭＣＡ ＡＣＴ  
 
内容：私たちは年間に数校の中学生を対象に「HIV/AIDSや性感染症予防を伝える啓発授業」を実施しています。クラ

スごとと、学年全体を対象とする２パターンをご紹介しながら、実際の授業から得たポイントや、効果的なアイデア等を

お伝えしました。パワーポイントを使って、実際の授業の流れをお伝えした他、参加者のみなさまにも実際にいくつか

のプログラムを体験していただきました。HIVウィルスがどのように複数の人へ拡大していくかを知ってもらうシミュレー

ションでは、色紙入りコップを使って、参加者同士で混ぜ合っていただき、一人が持っていたウィルスがどのように広が

るかを見ていただきました。「世界がもし100人の村だったら」を使ったワークショップでは、「役割カード」（性別・年齢・

国）をお配りし、分かれていただき、男女比の割合を視覚的に実感していただきました。また、識字教育の大切さを伝

えるワークショップでは、ペットボトルにラベルを貼った水を用意し、薬が飲みたいけれど、文字が読めない場合、どの

ようなことが起こるかということを水を飲んでいただき、体験いただきました。 

発表終了後にはみなさんから一言ずついただたり、逆に「カラーユニ

バーサルデザイン」について紹介いただいたりしました。私たちにとっ

ても良き学びの場となりました。 

 

来場者感想： 

● エイズについてのワークは今日初めて体験しました。乾杯アクティ

ビティは、小学校だと噂の拡散の理解などにも使えるかと思いま

した。（滋賀県 50代 教育関係） 

● 大学生のピアサークルをサポートしています。今日のワークショップは学生に提供できればと思います。（東京都 

30代 保健医療福祉関係） 

 

連絡先：横浜YMCA ACT 〒221-0835横浜市神奈川区鶴屋町2-25-1ＹＳ西口ビル2Ｆ  

TEL：045-316-1881 FAX：045-314-6805 E-mail:li_infoi@yokohamaymca.org 
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母と子を守る －感染者の分娩・未受診妊婦  
主催：認定NPO法人 AIDSネットワーク横浜 
1993年設立。電話相談、出前講座、イベント開催など、広く一般市民に対してHIV、AIDSの啓発、相談活動を展開。

文化フォーラムには1回目から参加。  

講師：水主川 純 （聖マリアンヌ医大病院産科副部長） 
 

内容：水主川（かこがわ）先生は、浜松医大、国立国際医療研究センターを経て、聖マリアンナ医大で分娩や妊婦健

診にあたる傍ら、「飛び込み分娩」や「未受診妊婦」、「望まない妊娠」等の社会問題の解決や啓発に力を入れてい

らっしゃいます。軽妙な話し方で、医師側の率直な感じも交えて、易しくお話をされました。妊婦検査、HIV感染妊婦の

現状、出産方法、施術体制など、現場の対応を交えて展開され、さらに救急搬送妊婦の事例から、望まない妊娠、飛

び込み分娩、育児放棄、児童虐待の話もあり、会場は満席の盛況でした。 

 

来場者感想：  

● 実際の治療局面での苦労などもお話いただいた。良

かった。（神奈川県 60代 NPO/NGO）  

● 事例を交え、普段の臨床の場のお話を沢山なさって

下さり、よくわかりました。お人柄もとても温かく、親近感を持ちました。（神奈川県 40代、保健医療福祉関係）  

● HIV感染者が出産できると思っていなかったのですが、このフォーラムで知りました。早期治療の大切さを学びま

した。（神奈川県 30代 学生） 

● HIV感染者の帝王切開について、病院側の感染予防策を知れてよかった。（神奈川県 20代 学生）  

● 母性の授業のようだった。こういうときはどのような対応をして、声をかけるかなど、わかりやすかったです。ありがと

うございました。（神奈川県 10代 学生） 

 

連絡先：認定NPO法人AIDSネットワーク横浜 〒231-0015 横浜市中区尾上町3-39尾上町ビル9階横浜市民活動セ

ンター内 TEL：045-201-8808 FAX：045-201-8809 E-mail:any@netpro.ne.jp URL:http://www.netpro.ne.jp/~any/ 

若者と考えるライフプランと性の健康 
主催：NPO法人ピルコン 
NPO法人ピルコンは、正しい性の知識と判断力を育む支援により、これからの世代が自分らしく生き、豊かな人間関係

を築ける社会の実現を目指す非営利団体です。 

 

内容：NPO法人ピルコンでは主に中高生を対象にキャリア教育の要素も含めた性の健康教育プログラム「LILY」を行

なっています。このプログラムでは、ライフプランニングのために必要な知識を学ぶことをコンセプトに、大学生や若手

社会人が、身近な立場から性の健康の知識やメッセージを伝えることが特徴です。今回の発表では、LILYの模擬授

業を実施しました。チームに分かれての○×クイズや性感染症の広がりを疑似体験する「水の感染ゲーム」、「コンドー

ムをつけたがらないパートナーに何と言うか？」などのテーマでのディスカッションなどの参加型の内容の他、HIV感染

者の方の体験談を紹介し、若者から若者へのメッセージを伝えました。参加者からは「ゲームやグループディスカッショ

ンを通して楽しく学べた」「クイズやディスカッションによって当事者意識をもって参加できた」「相手との関わり方につい

てみんなで話し合えてよかった。自分自身を知るよい機会にもなった」「若者が自分の言葉で伝えていたことが心に響

きよかった」といった声をいただきました。 

 

来場者感想： 

● 出産経験があっても性のことで知らないことがたくさんあった。「知らないことって

怖いこと、知っていたら防げたかもしれない」という言葉が今日心に強く響きまし

た。（神奈川県 40代 保健医療福祉関係） 

● 若者から同世代の若者に性について何を伝えたいのかを知るうえで興味深かっ

た。やはり自分のことを自分の言葉で伝えると心に響く。（60代 教育関係） 

 

連絡先：NPO法人ピルコン  〒191-0041 東京都日野市南平7-24-82  TEL：090-5179-3449  

E-mail:pilcon.info@gmail.com  URL：http://pilcon.org/ 
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夜回り先生 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
出演：水谷修 
 
内容：夜の街に生きる若者たち、死にたい若者たち、追い込まれている若者たちと向き合っている水谷修氏の講演。

いじめ、不登校、ひきこもり、リストカットなど若者を取り巻く課題は多くある。これらは決して若者が課題を抱えているわ

けではなく、その周辺の親や家族が攻撃的な社会の影響を受けることで、若者にも影響している。子どもを変えようと

思うならば、まずは大人が変わって背中を見せるべきだ。 

 

来場者感想： 

● 水谷先生の生のお話が聞けて良かったです。人は認め合って

生きる力が育つのだと私も思います。（埼玉県 20代 その他） 

● 生の水谷先生のお話を聞いたのは初めてでした。今自分にで

きることを考え、行動したいと思いました。（神奈川県 50代 そ

の他） 

● 「健全な肉体に、健全な精神が宿る」お話をその通りだなと思

いながら聞きました。エイズのことだけでなく、どういう思いで子

どもに接していくのか考えさせられました。家族にも講演を聞

かせてあげたいと思いました。（神奈川県 30代 保健医療福祉

関係） 

 

