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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18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。この

報告書を手に取って下さる一人ひとりが、それぞれの目的にあわせ、活用して頂ければ幸いです。 

ＡＩＤＳの何を知っていますか？ー変わる常識ー Page 3 

プログラム一覧           ・・・P 4 

1. 開会式  組織委員長あいさつ        ・・・Ｐ 6 

2. オープニング企画  東日本大震災被災地 岩手県陸前高田市とつながる        

AIDS文化フォーラム in  横浜                              ・・・Ｐ 7 

3. 参加団体発表プログラム           ・・・Ｐ 8 

4. 全体会・閉会式 

 「あなたの“何か”が変わりましたか？」                       ・・・Ｐ35 

5. 展示プログラム（１階展示会場）        ・・・Ｐ36 

6. 新聞で振り返るHIV/AIDS（１９９４年～2010年）      ・・・Ｐ46 

7. フォーラム全体集計表         ・・・Ｐ48 

8. AIDS文化フォーラム in 横浜 18回の歩み －開催概要と経緯－    ・・・Ｐ50 

9. ２０１１AIDS文化フォーラム in 横浜を支えた人たち           ・・・Ｐ53 

10. 「AIDS文化フォーラム in 横浜」組織委員会規約      ・・・Ｐ54 

11. 参加団体名称・索引         ・・・Ｐ55 

＜目  次＞ 



Page 4 



Page 5 



＜組織委員長あいさつ＞  
       

今年も、皆様の支援で、第18回エイズ文化フォーラムを開催できますこと

を感謝申し上げます。とりわけ今年は、東日本大震災という戦後最大の自然

災害がおき、一時は開催が心配されましたが、実行委員会を始め皆様の協

力で、今年も開催することが出来ました。18回、人間の年齢では18才で、こ

のエイズ文化フォーラムも多感な青年期を迎えています。18年前の1994年に

横浜で第10回エイズ国際会議が開催された際に、多額の学会参加費と医療

関係の専門家を中心とした会議に対して、市民が参加し、ＨＩＶ/エイズを受

容する文化を創ろうと「市民に開かれた市民フォラーム」として、それぞれが

持ち寄りのスタイルの文化フォーラムがスタートし、想いを繋ぎ続けて、18才

になったわけです。ここ数年のテーマは、他人事から自分事でした。この文

化フォーラムの18年は、まさしく他人事を、自分事に変える機会を提供してきました。今年のテーマ～変わる常識～で

す。この震災では、今までの常識が全く変わりました。ＨＩＶ/エイズの世界も18年で不治の病から、大きく変化しまし

た。常識は変わったのです。みなさんは、「エイズの何を知っていますか」。変わる常識に気づき、孤立から連帯をめざ

して、つながりを大切に、そして他人事から自分事へと、自分の常識、社会の常識を変えていく、そのような文化を形

成していく場として、今年も3日間、みなさまともにエイズ文化フォーラムを創っていきましょう。 

                                      組織委員長 田口努 

開会式 
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 横浜YMCA 

「横浜青年」201１年8月号 



内容：震災前、運営委員の岩室紳也氏、HIVに感染している北山翔子さん、そして運営委員の元横浜YMCAの大江

浩氏の3名が陸前高田市青年会議所等の招きで陸前高田市で講演していた。それらがきっかけで、金野兄妹が陸前

高田市のHIV/AIDS予防啓発イベントのテーマソングを作詞作曲したことを振り返りながら、陸前高田とAIDS文化

フォーラム in 横浜の絆を確認した。その後、陸前高田市青年会議所理事長 高橋勇樹氏が「陸前高田の今」を報告。

金野兄妹が音楽を披露。被災地を支援している渡會睦子さん、東海林美紀さんが被災地での支援活動の実際を報

告。来場者からの支援協力に何ができるかという質問にも、高橋さんは心に寄り添う支援をと会場に訴えました。 

 

来場者感想： 

● 色々日本が大変なことがわかった。（神奈川県 10代 学生） 

● 性に対して一生懸命向き合って動いてきた人たちが命を救うと

きにも最前線に出ているその雰囲気が素敵でした。明日は昨

年誘った友人たちが、今年も参加したいと被災地からフォーラ

ムにやってきます。オープニングで考えたことも友人たちと考

えたことも友人たちに伝えていきたいと思います。私が初めて

このフォーラムに一人でうかがってから数年経ち、このフォーラ

ムに誘ってきた人たちが、さらにその友人を誘いまた自ら参加

してくれるようになって、今年は会場内に多くの仲間がいます。

私は運営を協力してはいませんがこの場により多くの仲間をつ

なげていくことがとても楽しいです。（愛媛県 30代 NGO/NPO） 

● 「一人はみんなのために、みんなは一人のために」「人と人の

つながりの大切さ」等々、様々なお話を通じてキラキラ光るメッ

セージをいただきました。（神奈川県 50代 NGO/NPO） 

● 例年とは違った切り口でAIDS文化フォーラムと出演者の方々

とのつながり、その活動内容とまた陸前高田市の方々の貴重

なお話を聞けてとても有意義な時間でした。”間接的支援”とても印象的な言葉だったので、私も、目の前で出来

ることから一生懸命取り組みたいと思いました。（神奈川県 20代 学生） 

● 開会なのにすでに閉会式のような感動。（神奈川県 50代 保健医療関係） 

● 被災地の方の気持ちが理解できました。（神奈川県 50代 教育関係） 

● 直接的支援と間接的支援という言葉が判ってよかったです。現地に行かなくても、今自分がやっていることがめぐ

りめぐって支援になっていくと考えれば1日1日を楽しく生きることの意味がよりはっきりする。困難が起きた時に悪

い面だけ見るより良い面を見る…そうすると今生きていることの幸せを実感できると思う。（神奈川県 40代 主婦） 

● 3月11日で被災した場所が今どうなっているか良く知らなくて、もうここまで住む所、必要な物もそろってきていはい

ても、そのすぐ横に瓦礫の山があるのが悲しいような良く分からない気持ちになった。原発のそばに住む人たちが

普通に暮らしていても、もう冷めたようなことを言っているのが、腹がぎゅっとなるような感じがして苦しかった。表向

きのエイズのことが主のように思っていたけど、3月11日もつながっているのが分かった。（神奈川県 10代 学生） 

● タイムリーな企画でした。人とのつながりや想い続けることが、フォーラムと被災地をつなげたのですね。悲しいこと

の方が多いですが若い二人の素晴らしい歌声とそれぞれの方との熱い心に感動した。（神奈川県 50代 その他） 

● 例年にないオープニングテーマでどのようにエイズとつなげて話をするのか考えながら聞いていました。考えたこ

とは人間に焦点をあてているから共通することなのだと理解しました。現場の声や周囲から支援されている登壇者

の熱い思いを感じさせて思いました。ありがとうございました。（神奈川県 50代 教育関係） 

YouTubeに映像がアップされています： http://www.youtube.com/watch?v=qdwp8YG4m88 

AIDS文化フォーラム in 横浜と陸前高田市の関係性： http://homepage2.nifty.com/iwamuro/rikuzentakata.html 

ＡＩＤＳの何を知っていますか？ー変わる常識ー 

AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会企画 

◆オープニング 東日本大震災被災地 
    岩手県陸前高田市とつながるAIDS文化フォーラム in 横浜 
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「被災地のいま」陸前高田市青年会議所理事長 高橋勇樹さん 
  STOP! AIDS! in 陸前高田 テーマソング：「ぼくらにできること」が誕生するまで  
             作詞・作曲 金野政利さん・美奈さん 
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人に感謝しながら 

生活しているって 

すごいことだし 

素敵なことだなと 

思いました 

◆神様がくれたHIV 
主催：北山翔子 
内容：恋人からHIVに感染した私。「神様がくれたHIV」を世に出してから10年。私の夢は、

結婚して、子どもを持って、家庭を築くこと。新たに改訂、加筆出版した「神様がくれた

HIV」と今の私の話を聞いていただきました。 
 
来場者感想： 
● 著者本人の体験を聞いて参考になりました。昔は治らなかった病気だったのだと思い

ます。神は乗り越えられる試練しか与えられないというのは貴重な意見だと思いま

す。私自身も家族に知らせる事ができずに悩んでいるので参考になりました。人から

助けられる人になるには、その何十倍も頑張って人を助けて行かなければと改めて

感じました。（神奈川県 50代 パート） 

● HIV感染者の方の話は今まで聞いた事が無く、どんな思いで生活しているのか、生

活してきたのかが分からなかったのですが、人から助けてもらうことの大切さとかを

思って生活しているのだという事が分かって、人に感謝しながら生活しているってす

ごいことだし、素敵なことだなと思いました。（20代 学生） 

● HIVのことについてよくわかりました。10年間で悪くなると聞いたことがあるのに北山さ

んは17年経っても元気でいらっしゃるので、不治の病ではないのだなとわかった。

（神奈川県 20代 学生） 

● 本は読んだことがあったが、生の声でお話をきけて嬉しかったです。 

   （大阪府 20代 学生） 

● HIVに感染しても前向きに生きる北山さんに勇気をいただきました。（神奈川県 40代 

保健医療関係） 

● 本を読んで興味があったので聞きにきました。きちょうなお話ありがとうございました。

私もHIVの検査を受けたことがありますが、もし病気だったら北山先生のようにポジ

ティブに考えることができないかもしれません。ほんとにすごいなと思いました。（東京

都 20代 保健医療関係） 

● 「私の経験を聞いた人、それぞれが自分なりに受けとめてくれたらいいと思っている」

との言葉通り、淡々と体験を話されていたのは印象的でした。HIV/AIDSに関して啓

発する一つのスタイルとして興味深くもありましたが、一方で啓発に伴う（はず？）の

熱意やメッセージ性が不足しがちかもしれないと思います。大勢の前で話しをされて

いる勇気に敬意を表します。ただ、まだまだ心を閉ざしている様子にみえてしまいま

した。元来の性格なのか、それとも御自身を守るために身につけた処世術なのか、も

し後者であれば、HIV/AIDSの方々に対する日本社会の冷たさ、対応の遅れを象徴

しているのかな、などと考えさせられます。これからも自然体で生きていって下さい。

ありがとうございました。（広島県 30代 保健医療関係） 

● 一人の女性の生き方のお話として、（HIVに関することだからだけではなく）とても感動

しました。ありがとうございます。（神奈川県 30代 保健医療関係） 

● AIDSの枠をこえて、力強く生きること、自分らしく生きることを教えていただいたように

思います。事こまやかに話して下さり、患者さんの気持ちを少し理解することができま

した。（東京都 30代 保健医療関係） 

● 北山さんの体験談をお聞きしながら、大きな苦悩も乗り越えられお仕事もされている

ことに感動しました。（東京都 50代 保健医療関係） 

● 「病気は人を選ばない」その通りだと思います。苦しい経験をされたにもかかわらず、

淡々と思いを語って下さったなかに、北山さんの強さを感じました。自分の考えを押し

付けず、謙虚に話されていたので、かえって思いが伝わってきました。ありがとうござ

いました。  （神奈川県 40代 教育関係） 

 

連絡先： 紳也’s HP: http://iwamuro.jp/から北山翔子さんの講演を申し込めます。 
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私も 

女コンドームの達人に

なって 

高校生に教えたい 

◆HIV/AIDS ＜すきま＞ミニ講座①～⑤ 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員 山田雅子  
 

内容：「HIV/AIDSについてまだよくわからない…」という人たちに

向けて各回30分のHIV/AIDSの基礎講座を実施。 

 ①HIV/AIDSって？ ②妊娠と性感染症 ③心の通い合うSEXしてる？ 

 ④コンドームのこと、もっと知ってほしい！ ⑤看護師だから言えること 

 というテーマで、－ 性，生，人とのつながり －についてみなさんと考えたり話し合ったり

コンドームを実際に装着（腕に！）したりしました。途中から「すきま講座」と改名！？ 

気軽に参加できるわかりやすい講座づくりに努めました。 

   

来場者感想： 

● 基礎的なことがわかりやすかった。（神奈川県 50代 教育関係） 

● 自分の考えを言葉にして人に伝えることは自分の考えを見直す機会になりました。

（東京都 20代 学生） 

● 私達からしたら為になるので、私はHIV講座の中ですきま講座が一番好きでした!!

（神奈川県 10代 学生） 

● 私も女コンドームの達人になって高校生に教えたいと思うようなステキな講座でした。

（滋賀県 40代 教育関係） 

● 考え方や見方がかわりました。楽しかったです。また来年も聞きたい！！(神奈川県 

10代 学生) 

● HIV/AIDSのことだけでなく、性、人との関わり、毎日のことについてじっくり考える機

会になりました。（福岡県 20代 学生） 
 

連絡先：河北総合病院看護専門学校 山田雅子 

Tel： 03-3338-7850 E-mail： m-y.112@kawakita.or.jp   

◆実は知らなかった！STDとセクシャリティ 
主催：神奈川県HIVカウンセラー 岡本未帆 
 
内容：神奈川県HIV派遣カウンセラーが、一般の方が普段意識せずに見逃してきたHIV/

AIDSに関する知識や情報について、「そもそもHIV/AIDSとは何か？」から、神奈川県の

HIV/AIDSの現状や全国の状況、医療の現場で起こった諸問題とその対応法まで、実際

に見聞きした事例を基にお話しました。また、HIV/AIDSとSTD及びセクシャリティの関係

性についてもデータなどを用いて説明をしました。全体を通して、医療従事者以外の方で

あっても聞いて頂きやすい内容を意識しました。参加者の中には、関東近辺だけはなく、

大阪府、京都府及び愛媛県などの遠方からいらしていただいた方もおり、プログラムの終

了後も積極的な質疑などを頂きました。 

   

来場者感想： 

● HIVカウンセラーという職があるということを初めて知ったので、もしHIVにかかったとき

(知り合いから相談されたとき)にどうしたらよいのか分かり、少し安心しました。 

● 具体的な悩みや問題の事例を出してもらってわかりやすかった。 

● 症状に対する治療、心のサポート、社会のサポート、どれも大切だと感じることが出来

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 岡本未帆 

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

 

新しいアイデアで 

 

続けたい 

◆エイズの模擬授業および災害時下の 
                                        性暴力・性虐待にNo!を 
主催：「性を語る会」（代表 北沢杏子） 
「性を語る会（代表 北沢杏子）」1987年設立。会員700名。年4回のシンポジウム開催。機関誌（季

刊）を発行。 

 

内容：「性教育」の時間よりも、学力テストや英語の時間を優先と主張する教育現場。小学

校保健教科書のエイズの頁には「HIVは血液などを通して、からだの中に入る」とあり、中

学校では「性的接触」で感染するとある。教職員用指導要領は、「性交」は禁句で、指導

要領にない正しい感染経路を教えようものなら、「指導力不足教員」のレッテルを貼られる

ため、教える側は萎縮して口をつぐむ。 

代わって、中学校に派遣された地域の保健師は、生徒から「性的接触って何です

か？」と質問されて困っていると、私に訴える始末。その結果（性教育バッシングが始まっ

て以降）、厚生労働省エイズ動向委員会の調査による新感染者数は2008年から一挙に年

間1,500余名と、55%の激増となっている。 

さらに“UNAIDS”※の最新情報には「HIV感染ハイリスクの第2位がMSM（男性とセック

スする男性）」とあることから、腟性交に比べ、肛門性交の危険性も教材を使って説明し

た。そのあとグループに分けて、『コンドームの正しいつけ方10ヵ条』の実習を行い、得点

を発表することで、抵抗なく、談笑のうちに進めることができた。 

 今回は3.11東日本大震災、原発事故のあととあって、16年前の阪神淡路大震災時

（1995年）にボランティアとして各避難所をまわって聴き取りおよび支援を行った私の経験

から、災害時下のレイプ、夫からのDV、児童虐待など報告も行い、今後の対策について

討議した。来年も新しいアイデアで続けたい。 

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

 

