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開会式のサポートスタッフ代表挨拶 



● 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19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。 
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＜組織委員長あいさつ＞        

 第１９回AIDS文化フォーラム in 横浜へようこそおいで下さいました。このAIDS文化フォーラム in 横

浜は、１９年前、世界エイズ会議が横浜で開催されたのを機に、市民が参加できる場としてエイズを考

え、エイズを理解し、つながり、寄り添っていく文化を形成していこうとしてスタートしました。昨年の１８

回には、とても嬉しい出来事がありました。後ほどのオープニングで詳しく紹介されますが、AIDS文化

フォーラム in 京都が誕生しスタートしました。今年の秋に第２回が開催されます。いわば、昨年、横浜

が１８才の時に、少し早い出産ですが京都に子どもが誕生したような喜びを感じています。東日本か

ら、西日本に拡がったわけです。拡がるのに１８年の歳月がかかりましたが、このようなエイズを理解

し、啓発する市民運動としての拡がりには、人間の成長のように、これだけの時間が必要だったのかも

しれません。このフォーラムの特徴は、参加するひとり一人が、それぞれの持つ力を、持ち寄って、創り

あげている手作りのフォーラムという点です。特別に大きな予算をつくるわけでもありません。また分科

会の発表者にも講演料をお支払いしていません。それぞれできることを手弁当で行っています。この

手作り感あふれる看板は、運営委員の皆さんが手作りで創ってきた象徴的な看板です。 

 今年は、ロンドンオリンピックの年でテレビに釘付けで来場者への影響が心配ですが、オリンピックの

開会式が印象的でした。近代オリンピック誕生の歴史が綴られましたが、中でも産業革命で、虐げられ

る人々、虐げられる人間性に対して、人が人らしく人間性を取り戻す流れの中で近代オリンピックが生まれ、様々に市民活動が生

まれたコスモポリタンの街、ロンドンと紹介されました。この時期、私が所属するＹＭＣＡも誕生しましたが、生協、農協、労働組合、

ボーイスカウト、ＹＷＣＡさらには赤十字などの創立に繋がっています。世界的なＮＧＯのほとんどが、この時期に誕生しています

が、最も虐げられたり、理解されない人々が連帯し、人間性をとり戻していく運動が誕生したという点を見ていくと、このAIDS文化

フォーラム in 横浜にも通じるものがあ

るのではないかと思います。今年の

テーマは、AIDS？？文化？？？―仲

間 新発見―です。エイズを見つめ、

文化とは何か、エイズをキーワードに

社会全体で連帯していく運動として、

今年も皆さんと考えていきたいと思い

ます。他人事（ひとごと）から自分事（じ

ぶんのこと）として捉える変化がこの

フォーラムを通してありますよう願って

います。最後になりますが、組織委員

会の６つの団体が、それぞれの力を持

ち寄って、このフォーラムを支えていま

す。そして運営委員会が企画や実際

的な準備を行っています。さらに多く

の発表者や運営ボランティアの働きと

神奈川県の共催により、３日間の会場

の提供によって、第１９回のこのフォー

ラムを開催できますことに、こころから

感謝申し上げます。皆さんと共に、第１

９回AIDS文化フォーラム in 横浜を

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」2012年8月号 



内容：日本でHIV/AIDSが報道され始めたころからの新聞記事を通して

AIDS文化フォーラム in 横浜の歩みを、さらに社会がますます無関心に

なっていく中で2011年から京都へと

つながった経緯など、AIDS文化

フォーラム in 横浜が果たしている役割を振り返りました。1994年に開催された第1

回ではHIV感染予防にはノーセックスかコンドームしかない中で、コンドームへの

理解をひろめるため、「若者とコンドーム」のセッションでは参加者全員によるコン

ドーム装着練習が行われました。まだHIV/

AIDSへの理解が不十分だった1998年には

HIVに感染した女性を描いた「神様、もう少

しだけ」に主演した深田恭子さんがトークをしてくださいました。2007年（第14回）

ではこれからの医療者と患者の関係を患者と主治医が3組登壇し、本音で長期

療養をどう支えるべきかを議論し、この企画は日本エイズ学会へでも開催されま

した。このように日本におけるHIV/AIDS

の歴史と共に歩んできたAIDS文化フォー

ラム in 横浜が2011年からは京都にも思

いが広がり、AIDS文化フォーラム in 京都

が開催されました。一つひとつの思いがつながり

続けた結果、いま、日本では同性間のHIV感染

も横ばいに転じつつあります。これからもつなが

り続けることの大切さを一人ひとりが実感すること

ができたオープニングイベントでした。 

 

来場者感想： 

● 知人に誘われて単身で初参加。まずは知ることの大切さと必要性を痛感いたしま

した。この年になっても（６４歳）、私には何ができるのかを原点に社会参加をしてい

きたい。目的は開業医の妻として、主人の手伝い（窓口業務、雑用等）をしながら

地元医療サービスを主人と共に目指している。（東京都 60代以上） 

● 経験者の生の声を聞くことで一番心にくることができるのでよかった。（神奈川県 

10代 学生） 

● AIDSとHIVのこと知らなかったし知らないから内容わからなかった、難しかった。

（神奈川県 10代 学生） 

● この会場にくると動かなくては・・・と思います。ありがとうございます。（神奈川県 50代 教育関係） 

● 約１０年間、ほぼ毎年参加しています。参加している理由は仲間を作ることが出来ること、1年分のエネルギーをも

らうためです。保健所でエイズ対策をしていると迷うこと、悩むことがたくさんあります。ここに来ることで元気を取り

戻しています。ありがとうございます。（群馬県 40代 保健医療関係） 

● ２時間では物足りない内容でした。うちわも可愛くて全体会でうちわのことを聞き、すぐもらいに行きました。（神奈

川県 20代 学生） 

● 岩室先生の「運動」は出来る人ができることをする。という言葉・・・。自分への活力となりました。（栃木県  20代 

保健医療関係） 
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AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会企画 

◆オープニング 無関心社会の中でつながったAIDS文化フォーラム 
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AIDS文化フォーラム in 京都 実行委員 林 茂 
AIDS文化フォーラム in 横浜  参加者   北山翔子 
AIDS文化フォーラム in 横浜 運営委員 岩室紳也 
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◆宗教とエイズ Part7 ～性・エイズと宗教～ 
鈴木 真（カトリック百合ヶ丘教会司祭） 
藤崎義宣（日本基教団久ヶ原教会牧師 臨床心理士） 
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〕 

 「宗教とエイズ」はおかげさまで7年目。毎年、岩室先生の素敵なコーディネー

トでいろいろな宗教者それぞれの生の声を聞くことができ、登壇させて頂く私が

毎年新鮮に感じ、多くのことを学ばせて頂いています。HIV/AIDSについては、伝

統宗教の成立時には認識されていなかった事項であり、聖書や聖典など、教義的

に善し悪しが明示されていることではありません。これまで登壇した各宗教者

は、それぞれの信仰の中から、教義に照らして、HIV/AIDSと向き合う姿勢を示し

てきました。 

 今年も、直接的な HIV/AIDSの話というより、同性愛、恋愛、セックス、避妊、

人工妊娠中絶、死の捉え方など、性にまつわる様々な事項（文化）を軸にトーク

が進みました。今回は特に、宗教は「性」の営みを否定しないということが明確

にとりあげられた回であったと思います。いのちを繋ぐという観点からも、人と

人とを結びつけるという観点からも、宗教は長きにわたって性と向き合ってきた

ものであり、「宗教と性」は切り離せません。その上で、各教えは何を説き、信

仰者はそれをどう受け止めるのかを聞くことができたと思います。 

 現代の私たちは「禁止されているからダメ」「禁止されていないからよい」と

いう短絡的な思考放棄に陥っていますが、本質について各自が深く洞察すること

にこそ意味があるというメッセージとも受け取れました。 

 「宗教とエイズ」は AIDS文化フォーラム in 京都 でもプログラム化され、新

たな広がりをみせようとしています。景気の頭打ちや震災の経験を通し、資本主

義の中にあっても、経済指標だけでは豊かさも幸せも測れないことに気付いた日

本にあって、この「宗教とエイズ」が、生きることの本質についての気付きや問

いのきっかけとなればと思います。 

 

来場者感想： 

● 自分にとっては、宗教とHIVがむすびつかなかったことでしたが、３つの宗教と性の話

を聞き、つながりました。固定概念をもつのではなく、相手の立場にたって物事を考

えたいと思いました。（栃木県 20代 保健医療関係） 

● ２回目のこのプログラムの参加です。今回も、大変勉強になりました。（大阪 20代 

学生） 

● 普段触れることがない宗教家の方の生の声を聞けて興味深かったです。（30代 公

務員）  

● ４人の方々の、それぞれの立場やそれを越えたお話がとても心にひびきました。あり

がとうございました。（神奈川県 60代以上）  

● ３者の個人的考えが聞けて２時間あっという間の感じです。とても興味深く聞かせて

いただきました。（神奈川県 60代以上 主婦）  

● 人と人とのつながり、寄り添うこと、居場所のあること、受け入れること全ての人に宗教

を超えて共通する大切なこと。異なる３つの宗教の違い、共通項を学ぶことができた。

人はなぜ助けたい（困っている人、弱者、差別を受け入れる人を）という思いを持つこ

とができるのか？じっくり考えてみたい。（神奈川県 40代）  

● 仕事の中での苦悩について、温かいヒントを頂いた２時間でした。来年もよろしくお願

いします。（長野県 20代 福祉職） 

● このプログラムが始まった時、どう宗教とエイズがつながるの？ と不思議でした。病

宗教を超えて 

 

共通の“思い” 
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キリスト新聞 

2012年8月18日 

（エイズ）は、社会的、心身的様々な問題を全て含み具現化してしまう…とはぼんやり考えていましたが。今回は

じめて“苦しみや自己に共感する－よりそう― －つながる－よりどころになる。全てのものの存在を認めれる”

生きていく上でとても大切なところに、宗教のひとつの意味があるのかな…と思う。やはりこのフォーラムは「文化

フォーラム」 なのだなあと感じました。ありがとうございました。（神奈川県 50代）  

● スピリチュアルの考え、ちょうど今考えているところでしたので、とても参考になりました。このところ死ということに

多く出会いました。生きるということを宇宙（世界観）の中でとらえていくことが良いと。私はクリスチャンですが、

日本的キリスト教を思っています。毎年この宗教（キリスト、仏教）のときを大切に思っています。これからもつづ

けてください。（神奈川県 60代以上 主婦） 

● 各宗教家がわかりやすい言葉で、よく理解できた。（神奈川県 60代以上）  
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● 講師のプロファイルなど、紹介したプログラム、パ

ンフがあるといいと思う。(60代以上 

NGO／NPO） 

● 各宗教者の方のお考えを伺うことが出来、有意

義な時間を過ごすことができました。将来的に難

しいかとは思っていますが、ユダヤ教などの、お

考えもお伺いたいものと思っております。宗教を

超えて共通の“思い”もよく理解できました。（神

奈川県 50代 保健医療関係） 

● これでいい、生まれてきていて 生きていていい 

何も生きていい。自分も苦しんでいる…信用を得

る 私がここにいる。人とのつながり、生きている

こと、考えさせられました。（神奈川県 50代 教

育関係）  

● 宗教というきり口から「生」 を考えさせられまし

た。どう生きてゆくか、どう病と向き合うか、宗派は

違っても、いろんなアプローチがあるということが

わかりました。（東京都 20代 公務員） 

カトリック新聞 

2012年8月26日 
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◆楽しい教材がいっぱい！性・エイズ模擬授業 
主催：「性を語る会」（代表 北沢杏子） 
 

内容：小学校５・６年生の保健教科書の「エイズ」――どの教科書もが「HIVは感染した人

の血液が傷口から入ることでうつる」とあって、イラストも指先の傷口からHIVが入り込む

構図になっています。つまり、教師用指導要領が「性交／性行為によって感染する」と教

えてはいけないとしているからなのです。それでいて欄外には「『エイズ予防情報ネット』

で調べられます」とある。早速、６年生男子が検索してみると、「HIVは主に3つの経路で

感染しますが、性行為による感染は80パーセント以上と最も多い感染経路。HIVは主に

感染者の血液や精液、腟分泌液に多く含まれていて、その性行為の相手の性器や肛

門、口などの粘膜や傷口を通ってうつります」。この子は早速、保健室の養護教諭に言

いました。「なぜ教科書はウソを教えるんですか」と。 

 私の分科会では、この矛盾した教育現場の報告と、UNAIDSによる最新情報、HIV感

染のハイリスク第2位はＭＳＭ（男性とセックスする男性）であること、アナルセックスの危

険性について教材を駆使して説明。最後に、9班に分かれて「正しいコン

ドームの使い方10ヵ条」の実習をしました。今回は、茶髪の高校生も大勢参

加して、感想文にも「エイズについてやコンドームの使い方を知ることができ

てよかった！」とありました。来年も新教材を開発し、新情報を知らせます。 

 

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：tiara@ahni.co.jp 

◆プライマリヘルスケアの役割ー事例と実践ー 
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：プライマリヘルスケアをHIV/エイズという観

点から参加者に深く知っていただくため、演劇と

ワークショップをおこなった。当日は医療関係者

や学生、NGO関係者など約30名の参加があっ

た。具体的には、当フォーラムのメンバーである

シェア＝国際保健協力市民の会がタイで取り組

んでいる活動を演劇を通して紹介した。会場をタ

イのカラオケバーと見立て、実際にどのような形

で予防啓発の活動が行われているかを身近に

感じてもらうことができた。また、演劇の後のワー

クショップでは、HIV/エイズとは何かを水の交換

やコンドームの使い方の学習といった実践を通

して学習した。 

 