連絡先：URL:http://www.mizutaniosamu.com/ 

性感染症にご注意！ 
主催：認定NPO法人 AIDSネットワーク横浜 
1993年設立。電話相談、出前講座、イベント開催など、広く一般市民に対して

HIV、AIDSの啓発、相談活動を展開。文化フォーラムには1回目から参加。 

講師：井戸田 一朗 （新宿しらかば診療所 院長） 
  

内容：井戸田先生をお迎えして４年目。男子のためのＳＴＤハンドブックを配布

し、講演をパワーポイントで行いました。先生の話しぶりで会場は最初から和や

かな雰囲気。診療所での蓄積データ、具体的な症例などを交えて、ＳＴＩ全般に

ついて、平易にお話をされました。 

 

来場者感想： 

● セックスのあり方も色々でびっくりしました。聞いても覚え切れません。しかし、現実がわからなければ進歩は無い

と思います。情報を無駄にしないようにと考えます。ありがとうございました。（70代 他） 

● とても分かりやすくて、性感染症が身近に感じて怖くなりました。自分の身は自分で守っていきたいとすごく思い

ました。（20代 学生）  

● ハンドブックを配布して頂き、内容もわかりやすく見やすく、写真を見ることで恐ろしさが増した。（20代 学生）  

● セクシュアルマイノリティとは何だったのか分かっていなかったが、その人たちがどんな人達だったのかが分かっ

た。（20代 学生） 

● ＨＩＶをキチンと抑制できていれば、相手にうつすことがないということや、海外では予防薬があるということを初め

て知り、ＨＩＶは怖い病気であるという意識が少し和らいだ。このような情報がもっと世間一般に広まれば、ＨＩＶに

対する偏見も減るのではないかと感じた。流行の性感染症や対策についてもいろいろわかり、身近に困っている

人がいたら、知識を教えてあげようと思った。（20代 学生） 

● 梅毒流行の理由の推測がたくさん挙げられており、さすが専門家！！と思いました。（40代 保健医療） 

 

連絡先：認定NPO法人AIDSネットワーク横浜 〒231-0015 横浜市中区尾上町3-39尾上町ビル9階横浜市民活動セ

ンター内 TEL：045-201-8808 FAX:045-201-8809 E-mail:any@netpro.ne.jp URL:http://www.netpro.ne.jp/~any/ 
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若者に聞いてほしい！看護師と助産師のリアルトーク！ 
主催：星野貴泰&唐澤美鈴 
手術室看護師として働く傍ら性教育講演活動を続ける看護師と、若年女性の健康を考える助産師です。 

 
内容：性に関心のある人に伝えたい看護師と将来妊娠を望む人に伝えたい助産師の、ほとばしるリアルトークをお届け

しました。中高生などの若年層に向けた性教育で大切とされるのは知識を中心とした講演よりも、同世代からの失敗談

を交えたリアルトークが必要であると考えています。今回は昨年度の発表の感想を受けて、「ラジオのパーソナリティー

とゲスト」のようなトークを繰り広げ、受講者の方からもたくさんの意見をもらいながらトークをしました。 

 

来場者感想： 

● リアルトークがおもしろかったです（10代 学生） 

● 男性と御飯に行って、割り勘にするか、一応財布出すけど「い

いよ、出すよ」って言われるのを待ったり、どれが正解なんだ

ろうと身近に感じられた。おもしろかった。年齢の近いお二人

だったので堅苦しくなく聞くことができた。（20代 学生） 

● お二人の現場のリアルな話を聞けて、おもしろかったです。お

産や不妊治療でもDV的な背景を持つ課題やトラブルも多い

ように感じました。（30代 NPO/NGO） 

● こういう人が私の地域にいたらな―――。若い、そして学校でない人は貴重だと思う。（50代教 育関係） 

※講演依頼があればどこへでも出かけますので下記連絡先にご相談ください。 

 

連絡先：E-mail:tkstarys.lovelives@gmail.com（星野貴泰行） URL:https://www.tkstarys.com/ 

自分と相手を大切にするって？えんみちゃんからのメッセージ 
主催：遠見才希子  
大学時代から全国400箇所以上の学校で講演活動を行う産婦人科医。 

 

内容：産婦人科の現場から事例を盛り込んだ中高生向けの性教育。心に響くメッセージとして事例・経験談を5分間で

語るトレーニングを行うこと、知識の項目のわかりやすい伝え方の工夫についてなどを解説しながら模擬授業を行っ

た。 

 

来場者感想： 

● 性の話をするときに経験をもとに伝えられればと思います。（神奈川県 40代） 

● まずは知識をたくさんつけ、惹きつける話をしないと、子どもに本当の意味で伝えることはできないと思いました。

（神奈川県 30代） 

● 誠意ある姿勢・生き方が聴く人の心に届くのだと思います。（東京都 50代） 

● 共感することが結構あった。自分を大切にしたいと思った。（神奈川県 10代） 

● このプログラムに参加できてよかった。子

どもたちがSOSを出せる、手を差し伸べら

れる人でありたいと思いました。（神奈川

県 20代） 

● ゲームや色々な手法をまじえ、わかりやす

かったです。子どもたちのメッセージが心

に沁みました。（神奈川県 40代 主婦） 

 

連絡先：URL:http://ameblo.jp/emmskk/ 
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HIV/AIDSのいまとこれから 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
出演：生島嗣（第31回日本エイズ学会会長）高久陽介（TOKYO AIDS WEEKS 2017） 

  宮田一雄（ジャーナリスト）岩室紳也（AIDS文化フォーラム in 横浜） 
 

内容：「HIV/AIDS対策は本当にこれでいいの」という思いで集まり、思いをぶつけあいました。90（診断）-90（治療）-

90（ウイルス抑制）は診断を除けば日本ではほぼ達成されているが、若い世代の危機感がなくなっているのではない

か。診断がついたらすぐに治療を開始するべきというのが主流になっているが、本当にそれでいいのか。治療は3剤

以上なのにどうしてPrEP（Pre-Exposure Prophylaxis）では2剤なのか。拠点病院に任せきりという状況が加速している

ので、HIV感染症のプライマリケアをさらに促進する努力が必要。HIVの感染が非常に低い状況になっているのは

MSMを含め市民・社会レベルでの活動が活発があるから。薬物使用者の理解と支援も要検討。 

 

来場者感想： 

● 乱打戦のような様々なTopicsが出ていて問題提起になっていました。（東京都 40代） 

● 新聞、テレビではわからないことを聞くことができました（東京都 50代 その他） 

● 打ち合わせなしとのことでしたが、さすが専門の方たちで示唆に富んでいました。（埼玉県 50代） 

● 当事者の自己差別は自分もしてしまうなぁとつくづく思う。自分も自己責任を激しく言われたことが数多いので、い

つからか自分を責める、追い詰めるを繰り返している。最近はどんなことであれ、自己責任を問う人の多さには辟

易すら感じる。（東京都 40代） 

● HIV感染の当事者、HIV感染予防啓発活動を行っている者として

PrEP等いろんな話を聞くことができ、すごく学ぶことや考えることも

あってよかったです。今一度、自分の周りでも、少しずつでもディス

カッションして行ければと思います。（東京都 40代 ボランティア ） 

 

 

デートDVはあなたのすぐ身近にあります！  
主催：認定NPO法人エンパワメントかながわ 
いじめや虐待など子どもたちを取り巻く様々な暴力をなくしていくため、人権啓発活動をしています。 