来場者感想： 

● 実際にコンドームを使ってのチェックは良いと思いました。災害時の性暴力につい

て、今回の震災でも起きていたことを知ってショック。もっと社会が監視し見守る姿勢

をもつことが重要と感じています。（20代学生） 

● わかりやすく、職場での患者さんへの生活指導に役立てたいと思います。京都でも

フォーラムを企画しています。今後も一緒に活動を広められたらと思い、主催者と名

刺交換しました。（50代保健医療関係者） 

● 『性教育は人権教育』であることを現在的な問題を通して学ぶことができて、良い体

験でした。感謝です。“AIDS文化フォーラム in 横浜”から各学校への広報活動をして

頂き、教師のための研修が広がればと思います。（60代～ 教育関係者） 

 

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

Tel： 03-3708-7326 Fax： 03-3708-7324 E-mail： taira@ahni.co.jp 

少年へのMSMの警告をするドイツのポスター 
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自分の周りの 

 

「人の輪」を 

 

把握してみる 

◆親子の腹話術で広めるエイズの知識 
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おこないます。 

 
内容： 

[目的]①健康腹話術普及②親子教育プログラム③エイズ知識啓発 

[対象者]①小学生②中学生③青少年④高齢者⑤その他 幼児･妊婦など 

[ねらい] ①「死」について考えてみる。②今までの人生ラインを振り返ってみる。これから

の人生プランを考えてみる。③自分の周りの「人の輪」を把握してみる。④エイズの何を

知っているのか。 

[教育プログラム]質問Ⅰと質問Ⅱと質問Ⅲを実施しながら、参加者同士で話し合ってみ

る。参加型研修を実施する。事後アンケート回収。 

①質問Ⅰ：自分のへその緒は見たことはありますか: ガンであと１年しか生きられないと宣

告されたらあなたはどうしますか？もし自分の目の前で障害のある人が困っていたらど

うしますか？死ぬとしたらどういう死に方がいいですか？次に生まれ変わるとしたら何に

生まれ変わりたいですか？今までで一番嬉しかったことは何ですか？あなたが永遠に

生きられるとしたらどうしますか？人は死んだらどこへ行くと思いますか？「死」に直面し

たことはありますか？あなたはこの世に人間として生まれてきて良かったと思います

か？ 

②質問Ⅱ：人生ライン：誕生。現在何歳。就職。結婚。子供を作る。家を建てる。死ぬ。 

③質問Ⅲ：人の輪：お父さん。お母さん。おじいちゃん。おばあちゃん。兄弟・姉妹。友

達。ペット。 

[評価] ①質問回答：総計17名回収。②事後アンケート：総計12名回収。 

生徒・学生・教育関係・医療福祉関係・行政関係者が参加。 

「わかりやすかった」10名。「楽しかった」3名。「来年も参加したい」2名。 

 
来場者感想： 

● 腹話術が体験できて興味がわいた。 
● 新しいコミュニケーション方法を知った。 
● 参加型がよい。 
● プログラムの時間は適切でした。 
● 死についてあらためて考えた。 
● 人生の計画を立てる事ができた。 
● 自分の人生を見つめなおす事ができた。 
● 自分の夢がより具体的になった。 
◇[まとめ]  HEALTHY  HAPPY  FORUM 

 みんなで腹話術にチャレンジ！！  来年もがんばって参加いたします。 

 

連絡先：代表者氏名 畠山雅行 Fax： 0743-78-9841 

E-mail： m-hatake@m4.kcn.ne.jp 
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介護の性問題は 

 

それだけでも 

 

大きなテーマとなる 

◆女性の命と健康 
              ～ガーナ・エイズ予防啓発の現場から～ 
主催：写真家・東海林美紀 
青年海外協力隊・エイズ対策としてニジェールで活動、現在は世界各地で撮影取材、ま

た、国際協力NGOジョイセフに写真家で所属し、広報活動にも従事。  

 

内容：西アフリカのガーナで撮影した、困難な環境の中でも、強く美しく生き

る女性たちの姿を展示し、会場をガーナの鮮やかな色々が彩りました。 

また、ガーナにおけるエイズ予防啓発活動現場や、ガーナに生きる女性や

子どもたちの命・健康の現状と、NGOの活動を実際のデータを示しながら、

紹介しました。例えば、北部の貧しい地域の女性の就学率の低いほど、家

族計画教育を受ける機会がないことが、多産・短い出産間隔に関連してい

ることや、男性よりも高い女性のHIV新規感染など。こうした課題に対して地

域で活動するガーナのNGO・PPAGの、より弱い立場に置かれやすい若者・

女性などを対象に進めているセクシュアル・リプロダクティブヘルスサービス

を写真と共に紹介しました。 

 

連絡先：東海林美紀 URL  http://mikitokairin.com ブログ http://tkrin.exblog.jp/ 

◆オトナのためのワークショップ 
        ―高齢者の性を考える― 
主催：TENCAI（エイズを伝えるネットワーク） 
HIV/AIDSと性の健康教育を通じて、多様な価値観をつなぐコミュニケーションを促すワー

クショップを企画・開催しています。 

 

内容：昨年、「性のことを具体的に話すなら、参加者を大人に限定してほしい」という声が

あり、参加者に年齢制限をつけて「高齢者の性」を話す企画を提案しました。性産業と介

護産業の視点から高齢者の性について話題提供をしてくださる方を招き、自由に話し合

ワークショップでしたが、21名という予想外の入りとなり、この問題の関心の高さに気づかさ

れました。高齢者ポルノや介護利用者のセクハラなどの話題であったせいか、プログラム

の評価が割れたのも今年の特徴でした。この結果を活かし、次回はより面白く有益なワー

クショップを提案したいです。 

 

来場者感想： 

● 思っていたよりもありきたりな話で、｢老人の性｣について深く考えることはできなかっ

た。ケースに対する対処法を語る会になっていた。 

● 内容が多すぎ、プレゼンターをしぼった方が良かったかも。しかしトピックは最高に面

白かった。主催者の想像以上に人が集まってしまったとのことで、少々消化不良ぎみ

に終わったのは残念でした。内容自体はとても興味深く、良かった。 

● MSMの高齢者のAIDS/HIV問題についてやってほしい。すごく難しいと思うけど・・・。

介護の性問題は、それだけでも大きなテーマとなると思う。 

 

連絡先：TENCAI（エイズを伝えるネットワーク） 

〒101-0021 千代田区外神田2-1-11 

                  松住ビル2F B室 わかばてい2内 

E-mail： mail@tencai.org 
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◆学生と語ろう！ デートDV 
主催：特定非営利活動法人 エンパワメントかながわ 
神奈川県を中心に、CAP（子どもへの暴力防止）プログラムの提供を主な活動とし、デー

トDV予防プログラムなどの人権啓発プログラムを開発し提供しています。 
 

内容：恋人同士の間で起きるデートDVが、「束縛」とい

う形で始まることも多く、私たちがデートDV啓発の活動

をする中で出会ってきた若者たちも、「どこからが

DV？」「束縛って何？」「どんなことならアリ？」と、考え

ている事がわかりました。 

今回は、身近にデートDVが起きていると感じている若

い世代に、「つきあっているカップルなら束縛ってア

リ？」ということをテーマにディスカッション形式で考えて

もらいました。 

話し合いの中で見えてきたことを基に、なぜデートDV

が起きるのか、デートDVをなくしていくために、今自分

が出来ることをグループワークで考え、参加者全員で

意見を出し合いました。 
 

来場者感想： 

● 参加型のプログラムは楽しくて役に立ちます。色々な意見が聞けて考えを深められ

ました。 

● 人間関係に関すること、良い、悪い、だけでなかなか判断しづらい問題に対して、

意見を交わすのはよいケースワークになるんじゃないでしょうか。 

● 私は、束縛、DVについて、今まで自分の考えがぼんやりとしていましたが、今日

色々話してみて考えが発展したり、新たな考えを発見することが出来ました。 

● すごく楽しかったです！人それぞれ違うんだってすごく学びました。でもまだこうす

ればいい！なんて答えは見つからないので、これからも考えていきたいです。 

● 若い世代のコミュニケーションのあり方、それはおとなになるとなかなか理解しづら

いので、現役の声が聞けて良かった。 

 

連絡先：特定非営利活動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（電話受付：月・水・金 10時～16時） 

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

団体サイト  http://www15.ocn.ne.jp/~empkng/ 

デートDV予防啓発サイト  http://www.1818-dv.org/  

デートDV予防啓発携帯サイト  http://www.1818-dv.org/m/ 
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どこからがDV？ 

 

どんなことならアリ？ 
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「検査」だけでは 

 

足りない 

 

「支援」の問題 

◆かながわレインボーセンターＳＨＩＰにおける 
   ＭＳＭ受検者の動向 
主催：横浜Cruiseネットワーク 
講師 相楽裕子先生（横浜市立市民病院） 
男性同性間のHIV予防啓発と、一般社会のセクシュアルマイノリティ理解促進を目的に活

動しています。（かながわボランタリー活動推進基金２１恊働事業） 
 

内容：神奈川県保健福祉局健康危機管理課と神奈川県教育委員会教育局との恊働事

業で実施してきた「かながわレインボーセンターSHIP」では毎月２回、ゲイバイセクシュア

ル限定のHIV性感染症検査を実施してきた。2008年から2011年6月までの受検者490人

の受検者動向と、HIV陽性者13人の検査から医療機関に繋がるまで状況報告を行った。

また、感染症の専門医師からゲイバイセクシュアルの間で多い、HIV、梅毒、Ｂ型肝炎など

の性感染症の実状について話を伺った。 
 

来場者感想： 

● パートナー告知の問題、失業との関係など、「検査」だけでは足りない「支援」の問題

も今後みていく必要があると改めて感じました。（東京・教育関係） 

● 最近の動向が分かった。リスクがあると分かっていても、リスキーな行動をしてしまう人

が多いのはどこも同じであり、しかし、そのリピートの検査の中で陽性と判明している

人も多い現実もある。きめ細かい相談を実施しているSHIPさんでもそうであるので、保

健所での相談では、リピーターの人にこそ心して対応することが必要と感じた。（神奈

川県・保健医療関係） 

● 保健所での検査を実施しています。事業の方向性について検討しなければいけない

と思っておりましたので参考になりました。（東京都・保健医療関係） 
 

連絡先：かながわレインボーセンターSHIP 横浜市神奈川区台町14-2 ピレア台町２階 

星野慎二 

Tel: 045-306-6769 050-3451-0151 E-mail： ship@y-cru.com 

◆若者に聞いて欲しい｢生きる｣トーク！ 
   Positive with HIV 
      ～患者と医者の関係性を超えて～ 

主催：パトリック＆紳也 
    パトリックのAIDS文化フォーラム in 横浜 

      連続出演が途切れました。 

     でも、その後元気に退院しました。 

       ご心配いただきアリガトウ。 
連絡先：  

岩室紳也 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3  

都道府県会館15階 公益社団法人地域医療振興協会 

ヘルスプロモーション研究センター  

Tel: 03-5212-9152  Fax： 03-5211-0515  

紳也’sHP: http://iwamuro.jp/からパトリックへの講演の 

申し込みができます 



ＡＩＤＳの何を知っていますか？ー変わる常識ー 

◆Peer Education  
   ～思春期の僕たちが聞きたい話～ 
主催：高崎健康福祉大学看護学部4年生 星野貴泰 
群馬ピアカウンセリング研究会所属。自分自身の経験からピアエデュケーションを高校で

行っています。 

 

内容：中学生・高校生向けの生と性に関する話をしました。「性は自分のペースで進めば

いい」、「私がセックスする理由」、「僕はデートDVをしている」、「性のネットワーク」、「私

がHIVを身近に感じた時」、「僕が命の重さを感じた時」、「彼女が中絶をした理由」、「私

がピアをやる理由」、「人との出会い」…、これらの話を当事者、自分の体験談から話しま

した。たくさんの人たちに出会い、自分の人生にトコトン！悩んでほしい。そんな想いをこ

めました。会場では実際に高校生の年代の人たちにも聞いていただくことができ、終了

後は実際に感想を聞くことができました。今後は自分の話を、聴いている人が興味を持

つように話していきたいと思います。 

 

来場者感想： 

● 自分の言葉で話をしていて、心に響きました。 

● 今まさに娘二人が中高生…考えさせられることばかりでした。親って結局無力なの

かと…。 

● 私は今看護師です。同じ職種としてこんなメッセージをいろんなところに発信しいっ

てほしいと思います。 

 

連絡先： 星野貴泰  E-mail： muchas_gracias_amigo@yahoo.co.jp  

URL: http://blogs.yahoo.co.jp/muchas_gracias_amigo Twitter・facebook：@tkstarys 

Page 15 

フォーラムに 

 

笑いという 

 

新しい風 ◆芸人とコンドーム達人のコラボ 

主催：ワハハ本舗 コラアゲンはいごうまん・コンドームの達人 
内容：コンドームにこだわる医者をネタにする芸人とコンドームの達人と名乗る医者が繰

り広げる漫才トークを通して、コンドームの大切さを伝える。 

 

来場者感想： 

● とても楽しく気軽にコンドームの話が聞けました。初めの、一見全く関係の無いよう

な話も、コラアゲンさんの人柄や色々な所に色々な人達が生活している社会がある

んだと感じられて、最終的に濃い内容の話になっても、それ程違和感無く聞く事が

出来た。コラアゲンさんの参加者の反応への早さも素晴らしい！ やはり実体験か

らの話は、素直に心の中に入ってくる。少し照れながら立たれていた岩室先生の姿

が新鮮でした。（神奈川県 40代 保健医療関係） 

● フォーラムに笑いという新しい風を吹き込んで頂きありがとうございます。コンドーム

の話ネタを沢山教えていただいたので今後活用します。（東京都 公務員 20代） 

● コラアゲンさん、初めて知りました。新鮮な感じで楽しかったです。親しみやすく楽し

く伺えました。（東京都 30代 保健医療関係） 

● 岩室先生とコラアゲンさんの漫才とも思える講義がとても良いと思いま

す。若者の前でどんどんやって欲しいです。（埼玉県 40代 自営業） 

● 暖かく本物のトークショーでした。（山梨県 40代 教育関係） 

 

連絡先： コラアゲンはいごうまん：http://blog.livedoor.jp/bokuhoso/ 

岩室紳也 〒102-0093東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館15階  

公益社団法人地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター  

Tel: 03-5212-9152  Fax： 03-5211-0515 
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いのちの視点からの 

 

性教育は必要だ 

◆お坊さんが行う性教育！ 〜中学校編〜 
主催：古川潤哉 浄土真宗本願寺派 浄誓寺 僧侶 
佐賀県で、ホスピス、いのちの授業、思春期支援、HIV/AIDS・性感染症・望まな

