2019

＊入場無料

プログラム

テーマ：＜話す＞と＜リアル＞に！！

PWA/H・セクシュアリティ・LGBT・性

2019 年 7 月 20 日現在

文化

国際
保健・医療・福祉
教育
若者・ネット
薬物
薬害・人権・ノーマライゼーション
＊プログラム内容が分かりやすいよう上記の分類で色分けしています。
プログラム内容をより深く理解していただくため、対象者を限定するものがあります。
（都合によりプログラムが変更になることがあります。最新情報は HP でご確認ください。）
HIV/AIDS の基礎知識や「こんなこと聞いてもいいのかな？」にお応えします。
すきまミニ講座 by 山田雅子 （AIDS 文化フォーラム in 横浜運営委員）
すきまの時間だけど、とっても大切な情報伝えます！（306 会議室 12：20～12：50）

事務局は 1 階
会場

2階
ホール
（260）

10:00～12:00
(2 階ホール)
開会式
――――――――――――――――――
オープニング

話してリアルになったこと
HIV/AIDS だけではなく、いろんなことについて
～＜話す＞の意味は～～＜リアル＞とは～

８
月
２
日
・
金

301
白阪琢磨 （エイズ予防財団理事長）
（90）
佐藤郁夫
（日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス
スピーカー／同性婚訴訟東京原告）
北山翔子 （神様がくれた HIV 著者）
302 岩室紳也 （AIDS 文化フォーラム in 横浜）
（30）
HIV/AIDS を他人ごとと思っている間は、共に生きるこ
とができないばかりか、感染を予防することも難しかっ
たという事実があります。ではどうすればリアルに、自
分ごとになるのでしょうか。それは HIV/AIDS につい
304 て、当事者の方々と、実際に関わってきた方々と、そ
（60） して仲間と話すことです。

305
（60）

13:00～15:00
「マイノリティ」と「マジョリティ」
～生きやすい世の中とは～
かずえちゃん（YouTuber）
宮崎豊久（インターネット専門家）
岩室紳也（オフィスいわむろ）
生きづらさの背景とはなにかを一緒に考えます。
YouTube LIVE 配信予定

す
き
ま
ミ
ニ
講 神様がくれた HIV
座 北山翔子
① HIV とともに生きていくとはどのようなことか、当事者が
事実をそのまま語ります。
30
分 親子で考える教育プログラムその３
で JOINT HEART
わ 思いのまま感じたことを伝えるために腹話術を用いた
か コミュニケーション方法を分かりやすく広める活動を
る 行う
（14：00～15：00）
！ 知ってほしい HIV 検査のこと
H 佐野貴子（神奈川県衛生研究所微生物部）
I 農澤沙央里（鎌倉保健福祉事務所保健予防課）
V 梶山祐輔（神奈川県健康危機管理課）
/ 神奈川県が実施している無料・匿名の HIV 検査の流
A れや方法について詳しくご紹介します！
I 心に響く性教育
D
～若者の現状と産婦人科医としての課題～
S 遠見才希子
大学時代から全国 700 校以上で性教育を行い見え
てきた性暴力、緊急避妊、中絶問題を中心にお話し
ます。

15:30～17:30
回復を応援する共生社会とは
松本俊彦・塚本堅一・新堂慎二・岩室紳也
「共に生きる社会を」と言いつつ罪を償った人がまだ
まだ排除し続けられている社会ではないでしょうか｡
再チャレンジができる社会になるために何が求めら
れているのでしょうか。薬物依存症の第一人者と、実
際に薬物使用で刑に服した人たちと共に考えます｡
ネット時代のリアルコミュニケーションを語る Part2
北山翔子
かずえちゃん（YouTuber）
宮崎豊久（インターネット専門家）
SNS はリアルではない？SNS で繋がるのはいけないこ
と？令和時代のコミュニケーションを 3 人が語ります。
横浜 AIDS 市民活動センターがやってくる！
横浜 AIDS 市民活動センター
センターを見学し、夏休みの自由研究はいかがです
か？フリースペースではセンターの書籍を楽しんで
ね！
(16：30-17：30)
あなたが気づかないだけで神様もゲイもいつもあな
たのそばにいる
平良愛香
ゲイでキリスト教の牧師となった僕が、性の多様性・豊
かさを語ります。歌も（みんなで？）歌います。
横浜いのちの電話の活動と傾聴について
社会福祉法人横浜いのちの電話
「いつでも、誰でも、どこからでも」年中無休 24 時間体
制で困難を抱えた方と電話で寄り添うことを大切にし
ています。

ネットワーキング・TEA パーティ
8 月 2 日（金）17：45～18：45 1 階展示場
ボランティア、参加団体、一般参加者の交流のための気軽なパーティです。無料・予約不要
会場