 
内容：デートDV防止活動をするユースの仲間たちが全国から集いました。埼玉県から「思春期保健委員会」、東京都

の「明治大学」、神奈川県の「エンパワメントかながわ」、愛知県の「ガールスカウト」が集まり、また岡山県からは「ELL」

がスカイプで、新潟県からは「BLTにいがた」、岩手県からは「BLTいわて」がビデオレターで、それぞれの活動を報告

しました。会場には、地元横浜の専門学校の学生約30名も加わり、全国のユースプロジェクトがデートDVを同世代に

啓発していくために、どんなネットワークができるか？アイデアを出し合いました。 

 

来場者感想： 

● デートDVについて真剣に考えている人がた

くさんいることがわかってよかった。 

● 一般的に配偶者間のDVは知られるように

なったが、若い世代の人の間で起きているこ

とはまだまだ知られてないと思った。自分は

親世代だが、親も知らなければいけないと

思った。  

 

連絡先：認定NPO法人エンパワメントかながわ 

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2－9－22－701    TEL：045－323-1818  FAX：045－323-1819 

E-mail:kanagawa-cap-miracle@isis.ocn.ne.jp  

 URL:団体HP http://npo-ek.org/  デートDV110番サイト http://ddv110.org/ 

    デートDV防止全国マップ http://ddv110.org/map/ 
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カトリック新聞 

平成29年8月27日 

新聞記事 

神奈川新聞 

平成29年8月5日 
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展示プログラム 

カトリック中央協議会HIV/AIDSデスク 
1995年からHIV/AIDSの啓発活動をしています。周囲の人と話のきっかけになるようなレッドリボンのグッズや啓発の小

冊子を紹介しています。 

 

内容：今年のテーマは、「リアルとであう」。展示会場も移動し、どんなリアルとであえるのか期待して参加しました。 

昨年までは、１階の広い展示会場でしたが、今年は２階のホール入口の周辺だったので、ホールでの発表に入る人、

出てくる人が立ち寄ってくださいました。 

また、5日には横浜雙葉中高生の茶道部がお茶を点ててくださり、展示ス

ペースの真ん中にあるベンチにも人が集まり、とても賑わいました。 

デスクではピンクの小冊子の改訂版を7月下旬に発行したので、ポスター、ミ

ニカードと一緒に配布しました。 

また今年はワークショップ・コーナーではなく、２階の展示ブースで、長い持ち

手のついた新型トートバッグにレッドリボンを付けたり、キーホルダーを根付け

やピンバッジに改造したり、作業しながらリアルな会話が交わされました。 

発表を聞きに来た意識の高い方々も、たまたま通りかかって、何をしているん

だろうと興味を持って寄ってくださった方も、私たちの啓発活動をリアルに見

て、感じ取っていただけたと思います。 

 

連絡先：カトリック中央協議会 社会福音化推進部 HIV/AIDS デスク 

〒135-8585 東京都江東区潮見2-10-10 日本カトリック会館 

TEL:03-5632-4413 FAX:03-5632-7920 

E-mail:hivaids@cbcj.catholic.jp URL:http://www.cath-aids-desk.jp 

Facebook:  URL:http://www.facebook.com/hivaidsdesk.cbcj/ 

アジアの女性と子どもネットワーク 
アジアの中で社会的弱者の立場にいる女性と子どもの権利を守る活動を行う。主にタイ山岳民族のＡＩＤＳ孤児支援な

どを行っている。  

 

内容：私たちはタイのAIDS事情に関して報告しました。 

タイでは1984年に初めてのHIV感染者が報告されて以来、一気に感染が広がりました。母子感染も多く社会問題とな

りました。タイ政府は対策に力を入れ、厚生大臣が積極的にコンドームの無料配布を行い、子どもにもHIV予防教育が

行われました。感染経路などに関しての教育も徹底した結果、タイのHIV感染者数は急激に減少し、世界的にも評価

を受けました。 

しかし近年、政府の予算が大幅に削減され、コンドームの配布も減り、HIVに関する教育も激減した結果、若者のHIV

感染が増加しています。SNSなどの発達で子どもや若者の性行動が見えにくくなっていることも、若者の感染者数増加

に影響していると思われます。 

スマートフォンは今やタイの学生や山岳民族の村でも一般的

です。簡単にポルノにアクセスすることができ、SNSで知り合い

になった人と付き合うなどの危険も増大しています。その一方

で性教育は学校の方針等でかなり知識にばらつきがあります。

正しい知識を得る機会が少ない中、刺激的なポルノを目にす

ることが可能になり、簡単に恋人を探すことができることが、新

規HIV感染者増加につながっています。 

 

連絡先：アジアの女性と子どもネットワーク 

〒231-0015 横浜市中区尾上町3-39 尾上町ビル9F 

YAAIC内  TEL/FAX：045-650-5430 

E-mail:awc@h6.dion.ne.jp URL:http：//www.awcnetwork.org/ 
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神奈川県ユニセフ協会 
公益財団法人日本ユニセフ協会との協力協定に基づく「協定地域組織」として、世界の子どもたちの生存・発達・保

護・参加のための広報、募金、学習支援などのユニセフ支援活動を神奈川県内において促進することを目的とした

2005年9月に設立した(財)日本ユニセフ協会神奈川県支部を前身とする任意団体です。 

 

内容：ユニセフの主な活動分野の一つに「HIV/エイズ」があります。SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」の

ターゲットの一つ「HIV/エイズなどの感染症や肝炎、水によって感染する病気などの流行を終わらせる」を柱に、ユニ

セフが目指す̏エイズのない世代の実現̋のための取り組みをパネル展示とクイズで紹介しました。 

    〈パネル1〉赤ちゃんの血液検査の様子。母親が感染者である赤ちゃんには早期発見が必要。 

  〈パネル2〉ドローンによる血液サンプル輸送の様子。HIV検査の時間短縮化に期待。 

  〈パネル3〉HIVと共に生きるタンザニアの女の子(16歳)。美容師の職業訓練学校での様子。 

  〈パネル4〉コートジボワールの女性(21歳)。母子感染のケアにより赤ちゃんはHIVに感染せず

にすんだ。現在2人目を妊娠、同じく母子感染予防ケアを受けている。 

来場者の方々からは「ユニセフってこういう支援もしているのですね。」「子どものHIV感染が問題

になっていることがわかりました。」などの感想をいただきました。また、ナマステ募金実行委員会

によるスパイスセットとネパールの手作り小物の頒布も行いました。3日間で延べ100名以上の方

へユニセフの支援活動についてお知らせすることができました。 

 

連絡先：神奈川県ユニセフ協会 

〒231-0058 横浜市中区弥生町2‐15－1 ストークタワー大通り公園Ⅲ305A 

TEL：045‐334‐8950 FAX：045‐334‐8951 E-mail:info@unicef-kanagawa.jp URL:http//www.unicef-kanagawa.jp 

神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課  
  

内容：AAA（Act Against AIDS）作成の知識啓発パネルを展示するとともに、

神奈川県作成の学生向け啓発冊子『じぶんたいせつぶっく』や陽性告知者

支援冊子『たんぽぽ（神奈川県版）』、その他パンフレットなどを配布し、HIV・

エイズに関する情報提供を行いました。また、薬物乱用防止啓発グッズの配

布も同時に行いました。 

 

連絡先:神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課感染症対策グ

ループ 〒231-8588横浜市中区日本大通１ TEL：045-210-4793 

認定NPO法人エンパワメントかながわ 
暴力のない社会の実現をめざし、一人ひとりがとっても大切であることを伝える人権啓発活動を

行っています。 

 