い妊娠の予防と事後支援などに関わる。 
 

内容：佐賀県で、思春期支援に関わっている縁で、僧侶として中学校

で性教育の授業を実施する機会を頂きました。事例として珍しく、そ

の際の自分の疑問点などもあり、模擬授業を行うことにより、デモンス

トレーションのみならず、アドバイスを頂ければと考え、中１、中3向け

に行った授業の再現と、その際の感想文をご覧いただく場を設けまし

た。二次性徴とセクシャリティーに関する表現など、医療、教育現場

の方からのアドバイスを賜り、また、宗教者がきちんと性といのちを語

ることへの期待を込めた応援を頂いたと感じています。このような取り

組みが全国的にも普及するよう、ますます精進いたしたく思います。 

来場者感想： 

● お坊さんが学校で性教育とに驚いた  ● パクッて現場で活かしたい 

● いのちの視点からの性教育は必要だ  ● いろいろ気付かされて衝撃 

● 意見交換が活発で面白かった     ● 斬新だ 

● 信頼できる大人が居ないという感想に複雑な思い 

● 性徴がいのちを授かる準備と言われるとゲイとしては辛い 

● 職種を越えてきれい事でなく語れる講師が増えて欲しい 

● 男性が語る性教育を学校に増やしたい 

● 性教育はいのちの大切さ、相手の大切さを伝えることだ 
 

連絡先：浄土真宗本願寺派 浄誓寺 古川潤哉  

URL: http://furujun.info  E-mail: junya@joseiji.org 

◆ガーナのエイズ予防啓発活動紹介 
          ～演劇・映像を通して～ 
主催：白井美穂 
青年海外協力隊エイズ対策としてガーナ共和国で活動。現在、（財）横浜YMCAが横浜

市から受託運営する、横浜AIDS市民活動センターで勤務。 
 

内容：ガーナの若者の行動変容のためのHIV予防啓発活動を紹介しました。ガーナの感

染率は1.9％（2009）で、近年横ばい傾向にありますが、10代感染率は上昇傾向にありま

す。HIV/AIDSは学校授業で扱われるなど、基礎知識は普及しつつありますが、周囲の影

響（ピアプレッシャー、宗教、伝統）や、HIV陽性者への根強い差別偏見から、若者が知識

を自らの問題として吸収し、行動変容することは容易ではありません。 

そこで、一方的に知識を与えるだけではなく、若者が楽しみながら、予防や健康について

考えられるように、演劇や映像などを活用した手法が定着しています。サッカー大会や地

域イベントと連携することもあり、その一例で、2010年南アフリカ男子サッカーW杯の際に

JICA・Sony・地域の連携イベント、「Public Viewing in Ghana～Football Against HIV/

AIDS」の舞台裏をお見せしました。 

 

来場者感想： 

● 人と人とのつながりが挨拶で始まることが心に響きました。イベントの様子から人のパ

ワーを感じました。HIVの啓発活動がもっと広がるようにと思います。DVD演劇、ダン

スを見て、アフリカらしいHIVのことを伝えるツールだと思いました。（神奈川県 20代） 
 

連絡先：白井美穂 E-mail： shirai_mio@yokohamaymca.org 



◆HIVは人間性への挑戦  
授業 高校『生物』からのアプローチ 
主催：特定非営利活動法人AIDSネットワーク横浜  
内容：当団体の事務局長で、高校の理科「生物」の教諭である堀尾吉晴氏の講演を行っ

た。講演というより授業風の展開で、参加者は質問に答えたり、考えを紙に書かされた 

り、動物のビデオを見たりで、生徒になった気分であった。「生物」の授業からHIVに展開

する例を、「細胞」、「生殖と発生」、「分子生物学」などから平易に展開された。特に、「刺

激と反応」から動物行動学に展開し、ヒトの「性行動」を考えさせるのは、タイトルの「HIVは

人間性への挑戦」を納得させるものであった。 

 

来場者感想： 

● 情や気持ちに訴える客観性に欠けがちなアプローチと比べ、根拠を提示されるので

納得しやすい 

● 生物の授業って面白いんだな、生と性についても考える機会を得られた 

● 基本的に平易に語られ、理解しやすい 

● 来年もやってほしい。学術的でよい 

                      などあり。概ね好評のようであった。 

 

連絡先： 特定非営利活動法人AIDSネットワーク横浜  

〒231-0015神奈川県横浜市中区尾上町３丁目３９番尾上町ビル9階 

横浜AIDS市民活動センター内 

Tel: 045-201-8808 または 080-4058-7749 Fax： 045-201-8809 

E-mail： any@netpro.ne.jp URL： http://www.netpro.ne.jp/~any/ 

ＡＩＤＳの何を知っていますか？ー変わる常識ー 

◆10代の視点で考える！ 
         〜学校の中のセクシュアルマイノリティ〜 
主催：横浜Cruiseネットワーク 
男性同性間のHIV予防啓発と、一般社会のセクシュアルマイノリティ理解促進を

目的に活動しています。（かながわボランタリー活動推進基金２１恊働事業） 
 

内容：エイズ対策を進める上でセクシャルマイノリティの理解は重要な問題であるが、学

校の中でセクシャルマイノリティたちはどんな思いで生活をしているのだろうか。10代の

高校生3人と大学生２人に、自らのライフストーリー、学校生活や一般社会について、

しゃべり場形式で自由に話しあってもらった。また、神奈川県教育委員会教育局と保健

福祉局健康危機管理課との恊働事業で実施してきた「かながわレインボーセンター

SHIP」の活動紹介を行なった。 
 

来場者感想： 

● どうして神奈川県では、県教委がここまでできるかと感動した。自分の地域では「い

ない」かのような空気がある。（滋賀県・教育関係） 

● 10代の方々がしっかりとメッセージをもち、話していることに驚きました。学校の先生

向けにセクシュアルマイノリティを理解してもらうための企画をしているため、本当に

参考になりました。（東京都・保健医療関係） 

● セクシュアルマイノリティという言葉について、そしてそんな人たちがいることを知っ

ていますが、私の身近ではカミングアウトしている方はいないので、そんな人たちに

どう関わっていけばいいのか、どんなことに傷ついているのかを知ることができ良

かったと思います。（福島県・教育関係） 
 

連絡先：かながわレインボーセンターSHIP 星野慎二 横浜市神奈川区台町14-2  

ピレア台町２階  Tel: 045-306-6769 050-3451-0151 E-mail： ship@y-cru.com 
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念願であった 

 

ムスリムの参加 

◆宗教とエイズ  Part6 
水谷 周（日本ムスリム協会理事） 
黒鳥偉作（日本キリスト教団補教師 医師） 
宮本信代（カトリック中央協議会社会福音化推進部 HIV/AIDSデスク委員） 
古川潤哉（浄土真宗本願寺派浄誓寺 僧侶） 
岩室紳也（厚木市立病院泌尿器科 医師） 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
 

内容＆レポート〔古川潤哉 （浄土真宗本願寺派 浄誓寺 僧侶：佐賀県伊万里市〕 

６回目を迎えた「宗教とエイズ」に関わらせて頂いたことを嬉しく思います。これまでの、キリ

スト者、仏教者のみの関わりから、念願であったムスリムの参加もいただくことができ、フロ

アを含め、私自身も新たな気付きをいただきました。 

それぞれが信仰と結びついたいきさつや、現在のHIVや性教育などとの関わり、各派の信

仰の特徴、各個人が捉える自己の死に対する思いなどを話すなかで、「宗教」という括りよ

りも、「個々人と信仰」による組み合わせの妙が浮き彫りになった気がします。 

「エイズとの関わり」をもう少し深く…という来場者からのご意見を多く頂きましたが、これ

は、現状、日本では組織として（国内の）HIVに関わっている教団がキリスト教系以外に無

いことにも起因します。ですので、今は、性の諸問題をどう捉えるか、病と死についてどう

捉えるかから先の突っ込んだ話にはなりにくいのですが、「宗教とエイズ」がこうして継続さ

れ、地味ながら来場者に関心を寄せて頂いているという積み重ねで、徐々に信仰を持つ

個人、宗派がHIVやセクシャリティーについて学び、意思表示する礎にはなっているものと

考えます。 

信仰の体系そのものも、民衆の宗教観も一朝一夕にできあがったものではありません。そ

の時その時、時代時代の苦しみや悲しみに向き合いながら作り上げて伝承されるものだと

思います。HIV/AIDS と宗教との関わりは、日本ではまだまだ始まったばかり。是非この

フォーラムを通して理想的な関わりを築いていきたいと今年改めて思いました。 

来年へ向けて、「こんな宗教者に、こんなことを聞きたい」という皆様の声を、是非事務局

宛にお伝え頂き、これからの時代における「宗教とエイズ」に方向付けができればと願いま

す。 

 

来場者感想： 

● イスラムのことについて、全く知らなかったのでとても興味深くお話をきけました。人間

らしい考え方だなーと思いました。（神奈川県 30代 教育関係） 

● 貴重でしたが、AIDSと関連した話が少なかったのが残念です。 

   （東京都 20代 学生） 
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キリスト新聞 

201１年8月20日 
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カトリック新聞 

201１年8月2８日 

● 来年も楽しみにしています。（神奈川県 60代～ 保健医療関係） 

● ちゃんとした宗教は、生についても、性についても、死についても、同性愛についても、きちんと解釈されていると

感じました。黒鳥医師が「AIDSという病気以外の重荷を取り除くのが宗教」と発言されたのが心に響きました。 

（神奈川県 50代 その他） 

● 肩肘はらない宗教家のキャラクターがそれぞれ出ていて、面白かった。（山梨県 40代 教育関係） 

● 途中からの参加だったので前半で話されていたのかもしれませんが、宗教の面から予防をどう伝えていくか、多

様な性（ゲイ、レズビアン、性同一性障がい etc）についての話を聞きたかったです。（神奈川県 20代 NGO/

NPO）  

● イスラム教のことはあまりよく分からなかったので、よい勉強のチャンスとなった。宗教の国と法などの文化のつな

がりなどを深く考えることができた。（神奈川県 30代 保健医療関係） 

● 各宗教について、わかりやすく説明していただいて、とても参考になりました。主要宗教の方が一緒にフォーラム

で登壇されて、その話をうかがったのは、はじめてだったので、興味深かった。（神奈川県 50代 その他） 

● イスラム教の話少し面白かったです。コーランの教えと現実生活のギャップが性についてあっても、それを正す教

えなのだという説明が少し人間味がある話でした。（神奈川県 20代 NGO/NPO） 

● カトリックのミッションスクールでコンドームも含めた性教育が行われていることに驚きました。 

   （東京都 20代 その他） 



● キリスト教、イスラム教の生かされているという生き方、仏教の生かしあって生きている

→わかりました。イスラム教・仏教（浄土真宗）のおおらかさ？広さ→わかりました。こ

のプログラム、毎年参加させて頂いていますが、とても安心できます。（神奈川県 60

代～ その他） 

● 各々の宗教の考えを聞くことができて、面白かった。でも宗教の考えはたくさん話され

ていて理解できたのだが、エイズとの関連性がほとんどなかったのが残念だった。社

会の授業のようで、AIDS文化フォーラムでやるべきだったのか疑問だ。（東京都 20

代 教育関係） 

● 一つのものでも宗教や教えが異なるだけで、考え方や見方が変わってくるので、聞い

ていて興味深かったです。私は無宗教ですが、宗教の考えを知り、様々な視点で物

事を考えられるようになる事は良いと思った。 

● 自分が宗教をよく分かっていなかったことがはっきりした。大変奥が深いと思いまし

た。（埼玉県 20代 保健医療関係） 

● イスラムの教えを聞く機会が少ないので勉強になりました。（神奈川県 40代 NGO/

NPO） 

● エイズについてというより宗教的な思想自体をほんの一部でも知る事ができました。

（京都府 30代 保健医療関係） 

● 古川さんの自分の宗教だけでなく他の宗教についても詳しいのがすごいと思いま

す！自分の宗教が何かもよくわかっていないですが、自分自身について考えるきっ

かけになります。（群馬県 20代 学生） 

● 宗教によって考えや方針等が異なることを初めて知りました。普段、聞けない話を今

回聞くことができ、とても参考になる2時間でした！！ありがとうございました。（神奈川

県 20代 教育関係） 

● 宗教に興味はまったくなかったが、とてもためになる話がたくさん聞けた。どうしようも

ない不安や精神の時は支えになるのが宗教なのかなと感じた。（神奈川県 20代 教

育関係） 

● どんな宗教があっても、人間の命の大切さは変わらない。それは人間が人間のことを

考えているからで、いがみ合うことも、笑い合うことも、人間だからできること。4名の

方々が直接話しを語り合うことは、正直ハラハラしていたのですが、私にはまだまだ、

未来が、光があると感じました。（神奈川県 40代 その他） 

● イスラム教の話を聞く機会が今までなかったので勉強になった。各宗派のお話を聴

かせていただき、人間の生活の中に何故宗教があるのかということがわかった気がし

た。（大阪府 30代 保健医療関係） 

● 各宗教による死生観が聞けてとてもよかった。（神奈川県 40代） 
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人間だからできること 
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Twitterを使う事で 

 

一般の方の 

 

素直な思いを 

 

知ることが出来た 

◆薬害被害者と共に分かち合おう！ 
主催：薬害エイズを考える山の手の会 
 
内容：薬害エイズが風化されつつある中で被害者はHIV・ＨＣＶの重複感染など難しい問

題を抱えています。薬害被害者と共に問題が起きたときの状況から薬害エイズの全体像

をみて、そして和解から１５年薬害被害者の生活状況はどのように変わったのか参加者と

一緒に考えました。最初に全体で薬害エイズの映像を見て薬害エイズ被害者2名の話を

聞き、2つのグループに分かれて、薬害エイズ年表を使い、時の流れを追いながら薬害被

害者と参加者で分かち合いました。 
 

来場者感想： 

● 被害者の生の声を聞いて勇気付けられた。続く薬害をストップするため地元でも伝え

ていきたい。 

● 一人一人が当事者意識を持ち社会を変えるために考えることが大事であることを広

げ活動に協力したい。 

● 忘れ去られつつある薬害を記憶することが大事と確認した。 

● 今まで知らずにいたことや分からなかったことを知ることができた。多くの人たちにこ

のような機会を通し、少しでも偏見の無い社会にしていければ良いと思う。 

● 被害について当事者の話を聞くことが出来、つらさなどの話をしている姿を見て他人

事ではいけないと感じた。真実は自分の足で運び見つけないと見つからないと言っ

たことが心に残った。 

● 被害者の生の声の迫力、理解することの難しさを感じた。小さいことでも分かち合い、

支え合い、交流を重ねていくことが重要。等々。 
 

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: 03-6802-5680 

E-mail： egawa.moritoshi@topaz.plala.or.jp URL: http://blog.goo.ne.jp/egawa_moritoshi 

◆Thousand Tweet 
主催：桜屋伝衛門  

感染当事者として講演活動、イベント参加などしています。 

 
内容：「Thousand Tweet」Twitterのつぶやきの中から「HIV」「セクシュアルマイノリティ」

に関することを抽出し、朗読し共有する。また来場者との交流をはかる。ゲストらの講演

もあり、より立体的な理解を促す内容となった。 
 

来場者感想： 

● TwitterというSNSを何らかの予防活動に使えないかと思っていました。（福岡・20代・

学生） 

● どんな人がつぶやいた事なのか分からないtweetは、世の中の人達がどんな事を考

えているのかを、気軽に知れるものだと思いました（大阪・20代・学生） 

● Twitterを使う事で、一般の方の素直な思いを知ることが出来たように思います。当

事者の思いや、状況を知る事が出来て、これからの人の接し方を考

えてみたいと思います（埼玉・20代・学生） 

● 当事者のお話を聞きながら、Tweetに耳を傾けていると一見意 

  味の無いものから色々なメッセージを受け取れた。短いだけにつ 

  ぶやいてる状況が想像出来て、とても面白い体験でした（山梨・ 

  40代・教育関係） 
 

連絡先：桜屋伝衛門 E-mail： toy_toy_0906@yahoo.co.jp 



◆楽しく学ぶエイズ教育ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ～手法を学ぼう～ 
主催：NGO－労働組合国際協働フォーラム HIV/エイズ感染症グループ 
当フォーラムはNGOと労働組合が連携して、世界の貧困や教育、保健などの課題に取り