来場者感想： 

● 劇など分かりやすい点が多く、学生でも理解できる内容でよかった 

● 参加型のワークショップで楽しめた 

● 水の交換ゲームは一般の方にもわかりやすく、とてもいいものだと思った 

 

連絡先：NGO-労組国際協働フォーラム HIV/エイズ感染症グループ 

URL：http://www.janic.org/activ/ngounderstand/unionforum/index.php 
茶髪の高校生も 

 

大勢参加して 
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◆若者に聞いて欲しい「生きる」トーク！ 
   Positive with HIV  
      ～患者と医師の関係性を超えて～ 
主催：パトリック＆紳也 
 

内容：HIV positiveのパトリックと彼の主治医である岩室紳也医師。二人はAIDS文化

フォーラム in 横浜が始まった時からHIV/AIDSと共に生き、このAIDS文化フォーラム in 

横浜の中でその時その時の課題を本音で語ってきた。恒例の、「生きる」をテーマに生徒

に聞かせたいトークを再現しました。 

 昨年はHIV/AIDSとは関係のない急病のため急きょ欠席となったことのお詫びで始まりま

したが、どうも今年はいつもの元気がないパトリック。それもそのはず。パトも時代の流れに

逆らえず、直近の課題は失業！今は病気よりもつらい！？！ でも新たなパートナーを得

て「ガンバリマス」。皆さんの応援よろしく。 

 

来場者感想： 

● 来て本当に良かったと思います。私は、今も集まった方々とは異なり、AIDSに詳しく

ないです。ただ、最近いろいろ悩んでいるゲイの友達に助けになりたくて、話をきくた

めに来ました。上手く言えないですけど、いろいろ考えるようになりました。ありがとうご

ざいます。（京都府 20代 学生） 

● ゲイへの偏見が変わった。衝撃的な内容で圧倒された。（三重県 30代 保健医療

関係） 

● HIV陽性患者。生の声を聞くことが出来たことが新鮮であった。（神奈川県 50代 保

健医療関係） 

● パトリックに一年分のエネルギーをもらいました。がんばって仕事をします。ありがとう

ございます。（群馬県 40代 保健医療関係） 

● HIVに関することだけでなく性に関することなど勉強になりました。（神奈川県 30代 

保健医療関係） 

● ポジティブな考え方、感動しました。患者さんに寄り添う岩室先生も素敵です。これか

らも発信し続けてください。（群馬県 50代 保健医療関係） 

● 死ぬことよりも年をとることが怖いという（ジョーク？）には良い意味で驚かされました。

（20代） 

● とてもおもしろかったです。私はジェンダーフリーな考えを持っているのですが、すご

く励みになったし、パトさんの言葉がすごくしみました。（東京都 20代 学生） 

● とっても楽しかったです！パトリックさんのお話

面白くて引き込まれました。（東京都 10代 学

生） 

● HIV/AIDSのことだけでなく、たいへんさまざまな

こと、生きるにあたって重要なことを知ることがで

きました。ありがとうございます。岩室先生、“ドク

ターマイノリティー”とおっしゃっていましたが、こ

れからも頑張られてください。パトリックも更に

happyな毎日を送ってくださいね！（神奈川県 

50代 NGO/NPO） 

● 私もHIVなので力強い話を聞けました。（40代） 

 

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/からパトリックへの講演の申し込みができます 

ゲイへの偏見が 

 

変わった 
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◆親子で考える教育プログラム 
ー心に届く命の大切さ～死んだらどうなるのー 
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幼児･妊婦②小学生・中学生③青少年④高齢者など 

[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。 

[ねらい] 心に届く命の大切さ～死んだらどうなるの。 

①質問Ⅰ：「死」について子どもの言動にどきっとした瞬間。人形の「ちえちゃん」とアリの

お話。兄弟げんか等での｢死ね｣のお話。 

②質問Ⅱ：「死」をいつどうやって教えますか。人は死んだらどこへ行くと思いますか？

「星」になりますか。 

③質問Ⅲ：「死」について今出来る事は。人の輪。 

[評価] ①質問回答・事後アンケート：総計7名回収。 

 

[今回の感想] わかりやすかった。楽しかった。死についてあらためて考えた。日常生活で

の「気づき」に視点をおいた話であったので今後に繋がる「発見」ができた。自分の人生を

見つめなおす事ができた。子育てをしてきた母親として共感出来る事が多かった。人に伝

える事の難しさをあらためて認識した。参加型がよい。腹話術で場面を再現してくれて分り

やすかった。 

[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：畠山雅行   

FAX：0743-78-9841 Email：m-hatake@m4.kcn.ne.jp 

今後に繋がる 

 

「発見」ができた 
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◆保健・教育の現場で良い相談相手になるには 
主催：精華学園高等学校 町田学習センターセンター長／カウンセ
ラー 椎名雄一 

 

内容：学校に行けないことを良くないことと考えるのは学校、親の立場の正論で

す。でも、実際に不登校の生徒、ひきこもりの生徒としっかり話し合ってみると彼

ら、彼女らの方が正論であることも少なくありません。表現をしたい生徒に受身の

授業ばかりを何年もしていたら良さが伸びません。本人の意思とは関係なく、学校

に行けないことを「頑張ろう」とアドバイスをする大人。でも、頑張ってもダイエット

できない。禁煙できない大人と何ら変わりはないのです。その本質を多くの人に

知っていただき、子どもたちの本当の力を伸ばせる教育を目指して活動していま

す。私たちは良い相談相手になろうと本気で思っていても、気がついてみると自

分の思いをぶつけているだけで本当の意味で相手と同じ視点には立っていない

ことが多いのです。対うつ病の人、対被災地の人、対ひきこもりの人など全てにお

いて、本来、支援者は知らない領域の問題を扱うのですから、充分にその当事者

の気持ちを知る必要があります。そして、その上で、自分自身をしっかりと知り、環

境に振り回されない自分になる方法をこの講座ではゲームや演習を通して体感し

ていただきました。途中涙ぐまれる方がいるほど、身近な体験に思い当たる方も多

かったようです。 

 

来場者感想： 

● 生徒の対応する際の知識を得ることを目的に参加しましたが、自分にパワーをも

らった気がします。あっという間の２時間でした。(埼玉県 20代 教育関係） 

● カウンセリング能力をつけるためには、自分の価値観をしっかりと持たなくてはいけ

ないということを初めて知りました。ものすごく充実した時間でした。（栃木県 20代 

保健医療関係） 

 

連絡先：精華学園高等学校 町田学習センター   

〒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 

環境に振り回されない 

 

自分になる方法 
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◆☆AIDS啓発CMを作ってみよう☆ 
主催：HAATAS 
日本の若者から日本の若者へ、エイズについて楽しく学び・伝えて

いく、ボランティアチームです。 

 

内容：エイズについて、自分で啓発をするとしたら、何を伝えたい？

と参加者に投げかけ、実際に参加者が劇形式で表現するセッショ

ン。最初に主催者側からHIV/AIDSの基礎知識を簡単に説明し、そ

の後各グループに分かれてテーマを決め、社会に足りていない情

報は何か、どうしたら伝わりやすいか、等を話し合った。 

 

来場者感想： 
● CMを作る中でHIV/AIDSに対する背景や、多くの人に伝えるにはどうしたらいいの

か等をみんなで話しあえた事はよかったと思います。(30代 学生) 
● HIV感染症が想像した以上に難しい問題だと思った。AIDS=怖いというのが定着し

つつある(?)ので、きちんとした知識をCMやメディアで伝えるべきなのではないかと

思いました。(20代 主婦) 

● 参加型プログラムは講演と違ってしっかりと考えるので良いと思った。(20代 保健医

療関係) 

● 色んなアイデアが聞けて、良い機会でした。(20代 会社員) 

 

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 

URL：http://share.or.jp/share/join/volunteer/haatas.html  

◆先人に学ぶ性・エイズ授業のコツ 
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：養護教諭の方々のインタビュー調査結果を素材に「これからのHIV啓発をどのよう

に進めていくか」考えるワークショップを開催しました。準備不足な中での開催でしたが、

参加者に助けられ、有意義な議論ができました。次回はまた新ネタを披露したいです。 

 

来場者感想： 
● グローバルなデータでした。目の前の地域で起こっていること

を伝えていくことが必要だと思いました。居住地のデータの見

直し、実際のケースのこと、陽性者の手記など含めながら、今

後の授業をやってみようと思います。（20代 保健医療関係 

東京） 

● 参加されていた方たちの何気ない話から広がった話がとても新

鮮でした。どの国も教育の必要性をあげておきながら、放った

らかしなのはいつまで続くのでしょう。グリ児さんの“20年つづ

いている”という言葉が重かったです。（30代 教育関係 滋

賀） 

 

連絡先：TENCAI（エイズを伝えるネットワーク） 

〒963-8071福島県郡山市富久山町久保田字恩田98 ストークハイツⅢ-101 

URL：http://www.tencai.org/  E-mail：office@tencai.org ↑拠点が変わりました！ 

社会に足りていない 

 

情報は何か 



◆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11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」

と今を生きている私の話をさせていただきました。 

 

来場者感想：  

● 北山さんのポジティブさとエネルギーに元気と勇気をもらいました。ありがとうございま

した。（東京都 10代 学生） 

● 伝えるためのヒント・・・たくさんありがとうございました。（大阪府 60代以上） 

● 私が一番印象に残った話は、北山さんの感染時の彼の言葉に対する北山さんの考

え、想いです。北山さんは「感染していることを知らなかったんだ、彼をせめることはで

きない。」と思ったと言っていました。私だったら絶対「誰のせいでこんなことになった

と思ってんの？」と思ってしまいます。だから、すごく北山さんは優しく、あたたかい人

なんだと思いました。「病気を通じていろんなチャンスを与えてくれた」この言葉がすご

く心に響きました。病気をマイナスに捉えるのではなく、しっかりと向き合い、病気の中

で自分が求めていることに挑戦していこうとしている北山さんに勇気をもらうことができ

ました。（神奈川県 10代 学生） 

● 痛みや苦しみはその人にしかわからないし、特にHIVという病気は見かけには出ない

し、言わなければわからないので、その人にしかわからないつらさ、苦しさをこうして生

で聞くことができることは、本当に有り難いことだし、少しでもその病気やその人の気

持ちを理解しよう、知ろうという気持ちになれました。HIVは決して他人事ではないし、

将来自分もかか可能性はないとはいえないと思う。だからこそ、このような貴重な話を

聞くことが出来て本当によかったです。（神奈川県 10代 学生） 

● 初めてAIDSの人に会って初めてAIDSの人の話を聞いて自分自身の考えが変化した

気がします。又、何も知らなかったAIDSについて知ることができました。病気っていう

ことだけで差別されるこの世の中。北山さんも言っていたように見た目ではHIVに感染

しているとは、わかりません。人は見た目で判断するのではなく、中身を通じて知るこ

とが大切だと思いました。私はまだ、セックスなど性交渉をしたことがありません。しか

しこの先何があるかはわかりませんが、自分の行動に責任を持てる人になりたいと思

いました。北山さんの話を聞けて、よかったです。ありがとうございました。（神奈川県 

10代 学生） 

● 貴重な経験を本人から直接伺うことができ、現実的な予防がむずかしいことがわかり

ました。ぜひ、たくさんの方々にお話しする機会を増やしていただければと思いまし

た。ご苦労様でした。（神奈川県 60代以上 教育関係） 

● 「悲しかったら悲しみの中にどっぷり浸かってみたら？」「さみしかったらさみしさを味

わってみたら？」北山さんのカウンセラーさんのお言葉です。私も今まで、悲しみやさ

みしさから逃げているだけでした。自分に正直になることはすごく大切だと感じまし

た。わかっているようで出来ていないことだと思います。そして言葉の大切さ、周りの

人間の必要性も感じました。（神奈川県 10代 学生） 

● 自分の生き方も考えさせられました。ありがとうございました。（東京都 20代 学生） 

● 検査でしかわからない怖さが改めてわかった気がします。普通って何かな。仕事をや

めるのはなんでだろうと思いました。（神奈川県） 

● 一昨年、初めて北山さんのお話を聞きました。今日で２回目です。暑いですが、体調

崩さないようお過ごしください。（埼玉県 40代） 

● 北山さんが両親に話をしたときの気持ちを聞け、色々考えさせられた。カウンセラーさ

んのアドバイスで「自分と向きあう時間を作った。」悲しさ、さびしさにどっぷりつかりな

さいというアドバイスは「自分から逃げない、自分はいったいどうしたいのか」を考える

時間は必要なことだと思った。（神奈川県 50代） 
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自分から逃げない、 

 

自分はいったい 

 

どうしたいのか 



◆セクシュアリティへの理解とHIV陽性者の生活体験 
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：ライフ・エイズ・プロジェクト（LAP） 代表 清水茂徳 
 

内容：講演の第一部では、HIVに関する基礎知識から始まり、HIVと切っても切り離せない

セクシュアリティについてお話しいたしました。セクシュアリティといっても難しいことはなく、

日本や海外の著名な歌手の曲を例にセクシュアルマイノリティの人がどのような考えを

持っているのか、どのように接していくかを誰にでも理解しやすい形でお話しました。第二

部では実際のHIV陽性者の方と対話形式で日常生活のこと、子どもの頃のこと、人生観な

どをざっくばらんに、非常に有意義なお話が出来ました。ただ聴講するだけでなく、笑い

あり、クイズあり、対話ありで飽きることのない内容であったとのお声をいただきました。 
 

来場者感想：  

● Sexual minorityの知り合いは今までにも会ったことはあるのですが、彼ら・彼女らに素

直に根本的な質問をする機会はなかなかなく、今日はお話を聞くことができてよかっ

たです。 

● セクシュアリティについて時代の変化を感じた。 

● 楽しくわかり易い内容でした。又、人がその人らしく生きるということはあらゆる人に共

通のこと、あたり前のことだと改めて感じました。 

● 盛りだくさんのテーマでしたが、飽きることなく聴かせていただきました。自分の中でも

新しい価値観・判断力がめばえてきたように感じます。ありがとうございました。 
 

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 LAP URL：http://www.lap.jp/  
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● 北山さんの本を読んだことがあったので、ご本人のお話を生で聞けるのはとても貴重

