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● 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23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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今年も第23回となりましたAIDS文化フォーラムin横浜を開催できることを、心より感謝いたします。 

このAIDS文化フォーラムは23年前にパシフィコ横浜で国際エイズ会議を開催されたときに、市民の方々にエイズの

問題を自分たちの問題としてとらえ、エイズに関する差別や偏見を取り除き、受け止める文化を育てていこうと生まれま

した。その時から今も形は変わらず、このフォーラムは市民による、市民のための手弁当のフォーラムです。多くの方に

学びながら、差別や偏見と向き合い、他人事を自分事に変えるきっかけが多くあるフォーラムです。 

先日、相模原・津久井の障がい者施設で事件が起きました。オープニングに登壇する熊谷先生が、これは自分の命

を脅かす事件で、同時にこれまで築いてきた、障がい者をはじめ、様々な人が差別や偏見を超えて、ともに生きる社会

をもう一度創り直したいということを言っています。私たちも23年間、ともに生きていく社会を目指してきましたが、やらな

ければいけないことがあると教えられた事件でした。 

今回は「つながる、ひろがる、わかちあう」というテーマですが、現代のつながらない孤立した人、広がらない閉じこ

もった世界に生きている人が多く、わかちあうことができない奪い合う文化がある社会になってい

ないだろうかということを感じさせられます。そういう文化がネット社会に蔓延していないだろうか、

若者たちが様々な多様性を受け止めることができなくなっていないだろうかということを考えさせ

られます。そのような社会の状況を私たちは受け止めて歩んでいかなければと考えています。 

私たち自身は差別する心を持っています。その心と向き合うのが、このAIDS文化フォーラムで

すし、毎年新しい出会いと、未熟な自分と向き合い、新しい自分を創ることができます。来場者の

方やボランティアの方など多くの方に自分の心と向き合い、新しい自分と出会い、広がりをつな

げていただきたいと思っています。   組織委員長 田口努 

開会式・組織委員長あいさつ 

つながる ひろがる わかちあう   
 出演者：熊谷晋一郎 （東京大学先端科学技術研究センター当事者研究分野） 
   谷山  廣 （ドント・ウォーリー副代表） 
 司 会：岩室   紳也 （AIDS文化フォーラム in 横浜）  
内容：脳性まひの障がいのある熊谷晋一郎先生の言葉「自立は、依存先を増やすこと」、「希望は、絶望をわかちあうこ

と」。 なぜ、この言葉が生まれたのか。孤立や困難をのりこえるLGBTたちのためのサポート・チームにてLGBT、依存

症者、自死遺族、HIV陽性者として、当事者支援活動を行っている谷山廣さんとともに、今年のテーマ「つながる、ひろ

がる、わかちあう」について考えました。 
 
Community Action on AIDS（ http://www.ca-aids.jp/features/162_yokohama.html  ）に元産経新聞記者の宮田一雄

さんが書いてくださった記事を転載させていただきました。 
  

「第23回AIDS文化フォーラムin横浜 開幕」 

 定番ともいうべき猛暑の中、第23回AIDS文化フォーラムin横浜が開幕した。暑さは定番であっても、フォーラム自体

は、たくまずして世の中の動きを反映する内容となり、中身は新鮮です。 

今年のテーマは『つながる、ひろがる、わかちあう』。8月5日（金）午前の開会式では主催者あいさつでは津久井やまゆ

り園の事件に触れ、「つながらない、孤立的な人が増えているのではないか」という危惧が表明された。事件との直接

の関連があるわけではないが、フォーラムの準備過程で世間の動向にそうした危惧を感じさせる部分があったからこ

そ、つながること、わかちあうことがテーマになったのではないか。そんな想像をさせるあいさつでもあった。 

 

 開会式に続くトークセッションは、東京大学先端科学技術研究センター准教授の熊谷晋一郎さん、ドント・ウォーリー

の副代表、谷山廣さんをゲストに招き、ずしりと重く心に響く内容だった。熊谷さんは脳性まひ障害の当事者であり、小

児科医であり、研究者としては「当事者研究」に取り組んでいる。「困ったことを抱えている当事者が自分で考え、研究

してみようという意欲を持ち、専門家はそのお手伝いをする」というかたちの研究だという。谷山さんはHIV陽性のゲイ

男性であり、アルコールや薬物の依存症当事者であり、性的少数者や依存症当事者の支援活動を行っている。 
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 セッションは司会のフォーラム運営委員、岩室紳也医師が紹介した熊谷さ

んの著書の次のような言葉を軸に展開していった。 

 

           「自立は、依存先を増やすこと」  

           「希望は、絶望をわかちあうこと」 

 

  熊谷さんによると、障害については1980年代に「障害を抱えているのは

社会なのだから、その社会の仕組みをなおせばいい」という新たな考え方が

生まれた。障害者が親に依存して生き、親が死んだら自分も死んでしまうよう

な閉塞状況を打開する考え方だろう。熊谷さん自身が半ば家出をするようにして一人暮らしを始め、たくさんの人に支

えられて、社会がどのくらいやさしいのか、どれほど多くのやさしい人がいるのかを体験しつつ「自立は、依存先を増や

すこと、希望は、絶望をわかちあうこと」という認識を得るようになったという。お話を正確に理解できたかどうか自信はな

いが、そのような趣旨のことを話されていたと思う。 

 谷山さんは体験を語ることの重要性を指摘した。聞き手が限定された「安全な場所」で話すことも、もっと対象を広げ

たところで話すこともあるという。当事者が体験を語ることは、その当事者が抱える困難を社会が把握するための重要

な機会である。また、同じような困難を抱える人の安心に通じることもある。聞き手側のそうした利益だけでなく、話をす

る当事者自身にとっても話すことが治療になるという側面がある。自らを相対化し、困難を具体的に整理することで心

理的な負担が軽減される。そうした効用があるからではないかとお話を聞きながら推測した。 

 当事者のカミングアウトは周囲の環境を見極め、慎重ないしは周到であるべきだが、同時に必要なことでもある。カミ

ングアウトをする必要がない社会は待っていても来ないだろう。 

 注意力散漫で、きちんとメモが取れていないので自信はないが、依存症については、それが困難を抱える人にとっ

ての 後の逃げ場になることがしばしばあるという趣旨のお話が、司会者も含め3人からそれぞれあったようにも思う。

依存症はよくないものという前提でものを考えがちな身としては、ちょっと意表をつかれた印象もあったが、「なけなしの

依存先を奪ってどうする」といった指摘には「そうだよね」と同意せざるを得ない。 

 感想ついでに書けば、お話を聞きながら「あの人が変、なのではなく、社会が変だからその変なところを社会的に変

えていこう」という視点は魅力的だ。HIV/エイズの流行に対する「文化フォーラム」が重要な意味を持ち、なおかつ23年

間も新鮮さを失わずに継続してきた大きな理由の一つもおそらくこの点にあるのではないかと思う。 

 世の中の変化をみれば、「エイズはもういいだろう」などという状態では到底なく、「エイズについて論じあってきたこ

と」そして「いま論じつつあること」の重要性はますます増しているように感じられる。（宮田一雄） 

 

司会者感想：AIDS文化フォーラム in 横浜の今年のテーマ「つながる ひろがる わかちあう」は熊谷晋一郎先生の言

葉「自立は依存先を増やすこと」や「希望は絶望をわかち合うこと」と同じ社会を目指していました。そして谷山さんの実

体験に基づくお話は、まさしくフォーラムが目指していることが実現すれば、一人ひとりが生きやすい、薬物に依存する

必要のない社会づくりにつながると実感させられました。 

 

来場者感想： 

● フォーラムを通して、人と違うことを私たちは排除していることに気づかされました。どう防ぐのかではなくて、今ある

状態をどう良くしていくのかを考えさせられたし、ノーマライゼ－ションが試されているのだと感じました。（東京都 

20代 学生） 

● 当事者の方々からお話を聞くのが初めてで、たくさんのことを考えることができた2時間と少しでした。見えない部

分に目をむける、依存に対する考え、経験という糧。今の私の経験は教育活動への糧となりました。楽しく、たくさ

ん学ばせていただきました。ありがとうございました。（佐賀県 30代 教育関係） 

● 今日の学びを医療の現場で生かしていきたいと考えた。その単語がだされると記憶から消えにくくなるという言葉

がとても印象深かった。自分はまわりに話せないことが沢山あるが、なにかをきっかけに話せたらなど考えが少し

変わった。（東京都 20代 学生）  

● 依存先を増やすという観点はなかったので、大変勉強になりました。頼らず、個人で頑張るべき、自己責任という

風潮が国内では強くなっている気がします。今、地元で勉強会や講演会を市民団体に入ってもらって行っていま

すが、今日学んだことを考えていきたいと思います。（神奈川県 40代 その他） 

● 当事者の意見・話を聞く機会がないので、とても考えさせられる貴重な体験となりました。熊谷先生の「自立は依

存先を増やすこと」という言葉、本で読んで大切に書き留めておいたので御本人の口から言葉が生まれた背景を

聞けて、この言葉を益々自分事として考えつづけていきたいと思いました。（神奈川県 30代 保健医療福祉関係） 
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発表プログラム 

◆洞察力～生徒や保護者・大切な人の心を読む方法～ 
主催：精華学園高等学校町田校 校長･心理カウンセラー 椎名雄一  
 

内容：コミュニケーションの基礎中の基礎は相手の心を汲み取ることです。しかし、多くの方は相手の顔をあまり見ずに

こちらのメッセージをただただ伝えようとします。これでは相手を理解することも深いレベルでわかりあうこともできませ

ん。今回の講義ではその相手の心を汲み取る具体的な方法をご紹介しました。ホールでの開催だったので全員のお

話は聞けませんでしたが、自分自身にとっての大切な人とのコミュニケーションをよりよくしたいという動機で参加してい

る方が多く、一般的な傾聴や教育の枠組みを超えた、気持ちの汲み取り方をマスターされたようでした。毎年、参加し

ていて知人を連れて来てくださる方が多く、毎年少しずつ輪が広がっていることもとても嬉しく思いました。  

 

来場者感想： 

● 自分は今まで「言葉」でしかコミュニケーションをしたことがないと深く実感しました。相手のしぐさを見ていると「短

時間でたくさんの情報が入る」と言いますが、本当に同調できました。（神奈川県 10代 学生） 

● 刺激を受けました。今している活動へのヒントをいただけた気がしていま

す。キーワードを自分なりに考えて、活かしていきたいです。（50代 教育

関係） 

● すごく楽しい実践的な講座でした。見落としているメッセージがたくさん

ありますね。自分にも洞察力は身に着けられるでしょうか？ぜひ、やって

みます。（茨城県 40代 保健医療福祉関係） 

 

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 

当事者研究が目指すこと 
主催：東京大学先端科学技術研究センター 熊谷晋一郎 
 

内容：前半はレクチャー方式で、当事者研究の歴史、理念、方法、意義などについて、具体的な研究例などを参考に

しながら説明をいたしました。当事者研究というのは、2001 年に北海道の浦河町にある精神障害をもつ人々の生活拠

点「浦河べてるの家」で誕生した、とてもユニークな自助の技法です。 近では、自助や支援といった枠組みだけでな

く、哲学、社会学、人類学、心理学、医学、ロボット工学などさまざま

な学術分野からその学問的意義にも注目が集まり、一部ではコラボ

レーションも始まりつつあります。自分の変化を目指す医療、環境の

変化を目指す当事者運動とは異なり、発見と共有を目指す実践で

あるところに、当事者研究の特徴があります。そして後半は、ワーク

ショップ形式で、当事者研究の体験をしてもらい、一名の方に発表

していただきました。大変活発に参加いただきました。  

 

来場者感想： 

● 当事者研究、本人たちがどのように考えているのかを知ることが、援助をする側の人には大切な考えだと日頃感じ

る。一般的なことを言うのでなく、主体はまず本人なのだということを大切にしたい。自分のためではない、それを

援助側は大切にしようと思う。（神奈川県 40代 主婦） 

 

連絡先：熊谷晋一郎（東京大学先端科学技術研究センター 当事者研究分野 准教授） 

〒153-8904 東京都目黒区駒場4丁目6番1号 E-mail: kumashin@bfp.rcast.u-tokyo.ac.jp 
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小・中学校の保健教科書の問題点 
主催：北沢杏子 性を語る会／アーニ出版 
1987年設立。国内外に会員500名。機関誌110号発行。シンポジウム、講演等実施。 

 