組んでいる。 
 

内容：NGO－労働組合国際協働フォーラムHIV/エイズ感染症グループのメンバーであ

る、シェア＝国際保健協力市民の会がタイで取り組んでいるエイズ教育手法を実際に体

験してもらう内容でワークショップを行った。主な対象者は、エイズ教育を既に実践してい

るもしくは今後する予定のある方などの教育者向けである。当日は学校教師やNGOのス

タッフ、ボランティアスタッフなど14名の参加があった。具体的には、世界の

エイズの状況や感染を体験し、エイズを身近に感じること、さらにHIV感染の

予防方法を学ぶ内容であった。今回は、シェアが作成したエイズ教育マニュ

アルも配布し、それをもとに、世界が100人の村だったら～エイズバージョン

～、水の交換、コンドームの使い方を学ぶカード並べとコンドームのつけ方

の練習などを行った。最後に、マニュアルの使い方やエイズ教育を日本で

行う際の注意事項についても説明がされた。 

 

来場者感想： 

● 楽しみながら学ぶのがとてもよかった 

● 体を使って視覚的にもわかりやすく体験できる内容が良かった 

● 日本とタイでのそれぞれの国によって同じ手法でも、気をつけなければいけない点が

あることを学べて勉強になった 

 

連絡先：NGO－労働組合国際協働フォーラム HIV／エイズ感染症グループ 

E-mail： forum.aids@jilaf.or.jp 

ＡＩＤＳの何を知っていますか？ー変わる常識ー 

◆Made in タイのクイズで楽しく学ぼう！ 
主催：HAATAS 
「楽しく学ぼう」をモットーに同世代の若者に予防啓発活動を行っているエイズボランティ

アチームです。 
 

内容：「エイズって、聞いたことはあるけど、自分には関係ないでしょ？」そんな若者

をターゲットにしたワークショップを二部構成で行いました。体を動かしながら行うこと

で、楽しみながら感覚的にエイズについて意識してもらうことを目的としたワーク

ショップです。第一部はコンドーム風船を使った クイズ。音楽に合わせながら行い、

コンドーム風船を回し、音楽が止まったところで風船を持っていた参加者にクイズに

答えてもらいゲーム感覚でエイズの基本的な知識を学んでいきました。第二部の免

疫劇では参加者それぞれにHIVやその他ウィルス、免疫役になって劇に参加し、体

験することで免疫の仕組みについて知っていただきました。 

 

来場者感想： 

● 楽しく為になることを知ることができました。（10代 神奈川県 学生） 

● 参加型のプログラムだったため、勘違いしていたことにも気づくことができて良い学

びになりました。（20代 神奈川県 学生） 

● コンドームについてここまで真剣に話し合う機会はもう無いと思う位初めての経験

だった。（10代 神奈川県 学生） 

● AIDSをこんな形（劇）で表現するとはおどろきでした。（40代 神奈川県 教育関係） 
 

連絡先：（認定）特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会  事務局内

HAATAS  〒110-0015 東京都台東区東上野1－20－6丸幸ビル5F 
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体を使って 

 

視覚的にも 

 

わかりやすく 

 

体験できる内容 
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母親の強さ 

 

大きな愛が 

 

伝わってきました 

◆赤ちゃんが教えてくれたHIV 
    ～妊娠時の検査でHIV感染がわかって～ 
主催：石田心&岩室紳也（厚木市立病院） 
 
内容：妊娠時にHIV感染が判明するも、｢産めるのか」、｢自分はこの後どうなるのか」も知ら

されないまま紹介状を渡される。インターネットで探せども、欲しい情報、同じ境遇の方の

声は見つからず、不安なまま拠点病院を受診。そこで主治医から「2人でも3人でも産めま

すよ」と言われ、前向きに出産し、育児、仕事に励んでいることを同じような境遇の人に伝

えたくペンネームで登壇。昨年、福山雅治さんの魂のラジオにも生出演し、ベストアルバム

の「THE BIG BANG」の収録曲「桜坂」をリクエストしオンエアされる。 

 

来場者感想： 

● HIV感染を実際にされた方の話を初めて聞いて、HIVへの印象がガラリと変わりました。

医療体制が整い、幸せな環境で医療を受けケアできれば、病気も怖くないのかもと思

います。（神奈川県 20代 社会人） 

● 知らないことをたくさん知ることができ、勉強になりました。ありがとうございました。最後

に話していたことに共感しました。（東京都 20代 教育関係） 

● 今回実際に感染された方のお話を聞くことは初めてで 偏った少ない知識だった為、

お二人のお話はとても貴重で勉強になりました。（東京都 20代 教育関係） 

● 普段、自分がHIV検査機関で事務をしている時に、自分の対応が正しいのかどうか思う

ところがあった。やっぱり来てよかった。（埼玉県 20代 保健医療関係） 

● 石田さんの話がよかったです。（神奈川県 40代 NPO/NG） 

● プログラム名にひかれ、当日までドキドキしていました。しかし、石田さんの明るいトーク

にびっくりしました。暗い内容の話なのかなと思っていましたが、石田さんの強さに感心

してしまいました。今後、HIVに感染してしまった人がいても、石田さんの話を聞けば希

望が持てるのではないでしょうか。もう一度聞きたいと思いました。（神奈川県 20代 そ

の他） 

● 母親の強さ、大きな愛が伝わってきました。これからもメッセージを伝え続けて下さい。

素敵な石田さんのお話でした。ありがとうございました。(愛知県 60代～ その他) 

● 多くの知識、当事者、その方を取り巻く環境の一端を知る事が出来て良かったです。

（京都府 50代 教育関係） 

● 本人と主治医の対談だった、これまで知らなかったことを知る事が出来た。（東京都 40

代 その他） 

● 「一日一日を大事に」 心に残りました。（東京都 20代 学生） 

● 実際にHIVに感染した方の話を聞けて、HIV/AIDSが遠いものでないと感じた。今まで

知っていたHIV/AIDSの知識とは少し違った、また新しいことを知れてよかったです。と

ても、おもしろかったです。（神奈川県 20代 教育関係） 

● 初めてHIVに感染されている方の話を聞きました。HIVの恐ろしさを知る→ではなく、今

までどう過ごしてきたかと言う事を聞き、自分が考えている事を180度変えてもらいまし

た。とても興味深かったです。またお話を聞きたいです。ありがとうございました。（神奈

川県 20代 保育園） 

● 自分自身の中で、やはりHIVというのはかなり縁遠いものと正直言うと思っていました

が、今回のAIDS文化フォーラムの中の「赤ちゃん」「妊婦さん」という言葉を目にして、

近い将来の自分にも身近に関わってくるかもしれない事柄なのではないかと感じて、お

話を伺いたいと思いました。生き生きと、そして魅力的に微笑んでいられる石田さんの

姿になんだか親しみが感じられました。人と人との関わり合いも大切にしていきたいと思

います。 （神奈川県 30代 教育関係） 

 

連絡先： 紳也’s HP: http://iwamuro.jp/から石田心さんの講演申し込みができます。 

石田心のブログ 

 ～まぁるい☆こころ～ 
http://ameblo.jp/shin-ishida/ 



◆みんなで知ろう考えよう！HIVと妊娠出産 
主催：厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業（和田班） 
 

内容：HIV陽性女性の妊娠出産、育児について、一般の方はもちろんのこと、医療従事者

も診療・ケア経験の少ないことから対応に戸惑うことがある。研究班で実施した調査研究

の中からHIV感染妊婦に関する現状を報告し、分娩時の様子など写真を用いて医療現場

の実際を紹介した。また、「妊婦への告知」、「3カ月健診時の保健師とのやり取り」の２つ

の場面の寸劇を取り入れ、妊娠・出産・育児に関する問題や課題を参加者の皆様と共有

し、地域で取り組めることを検討した。参加者からは積極的に質問が寄せられ、情報共有

の良い場になったと思われる。 

 

  

来場者感想： 

● 寸劇をふまえて本人周囲の問題を考えることができました。相談の場面でも本人やそ

の周囲の方について考えることは大切ですが、妊婦さん、出産を考えている方に、も

し接することがあれば大いに役立つと思いました。(20代 NGO/NPO) 

● 妊婦さんだけに告知されるシミュレーションをもう一度考え直す必要があるのかなと思

いました。心理職が告知の時から女性だけではなく夫にも介入できたらいいなと思い

ました。（20代 学生） 

● 保育士として参加したが少し専門的でわかりづらかった。医療者向けの話ではなく一

般の人にもわかるように説明してほしかった。（30代 保育士） 

● HIVと妊娠、出産、育児を通して起こりうる課題に対して具体的に教えてもらい参考に

なりました。職場での勉強会に活かしてゆきます。（50代 保健医療関係） 

● 妊娠に関する電話相談等を受けることがあるので勉強になりました。(20代 医療関

係) 

● 寸劇で実際に症例を通してみることができて大変わかりやすかった。（20代 保健医

療関係） 

● パンフを見ているだけではよくわからない部分がよくわかりました。実際に起こるであ

ろう問題を想定することで理解しやすかったです。今後の連携などの課題も知ること

ができました。(60代～  NGO/NPO) 

 

連絡先：厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業「HIV感染妊婦とその出生児の

調査･解析および診療･支援体制の整備に関する総合的研究」研究代表者：和田裕一 

〒983-8520 仙台市宮城野区宮城野2丁目8番8号 仙台医療センター 

Tel: 022-293-1111 E-mail： hivinfo@snh.go.jp（事務局：鈴木） 
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心理職が 

 

告知の時から 

 

女性だけではなく 

 

夫にも介入できたら 
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この星を変えたい！！ 

◆いのちが最優先される社会へ 
主催：川田龍平（参議院議員：薬害エイズ訴訟（東京HIV訴訟）原告） 
   岩室紳也（公益社団法人地域医療振興協会ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ） 
 

内容：薬害被害者でもある川田龍平さんが、格差が広がる日本の医療の欠陥と問題点を

浮き彫りにしながら、厚生労働委員会委員も務める国会議員の立場から、医療再生に必

要な対策を講演していただいた後、フロアと語っていただきました。 

  

来場者感想： 

● 川田さん、厚生労働大臣みたいですね。（神奈川県 NGO/NPO） 

● 今の政治がおかしいなと、政治にうとい私でも感じます。だからこそ現場を知るもの、

当事者である川田さんには、頑張って変えていって欲しいと思うし、国民一人ひとり

が、マスコミ報道のままを受け入れるだけでなく、考えていかなければと思う。今、私

達保育関係者も保育園問題（こども園）に先が見えず、どう変わっていくのかとても不

安だが、この問題もどれだけ現場の声が届いているのか、政治家が現場を知ってい

るのかとても疑問です。（神奈川県 30代 保育園） 

● これからの社会に出来ること、具体的にどんなことがあるのか。政治家だけでなく国民

も何かして行かなければならないのではないかと感じた。（20代 教育関係） 

● 「19、20歳の時に、この星を変えたい！！」という言葉を聞いてすごい・・・と思いまし

た。貴重なお話をありがとうございました。（神奈川県 20代） 

● 医療制度について、政治の実情などの話を聞くことができ、これから自分たちの事と

して、きちんと考える必要があると実感。また、仕事柄、予防についての重要性を再

認識させてもらえた。（大阪府 30代 保健医療関係） 

● 誠実さと熱意と知識をあわせ持った姿が衝撃的でした。今後の活動も応援させて頂

きます。また、自分自身も一緒に考えていきたいです。（30代 保健医療関係） 

● 薬害エイズの運動の流れがよくわかり、興味深い講演でした。（東京都 30代） 

● 医療保険制度 大切ですが「医師のリスク」が高い職業として、低点数は制度崩壊に

つながらないか。医師の教育費は無償にする位にしても国民のためになるのでは。

淡々と一時間半にわたり語る姿に、今までしてきたこと、これからのことに強いエネル

ギーを感じました。政治が動くことで社会が変わる（特に医療も）私達も常に社会に目

を向けていかねばと思います。（神奈川県 60代～  主婦） 

● いろんな立場の人が話をすることが大切だと思う。（東京都 40代） 

● エイズ治療に限らず、全ての医療について医療の専門家にまかせるのではなく、現

実の医療がどうなっているのか、どうあるべきなのか、当事者意識を持って考え、訴え

ていく事が大切で政治も同じ。政治家まかせにするのでなく、共に動いていくこと、一

人一人が動いていくこと。（東京都 50代 NGO/NPO） 

● 現にある制度を発展させるだけでなく、維持する事も課題であるのだと改めて実感し

ました。制度や政策の中に、不条理な痛みを被っている人々の声を反映させること

は、すぐに簡単には出来ないかもしれないですが、あきらめずに、一人ひとりが自分

のこととしてできる精一杯をしていかなければ・・・。（東京都 20代 学生） 

● 薬害エイズについて、ご自身の経験をもとに、わかりやすく話していただきました。政

治とマスコミの“カラクリ”を知るにつけ、国民一人ひとりが自分で考え、判断し、行動

することが日本を良くして行くことにつながると思います。（愛知県 60代～ ） 

● 川田龍平さんは横浜国際会議の時から知っていたので 近年の話を聞きたく参加し

ました。（神奈川県 60代～  会社役員） 

● 川田さんの話は久し振りに心に残る話でした。忙しいと思いますが、ぜひ子供達へ話

をしていただきたいと思いました。（神奈川県 40代 教育関係） 

 

連絡先：川田龍平 http://ryuheikawada.jp/ 
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被災地支援と 

 

AIDS対策との 

 

共通点 

◆小中高の「生きるための心の教育(性教育)」 
               によるAIDS予防 
主催：住民とともに活動する保健師の会 

AIDS予防対策を講じ、山形県の若者の人工妊娠中絶率を1/3、性器クラミジア感染症を

1/6に減らすきっかけとなった教材・方法を紹介しました。 

 

内容： 

このたびは被災地での支援報告もさせていただき、被災地支援とAIDS対策との、

共通点などもお話しさせていただきました。優先順位を考え、情報に惑わされず

関わるべき課題に対し冷静な目を持って対策を考える共通性なども説明させてい

ただいたうえで、小学生への自尊心を高める性教育、中学生の心の二次性徴や性

のリスクに対する性教育、高校生への大人としての責任を得るための性教育等に

ついて紹介いたしました。 

 

来場者感想： 

● 心と体、自分を大切にすることが、性行為やSTI予防に対し判断できる力を育てるこ

とがわかった。 

● 自尊感情を高めるかかわりが重要と感じました。自分が大切、相手も同じように大切

な存在ということを知ることで思いやる心もうまれるのだと感動しました。 

● パワフルな内容に勇気をもらいました！ 

● 今日の話のエッセンスを実践に生かしたいと思います。 

● 元気と勇気をもらいました！これから保健所の対策に今日の話を生かして頑張って

いきます！ 

等々の感想をいただきました。皆様の少しでもお力になれるよう継続した活動をしていき

たいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

連絡先：代表 渡會

わたらい

睦子   

〒141-8648 東京都品川区東五反田4-1-17  東京医療保健大学内 

E-mail： mutsuko@mub.biglobe.ne.jp 
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HIVに関する認識が 