でした。質問することもできたので有り難かったです。（東京都 10代 学生） 

● 北山さんの自然体で語りつくす姿が心に残りました。（奈良県 60代以上 教育関係） 

● この４月から仕事の関係でエイズ関係を担当することになり、勉強に参加しました。皆

様の熱意を感じ、人が何かしようという姿勢が大切であると思いました。北山さんの生

の声で「生き方」について考えさせられました。（栃木県 50代 保健医療関係） 

● HIVのことを通してのお話、としてだけでなく生き方を根本的に考える機会となるお話

でした。ご本を読ませていただいただけでは感じられなかったことにもふれることが出

来ました。貴重なお話ありがとうございました。（京都府 50代） 

● 北山さんは成功例ではないと何回も言っていましたが、決して失敗例ではないと思い

ました。話が聞けて、本当によかったです。子どもをあきらめたと言っていたこと、とて

も残念です。今後も一人でも多くの人に伝えてください。（群馬県 50代 保健医療

関係） 

● HIVに対しての自分の認識が少ないため、今日このプログラムを聞かせていただき、

これから少しずつ勉強していけたらいいと思いました。（神奈川県 40代 教育関係） 

● とても前向きなお話だと思いました。病気のことよりも北山さん自身がとても自分が好

きで大切に思っていると感じました。自分の知識の無さにもショックでした。知ることか

らはじめていけたらと思います。（神奈川県 30代 教育関係） 

● 貴重なお話を聞かせていただきましてありがとうございました。勤務している病院は基

幹病院のためか、多くのHIV感染の患者様がいて、身近な病気です。医療従事者と

して感染された方の気持ちを理解したく、講演を聞かせていただきました。ありがとう

ございました。（神奈川県 30代 保健医療関係） 

● 興味をひかれる分科会が並行して行なわれるので、色々参加したく、気になりまし

た。若い人たちの参加が頼もしく感じました。（神奈川県 50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。 

自分の知識の無さにも 

 

ショックでした 
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◆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「今は妊娠早期から

HIVをコントロールしていれば母子感染はほぼ100％予防でき、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。今年は展示場でも参加者との交流を行いました。 

 

来場者感想： 

● 素晴らしい内容でした。ぜひこれからも発信していただきたいと強く思います。岩

室先生、石田様ありがとうございました。（神奈川県 60代以上 教育関係） 

● 一昨年初めて石田さんのお話を伺いました。なので今日は二回目になります。石

田さんの「年々、関心が薄れている」の言葉に納得しつつ、さみしいと思いました。

報道でもHIVのことあまり耳にしていません。せめて自分の関心だけは薄れさせな

いようにしたいと思います。（埼玉県 40代） 

● ある日突然感染を告げられる、というリアリティを感じました。自分でもですが、当

事者に出来ることってあるんだなーと思いました。話の内容も場内含め色々あった

ので興味深い時間でした。（千葉県 30代 NGO/NPO） 

● 貴重な話、本当にありがとうございます。改めて陽性告知時の対応の重要性を実

感することができました。またやはり母親って強いと思いました。私もそんなお母さ

んになりたいです。（京都府 20代 学生） 

● 現実的なお話でそのときの不安や成功が伝わってきて大変よかったです。もっと

もっと多くの方にきいてもらいたいと思いました。（神奈川県 30代 保健医療関

係） 

● HIVの治療は信頼関係のもとでなりたっていると、痛感しました。私はどの立場で

どんな役割でHIVと向き合うべきなのか、考えさせられました。（栃木県 20代 保

健医療関係） 

● 石田さんの強さに感動しました。エイズ検査をしていると、風俗に行っている人ば

かりなので、仕事をする気がおきなかったのですが、大切な仕事だと思えました。

質問にも丁寧に答えてくださり、ありがとうございました。（群馬県 20代 保健医療

関係） 

● 石田さんと同じ年齢だったのもあり、エイズということばがとても身近な話となり、学

ぶことが多かったです。私がエイズを知ったのもTVでの会見や学校でした。うつ

る、うつらないが問題視され、こまかい内容はわからないいまま、今に至ります。こ

の話を他人事にとらえず、周りの人たちに話していこうと思いました。貴重なお話、

ありがとうございました。（神奈川県 30代） 

● 今妊娠中なので石田さんの母としての思いを聞き、感動しました。まだまだAIDSっ

て身近な病気ではないと思うので正しい認識が浸透するよう活動頑張ってくださ

い。（神奈川県 30代） 

● 体験者の話を実際に聞くことが出来て、リアルな気持ちやどのように生きてきたか

を知り、感じられて良かった。（20代） 

 

連絡先：紳也`s HP：http://iwamuro.jp/から石田心さんの講演依頼ができます。 

石田心のブログ 

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

私はどの立場で 

どんな役割で 

HIVと向き合う 

べきなのか 
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◆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？＞ ＜性感染症と妊娠＞＜心がかよいあうって？＞

＜知れば知るほど！コンドーム！＞＜看護師だから言えること＞と５つ

のテーマを設け、少しずつ違う切り口でHIV/AIDSについて初めての方

でもわかりやすく参加できるように、また少人数の講座という特徴を生

かして、来場者の希望になるべく添うように心がけてお話ししました。

日ごろ看護学生と一緒に性についてどのような話しをしたり、また学生

の相談にどう対応しているかという話しを中心に、性のことや、人と人

の関わりのこと、生きることについて語りあう時間になったと思いま

す。もちろんコンドーム・コレクションと装着実演もやりました！ 
 

来場者感想： 

● 参加者の参加目的を聞いて、お話しいただけたのでよかったです。若い人への性

教育の仕方のポイントなど参考になりました。少人数で山田先生との距離も近く、良

い講演でした。（神奈川県 40代） 

● HIVに関する内容もさることながら、人に対する接し方、言葉のかけ方も勉強になり

ました。（神奈川県 50代 ＮＧＯ/ＮＰＯ） 

● ディスカッション形式でとても分かりやすくきくことができました。相手をまず肯定的

に受け止めるといったことを忘れずに、今後生かしたいと思いました。（神奈川県 

20代 学生） 

● “対話”と“以心伝心”の発想の違いを考えるのはすごく面白かった。話すだけでは

なく、“聞く”気持ちも大切だと感じた。（埼玉県 20代 学生） 
 

連絡先：河北医療財団看護専門学校 

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

相手をまず 

 

肯定的に受け止める 

mailto:m-y.112@kawakita.or.jp
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◆中長期療養患者さんの思いと 
 拠点病院での多職種の関わり 
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：公立大学法人横浜市立大学附属病院HIV診療チーム 
 

内容：神奈川県のエイズ治療中核拠点病院である公立大学法人横浜市立大学附属病

院の医師、薬剤師、看護師、ケースワーカー、カウンセラーで構成さ

れたHIV診療チームによる、HIV診療におけるそれぞれの役割と職種

を越えた連携をそれぞれの観点からお話しいたしました。HIVに関す

る最新の知見、抗HIV薬、現場の声、プライバシーなどの社会問題、

カウンセリングについて等、HIVに携わる人でさえも中々知ることのな

い他の職種の仕事や課題等を知ることが出来たとの声をいただきまし

た。日々、HIVと向き合っているそれぞれのプロフェッショナルの生き

たお話をお伝えすることが出来ました。 
 

来場者感想： 

● 中長期（初期も含め）各セクションの方々で患者さんといかに関わられていらっしゃる

か、今後の課題など大変よく理解できました。ありがとうございました。 

● 療養患者さんへの多方面からのアプローチの実際を知ることができ、有意義な時間

でした。現状に対するリアルな声を聞くことができたと思います。 

● 日頃、なかなか知り得ない知識を得ることができました。医学、治療薬の進歩もわかり

易く理解できました。健康が当たり前と思いがちですが、年齢と共に自分だけではな

く家族、両親の健康についても考えるいい機会となりました。 

 

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 

◆Peer Education ～思春期の僕たちが聞きたい話～ 
主催：高崎総合医療センター 星野貴泰 
高校時代から看護師になるまでの自分や周りの人の経験を通して、自分にできる性の話

をしています。 
 

内容：「ピアって何？？」「HIV/AIDSを身近に感じたことある？」 「デートDV？？」「デート

DVをする人って？」「デートDVをした自分が思うこと」「元カレの元カノの元

カレって知ってる？」「妊娠って？」「コンドームって？」 「妊娠をしたらどう

する？」「出産だって、中絶だって。」「どうして看護師になったの？」これら

について自分の経験から話しました。自分が高校時代に聞いていたらもっ

といい恋愛ができたんじゃないかと思ったことを、自分にしか話せない話し

方、自分の伝え方で話をさせていただきました。高校に行って話すときと同

じ雰囲気を作るためにBGMなどにもこだわりをいれました。 

 

来場者感想： 

● 私も20歳なので若い方の講演は身近で説明もわかりやすくて、すんなりと聞くことが

できました。 

● プログラムの参加者に若い学生さんが多くPEERの必要性を再認識しました。 

● 高校生はこのような話し方を聞くととても入りやすいと思いました。 
 

連絡先：星野貴泰 

E-mail：muchas_gracias_amigo@yahoo.co.jp Twitter：@tkstarys 

URL：http://blogs.yahoo.co.jp/muchas_gracias_amigo 

HIVに携わる人でさえも 

 

中々知ることのない 

mailto:muchas_gracias_amigo@yahoo.co.jp
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◆お坊さんが行う中学性教育授業ver.2  
主催：古川潤哉 浄土真宗本願寺派 浄誓寺 僧侶 
 

内容：昨年、中学校での性教育授業に携わるようになり、このフォーラムで

初めての模擬授業を実施。来場者より頂いた感想とアイディア、また生徒

達の反応を踏まえ、その後の授業を行ってきた。今年はその微妙な変化を

含め、ver.2として再度実施。 

 僧侶としての立場、僧侶への偏見をうまく利用し、「性と生と死」が不可分

であり、性は健康の話だけではなく、生きること、生まれてきたことそのもの

の話であることを伝えるべく内容を組み立てている。今回、昨年の模擬授

業との比較をしてくださる方があり、大変有り難かった。これからも特徴を活

かした活動として継続できるようにしたい。 

 多数のご来場、感謝いたします。 

 

来場者感想： 

● 昨年より具体例が多く参考になった。（東京 20代） 

● 様々な立場からの性教育は普及したが、今回のいのちの授業こそが聞きたかった。

（神奈川 50代） 

● いのち、生きるという宗教性のある話から現実を分かりやすく話していた。（神奈川 

60代） 

● 「いのち」をこれだけ心を込めて伝える力に感心した。（京都 50代） 

● 性と生が非常に自然な流れで、別々にまなぶ各教科が本来関連していることを伝

えたく参考になった。（東京 20代） 

● 命の大切さを学んだ。性に関する男女の違いがわかった。（神奈川 10代） 

● 縦と横の繋がり（受け継ぐ命、頂く命）があってこその自分ということが印象に残っ

た。（神奈川 10代） 

● 性に対して嫌な感覚があったが、「生」として必要なことと受け容れられた気がした。

（神奈川 20代） 

● 聞いていて楽しかった。ためになった。（神奈川 20代） 

● 昨年より落ちついて、生の話の割合が多くなっているため、生徒が離れないか心

配。（滋賀 50代） 

● 「性」…いのちをつなぐための心と体のはたらき 分かりやすかった。（神奈川 60

代） 
 

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   

「いのち」をこれだけ 

 

心を込めて伝える力に 

 

感心した 

http://furujun.info/
mailto:junya@joseiji.org
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◆患者とドクターの今現在のエイズ治療トーク 
主催：洪久夫＆根岸昌功 

 
内容：エイズ治療についてのドクターのトーク。（洪久夫が急用のため欠席につき、根岸

先生のみの講演となりました） 

 

来場者感想： 

● 根岸先生のみのお話に変更になりましたが、先生が駒込病院に勤務中、あるいは

退職後、何度かお話を伺う機会がありました。数年前にはこのフォーラムで診療所

を立ち上げるご苦労を話していらっしゃいました。先生の医学に対する熱い想いを

きき、いつも素晴らしいと思い、この方が活動していらっしゃる安心感を受けていま

す。でも先生ご自身、生き難い制度？と心配もあります。（60代以上） 

● 病院と診療所の連携について深く考える機会となった。医療技術のみの診療所で

よいのかをいう先生の問いなど…。また私は医療職ではないけれど予防活動という

ものをきちんと考えてすることはできるなと思いました。それがきっかけで行動を変

えてもらう。洪さんの話、また聞かせてください。（神奈川県 30代 NGO/NPO） 

● HIV/エイズの診療の課題を歴史的経緯を踏まえ、包括的に語っていただき、非常

に参考になった。（神奈川県 60代以上 NGO/NPO） 

● 拠点病院での対処とは異なる面を、かなり詳細に教えていただきました。検査と診

療は異なるという点も納得ですし、今後高齢化する患者への対応もクリニックという

地域性の高い役割に依存する面が多くなるのではないかと思いました。（神奈川県 

60代以上） 

● AIDSの治療法について現在どうなっているのか理解できていないので少し私に

とっては難しい内容でした。治療方法（薬の使い方）などについてもっと知りたいで

す。初心者向きではないですね。（神奈川県 40代 保健医療関係） 

● 洪さん…来られなくて残念です。（大阪府 60代以上 NGO/NPO） 

● 根岸先生の人間性と医療に対する真摯な態度に非常に心を打たれました。これま

で知らなかった診療所のことを知ることができました。（東京都 40代 NGO/NPO） 

● 診療所で専門（HIV）をやる所があることに驚き、反面少ないのに驚き、その難しさ

に改めてはぁ～と思いました。（愛知県 60代以上） 

● 根岸先生のお話を聞きたかったので満足です。（東京都 40代） 

● スライド内容だけでなく、先生の意見などとても参考になりました。時期みて、診療

所にも訪れたいと思います。（千葉県 20代） 

● 根岸先生の診療所での活動を知ることができました。今後も期待しております。（神

奈川県 20代） 

● HIV患者に対する診療所の必要性を改めて感じた。今日ではHIVの診療所というの

は聞き慣れず、赤十字といった大きな病院でしか診察できないという、イメージしか

ありませんでした。しかし先生をはじめとする多くの方々の活動ありきの現在がある

ので素晴らしいと思いました。（神奈川県 20代 学生） 

 