内容：HIV新規感染者は、年々増加傾向にあるのに、小・中・高校の「保健」のエイズ教

育は教科書を読むだけだ。UNAIDSが世界規模の調査で判明した 新情報（2015年）

によると、HIV感染のハイリスク群の第1位はIDU（注射器による麻薬使用者）、第2位はMSM（男性と性行為を行う男

性）、第3位以下は、男女間の性交、セックスワーカー（男性売春者も含む）、受刑者他となっており、日本ではMSMが

第1位を占めている。学校教育では「性的少数者LGBT」への理解と共生をすすめているが、国際人権団体“ヒューマ

ン・ライツ・ウォッチ”の調査によると、児童・生徒間の“いじめ”の第3位が「LGBTはHIV感染の原因だから近づくな」と

なっている。私が性教育を行うにあたって、「MSMの警告―セーファー・セックス」を教えたくても、これでは、ちゅうちょ

せざるをえない。参加者の方々のアンケートには、「学校教育での性教育の困難さがわかった」「MSMに限らず、HIV

予防教育としてコンドームの使用法を教師が教えるべきだ」というのがあったが、「学校では無理！」との意見が圧倒的

に多かった。 

 

来場者感想： 

● 現在の日本の性教育不足と、教育の難しさを知りました。（千葉県 20代 学生） 

 

連絡先：性を語る会 〒158-0097 東京都世田谷区用賀3-5-6 アーニ出版内 

TEL：03-3708-7326 E-mail：info@ahni.co.jp URL:http://www.ahni.co.jp/kitazawa/index.htm 

インターネット時代の危ない恋愛事情  
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：インターネットをテーマにした講義やセミナーの多くは技術を主体とした内

容になってしまいますが、インターネット普及率が8割近い日本では、ほぼ生活

の一部として利用されており、利用者視点でインターネットを考える段階にきてお

り、私の実施する講演もインターネット利用者の視点で解説を続けております。 

 今年のテーマとして選んだものは「恋愛」。インターネットが普及を始めた直後

から、ネットはアダルトサイトや、出会い系サイトの情報がたくさん流通することになりました。それに伴い、事件・事故が

多くなり関連法律も多く改正・施行されました。しかし、2016年の現在も、ネットを利用した犯罪やトラブルは多発してい

ます。とかく人と人をマッチングすることが得意なインターネットは、利用される機能やサービス内容を変えて出会いの

場として利用され続けており、出会った後のトラブルも後を絶ちません。 

 インターネットは時代のツールであり、トラブルに巻き込まれる人、巻き込まれない人はいつの時代も、根底にあるリス

クが起因するものであります。危ない恋愛に走ってしまう人は、目的が居場所の確保であったり、認めてくれる人を探し

続けてしまうなどといった、リスクを抱えている可能性が否定できません。 

 今回は、恋愛をテーマに、根底にあるリスクと向き合う重要性をお話し、恋愛における「いい人って何だろう？」を皆さ

んと一緒に考えていきました。貯めるものはストレスではなくゆとりです。言葉で書くと簡単ですがとても難しいテーマで

す。まずは、根底にあるリスクとどう向き合うか、意識が変わるだけでも良いので、この考え方を皆さんと広めてゆとりの

ある社会を作りましょう。 

 

来場者感想： 

● インターネットを使うにあたって、予防策に目を向けること、リスクに目を向けること、その通りだと思いました。使わ

ないでなく、上手な使い方ができるようにしたいと思いました。（神奈川県 20代 保健医療福祉関係） 

 

連絡先：ネットスター株式会社（宮崎豊久）  

〒108-0071 東京都港区白金台3-2-10白金台ビル7F  TEL：03-5795-4830 
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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す。  

 

来場者感想： 

● 松本先生がおっしゃっていた言葉で一番印象に残ったことは、「薬物乱用してい

る人に必要なのは、刑罰ではなく福祉サポートである」ということです。すごく納

得しました。好きでやっているわけではなく、生きていく上で、せざるを得ない状

況だから、それをまずなんとかしてあげなくてはと強く思いました。（三重県 30代 

教育関係） 

● 困っている子どもを一人ぼっちにしない支援をしていくには、私自身が様々な人

と手をつないでいることが必要だと痛感しました。（神奈川県 50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  

人権と震災、HIV/AIDS 
主催：ヘルスプロモーション推進センター（オフィスいわむろ） 岩室紳也 
HIV/AIDSの診療や年間100校程度でHIV/AIDS予防教育を直接生徒さん向けに行う傍ら、HIV/AIDSの縁でつながっ

た東日本大震災の被災地の岩手県陸前高田市、宮城県女川町に復興に向けた地域づくりの支援に入っています。 

 

内容：HIV/AIDSでは当初から薬害エイズはもちろんのこと、診療拒

否など様々な人権問題が表出していました。震災でも障がいを抱え

ている人たちのみならず、弱者に支援が行き届かない、配慮が不足

しているといった人権問題が明らかになっています。HIV/AIDSに

も、東日本大震災の被災地にも関わる立場から見えてくる取り組み、

対策の方向性は、ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）が醸成さ

れた、すなわち、「信頼」と「ネットワーク」と「お互い様」の三要素が

揃った、絆（きずな：つながり、むすびつき）と絆（ほだし：手かせ、足

かせ、束縛、迷惑）がバランスよく存在する地域づくりが重要であるこ

とを紹介させていただきました。 

 

来場者感想： 

● 日本人の考え方と外国人の考え方が違うことを改めて感じました。（埼玉県 10代 学生） 

● 「治療は勉強しているが予防は勉強していない」という言葉は教育現場にも言える。（神奈川県 50代 教育関係） 

● スキルアップのために・・と参加しましたが、自分を考え直す機会になりました。（神奈川県 40代 保健医療福祉） 

● 災害とHIV/AIDSは関係ないと思っていた人が多いと思いますが、20年前の薬害エイズ支援に関わり、災害ボラン

ティアに関わって、同じようだと思っています。（神奈川県 60代 無職） 

● 絆（キズナとホダシ）、居場所が非常に印象に残りました。（東京都 30代 コンドームメーカー） 

● なんだかとても心が温かくなりました。居場所づくりを常に考えて保健室経営をしていますが、もっとそのことを考え

ながらやっていってもいいのかな・・・と思いました。（神奈川県 40代 教育関係） 

 

連絡先：岩室紳也 ヘルスプロモーション推進センター 

紳也’s HP: 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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親子で考える教育プログラムその２ 
主催：JOINT HEART（畠山雅行・中井幸永・人形の「ちえちゃん」）  
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

広める活動を行います。  

 

内容：こどもを伸ばすにはどうしたら良いかを皆さんで考える。以下の内容で行いま

した。 

①わたしの木―自分発見・友達発見―じぶんのすきなところ、言われるとうれしい

ことばは、なんですか？、最近ドキドキしたことは、どんなことですか？、おと

なになってやってみたいことは、なんですか？ 

②「手を繋いだふたりの人」の絵に色を塗ってみよう 

③「モンスターゲーム」紙にモンスターを描いて名前を付けましょう。 

④自己紹介タイム（2人1組） 

⑤ほめほめタイム：ほめて伸ばす、って具体的にはどうすればいいの？  

⑥とげとげタイム：マイナスな言葉を使うと、相手はどんな気持ちになる？  

 

来場者感想： 

● 今回の学びを医療の現場で活かしていきたいと考えた。ありがとうございました。（東京都 20代 学生）  

 

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

薬害エイズと日本のHIV・AIDS～学校教育の中で～ 
主催：PLANET（HIVとともに生きる会）  
1992年に設立した、啓発活動を主にした活動団体である。メインの活動にエイズキャンドルパレードがあり、今年で第

24回を迎えている。  

 

内容：今は忘れさられてしまっている薬害エイズの歴史を振り返りながら、現代のHIV・AIDSの問題を、学校教育の中

でどう学ぶのかの課題を参加者とともに考えた。薬害エイズ20年という年月の流れの中で、アメリカで明らかにその原

因が血液製剤であることが判明し、アメリカの大手の製薬会社に加熱製剤の許可がおりた1993年、この後日本での加

熱製剤が許可されるまでの2年3ヶ月の間に、多くの血友病患者さんの感染が進行している。多くの子どもや青年も命

を落としている。その中で、ＰＬＡＮＥＴ（HIVとともに生きる会）を立ち上げるきっかけをつくった、石田吉明さんらを先頭

に薬害裁判が闘われた。この裁判は、長い年月の経過を経て和解となった。現在の陽性者への恩恵でもある、治療費

の負担軽減なども盛り込まれている。その対象者が性的な感染経路によるものも含められた。日本での現在でのHIV・

AIDSの感染の状況を見る中で、学校での教育での課題があり、学ぶことへの必然性が問われている。エイズから見え

てくるものとして、当事者はもちろん、女性、子ども、障がいを持つ者や多様な性の人たちの抱えている状況を考えるこ

とが大切であり、授業の中で、模索していく必要があるといえる。共通することとして、子どもたちの状況として、関係性

の中で何が必要であり、どう学んでゆくのかが問われている。ここでは性感染症を軸に二人の関係性の背後にある繋

がりに想像力をはたらかせていく中で、自己の行動変容を問う内容を提示し

た。参加者の方との交流の中で、学校での授業内容として現在、HIV・AIDS

を取り上げてゆくべきであることを確認した。  

 

来場者感想： 

● 薬害エイズについて初めて学習する機会となりました。HIVを扱うことの

難しさはありますが、きちんと伝えていきたいです。（20代 教育関係）  

 

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/ 
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ぼくがゲイの牧師でよかったこと 
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HIV/AIDSデスク メンバー 

 

内容：男性同性愛者であることをカミングアウトしている牧師と

して、キリスト者でありつつ同性愛者であるがために経験した

悩みや、そこから出会った人間や性の豊かさについて語りまし

た。「宗教とセクシュアリティのどちらを取るか」という問いが自

分の中に生まれたとき、「どちらも大切」と気づけたことが現在の自分を造り上げていること。もしかしたら、生きる中で

「二者択一」を求められていると感じたとき、「その二者択一はおかしい」と気づいたり抵抗したりすることも必要なことが

あるかもしれない、そんな話を共有することができたと思っています。また、HIV・エイズに関することも、「性に関するこ

と」と考えられてしまうがゆえに、公にしにくいという問題性について、自らの経験を通して語ることができました。 

 

来場者感想： 

● 当事者として参加しました。知識として持っていたものもありましたが、初めて知ったことや、あいまいだったことが

明確になったりと、非常に有意義な時間となりました。平良さん自身のお話は共感できるところが多く、自分の過

去の経験がおもいだされました。今、私の周りにはセクシャルマイノリティ、依存症、HIVなどの当事者がたくさんお

り、その人たちの手助けをする日々です。今日得たことを活かしていきたいと思います。（神奈川県 40代 保健医

療福祉関係） 

 

連絡先：三・一教会 平良愛香 〒252-0314 相模原市南区南台6-4-2 URL： http://trinity.c.ooco.jp  

STI予防教室を考える  
主催：公益社団法人東京都臨床検査技師会  
臨床検査技師、衛生検査技師の倫理の高揚・資質の向上を図り、臨床検査の普及啓発、人々の健康増進・医療・公

衆衛生の向上に寄与することを目的とする法人  

 

内容：昨年に引き続きAIDS文化フォーラムin横浜に

て2回目の講演をさせていただきました。今回もオネ

エカップル(LGBT)の方を交えて当会がSTI予防教

室の際使用しているスライドを用いてHIVやSTI予

防、STIの検査などについてディスカッションを行い

ました。観客の方とも意見交換ができ、楽しい雰囲

気で講演を進めていくことができてとても良かったと

思います。  

 

来場者感想： 

● 高校での性教育教材のスライドを使ってオネエとのセッションそれらしい内容やぶっちゃけたトークでおもしろかっ

た（東京都 40代 会社員）  

● 楽しくお話しが聞けました。ありがとうございました。（60代 NPO/NGO） 

 

連絡先：公益社団法人 東京都臨床検査技師会  

〒102-0073東京都千代田区九段北4-1-5 市ヶ谷法曹ビル405 

TEL： 03-3239-7961 FAX： 03-3556-9077 

URL: http://www.tmamt.or.jp 



お坊さん、ちょっときいて！エイズ、性、生きる、死ぬ？ 
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：「宗教とエイズ」や、「お坊さんが行う性教育授業」などで当フォーラムでも多くのご縁を頂く中で、HIV/AIDSや性