 

大きく変わりました 

 

◆HIV感染症 ～最近の現状、特に神奈川県の現状～ 
主催：神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課 
講師：横浜市立大学大学院医学研究科病態免疫制御学内科学 上田敦久 

横浜市立大学大学院医学研究科顎顔面口腔機能制御学 筑丸寛 
横浜市立大学附属病院 福祉・継続看護相談室 友田安政 

 

内容：HIV感染からAIDS発病までの疫学やHIV/AIDS治療の歴史、最新の医療や治療効

果とそれらに伴う神奈川県の現状や課題についての講演です。 

HAART治療法が導入されて以来、たとえAIDSを発病しても回復して仕事ができるように

なり、非感染者と同じように年を重ねることができるようになりました。そのことは、経済的な

問題や長期に渡る療養の継続、要介護状態となる患者数の増加といった新たなことに影

響しています。しかし、福祉施設の入所や転院は、疾患や感染対策等に対する誤った認

識や偏見等により、受け入れてもらうことが難しい状況にあります。そのため、研修会等を

開催し理解を求める活動を行っています。 

また、歯科診療については、HIVを特別扱いしない標準予防策の徹底がすすめられること

により、以前よりも多くの施設で診療を受けることができるようになりました。しかし、全ての

施設がHIV感染者を受け入れてはいない現状があります。 

 

来場者感想： 

● HIVの常識がほんの10年前と比べてすごく変わってきたことがよく分かりました。 

● HIVに関する認識が大きく変わりました。新しい治療やウイルス情報の変化にとても

驚きました。 

● 気を付けることはそんなに難しくないと思うのにスタッフの無知で受入拒否される現状

があることが悲しかったです。 

● 介護の問題はまだまだと思わされました。実際にケアする際には前向きに受け容れら

れるようにしなければと思いました。 

● 歯科分野の話を伺うことが今までなかったので参考になりました。今後の歯科診療に

役立てていかれたらと思います。 

 

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： 045-210-4791 



ＡＩＤＳの何を知っていますか？ー変わる常識ー 

◆ゼミナール「100万回生きたねこ」の印象の追跡   
                   ―心が通うということー 
 主催：PHILIP湘南／湘南文学と教育の会 
PHILIPはProject of Health Information & Life Innovation with PWAの略で、HIV陽性者

支援情報ポータルの運営と、PWAと共に創造する市民の健康増進活動を柱に2005年

度から2008年度までの時限活動を行った。日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス

創設時メンバー尾崎友が代表理事。 
 

内容：昨年11月に逝去された、佐野洋子さんの名作。作品をじっくり読み進め、味わう中

から、ゼミナールの本題に進んだ。飼い殺し同然の生き方を強いられてきた主人公。初

めて手にした自由な生活も、出会う相手にパワーゲームを仕掛けたり、自己正当化の繰

り返しで、排他的な態度を繰り返す。あるとき転機が訪れ、白いねこと出会う中から「一緒

にいたい」という本当の自分の気持ちに気づく。生きる意味のあるステップを踏み出した

主人公は、家族を「自分より少しだけ好き」になる一方で、パートナーとの死別の運命に

初めて精神の回復を見分け、唯一の実人生を完結していく。そうして見えてくる作品世

界は、HIV、薬物依存、多様な性的アイデンティティといった現代の最重要課題に向き

合う私たち自身が、対話精神を経験と希望で分かち合う、明日の必要を獲得する素地

づくりに最適な作品となる。つまり、存在証明をかけた文学としての側面から照射したと

きに、この作品世界は強い感動と共感とともに私たちに必要な作品となる。「人生のター

ニングポイント」獲得のプロセスを実感できる作品だからだ。 

 

来場者感想： 

● すごく面白いと思いました。思い通りにしたい！ではなく、思いを伝えるということは

受け入れる、ということなんだと。人とのかかわりを考えさせられました。 

● 保育の仕事をしていますが、子供との接し方に悩んでいることもあります。『待つ』

『向き合う』『同じ目線』など普段何気なくやっていることも、良かったんだと改めて思

えました。 

● 自分の身の回りのことが、作品の世界とつながっていろいろ考えさせられました。 
 

連絡先：PHILIP湘南 〒110-0015 台東区東上野6-20-2-302 山崎方  
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思いを伝える 

 

ということは 

 

受け入れる 

 

ということ 
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何らかの形で 

 

「よりどころ」を 

 

求めるのは 

 

人の心の共通点 

 
◆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：今回私たちは、初心者の方でもゲームやクイズを通して、

HIV/AIDSの問題を身近に感じていただけるようにしました。 

始めに、HIV/AIDSとは何か、どのように感染するのかをある１組の

カップルを題材にし、カップルの周辺を取り巻く人間模様からどのよ

うなルートでHIV/AIDSに感染するのかを考えました。次に、世界・

日本を比較するため、人口、男女比、性別、年齢、HIV/AIDS感染

者の数を比較し、多いのか・少ないのかを3択クイズで考える時間を

設けました。そして、参加者が5大陸に分かれ、どの大陸に一番感染者が多いのか、その

中でも男女比はどれくらいかを感じてもらいました。そして、HIV/AIDSの広がり方を学ん

だ後、発表者の１人によるHIVの抗体検査の体験についての様子を話し、HIV/AIDSのイ

メージが身近なものであることを紹介しました。最後に、数学教師の発表者より、「可能性

の数学～数学のもつイメージを変える」というテーマで、HIV/AIDSの感染者数の数値が

多い・少ないというのを確率から学ぶ機会を設けました。ご参加いただきました皆様、ボラ

ンティアの皆様、主催者の皆様にお礼を申し上げます。 

 

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１Ｆ・２Ｆ  

Tel： 045-316-1881 Fax： 045-314-6805 E-mail： higuchi_sayaka@yokohamaymca.org 

◆自己の容認（HIV・依存症・ACの受容～私の場合） 
主催：PHILIP 
PHILIPはProject of Health Information & Life Innovation with PWAの略で、HIV陽性者

支援情報ポータルの運営と、PWAと共に創造する市民の健康増進活動を柱に2005年度

から2008年度までの時限活動を行った。日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス創設

時メンバー尾崎友が代表理事。 

  

内容：HIV陽性者による経験の分かち合いを行いました。社会的弱者の危険という問題を

考え、深め合いました。 

 

来場者感想： 

● 少人数ですが有意義でした。依存症やHIVの受容についての話題が聞けてとてもよ

かったです。自分も同じHIV陽性者ですが、ミーティングは東京に行っているので、

神奈川県にも当事者の集まりがほしいと思った。 

● ここまで赤裸々に話をしてくれるとは思ってみませんでした。 

● 私自身の話として聞きました。もちろん、私のことじゃないのですが、でも、私のことの

ようでした。とても興味深かった。良かったです。 

● 尾崎さんの語りがとても心にひびきました。 

● 講師がたどってこられた軌跡の振り返りと気づきを大変印象深く聞かせて頂きました。

苦しみのテーマは異なっても、何らかの形で「よりどころ」を求めるのは人の心の共通

点でしょうが、現代社会にはそれを許容する余裕のないところ（せちがらさ）に課題も

ありそうです。 

● 絵本のゼミのあと、HIV感染や依存症の克服、ゲイとして生きる経験を乗り越えて来ら

れた内容を語ってもらい、人と人とのつながりや、サポート体制の弱さを感じました。

まだまだ苦しんでいる人も多いと思います。 

 

連絡先：PHILIP 〒110-0015台東区東上野6-20-2-302 山崎方  



ＡＩＤＳの何を知っていますか？ー変わる常識ー 

◆保健・医療の現場で役立つカウンセリングの実践例   
     ～被災地での経験を踏まえて～ 
主催：一般社団法人日本心理療法協会 市ヶ谷メンタルクリニック 
悩みを抱えている人は「心理」だけでなく「経済」「人間関係」「身体症状」

「教育」などさまざま問題を同時に抱えています。そして、人は悩んだとき

に明確な指針が無いまま、さまざまな機関、施設を回り、迷子になります。

悩んでいる人の負担を最小限にする為に日本心理療法協会はさまざまな

専門家とつながり、悩んでいる人が迷子にならない仕組みづくりを推進し

ています。市谷メンタルクリニックはその実践例として「患者さん」を長期間

「患者さん」でいさせないクリニックの実現を目指し活動しています。 
 

内容：カウンセリングやそれに近いコミュニケーションにおいて大事なのは

「正しい事を伝える」のではなく「変化を作り出す」事にあります。教育をし

ても教育された人が行動を変えなければ意味がありません。カウンセリング

をしても悩んでいる人の気持ちが変らなければ意味が無いのです。「私」：「相手」と言う

コミュニケーションから「私たち」と言うコミュニケーションに変化させる方法や病院に来る

人を「患者」と認識することから心理的な症状が抜けにくくなる事、被災地ではカウンセリ

ングを始めることが難しい事などに関して参加者自体の発想も変化したのではないかと

思います。席替えをしたり、演技をしたり、ゲームをする中で新しいコミュニケーションの

形をつかんだ方が多かったようです。 

 

来場者感想： 

● わかりやすい講義をありがとうございました。自分が仕事で相談を受ける際の参考

になりました。 

● 情報を得たのではなく、変化をしました。私自身が変わりました。 

● 新しい傾聴の発想を知りました。 

● 保健師として良い相談相手になるにはどうしたらよいのかと悩んでいました。共感の

気持ちを忘れないようにしたいと思います。 
 

連絡先：一般社団法人日本心理療法協会   

E-mail： info@j-mental.org  URL： http://www.j-mental.org/ 
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カウンセリング 

 

において 

 

大事なのは 

 

「変化を作り出す」事 

◆AIDSへの取り組み＠タイ 
主催：横浜YMCA 
 

内容：横浜YMCAでは、タイ・バンコクYMCAとパートナーシップを持って、人身売買から

児童を保護するプロジェクトやエイズ孤児ケアセンターの運営支援を行っています。今

回は、タイでのHIV/AIDS事情と、YMCAが実施している取り組みについて、実際に参加

者に啓発ワークショップを体験してもらいながら紹介しました。元パヤオセンター長期滞

在ボランティアやワークキャンプ参加者による現地活動報告を行いました。  

 

来場者感想： 

● 現地からのレポは臨場感があると思った。（30代 その他） 

● タイでのボランティア活動について知ることが出来て良かったです。

（東京都 20代 その他） 

 

連絡先：横浜YMCA 〒231-8458 横浜市中区常盤町1-7 

Tel： 045-662-3721 Fax： 045-651-0169   

E-mail： kokusai@yokohama-ymca.or.jp 



◆HIV/AIDS教育の常識が変わった 
主催：岩室紳也（公益社団法人地域医療振興協会ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ） 

 

内容：HIV/AIDSが教科書に書かれるようになった今、む

しろ「病気の一つ」でしかなくなってしまった。その一方で

感染している人は増え続け、MSMをはじめとして、教科

書では教えない問題も少なくない。HIV/AIDS教育を手

段として生きる力をどう育てるのかといった観点でHIV/

AIDS教育を考える必要がある中で、いま、何を、どう伝え

るかを考えました。 

 

来場者感想：  

● 先生の話を聞いていて、何度も聞いていて、大体の流

れも分かっているけれど、その空間にいることで、何故か

自分と、自分の実践と向き合う大切な時間を持てました。

なぜ自分はエイズ予防教育をしているんだろう、目的

は？伝えたいことは？ という原点を考える機会になりま

した。（山梨県 40代 教育関係） 

● コミュニケーション力の不足は日々感じる所です。まずはあいさつから・・・できるところ

から始めたいです。（東京都 40代 NPO/NGO） 

● 家族との関わりの大切さを私はよく分かりません。私が小さい時に離婚し、母は精神病

にかかり、妹は非行に走り、散々な日々を送っていました。でも私が非行に走らず家族

といられたのは「あいさつ」を忘れなかったからだと思います。人との関わりを大切にした

い、人と関わりたいと自然と思っていたのかもしれません。（東京都 20代 学生） 

● 知識を身に付けるのではなく、誰かの経験談を聞いて学ぶことが大事なのだと思いまし

た。（神奈川県 20代 保健医療関係） 

● もっともっと、人とつながりたい！と思いました。性教育は、いのち、生き方の教育だなと

今までより強く感じました。養護教諭を目指して勉強中ですが、子供達にちゃんと伝わ

る、残る教育はどんなものか、ということも勉強になりました。（神奈川県 20代 学生） 

● しばらく、AIDSのフィールドから離れていましたが、先生のお話を聞いて原点を振り返

るきっかけになりました。私も自分の経験から、何を学び今の自分を作り上げているの

か伝えていきたいと思います。（石川県 20代 保健医療関係） 

● 岩室先生は、今までも会っていて興味深い。単なる知識や技術のみならず、居場所を

見つける絶好の機会だ。（神奈川県 30代 食品製造業） 

● 経験を通して学んでいることに気付かされました。今回のフォーラムでも失敗談等も含

め当事者の方の話から学ぶことも多くありました。そのことを先生の話を聴き、学びまし

た。私には何ができるのかな・・失敗ばかりで・・と今まで思っていましたが、その経験を

通して学んだこと、伝えたいことがあると気づきました。（20代 教育関係） 

● 人生観が変わりました、自分を振り返りたいと思います。（神奈川県 40代 NGO/NPO） 

● スライドの中に“さみしいからセックスする”ということが出ていました。その点について、

自分も過去に思い当たるところがあり、ちょっとつらくなりました。でも、確かにそういう感

じでセックスしなくなったのは、新しい環境で真剣に向き合ってくれる彼や仲間が出来

て、徐々に変われていった様子を思い出していました。（大阪府 20代） 

● 人と人とのつながりが大切ということを改めて感じました。でも今まであまり深く考えたこ

とは無かったです。正直、性に関しては直視できていなかったような気がします。そして

周りの環境についても考えていませんでした。（京都府 20代 学生） 

 

連絡先：岩室紳也 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館15階 

公益社団法人地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター  

Tel: 03-5212-9152  Fax： 03-5211-0515  紳也’s HP: http://iwamuro.jp/ 
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もっともっと 

 

人とつながりたい！ 
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笑顔と明るい声で 

 

性のイメージが 

 

明るくなりました 

健康と家族 

2011年9月1日号 

◆ひとりじゃない～自分の心とからだを大切にするって？～ 
主催：遠見才希子 
大学時代、全国300箇所以上で講演を行った“えんみちゃん”が今年の春から研修医

に。 

 

内容：中高生向けの講演内容に解説を加え実践。来場者参加型の感染が広がるゲーム、

参加者の男性に‘子宮くん’に扮してもらい妊娠、緊急避妊ピルを説明。自作の紙芝居を

用いて海外でのボランティア体験、HIV検査や産婦人科実習で感じた気持ちや‘経験早

まらないで’という自分が中高生のときに

聴きたかった本音を語った。最後は中絶

をした友人の手紙を朗読し‘愛の反対は

無関心’という言葉の意味を考えた。 

 