連絡先：ひさおの部屋サイトネットワーク 

     http://www.k4.dion.ne.jp/~hisa1973/  

先生の医学に対する 

 

熱い想い 



◆保健・医療現場で役立つカウンセリングの実践例 

主催：一般社団法人日本心理療法協会  講師：椎名雄一（常任理事） 
 

内容：カウンセリングを提供する側は「傾聴」をすればよいと思うかもしれません。医

師は「診断」をして「処方」をするのが仕事だと思っているかもしれません。でも、悩

んでいる当事者は良くなりたいのです。この隙間で苦しむ人が年々増えています。

病院に行くのは薬をやめられないからで、治療の助けになるからだと思っているわ

けではない。カウンセリングに行くと余計に気がめいる。そんな悩んでいる人たちも

素晴らしい映画、お笑い、素晴らしいキャッチコピー（第二新卒、おめでた婚）に救

われて元気になっているのです。カウンセリングは言葉のゲームではありません。理

屈ではない部分を変えることができなければ、理不尽な身体の不調や不安が解消

されるはずがないのです。身体、映像、音声、味覚、嗅覚などの五感を使いながら

プラスのフラッシュバックを設定する方法をご紹介しました。理屈ではない身体の反

応を変える設定をしている最中はみなさん催眠状態なので、会場が恐ろしくけだる

い雰囲気に包まれました。多くの人が理屈ではない変化を体感されたのではない

かと思います。 

 

来場者感想： 

● 体験型で、とても分かりやすく受けることができました。今回学習したスキルを自分で

習得できるようになったら、頻繁に保健室に来る生徒に紹介してみたいと思います。

（神奈川県 20代 教育関係） 

● 新しいことを勉強したので、仕事に活かせそうです。（50代 教育関係） 

● 心が楽になる一つの手段を教えていただき、実生活に役立ちそうです。（神奈川県 

20代 教育関係） 

 

連絡先：一般社団法人日本心理療法協会  

〒194-0013  町田市原町田4-1-10(4F)    

URL：http://www.j-mental.org/  E-mail：info@j-mental.org 
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悩んでいる当事者は 

 

良くなりたいのです 
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◆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） 
 
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。 
 
来場者感想： 

● 薬害エイズ・水俣病について、今の現状（変わりつつあるもの・変わらないもの）を

知ることができた。これを機に、放射線について、薬害エイズについてさらに知って

いきたいと思う。（神奈川県 30代 教育関係） 

● TVの中の川田さんしか見たことがありませんでした。法案についても難しい話をわ

かりやすくありがとうございました。線量のはかり方が海外と違うことをお話されてい

るとき、「ちがくて･････」とおっしゃっていたときに、すごく親しみを感じました。（埼

玉県 40代） 

● 考えさせられました。５年後、１０年後の子どもたちの健康のために、無関心ではい

けないなと思いました。（神奈川県 20代） 

● ご自身が薬害エイズ患者として国を訴訟した経験をふまえて、今日本の中での問

題を被害者の気持ちに寄り添い行動されていることを知りました。子どものために

より良い未来が作っていけるように啓発されていって欲しいと思います。（神奈川県 

40代 教育関係） 

● 貴重なお話ありがとうございます。本人の経験の話を聞くことができ、これからでき

ることを自分自身もできたら良いと感じることが出来た。法律成立まではものすごく

大変だと思いますが、これから頑張ってほしいです。（神奈川県 20代 教育関

係） 

● グローバルな話をきくことができてよかったです。（東京都 50代 保健医療関係） 

● 最後に話された「厚労省より文科省への働きかけが大事」とありました。HIVだけで

はなく人間が生きてく中で厚労・文科省も子ども達にしっかり目を向けてほしいと思

いました。（神奈川県 50代） 

● 薬害に立ち向かいそこから得たものを新しい法案として考えて国に立証させるとい

う形をとったこと素敵だと思います。これからも川田先生がんばってください。（神奈

川県 30代 教育関係） 

● 薬害の問題から生命を守る姿勢をさらに明確にして厳正たる判断を望みます。ご

健康な様子、何よりでした。立ち位置あればこその期待があること、心に留めてい

ただければと願います。（神奈川県 60代以上 教育関係） 

● 放射能、薬害･･･、法律をつくることのたいへんさを知る。被害者が訴えなくても良

い社会が望ましい。文科省に働き

かける。広くいろいろなことを知る

ことが出来ました。（環境に関する

ことetc.）（神奈川県 60代以上 

主婦） 

● 毎日当たり前のように生活してい

ましたが、政治、利権、世界事

情、自分の知らないところで色々

なことが起きているんだと改めて

実感しました。（栃木県 20代 保

健医療関係） 

 

連絡先：川田龍平 http://ryuheikawada.jp/ 

子どもたちを 

 

どうやって 

 

守っていくのか 
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◆求められる医療体制と診療の現状 
主催：特定非営利活動法人 AIDSネットワーク横浜 
講師：上田敦久 横浜市立大学附属病院リウマチ・血液・感染症内科 
1993年2月発足の特定非営利活動法人で、電話相談、出前講座、相談員養成講座のほ

か、諸々の啓発活動を行っています。  

 
内容：治療の進歩で、HIVは慢性疾患の様相を示している。その結果、患者の高齢化、投

薬の副作用などによる通常疾患の増加と治療が必要とされてくる。講師らが2007年に337

施設に対して行ったHIV診療、感染者の受け入れ体制などのアンケート結果や、市大病

院などでの症例を基に講演が行われた。感染者の受け入れは困難としている病院は75%

あり、多くは経験がない、教育ができていないなどをその理由に挙げていた。当然、介護

施設などでの受け入れはより低率になっている。感染者の抱く不安では、治療に対しては

改善されているが、社会生活・他者との関係では改善されていないことも指摘された。感

染者の歯科治療の話では、症例の話だけでなく、歯磨きにより投薬効果が増加するかな

どの話題も提供された。 

比較的硬いテーマにもかかわらず、満席に近い状態で盛況であった。 

 
 
来場者感想： 

● 患者受け入れの現状がよくわかりました。あいまいな理由で受け入れに消極的な

病院が多いことは、ある意味ショックでした。 

● 歯科とHIVの関連について、とても新鮮でした。う歯を放置している患者さんがいる

ので、早速歯科受診につなげたいと思いました。ありがとうございました。 

● 治療の具体的な課題、歯科診療、具体的な話を聞けて良かったです。行政で開

催する展示会などに参考になりました。ありがとうございました。 

● 歯科との関連では初めてお聞きする機会でしたが、長期治療者の口腔状態も大

事なところと理解しています。 

● HIV陽性者は様々な病気にかかるリスクがあるからこそ、受け入れ可能な歯科が増

えてほしいと思いました。 

● 歯周病のこと、投薬による副作用のこと、大変興味深く聞かせていただきました。あ

りがとうございました。 

● 受け入れ体制の難しさ、理解を得られていないこれからのHIV患者の介護問題、

歯科のこと。歯科のことは知りたいこともあり、とても勉強になりました。 

 

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/ 

歯科とHIVの関連 

 

とても新鮮でした 

mailto:any@netpro.ne.jp
http://www.netpro.ne.jp/~any/
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◆当事者と語ろうー薬害エイズ 
主催：薬害エイズを考える山の手の会 
 

内容：薬害エイズの闘いを記録したＤＶＤを４０分観て、その後、薬害エイズ被害者から、

HIV訴訟の和解当時の体験や闘病生活、また現在の生活状況や活動について話しても

らい、その後は参加者からの質疑応答と被害者と参加者の分かち合いを行いました。配

布資料の薬害エイズ年表なども使い参加者一人一人の薬害エイズとの関わりも話し合

い、参加者それぞれが自分自身の生活の中から薬害エイズを見直すきっかけとなりまし

た。 

  

来場者感想： 

● 改めて薬害エイズを考えて教えられることの多さに感動した。 

● 薬害の被害とその後の実生活の中での様々な問題について被害者の方々の直接の

声を聞けて大変勉強になった。 

● 当事者の話や少人数の参加者で意見が聞けてよかった。 

● 権力の持つ怖さ、暴力性を感じざるを得ない。 

● 薬害は知らないことばかりだった。 

● 薬害は他人事ではなく自分自身に降りかかる問題であると感じた。 

● 知らないことがどんなに危険で怖いことか改めて感じた。「世の中知らないことだけで

身近にこんなにある」と知る、学ぶ、その先に子どもたちに伝えていくことは、まだまだ

難しい問題と感じた。 

● HIVの知識を得るために今後もフォーラムに参加して知識を増やし当事者を理解して

いきたい。 

● これからも１０年、２０年とフォーラムを続けてほしい。 

  

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 

薬害は他人事ではなく 

 

自分自身に 

 

降りかかる問題 

mailto:egawa.moritosi@lime.plala.or.jp
http://blog.goo.ne.jp/egawa_moritoshi
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◆子どもの性を取り巻く環境 
主催：アジアの女性と子どもネットワーク （AWC） 
女性や子どもの権利向上を目指し、タイで教育支援を中心に活動している。国内

では子どもの商業的性的搾取に反対する取り組みを続けている。  
 

内容：「子どもの性を取り巻く環境」として、カンボジアやタイなど海外における人身売買な 

どの話や、日本国内で深刻化する子どもポルノや援助交際の問題などを報告。援助交際 

をしている子どもが責められる社会ではなく、子どもたちが安心して暮らせるような仕組み 

づくり、一人ひとりの取り組みに関して話し合った。子どもの性的な搾取は外国の問題で 

はなく、日本でも横行している犯罪（人権侵害）であり、HIV感染などのリスクも高まり、子ど 

もたちの心や身体を長く傷つけるものであるという認識を共有した。参加者からは、「現在 

の子どもを取り巻く状況がわかりました。人身売買に日本も関わっているということを強く実 

感しました。自分自身の大切さを子どもにも伝えていきたいと思います。」などの感想を多 

数頂戴した。  
   

連絡先：AWC・アジアの女性と子どもネットワーク/Asian Women & Children’s Network 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-39尾上町ビル9F YAAIC内 

Tel/FAX：045-650-5430  (月・水・木・金、13：00～17：00) 

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

◆仲間も自分も新発見～即興演劇の手法を使って～ 
主催：劇団・プレイバッカーズ 
観客のみな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、

即座に劇として即興で演じる劇団です。 
 
内容：全体の流れ 

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  「背中たたき」、「ハまわし」  

②パフォーマンス 

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） 

・朝から、どのプログラムに参加しようかとワクワクしていた。 

・会場まで新幹線に乗りやってきた。初めての場所でたどりつくか心配だった。 

b.即興による再現ドラマ （手法：ストーリー） 

 「人生を変えたもの」 

高校時代、薬害エイズをテーマに論文を書いた。自分の立てた仮説が正しいのかとても

不安だったので、AIDS文化フォーラム in 横浜に参加して確認しようと思った。そこで、たく

さんの大人と話をし、多くのことを学んだ。その後、大学受験のために1年休み、2年ぶりに

フォーラムに参加した。高校の頃の良き時間を思い出したが、誰も私のことなど覚えてい

ないだろうと思った。ところが、会場に着くと、みんなが私に声をかけてくれた。うれしかっ

た。今まで、会ったこともなかったような刺激的な人たちと出会い、私の世界は広がった。

（一部抜粋） 

 

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 TEL：045-711-1237 

E-mail：info@playback-az.com URL：http://www.playback-az.com 

みんなが私に 

 

声をかけてくれた。 

 

うれしかった。 

mailto:E-mail%3Ainfo@playback-az.com


患者さんと 

 

10年の長さで予測して 

 

付き合っていく事 

◆HIV専任看護師からみたHIV/AIDS 
主催：佐藤知恵 拠点病院看護師 
 

内容: 都心にある拠点病院の外来でのHIVの診療（看護）の実際について、対談形式で

行いました。他の診療科との違いや、医療従事者の中にも未だ存在する偏見との葛藤に

ついて、また外来受診時のケアだけでなく、その人の生きやすさ・暮らしやすさを求めて

様々な方面に働きかけ、コーディネートをしている看護師の日々の活動を知って頂く機会

となったと思います。今回は初めての試みでしたので、今後課題をより明確にしながら、更

にこのフォーラムで多くの方と交流しつつHIV診療についてお話しすることができたら嬉し

いです。（佐藤・山田） 
 

来場者感想: 

● 守秘義務等ある中、いろいろなお話をしていただきありがとうございます。検査後に

ついては病院やカウンセラーさん任せになってしまい、実際の話を聞く機会があまり

なかったので勉強になりました。（神奈川県 40代 保健医療関係 行政） 

● 患者さんと10年の長さで予測して付き合っていく事が、患者さんのための本当

の看護だと思いました。患者さんが何でも話せる環境、言葉遣い、声の調子

が大切だと思いました。（東京 30代 看護学生） 

● 医療の専門的な話なのかとドキドキしながら座りました。が、予想外に興味深

かったです。医師、看護師、カウンセラーなどチーム体制で患者さんのサポー

トされている様子が伝わってきました。私が患者なら絶対病院を選ぼうと思い

ました。（40代 教育関係） 

 