内容：エンパワメントかながわを知っていただくため、そして、まだ申し込みの間に合うイベントや講

座を中心に案内。CAP（子どもへの暴力防止）プログラムを寄付によって届ける仕組み「1万人の

子どもにCAPを届けるキャンペーン」は、3年目に。神奈川県内の小学校なら学校負担なしでCAPを実施できます。実

施校の募集、そしてCAPプログラムついて紹介。昨年2月多摩川の河川敷で起きた事件を受け、川崎市内の中学生に

も寄付によって暴力防止プログラムを届けている「いのちキャンペーン」を行っています。デートDV予防プログラム⇒エ

ンパワメントかながわが開発したデートDV予防プログラムのファシリテーター養成講座を開催。「デートDV110番」の電

話相談員養成講座も案内。「子育てがラクになるワークショップ」「すきっぷ（子どもの護身法）プログラム」「障がいのあ

る子どもへの暴力防止（ほっと）プログラム」なども紹介。☆詳しくは、エンパワメントかながわHPで。 

 

連絡先：認定NPO法人エンパワメントかながわ  

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22日興パレス横浜701号 

TEL：045-323-1818 FAX：045-323-1819 E-mail:kanagawa-cap-miracle@isis.ocn.ne.jp URL:http://npo-ek.org/ 
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ATAC&ABCD＆SKG in NARA（田村猛夏・畠山雅行・真鍋美江・後藤千寿子） 

エイズと結核とがん（乳がん）・禁煙・リンパマッサージの謎 
 
内容：①ATAC(ANTI TUBECULOUSIS ASSOCIATION CONFERENCE)は、結核やエイズや

その他感染症をこれ以上広めないために、ABCD(ANTI BREST CANCER DISCUSSION 

CONFERENCE)は、乳がんの予防と早期発見と治療について理解を広める活動を行います。

SKGはリンパマッサージ・禁煙を普及します。 

アンケート結果: 男27名：女33名：性別不明1名；内1名無効回答 結核・禁煙・リンパマッサー

ジ：全10問。平均認知率：63.65％（男61・45％女65.88％）。エイズ・乳癌：全10問。平均認知

率74.34％（男72.3％女76.3％）。認知率が高いのは「HIV感染者と一緒にお風呂に入っても感染することはない」「乳

がんの最善の対策方法は早期発見と早期治療です。しこりが小さいうちに発見して治療すれば約90％が治ります」

「肺結核の症状は、風邪によく似た症状である。咳症状のある人は、マスクなどで口を覆うことが大切である」「喫煙者

は寿命より若死にする。口腔がんや歯の喪失・歯槽膿漏を招く。喫煙は致命的な肺がんの原因になる」など。 

 

連絡先：代表者：畠山雅行FAX:0743-78-9841 E-mail:m-hatake@m4.kcn.ne.jp    

横浜YMCA 協力：法政大学女子高等学校タイスタディツアー参加者 
世界119の国と地域に広がるYMCAは共通のミッションに基づき、「平和」で「差別」や「貧困」のない世界を目指してい

ます。横浜YMCAでは特にアジアのYMCAと協力しプロジェクトを行っています。 

 

内容：1994年より、タイ・バンコクYMCAと協働し「プロテクト・ア・チャイルド」プロ

ジェクトを行っています。タイ北部の人身売買予防シェルター「パヤオセンター」

では子どもや女性の自立のために教育支援や、職業訓練、ライフスキルトレーニ

ングを行っています。その中で、人権、人身売買、HIV/AIDSの予防啓発活動も

行っています。今回は、2017年7月にパヤオセンターを訪問した法政大学女子高

等学校の皆さんの協力で、パヤオセンターで作製されているフェアトレード商品

「パヤオクラフト」の販売と活動紹介を行いました。 

来場者の方へ「パヤオクラフト」を通して、HIV/AIDSや人身売買の問題を知って

いただくことができました。 

 

連絡先：横浜ＹＭＣＡ 総主事室 国際・地域事業 〒231-8458 横浜市中区常盤町1-7 TEL：045-662-3721  

FAX：045-651-0169 E-mail:kokusai@yokohamaymca.org URL:http://www.yokohamaymca.org/ 

横浜AIDS市民活動センター  
エイズについて考え行動する皆さんを応援する横浜市の施設です。2010年より（公財）横浜ＹＭＣＡが受託し運営して

います。 

 

内容：①HIV・エイズに関連する新聞記事展示 

センターでは新聞などの記事を定期的に収集し、閲覧用に保管してい

ます。それらのうち、直近1年以内の国内外の記事を集め展示しまし

た。 

②パンフレットなど啓発物品の配布  

HIV・エイズや性感染症に関するパンフレットを配布しました。新しい種

類も入っていたため、多くの方に手に取っていただけました。 

③「センターのマスコットキャラクター「コムちゃん」登場 

人気の「コムちゃん」が講座の間の休憩時間に展示会場に出没しまし

た。 

 

連絡先：横浜AIDS市民活動センター  〒231-0015横浜市中区尾上町3-39尾上町ビル9F 

TEL：045-650-5421 FAX：045-650-5422  E-mail:info@yaaic.gr.jp URL:http://www.yaaic.gr.jp/ 
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特定非営利活動法人 HIVと人権・情報センター 
1988年に大阪で設立された全国規模の団体です。感染経路やセクシュアリティを区別せず、等しく支援しています。

社会的偏見の克服と共生を目標に掲げ、HIV/AIDSの総合的な問題解決に取り組んでいます。 

 

内容：夏仕様のデコレーションを施したパネルで団体の活動内容を紹介しながら、各

種啓発グッズの展示を行いました。毎年恒例の「HIVクイズ」は今年も実施し、多くの

方々にチャレンジしていただきました。（3日間で約150名）「HIVクイズ」は8問。約38%

の方が全問正解されました。ちなみに8/4（金）は正解率が最も高く約53%でした。今

回は課外授業で来場された学生さんがグループでブースを訪れてくださり、クイズを

とおしたコミュニケーションはたいへん盛り上がりました。また、HIV/AIDSを「自分たち

に関わりがあること」と改めて考えるキッカケになった、との声を多くの学生さんからい

ただきました。今回もクイズをとおして来場者と一緒にHIV/AIDSについて改めて考え

ることができました。 

 

連絡先：特定非営利活動法人 HIVと人権・情報センター 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-2 吉田ビル2F 

TEL：03-5259-0622 FAX：03-5259-0643 E-mail:info@npo-jhc.com URL:http://www.npo-jhc.com 

N hermitclub 
HIV などの性感染症予防や望まない妊娠・出産からの児童虐待防止の為に避妊具の使用を啓発 しています。正しい

知識を身につける事で、自分の身を守れるように若者や子供達への性教育にも力を入れ ています。  

 

内容：『ジミー・ハットリ君と AIDS について考えよう。』 ①講座の休憩時間に展示ス

ペースにジミー・ハットリ君が登場 。②ジミー・ハットリ君の活動をパネルで展示 。 

今年は沢山の方と写真撮影ができました。昨年は「このキャラクターはなんですか?」

という質問が多かったのですが、今年は「今年も来てくれてありがとう!」、「久しぶりだ

ね!」、「あ!ジミー君だ!」 と声をかけてくださる方が多く、昨年よりも認知度が向上して

いると感じました。キャラクターを通じて AIDS について知ってもらい、考えてもらうと

いう目標に近づけた一年でした。今年も沢山の団体の方々とお話をさせていただく

事で、新たな知識や価値観を学ぶことが出来ま した。9月に名古屋で開催する 

AIDS文化フォーラムに沢山の方から温かい言葉で励まして頂けて、とても嬉しく思

いました。 名古屋でのAIDS文化フォーラムを成功させ、今後もっと沢山の地域

でAIDS文化フォーラムが 開催していけるように頑張っていこうと思います。  

 