来場者感想： 

● 上から目線でなく自分の体験を伝え

てくれて一緒に参加した高3の娘にも

将来を考えるきっかけになりました。

（千葉県 40代） 

● 性の話をまじめに楽しく語るロールモ

デル。（神奈川県 40代） 

● 笑顔と明るい声で性のイメージが明

るくなりました。（神奈川県 40代） 

● 医師経験も一緒に話すグレードアッ

プした遠見さんをまた見たいです。

（福岡県 20代） 

● いつかえんみちゃんと仕事がしたい

です。（佐賀県 20代） 

● 御自分がつぶれてしまわないように

頑張ってほしい。来年以降もフォーラ

ムの目玉として出演されることを希望

します。（30代） 

● ‘笑い’を盛り込むことが大切なことが

よくわかりました。（神奈川県 40代） 

 

連絡先：遠見才希子  

ブログ「えんみちゃんの性教育。」 
http://ameblo.jp/emmskk/ 
勤務先：亀田総合病院（千葉県） 
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美しいものを 

 

日に１つでも多く 

 

見出す心のゆとりを 

 

持ちたい 

◆夜回り先生 水谷修  
主催：AIDS文化フォーラムin横浜運営委員会 
 
内容：若者や薬物の問題と関わる水谷修さんは毎年AIDS文化フォーラム in 横浜で講演

してくれています。水谷さんのつながりで今年のAIDS文化フォーラム in 京都へとつながり

ました。HIV/AIDSの問題も、薬物の問題も、リストカットの問題もすべて根っこはおなじで

はないでしょうか。今年も水谷さんに熱く語ってもらいました。 

 

来場者感想： 

● 水谷先生の本は前から読んでたんですけど、講演を聴いて色々なことがまた分かっ

た気がしました。（埼玉県 10代 学生） 

● 親、過剰期待、虐待、いじめ、18歳以上PTSD、自分病、講演を聴けて先生に会えて

良かったです。私は21歳の看護学生です。私は私に出来ることをやって頑張ります。

（埼玉県 20代 学生） 

● 母親として足りないと反省しました。一緒に聞きにきた中2の娘が笑顔でいてくれたら

いいなと思いました。子どもも学生になり、なかなか伝えきれないことが多いので、毎

年連れてきています。来年以降も続けて欲しいです。（神奈川県 40代 教育関係） 

● 水谷先生の貴重なお話を聴くことができて、とても良かったです。水谷先生のお話の

中でもあった携帯電話の恐さや子どもたちの自己肯定感の少なさが、とても心配で

す。講演内容を生徒達、教員にも伝えたいと思います。（千葉県 20代 教育関係） 

● 今まで生きてきた中で「夜の世界」に縁がなかったのは両親が精一杯の愛情をもっ

て、育ててくれたお陰で、両親に感謝したいと思いました。また、これから社会人とし

て大人として子どもたちに何をしてあげられるのか、出来ることをしながら考えていこう

と思います。（東京都 20代 学生） 

● 私は仙台出身で1年前に横浜に出てきました。今回の大震災で色々な話を聞き、私

も仙台に戻った時、何かをしたいと思っています。今日のお話、すごい為になりまし

た。ありがとうございました。（神奈川県 20代 教育関係） 

● 水谷先生のお話を聴いて、教育心何が必要か、何をしなくてはいけないかを教えて

頂きました。先生のお話に感動しました。（神奈川県 30代 教育関係） 

● 命の大切さ、ドラッグの怖さ、親として見本となるように生きていきたいと思います。（埼

玉県 50代 その他） 

● 若者の現状がわかりました。身近にいる中学生への対応を考えてみたいと思います。

職場でのことです。優しい言葉をかけるよう努力します。居場所のなさそうな中3生・・

親にも大きな問題あり・・難しいです・・。（神奈川県 50代 NGO/NPO） 

● 家庭は（夜の世界の）イライラを持ち込まないで、本当になごやかなものにしていくた

めに、美しいものを日に１つでも多く見出す心のゆとりを持ちたい。（千葉県 40代 

NGO/NPO） 

● 中学校の教員で一人娘の母親ですから、津波で子どもを守ろうと亡くなられた先生の

話、心がいたかったです。でも同じ教員の夫と、もし、3／11の状況だったら、目の前

の命、生徒を守るために自分のことは（命）は気にしないだろう、体が勝手にそう動く

だろうなと話していました。7月に流産で2人目の子どもを失い、希望を失っていました

が、元気をもらいました。教員はすばらしくやりがいのある仕事です。自分の子も守れ

なかったけれど、かわいいクラスの子どもたちを闇の世界から守ってあげたいと思い

ました。（神奈川県 30代 教育関係） 

● カウンセラーや精神科医を目指す方たちが病んでいるというのはとても驚きました。ま

た、精神薬で病気（心）は治せないというのも、もっともだと感じました。私に出来ること

はとても小さいと思いますが、自然や人間の美しい部分を丁寧に見たり、感謝したり

する習慣を作り、子どもに伝えていこうと思いました。（神奈川県 40代 その他） 
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あなたの 

 

“何か”が 

 

変わりましたか？ 

◆全体会・閉会式 
   あなたの“何か”が変わりましたか？ 
司会進行：山田雅子 出演：劇団プレイバッカーズ 
 
From横浜to京都 AIDS文化フォーラム in 京都プレイベント 横浜から京都へ 
 
内容： 

①プレイバッカーズ「あなたの“何か”が変わりましたか？」 

劇団プレイバッカーズはプレイバックシアターを「楽しみ・深め・広める」

ことを目的に結成された劇団。演劇・教育・社会活動等様々な分野で活

躍している。閉会式では、観客に、「自己の認識が変わった」体験談な

どを語っていただき、再現劇とした。 
 

● 導入 フォーラムに参加した感想をインタビュー。 

● 自己の認識が変わった体験 「鍋を囲んで」（2つの内、1つを紹介） 

● 自分なりにエイズのことを勉強し知識を得ていたので、偏見はない

と自負していた。そんな時に新聞で「エイズ患者と鍋を囲む会」の

企画を見た。共に鍋を囲むことに感染の危険がないことは十分わ

かっているはずだ。しかしその場で自分が箸を鍋に入れることを想

像すると恐怖感が湧いてきた。それからしばらくしたある日、ＨＩＶ陽性者のシェルター

を見学に行く機会があった。そこである人と話が弾み食事に行くことになった。彼は

陽性者だった。そして偶然にもその日の料理は鍋だった。過去の記憶が蘇ったが、

そこで鍋を囲む自分におそれは全くなかった。 

● まとめ（手法 動く彫刻） 今後に向けての気持ちをインタビュー。来年のフォーラムに

は一歩成長した自分がいることを願っている。 

● 今秋開催されるAIDS文化フォーラム in 京都 

   これまで横浜のフォーラムで築かれてきたものを大切にしながらも、京都らしさを出せ   

   たら良いなと思う。 

 

②AIDS文化フォーラム in 京都実行委員会メンバーが登壇し、10月1日（土）2日（日）に  

  京都で初めて開催されるAIDS文化フォーラムについて紹介しました！ 

 

来場者感想： 

● プレイバッカーズの演技がすごいなと思いました。その時の様子を再現していて、ど

んな状況だったのかが、想像できるようでした。（大阪府 20代 学生） 

● あれ、もう終わり？（神奈川県 30代 NGO/NPO） 

● 流れが読めないなと思って、手が挙げにくい気がした。もっと少人数の方が良い気が

する。毎年来てるとわかるんですけど、わかってても、少し入り込みにくい。出し物とい

うよりセラピー的。（長野県 20代 その他） 

● いつもながら感動です。（50代） 

● プレイバックシアターを初めて見ました。色々な場でこの手法が生かせると感じまし

た。（東京都 40代 NGO.NPO） 

● その人が思ったこと、感じたことがすぐその場で出来るのが、すごいと思いました。自

分の思ったことがすぐにやってもらえて、すごく楽しいだろうなと思いました。初めて

見させていただいたんですが、よかったです。ありがとうございました。（神奈川県 

20代 保健医療関係） 

 

 



◆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：久しぶりのフォーラム参加です。団体の活動内容をパネルで紹介しながら、ピン

バッジやポストカードなど啓発グッズの展示を行いました。近年は、啓発DVDを制作した

り、中高生向けのマンガを刊行するなど、これまでとは少し趣を変えた啓発にも取り組んで

います。また、休日にアクセスのしやすい繁華街でHIV即日検査（常設／臨時検査）も実

施しています。検査前後の受検者とのコミュニケーションを重視しており、「必要な情報が

得られた」「今後は予防をしっかりやっていきたい」「感染者の気持ちが少しわかったような

気がする」といった声が聞かれるなど、啓発効果も期待できる活動となっています。最終日

（8/7）には「HIV/AIDSクイズ」を開催し、多くのフォーラム来場者とコミュニケーションさせ

ていただきました。「娘にもそろそろエイズのことを知っておいてほしい」と娘さんと一緒に

来場されたお母さんの言葉が印象的でした。そのほか、クイズの答え合わせをとおして、

来場者にHIV/AIDSの“いま”をお伝えする良い機会であったと思います。 

 

連絡先：〒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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あなたの大切な人から 

 

「検査を受けたら 

 

HIV陽性だった」 

 

と告白されたら 

◆カトリックのHIV/AIDS啓発活動の紹介 
主催：カトリック中央協議会HIV/AIDSデスク 
国際会議が開催された当時の横浜教区長、濱尾司教はカトリック教会も啓発に取組むべ

きだと1995年に活動を開始し、現在に至っています。 
 

内容：フォーラム参加5回目です。2010年の世界エイズデーに発表したポスター「HIV/

AIDSについて考えてみて…」を展示しました。今回は、《 あなたの大切な人から「検査を

受けたらHIV陽性だった」と告白されたら、あなたの返事は？ 》という問いに対して全国の

カトリック学校から応募された書や絵をコラージュしてポスターを作成しました。このポス

ターに使われた原画も一緒に展示しました。 

 「宗教とエイズ Part 6」で登壇した元養護教諭の宮本信代先生の講演録などを収録した

小冊子『HIV/AIDSと性教育』も配布しました。 

 レッドリボンと十字架を組み合わせたオリジナル・ロゴのキーホルダーやビーズバッジ

を、「目につくところに付けて、話の糸口にしよう！」と紹介しました。横浜のAIDS文化

フォーラムのお土産として職場の人に渡しますとたくさん買い求めてくださ

る来場者もありました。 

 毎年登場する性別のある2体の人形は、日本の人形との違いについて来

場者と話し合ったり、性別当てクイズをしたり、今年も疲れを見せずに活躍

してくれました。 
 

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 Fax03-5632-4461 E-mail：  ito@cbcj.catholic.jp 

URL:  http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/HIV_Aids_desk/HIV-index.html 

展示プログラム（１階展示会場） 
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デートDVが 

 

「束縛」という形で 

 

始まることも多く 

◆特定非営利活動法人 エンパワメントかながわ 
神奈川県を中心に、CAP（子どもへの暴力防止）プログラムの提

供を主な活動とし、デートDV予防プログラムなどの人権啓発プ

ログラムを開発し提供しています。 

 

内容：恋人同士の間で起きるデートDVが、「束縛」という形で始

まることも多く、私たちがデートDV啓発の活動をする中で出会っ

てきた若者たちも、「どこからがDV？」「束縛って何？」「どんなこ

とならアリ？」と、考えている事がわかりました。展示場ではデー

トDVに関する啓発冊子や電話相談カードを配付することが出来

ました。 

 

連絡先：特定非営利活動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（電話受付：月・水・金 10時～16時） 

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

団体サイト  http://www15.ocn.ne.jp/~empkng/ 

デートDV予防啓発サイト  http://www.1818-dv.org/  

デートDV予防啓発携帯サイト  http://www.1818-dv.org/m/ 

◆神奈川県ユニセフ協会 
募金活動や啓発活動をとおして、世界の子どもたちの命と健康を守るunicefの支援を行っ

ています。unicefは子どもたちをHIV/エイズの危機から守る活動を世界規模で展開してい

ます。 
 

内容：ユニセフとWHO（世界保健機関）が開発したHIV母子感染防止パック（HIV陽性の

妊産婦用の薬キット。このキットを使用することで生まれてくる子どものHIV感染を防げま

す）のご紹介とレソトでの支援事例を写真パネルでご紹介しました。このHIV母子感染防

止パックを支援ギフト（現地の支援に用いられる特定の物資の購入費用をご支援していた

だくものです）としてもご支援いただけることをあわせてご紹介いたしました。また、ザンビ

アでの子どものHIV/エイズ事情と母子感染防止プログラムをご紹介したユニセフニュース

の記事、チラシ、ユニセフ・グッズのカタログを配布しました。会場では「子どもとエイズ」世

界キャンペーン指定募金を募り、ユニセフ・グッズ（ご購入いただいた商品代金の約半額

がユニセフ募金になります）の頒布を行いました。参加したスタッフからはユニセフを信頼

して募金を寄せてくださる方の姿が印象に残ったとのコメントがありま

した。 

 

連絡先：神奈川県ユニセフ協会 

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-6-23金子第2ビル3Ｆ 

Tel: 045-473-1144  Fax:045-473-1143 

E-mail: info@unicef-kanagawa.jp 



◆PHILIP／横浜ダルク・ケアセンター 
  
 テーマ：ターニングポイント 
  
内容：HIV陽性者と、薬物依存克服者か

ら参加者へのコンドームアウトリーチ 

会場内で700個。MSMコミュニティセン

ターSHIPで300個配布しました。 

 

依存症克服者の手記販売 

 

連絡先：PHILIP 〒110-0015台東区東

上野6-20-2-302 山崎方 
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HIV陽性者と 

 

薬物依存克服者から 

 

参加者への 

 

コンドームアウトリーチ 

◆神奈川県立舞岡高等学校 茶道部「一盌のお茶から」 
呈茶  入場者 144名 

 

内容：8月5日（金）、6日（土）の2日間、1階展示会場にて、抹茶とお菓子を提供させていた

だきました。当日は不安定な天気でしたが、たくさんの方々に足をお運びいただき、大変

感謝しております。お客様からは、「毎年楽しみにしています」「これからも続けてください」

など、今後の活動の励みとなるような温かい言葉をたくさんかけていただきました。今年度

よりの新たな試みとして、生徒たちは浴衣姿での呈茶を行いました。「季節に合っている」

とお客様からの評判も良く、一同嬉しく思っております。また、呈茶の間を利用して、今年

度もAIDSについてのさまざまなプログラムに参加させていただきました。生徒一人ひとりが

自ら積極的に学び、考えることのできるよい機会となりました。なお、利益の4,220円は

『（財）日本ユニセフ協会・ユニセフ募金』へ全額寄付させていただきました。関係の皆様

のご尽力とご配慮に深く感謝いたしております。 

 

連絡先： 

神奈川県立舞岡高等学校 茶道部 顧問 小倉奈津子 

〒244-0814  横浜市戸塚区南舞岡3-36-1 

Tel: 045-823-8761 



◆女性の命と健康 
     ～ガーナ・エイズ予防啓発の現場から～ 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 特別展示企画 
   写真家・東海林美紀 
青年海外協力隊・エイズ対策としてニジェールで活動、現在は世界各地で撮影取材、ま

た、国際協力NGOジョイセフに写真家で所属し、広報活動にも従事。  

 