連絡先：山田 E-mail：m-y.112@kawakita.or.jp 
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◆＋の女性
ひと

も－の女性
ひと

も？の女性
ひと

も？！ 
主催：平成２４年度厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業 
 
内容：HIV陽性女性の妊娠出産、育児に関しては、一般の人はもちろんのこと、医療者も

診療・ケア経験の少なさから対応に戸惑うことが多々ある。HIV陽性者の1割を女性が占め

ていることから、HIVやSTIはごく身近な問題であって、他人事ではないということを、研究

班のデータを用いてその現状を知ってもらう機会を設けた。陽性であった場合でも、早く

わかって治療を導入することの大切さを講義形式で発表した。グループディスカッションも

取り入れ、HIVやSTIの健診や婦人科受診に関する課題を参加者と共有し、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。  

   

来場者感想： 

● 女性からの視点でHIV/エイズの流行をとらえるうえで参考になる。やや医療従事者

の視点にかたよりすぎているような印象も受けた。（60代以上 NGO/NPO） 

● 婦人科にかかりにくい理由、受診しやすいためには？を他の参加者と考えていくこと

で、自分の勤めている保健所でのHIV検査を実施する際の環境の調整にも参考にな

りました。改めて性感染症について勉強させて頂きました。（20代 保健医療関係） 

● 男性がこうした講座を受けるのはすごく意味があると思います。  
 

連絡先：平成24年度厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業 

「HIV母子感染の疫学調査と予防対策および女性・小児感染者支援に関する研究」 

（研究代表者：塚原優己） 

〒157-8535 東京都世田谷区大蔵2丁目10番1号  国立成育医療研究センター 

TEL：03-3416-0181 FAX：03-3416-2222 

E-mail：tukahara-y@ncchd.go.jp    konba-k@ncchd.go.jp (事務担当：今場) 

mailto:tukahara-y@ncchd.go.jp
mailto:konba-k@ncchd.go.jp(事務


◆エイズボランティアからつながった国際保健への道 
主催：横浜AIDS市民活動センター  
   講師：金沢大学大学院国際保健薬学教室  後町陽子 
1995年以降、エイズについて考え行動する皆さんを応援する横浜市施設で、2010年から

横浜YMCAが運営を受託しています。  
 

内容：国内外でのエイズボランティア経験を持つ後町陽子さん（金沢大学大学院医学研

究科国際保健薬学教室）をお招きしました。国際協力を志したきっかけから、青年海外協

力隊エイズ対策隊員としてのガーナでの活動中の葛藤や喜び、そして帰国後のキャリア

に対する考え方の変化などを、座談会形式で率直にお話いただきました。また、ガーナで

のエイズ啓発の歌を事例に、伝えたいメッセージの出し方について、参加者と一緒に考え

る時間もありました。多様な文化・価値観の中で、常に人々と真摯に向き合い活躍されて

きた後町さんの等身大なメッセージがたくさんつまった講座となりました。講座の最初と最

後には、横浜AIDS市民活動センターの活動やマスコットキャラクター「コムちゃん」の紹介

と、横浜市内のエイズに関連するボランティアの募集情報などもお伝えしました。 

 

来場者感想： 

● ガーナでの国際協力の活動を通して、途上国

の人々とともに、人として医療者として自分の

中で成長していく姿に感銘を受けました。とっ

ても素敵なお話をありがとうございました。 

● コムちゃんのクイズが良かったです。後町さん

のいろいろな考え・思いが伝わってきました。あ

りがとうございます。 

 

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9F   

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

◆つきあうって どこから？ 
主催：特定非営利活動法人エンパワメントかながわ 
一人ひとりがとても大切だと伝えていきたい…『エンパワメントかながわ』は、暴力のない社 

会を目指して人権啓発活動している特定非営利活動法人です。  

 
内容：大学生を中心としたエンパワメントかながわデートDV防止ユースプロジェクトが、大

学生向けに行った恋愛についてのアンケートを基に、「デートDV」をなくしていくために伝

えていきたいことを発表しました。 

「デートDVだなんて、他の人から言われたくない」「好きっていう気持ちは、何よりも大事に

したい」「デートDVではない関係を提案していくことで、デートDVをなくしていきたい」・・・

だから、デートDVではない関係を「Healthyな関係」という言葉で考えてみようというのが

ユースからの提案。なぜなら、恋人との関係について、「それって、デートDVなの？」って

考えるよりも、「Healthyな関係かなあ？」って考えてみるほうがずっと伝わりやすいから。 

参加した方々からは、「Healthyな関係って初めて聞いたけど、新鮮！」「デートDVについ

てプラス面から考えられたのがよかった」と感想をいただきました。 

「Healthy Relationship」は、恋人に限らず、人と人との関係であって、心身ともにHealthy 

であることが大切です。あなたも、自分にとっての「Healthyな関係」を考えてみませんか？  

 
連絡先：特定非営利活動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/ 団体ブログ http://blog.canpan.info/empkng/ 
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デートＤＶだなんて、 

 

他の人から 

 

言われたくない 

mailto:kanagawa-cap-miracle@isis.ocn.ne.jp


２０１２（第１９回）ＡＩＤＳ文化フォーラム ｉｎ 横浜 Page 30 

◆若者たちを取り巻く誘惑をどう考えるか 
主催：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 
   診断治療開発研究室長 松本俊彦 
 
内容： 若者に静かに、深く浸透しているドラッグやリストカット、HIV/AIDS。それ

らは別々の減少ととらえられがちだが、精神科医の立場からみれば根っこは同

じ。中高生のためのメンタル系サバイバルガイドをフォーラム に参加している

様々な分野の専門家を集めて出版した思いの背景を熱く語っていただきました。 

 

来場者感想： 

● 困難から自分を回避させるため自傷行為やセックスがあったりドラッグが

あったり。すごくうなづける部分が多かった。方法の違いはあれど根本は同

じなんだなと気付かされた。（神奈川県 20代） 

● 職場にいるのは小学生ですがその一割はリストカット予備軍です。適切な支

援をしたいけれどいろいろと難しい。「この大人は信じても良い」と思って

もらえるようになりたいです。（神奈川県 40代 NGO/NPO） 

● 色々なデータをもとに薬物、リストカットに手をだしてしまう人の心情など

が、知ることが出来た。学校現場で10代の子どもたちを見てきているのでな

るほどと共感できる部分が多い。彼らとの信頼関係、相談ができる場、能力

を身につけさせるように支援していきたいと思った。自傷をしてしまう根本

の原因を取り除くことや発見することは非常に難しいが一人でも多く体、心

を大切に出来るように期待したい。（神奈川県 30代 教育関係） 

● 今回初めてAIDS文化フォーラム in 横浜に参加しました。この講座のお話は

今私が抱えている生徒にあてはまることがとても多く、せつなくなりまし

た。これから先の対応についてあらためて考えながら寄り添っていこうと思

いました。ある意味とても不安になりました。（新潟県 50代 教育関係） 

● とてもわかりやすいお話でした。自傷行為と自殺の関係性が少し理解できま

した。（東京都 40代 NGO/NPO） 

● 実際自傷行為をした子を前にしてどんな対応をしたら良いのか…どうしてそ

んなことをするのか、わからないことだらけでした。（神奈川県 40代 教

育関係） 

● ありがとうございます。何年前かの自分の話で、涙が出そうでした。周りの

気付きは本当に大事です。（20代） 

● 歯切れの良い口調で聞き入ってしまいました。思春期の子どもを持つ母とし

て子どもたちを取り巻く環境の対処法を教えていただけて本当によかったと

思います。（神奈川県 40代 教育関係） 

● いろいろな視点からの講義でわかりやすかったです。具体的な事例も多くイ

メージしやすかったです。子どもを理解するのにとても参考になりました。

また是非松本先生の講義をお聞きしたいです。来年もAIDSフォーラムで講

演をお願いしたいです。境界性パーソナリティー障害の生徒と関わった時の

事を思い出しました。手探りで対応しましたが間違っていなかったように思

い、少しほっとしました。（神奈川県 40代 教育関係） 

● 聞いていて心が痛むような内容でした。今までの自分の対応、意識の低さの

マズさが身にしみる研修でした。目の前の子どもたちの受け止め方、自分の

意識の持ち方「気付き、関わり、つなぎ」の必要性、相談の大切さ。ぜひ三

人に一人の大人になりたいと思いました。メンタルヘルス教育考えてみま

す。今回の話を聞いてとてもつらくなりました。そして息子にどのように関

わっていくかを考えました。（群馬県 40代 保健医療関係） 

 

連絡先：国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 

〒187-8553 東京都小平市小川東町4-1-1 TEL：042-341-2711 FAX：042-346-1944  

「この大人は 

 

信じても良い」と 

 

思ってもらえるように 



◆18歳の私によるピア・エヂュケーション 
主催：大島華奈 
大学一年生。個人的にピア・エヂュケーションを行う。ピア経験はまだ浅く、高校三年時に

同級生へ向けて行ったもののみ。  
 

内容：私が高校生の時受けた性教育は退屈なビ

デオ学習で、性の問題を身近に感じられません

でした。しかし、周りの同級生と話しをしていると、

あやふやな知識を基に性経験をしている子が数

多くいる現状に気付かされました。そこで、現状

を変えようと、高校三年時に医師の監督の下で

同級生へ向けてピア・エヂュケーションを実施し

ました。AIDS文化フォーラム in 横浜ではそのピ

ア・エヂュケーション内容を再現し、十代の若者

がどのような性の話を聞きたがっているか、大人

の皆さまに伝えることを目標としました。 

 来場者アンケートにはこれからの活動の原動力

となるような温かいお言葉を数多くいただきまし

たが、その中でも、「大島さんの話を待っている子がいます。自信をもって伝えてください。

応援しています」というお言葉には大変励まされました。同じ十代だからこそできる性の話

しがあると思いますので、これからも、一人でも多くの高校生に性の話しをしていきたいと

思います。来場者の皆さま、そしてAIDS文化フォーラム in 横浜運営委員の皆さま、このよ

うな貴重な機会を設けていただき本当にありがとうございました。来年度も宜しくお願い致

します。 

 

連絡先：大島華奈 

E-mail：oshimahana@gmail.com 
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◆エイズは続いている 
主催：特定非営利活動法人AIDS&Society研究会議 

 1990年発足以来、エイズに関する広範かつ多様なテーマのフォーラム開催や情報発信

を続けている。 

 

内容：AIDS & Society研究会議の第110回フォーラムを兼ね、『エイズは続いている～2012

年度キャンペーンテーマとコミュニティアクション』をテーマに当団体事務局長でもある産

経新聞特別記者、宮田一雄が最近のわが国のエイズ対策の動向について報告した。 

タイトルの「エイズは続いている」は今年度の世界エイズデー国内啓発キャンペーンの

テーマの主要コンセプトであり、「なぜこのテーマが採用されたのか」「今年1月に厚生労働

省から告示された改正エイズ予防指針はHIV/エイズの流行の現状をどうとらえ、今後の5

年をめどにしたわが国のエイズ対策はこの指針のもとでどう展開していくのか」「昨年から

発足したコミュニティ主導の情報共有型キャンペーンとしてのコミュニティアクションは何を

目指しているのか」など、啓発の現場の動きを踏まえ、報告は多岐にわたった。 

参加者が10名と少なかったのは残念だが、エイズ対策の現場の声を政策に反映させ、

より有効な対策を実現していくためには、こうしたかたちで情報と意見を交換できる機会を

こまめに作っていくことが今後とも必要であると考えられる。その貴重な場を提供していた

だいたAIDS文化フォーラム in 横浜のスタッフには改めて感謝を申し上げたい。 

 

連絡先：特定非営利活動法人AIDS&Society研究会議 

〒162-0045 東京都新宿区馬場下町 60 まんしょん早稲田 401 

E-mail：jasa@asajp.net URL：http://www.asajp.net/ 

十代の若者が 

 

どのような性の話を 

 