連絡先：代表：籠谷 倫親 (こもりや のりちか) E-mail:komoriya@jimmy-hattori.com  

PLANET（HIVとともに生きる会）  
 

内容：長年のキャンドルパレードのチラシの一部と、パレードの様子を写したの写真

家の写真をパネル展示。机上には、アウトリーチの活動である、商店でのレッドリボン

掲示の様子。パレードの様子などの写真の展示。ＰＣでのパレードの実写を上映。

20周年時の冊子の販売等を行った。展示を目に留めてくださった方への説明を行

い、アウトリーチの活動を写真で説明し、このアウトリーチへの参加協力店が店頭に

飾っていたレッドリボンの様子も写真で見ていただいた。実際に手作りした手のひら

サイズのレッドリボンを掲示した。中には全国的に有名な老舗の店舗と分かる1枚も

あり、参加者からも指摘されていた。レッドリボンの意味を聞かれた方もあり、レッドリボンは知られていないことが多い

のではないかと分かった。エイズフォーラムのスタッフの方や来場者にパレードの参加経験者がおられ、感想を話して

いただく場面もあった。中には次年度のパレードにぜひ参加したいとのうれしい声を聴くことができた。 

 

連絡先：PLANET(HIVとともに生きる会） 小田切孝子 〒612-8066 京都市伏見区桃山町伊賀6-5 

TEL/FAX:075-622-6889  E-mail:o-takasan@zpost.plala.or.jp  URL:http://www7b.biglobe.ne.jp/~hunky/ 



スタンプラリー＆おみくじ 
 

内容：スタンプラリーをしながら、入場者に展

示場を回っていただきました。展示団体との

交流が生まれました。スタンプを全部集めた

方には記念品を差し上げました。 

 

 

私立横浜雙葉中学高等学校 茶道部 
中１～高２の部員が所属し、日々お点前のお稽古、着物の着付けの練習を積

み、文化祭等で呈茶・発表しています。 

 

内容：席におかけになったお客様の正面では、立礼（りゅうれい）という扇形の机

を前に部員が椅子に座りながら抹茶をたてるお点前を披露している姿をご覧いただけるようにし、お

茶室にいるような落ち着いた雰囲気のなかで薄茶と和菓子を味わっていただけるよう工夫しました。

約100名の方々にお立ち寄りいただき、「落ち着いた雰囲気でお茶をいただけました」、「とてもよく点

てられていておいしかったです」などの感想を頂きました。また、他のブースにいらっしゃる方へもお

茶をお届けして楽しんでいただき、私共も他の展示や催し物に参加して、学びを深めることができました。３回目の参

加で土曜日だけでしたが、現役部員だけでなく社会人の卒業生も参加し、良い刺激になったと喜んでおります。 

 

連絡先：私立横浜雙葉中学高等学校 〒231-8653 横浜市中区山手町88番地 ＴＥＬ：045-641-1004 
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パネル展「広がるAIDS文化フォーラム」 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜 AIDS文化フォーラム in 京都 AIDS文化フォーラム in 佐賀 
   AIDS文化フォーラム in 陸前高田  AIDS文化フォーラム in 名古屋 
 

内容：1994年に横浜で生まれたAIDS文化フォーラムが京都、陸前高田、佐賀へと広がりました。そして、2017年は新た

に名古屋が加わり、初開催へ向けて準備が進められています！パネル展では主に各地の実施報告や次回開催のア

ピールを行いました。各地から届いた資料や啓発物品も好評でした。 

 

 



ワークショップコーナー「マイレッドリボンをつくろう！」 
主催：AIDS文化フォーラムin横浜運営委員会 
協力：横浜AIDS市民活動センター 
 

内容：今年は1階入り口横のコーナーでの開催となり、AIDS文

化フォーラムin横浜のPR・会場案内も兼ねてワークショップコー

ナーを運営しました。AIDS文化フォーラム以外の目的でかなが

わ県民センターにいらしていた方々や、かながわ県民センター

の職員の方々にもレッドリボンを作ってもらったり、お渡ししたり

できました。 今年も新しい出会い、つながりができたワーク

ショップコーナーとなりました！ 
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ネットワーキングTEAパーティー 
 

内容：交流スペースで来場者・参加

団体・ボランティアが交流するネット

ワーキングTEAパーティー（お茶菓

子つき）を開催しました！今年はボラ

ンティアの看護学生3名と運営委員

の山田雅子さんが司会となり、自己

紹介ゲームやグループ対抗戦クイズ

を行い、参加者は交流を深めていま

した！  

ネットワーキングパーティー 
内容：恒例の迎珍で全国から集まった仲間が旧来の、そして新たなつながり・絆を確認しあいました。入場者・参加団

体・各地域の運営委員との交流も魅力のひとつです。 

交流プログラム 
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イベントボランティア 
会場の設営・受付・アンケート配布回収を行ったのは、中学生から成人までのイベントボランティアの皆さんです。今年

は70名以上の方にご協力をいただきました。 
 
イベントボランティアの感想： 
● ボランティア活動は難しいと思っていましたが、意外と楽しかったです。（10代 高校生） 

● ボランティアを通して、人間関係が広がり、充実した時間でした。（10代 学生） 

● 今回のフォーラムのテーマが「リアルとであう」でしたが、そのテーマ通りの内容だと思いました。（１０代 学生） 

● 事前説明会があったことで、当日も活動しやすかったです。（10代 高校生） 

● 過去にこのフォーラムのボラン

ティアを経験している人がリー

ダーをして下さったので、ボラ

ンティアの運営はスムーズに

できたと思います。（20代 看

護学生） 

● わかりやすくシステム化されて

いて、動きやすくてよかった。

（30代 団体職員） 

● 初めて参加したボランティアで

したが、他のボランティアさん

と交流できて良かったと思い

ます。 

すきまミニ講座 

主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
講師：山田雅子 
 
内容：2011年から講座と講座の間の時間帯（すきま時

間）にミニ（30分）で簡単な講座を開いています。今年

は少しテーマを変えてみました。 

8月4日（金）①30分でわかるHIV/AIDS としてHIV感染のしくみ、検査，治療，感染するとどうなるのかなどに加え最近

の医療の動向など。 

8月5日（土）②予防のためにどうやってパートナーとの意思疎通を図るかというお話でした。相手に気持ちを伝えようと

することも大切ですが、「問いかけてみる」ことで、考えることにつながるということ、真剣に考えることから

相手への思いやりのある行動がスタートするのではないでしょうか！？ 

8月6日（日）③看護学生は未熟です。（だってプロじゃないですから）そんな看護学生が実習で、プロを凌いでとても素

晴らしい看護をすることがあるのです。その背景にある「想像力」の大切さ。 

 