内容：西アフリカのガーナで撮影した、困難な環境の中でも、強く美しく生きる女性たちの

姿を展示し、会場をガーナの鮮やかな色々が彩りました。 

また、ガーナにおけるエイズ予防啓発活動現場や、ガーナに生きる女性や子どもたちの

命・健康の現状と、NGOの活動を実際のデータを示しながら、紹介しました。例えば、北

部の貧しい地域の女性の就学率の低いほど、家族計画教

育を受ける機会がないことが、多産・短い出産間隔に関連

していることや、男性よりも高い女性のHIV新規感染など。

こうした課題に対して地域で活動するガーナのNGO・

PPAGの、より弱い立場に置かれやすい若者・女性などを

対象に進めているセクシュアル・リプロダクティブヘルス

サービスを写真と共に紹介しました。 
 

連絡先： 

東海林美紀 URL  http://mikitokairin.com  

ブログ http://tkrin.exblog.jp/ 
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困難な環境の中でも 

 

強く美しく生きる 

 

女性たち 

◆認定NPO法人 日本ハビタット協会 
人間居住問題の重要性を広く一般に広報すると共に、居住分野における
国際協力活動の実践を行うことにより、世界中の人々が安心して安全に暮
らせるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 
 
内容：アフリカのAIDS孤児の生活環境改善事業の写真展示 
国際空港の設置してある当団体の募金箱に寄せられた外貨コインを国別
に仕分けする作業を通して、アフリカのAIDS孤児の現状を学ぶワーク
ショップを常時開催 
東日本大震災復興支援事業の写真展示 
東日本大震災復興応援Ｔシャツ募金 
アフリカのAIDS孤児の生活環境改善事業の写真を通して、AIDS孤児のお

かれている生活環境の現状と問題を知っていただくと共に、それを改善、

解決する支援活動の必要性を理解していただくことができました。気軽に

参加できる外貨コイン仕分けワークショップでは、多くの方々に国際協力を

体験していただきました。外貨コインの仕分けが国際協力につながると聞いて驚かれる

中、みなさん熱心に外貨コイン仕分け作業に取り組んで下さいました。また、自宅にある

外貨コインを支援活動に役立てたいという方もいらっしゃいました。東日本大震災への関

心も非常に高く、多くの来場者の方が足をとめて東日本大震災支援事業の写真をご覧に

なりました。東日本大震災復興応援Ｔシャツもたいへん好評で、多くの方々からご支援を

賜ることが出来ました。ワークショップ、寄付にご支援ご協力頂きましたみなさまに心より感

謝申し上げます。 

 

連絡先：認定ＮＰＯ法人 日本ハビタット協会 

〒102-0083東京都千代田区麹町1-12 ふくおか会館1Ｆ 

Tel： 03-3512-0355 Fax： 03-3512-0358   

E-mail： info@habitat.or.jp  URL: http://www.habitat.or.jp 
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今日の出会いで 

 

みんなの考えが 

 

ちょっとでも 

 

変わりますように 

 

    
◆STOP AIDS ミニポスター展 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜 運営委員 母袋秀典 
 
内容：この度は運営委員にプラスして、出展者としても参加させて戴きました。久々に

STOP AIDS のポスターを作るので、「どんなポスターにしようか」と考えました。大切にした

のは「明るく・楽しい」イメージ。特に今年は震災もありましたから、ご覧になった方々が明

るくなるような、ちょっと微笑んでしまうような、そんなポスターを作りたかったのです。 

私が初めてフォーラムに参加したのは、7年程前だったと思います。その頃、デザイン学校

の学生さんとともに、「HIV・AIDS」をテーマにしたポスター展を、色々な所で開催していた

のです。残念ながらこのプロジェクトは長くは続きませんでした。ですから毎年フォーラム

で感じるのは、長年活動なさっている各団体の方々の素晴らしさです。今年も改めて畏敬

の念を深く致しました。そうした皆さまとご一緒に展示させて戴いたことを、幸せに思って

います。心より感謝をこめて 

 

連絡先：母袋秀典 

E-mail： motaiworks@gmail.com URL:http://www.motaiworks.com 

 

◆横浜AIDS市民活動センター 
市民に開かれた活動の場。エイズに関する情報提供、ボランティア活動の場提供、

患者・感染者支援のボランティア活動サポート、啓発活動などを実施。 

 

内容： センターが実施している以下の活動を紹介しました。 

①エイズを含む性感染症の情報提供・ニュースレター、メールマガジン（週刊★STI、

おーぷん）、啓発イベント（世界エイズデーなど）、横浜市内学校での啓発活動 

②エイズに関するボランティア活動のサポート 

パネルやコンドーム模型などの啓発グッズの無料貸出、書籍・教材DVDの無料貸出、

ミーティングルーム貸出（無料・予約制）、印刷機貸出（有料・予約制）、啓発パンフレッ

トの無料提供（横浜市内の団体・個人を対象） 

また、来場者の皆様にメッセージを書いて頂きました。「自分を大切にしたいよね」、

「今日の出会いでみんなの考えがちょっとでも変わりますように」、「自分のために、あの

人のために、誰かのために、検査しましょ」など、計２５件のメッセージを頂きました。

他、レッドリボン折り紙（折り紙の会提供）や、センターマスコットのコムちゃん（コンドー

ムの妖精！）も登場し、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丁目39番地尾上町ビル9階 

Tel 045-650-5421 Fax 045-650-5422 E-mail： info@yaaic.gr.jp 

 



 

ＡＩＤＳの何を知っていますか？ー変わる常識ー Page 41 

様々な国の 

 

エイズ孤児支援 

◆ウガンダのエイズ孤児支援 
「ワトト・チャイルドケア・ミニストリー」～ウガンダのエイズ孤児～  
主催：ワトト・ジャパン 
 

内容：1994年にカナダ人宣教師、ゲアリー・マーリーンスキナー牧師夫妻によってウガン

ダのカンパラ市街地で始まった「ワトト・チャイルドケア・ミニストリーズ」はエイズや内戦で親

を失った子ども達を助けています。そのワトト村の孤児で結成された「ワトト・チルドレンズ・

クワイア」は2008年5月に初来日し、以来毎年、日本に各地において「ワトト希望のコン

サート」を開催し、人々に希望の灯をともし続けています。 

また、エイズ孤児支援だけではなく、内戦のために荒れ果てた北ウガンダのグル市

における「トラウマカウンセリング」やHIVの未亡人の母親への技術支援を行う「リビ

ングホープ」のプロジェクト、ワトト村に入る前の乳幼児を助ける働きを担う「ベイ

ビーワトト」など、多岐にわたる支援を行っています。 

今回の展示では、「リビングホープ」プロジェクトで職業技術支援を受けたエイズ感

染者女性たちが作った手工芸品の紹介と販売、ワトトのコンサートのDVDの紹介を

するとともに、来て下さった方々にワトトの働きを紹介させて頂きました。 

 

連絡先：「ワトトジャパン」 

〒106-0032 東京都港区六本木7-20-8-1201 

Tel/Fax 03-5775-3747   E-mail： japan@watoto.com  URL: http://www.watoto.jp 

◆横浜YMCA 
テーマ：タイ・バンコクYMCA協働プロジェクト 
 「プロテクト・ア・チャイルド」取り組み紹介 
 
内容：横浜YMCAはタイ・バンコクYMCAと協働事業『プロテクト・ア・チャイルド』を継続して

います。タイ北部のパヤオセンターでは人身売買やHIV/AIDS感染の危機に直面する恐

れのある子どもたちのために、またバンコク近郊のハッピーホームでは困難な状況にある

エイズ孤児のために教育・自立支援を行っています。ブースでは、プロジェクトの紹介の

他、パヤオセンターで生活する子どもたち、そして周辺山岳少数民族によるハンディクラ

フトを販売しました。運営にはプロジェクトを支援するボランティアが携わり、タイの現状を

来場者に説明するとともに交流の機会を持ちました。 
 

連絡先：横浜YMCA 〒231-8458 横浜市中区常盤町1-7 

Tel： 045-662-3721 Fax: 045-651-0169 E-mail： kokusai@yokohama-ymca.or.jp 

 



◆高校生エイズフォーラムKANAGAWA 
テーマ：若者目線のエイズ教育教材「ミズホとサトシ」の展示および配布 
高校生エイズフォーラムに携わった高校生・専門学校生・大学生・教員を中心に

現役の高校生も加わり「AIDS理解から行動へ」をメインテーマにその年々でサブ

テーマを決めて同世代の目線からHIV/AIDS感染防止の啓発活動をする団体。 

 

内容： ここ数年は、高校生エイズフォーラムKANAGAWAの演目の一つであった演

劇題材をDVD化し、HIV/AIDS問題への理解、関心への高揚を図るための教材を作

成し取り組んできましたが、ようやく完成し会場に原画を展示し「ミズホとサト

シ」のDVDと冊子（シナリオ）を配布することができました。 

DVDの内容は、高校生同士の交際でHIVに感染した一場面をストーリーにして、

その時にどう対処すべきかをテーマに構成しています。脚本、絵、声の吹き込み

等すべて高校生エイズフォーラムKANAGAWAの運営委員の手によるものです。 

多くの皆様にご覧いただき、また、学習の教材として活用してもらい、改めて

HIV/AIDSについて自分達のこととして関心を持ち、エイズ予防のきっかけとなれ

ば幸いです。展示会場へはたくさんの方々が来てくださり活動の情報交換等を交

わしながら配布しました。また、12月18日（日）13:30開演で予定している高校生

エイズフォーラムKANAGAWA「AIDS理解から行動へ～見る・知る・感じる～」

（場所：大和市生涯学習センター、協力ＦＭ大阪）のお誘いもしました。 

 

連絡先：高校生エイズフォーラムKANAGAWA 事務局 担当 二階堂奈々子 

E-mail: aids_forum_kanagawa@yahoo.co.jp 
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AIDS理解から行動へ ◆アーニ出版/性を語る会 
「アーニ出版」は1969年に性教育専門の出版社として創立し、性、エイズ、薬物乱用防

止など保健教育分野の教材、図書を出版してきました。 

◇「性を語る会」(代表 北沢杏子／会員数700名)は、アーニ出版に事務局を置き、シン

ポジウム開催、機関誌『あなたとわたしと性』発行などの活動を行なっています。 

 

内容：  

エイズ文化フォーラム発足時から毎年参加し、HIV／エイズ学習に関するアーニ出版発

行の教材や書籍、絵本を紹介して来ました。その数は30種を超えます。 

今回はHIV／エイズ学習に限らずに内容を拡大し、特別支援学級・特別支援学校用の

新発行教材を紹介しました。 

 “トイレの使い方”や“人前でモゾモゾ(性器いじり)しない”などをはじめ、社会生活で必

要な生活習慣を身につけさせるための『生活習慣カード』や、着せ替え人形などで楽しく

学ぶ『10分でできる初経教育セット』、『10分でできる薬物の害シリーズ』を展示しました。 

特別支援学級や特別支援学校では、HIV／エイズ学習に辿りつくまでに時間をかけて

色々な準備をされています。今回の展示はその辺のところで役に立つように、またヒント

になるようにと企画したもので、お役に立っていればうれしいです。

フォーラムが終わってもこれらの教材についてのご質問などぜひお寄せ

ください。ではまた次回、新企画と共にお会いしましょう！ 

 

連絡先：「アーニ出版／性を語る会」展示担当 長谷川瑞吉 

〒158-0097東京都世田谷区用賀3-5-6 

Tel: 03-3708-7323 Fax: 

 03-3708-7324 

E-mail： hasegawa@ahni.co.jp 

 

「展示の説明をする北沢杏子」  
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HIV/AIDSの歴史を 

 

振り返り再認識する 

◆アジアの女性と子どもネットワーク（AWC） 
 

内容：今年は、東日本大震災の被災地：陸前高田市でAWCが行っている「おやこの

ひろば きらりんきっず」の支援活動も紹介させていただきました。 

毎年、HIV/AIDSに関心の高い来場者の皆さまとの出会いがあ

り、私たち自身勉強させていただくことも多いイベントです。ま

た、支援・交流を続けているタイ・チェンマイのAIDS孤児施設

の様子をお話しすると共に、HIV/AIDSの感染リスクの高い北部

山岳地域に暮らす山岳民族の伝統的な刺繍や織物などを使った商

品も紹介しました。美しい芸術的な刺繍や織物の伝統的な素晴ら

しい技術を駆使した商品を多くの方が手に取ってくださいまし

た。これからも彼ら/彼女らの自立や権利を守るために、私たち

にできることを考え、活動していきたいと思っています。 

 

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: 045-650-5430 Fax 045-650-5430 

E-mail： awc@h6.dion.ne.jp http://www.awcneteork.org 

 

◆2011年夏のレッドリボンウィーク展示 
主催：神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課 
 

内容：第18回AIDS文化フォーラム in 横浜に合わせて、「2011夏のかながわレッドリボン 

ウィーク」を8月3日（水）～7日（日）に開催しました。期間中は、HIV/AIDSの歴史を振り返 

り、再認識するとともに若い世代にAIDSの関心を持ってもらうため、昨年度の第1部（1983 

年～1994年）に引き続き、第2部として、横浜AIDS市民活動センター所蔵のHIV/AIDS関 

連記事（1994年～2010年）の抜粋を展示しました。 

また、HIV/AIDS情報パネル、神奈川県性感染症統計情報の展示や神奈川県作成の高 

校生向冊子『ForYou』、中学生向冊子『じぶんたいせつぶっく』、神奈川県内の検査場所 

一覧やセクシャルマイノリティ関連冊子などを配布しHIV/AIDSに関わる情報を提供をしま 

した。加えて、HIV/AIDSの予防啓発キャンペーンである「愛です！EDUCATION  

CAMPAIGN」（厚生労働省後援）に協賛しているジェクス株式会社から、同キャンペーン 

で作成したコンドームサンプルとリーフレットを提供いただき配架するとともに、STOP AIDS 

基金（公益財団法人エイズ予防財団）への募金活動も併せて行いました。 
 

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 



◆エイズと結核と感染症の謎 
主催：ATAC in NARA（田村猛夏・畠山雅行・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さまざまな分野の人が集い教育・研修等を行うもの

です。目的に賛同する人は誰でも参加できます。症例のカンファレンスを行います。啓発

活動を行います。アンケートを取り調査を行います。 

 

内容：エイズ・結核・その他感染症の予防と早期発見と治療のためには、みんなで楽しく

学習することです。展示とアンケートによる第3者評価を実施します。  

◇アンケートの結果: 総計159名回答。（男36名・女116名・不明7名） 

結核アンケート結果：全13問。平均正解率64.77%（昨年度は51.9%）。問6「肺結核の症

状は、風邪によく似た症状である。」正解率88.67%（昨年度は73%）。問7「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。」の正解率84.27%(昨年度は73%)で昨年度