聞きたがっているか 

mailto:oshimahana@gmail.com
mailto:jasa@asajp.net
http://www.asajp.net/


◆恋愛とデートDVー友達はどうしたらいいかー 
主催：ウィメンズクリニック・かみむら 上村茂仁 
 

内容：動物学的行動学からDVに至る行動過程を話しました。その中で一般動物と人間と

の違いを確認しました。デートDV に関しては恋愛関係にある限り誰でも必ず成る、または

なりかかるものであって特別な関係ではありません。DVの定義としては精神的、肉体的苦

痛を被害者が感じるような行動を加害者が一方的にとっても付き合いが自然と成り立って

いる場合、または被害者は意識していなくても客観的に見て理不尽な行動を被害者がと

らされている場合を言います。その時、加害者は被害者に力（パワー）を使ってその行動

を実行しています。行動とは束縛、性行動、支配、金銭依存、癒しを求める、人目を気に

する、自分の立場を守る などを言います。また力（パワー）とは暴力、約束、罵声、蔑み、

恋愛依存、寂しさ、居場所、セックス、結婚、妊娠、経済的 などを言います。恋愛関係の

中でDVに向かおうとする力とそれを引き戻そうとする力が存在します。DVに向かう力は

（ジェンダー、良くない家族関係、虐待、無知、寂しさ、恋愛依存、陶酔、無関心、悪い友

人など）で、引き戻す力は（自己肯定感、自律、自立、コーピング能力、良い家族、心地良

い居場所、良い友人）などです。恋愛中はこの力の不均衡によってDVの方向に行ったり

戻ったりします。最終的にDV方向に押し込まれる関係をDVの関係といいます。ここにも挙

げたように家族と友人はどちらの方向にも働く関係になります。今回は特に友人に関して

話をしました。客席から４名の有志に前に出ていただいて簡単なロールプレイをやりまし

た。DV方向に進める友人と、正常関係に引き戻してくれる友人の２種類を演じてもらいま

した。笑い声の絶えない、楽しい講演だったと思います。 
 

来場者感想： 

● ２時間の講演があっという間でした。生徒たちに聞かせてあげたい、あなた達のDVに

気づかせたい。今後も地道に続けて下さい。（50代）   

● 具体的な説明でとてもわかり易かったです。本人だけよりもその友人へのフォローが

更に良い結果に成るよう思いました。また機会があったら先生のお話をお聞きしたい

です。（40代） 

● デートDVについて学ぶことはAIDSやSTIの知識の前にすべきという意見にとても納

得しました。（30代） 

● 今までデートDVは特別なことだと思っていましたが先生の「付き合ったら必ずDVが付

いてくる」にびっくりしました。話を聞いて、今まで普通だと思っていたことがデートDV

につながるのを聞いて少し怖くなりました。友人の中にも似たような子が居るけど自分

は助けることが出来るか、友人の考えに肯定、否定出来るかと思いました。DVという

言葉は暗く重苦しい雰囲気に成るかと思っていましたがわかりやすくユーモアもあっ

て楽しんで講演を聞けて良かったです。（20代） 

 

連絡先：上村茂仁 メール相談 E-mail：kamimura@kitty.jp 

           STIカフェ掲示板 http://sti.bbs.coocan.jp/ 
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付き合ったら 

 

必ずDVが付いてくる 



◆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（亀田総合病院 初期研修医） 
 
ただ知識を説明するだけでは伝わらない。もっと気軽に楽しくまじめに性を考える場がほ

しかったことに気づき、心に響くメッセージを自分の言葉で語るようになった。大学時代

は300箇所以上で講演を行い、DVD教材や本を出版した。現在は研修医として奮闘しな

がら近隣の中学校などで講演活動継続中。来春からは産婦人科医になる。 

 

内容：中高生向けの90分間の講演内容を手書きのスライドを用いて行った。来場者約60

名で性感染症の広がるを表した水の交換ゲームや「子宮くん」をゲストに呼び、妊娠、緊

急避妊ピルなどの最低限の知識をわかりやすく説明。メインは自作の紙芝居での語りか

け、最後に中絶をした友人が書き綴った手記を朗読した。 

 

来場者感想： 

● 本だけでは伝わってこないのも直接くる感じで嬉しかった。勤務先の中学生の顔が

次々と浮かびました。自分ができることは何か考えたいです。（栃木県40代） 

● やっぱりピアの力はすごい！でも私もできる方法で中高生が自分を大切にしてくれ

る人に育ってくれるよう活動したいです。（滋賀県50代） 

● 自分には無関係と思っていたけどとても身近で恐いものなんだと実感しました。えん

みちゃんの説明は説得力があって心に響きました。私はNO SEXを貫こうと思いま

す。（東京都10代） 

● 誰にでも私も…と思うような具体的な話だと思いました。とがってる中高生の心に

スーッと寄り添うのかなと思いました。出会えてよかったです。（神奈川県30代） 

 

連絡先：遠見才希子  

ブログ「えんみちゃんの性教育。」 URL：http://ameblo.jp/emmskk/ 
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◆AIDSへの取り組み@タイ 
主催：公益財団法人横浜ＹＭＣＡ 
世界125の国と地域に広がるＹＭＣＡは、共通のミッションに基づき協力して「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

と連携をとり、プロジェクトを進めています。 
 

内容：［ながれ］①タイウルトラクイズ ②ワークショップ（人身売買をなくす方法のアイディ

アを出し合う） ③YMCAパヤオセンターおよびハッピーホームの活動紹介 

長期派遣経験者が現地の活動の様子を説明し、来場者と共に、今私たちが日本ででき

ることを考えました。 

プロテクト・ア・チャイルドプロジェクトでは、1994年よりバンコクＹＭＣＡと協働し、タイ北

部にある児童保護シェルターＹＭＣＡパヤオセンターを支援しています。 

パヤオセンターでは、子どもの人権・人身売買・HIV/AIDSの予防啓発活

動と子どもたちの教育支援に取り組んでいます。 

 

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  

ブログ：http://ameblo.jp/phayaocenter/  

URL：http://www.yokohamaymca.org/ 

もっと気軽に楽しく 

 

まじめに性を考える場 

http://ameblo.jp/phayaocenter/
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◆高校生物からHIVへのアプローチ 
主催：特定非営利活動法人 AIDSネットワーク横浜 
講師：特定非営利活動法人 AIDSネットワーク横浜 事務局長 堀尾吉晴 
 

内容：高校「生物」の授業からHIVに展開する例を、昨年と若干内容を変えて平易に話が

された。「免疫」からHIVを、「生殖と発生」から様々な性の決定を、「ホルモン」から性徴

を、「刺激と反応＝動物行動学」からにヒトの「性行動」を考えさせ、ビデオの上映も取り混

ぜ、性教育からHIV予防へと展開した。講演と言うより高校の授業という形で、参加者に対

して質問がなされたり、問いに対する答えを書かせたりなど、一方通行ではない雰囲気で

あった。 

 

来場者感想： 

● すばらしい先生の授業を受けられた高校生の将来が楽しみです。自分が高校生のと

きを思い出しながら聞いていました。こんな授業を受けていたらどうだっただろう・・と。 

● 感染症の切り口で中学生の健康教育やAIDS教育を行っていたが、生物の観点から

のAIDS教育はとても興味深く聞かせていただきました。AIDSだけでなく、未知の感染

症予防にもつながる話でした。ありがとうございました。 

● とてもよいお話なので、今日参加人数が少なく残念です。広くアピールできたらよいと

思いました。昨年に続いて２回目だが、大変面白かった。別の工夫された道具や話

に感心しました。分かりやすく聞きやすかった。堀尾先生の話はあきさせないです

ね。 

● 私の時代と現代では授業の内容が変わっています。６０年以上経っていますが、久し

ぶりに楽しかった。 

 

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/ 
 

笑いあり 

 

クイズあり 

 

対話あり 

mailto:any@netpro.ne.jp
http://www.netpro.ne.jp/~any/
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◆エイズ教育最新事情 
 ～新学習指導要領で何が変わった？～ 
主催：公益社団法人地域医療振興協会 岩室紳也 
 
内容：新学習指導要領のテーマは「生きる力」。このことを意識しないで学校での

エイズ教育との連携は難しい。生きる力＝Information＋Education＋Communication。

このことを意識した啓発を行えば学校との連携はますますスムーズになる。 

 

来場者感想： 

● 性教育だけではなく、コミュニケーションが大切であることがわかりました。保健体

育の教科書を買いたいと思いました。（神奈川県 20代） 

● エイズや性に関することだけではなく、心や薬物の問題の根底が生きる力であること

に気づかされました。ありがとうございました。（神奈川県 20代 保健医療関係） 

● 新しいことにたくさん気づかされた２時間でした。教育現場に生かしていきたいと思い

ます。（千葉県 30代 教育関係） 

● 勉強になりました。まず自分がしっかりと分かっていないと、人に教えたり伝えたりす

ることは、難しいんだなと感じました。（神奈川県 20代 保健医療関係） 

● 性教育をするためには、人との支え合いや、自分を認めることの大切さをしりました。

（神奈川県 20代 保健医療関係） 

● 毎年参加していますが、毎年いろいろ考えさせられます。また、考えさせられるポイン

トも自分の置かれている状況によって違っていきます。（40代 教育関係） 

● さすがです、いうことはありません。すぐホームページチェックします。（50代） 

● 何社かの教科書も見ることができ、分かりやすかったです。高校の教科書も楽しみで

す。（埼玉県 40代） 

● 学習指導要領 教科書もしっかり把握した上で、子どもたちと関わり、“生きる力”を育

て、子どもたちに寄り添える大人でありたいと思います。（20代） 

● あやのこうじきみまろのようなしゃべり方で楽しく聞かせてもらいましたが、内容が深く

多面的な問題と感じました。（東京都 30代 保健医療関係） 

● 中学生。高校生へ教育・ピアエデュケーションのヒントとなればと思い参加させていた

だきました。多くのヒントをいただけて、とても勉強になりました。ありがとうございまし

た。（埼玉県 30代 保健医療関係） 

● 以前からホームページ、本などで知っていたのですが、今回直接お話しを聞くことが

できて、本当に勉強になりました。人と人とのつながり、関係性について、根本で一緒

であるというお話、私も悩んでいた部分であったので、心に響きました。また聞きたい

と思います。ありがとうございました。（埼玉県 30代 ケアマネ） 

● HIVのこと、性のことがコミュニケーションとつながっていることについて、なかなか広く

伝える事が難しい…と頭を悩まされています。（東京都 30代 会社員） 

● どんな葬儀をしてほしいかの問いにしてほしくないと答えたものです。私自身、ゲイだ

し年功序列でいけば最後になるのかなと考えています。そんな状態で「今の一般常

識の葬儀」は周囲に負担ばかりかけてしまうだろうと思います。ただ、全くなしにすれ

ばそれで良しとは思っておらず、方法を模索中です。（神奈川県 30代） 

● 子ども達に伝えたいことたくさんあるなかで忘れてはいけない部分をとても言ってくれ

てたと思います。（東京都 30代 教育関係） 

● 教科書の分析が新鮮でした。（東京都 30代 公務員） 

● “生きる力”“自己肯定感”“居場所”“環境”息子が大きくなったら先生のHPを見せた

いと思います。（神奈川県 40代 教育関係） 

 

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/ 

http://www.mext.go.jp/

a_menu/shotou/new-cs/ 

私も悩んでいた 

 

部分であったので、 

 

心に響きました 



◆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：HIV/AIDSと薬物。この問題は年々深刻化しています。薬物だけではなく、リスト

カットや最近話題のいじめを含め様々な視点で若者を取り巻く諸問題に取り組み続けて

いる夜回り先生が熱く語ってくれました。 

 

来場者感想： 

● 先生の熱意に圧倒された２時間でした。私の仕事においても日々課題が多く考えて

いかなければいけないことは本当にたくさんありますが、改めて、私たち大人はもっと

もっと考え、考えてるだけではなく、すぐ行動をおこすことが大切と思いました。（神奈

川県 30代 教育関係） 

● 直接、先生の言葉をきき、色々と考えさせられました。まず、目の前の人に励ましや、

やさしい言葉をかけたいと思います。（神奈川県 20代） 

● 世界の裏側をみた気がしました。先生は、先生のできること、自分がやらなければな

らないことをやっている。私も、私がやらなければ、いや、やりたいことをやって、人の

役にたとうと思いました。（栃木県 20代 保健医療関係） 

● 以前から水谷先生の講演会に伺いたいと思っていました。やっとその希望が叶いま

した。先生のお話しは、どれも当たり前のことをわかりやすく話して下さいました。私た

ちが当たり前のことを忘れて、暮らして、こんな世の中にしてしまったと、また、初心に

戻ることを教えていただきました。（東京都 50代 教育関係） 

● 現在のいじめや様々な問題に対しての原因が身近な物で、それに対して気づかない

事も多かったのでこれから、少しずつ、人を誉めるのをしていきたいと思います。（神

奈川県 40代 教育関係） 

● 最近、患者がふえてます。エイズだけではなく、やはり、クスリ。ハーブを吸って、ラ

リってくる患者が多いです。医療の現場では、混乱しています。（神奈川県 30代 保

健医療関係） 

● とても良かったです。心と体はつながっている！！どうしてくずれてしまうのか、社会

は個人から、変えて行かなければと思います。（50代 保健医療関係） 

● すてきなお話ありがとうございました。東北の支援これからも続けていこうと思います。

またお会いできるのを楽しみにしています。（神奈川県 10代 学生） 

● 心が病んだら体を疲れさせる、というのがなかなかよかった。（埼玉県 40代 教育関

係） 

● 盛り沢山のお話し、１つ１つの言葉に重みがあり、考えさせられることばかりでした。あ

りがとうございました。これからの私に何ができるのか、できることから少しずつやって

いこうと思いました。（埼玉県 50代 保健医療関係） 

● 今の時代をみつめて日々を一生懸命に共に生きるという姿勢にいつも力をいただい

ています。ありがとうございます。私も自分にできることをがんばります（東京都 40代 

保健医療関係） 

● 今年もありがとうございました。毎年命の大切さを考える時間です。来年も待っていま

す。（神奈川県 30代 教育関係） 

● AIDSのお話と思ったら、先生のお話が聞けて嬉しかった。次回は息子（１５才）を連れ

てきます。（神奈川県 40代 主婦） 

● おどろくほど、人をあきさせないテクニックをお持ちですね。実際に行動されたうえで

のお話しなので、心にしみます。久しぶりに良いお話しを聞きました。仕事に生かして

いけたらと思います。（神奈川県 40代 保健医療関係） 

● たくさんのメッセージをいただきました。エイズだけでなく、生き方、社会のあり方を考

えさせられたプログラムでした。（神奈川県 40代 教育関係） 

 

連絡先：水谷修オフィシャルウェブサイト/あした、笑顔になあれ 

URL：http://www.mizutaniosamu.com/ 
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世界の裏側を 

 

みた気がしました 



◆世界がもし100人の村だったら 
      ～HIV/AIDSバージョン～ 
主催：YMCA ACT 
YMCA ACTのボランティアメンバー・スタッフからなるワークショップチーム。「もし世界が