来場者感想： 

● 基本的なことから最近の動向までお話し頂いてよかったです。 

● 問い→一緒に考える。大切なことだと思いました。（神奈川県 40代 保健医療福祉関係） 

● 問い…考えることは自分の成長にもつながるし、人を動かすことのできる原動力なんだと感じました。（神奈川県 

30代 保健医療福祉関係） 

● どんなにひどくても、積み重ねが大事なんだなということがわかりました。人は変われるんだ！！ということ。（神奈

川県 10代 学生） 

● “人は変われる”ということを身をもって実感する事のできた生徒と、それを信じ続けることの大切さを知った先生と

の出会いは素敵だと思いました。（東京都 20代 学生） 

 

連絡先：山田雅子（早稲田速記医療福祉専門学校 看護科） 〒171-8543 東京都豊島区高田3－11－17 

TEL:03-3200-8080 E-mail:yamada@kawaguchi-g.ac.jp  

ボランティアオリエンテーション 開会式での 

ボランティア代表挨拶 
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次のステップ、AIDS文化フォーラム 

 

内容：今年は閉会式の会場も大勢の方の参加がありました。昨年膵臓がんの手術をし、現在は入

退院を繰り返しているという洪久夫さん（HIV陽性者として長年フォーラムに参加）が閉会式にも駆

けつけてくれました。なんと！フォーラムのために病院を外泊して来たということでした。当事者とし

てのリアルを語って下さることは洪さん自身の力にもなるそうで、「来年も参加します」と力強く語って

下さいました。会場からも「洪ちゃん待ってる！」と声がかかりました。 

日本エイズ学会（2017年11月24-26日東京・中野で開催）のお知らせが、学会長の生島嗣さん（特定非営利活動法人

ぷれいす東京）と高久陽介さん（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）よりありました。 

AIDS文化フォーラム㏌名古屋のジミー・ハットリさんがボランティアを伴って名古屋で初開催の意気込みを述べ、それ

に続いて、京都、陸前高田、佐賀がそれぞれの今後の開催予定を告知しました。 

参加団体の方々（展示からはユニセフ、発表者で上村茂人医師）からは来年もパワーアップして参加すると心強いメッ

セージがあり、宮田一雄さん（産経新聞特別記者）からも開会式が満員だったと驚きと喜びの言葉が寄せられました。

最後にこのフォーラムを３日間支えてくれたボランティアから「これまで関心がなかった。参加してみて、いろんな人に

知ってもらいたいと思った。」「身近でなかったことが、身近に感じられた。」などの感想があり、最後は会場全員で「この

フォーラムで出会ったリアルは？」などを書いた紙飛行機を飛ばして閉会しました。 

 

来場者感想： 

● 様々な立場の人、地域の人が参加しているのがこのフォーラムなのだなとよくわかる閉会式でした。（東京都 30代 

会社員） 

● AIDSを学ぶことで日本の文化や政治など幅広く学ぶことができた。皆が自分らしく暮らせる共生社会作りのため

に自分にできることを考えたい。（神奈川県 30代 学生） 

● 紙飛行機のことば、まずは受け止めたい。他人事が自分事になりました。 

● AIDSの知識を正しく広めることの大切さを学びました。 

 

全体会・閉会式  

TOKYO AIDS WEEKS & 日本エイズ学会 

宮田さん 

AIDS文化フォーラム in 京都 

AIDS文化フォーラム in 名古屋 
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◆全体集計推移（2013～2017） 

フォーラム全体集計表 
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◆2017年参加者の居住地（都道府県別） 

会場レイアウト変更に伴う下見 
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AIDS文化フォーラム in 横浜は、「HIVの感染経路を問わず、HIV/AIDSのみならず、社会を取り巻く状況を、

多様に、文化の視点で考えていく」を特徴に24回歩み続けています。 
 組織委員会：HIV/AIDSに取組む団体で構成し、フォーラムの社会的責任を負う 

 運営委員会：HIV/AIDSに関わる、医療関係者、教育関係者、NPO・NGO、行政の担当者等が個人として参画 

 事務局：横浜YMCA ボランティア：会場運営に市民ボランティアの公募―中学生から70歳代までの幅広い参加― 

AIDS文化フォーラム in 横浜 24回の歩み－開催概要と経緯－ 
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■第12回（2005年）：飯島愛さんと北