と同様に高い正解率でした。一方、問4「結核に感染した人の約10人に1人が発病す

る。」は正解率44.65%(昨年度32%)で最低でした。 

来場者アンケート：全13問。平均正解率（昨年度は75%）。問12「コンドームを正しく使う

とHIV感染を防ぐことができる。」は正解率88.05％（昨年度は83％）で最高でした。次に

高いのは問7「保健所でHIV抗体検査は無料・名前を言わないで受けることができる。」

正解率87.42％（昨年度は86%）でした。一方、問１「日本では最近とくに男女間のセック

スによるHIV感染が増えている。」と問3「HIV感染者は、結核に感染しやすい。」は正解

率67.92%で最低でした。（昨年度は問8「HIVに感染したと思い当たるときには、感染し

たと思われる日から3ヶ月以降にHIV抗体検査を受けた方が正確な結果がでる。」が正

解率62%で最低でした。） 

◇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 

は高い事がわかります。一方、結核アンケートの正解率は比較すると低い傾向が認め

られます。回答者の結核に関する理解度が乏しい事が推察されます。しかし、昨年度と

比較すると各問題の正解率は約10％から15％上昇していました。また、年代による正

解率の差は昨年と同様に認められました。結核アンケートでは30歳代女性・40歳代男

女の正解率が平均よりも高かったです。一方、エイズアンケートでは正解率は20歳代か

ら50歳代までの女性と40歳代男性平均を上回っていました。 

今後はエイズのみならずその他の性行為感染症やエイズ合併症の結核等の感染症につ

いても参加者に正しい知識を伝える必要性がある事がわかりました。毎年の繰り返しの教

育・研修により理解を高める事がアンケートの分析と評価から考えられました。 

◆チョークディーの会 
タイ国・ＮＧＯラックスタイのプロジェクトの１つ、農村女性の自立支援(村の中で織物など

を作る活動)とエイズで親を亡くした子供たちへの支援プロジェクト「コドモファンド」への支

援活動 
 

内容：昨年は欠席し、２年振りの展示でしたが、入場者が随分減った感じを受けました。展

示販売したのは、タイの田舎の子供たちが、川の土手に種から育てた綿を、女性達が糸

にし、草木染にして織ったオーガニックコットンやそれを日本のボランティアの方が洋服に

したもので、沢山売れ嬉しく思ってます。高校生エイズフォーラムKANAGAWAの学生達

の活動はとても素晴らしく感じました。若い人たちがエイズに関して一所懸命考える大切

さ。沢山の学生の方が参加する事を強く希望します。「コドモファンド」の村の子供たちと交

流する機会を作れたら・・・・と思いました。 
 

連絡先：鎌倉市手広4-13-6 山田美恵子 

E-mail： mieno.yamada.33616@kamakuranet.ne.jp 
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若い人たちが 

 

エイズに関して 

 

一所懸命考える大切さ 



◆がん（乳がん）とエイズとの謎 
主催：ABCD in NARA（畠山雅行・真鍋美江） 
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。目的に賛

同する人は誰でも参加できます。乳がん死亡を減らすために各分野の人が集い教

育と研修を行います。 

内容：女性に特有の癌（乳がん）についてリプロダクティブヘルス・ライツを含めたア

ンケートを実施し楽しく学習します。「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。 

◇アンケートの結果: 総計159名回答。（男36名・女116名・不明7名） 

アンケート結果：全13問。平均正解率69.39%(昨年度は62.4%)。問9「乳がんの最善の対

策方法は早期発見と早期治療です。」は正解率84.27%(昨年度は80%）で最高でした。

問8「残念ながら乳がんの予防方法はありません。」は正解率47.16%（昨年度は42%）で

最低でした。 

◇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 

は高い事がわかります。一方、比較すると「がん」アンケートでは約10％程度、正解率は

低い傾向が認められました。回答者の乳がんに関する理解度が乏しい事が推察されま

す。また、年代による正解率の差も昨年同様に認められました。「がん」アンケートでは

30歳代女性・40歳代男女の正解率が平均よりも高かったです。一方、エイズアンケート

では正解率は20歳代から50歳代までの女性と40歳代男性が平均を上回っていました。 

◇まとめ：今後はエイズのみならず女性に特有の癌（乳がんや子宮がん）についても参加

者に正しい知識を伝える必要性があるとアンケートの分析と評価から考えられました。特

に乳癌自己検診の普及と実技の習熟不足が推察され「乳房乳がんモデル」等を利用して

の啓発がより重要と考えられます。参加者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：代表者氏名 畠山雅行 Fax：0743-78-9841 E-mail： m-hatake@m4.kcn.ne.jp 

（ATAC in NARAも同じ）     
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親子での参加も 

 

TEAパーティー 

◆ネットワーキング・TEAパーティー 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
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フォーラム全体集計表 
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◆全体集計推移（2006～2011） 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
新聞 11 18 2 8 1 1

ホームページ 180 238 193 215 193 180
ポスター 7 13 22 18 5 9
DM 77 57 71 30 75 34

チラシ 140 143 156 126 144 88
知り合い 246 249 299 245 233 193
その他 187 230 276 276 249 199
無記入 0 0 0 0 83 35
計 848 948 1019 918 983 739

2.年齢
2006 2007 2008 2009 2010 2011

10代 112 98 113 84 106 48
20代 162 176 254 236 217 222
30代 140 208 197 154 185 132
40代 199 206 196 181 159 112
50代 82 138 139 108 136 79

60代以上 41 64 47 66 51 47
無記入 0 0 0 0 16 19
計 736 890 946 829 870 659

3.職業等
2006 2007 2008 2009 2010 2011

保健医療関係 139 209 242 236 213 143
教育関係 172 191 158 142 164 116
学生 156 165 196 162 175 122
NGO/NPO 71 72 97 61 69 86
その他 114 182 190 148 154 129
無記入 0 0 0 0 122 63
計 652 819 883 749 897 659

1．何で知ったか？
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◆2011年参加者の居住地（都道府県別） 

毎日新聞 

2011年８月５日 

北海道 青森 秋田 岩手 宮城 福島 山形 小計
北海道・東北 1 1

神奈川 東京 千葉 埼玉 茨城 栃木 群馬
関東 307 108 9 18 1 8 451

愛知 静岡 山梨 長野 新潟
中部1 11 28 13 10 62

三重 滋賀 福井 石川 岐阜 富山
中部2 3 4 1 8

大阪 和歌山 奈良 京都 兵庫
関西 13 2 19 4 38

岡山 鳥取 島根 広島 山口
中国 5 5

香川 徳島 高知 愛媛
四国 1 7 8

福岡 大分 宮崎 熊本 佐賀 長崎 鹿児島 沖縄
九州・沖縄 18 2 4 24

無記入 62
合計 659



AIDS文化フォーラム in 横浜 18回の歩み－開催概要と経緯－ 
 

AIDS文化フォーラムは 

     「感染経路を問わず、AIDSとそれを取り巻く状況を、多様に、文化の視点で考えていく」 

                                             を特徴に18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―小学生から70歳代までの幅広い参加― 
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開催 

年 
回数 テーマ 

プログラム 参加 
会場 

入場者 

数 

開催 
話題／社会 来場者傾向 

数 団体数 日数 

94 1 
市民と海外NGOによる 

58 40 

 
 

国
際
交
流
協
会 

 

神
奈
川
県 

4,305 
９
日
間 

市民のエイズ会議 

地元市民 

中心 

AIDS会議 国際AIDS会議開催 

95 2 ともに生きる 31 26 2,200 

３
日
間 

母親が語る薬害エイズ 

薬害報道の増加 

96 3 ともに生きるから連帯へ 34 28 1,600 
性風俗とAIDS 

薬害／薬害和解 

97 4 未来へのつどい 72 56 

か
な
が
わ
県
民
セ
ン
タ
ー 

4,607 
映画・秋桜 

全国から 

参加 

カクテル療法 

98 5 
エンパワーメント～ 

76 50 5,694 
TV・神様もう少しだけ 

自立と協働に向けて 障害者認定 

99 6 いまを生きる 70 47 3,240 
複数作家の写真展 

ピル解禁・感染症予防法 

00 7 いま一人ひとりができること 64 49 3,801 
女性プログラム 

医療・教育 

の 

専門職増加 

女性用コンドーム・薬物乱用 

01 8 いま一人ひとりができること 72 52 3,946 
バリアについて考える 

ハンセン病に学ぶ 

02 9 つながるつながる 81 56 4,808 
国際NGO・国際神戸会議 

国際NGO等 

幅広く拡大 

SARS 

03 10 
AIDSこれまでの１０年、 

74 55 4,624 
10年の振り返り 

    これからの１０年 国際エイズ会議の延期 

04 11 
いのち 

83 66 6,031 
若者の参加 

～市民が続けるAIDSへの取組み 国際エイズ・バンコク会議 

05 12 つながる空間 74 60 5,509 
アジア太平洋地区エイズ・ 

神戸会議 

06 13 
つながる空間 

72 56 3,880 
第20回日本エイズ学会 

文化的 

側面からの 

アプローチ 

増加 

 ～Living Together～ （池上千寿子会長） 

07 14 つながる 71 56 3,689 

国会議員川田龍平氏来場 

かながわﾚｲﾝﾎﾞｰｾﾝﾀｰSHIP

08 15 
つながる 

75 60 4,170 アフリカ会議横浜で開催 
 ～いま、私にできること～ 

09 16 他人ごと？！ 55 54 3,547 
新型インフルエンザ 

政権交代 

10 17 他人ごと？？ 52 52 3,296 
猛暑 

円８０円台 

11 18 
エイズの何を知っていますか？ 

64 44 3,255 
東日本大震災 被災地でも 

つながりが     ～変わる常識～ 福島原発事故 
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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。 

HIV/AIDSでのつながりが被災地の理解と支援に活かされた 

■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

くの参加者が勇気付けられる内

容となりました。 

■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）：近年高まっている教育関係

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

と紹介し、最終日には「徹底討論～エイズ教育に

求められるものは何か」を開催しエイズ教育に関

わる来場者と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た。 

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

じめ多くの当事者の皆さんに励まされ、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て

くれました。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させてくれるフォーラムでした。 

■第18回（2011年）：3月11日に東日本大震災があった中、例年通り開催することができま

した。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。フォーラムでのつなが

りが被災地支援という新たなつながりに。そして10月には関西の方々が中心となり「AIDS

文化フォーラム in 京都」を開催。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。 



Page 52 ２０１１（第１８回）ＡＩＤＳ文化フォーラム ｉｎ 横浜 

AIDS文化フォーラム in 横浜 が 

               AIDS文化フォーラム in 京都 につながった 

 
2011年8月28日 

 花園大学でプレイベント 

  AIDS文化フォーラム がやってきた from 横浜 開催 

  

           門川大作京都市長もあいさつに→ 

プログラム 

     ●さらば、哀しみの青春－夜回り先生からのメッセージ 

         水谷修（花園大学客員教授、[株]水谷青少年問題研究所） 

     ●赤ちゃんが教えてくれたHIV－妊娠時の検査でHIV感染がわかって－ 
         HIV/AIDSは他人事と思っていたら… 

         感染告知から受け入れ、伝え、そして子育てに奮闘するまでを主治医と振り返ります。 

         石田心・岩室紳也 

     ●若者向け性感染症予防教育のあり方 

            －親、教師、保健師に共通する目標とは？ 

         岩室紳也（公益社団法人地域医療振興協会ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージキャラクターの名前は「陽だまろ」に決定！名付け親はAIDS文化フォーラム in 横浜運営委員 山田雅子さん 

カトリック新聞 2011年10月16日 



2011 AIDS文化フォーラム in 横浜を支えた人たち 
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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。 

 

構成団体： 

 ◇（財）横浜YMCA 田口努 （組織委員長）         ◇（社福）横浜いのちの電話 榊原高尋  

 ◇横浜商工会議所 エイズ問題対策懇談会 古田正一   ◇カトリック横浜教区 鈴木真 

 ◇（財）横浜YWCA 今地裕美子                   ◇ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 長谷川あや子 

 

■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  金井信高  加藤健太 滝田由紀子 中西亮太 内田和子  

 

■協力  
 ◇飲料：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 

 ◇物品：ジェクス株式会社 

 ◇寄付：萬有製薬株式会社 神奈川県化粧品工業協会 神奈川県製薬協会 

     鳥居薬品株式会社 相模ゴム工業株式会社 アボットジャパン株式会社 MSD株式会社 

 

■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 ◇ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 

 

■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 岩本雅子 遠見才希子 大江浩 岡島龍彦 糟谷潤 金井多恵 佐藤睦 白井美穂

多田由香里 千代木ひかる 長澤勲 畠山雅行 彦根倫子 母袋秀典 八木下しのぶ 矢部尚美 山田雅子     

吉永陽子 渡辺誠二 渡會睦子 

 

■サポートスタッフ （最年少 10歳（小学5年生）～社会人） 

麻野菜保美 秋澤正美 井開さちこ 宇田川夏那 梅千佳子 大田圭 小川知穂 緒方ゆみ 奥寺翔 梶間琴乃 

片山美里 勝田由希 金子翔太 神矢紀よ実 川島静華 倉本衣織 齋藤志津江 鈴木慶子 鈴野有助  

高野沙瑛子 太宰桂 中島大輔 永野健史 野崎真里奈 林理子 樋口愛美 古川英司 前田珠実 宮森陽子 

向井志麻 山田弘枝 山本香絵 山本矩子   

                                             他合計43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。 

18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 三宅晶子 平井佑佳 保坂真央 
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「AIDS文化フォーラム in 横浜」組織委員会規約 
 

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。 
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＜参加団体等名称・索引＞ 

◆名称順 

アジアの女性と子どもネットワーク              ・・・P43 

アーニ出版                                     ・・・P42 

石田心＆岩室紳也                                                 ・・・P24 

岩室紳也                                                               ・・・P32 

エイズを伝えるネットワーク TENCAI            ・・・P12 

遠見才希子                                                            ・・・P33 

カトリック中央協議会 HIV/AIDSデスク                       ・・・P36 

神奈川県ユニセフ協会                                            ・・・P37 

神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課・・・P9,28,43 

神奈川県立舞岡高等学校茶道部                              ・・・P38 

かながわレインボーセンターＳＨＩＰ                         ・・・P14,17 

川田龍平講演会＋トークwith岩室紳也                       ・・・P26 

北山翔子                                                               ・・・P 8 

劇団プレイバッカーズ                     ・・・P35 

高校生エイズフォーラムKANAGAWA                        ・・・P42 

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業（和田班） 

                                                                            ・・・P25 

桜屋伝衛門                                                            ・・・P22 

宗教とエイズ                           ・・・P18 

住民とともに活動する保健師の会                               ・・・P27 

白井美穂                                                               ・・・P16 

性を語る会                            ・・・P10 

チョークディーの会                                                 ・・・P44 

特定非営利活動法人エンパワメントかながわ           ・・・P13,37 

特定非営利活動法人AIDSネットワーク横浜                 ・・・P18 

特定非営利活動法人ＨＩＶと人権・情報センター           ・・・P36 

東海林美紀                                                       ・・・P12,39 

日本心理療法協会 市ヶ谷メンタルクリニック              ・・・P31 

認定ＮＰＯ法人日本ハビタット協会                             ・・・P39 

パトリック＆紳也                        ・・・P14 

古川潤哉                                                               ・・・P16 

星野貴泰                                                               ・・・P15 

水谷修                                                                 ・・・P34 

もたいひでのり                                                        ・・・P40 

薬害エイズを考える山の手の会                                 ・・・P22 

山田雅子                                                            ・・・P9,35 

横浜AIDS市民活動センター                                     ・・・P40 

横浜Cruiseネットワーク                  ・・・P14,17 

横浜YMCA                                                        ・・・P31,41 

ワトト・ジャパン                                                        ・・・P41 

ワハハ本舗 コラアゲンはいごうまん＆コンドームの達人・・・P15 

◆アルファベット団体名 

ABCD in NARA                                            ・・・P45 

ATAC in NARA                                            ・・・P44                          

HAATAS                                                          ・・・P23 

JOINT HEART                                                   ・・・P11 

NGO-労働組合国際協働フォーラムHIV・エイズ等感染症 

グループ                                                           ・・・P23 

PHILIP                                                              ・・・P30 

PHILIP＆横浜ダルク・ケアセンター                        ・・・P38 

PHILIP湘南/湘南文学と教育の会                         ・・・P29 

YMCA ACT                                                      ・・・P30 

 

 