10:00～12:00

性犯罪に走る人、走らない人の違い
岩室紳也（AIDS 文化フォーラム in 横浜）
2階
性犯罪は絶対に許されません。「ダメ絶対」です。し
ホール
かし、何故性犯罪に走る人と走らない人がいるのか
（260）
をみんなで話さなければ、性犯罪のリアルは見えま
せん。話すための視点を紹介します。

８
月
３
日
・
土

デジタル・SNS 時代の子育て
301 宮崎豊久（インターネット専門家）
（90） 子ども達がネットトラブルに巻き込まれないようにする
子育てとは？心の発達からネットトラブルを考えます
教室で使える！
HIV／AIDS を伝えるワークショップアイデア
302 （公財）横浜 YMCA ACT
（30） 「世界がもし 100 人の村だったら」を題材としたワ
ークなど、授業や講座で楽しく・易しく学ぶアイデ
アを紹介
日本の避妊はないものだらけ！…ってどういうこと？
#なんでないの プロジェクト 福田和子
303
スウェーデン留学で気付いた日本の性の健康を守る
（30）
環境はないものだらけ！の現実。なんでないの？っ
て、なにがないの？なんでないの？を語ります。

す
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ニ
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座
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防
に
活
か
せ
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ク
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ク
編

13:00～15:00

15:30～17:30

HIV/AIDS になって何が悪い！？！
ブルボンヌ（女装パフォーマー）
長谷川博史（JaNP+理事）
岩室紳也（厚木市立病院）
HIV に感染しない方がいいに決まっています。しか
し、感染してしまう人がいることも事実です。感染しな
い方がいいけど、感染してしまった人たちが前向きに
生きるために何が必要なのでしょうか。

宗教とエイズ Part 14
ナセル永野(イスラム教)
平良愛香（日本キリスト教団川和教会牧師）
古川潤哉(浄土真宗本願寺派浄誓寺）
岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター）
現代社会で宗教が持つ意味とは？キリスト教、イスラ
ム教、仏教の方々に様々な角度から医師が切り込
む、フォーラムでしか聞けない本音トーク。宗教だか
ら見える「リアル」とは？

恋愛しくじり先生
岡田ゆりか
泌尿器科女医が、自らの恋愛しくじり体験談を元に、
性教育や恋愛のあれこれについて語ります。

インターネットのアダルトサイト その現実に迫る
森林原人（AV 男優）
宮崎豊久（インターネット専門家）
現役 AV 男優と違法アダルトサイトの調査専門家がイ
ンターネットのアダルトサイトについて語ります。【R18】

みんなで話そう！ＡＩＤＳ文化“本音ラリー”
かながわ外国人すまいサポートセンター
国籍・民族・言葉・文化を超えて、ＡＩＤＳについてみ
んなと本音で語り合ってみませんか？

「自分を大切にするってどんなこと？」
あなたの知らないからだの魅力
川島章代
世界にひとつ!! かけがえのない大切なパートナー
あなたの身体、魅力を知って自分を大好きになろう!!
（16：30～17：30）

にじ色ライフプランニング入門講座
NPO 法人パープル・ハンズ
HIV 陽性者の老後に備え、お金から終活までお一人
さまや性的マイノリティの事情に立ったライフプラン講
座。

エイズ対策 × アフリカ × 国際協力
斉藤肇
2年間の海外生活経験を紹介。国際協力や自分の
生き方等、広く考える「きっかけ」を一緒に作ろう。

会場

８
月
３
日
・
土

10:00～12:00

13:00～15:00

15:30～17:30

感染者、患者の生活とソーシャルワーカーの役割
AIDS ネットワーク横浜
304
HIV 陽性者の生活課題やそれに対する支援につい
（60）
て、病院のソーシャルワーカーの立場からお話しま
す。

妊産婦への切れ目のない支援
AIDS ネットワーク横浜
児童虐待、育児放棄が増加中（神奈川は２位）。ＨＩＶ
感染妊婦も含めて、妊産婦への支援のあり方を考え
ます。

教育関係者に知ってほしい 昭和 vs 平成
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
昭和生まれと平成生まれの間にある分かり合えない
価値観の違い。その違いを解消する方法をお伝えし
ます。

助産師として中高生に伝えてきた、生命と性感染症
の話
305 渡辺ふみこ（JA 神奈川県厚生連伊勢原協同病院）
（60） 産婦人科で働く助産師の立場から、性感染症予防
講演会で話してきたことや中高生の反応をお伝えし
ます。

心に響く話をしよう
北山翔子（思春期保健指導者研究会）
講演などで話をするとき、心に響く話をしたいと思う人
のためのミニ講座です。

看護師とコンドームソムリエの性のトーーク！
星野貴泰とコンドームソムリエ Ai
あなたはコンドームをどうやって選ぶ？コンドームをも
っと楽しく使えるようになる性のお話、お楽しみに！