教育に関わるお坊さんに対して、来場者の皆さんはどんな疑問を持つのだろうか…という問いからの新企画。なかなか

質問が出ないのではないだろうかという心配をよそに、答えのある話、無い話が入り乱れる。自分の疑問のみならず、

他の方の質問、回答からも多くのことが学べ、また、本音の悩み、根本的な問いも出てきて深い話となった。後半、牧

師である平良愛香さんも会場にお越し下さり、仏教的視点のみならず、キリスト教的視点からも来場者の質問にお応え

する形となり、予想以上の内容となった。（平良さん、ありがとうございました！） 

 

来場者感想： 

● とても面白かった。楽し

かった。（沖縄県 50代 

保健医療福祉関係） 

● 仏教や悪人正機につい

て普段聞けない話が聞

け、とても楽しかった（神

奈川県 50代 その他） 

 

連絡先：古川潤哉 

E-mail：junya@joseiji.org     

URL：http://furujun.info  
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タイの子どもたちとHIV/AIDSと人身取引 
主催：横浜ＹＭＣＡ 
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：2015年夏、バンコクＹＭＣＡの児童保護シェルターＹＭＣＡパヤオ

センターおよびＹＭＣＡハッピーホームを訪問した大学生2人、高校生2人

から、YMCA国際ボランティアinタイについての報告を行い、私たちの活

動について報告しました。その後グループに分かれ、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、人身取引の複雑に絡み合っている課題を知っていただくことができました。また、人身取引は日本が

強く関わっている問題です。被害に遭い、タイから日本に来た方のエピソードを参加者の方に伝え、人身取引の大き

な課題を知っていただきました。 

 

来場者感想： 

● ビデオやワークショップを通じてタイでの人身売買を知ることができました。何や誰を信じていくかは難しいです

が、少しでも役に立つことがあればと思っています。（神奈川県 50代 教育関係） 

 

連絡先：公益財団法人横浜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/ 
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子どもたちが未来を拓く！～教室の中の多文化共生～ 
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：今回は、教室で学ぶ子どもたちにとっての多文化共生にポイントを絞り、ベトナム難民、性的マイノリティの方々

に学校での体験談を直接聞きながら、【異なる】ということを認め互いの存在、文化を尊重し合える子どもたちを育てる

ために、大人達ができることについて話し合いました。  

 

来場者感想： 

● 「多文化」は国籍だけではなく「性別」や「教育環境」にも関係していること

を学びました。（神奈川県 30代 教育関係） 

● 当事者の話が聞けてよかった。異文化の事は職場でもかなりあり、違いに

ついて戸惑うことが何回もありました。そのため、理解し受け入れることがと

ても大切だということが改めて分かりました。（神奈川県 20代 教育関係） 

● まずは自分の意識を疑うことから始めるべき。すべての人が謙虚に生き他

者への配慮を忘れなければもっといい社会になるのでは？ そして、マイノリティを理解・支援する人もまた、マ

ジョリティの中で孤立することがあるので、サポートする人にも支援がほしい。（東京都 50代 保健医療福祉関係） 

● 当たり前であることを疑う、多様性を本当の意味で理解することができる人物になりたいと思うようになりました。私

の考えを変えるきっかけをくださり、ありがとうございました。 （千葉県 20代 学生） 

 

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    Ｅ-mail： sumai.sc@sumasen.com 

「撮っちゃダメ！」では防げない 
主催：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が今年2月インターネットを通じて実施した「SNSと撮影についての意識調査」では、10～

20代の女性の約3割が、交際相手などから裸や性的な画像を撮らせてほしいと頼まれたことがあるという結果が出まし

た。スマートフォンの普及によって、きれいな画像を誰でも簡単に撮れるようになった今、10代の子どもたちの間でも、

性的な画像のやりとりによるトラブルをとても多く聞くようになりました。また、交際間の対等でない関係（デートDV）の中

では、性的な画像を無理やり撮ったり送らせたりする事例が増え、リベンジポルノ（性的な画像をネットに公開する）とい

う犯罪も起きています。 

だからと言って、「撮っちゃダメ」とただ禁止するだけでは、実際に被害が起きた際、誰にも相談できずにさらに深刻な

事態が広がってしまいます。今回は緊急企画として、今おとなとして何ができるか？を会場の皆さんと考えました。 

 

来場者感想： 

● 「よく話してくれたね」という言葉の大切さをしみじみ感じました。（神奈川県 教育関係） 

● リベンジポルノ問題を中心に現状についての情報提供、具体的な対応の仕方など充実した内容でした。  

 

連絡先：認定NPO法人エンパワメントかながわ   

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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感染症にまつわる都市伝説 これってホント？  
主催：山田雅子(AIDS文化フォーラムin横浜運営委員)  
 

内容：世の中にはあたかも事実であるかのように囁かれ、伝えられているけれど実

際には根拠がないということが結構あると思います。そこで感染症にまつわる都市

伝説を糸口に、情報に惑わされずに感染症と付き合う方法の提案をしました。一

夜のアバンチュールを楽しんだ女性が相手の男性から贈られたプレゼントに「エイズの世界へようこそ」と書かれてい

た！？、一夜の関係でどれくらい感染しやすいのか？他の性感染症と比較してみると？など「都市伝説」を題材に

HIV/AIDSの感染がどのように起こるのかを分析してみました。他に、ノロウイルスは血液型で感染しやすさが違う？

（違いません）とか、ジカ熱、デング熱など蚊が媒介する感染症の予防の方法についても現在わかっている正確な情

報をお伝えしました。  

 

来場者感想： 

● 情報に惑わされず、しっかりとした知識をもち対策すれば心配ないということがわかり安心しました。上手に感染症

とつきあっていきたいと思います。（神奈川県 40代 教育関係） 

● 感染症を必要以上に恐れなくてよいと知ることができ、よかったです。（神奈川県 30代 教育関係） 

● わかりやすい言葉で説明して頂いたのでよく理解できました。蚊の対策はぜひ行いたいと思います。 （埼玉県 

30代 学生） 

● 興味をもって聴くことができました。新たに有効な情報を知ることができ、まわりの情報に流されず、何が正しいか

を知り、適切に対応していきたいです。（神奈川県 20代 保健医療福祉関係） 

● “都市伝説”にまどわされていることが知らず知らずのうちにあることに気づきました。日常生活等の参考になるお

話も楽しく聴くことができました。（京都府 50代 NPO/NGO）  

 

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  

プロの心理カウンセラーによる「一瞬で気持ちを切り替える方法」  
主催：(一社)日本心理療法協会 代表理事 椎名雄一  
 

内容：小学生からかなり高齢の方までご参加いただきました。多くの方が悩みを切り替えることができずに考えすぎてし

まって、悩みを深めてしまっていることがわかりました。この方法は悩みの克服はもちろんですが、予防に使えるので特

に育児をしていたり、教育関係者には喜んでいただけたようでした。会が終了しても会場や待合室で立ち話を続ける

方が多く、知らない人と深い関わりを作ることができた人が多くいらっしゃいました。心理学の講座は知識ではなく、体

験できて初めて価値が生まれるので、良いコミュニティとしてこの会が役に立ってきている実感がある会となりました。

会を支えてくださっている皆様にも感謝をしつつ発展させていけたらと思っています。  

 

来場者感想： 

● 普段、子どもを支援する立場にあり、気持ちを切り替えたくても、なかなか上手にできないことが多かったのです

が、今回学んだことを上手に活かしていきたいと思います。（神奈川県 20代 教育関係） 

● 感情も呼吸や姿勢で変わることなど、元気で楽しい話が

聞けて、参考になりました。（神奈川県 50代 保健医療

福祉関係） 

 

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)    

E-mail：info@j-mental.org URL: http://www.j-mental.org/ 



宗教とエイズ Part11 
 中村吉基（新宿コミュニティー教会牧師） 
 井上洋士（放送大学教授） 
 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オフィスいわむろ）  
 主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
 

内容：横浜で11回目を迎える、宗教とエイズ。岩室紳也医師による司会と本質的な問いによって宗教の話がLGBTの

話、AIDS/HIVの話へと関係していることがわかる展開に。今回初登壇の井上さんがクリスチャンになるきっかけは、

HIVの調査、支援の中での縁だったこと。教会やお寺のコミュニティの中にも偏見や差別があることを、アメリカの教会

が自戒するCMを通して指摘してくださった中村牧師。つながりを求めるけれども繋がりすぎは窮屈…。絆（きずな・ほ

だし）の意味とバランス。セクシャリティ、性の話と信仰の話。立場の違う者同士の考えや言葉が、ダイナミックに交錯し

たりピタッと一致したり。文面では告知も報告もうまくできません。是非、ご来場いただき、体験してください。 

 

来場者感想： 

● AIDS、宗教を通して人間の生き方、考え方の多様さを感じた。全ては肯定だから存在しているのだなと思った。

（神奈川県 40代 教育関係） 

● 普段身近でない「宗教」も、「エイズ」「LGBT」などを通して考えると違う視点出考えることができ、興味深い。宗教

の違いはあるが根本的なところは同じ？（神奈川県 40代 教育関係） 

● とても面白かった。信仰を持つ者として、それぞれの宗教観に基づいて語られるコトバの数々が興味深かった。

（神奈川県 40代 その他） 

● 3人それぞれ視点が違うところも、クロスするところもあり、とても楽しく聞いた。AIDSやHIVを考えるということは、イ

コール人間や死や生やつながりを考えることに直結するということがよくわかった。（神奈川県 30代 学生） 

● それぞれの立場での発言、興味深かった。本質的な発言も理解しやすかった。（神奈川県 70代 その他） 

● 繋がり、共生、絆（きずな・ほだし）、依存。生き方…今回も内容に圧倒されながら貴重な話を伺え、感謝。改めて

このフォーラムのすごさを実感。（京都府 50代 NPO/NGO） 

● 「絆」についての理解を深めることが出来て感謝。（神奈川県 70代 その他） 

● 異宗教を信じる面々の話から、私達が繋がっていることを感じた。無関心ではなく、ありままの自分が受け容れら

れる社会ができれば素敵だと思った。（神奈川県 50代 保健医療福祉） 

● 普段繋がりや関わりがない人達がこの場で繋がりを持ち、話をすることで新たな繋がりがまた生まれる瞬間を見

た。こう言った機会や繋がりを通して自分の考え、価値観を他者と重ね、未来の自分を作りたい。大人である私達

が社会の空気感を変えていかなければと感じる。（神奈川県 30代 保健医療福祉） 

● 初めて参加したが良い話を聞くことができた。次回も参加したい。（千葉県 70代 その他） 

● 宗教のことは難しいことをわかりやすい言葉で解説してくれて楽しかった。つながることの重要性と、つながりすぎ

ることへの不安やストレスの両面性を自分の中にはっきりと感じてしまった。（神奈川県 30代 教育関係） 

● 生と死について普段全然考えてこなかった事について考える機会になった。貴重な時間。（神奈川県 60代 

NPO/NGO） 

● AIDS文化フォーラムな

らではの良企画。生き

方、つながり、宗教…

ほんとうによかった。こ

のプログラムをずっと

継続して。（神奈川県 

70代 主婦） 

● 倶会一処（くえいっ

しょ）、良い言葉だと

思った。生き方。感じ

方。（40代 学生） 
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「忘れない、薬害エイズ」 
主催：薬害エイズを考える山の手の会  
薬害エイズ被害者と共に地域で学習会を開いたり薬害問題やHIV/エイズのイベント

に参加したりしています。薬害エイズ裁判の和解後も新たな薬害問題が発生して繰り

返されています。新たな薬害問題についても薬害被害者を呼んで学習会を開いてい

ます。薬害エイズを考える山の手の会は当事者の生の声を社会に伝えることを基本に

活動しています。  

 

内容：今年は薬害エイズ裁判和解から20年目の節目にあたり薬害エイズの報道特集もありました。しかし若い世代に

は生まれたばかりで何の記憶もありません。この20年にも新たな薬害が発生して、20年前に和解して謝罪したはずの

被告企業が 近、製剤の不正製造という事件が明るみに出ました。薬害エイズが忘れ去られる中で新たな薬害問題

が起きているのが現実です。こうした中で薬害エイズを若い世代にどのように伝えていけばよいのか、薬害エイズ被害

者と共 に当時運動でかかわったメンバーや報道関係者と学生や医療従事者などの若い世代の参加者と共に考えまし

た。参 加者全員に感想や意見を聞くことができました。 

 

来場者感想： 

● 薬害エイズの歴史から今、未来に向けて。一人ひとりができることを考えさせられる講演でした。職場でもおかしい 

と思うことを言える環境づくりや、利益よりも人の命のことに立ち戻れる時と、心づくりの教育の大切さを感じました。

（神奈川県 20代 保健医療福祉関係）  

 