山翔子さんがそれぞれの実体験をもと

に人を愛すること、そして生きること

をテーマに語られた言葉は、来場者の

心に深く響きました。また、会場ボラ

ンティア数は110名と過去最高でした。 

つながりが、絆がAIDS文化フォーラム in 横浜・京都・陸前高田・佐賀に 

■第1回(1994年）：社会の中で

偏見と差別のみ語られていた

AIDSという病気に対し、ボラン

ティアの働きによる新しい市民

レベルの社会へのアプローチと

して当時高い評価を得ました。 

■第4回（1997年）：「PWA（People with AIDS）のネットワーク」を

テーマとし、PWA5名がプレゼンテーターとなるなど、感染者の方々の

積極的な協力がありました。 

■第5回（1998年）：治療薬が増え、HIV感染は慢性病になったと言わ

れ始めました。テレビドラマ｢神様、もう少しだけ｣がヒットし、社会的

関心が高まり、主演の深田恭子さんも来場しトークを行いました。 

■第6回（1999年）：1日のコマ設定を4コマから3コマに減らしたことで、

各コマとも落ち着いた議論と交流が可能となりました。 

■第7回（2000年）：恋人とのセッ

クスでHIVに感染した北山翔子さん

やタレントの岡田美里さんのトー

ク、女性用コンドーム、ピル、と

「女性」をテーマとしたプログラム

が多く組まれました。 

■第8回（2001年）：パラリン

ピック金メダリストの成田真由

美さんとHIVに感染している

桜屋伝衛門さんのトークを通

して「障害」という視点で

HIV/AIDSの問題を改めて考え

る機会となりました。 

■第9回（2002年）：自らカンボジ

アなどでボランティア活動をしてい

る有森裕子さんの話に多くの人が勇

気付けられました。 

■第10回（2003年）： 脚本家の早坂暁さんが

「HIV/AIDSを題材に番組を制作するとしたら」と

いう設定で、俳優の烏丸せつ子さんや参加者と共にドラマストーリーを考

えました。また、若者の覚醒剤問題に体を張って取り組む水谷修さん（夜

回り先生）の講演に多くの参加者が集まり、関心の高さがみられました。 

■第11回（2004年）：飯島愛さ

んを迎えて、エイズ・愛・セッ

クスについてのトークショーを

行いました。愛さんの明るい

キャラクターと会場参加型の企

画に大いに盛り上がりました。  

■第13回（2006年）:「エイズと宗教を

語る」では、仏教、キリスト教、HIV陽

性者の3者がそれぞれの立場から違いを

超えて「つながる」ことの大切さを語り

あいました。また、参加者から発表者と

なった医大生の遠見才希子さんがPeer講
座を担当するなど若者の活躍がみられま

した。 

■第14回（2007年）：3名のHIV（+）の

当事者がそれぞれの主治医とともに、患

者と医療者の関係性（パートナーシッ

プ）をテーマに語り合いました。長年に

わたるエイズ医療に共に取り組むために

はコミュニケーションやカウンセリング

を通して信頼関係を構築することが重要

であると訴えました。 

■第15回（2008年）：教育関係のニーズに応え15
もの教育を視点としたプログラムが開催されまし

た。中でも学校でのエイズ教育を念頭においた

セッションをエイズ教育シリーズとして紹介し、

最終日に「徹底討論～エイズ教育に求められるも

のは何か」で本音で意見を交わしました。 

■第2回（1995年）～第3回
（1996年）：「第1回での成果を

一過性のものに終わらせること

無く、継続して欲しい」という

AIDSに関わるNGO等からの強い

要望があり開催を継続してきま

したが、社会的な関心の薄れと

共に、参加者数の減少など様々

な課題が明らかになりました。 

市民による市民に開かれた

手弁当フォーラム！ 
高額の参加費がかかる医療関係者

中心の第10回国際エイズ会議（横

浜）に対して、

市民のための

エイズ会議を

市民の手で実

施しようという

趣旨で始まりま

した。 

新たな工夫と挑戦へ！～量から質へのシフト 
徹底した評価・検証の中で、より積極的な取り組みを行いました。会場をかな

がわ県民センターへ変更したことに加え、運営体制の見直し、そして参加者

のニーズにあうようにプログラムの充実化を図りました。 

専門職来場者の増加～継続することの意味を確認 
従来からの「専門職が一般市民を指導・教育・啓発する」という発想を超え

て、「市民側から専門職に情報交換の場と市民の手法を学ぶ場を提供して

いく」というように逆転してきました。全国の医療や教育の専門家からも期待

される横浜の夏の恒例行事として定着しました。 

10年の振り返りと新たな取り組み～若者へのｱﾌﾟﾛｰﾁ強化 

つながる空間、 

    本音で語る対話の場へ 
ネットワークを広げ連携を深めるために、

HIV/AIDSに関する様々な活動に携わる団

体・個人との対話の場が増えました。その中

で宗教や立場・活動・体験は違っても、豊か

に共に生きることを教えられ、「つながる」

ことの大切さを確認することができまし

先進国で唯一エイズ患者が増え続ける日本の状況を

憂慮し、若者へのアプローチを強化しました。若者主

体の企画や演劇・映像・音楽・アートを活用した、若

者を引きつける会場運営を心がけた結果、多くの来

場者を迎えることができました。 

つながることで「他人ごと意識」の解消へ 

■第16回（2009年）：正しい知識だけでは予防が

できません。HIV/AIDSを他人事（ひとごと）と

思っていた当事者たちの声に耳を傾け、医療関係

者が、教育関係者が、宗教関係者が、そして参加

者の一人ひとりがつながる中で、自分自身の課題

と考える第一歩を踏み出しました。 

■第17回（2010年）：パトリックさん、北山翔子さん、洪久夫さん、桜屋伝衛門さんをはじめ多くの

当事者に励まされ、妊娠時にHIV感染がわかった石田心さんがトークセッションを持ってくださいまし

た。閉会式は5年前のフォーラムでピアエデュケーションに目覚め、今や全国を飛び回っている遠見才

希子さんが、医学生最後の年に司会を務めました。他人事意識を克服するため、多くの人が「つなが

る」ことで、一歩ずつ「他人ごと」が「自分ごと」に代わっていくことを実感した年でした。 

■第18回（2011年）：3月11日に東日本大震災があった中、オープニングでは陸前高田市の方々が

被災地の状況を報告。10月には「AIDS文化フォーラム in 京都」開催。これまでのフォーラムを通

してできたつながりが新たな絆につながっていくことを実感したフォーラムとなりました。 

■第19回（2012年）：昨年のAIDS文化フォーラム in 京都への広がり。11月に開催される日本エイ

ズ学会（横浜）とのつながり。改めてHIV/AIDSを文化の視点で考えさせられました。 

■第20回（2013年）：20回目を迎えた今年、横浜・京都・陸前高田でAIDS文化フォーラムが開催

されることに。一区切りを迎える一方で、新たな時代への誓いをこころに刻み、この先も続けるこ

とをみんなで確認し合いました。 

■第21回（2014年）：21年目に新たな船出となったAIDS文化フォーラムが佐賀に広がることに。

継続する力は多くの人や地域からのサポートがあってこそを実感！ 

■第22回（2015年）：事務局が1階に移り、展示・交流スペースでの交流が活発に。予防啓発に加え、一人ひとりが生きていくた

めに、いま、何が求められているかを、いろんな人たちと一緒に考える時代になりました。 

■第23回（2016年）：つながりがひろがり、そしてお互いの思いを、課題をわかち合う中から、一人ひとりの生き方を、お互い

の支えあい方を考え、感じるフォーラムでした。熊谷晋一郎先生の「自立は依存先を増やすこと」は病気や障がいを抱えている

人だけではなく、誰もが噛みしめたい言葉でした。 

つながる 

ひろがる 

わかちあう 

時代に 
■第24回（2017年）：ヴァーチャルなことが溢れる世の中になったからこそ、「リアルとであう」大切さを再確認しました。そ

の思いが結集すべく、SNS等も積極的に取り入れた結果、入場者数が一気に増えました。 
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性感染症予防にも繋がる商品の展示 
主催：ジェクス株式会社 
 

内容：最近若者の間では性感染症が流行っており、性感染症予防にもなるコンドームをもっと身近に感じてもらえれば

と思いコンドーム・ゼリー等をメインとした展示でエイズ文化フォーラムに参加させていただきました。ただの展示だけで

はなく、実際にゴムを触ってもらう等体感してもらい、ゴムの重要性・素材の違い等、より理解を深めていただけたと思

います。また、ゼリーにも種類があることや性感染症についても説明さ

せていただくことができました。普段の中で性感染症予防にもなる商品

をじっくりと見られれる機会はなかったので、手に取ってくださる方・話を

聞いてくださる方がとても興味深く話を聞いていただくことができ、手ご

たえのある展示となりました。エイズ・性感染症はどこか自分には関係の

ないものだと思われがちだと感じていましたが、セミナーに参加させて

いただき、また展示をして様々な観点からお話を聞かせていただくと、

むしろ身近なものではないのだろうか？と考え直すことができました。

メーカーとして私たちもまだまだできることがあるのだと感じる貴重な

フォーラムとなりました。 

 

連絡先：ジェクス株式会社 

〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町二丁目3－12 

TEL：06-6942-9002 FAX：06-6941-5234 

E-mail：ayako-okazaki@jex-inc.co.jp URL:http://www.jex-inc.co.jp/ 

協賛企業展示 

ご協力に感謝申し上げます 

ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 

〒160-0003 東京都新宿区本塩町7 日本YMCA同盟会館 
TEL:03-5367-6652  
URL:http://ys-east.jimdo.com/ 

ヴィーブヘルスケア株式会社 

〒107-0052 
東京都港区赤坂1-8-1赤坂インターシティAIR 
TEL:03-4231-5150 FAX:03-4231-5983 
URL:http://glaxosmithkline.co.jp/viiv/index.html 

神奈川県化粧品工業協会 

〒235-0007 横浜市磯子区西町14-11 
      神奈川県総合薬事保健センター402 
TEL:045-755-0323 FAX:045-755-2342 

神奈川県製薬協会 

〒235-0007 横浜市磯子区西町14-11 
      神奈川県総合薬事保健センター402 
TEL:045-755-0323 FAX:045-755-2342 

ジェクス株式会社 

〒540-0012 大阪市中央区谷町2-3-12 
TEL:06-6942-9002 FAX:06-6941-5234 
URL:http://www.jex-inc.co.jp 

鳥居薬品株式会社 

〒103-8439 東京都中央区日本橋本町3-4-1 
TEL:03-3231-6878 FAX:03-5203-7335 
URL:http://www.torii.co.jp/ 

ヤンセンファーマ株式会社 

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2 
TEL:03-4411-5677 
URL:http://www.janssen.com/japan/ 