ネットワーキングパーティ （誰でも参加できる、参加者が、参加団体同士がつながる、ひろがる、わかちあう場）
8 月 3 日（土）18:00～ 中華料理屋 迎珍 内容：横浜ならではの中華料理を食べながら交流
有料・要予約 成人 4,200 円 未成年 3,200 円 定員：55 名（参加希望者は 8/2～8/3 に 1F 事務局へ）
会場

2階
ホール
（260）

301
（90）

８
月
４
日
・
日

10:00～12:00
本音で性について＜話す＞と＜リアル＞に！！
森林原人（AV 男優）
しじみ（女優/元 AV 女優 持田茜）
古川潤哉（僧侶）
岩室紳也（泌尿器科医）
性について話すことがますますタブーになったからか
コンドームを知らない高校生は当たり前。一方で AV す
を教科書にする若者もいる変な時代を検証。 【R18】 き
ま
ミ
成長するための傾聴講座
ニ
精華学園高等学校町田校 校舎長
講
／心理カウンセラー 椎名雄一
座
「我慢する」、「聞いてあげる」という上から目線の関わ
③
りではなく、お互いが成長できる傾聴の方法を紹介。

女性と性感染症～性感染症と妊娠出産との関係
平成 31 年度厚労科研分担研究「HIV をはじめとする
性感染症と妊娠に関する情報の普及啓発法の開発」
302
班
（30）
HIV や急増している梅毒などついて、女性に焦点を
当ててお話しします。HIVと妊娠出産の情報もお伝え
します。
（11：00-12：00）

話
す
と
リ
ア
ル
に
！
！
ボランティアの一歩 in タイ
・
304 横浜 YMCA
看
（60） タイのエイズや人身取引等の現場できいたリアルな 護
声、人々との出会い、文化体験を報告します。
学
生
編
私たちは必ず回復する
ナルコティクスアノニマス
305
私たちは薬物依存症の当事者団体です。ナルコティ
（60）
クスアノニマスとは何か？そして私たちの体験談をし
ます。

13:00～15:00

15:15～16:00
2 階ホール

特別企画 夜回り先生
水谷修
夜回りを通して、夜の世界に生きる若者たちと何を話
し、どのようなリアルを見てきたのか。夜回り先生が熱
く語ります。若者のリアルと本音で向き合った、“生”
の“リアル”なメッセージ。

全体会・閉会式
次のつながりへ、AIDS 文化フォーラム

AIDS 文化フォーラムを支えてくれた人たち
性の価値観( AV から家庭教育まで)
性を考える AV 男優有志の会
日本の性が現状のように背徳的、閉鎖的、保守的に
なった原因は AV だけではなく家庭にもあるのではな
いか。
【R18】

AIDS 文化フォーラム in 横浜
AIDS 文化フォーラム in NAGOYA
AIDS 文化フォーラム in 京都

「心地よい」からだのタッチを考えてみよう
東京都開業助産師・有馬祐子
あたたかな手のひらで、心地良く「ふれる」ことが、心
とからだのリラックスにつながることをお伝えします。

AIDS 文化フォーラム in 陸前高田
AIDS 文化フォーラム in 佐賀

お坊さんが行う性教育授業 ver.9
古川潤哉(浄土真宗本願寺派浄誓寺）
『生と性と死を考える』中学生向けに実
施している授業のご紹介と模擬授業を
実施。
薬害エイズを生み出したもの
―薬害エイズと 731 部隊の関係
薬害エイズを考える山の手の会
神奈川大学名誉教授の常石敬一先生のお話しをお
聞きして薬害エイズを生み出したものを薬害被害者
と考えます。

【展示場出展団体】
◇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 ◇神奈川県健康危機管理課 ◇神奈川県ユニセフ協会 ◇公益財団法人横浜 YMCA
◇ジェクス株式会社 ◇ナルコティクスアノニマス ◇横浜 AIDS 市民活動センター ◇ ATAC＆ABCD in NARA ◇NPO 法人 HIV と人権・情報センター
横浜雙葉学園 茶道部 8 月 4 日（日）

【助 成 金 】公益財団法人エイズ予防財団 （平成 31 年度エイズ予防財団助成事業）→広がるネットワークを評価していただきました。
【特別協賛】ワイズメンズクラブ国際協会東日本区
【HIV 陽性者登壇支援寄付金】ヴィーブヘルスケア株式会社（対象プログラムは
印で表記）
【協賛・寄付】ヴィーブヘルスケア株式会社、神奈川県化粧品工業協会、神奈川県製薬協会、ギリアド・サイエンシズ株式会社、ジェクス株式会社、
ヤンセンファーマ株式会社、MSD 株式会社
物品：株式会社伊藤園、東京キリンビバレッジサービス株式会社、株式会社ジャパンビバレッジセントラル