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 

E-mail：egawa.moritoshi@topaz.plala.or.jp  

URL:http://blog.goo.ne.jp/egawa_moritoshi  

AIDSとサブカルチャー 
主催：桜屋伝衛門とユカイな仲間たち 
 

内容：日本のAIDSの変容を、サブカルチャーの歴史の中から読み解く。 

 毎年恒例となった取り組みですが、今回は発表者が影響を受けた個々の作品をピックアップ。 

 より詳細なレポートを行い、またPCやネットを使い来場者にご覧いただいた。 

 作品の選定は時系列的に行ったが、80−90年代のものについてはこなれた発表が出来たものの、その後の2000年

代以降の作品については難しく感じられた。ニュース性の乏しい時期で、サブカルチャーの流れとどうリンクしているの

か、レポートをしつつ発見しているような感覚であった。ライブ体験として、見てる側だけでなく発表側の我々にも新鮮

であったと思う。 

 また桜屋は多忙につき準備不足であり、結論を見い出せないまま当日を迎えてしまい、未完成な発表ではあった。

だが、京都での発表につながるきっかけになったように感じた。 

 

来場者感想： 

● アニメやサブカルから学びやすいと思ったので聴講しました。コンドームの普及、性感染症を防ぐためにアニメを

どう使っていくべきか、メディアをうまく活用してほしいと思いました。海外の取り組み事例なども知りたいと思いまし

た。（神奈川県 30代 その他） 

 
連絡先：桜屋伝衛門とユカイな仲間たち 

E-mail：chokumi614@yahoo.co.jp （佐藤直美） 

     toy_toy_0906@yahoo.co.jp（桜屋伝衛門）   



再現ドラマを使って つながる ひろがる わかちあう体験  
主催：劇団プレイバッカーズ  
観客の皆さんが実際に体験したお話を、その場でお聞きして打ち合わせなく即

興で演じる劇団です。  

 

内容： 

①ワークショップ 

a.参加者がテーマに応じて自ら動き、お互いの情報交換を行う「マッピング」 

b.声と身体のウォームアップ 

②パフォーマンス（一部紹介） 

a.導入 今日の午前中の出来事をインタビューし、それを体と声で表現する（手

法動く彫刻） 

・ここに来たらいつも行く所がある。久しぶりに寄れてうれしい。 

b.即興による再現ドラマ（手法ストーリー） 

１０数年前。想定外の事があり、助けてもらう人が一人もいない状況に立たされた。このままだと生きていけないと、とに

かく助けてもらう人を探し続けた。沢山の人に声かけした甲斐があり、助けてもらえる人たちが何人か見つかった。その

人たちのお陰で今がある。その時の人たちとは、一生の友人になり今でも感謝している。 

 

来場者感想： 

● 人とわかり合う、分かち合うのは、相手も自分もお互いに気持や状況を知ろうとすることが大切なのだと改めて思

いました。お話や思いの引き出し方、演技、音楽、とてもお上手で楽しかったです。（神奈川県 20代 教育関係） 

● 数あるプログラムの中で、プレイバックシアターを選んでとても良かったです。心がスーッとしたり、ジーンとしまし

た。（神奈川県 50代 保健医療福祉関係） 

 

連絡先：劇団プレイバッカーズ 〒233-0011 横浜市港南区東永谷1-15-30-305 

E-mail: info@playback-az.com URL: http://www.playback-az.com/ 
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アフリカのエイズ～青年海外協力隊員の報告 
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年より横浜ＹＭＣＡが活動を受託していま

す。 

 

内容：マラウィと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年間取り組んだ藤原さんと斉藤さんをお

招きしました。藤原さんはマラウィの派遣された地域で、HIV陽性者にとって治療へのアクセスが容易ではないという状

況を知り、より近い場所で治療を受けられるクリニック開設を病院と交渉しながら実現させました。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。それ

ぞれ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る発

表でした。 

 

来場者感想： 

● 生き生きとした話でした。2人ともコミュニケーション能力が高いなと思いました。異文化体験で鍛えられたからで

しょうか。（神奈川県 50代 NPO/NGO） 

● 実体験に基づく貴重なお話、とても感動しました。写真を取り入れて

の話は分かりやすくて、とても良かった。（神奈川県 70代 その他） 

 

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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映画上映「 強のふたり」 
主催：AIDS文化フォーラムin横浜運営委員会  
 

ストーリー：首から下が麻痺した大富豪と、彼を介護するスラムの黒人青年。まさか

の親友になったふたりが、常識破りの人生に繰り出す！ 

 ひとりは、スラム街出身で無職の黒人青年ドリス。もうひとりは、パリの邸宅に住む

大富豪フィリップ。何もかもが正反対のふたりが、事故で首から下が麻痺したフィ

リップの介護者選びの面接で出会った。他人の同情にウンザリしていたフィリップは、不採用の証明書でもらえる失業

手当が目当てというフザケた態度のドリスを採用する。その日から相入れないふたつの世界の衝突が始まった。クラ

シックとソウル、高級スーツとスウェット、文学的な会話と下ネタ。 

 だが、ふたりとも偽善を憎み本音で生きる姿勢は同じだった。互いを受け入れ始めたふたりの毎日は、ワクワクする冒

険に変わり、ユーモアに富んだ 強の友情が生まれていく。しかし、ふたりが踏み出した新たな人生には、数々の予想

もしないハプニングが待っていた。何があっても、今が 高！  そんな 強の人生を、あなたに。 

脚本／監督 エリック・トレダノ&オリヴィエ・ナカシュ（2011年 フランス 113分） 

 

来場者感想： 

● 2回目かもしれませんが、やはり良かったです。何も考えずに対応するのがいいんですよ

ね。（神奈川県 50代 保健医療福祉関係） 

現役AV男優だからこそ見える性の大切さ 
主催：現役AV男優有志の会  
現役で活躍するAV男優有志による性感染症についての知識と予

防 、対策を啓蒙したり、男優という職業の立場から見えてくる『幸せ

なセックス』 について考える団体です。 

 

内容：今回で3回目の参加になりました。毎年、見学者が増え今年も

多くの方々が僕たちの話を聞きに来てくださいました。僕ら現役AV

男優はセックスワーカーという仕事がら性感染症につ いては死活問題で正確な知識を持ち、いかに予防をするか、ま

たはリスクを減らすかという事を考え日々仕事をしてます。 

 今回はAV業界での性感染症に対する考えや検査についてお話した り、 男優の仕事とはどういったものなのかとい

う事もお話しました。そして、望まない妊娠を避けたり、 性感染症に感染するリスクを減らすためにコンドームの重要性

の周知、とりわけコンドームの種類の説明、 付け方やタイミングなどの話をいたしました。そして、何千人とのセックス経

験から『快楽だけのセックス』と『幸せなセックス』の違いや重要性の話もしました。アダルトビデオが社会に悪影響を与

えていると言われる昨今、『アダルトビデオはファンタジーであり、セックスの教科書ではない。真似をしないでください』

と必ず言っています。この事は僕ら現役男優が人前で言う事は勇気のいる事ですが、日本の性環境が乱れている中、

性のプロの男優たちが『幸せなセックス』について語る事に意義があると思ってます。そして、会場の方からの疑問や

質問にも応えました。男優の家族の事や親の事についての質問があったり、性器についての事や大きさなどコンプレ 

ックスでお悩みの方の相談にものったりしました。会場には中学校や高校の保健の先生もいらして『アダルトビデオの

真似をしてはダメ』と言ってくれるだけでありがたい‥という声や性教育を学校で教えるには限界がある‥性行為自体

は教えられないという話もありました。僕たちの活動は微々たるものですが僕らの経験や知識が少しでもお役に立つな

らばと考え今回も有志5名が参加いたしました。現役男優たちにこのような話の機会を与えてくださって感謝しておりま

す。引き続きAIDS文化フォーラムに参加していきたいと考えております。 

 

来場者感想： 

● 性と生は切り離せないものだと思いました。生き方指導をしていただいたように感じました。「思い」「想い」を感じら

れて嬉しかったです。ありがとうございました。（埼玉県 20代 学生） 

 

連絡先：株式会社YOSHIMURA （担当）吉村卓   

〒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 
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ぶっちゃけ☆隣の性教育！  
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：HIV/AIDSに関わる活動や性教育は時に難しさを感じ

る場面があり、HAATASは中学・高校の授業で対象となる学

生の生活環境に近づけた題材の選択や、話しやすい環境づ

くりなど、活動の工夫をしてきました。今回のプログラムは、HAATASが実施している二つのワークショップを来場者に

体験して頂きながら、それぞれが感じる性教育の難しさや悩み・工夫等の経験を共有する場としました。現役の中学生

から、仕事で性教育に携わる社会人まで幅広い方々がご参加下さり、様々な立場からの意見交換を行いながら、性教

育の現場で配慮している事や考え方を話し合い、実際の経験と具体的な取り組みも共有されました。HAATASにとっ

ても、今回のプログラムは今後の活動のヒントとなり、現場での活用に繋げられる大きな学びとなりました。  

 

来場者感想： 

● 「性教育」をするにあたり教える側と教えられる側の大前提（男女を尊重し合うこと）を整えることが大切であることを

意識することができた。（神奈川県 50代 教育関係） 

● 性教育に携わりたいと考えているが、なかなか踏み出す勇気がない。参加して先生たちも悩んでいること、中学

生、高校生にアプローチするのは難しいと感じた。(埼玉県 30代 会社員) 

 

連絡先：HAATAS (HIV/AIDS Action Team At Share) 

E-mail: haatas.atshare@gmail.com  Facebook: @HAATASofficial 

タイのHIV/AIDS孤児施設バーンロムサイ 
映画とトークでこれまでの歩みを考える 
主催：特定非営利活動法人バーンロムサイジャパン  
1999年HIVに母子感染した子どもの生活施設としてタイ北部に設立された。  

 

内容：バーンロムサイの紹介映像”This place”を通して17年の歩みを振り返

り、岩室紳也医師とバーンロムサイジャパン代表名取美穂がバーンロムサイの

子どもを取り巻く状況について対談しました。 

● バーンロムサイでは寄付だけに頼らない運営を目指し、ものづくりと宿泊施設の運営を行なっている。これらは「家  

業」として18歳になって卒園した子どもたちの職業や職業訓練の場にもなっている。 

● バーンロムサイの子どもたちの服薬は1日2錠。12時間おきに飲まないと耐性ができて効かなくなってしまう。卒園

すると周囲にHIV感染のことを知られたくないという気持ちもあり、薬を飲まなくなってしまうケースもある。１日１錠

で、数時間飲み遅れてもよい新しい薬はタイでは行き届いていない。 

● 現在のバーンロムサイの子どもの半数以上はHIVに感染していなく、多くは薬物で両親が刑務所にいる。依存症

予防には「居場所」があることが大事。 

 

来場者感想： 

● バーンロムサイが「幸せだった」という卒園生がいつでも立ち寄れる居場所になっていて、素晴らしいと思った。購

入して支援で、協力していきます！（埼玉県 40代 保健医療福祉関係） 

● 居場所って、とても大切だと思った。（東京都 30代 その他） 

 

連絡先：特定非営利活動法人バーンロムサイジャパン 

〒249-0005神奈川県逗子市桜山7-3-32 TEL: 046-876-6209 FAX: 046-876-6219  URL: www.banromsai.jp 
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LGBT入門編 
主催：中村吉基  
LGBTとキリスト教情報センター代表、日本キリスト教団新宿コミュニティー教

会牧師  

 

内容：はじめて「性的マイノリティ」「LGBT」という言葉に触れる方にも、分か

りやすく基礎的なことから解説するように努めました。参加者の中には医療

関係者、教育関係者もおられることを意識して、病院、学校、企業、家庭で

の実際問題や講師が出遇ってきた人々の事例に基づいて、レクチャーを進めました。映像も使ってさまざまな事例を

見ていただき、LGBTの「居場所」づくりを参加者にもお手伝いいただきたいことを伝えました。アンケートを拝見したと

ころ、当事者も参加されていたようです。「Xジェンダー（セクシュアリティの1つ）について解説していただき、誤解を受

けがちな自分の性のあり方を認められたような気がしました」と記されてありました。また養護教諭もおられ、「自校の生

徒に自信を持って寄り添っていきたい」との声が聞かれました。  

 