株式会社伊藤園 

〒245-0003 横浜市泉区岡津町2100 
TEL:045-810-4811 FAX:045-810-4813 

オカモト株式会社 

〒113-0033 東京都文京区本郷3-27-12 
TEL:03-3817-4231 FAX:03-3814-1684 
URL:http://www.okamoto-inc.jp/ 

東京キリンビバレッジサービス株式会社 

〒232-0064 横浜市南区別所1-9-24 
TEL:045-741-0538 FAX:045-713-4265 

株式会社ジャパンビバレッジセントラル  

〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2774-1 
TEL:045-473-9540 FAX:045-473-9448 
URL:http://www.jbinc.co.jp/ 

株式会社TENGA  

〒108-0073 東京都港区三田1-7-1  
                     パークコート麻布十番ザタワー2F  
URL:https://tenga-group.com/ 
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■主催 AIDS文化フォーラム in 横浜組織委員会 
HIV／AIDS問題に取り組む団体の代表者で構成されています。「AIDS文化フォーラム in 横浜」を主催し、その社会

的責任を負います。 

 

 ◇公益財団法人横浜YMCA 田口 努 （組織委員長）   ◇社会福祉法人横浜いのちの電話 松橋 秀之 

 ◇カトリック横浜教区 鈴木 真   ◇ワイズメンズクラブ国際協会東日本区湘南・沖縄部 金子 功  

 ◇公益財団法人横浜YWCA 今地裕美子          

 

 

■共催 神奈川県 
毎年、共催として会場「かながわ県民センター」を提供しています。また、組織委員会、運営委員会にも列席し、関係

者への参加依頼や広報をはじめとした事前準備にも協力しています。 

担当：神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課   

    大久保久美子、相原浩行、山本理子、福田眞理、岩﨑春菜  

 

 

■助成金 公益財団法人エイズ予防財団 
平成29年度エイズ予防財団助成金「エイズ予防に関する啓発普及事業」として、AIDS文化フォーラムの広がるネット

ワークに助成していただきました。 

 

 

■後援 
◇横浜市健康福祉局 ◇川崎市 ◇相模原市 ◇横須賀市 ◇藤沢市 ◇横浜商工会議所 

◇神奈川県教育委員会 ◇公益財団法人エイズ予防財団 

 

 

■企画運営 AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
フォーラムを実質的に運営するボランティアの集まりです。医師、保健師、教師、NGO/NPO関係者、アーティスト、大

学生、共催・後援（行政）の担当者、フォーラム大好きでずっと関わりを持っている人など、色々な立場の人がフォーラ

ム開催に向けて年間を通し活動しています。 

 

伊東和子、猪谷亜子、岩室紳也、大江 浩、糟谷 潤、金井多恵、佐藤 睦、白井美穂、千代木ひかる、畠山雅行、 

彦根倫子、三宅晶子、宮崎豊久、母袋秀典、矢部尚美、山田雅子、吉永陽子、渡辺誠二 

 

 

■イベントボランティア（会場ボランティア） （高校生～社会人） 

相澤ひかる、江森ひろみ、大河航太朗、加藤真沙美、金子綾華、菊池咲、木村恵、熊倉桃子、黒須彩花、 

清水さくら、鈴木友理、鈴野有介、永野未佳、深谷侑菜、細川もなみ、齋藤智夏、平塚直也、尾崎拓馬、 

中澤三佳子、野田敦子、松本雪乃、能美徹平、大石彩果、村田匠吾、吉田優花、本間友梨 

                                           他合計76人 ありがとうございました！ 

   

■事務局 横浜YMCA 
組織委員会、運営委員会の円滑な運営、年度を超えての継続的な開催を補佐します。 

24年前にフォーラムを立ち上げる際の呼びかけ人となった横浜YMCAが継続して事務局を務めています。 

担当：横浜YMCA 国際・地域事業  高村文子、大塚英彦、細谷美波 

2017 AIDS文化フォーラム in 横浜を支えた人たち 
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１．名称 
この会は「AIDS文化フォーラム in 横浜 組織委員会」と称する。 
（以下、「組織委員会」と略す） 

２．趣旨 
1994年8月に横浜で開催された第10回国際エイズ会議を機に、市民の手による全ての人に開かれた場として「AIDS
文化フォーラム in 横浜」を開催してまいりました。回を重ねていく中で、全国各地でHIV/AIDSに取り組む各団

体・個人の発表・交流の場として、また多くの市民、特に若い人々に向けての啓発の場として定着してまいりまし

た。組織委員会は、このフォーラムの主催者として、偏見や差別をなくし、制度や利害の壁を乗り越えて、いつの

時代にも、だれもが一人の人間としての尊厳を保ち、共に生きていく世界を築く事を目指して、市民の手による、

市民のための、すべての人に開かれた集いを開催します。 
３．目的 

1) 広く市民に開かれたフォーラムとする。 
2) 若い世代、特に学生の参加を期待して、工夫する。 
3) すべてがボランティアによる、市民の手による、市民のための、手弁当型のフォーラムとする。 
4) AIDSボランティアと市民の交流の機会とする。 
5) AIDSに日ごろから関係する団体やグループがフォーラムの進行をリードする。 
6) AIDS関係団体、グループのネットワーク形成・交流の機会とする。 
7) AIDSに関する多面的な啓発活動を行う。 
8) AIDSについて、医学面や政策面のみではなく、文化面から積極的に捉える。 
9) AIDSへの様々な取り組みの中で、一人ひとりが共に生き、連帯し、未来への希望をつなぐために力をつける

（エンパワーメント）集いとする。 
４．構成 
  組織委員会は、エイズ問題に関心を持つ諸団体の代表者で組織する。 
５．委員長 
  委員長は、組織委員会の中から互選により選出し、組織委員会を代表する。 
６．組織委員会の開催 

組織委員会は年4回、委員長の招集により開催する。また、必要に応じて委員長が必要と認めた場合に開催するこ

とができる。 
７．組織委員会の役割 

「AIDS文化フォーラム in 横浜」開催の主催者となり、このフォーラム開催に関して最終責任を負う。 
８．運営委員会の設置 

組織委員会の下に運営委員会を設置し、フォーラムの企画運営を委託する。組織委員会は運営委員会の働きを監

督、支援する。運営委員は、HIV/AIDS問題及びフォーラムに関わるボランティアメンバーの中から選出する。 
９．事務局の設置と役割 

組織委員会の事務局を横浜YMCA内に設置する。 
常設の事務所を横浜YMCAに設置し、スタッフ2名が担当する。 
事務局の役割は次の通りとする。 
１）組織委員会・運営委員会との連絡調整を行い、フォーラムの円滑な運営を助ける。 

２）予算を管理する。 
３）年度を越えての継続的な開催を補佐する。 

10．財政 
  フォーラムの運営に必要な経費は、組織委員会主催（運営委員会へ委嘱）の事業収益・寄付金、助成金及び組織委

員会を構成する団体からのキーマネーをもってまかなうものとする。年度のキーマネーは、1団体につき20,000円と

する。 
11．年度及び任期 
  組織委員会の年度は毎年4月から翌年3月までとする。 

組織委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。なお次年度の委員については、当年度最終の委員会で選出

する。 
12．その他 

この規約に定めるものの他、組織委員会の運営に関して必要な事項は組織委員会の議を経て定めるものとする。 
 
（付則）この規約は、2008年4月7日から施行する。 

「AIDS文化フォーラム in 横浜」組織委員会規約 
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