100人の村だったら」のワークショップをベースとして「データからHIV/AIDSを体感する

ワークショップ」を展開。他人事ではない問題として参加者とともに考える機会を持ちたい

という思いから活動を続けている。 

 

内容：HIV/AIDSの基礎知識、世界の感染者数の数を分かりやすく伝え、ワーク

ショップ形式で理解を深めました。 

 

連絡先：YMCA ACT 

〒221-0835横浜市神奈川区鶴屋町２－２５－１ＹＳ西口ビル２階 

TEL：045-316-1881  FAX：045-314-6805 

E-mail：li_info@yokohamaymca.org 

◆セクシュアルマイノリティの生徒と、 
 先生の本音トーク 

主催：特定非営利活動法人 SHIP 
MSMを対象としたHIV予防啓発活動と、性的マイノリティの人々の健康の支援。および

一般市民に向けて性的マイノリティへの理解を進め、多様性が尊重される社会の実現を

目指しています。  

 
内容：日本国内でHIV感染者の7割をMSMが占めています。こうしたことが起こる背景と

しては、MSMの多くは自分が同性愛者であることを学校や職場の仲間、家族にも伝える

ことができず、自分自身のことを隠し偽り、“異性愛者”を装って生活しています。そのこ

とがストレスとなり、成人後のメンタルヘルスに大きく影響していると考えられます。 

では、性的マイノリティの中高生は学校内外で何を考え、自分の性や恋愛とどう向き

合っているでしょうか。今回は、実際にユースの当事者と実際にその当事者生徒にかか

わっていた教員が当時を振り返り、リアルな生活の現実と問題について意見を交わすこ

とで、教員の立場での本音も明らかにしつつ、よりよい学校生活にするためにはどのよう

にすればいいのかを、参加者も自由に議論に参加できる形式で行ないました。 

 生徒の性や恋愛の気づきの話から始まり、どのような経緯で今日話すに至ったか、そ

の変化の過程で教員がどうかかわったかに展開していきました。参加者は生徒と教員が

どのように関係性を築いていったかにもっとも興味を持ち、よりよい学校生活に欠かせな

い生徒と教員の関係のあり方、教員側のはたらきかけへの関心がうかがえました。 

 

来場者感想： 

● 自分も教育者を目指す当事者として、当事者の学生とそれを支えようとする先生の

双方の視点が知れたのは大きな収穫だった 

● 養護教諭ではない先生の意見も聞けたのがよかった 

● 教育現場では少しずつ変わってきているが、会社など大人の社会

のなかではどうなっているのか気になった 

 

連絡先：特定非営利活動法人SHIP （SHIPにじいろキャビン）  

〒221-0834 横浜市神奈川区台町7-2 ハイツ横浜713号室 

TEL：045-306-6769（営業時間：水・金・土 16:00～21:00、日曜 14:00～18:00） 

URL：http://www2.ship-web.com/  

ＡＩＤＳ？？文化？？？－仲間 新発見ー Page 37 

生徒と教員が 

 

どのように関係性を 

 

築いていったか 

mailto:li_info@yokohamaymca.org
http://www2.ship-web.com/


◆全体会・閉会式 
  From 横浜 to 横浜 
  AIDS文化フォーラム in 横浜から 
     日本エイズ学会(2012.11.24-26)へ  

主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
進行：岩室紳也（運営委員） 
 

内容：AIDS文化フォーラム in 横浜は今年で19回目の開催を迎えた。世間の関心が低下

する中で来場者数も減少したが、さまざまなつながりを感じることができた。 

（“in横浜”から“in京都”、震災復興“ぼくらにできること”） 

 

今回のフォーラムでどんなことを感じたか（マイクをまわして会場内の声を聞く）。 

● 昨年に続き2回目の参加。「生」「性」についてまじめに考える3日間はすごいと思い、

今年は友だちも誘って参加した。（学生）。 

● 昨年は知り合いのあとをくっついてきた。今年はピアエデュケーションや岩室先生の

講座などに参加していろいろな人と話せたのが私の“発見”。（学生） 

● 群馬でピアエデュケーションをしている。今年で5回目の参加。毎年参加して同じ講座

を聞いても感じ方が違うのが自分にとっての“発見”。一昨年からはセッションを持って

いる。自分の講座に出ていた子が今年は講座を開催していることにつながりを感じ

る。（看護師） 

● ＪＩＣＡからバングラデシュに派遣されている。以前の職場の知り合いと再会したことに

つながりと懐かしさを感じた。海外で過ごしているので、国内の若者のことや本でしか

知らなかった人々の生の声を聞くことができてFace to faceでコミュニケーションをとる

ことの大切さ、現場の声の大切さを実感した。もう少し経ったら、現在10歳の子どもと

一緒に参加したい。（ＪＩＣＡ専門家） 

● サポートスタッフとして参加。エイズのいろいろな現状を知ることができ、いい学びに

なった。自分なりに深めていきたい。 

● サポートスタッフとして参加。看護学生なので（HIV/AIDSのことは）知識としては知っ

ていたが、会場でいろいろな講座に出たり、人と接する中で、偏見をもたずに人とか

かわることができる人になれたらいいなあと思っている。 

 

今年の日本エイズ学会は横浜市で行われる。エイズ学会も多様な人が参加しており、学

会長も医師ではない。学会長の樽井先生（慶応大学）が会場にいらっしゃるので学会につ

いての紹介をいただきたい。 

学会は3本柱からなっている（社会／臨床／基礎）。 

11/24-26の3日間、慶応大学日吉キャンパスで開催される。参加費が高く、誰でも参加 

できるわけではないが、オープンセッションもある。現在の予定は11/23慶応大学三田祭 

の中でプレセッションとして若い人を中心に企画中のものと、11/26に日吉で行われるエ 

イズ予防財団主催の公開講座。 

テーマは“つなぐ・つづける・ささえあう”。“つなぐ”はアジア・世界を、人と人とをつなぐと 

いう意味を持つ。“つづける”はHIV/AIDSの問題が続いていること、“ささえあう”は、人と人

とのつながりを、そして、HIV/AIDSへの取り組みをつづけることを支えあうことをさす。震災

では支えあいの大切さを再認識させられた。陽性者ケアも支えあいが大切である。 

AIDS文化フォーラム in 横浜も1994年の国際会議と市民をつなげることがきっかけで始

まった。これからの国際会議はアジアで開催される。2013年には医療者向けの国際会議

がクアラルンプールで、１１回目となるＩＣＣＡＰがバンコクで（2005年に神戸で７回目を開催

した）、2014年には国際エイズ会議がメルボルンで開催される。ぜひアジアや世界にも関 

心を広げてほしい。 
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「生」「性」について 

 

まじめに考える 

 

3日間はすごい 
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AIDS文化フォーラムは京都にもひろがった。京都からのＰＲをひとこと。 

● 10/6-7に開催される。３連休をぜひ京都でお過ごしください。 

● フォーラムの空間の心地よさを京都でも感じてほしい。 

● 学生街の顔も持つ京都で開催。学生や教員にも広めたいとがんばっている。 

● 京都では事務局で（講座に）参加できないが、横浜では一参加者として楽しむことが

でき、元気をもらった。京都でもみなさんに元気を持ち帰ってもらえるようがんばる。 

● 関西でもフォーラムができると思っていなかったが開催できて嬉しい。 

● 横浜に来て、良いアイデアやリソースパーソンとの出会いを受けて、

京都のプログラムが日々進化している。楽しみにしてください。 

 

テーマソング「ひだまりのうた」紹介。 

 

仲間を“発見”できたひとは拍手を・・・（拍手）！ 

“AIDS”を読めますか？読めない人が周りにいたら、ぜひ伝えてください。 

“文化？？？”の？が減ったひとは拍手を・・・（拍手）！ 

 

サポートスタッフ、運営委員、組織委員の紹介。 

 

来年は２０回目のフォーラムになる。 

年度末にはみなさんに企画などもご紹介したい。 

2012/8/2－8/4横浜で、でもその前に京都で、日吉（日本エイズ学会）で会いましょう。 

 

来場者感想： 

● 去年の震災を踏まえ、自分たちに関係ないなんて思わず、被災者の心理を教える

べきだ。単なる救命の知識が技術にとどまらない。（神奈川県 30代 NPO） 

● 今日は片付けの応援で呼ばれて来たため、心がまえも無いまま聴いています。この

場に参加している方は意識の高い人たちですが、本来ならこのような会に興味を持

たない人こそ来るべきなのでしょう。 

● いろいろな方々により作られていることを改めて知りました。知っていくこと、伝えてい

くことは大切だが、なかなか広まっていかないのが残念。自己満足で終わらないよう

次のステップを期待したいです。（神奈川県 30代 教育関係） 

● ３日間参加させていただきました。HIV、感染症として考えるのではなく、社会問題と

して取り組まなければいけないと痛感しました。（栃木県 20代 保健医療関係） 

● 来年はぜひもっと参加させていただきたいと思います。（神奈川県 30代 保健医療

関係） 

● お話を聴いて、普段の生活に心の余裕がなかったなと感じさせられる所が多くありま

した。そういう時こそ、美しいものに触れることを、これから気をつけていきたいです。

（東京都 20代） 

● みなさんの絆が感じられてよかったです。（50代 保健医療関係） 

 

 

フォーラムの空間の 

 

心地よさを京都でも 

 

感じてほしい 



◆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：石田心、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：＊ネイルにレッドリボンを（協賛：サンスター株式

会社） ネイリスト：石田心さん 

＊レッドリボンアクセサリー  ＊うちわデコレーション 

＊レッドリボンデコレーション  
 

来場者感想： 

● 自分でうちわにデコできるのは楽しかったです。今更ながら不器用さが露呈しました

が、オリジナルだと愛着が沸き、周囲の人に見せびらかしてしまいそう。(40代 男性) 

● 石田心さんにネイルをやってもらいました。心さんとお話ししながら、私の心もリラック

スできました。薬指の爪に描いてもらったレッドリボンは1か月以上、保つそうで嬉しい

です。(50代 女性) 

● レッドリボンのキーホルダーをペンダントに下げられるように自分でラジオ・ペンチを駆

使して改造しました。友達にもプレゼントします。(50代 女性) 

● 本校の学園祭でもこれと同じような企画を実施したいと思いました。参考

にさせていただきます。ありがとうございました。(20代と40代 女性教員) 

● この参加型の新企画はとても良いですね。ただ、場所が一番奥だったの

で、展示会場の来場者でもそこまで行かず、気づかない人もいたのでは

ないでしょうか。入口に目立つような看板を置くなどの工夫があったら良

いと思いました。せっかくの面白い企画を知らない人がいたら残念です。

(40代 女性) 

● 「DIYコーナー」とか「作ってみよう」とか「ワークショップ」とか、この企画が

わかってもらえるピッタリの名前をつけたほうがいいと思います。来年も是

非やってください。(50代 女性) 
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展示プログラム（１階展示会場） 

◆性を語る会/アーニ出版 
「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： AIDS文化フォーラム in 横浜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

本を紹介しました。 

 

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 

心さんとお話ししながら、 

 

私の心もリラックス 

 

できました 
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◆アジアの女性と子どもネットワーク（AWC） 

女性や子どもの権利向上を目指し、タイで教育支援を中心に活動している。国内では子

どもの商業的性的搾取に反対する取り組みを続けている。  
 

内容：AWCの活動パネルの展示や、山地民が手づくりした手工

芸品の販売。HIV/AIDSなどの感染症や性教育、デートDV、子

どもの商業的性的搾取に関する書籍販売など。 

 

連絡先：AWC・アジアの女性と子どもネットワーク/Asian 

Women&Children’s Network 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町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  

URL：http://www.awcnetwork.org/  

◆エイズと結核とがん（乳がん）の謎 

主催：ATAC&ABCD in NARA 
   （田村猛夏・畠山雅行・真鍋美江・後藤千寿子） 
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。 

 

内容：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。 

◇アンケートの結果: 総計181名回収（内7名無効回答）。（男31名：女140名：：

性別不明3名）結核アンケート結果：全13問。平均正解率：61.6％（昨年度は

64.77%）。エイズアンケート結果：全13問。平均正解率78.4％（昨年度は75%）。

問い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

89.5％で昨年同様に最高でした。乳癌アンケート結果：全13問。平均正解率

62.2% (昨年度は69.39%)。 

◇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、結核アンケートや乳癌アンケートの正

解率は低い傾向が認められます。 

◇まとめ：アンケートの分析と評価から、今後はエイズのみならずエイズ合併症の結核や

また、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が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 in 横浜に今後も参加

いたします。 

 

連絡先：畠山雅行 

FAX：0743-78-9841 Ｅ-mail：m-hatake@m4.kcn.ne.jp 

参加者の理解や 

 

社会の関心を 

 

高めるために 

mailto:m-hatake@m4.kcn.ne.jp
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◆AIDS文化フォーラム in 京都 
 

内容：2011年10月、横浜の思いと経験を受けついで、「第1回AIDS文化フォーラム in 京

都」～エイズを知ろう エイズで学ぼう～ を開催しました。8月28日のプレイベント、10月1,2

日のフォーラムあわせて３日間で来場者は延べ約1400名となり、講演やワークショップ、展

示など多様なプログラムを通して、性の多様性を知ることからHIVを理解していくこと、

HIV/AIDSが決して他人ごとではないことを学びました。ま

た、全国の活動に関わる人々やボランティアがこのフォーラ

ムを通じて、交流プログラムでそれぞれの活動紹介や情報

交換、活発な意見交換をしました。 

「第1回AIDS文化フォーラム in 京都」報告書や共催の京都

府、京都市のHIV/AIDS啓発のパンフレットやグッズを配布

し、京都のフォーラムをご紹介しました。また、参加団体のみ

なさんに横浜のフォーラムでの取り組みについて伺ったり、

来場者の方々と情報交換・交流のときをもつことができまし

た。 

2012年は10月6、7日に同志社大学で第2回AIDS文化フォー

ラム in 京都を開催します。  

 