来場者感想： 

● LGBTについてあらためてきちんとお話をきくことができました。貴重なお話をありがとうございました。LGBTにかぎ

らず「マイノリティ」についてもっと知ること、共に考えることの大切さにきづくことができました。ありがとうございまし

た。（京都府 50代 NPO/NGO） 

● 学校現場の実際や、セクシュアルマイノリティの方々が社会に対してどのようなことを感じているのか、リアルなお

話を聞くことができて、とても勉強になりました。中村さんのおっしゃった「普通と感じている社会を生きづらいと感

じている人もいるかもしれない」という言葉がとても響きました。（神奈川県 20代 教育関係）  

 

連絡先：中村吉基 

〒160-0022東京都新宿区新宿5-11-13富士新宿ビル4階  

E-mail：scc_uccj@yahoo.co.jp  

HIVと薬物依存 –生きづらさのサイン-  
講師：聖マリアンナ会東横惠愛病院長 石垣達也  
主催：神奈川県健康危機管理課  
 

内容：薬物依存について、症状やHIVとの関連、薬物対策の歴史を話すとともに、東横惠愛病

院や川崎ダルクの取り組みを紹介した。注射針・注射器の使い回し、興奮からの衝動的で無防

備な性行為を誘発することから、薬物依存はHIV感染と関連の強いものである。もしも身近な人

から薬物依存について告白された場合は、まずは落ち着いて話を聞き、「大丈夫？」「何かあっ

たら言ってね。」と心配する姿勢を示すことが大切である。  

 

来場者感想： 

●  薬物依存が社会や環境の影響があることを認識しました。これからも、もっとこの問題について認識を深めたいと

思いました。（神奈川県 50代 教育関係） 

●  社会とのつながりがもともと難しい人に対して、何が必要で、生きる道があると話すのはどうしたらよいか日々考え

ている。（神奈川県 50代 保健医療福祉関係） 

●  回復施設の支援員として、今、自分たちがやっていることを紹介していただけたことを嬉しく思います。（神奈川県 

30代 保健医療福祉関係） 

 

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 



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、

少しずつ日常の変化があり、毎年参加してくださっている方はそれを感じていただいているのではな

いでしょうか。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： 

● 医療者ですが、HIVに対して多少の偏見を持っていることに気づかされました。当事者の方の貴重なお話が聞け

てよかったです。（神奈川県 20代 保健医療福祉関係） 

● 感染とわかったときの感情や気持ちの変化が聞けてよかった。（東京都 30代 保健医療福祉関係） 

● 北山さんのお話をたっぷり聞くことができました。様々な葛藤がありながら、ひとつひとつ乗り越えてきたということ

がわかりました。HIVに感染した方は、他の感染していない人よりも気をつけなければならないことや悩みもあると

思います。しかし、感染していない人と同じように、仕事をしたり、趣味を見つけて楽しんだりできることがわかりまし

た。希望を持って、明るく強く生活する北山さんに勇気付けられました。（千葉県 20代 学生） 

 

連絡先：紳也’s HP: http://iwamuro.jp/ （北山翔子さんの講演申し込みはHPからお願いします） 
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若者たちの性・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、命や自己肯定感についていくら説明しても、好きなパートナーから性行為を求められれば断

れない現状がある。パートナーとの付き合い方を考えたときにどうして相手の要求を断れなくなるのか、どうして相手に

そのような要求をしてしまうのだろう。デートDVをテーマにしてその事について考えてみた。 

1)デートDVとは、自分の付き合っている人対して約束をいっぱいさせて自分以外の人とはかかわらせないようにする、

自分の言うことを聞かせて付き合っている人を自分だけのものにしようとする事。一般にDVする人は、 初は、ものす

ごく優しくとてもまめです。そして普通よりもたくさんの約束を相手にさせて、しつこくその約束を守らせようとします。約

束を破られると相手を脅したり、暴力を振るったり、自分を傷つけてみせたり、泣いたり、とても優しくなったりして何とし

てでも約束を守らせようとします。そんな時、一般にDV被害者は付き合っている相手を怖いと思う時があります。 

2)デートDVの被害者の親や友人にお願い  

1. とにかくその関係はDVである事をやんわり伝える。 

2. どうしたらいいと相手に聞かれたら別れて欲しいと言う。 

3. 聞かれなければそのまま距離を保ちながら様子を見る。ただし、つながりは断たない。月一回ご飯を一緒に食べ 

にいくとか、習い事に行くときの送り迎えをするとか一緒に付き添うとか、必ず何らかの関わりは保つ。友達は決し

てぶち切れないで友達関係を保つ。けっして積極的に関与してDVの関係を改善しようとはしない。被害者が相談

してきたらそのときは必ず相手をする。その時はアイメッセージで話をする。  

4. 結局被害者は何らかの事件または事象で傷つく、落ち込む、挫折しないと変わる事は無いのでその時が来るのを

つながりを保ちながら待つ、そしてその瞬間をのがさなさい。  

5. 被害者が彼との関係に傷つき挫折した時、あなたを相談相手と、または居場所と思ってくれていたら、その時はあ

なたの意見を強く相手に伝える。加害者と別れるように話しても良い。３から５のサイクルは何回か繰り返す事も。  

6. ただし肉体的に被害者が危険である場合には、対応してもらえる警察窓口、NPO等を前もって調

べておき、必ずつなげるようにする。 

 

来場者感想： 

● 心安らぐ場所やものをいくつも作っておくという言葉が心に残った。DVは被害者と加害者の関係

が逆転することがあると知り、複雑な問題だと思った。（東京都 20代 学生）  

 

連絡先：上村茂仁（ウィメンズクリニック・かみむら） 

〒700-0901岡山市北区本町4-18コア本町3F E-mail：kamimura@kitty.jp 
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「体験！わたしが護るわたしのカラダ」 
主催：国際ソロプチミスト横浜・横浜東・横浜西・横浜みらい／男女共同参画センター横浜  
～女性や女児の地位向上をめざす団体と男女共同参画センター横浜との協働事業  

 

内容：講師に橋本明子さん（リアライズYOKOHAMA代表）を迎えて、カナダで開発された女性のための自己防衛プロ

グラムWEN-DO（ウェン・ドー）を体験する講座でした。たとえば、見知らぬ人から道を尋ねられた時には、安全な距離

を保ちながら対応する方法を実演から学びました。また突然他人から腕をつかまれた危険時には、大声で相手を威嚇

し、けがをしない方法で腕を振り払って逃げる動作を、二人1組で体験しました。さらに、6色の同心円の図を使った「人

との安全な距離の取り方」、「自分を大切にする関係の作り方」についての具体的なお話に、10歳からシニアまでの約

40人の参加者が、熱心に耳を傾けました。 後に、男女共同参画センター横浜から、意に反した接触（セクシュアル・

ハラスメント）、あるいは暴力に遭ったときには、ひとりで抱えこまずに相談窓口に相談してほしいと参加者の方に案内

しました。  

 

来場者感想： 

● とても楽しく参加できた。教えていただいたいくつかのうち、１つくらいはいつ

も練習しておこうと思う。（神奈川県 50代 その他） 

● よい活動なので、ぜひ小・中学校、高校でも活動してほしい。 （神奈川県 50

代 その他） 

 

連絡先：男女共同参画センター横浜 相談センター 

〒244-0851横浜市戸塚区上倉田町435-1 TEL: 045-862-5058 

URL http://www.women.city.yokohama.jp/find-from-c/c-yokohama/ 

女性とHIV 
～学校では教えてくれないけど、みんなが知っておくべきこと～  
主催：厚労科研エイズ対策研究事業研究分担「HIV感染妊婦に関する国民への啓発と教育」班  
 

内容：第1部では、まず感染予防の基本である標準予防策（Standard Precautions）についての解説を行った。また、感

染予防として手洗いやうがい、マスクの着用の大切さや、実際の感染予防としてインフルエンザやノロウイルス、ジカ熱

などの感染予防について説明した。次に、HIV/AIDSの基本知識（HIV/AIDSの違いやHIV感染のメカニズムなど）に

ついての教育方法の1つであるAIDS101を実際に行いながら紹介した。 

 第2部ではHIV感染と妊娠と題し、日本における女性のHIV感染者および妊娠・出産の現状を報告した。また、HIVの

感染予防と共に性行為感染症の予防の重要性について説明した。さらに、母子感染を防ぐ方法として、①妊婦のHIV

抗体検査の必要性、②HIV感染妊婦への抗HIV薬の投与、③選択的帝王切開の目的、④母乳の禁止と新生児への

抗HIV薬投与について解説した。妊娠するとは思っていなかった人が妊娠するのと同様に、感染するはずがないと

思っている人が感染する。HIV感染を他人事とせず自分のことと考えて「普段の生活の中から自分の体を大切にして

いこう」というメッセジーを伝えた。  

 

連絡先：労働科研HIV感染妊娠に関する国民への啓発と教育班（担当廣瀬紀子）  

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂1964番地  長野県看護大学  

TEL/FAX： 0265-81-5183  

E-mail： n-hirose@nagano-nurs.ac.jp  
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世界がもし100人の村だったら～HIV/AIDSバージョン～  
主催：横浜ＹＭＣＡ ＡＣＴ  
 

内容：始めに参加者へ参加のきっかけや目的を尋ね、次に「AIDS」「性」というｷｰﾜｰﾄﾞを元に思い浮かぶ言葉を書き出

してもらうﾏｲﾝﾄﾞﾏｯﾌﾟ作りを行い、AIDS等に関するｲﾒｰｼﾞをｱｳﾄﾌﾟｯﾄしてもらいました。その後色紙入りｺｯﾌﾟを使い、参

加者同士で混ぜ合い、 初は一人が持っていた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

レーションを行いました。また、性別・年齢等の特徴が書かれた「役割ｶｰﾄﾞ」を用いて役割ごとの指示に従って移動しな

がら世界が100人の村だった場合の男女比、年齢別割合等を視覚的に実感してもらい、次のｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨでは世界の

HIV感染者を示した折紙のﾔｯｺさんを示し、またﾚｯﾄﾞﾘﾎﾞﾝを参加者全員で作りました。作成後役割ｶｰﾄﾞの「大陸」ごとに

分かれ、作ったﾔｯｺさんを配置、世界のHIV感染者の現状についてﾔｯｺさんを通して学んでもらいました。また、今年

は識字教育の大切さを伝えたく、子どもが病気になった時にラベルに書かれている文字を理解できない場合、毒を飲

ませてしまう可能性があることをワークショップ形式で始めて実施しました。予防が大切であることを理解してもらう内容

としています。 後に映像を見ながら100人村のメッセージを輪読し終了いたしました。 

 今回は 年少が小学5年生、陽性の方も複数参加して下さり、幅広い年代の参加者に恵まれました。職業は学校の

先生や行政の方も多く、授業でそのまま使える内容としました。 後には、LGBTについても意見が出て、教室に2名

はいると言われるLGBTへの学びも進めたいと感じる時間となりました。 

 

来場者感想： 

● 講義形式では聴かない生徒たちも、動きを入れたワークなら参加しやす

く考えるきっかけを得やすいと感じました。（東京都 10代 教育関係） 

  

連絡先：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  

HIV感染者、AIDS患者の看護と介護 
主催：認定NPO法人AIDSネットワーク横浜  
1993年設立。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。  

 

内容：宮林優子さん（横浜市民病院感染症科看護師）による講演。宮林先生は、横浜市民病院感染症科看護師として

長く感染者、患者の看護に当たられている。講演はHIV/AIDSの基礎的な話から始まり、様々な患者の例を基に、患

者の立場に立った看護・介護のありようを具体的に話されました。  

 

来場者感想： 

● 基本をしっかり学べました。資料が 新に更新されていて安心して学

べました。患者対応の工夫は非常に役立つ内容でした。MSWや福祉

のサービスで必須ですね。情報提供がポイントだと思います。有難う

ございます。（神奈川県 50代 ライター） 

● 私自身もあまり知識がなかったのですが、この病気のことを知り、予防

できることはやっていこうと思いました。差別･偏見がこの病気に対して

あるために、ＡＩＤＳ発症と共にリンパ腫やニューモチスチス肺炎にかかったときに家族に言いにくい、という悩みが

つらいなと思いました。周りの人のサポート、病院からのサポートがとても大切なのだと感じました。（神奈川県 20

代 保健医療福祉関係） 

● 一般啓蒙と当事者教育とのレベルのちがいがわかった。知らなかった言葉が沢山あった。自分は無知だったんだ

なと思った。（神奈川県 50代 ライター） 

● 市民病院の事例を聴け、とても役に立つあたたかいお話をありがとうございました。（東京都 40代 会社員） 

 

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AIDS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/  



お坊さんが行う性教育授業ver.6～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：佐賀県にて、DV総合対策センターのプログラムの一環として実施している中3向けの性教育授業の事例

紹介。デモと裏話、ポイント解説。宗教者が性教育と聞くと、キレイゴトのものと思われがちだが、そうで

はなく、生身の私が抱えて生きていく「性」の話。生きること、死ぬことを含めたいのちの話で、知識だけ

でなく、自分のこととして引き受けるためのメッセージ。  

 

来場者感想： 

● 『「いのちは繋がっている」＝出産だけじゃない』の言

葉が衝撃（神奈川県 20代 教育関係） 

● 今の中3目線で考えるというのが重要で難しい（東京

都 40代 保健医療福祉） 

● セクマイに肯定的なメッセージが含まれていて嬉し

かった（神奈川県 20代 その他） 

● 生きる、死ぬから考えると性教育も聞く耳を持てる気が

する（神奈川県 20代 保健医療福祉） 

 

連絡先：古川潤哉 

E-mail：junya@joseiji.org    URL：http://furujun.info 
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水谷修 夜回り先生講演会 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 

 

内容：「夜の世界」にいる子どもたち、「夜眠らない」子どもたちと向き合い続けてきた夜

回り先生こと水谷修さんの講演会。便利な生活で体を使う機会が少なくなる一方で、一

日中“つながる”ことにより、心が休む時間が少なくなる、そのような心と体が分離する社

会にあって、体を使うこと、人のために何かをすること、声をかけることの大切さを、ご自

身のエピソードを交えながら熱く語っていただきました。  

 

来場者感想： 

● 水谷先生のまっすぐさに触れ、自分がまず人の目をみることができる大人にならねばと思った。（神奈川県 20代 

無職） 

● リアルな話に引き込まれました。私自身セミアウトローであり、同感できました。患者として 後のあいさんの話は感

動しました。（東京都 40代 会社員） 

● 生徒のためにと思ってきましたが、自分の心が打たれました。（神奈川県 50代 教育関係） 

● 夜回り先生の話はいつも心にガツンとくるお話で、今回も勉強になりました。子どもたちに優しさを配れる大人にな

りたいです。（神奈川県 30代 養護施設職員） 

● 一人暮らしで誰にも会わず、スマホやＰＣの画面を見て終えた一日は罪悪感と嫌悪感でいっぱいになる。人は人

とのかかわりの中、太陽の下で体を動かしてこそ生きていると感じられるのだと思った。（東京都 20代 学生） 

● カリキュラムの多様性で子どもたちと向き合い、しゃべる時間がほとんどないのが現状ですが、雑談の中で触れ合

う時間をとれるよう頑張りたいです。（大阪府 50代 教育関係） 

● 熱い思いが伝わってきて目頭が何度もあつくなりました。（神奈川県 30代 会社員） 

● 自分自身について見つめ返すことができた。（神奈川県 10代 学生） 

● 「人のために何かしてごらん。かえってくる笑顔と”ありがとう”の言葉が君の生きる力になる」。人のために何かしま

す。ありがとうございました！（千葉県 50代 保健福祉医療関係)  

 

連絡先：水谷修オフィシャルウエブサイト/ URL: http://mizutaniosamu.com/  



HIVと共に、働く、生きる  
講師：NPO法人ぷれいす東京代表 生島嗣  
主催：神奈川県健康危機管理課  
 

内容：セクシュアリティについて触れつつ、陽性者の手

記を読んで意見交換をするなどグループワークを交え

ながら、陽性者の就労のあり方について話した。陽性だ

からといって特別な配慮が必要であるわけではなく、ス

タンダードプリコーション（標準予防策）を行っていれ

ば、HIV対策は十分である。HIV感染を秘密にしたまま

生活したい方も多く存在するので、カミングアウトは強要

するものではなく、自然に伝えたい人が言いやすい環

境を作ることが大切である。  

 

来場者感想： 

● カミングアウトしたい、と思ったときのハードルが低くなるような、一人一人の知識・理解を深めていけたら、と思いま

した。（千葉県 20代 保健医療福祉関係） 

● 大変勉強になりました。弊社も前向きに雇用に取り組んで行きたいと思います。（神奈川県 40代 保健医療福祉

関係） 

● 予防だけでは足りない。本当に困ったときに繋げる力をつけたい。（東京都 20代 教育関係） 

● HIV陽性者も、周囲の人の理解や協力、環境があれば、心穏やかに暮らせていることを知って、やはり世間の考

えを少しずつ変えていく必要があるな、と思いました。私はその一助になれるように勉強を続けたいと思います。

（神奈川県 20代 保健医療福祉関係） 

 

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 
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看護師と助産師の保健室トーク！ 
主催：CocoroColor ～星野貴泰と唐澤美鈴～  
若者の性と生の健康教育の視点から、心と体の健康を保持、増進を目指す群馬県の看護師と助産師です。  

 

内容：群馬県で性教育活動をする手術室看護師：星野貴泰と若年女性の健康を考える助産師：唐澤美鈴が群馬県の

思春期・青年期の若者たちに向けて「なにかしたい！」という熱い思いを込めて、「自分たちの思春期」、「保健室の思

い出」、「自分たちが受けた性教育」、「自分たちの恋愛」、「自分たちの性体験」、「LINE、スマホ」、「避妊」、「性感染

症」、「結婚」、それらの内容について自らの体験談を交えた「保健室トーク！」をしました。  

 

来場者感想： 

● お二人の経験談を含めて現代の性事情の実態を知ることができました。ユーモアもあり、若い子もきっと聞きやす

いのではないかと思います。（神奈川県 20代 保健医療福祉関係） 

● 若い二人が語る自身の体験を交えた話は、男性の立場、女

性の立場、お互いの心情を知り学ぶことで、子どもたちに

とってとてもためになる実り多い授業になると思います。漫才

のかけ合いのような、ラジオのパーソナリティーとゲスト的な

聞き手をひきこむ、楽しい時間でした。（東京都 50代 保健

医療福祉関係） 

 

連絡先：星野貴泰  

E-mail： tkstarys.lovelives@gmail.com 

URL： tkstarys.com  
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予防を伝えるために大切なこと〜思春期保健指導者向け〜  
主催：北山翔子 
 

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、昨年度からこの講座を持ち２回目。自己紹介をすることで、人前で話

すこと、伝えることの難しさを感じていただいたと思います。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： 

● 昨年度に引き続き参加させていただきました。今年学んだことをまた活かしていきたいと改めて思いました。思春

期保健指導者研修会にも参加したいです。（三重県 30代 教育関係） 

● 自分の教育を振り返る機会になりました。（神奈川県 40代 保健医療福祉関係） 

● 仕事の関係で７日の午後しか参加できませんでした。もっと多くの話が聞きたかったです。（埼玉県 20代 保健医

療福祉関係） 

● 他の参加者の話を聞くことができて、それだけでも情報を得る良い機会になった。（神奈川県 30代 保健医療福

祉関係） 

● 学校も、県も違って、知っている人もいない環境で、もう一度、話し方や伝え方、プレゼンの仕方を学びたいと思

いました。必ず、現場でも、今後の人生にも活かされると思います。（静岡県 20代 教育関係） 

 

連絡先：紳也’s HP: http://iwamuro.jp/ (北山翔子さんの講演申し込みはHPからお願いします)  

     毎年2月に北山翔子、岩室紳也が中心となり、「思春期保健指導者研修会」を開催しています。 

     平成28年度の申し込みは締め切りました。希望者の方は次年度以降にHPから申し込んでください。 

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。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。  

 

内容：井戸田一朗さん（新宿しらかば診療所院長）による

講演。ＳＴＩ全般について、診療所での蓄積データや具体

的な症例などを交え、さらにセクシャルマイノリティーの診

療の話などについて平易にお話をされました。  

 

来場者感想： 

● 性感染症について、正しい知識を得られてよかった

です。ゲイの方の間でも色々と問題になっていると思うので、もっとこういう講座が色々な場で行われてほしいなと

思いました。（栃木県 20代 学生） 

● わかりやすく、勉強になりました。ガイドブックも戴き、うれしいです。生徒への教育に役立てたいと思います。（神

奈川県 50代 教育関係） 

● 一般的なＳＴＩで知らなかったことが分かった。ＭＳＭで罹患しやすいＳＴＩも分かって良かった。（神奈川県 40代 

保健医療福祉関係） 

● 性感染症の詳しい情報、ＭＳＭの情報、相談された場合の対応の仕方まで具体的に教えていただきとても参考

になりました。（東京都 40代 教育関係） 

● 非常に早口でしたがよく理解できました。安心して受診できるのは一番求められることだと思います。（神奈川県 

70代 NPO/NGO） 

 

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AIDS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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ドタバタ産婦人科医の心に響く性教育  
主催：遠見才希子（亀田総合病院 産婦人科 医師）  
著書「 ひとりじゃない 自分の心とからだを大切にするって？」 

DVD教材「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～」  

 

内容：医学生の時から中学校や高校での性教育講演会に取り組み、在学中に300講演をこなした。現在はお産が大

好きな産婦人科医として活躍する演者の経験談をちりばめた1時間半。NHK

「ドキュメント72時間～大病院の小さなコンビニ～」に出演した際のドタバタの

産婦人科医の日常のエピソードを紹介。「感染広がるゲーム」では参加者全

員で水の交換を行い、性感染症のひろがりをわかりやすく体験した。「命を大

切にしよう」というエピソードではなく産婦人科の現場を語った。 

 

来場者感想： 

● ずっと遠見先生の講話を聴きたいと思っていたので嬉しかった。一般の

知識を教えてくださる外部講師の先生はたくさんいますが、子どもたちに

語りかけるような、問いかけるような遠見先生の話術は素晴らしいです。 

（神奈川県 50代 教育関係） 

 

連絡先：ブログ「えんみちゃんの性教育」 URL: ameblo.jp/emmskk/ 

ゲイ男性が陥りやすい負のスパイラル〜相談の場面でできること〜 
主催：認定NPO法人SHIP  
性的マイノリティの人々が自分らしく心身とも健康に暮らせる社会、性の多様性が尊重される社会実現のための活動

団体  

 

内容：ゲイ・バイセクシュアル男性の間で薬物依存やセックス依存が多いが、今回のプログラムでは、若年層のゲイ・バ

イセクシュアルが陥りやすい負のスパイラルについて考えるために企画しました。 

ゲイ・バイセクシュアル男性の多くは、中学から高校の思春期に自らのセクシュアリティに気づくが、学校や家庭で相談

することもできないばかりか、肯定的な情報を得ることができない。そして、彼らは孤独感に耐えることができず、イン

ターネットで同じ仲間を求めようとするが、大人からの誘惑で望まない性交渉を持つことになるが、その相手とは一度き

りの関係で終わってしまい、また新しい出会いを求めるが同じことの繰り返しで終わってしまう。その繰り返しで負のス

パイラルに陥ることが多い。その負のスパイラルから抜けるためにどうしたら良いか、参加者とディスカッションを行っ

た。 

 オーディエンスからは、話ができる場やコミュニケーションスキルの問題が課題である。薬物依存や性依存などの若

年齢化が進んでいる現状の背景が、今回の講義で明確になった、との意見が出された。  

 

来場者感想： 

● どうしてSEXだけのくり返しなのか考えたときに、ゲイの男性だからという風に考えがちでしたが、今の若者として共

通する部分がありました。また、映像や資料を見て、教育現場におけるLGBTの考え方はとっても遅れていると感

じました。（埼玉県 20代 学生） 

● LGBTがクラスに1～2人いることは知っていた。だが、そのために学校ができる配慮が必要で、カミングアウトして

いない子のための情報としてポスターや本を用意することや、管理職がこのことを理解することが必要だと思う。

（神奈川県 10代 学生） 

 

連絡先：認定NPO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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学校でできる、LGBT、薬物、こころ、そして性の教育  
主催：ヘルスプロモーション推進センター 岩室紳也  
HIV/AIDSの診療や年間100校程度でHIV/AIDS予防教育を直接生徒さん向けに行う傍ら、HIV/

AIDSの縁でつながった東日本大震災の被災地の岩手県陸前高田市、宮城県女川町に復興に向

けた地域づくりの支援に入っています。 

 

内容：LGBTも、薬物も、こころも、性も教えなければならない。でも、ある

べき論を教えても伝わらない。そこまでわかっているからこそ、「で、どう

すればいいの？」と悩んでしまいます。だからこそ表出した課題に着目

するのではなく、それぞれの問題の根底にある、すなわち、困難に巻き

込まれている当事者のみならず、社会に生きる一人ひとりが直面してい

る関係性や居場所の喪失といった課題に目を向けることで、学校が目

指す「生きる力」を養う教育になることをお話しさせていただきました。 

 

来場者感想： 

● なぜ自分が女性なのか、異性を好きになるのか説明できないよう

に、同性愛者も皆々同じなのだとはっとさせられました。情報があふれていて、視覚からの刺激が多い中で、いつ

の間にか自分で考えたり、人とつながろうとすることが少なくなっていることに気が付きました。（神奈川県 30代 保

健医療福祉関係） 

● 依存先を増やすことを甘えだと捉われてしまう現状が学校にあると思います。（神奈川県 30代 教育関係） 

● 脳みそに汗をかく、自分の中の差別や偏見に気づけた2時間でした。（埼玉県 20代 学生） 

● しゃべれないひと、口下手な人、無口な人はダメなのでしょうか？（神奈川県 50代 保健医療福祉関係） 

● 話せない社会って生きづらいですね。（神奈川県 30代 保健医療福祉関係） 

● 「他人に話すことだけが問題を解決する」という言葉が胸に刺さりました。（20代 教育関係） 

● LGBTについてどう子どもに伝えるか悩んでいましたが、今日の講演を聞いて少し先が見えた気がしました。（神奈

川県 20代 保健医療福祉関係） 

● コンドームの達人に会って見たくて来た。しかし、社会問題について触れていた。なぜこんなに社会の問題につい

てばかりなのだろうと思っていたが、「自立は依存先を増やす」という言葉の通り、切り口はそこなのだと思った。

（神奈川県 10代 学生） 

● 「自分のことを説明できない人にLGBTは説明できない」という言葉にすごくドキドキしました。確かに自分はなぜ女

性なのか？なぜ男性が好きなのか説明できません。この間、生徒対象に私が1時間、性教育をしました。知識ばか

りで自分の経験を語れていなかったとすごく反省しました。（三重県 30代 教育関係） 

 

連絡先：岩室紳也 ヘルスプロモーション推進センター 

紳也’s HP: 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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広がるAIDS文化フォーラムパネル展 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
   AIDS文化フォーラム in 佐賀 
   AIDS文化フォーラム in 京都 
   AIDS文化フォーラム in 陸前高田 
 
内容：【広がる活動・広がるネットワーク】 

1994年に横浜で生まれたAIDS文化フォーラ

ムという活動が京都、陸前高田、佐賀へと広

がりました。それぞれのフォーラムは独立し

た存在で、それぞれがオリジナルの方法で

「AIDS文化フォーラム」を開催しています。

各地の様子をパネル展で報告しました。『つ

ながる ひろがる わかちあう AIDS文化

フォーラム』をPRしました。 

 

平成28年度エイズ予防財団助成事業 

展示プログラム 

お茶席 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：本校の発表会場入り口に「茶道部」の暖簾を飾り、会場内には部活の活動紹介の

写真も展示させていただき、呈茶席を設けてお迎えしました。 

 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。 

 暑さ厳しい夏の1日ではありましたが、日頃あまりお抹茶を味

わったりお点前を見る機会の少ない方にも気軽に楽しんでいた

だけるコーナーとして、ほんのひととき安らぎの時間を提供でき

ていたら嬉しいです。 

 今年は２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多く参加し、良い刺激になったと喜んで

おりました。学校外での貴重なおもてなしの機会を頂き、部員・

顧問一同深く御礼申し上げます。 

 

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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アジアの女性と子どもネットワーク 
同じアジアに住む人間として、女性として、親として、子どもとして、手と手を取り合って、彼らと、そして自分自身のた

めに活動していきたいという観点から、アジアの女性と子どもの権利を守るための活動を行っている。 

 

内容：ストリートチルドレンのHIV/AIDSの現状のパネルを展示した。 HIVは、 近では感染しても規則正しい生活を

し、薬を飲むことを忘れないようにすれば、通常通りの暮らしを続けることができるが、チェンマイのストリートに暮らす

子どもたちは依然として感染すると死に繋がるケースが多い現状だ。移民で国籍を持たないために医療にアクセス

することが難しい、規則正しい生活ができない、自分を大切に思えず自暴自棄になっているケースなどが原因だ。 

家族とうまくいかない寂しさなどから、次々とパートナーを

変えてセックスする子どもやドラッグ使用したり、セックス

産業に身を置く子どももいるため、感染のリスクはとても

高い環境だ。このような内容を来場者に話をすることが

出来た。 

 その子どもたちが作ったアクセサリーや女性たちが

作った石けん、タイの伝統的な刺繍を使った小物などを

紹介できた。 

 また会場では、プラバンでレッドリボンのストラップ作り

に子どもたちから大人まで多くの方が参加した。 

  

連絡先：〒225-0015 横浜市中区尾上町3-39 尾上町ビ

ル9FYAAIC内  

TEL/FAX : 045-650-5430 

E-mail: awc@h6.dion.ne.jp 

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を紹介して

います。 

 

内容：今年も皆さまと 「つながる ひろがる わかちあう」 時間を持てました。デスクの展示では、小冊子やポスター、ミ

ニカードを配布したり、性別のある人形（カトちゃん＆リクちゃん）の性別を当てるクイズをしてもらったりしました。また、

ワークショップ・コーナーでは、レッドリボンのアクセサリーを手作りしたり、キーホルダーを別のアクセサリーに改造した

り、作業しながら会話も弾みました。参加者のアイディアで、ポスターを十字架の形に掲示してみたら、「目立ちますね」

と足を止めてくださった方がいました。レッドリボンと十字架を組み合わせたオリジナル・ロゴの啓発グッズは、キーホル

ダーやビーズバッジ、トートバッグに加えて、今年は新作のクリアファイルも紹介しました。 

 いろいろな取り組み方でHIV/AIDS啓発に取り組んでいる展示団体の皆さまや、さまざまな分野の来場者の方々と交

流できたことは、今後の活動の励みになります。＜あなたは大切な存在＞と、これからも伝え続けていきたいと思いま

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:  http://www.facebook.com/hivaidsdesk.cbcj/ 
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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の参加は、今年で13回目になります。今年も、暴力防止のために取り組んでいる当団体

の活動紹介をさせていただきました。 

 CAP（子どもへの暴力防止）プログラム⇒寄付によってCAPを届ける仕組みづくり「1万人の子どもにCAPを届けるキャ

ンペーン」は、3年目に入りました。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。 

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

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

を開催しています。また、「デートDV110番」の電話相談員養成講座もご案内しました。 

 他にも、「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」などもご紹介しました。 

詳しくは、エンパワメントかながわHPでご案内していま

す。 

 

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/ 

 

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。ユニセ

フが行うそれらの支援活動を7枚のパネルと動画で紹介しました。 

・「ユニセフが支援する病院では保健員によりHIV検査が行われている」 

・「HIV/エイズに関する知識向上のためのワークショップに参加する若者」 

・「自身がHIVに感染していることをごく 近知った15歳の女の子」 

･「夢は美容師になることと話すHIVと共に生きる16歳の女の子、クリニック

で心理社会的ケアを受けている」 

・「HIV感染者の母親から生まれた男の子の赤ちゃん」 

・「未熟児で生まれた生後2週間の息子を抱く母親」 

 また、来場者の方々により理解していただけるようにユニセフのHIV/エイ

ズの支援活動に関するクイズ3問(二択)を出題し参加していただきました。

「ユニセフってこういう支援もしているのですね。初めて知りました。」「この

赤ちゃんはHIVに感染せずに生まれたのですね。良かった。」「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。」などの感想が聞かれました。3日間で述べ150名以上の方々に足を

運んでいただき、多くの方にユニセフの活動を知っていただくことができました。 

 

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 Email: info@unicef-kanagawa.jp URL: http://www.unicef-kanagawa.jp/ 



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： 

・新聞展示 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。HIV・エイズだけではなく、昨年から注目を集めている「LGBT」に関する記事も

展示し、多くの方にご覧いただきました。 

・HIV・エイズや性感染症に関するパンフレットや啓発用コンドームを配布しました。 

・書籍紹介 横浜市立学校（小・中・高）で採用されている保健体育の教科書を紹介しました。教科書の中でHIV・エイ

ズや性感染症がどのように取り上げられているか説明しました。 

・センターのマスコットキャラクター「コムちゃん」登場 

大人気の「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。新ゆるキャラ「秘忍者ジ

ミー・ハットリ」も登場し共に会場を盛り上げました。 

 

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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横浜ＹＭＣＡ 
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。バンコク近郊

ナコンパトム県にあるHIV/AIDS孤児ケアセンター

「ハッピーホーム」、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/ 



NPO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、昨年よりも多くの

方々にチャレンジしていただきました。（3日間で200名弱）

「HIVクイズ」は8問。それぞれの設問に対して「正しい」「正し

くない」のどちらかに○をつけて解答していただく方式で、約

33%の方が全問正解されました。ちなみに8/5（金）は正解率

が高く約41%でした。（HIV/AIDSに関するなんらかの活動をさ

れている方の来場が多かったため？） 

近年、蚊が媒介するデング熱やジカ熱の感染事例が報道さ

れることもあり、設問の「HIV感染者の血液を吸った蚊に刺さ

れると、感染することがある」（正解は「正しくない」）への関心

が高かったように思います。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  
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ATAC＆ABCD&SKGH in NARA 
（田村猛夏・畠山雅行・後藤千寿子・ 真鍋美江） 
ATAC(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。SKGHは無煙社会実現と免疫力向上のリンパマッサージを実施します。 

 

内容：エイズと結核とがん（乳がん）・リンパマッサージ・無煙の謎 

①エイズ・結核の予防と乳がんについて早期発見と治療を学習しま

す。アンケートによる第３者評価も実施します。②「乳房乳がんモデル」

の実際の触知・触診により乳癌自己検診の啓発を行ないます。③無煙

社会実現の啓発と免疫力向上のリンパマッサージ実施。 

◇アンケートの結果: 総計76名回収（内2名無効回答）。（男13名：女61

名：：性別不明0名）結核・無煙・乳癌アンケート結果：全16問。平均正

解率：45.4％。問い5「肺結核の 初の症状は風邪によく似た症状であ

る。」問い10「喫煙は肺がんの原因と口腔がんや歯の喪失・歯槽膿漏

を招く。」は正解率が高かった。エイズ・リンパマッサージアンケート結

果：全17問。平均正解率65.1％。問い11「低用量ピルはHIV感染の予

防にはならない。」問い７「保健所でHIVの抗体検査は無料・名前を言

わないで受けることができる。」は正解率が高かった。 

◇アンケートの評価：エイズアンケートの正解率は高く回答者のエイズ

に関する理解度の高い事がわかります。一方、結核アンケート参加者の理解度は低く今後も正しい知識を伝える必要

性があると考えられました。「乳房乳がんモデル」等を利用しての乳癌自己検診の普及啓発もより重要と考えられます。

参加者の理解や社会の関心を高めるために、AIDS文化フォーラムに今後も参加いたします。 

 

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



PLANET（HIVとともに生きる会）  
1992年に設立した、啓発活動を主にした活動団体である。メインの活動にエイズキャンドルパレードがあり、今年で第

24回を迎えている。 

 
内容：永年のキャンドルパレードのチラシの一部を展示。パレードの様子を写真家が移した写真などをパネル展示し

た。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たりすることができた。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。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。中には全国的に有

名な老舗の店舗と分かる1枚もあり、指摘されていた。ま

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参加の為に日程を手帳に書き込んで

いただいた方もおられ、うれしい限りであった。また、次年

度第25回エイズキャンドルパレードに向けての取り組みに

ついて、アウトリーチの活動へのアドバイスもしていただく

場面もあり、参考にさせていただきます。 

 

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/ 
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G Hermit Club 
HIVなどの性感染症や望まない妊娠・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どもたち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 

③2015年に作成したレッドリボンフラッグを展示 

④活動をまとめた新聞の配布  

という展示と活動をさせていただきました。休憩時間の展示ブースはとても賑

わっていたため、沢山の方に写真撮影をしていただく事ができました。「このキャ

ラクターはなんですか？」という質問に対し、「AIDS啓発をしているキャラクター

です」と返答をし、新聞を配布することでどのような活動をしているキャラクターな

のかを伝える事が出来ました。２０１６年のレッドリボンフラッグ用に沢山のレッドリ

ボンを書いていただけてとても嬉しかったです。 

感想:たくさんのAIDS啓発団体の方々とお話し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できました。今回のAIDS文化フォーラムで得た知識を

もっとたくさんの人に伝えていけるように頑張っていこうと思いました。長年活動

をされている先輩方に「面白い活動ですね。」と評価していただけたことが私た

ちの自信になりました。これからも一生懸命活動を続けていきますので、今後もよろしくお願いします。 

 

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



２０１６（第２３回）ＡＩＤＳ文化フォーラム ｉｎ 横浜 Page 36 

手作り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：アジアの女性と子どもネットワーク、カトリック中央協議会HIV/AIDSデスク、横浜AIDS市民活動セン
ター 
 

内容：来場者にオリジナルのレッドリボングッズを作ってもらうコーナーを作りました。定番のレッドリボンデコレーション

（横浜AIDS市民活動センター）やキーホルダー等（カトリック中央協議会）の作成の他に、今年は新たにプラ板作り（ア

ジアの女性と子どもネットワーク）が加わりました！ 

 

連絡先：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会  
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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やレッドリボ

ンバッジ、コンドームなどのグッズを配

布し、HIV・エイズに関する情報提供を

行いました。また、県薬務課による薬

物乱用防止キャンペーンも同時に行

われました。  

 

 

 

 

 

 

 

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 

安田菜津紀写真展 
「HIVと共に生きるカンボジアの人々／復興へと歩む陸前高田の人々」 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
安田菜津紀（プロフィール） カンボジアを中心に、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で貧困や災害の取材を進

める。東日本大震災以降は陸前高田を中心に、被災地を記録し続けている。 

 

内容： フォトジャーナリストで大活躍中の安田菜津紀さんが各地で撮り続けた写真作品をスライドショーにし展示場の

一角で上映しました。 

 

平成28年度エイズ予防財団助成事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：http://www.yasudanatsuki.com/ 
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交流スペース 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
 
内容：参加者同士が休憩しながらおしゃべりしたり、情

報や資料を整理したりするスペースです。スペース前

には、フォーラム周知のために写真用のブースを設

け、参加団体・ボランティア・来場者問わず、たくさんの

方が記念撮影を楽しんでいました。 

次のステップ、AIDS文化フォーラム  
あなたは、当事者の声に耳を傾けていますか？ 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会   進行：山田雅子（運営委員） 
 

内容：オープニ

ング企画での熊

谷晋一郎さんの

「自 立 は、依 存

先 を 増 や す こ

と」「希 望 は、絶

望を分かち合う

こと」という言葉

が 会 場 正 面 の

スクリーンに映

し出された後、

オープニングでのセッションの内容がスライドで流れる中、閉会式が始まりました。 

 オープニングのセッションに参加して下さった、谷山さんをはじめとする登壇者、参加者の方々、展示発表参加の

方々、ボランティア多くの方と３日間を振り返り沢山の情報や思いを共有する時間となりました。さらに2017年の日本エ

イズ学会会長となる生島嗣さんも登場し学会開催の告知も行われました。 

 そして！会場に避忍者ジミーハットリさんが現れ、初参加の感想を「 先端の情報を学べるいい機会だと思った」と

語ってくれました。11月20日開催予定のAIDS文化フォーラム㏌陸前高田への参加と、陸前高田応援マラソンへの出

走（！？）表明などもあり、会場はますます盛り上がりました。 

後に会場の皆さんで、折り紙に「つながるひろがるわかちあう」にちなんだメッセージを書き込み、それを紙飛行機に

折って、1、2の3で飛ばしてメッセージ交換をして、来年の再会、そして10月開催の京都へとつなぎ、閉幕となりました。 

来場者感想： 

● 多くの方々の心がつながり広がりわかちあう、素晴らしいフォーラムでした。（沖縄県 50代 教育関係） 

● 人間って個性があって、それぞれ人格があって、おもしろいなと感じました。そして全部を通して、人って自由なん

だと思えました。（神奈川県 20代 学生） 

全体会・閉会式  



ネットワーキングパーティー 
 中華料理を食べながら、新たなネットワークを作るパーティです。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。  
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交流プログラム 

ネットワーキングTEAパーティー 
 

内容：初日の講座終了後に発表者・イベントボラン

ティア・来場者が交流のひと時を過ごしました。イベ

ントボランティアの早稲田速記医療福祉専門学校の学

生2名が司会を担当。グループで答えをあてるクイズ大

会などを行いました。発表を終えたばかりの平良愛香牧師が即興でレクリエーションしてくれたり、最年少

ボランティアがクイズで大活躍したり、司会の二人が盛り上げてくれたり…、楽しい時間が続き笑顔が溢れ

ました。それぞれ立場も年齢も興味も異なる参加者が、つながり・ひろがり・わかちあうことができたので

はないでしょうか！ 

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： 
● このボランティアで様々なことが学べて、なおかつ、いろいろな人たちと交流を深められ、楽しくボランティアをする

ことができました。（10代 学生） 

● 主催者の方とどういった形で講座を作るのか、話し合うのがとても楽しかった。主催者の方と実際に話をすることが

できて、とてもよい経験になった。（20代 学生） 

● ボランティアとして活動に参加して、とても楽しかったです。現場を手伝うだけではなく、フォーラムで学んだ知識

を周りの友だちに伝えることも大切だと思いました。（20代 学生） 

● ボランティアで運営されているイベントなど実感しました。マニュアルがしっかりしていて、わかりやすかった。（30

代 会社員） 

開会式でのボランティア代表挨拶 ボランティアオリエンテーション 

チェックリストに沿って 

活動します  
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◆全体集計推移（2012～2016） 

フォーラム全体集計表 
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◆2016年参加者の居住地（都道府県別） 
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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23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 23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り、ネットワークを組む

ために必要な課題と問題について議論するなど、感染者の方々の積極的

な協力がありました。 

■第5回（1998年）：HIV/AIDSの治療薬が増え、HIV感染は慢性病に

なったと言われはじめました。テレビドラマ｢神様、もう少しだけ｣が

ヒットし、社会的関心が一気に高まり、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

■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

全国のAIDSに関わるNGOや団体

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 



Page 44 

協賛･寄付 
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ジェクス株式会社 
 

内容：コンドームの展示をしながら、水を入れたコンドームで、ゴムと

ポリウレタンの違いを説明させていただきました。発売されている

0.02㎜以下の薄いものは全てポリウレタン製ですが、実際に触って

頂いてメリットデメリットを感じていただけたと思います。 

 性教育されている方には装着用の棒モデルも配布し、以後のサ

ンプル協賛もさせていただきますので、是非ご活用ください。 

 店頭で恥ずかしく、ネットでも疑わしい情報が多い世界ですので、

これからも正しく役立つ性情報を発信させていただきます。 

 セミナーには積極的に参加させていただき、多方面からの取り組

みに毎回勉強させて頂いております。 

 みなさんとの貴重なつながりを活かして、より響く啓発活動が出来

ればと考えております。あとは、やはり一般の方の参加者が増えればいいですね。 

 

 連絡先：ジェクス㈱ マーケティング企画部 井上 

     〒540-0012 大阪市中央区谷町2-3-12 

     TEL： 06-6942-9002  FAX： 06-6941-5234 

     E-mail: inoue@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 

〒151-8566 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-15 GSKビル 
TEL:03-5786-6043 FAX:03-5786-6044 
URL:https://www.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:03-3231-6811 FAX:03-5203-7335 
URL:http://www.torii.co.jp/ 

MSD株式会社 

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-12北の丸スクエア 
TEL:03-6272-1041 FAX:03-6238-9040 
URL:http://www.msd.co.jp/ 

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 

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/ 

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:03-4411-7700  
URL:http://www.janssen.com/japan/ 

不二ラテックス株式会社 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-19-1 
TEL:03-3259-2535 FAX:03-3294-5670 
URL:https://www.fujilatex.co.jp/ 

 株式会社TENGA  
〒164-0012  東京都中野区本町1-23-9 NIDビル3F  
URL:https://www.tenga.co.jp/ 
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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 永野 肇 

 ◇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 若木 一美  

 ◇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、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28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、母袋秀典、三宅晶子、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） （中学生～社会人） 

会田愛、新垣陸、石井悠花、大岡美智、大村萌、加藤万稀、門脇夕夏、小本達範、齋藤有希、笹井明日香、清水莉

子、成願洋子、鈴木友理、鈴野有助、曽根尚吾、竹田萌々、田中翔大、張秋実、陳逸婕、出町華、時田裕子、戸田

優子、長岡瀬里菜、中村峰子、中村もえ、西杏樹、萩原綾菜、橋本歩実、長谷川聖、畠山瑞穂、林京香、廣木夢華、 

廣瀬明友子、細川もなみ、堀ノ内光、牧口栄美、三浦凌、向井ラナイ、山﨑陽子、山田美恵、山本梨央、横山佳央、

福間健太郎、棚橋亮太、和気彩佳、平塚直也 、尾崎拓馬 

                                           他合計72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。 

23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、吉橋みはる、魏汝辛 

2016 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 



◆名称順 

アジアの女性と子どもネットワーク   ・・・・・・・・・・・・・・・P31,36 

生島嗣   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P26 

石垣達也   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21 

井上洋士   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16  

岩室紳也   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6,10,16,29 

遠見才希子   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P28 

カトリック中央協議会 HIV/AIDSデスク   ・・・・・・・・・・P31,36 

神奈川県健康危機管理課   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21,26,37 

神奈川県ユニセフ協会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32 

上村茂仁   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P22 

北沢杏子 性を語る会/アーニ出版   ・・・・・・・・・・・・・・・・・P9 

北山翔子   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P22,27 

熊谷晋一郎   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6,8 

劇団プレイバッカーズ   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P18 

現役AV男優有志の会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19 

国際ソロプチミスト横浜・横浜東・横浜西・横浜みらい   ・・P23 

公益財団法人エイズ予防財団   ・・・・・・・・・・・・・・・・・P30,37 

公益社団法人東京都臨床検査技師会   ・・・・・・・・・・・・・P12 

厚労科研エイズ対策研究事業研究分担  

  「HIV感染妊婦に関する国民への啓発と教育」班 ・・・・・P23 

桜屋伝衛門とユカイな仲間たち   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17 

椎名雄一   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8,15 

ジェクス株式会社   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P44 

平良愛香   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12 

谷山廣   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6 

男女共同参画センター横浜   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P23 

中村吉基   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16,21        

認定NPO法人AIDSネットワーク横浜   ・・・・・・・・・・・・・P24,27 

認定NPO法人SHIP   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P28 

認定NPO法人エンパワメントかながわ   ・・・・・・・・・・・・P14,32 

ネットスター株式会社 宮崎豊久   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9 

古川潤哉   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13,16,25 

松本俊彦   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10 

水谷修   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25 

薬害エイズを考える山の手の会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17 

安田菜津紀   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P37 

山田雅子   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15 

横浜AIDS市民活動センター   ・・・・・・・・・・・・・・・・P18,33,36 

横浜YMCA   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13,33 

横浜YMCA ACT   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P24   

横浜雙葉中学高等学校 茶道部   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P30 

 

◆アルファベット団体名 

AIDS文化フォーラム in 京都   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P30 

AIDS文化フォーラム in 佐賀   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P30 

AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会  

         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6,15,16,19, 25, 30,36,38  

AIDS文化フォーラムin横浜組織委員会   ・・・・・・・・・・・・・・P6   

AIDS文化フォーラム in 陸前高田   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P30     

ATAC＆ABCD&SKGH in NARA   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P34 

CocoroColor 星野貴泰・唐澤美鈴   ・・・・・・・・・・・・・・・・P26  

G Hermit Club   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P35 

HAATAS   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P20 

JOINT HEART   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11 

NPO法人エンパワメントかながわ   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14 

NPO法人HIVと人権情報センター   ・・・・・・・・・・・・・・・・・P34 

NPO法人かながわ外国人すまいサポートセンター   ・・・・P14 

NPO法人バーンロムサイジャパン   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P20 

PLANET（HIVとともに生きる会）   ・・・・・・・・・・・・・・・P11,P35 
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連絡先： AIDS文化フォーラム in 横浜事務局 

      〒231-8458 横浜市中区常盤町1-7横浜YMCA内 
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参加団体等名称・索引 



○参加団体として！ 
ＨＩＶ/ＡＩＤＳに関する視点をもった内容であれば、どなたでもご参加いただけます。講演・ワークショップ・展示・演劇

など、発表の形式は自由で、例年多くの団体が教育・若者・国際・PWA/H・医療といった多様な切り口から発表を

行っています。毎年４月頃からホームページやチラシ等でご案内しています。 

 

○イベントボランティアとして！ 
イベントボランティアとして、フォーラムに参加しませんか？小学生から社会人の方まで、幅広い年齢層の方々が

フォーラムの開催を支えています。 

詳細はホームページをご覧ください！ 

 URL： http://www.yokohamaymca.org/AIDS/ 

入場無料 

2017 