連絡先：AIDS文化フォーラム in 京都事務局 

〒604-8083 京都市中京区三条通柳馬場東入中之町２ 京都ＹＭＣＡ内  

TEL：075-231-4388 FAX：075-251-0970  E-mail：information@hiv-kyoto.com  

URL：http://hiv-kyoto.com/ 

◆特定非営利活動法人 HIVと人権・情報センター 
1988年に大阪で設立された全国規模の団体です。感染経路やセクシュアリティを区別せ

ず、等しく支援しています。社会的偏見の克服と共生を目標に掲げ、HIV/AIDSの総合的

な問題解決に取り組んでいます。 

 

内容：2年連続で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。 

今回の展示ブースでは、3日間を通して「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。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：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 

性の多様性を 

 

知ることから 

 

HIVを理解していくこと 
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◆特定非営利活動法人エンパワメントかながわ 
神奈川県を中心に人権啓発プログラムを提供しています。   

 
内容：主な活動として、ＣＡＰ（子どもへの暴力防止）プログラムの提供と、 

デートＤＶ予防プログラムがあります。その他にも、子どもの護身法（すきっぷ）

プログラム、特別支援学級に通う子どもへの暴力防止（ほっと）プログラム、虐

待予防のための保育士研修プログラム、人権教育研修プログラムを提供して

います。 

 

♪すべての人が自分を大切にしていいんだよ～♪ということを伝えています。 

 

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2-2-22 日興パレス横浜701号 

TEL：045-323-1818 FAX：045-323-1819（電話受付：月･水･金10～16時） 

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

URL：http://www.npo-ek.org 

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/ 

◆公益財団法人エイズ予防財団 
昭和62年（1987年）6月に厚生省（当時）の許可を得て設立。平成23年（2011年）4月に

公益財団法人となりました。エイズの流行に影響を受けている人々の人権の尊重と偏

見・差別の解消に努め、エイズの流行に対する理解を広げることが、効果的なHIV感染

の予防対策の実現につながるとの認識のもとで、HIV感染症・エイズに関する知識の普

及や啓発、予防・診断・治療の研究の支援、情報の収集・提供と国際交流の推進など

に取り組んでいます。 

 

内容：1) 平成24年度「世界エイズデー」ポスターコンクール作品募集について告知。あ

わせて昨年度の受賞作品を展示。 

2) 全国に6カ所あるコミュニティセンターをポスターで紹介。当財団では同性愛者等に向

けて、エイズに関する正しい知識や役立つ情報を発信するため、6地域にコミュニティセ

ンターを開設している。 

3) 平成24年度「世界エイズデー」キャンペーンテーマについてチ

ラシで告知。本年度のテーマは「“AIDS” ＧＯＥＳ ＯＮ … ～ エイ

ズは続いている ～」に決定。テーマとともにその趣旨を説明。 

4) 書籍『新エイズ予防指針と私たち』（エイズ予防財団編。本年７

月発行）の紹介・販売。 

今年1月、厚生労働省は新たなエイズ予防指針を発表。現場の医

療関係者、行政担当者、NGO/NPO関係者、そして私たちが、こ

れをどう生かすかがいま問われている。本書はそのための手引き。 

5) レッドリボンピンバッジ（大・小）による募金活動。 

6) 当財団が発行/監修する小冊子、DVD、啓発グッズ（レッドリボ

ン柄の折り紙、コンドーム等）の無償提供 

 

連絡先：公益財団法人エイズ予防財団 

〒101-0061東京都千代田区三崎町1-3-12水道橋ビル５階 

TEL：03(5259)1811 FAX：03(5259)1812 URL：http://www.jfap.or.jp/  

すべての人が 

 

自分を大切にして 

 

いいんだよ～ 

mailto:kanagawa-cap-miracle@isis.ocn.ne.jp
http://www.npo-ek.org/
http://www.1818-dv.org/


◆希望の家を支える会 

「希望の家」はタイ山岳民族のエイズに起因する遺児を保護し、教育を受けさせ、自立を

支援するとともに山岳民族のために何らかの形で関わっていく人材の育成を目指してタイ

のチェンマイに設立された養護施設です。 

 

内容：活動の紹介をさせていただきました。そして、希望の家で暮らす子どもたちが、心を

込めて作ったキーホルダーやポストカードを展示し、販売をさせていただきました。今回も

キーホルダーは大変好評をいただきまして、たくさんの方々に購入いただき、まことにあり

がとうございました。「希望の家を支える会」の活動に、興味を持っていただいた方もいて、

大変うれしく思いました。 

 「長い目で子どもたちを見守り支援して頂きたい」とは創立者の故大森絹子の言葉で

す。子どもたちが成長するには長い時間と継続的な取り組みが必要です。皆様のご支援

をお待ちしています。また、今回は併せて、ケニアのHIV陽性者グループが作った作品も

展示販売をさせていただき、こちらも好評いただきました。重ねてお礼申し上げます。 

 気候風土が異なるように、タイ人と日本人では国民性も異なりますが、子どもの健やかな

成長と幸せな人生を願う親の気持ちは、世界共通のものです。タイで山岳民族の医療・保

健問題に長年かかわってきた医療人類学者故大森絹子は、後にタイのエイズ問題に取り

組むようになり、その活動の中で、養育者のいなくなる我が子の行く末を案じ、苦悩して亡

くなっていくエイズ患者に心を動かされ、せめて残された子どもを何とかしたいという強い

思いに駆られました。そして1997年、タイ人女性タッサニー・ナキーリーさんと力を合わせ、

行き場のない貧しい山岳民族エイズ遺児の養護施設「希望の家」をチェンマイに設立しま

した。23人の子どもたちが家庭に近い環境の中で共同生活をしています。 

 

連絡先：希望の家を支える会 

〒882-0051 宮崎県延岡市富美山町338-48 

TEL：0982-26-6650  E-mail：ueno-kt3@ma.wainet.ne.jp  

URL：http://www.kibounoie.com/  

ブログ:http://blog.yahoo.co.jp/kibounoie_smile/ 

◆神奈川県立舞岡高等学校 茶道部「一盃のお茶から」  
 

内容：８月４日（土）に、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。昨年度までは、２日間参加しておりましたが、今

年度は部員数が減少してしまい、１日だけの参加となって

しまいました。それにもかかわらず、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。 

昨年度に引き続き、生徒たちは浴衣姿での呈茶を行ない

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4,110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 森 香織 

〒244-0814神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-36-1 TEL：045-823-8761  
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毎年楽しみに 

 

しています 

http://www.kibounoie.com/


◆カトリック中央協議会HIV/AIDSデスク  
テーマ：カトリックのHIV/AIDS啓発活動の紹介  
1995年から啓発活動をしています。他人事にならないように、自分も人も大切にすることを

忘れないように、常に意識していましょうと、ミニカードや掲示物の発行、講演会の開催、

レッドリボンのグッズ紹介をしています。  

 

内容：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…」やミニカードを展示しました。「宗教とエイズ Part 

7」で司会の岩室紳也氏から紹介された講演録『HIV/AIDSと性

教育』も配布しました。 

 レッドリボンと十字架をデザインしたカトリックのオリジナル・ロゴ

のキーホルダーは、初登場のワークショップ・コーナーでお好み

のアクセサリーに改造できるようにパーツを準備しました。ピンを

付けたり、ペンダント・トップにしたり、携帯ストラップにリフォーム

したりと、皆さん楽しそうに取り組んでいました。「横浜のAIDS文

化フォーラムのお土産にします」と3種類にリフォームしてくださる

方もいました。 

 毎年、展示している性別のある2体の人形は、目印になるらしくて「代々木公園ケヤキ並

木でやっていた厚労省のイベントで見かけました」と話しかけてくださる来場者もいて、“仲

間-新発見”のツールになってくれました。  

 

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 FAX：03-5632-4461 E-mail：ito@cbcj.catholic.jp 

URL：http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/HIV_Aids_desk/HIV-index.html 
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◆神奈川県ユニセフ協会 

世界の子どもたちを支援するユニセフへの協力の窓口として広報啓発、学習支援、募金

活動などを行っています。 

 

内容：１F展示コーナーにて「フォトエッセイ 忘れられた子どもたち」の写真展示、スライド

ショー上映を行いました。このフォトエッセイは「子どもとエイズ」世界キャンペーンを機にま

とめられた約20枚の写真とコメントで構成され、HIV/AIDSが子どもたちにもたらすさまざま

なかたちの影響、現在の状況と課題～母子感染の予防や治療、子どもの保護、若者の新

たな感染の予防に向けた取り組みなど～を紹介して、エイズ対策から取り残されがちな子

どもたちへの支援を呼びかけています。 

（このフォトエッセイは公益財団法人日本ユニセフ協会HP

に掲載されているものを基にアレンジしたものです。

http://www.unicef.or.jp/slide/HIV_03/slide.html） 

その他、ユニセフ・カード＆ギフトの頒布、広報啓発資料

の配布を行いました。 

 

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 

URL：http://www.unicef-kanagawa.jp 

自分も人も大切にする 

 

ことを忘れないように 
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◆数字からみるHIV・エイズ 
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：平成5年から平成23年まで19年間分のHIV・エイ

ズ統計資料をもとに、全国・神奈川県における発生動向

や推移状況の展示及び、性感染症発生傾向の比較展

示を行いました。また、今年２月に新規作成したHIV陽

性告知者支援冊子『たんぽぽ(神奈川県版)』、神奈川県

作成の学生向けHIV・性感染症予防啓発冊子『For you

～生と性を大切に～』・『じぶんたいせつぶっく』・『神奈

川県内の検査場所一覧』などを配布し、HIV・エイズに

関する情報提供を行いました。 

AIDS文化フォーラム in 横浜特別展示「HIV/無音の世

界に生きる：ボンヘイのストーリー（カンボジア）」写真展

が同会場で開催されました。 

 

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 

◆チョークディーの会 

外国のNGO「ラックスタイ財団」の数多いプロジェクトの中の「農村女性自立支援」（村の中

で織物、染物等の手仕事をして収入を得る事が出来る様にする）と、「コドモファンド」（エ

イズで親をなくした子ども達への支援）に参加支援をしている、活動１３年目に入った小さ

なグループです。 
  
内容：今回もタイの農村から届いた作品の数々を沢山の方が求めて下さり、嬉しい限りで

す。子ども達が作ったナイロンタワシの説明文（100円寄付下さると30円が子ども達の労賃

となり、昼食代、おやつ代にする事が出来るetc.）を熱心に読んで下さり求めて下さる方、

子ども達が種を蒔いて収穫した綿で織ったオーガニックコットンのスカーフにも関心を示し

て求めて下さる方と、オリジナルの作品が喜ばれた事に感激です。 

 また、養護の先生の全国大会が同時に横浜で開催されていて、ぜひ聞きたいプログラム

があったので、と沖縄からフォーラムにいらしてました。12月1日のエイズデーには毎年校内

でイベントを開き、とても盛り上がっている様子をすばらしい笑顔でお話し下さいました。「楽

しくなければ続かないのよ。」という言葉が強く印象に残りました。嬉しい出逢いです。フォー

ラム終了の次の日、たまたま、この先生の勤務する高校の近くに住む友人の所に行く機

会があり、アポイントも取らず学校訪問して再会する事が出来ました。すばらしい環境の

中、ステキな先生方の笑顔と熱意の中、啓発活動も長く続いているのだと実感することが出

来ました。 

 神奈川県の先生方にももっともっと関心を持っていただきフォーラム参加が増えるように

するには、という課題を重く感じました。12月1日、沖縄の高校へ見学行けたらと思ってい

ます。  

 

連絡先：チョークディーの会 山田美恵子 

鎌倉市手広4-13-6 TEL：0467-31-0458  

生と性を大切に 



◆横浜ＡＩＤＳ市民活動センター 
1995年以降、エイズについて考え行動する皆さんを応援する横浜市施設で、2010年から

横浜YMCAが運営を受託しています。 

 
内容：・パンフレット等啓発資材の配布 

・活動紹介 

・岩室紳也先生考案のペニス模型チャンピオン君の展

示：実際にコンドームを手にとって練習してくれた高校生

もいました。 

・センターから貸し出している啓発物品の紹介（ペニス模

型、パネルなど） 

・メッセージワーク：ポスターにエイズに対するメッセージ

を、来場者に書いていただきました。 

 

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9F 

TEL：045-650-5421 FAX：045-650-5422  

E-mail：info@yaaic.gr.jp 
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◆公益財団法人横浜ＹＭＣＡ 
世界125の国と地域に広がるＹＭＣＡは、共通のミッションに基づき協力して「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

連携をとり、プロジェクトを進めています。 
 

内容：プロテクト・ア・チャイルドプロジェクトでは、1994年よりバンコクＹＭＣＡと協働し、タイ

北部にある児童保護シェルターＹＭＣＡパヤオセンターを支援しています。２０１２年夏、タ

イでボランティアをしてきたユースが、パヤオクラフト販売や、現地の活動の様子を説明し

て来場者に伝えました。パヤオセンターでは、子どもの人権・人身売買・HIV/AIDSの予防

啓発活動と子どもたちの教育支援に取り組んでいます。 

 

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/ 

「平和」で、 

 

「差別」や「貧困」の 

 

ない世界 
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◆林典子写真展  
「HIV/無音の世界に生きる： 
       ボンヘイのストーリー（カンボジア）」 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
 
内容：DAYS国際フォトジャーナリズム大賞2012を日本人として初めて

受賞した林典子さん写真展「HIV/無音の世界に生きる：ボンヘイのス

トーリー（カンボジア）」が1階展示コーナーで開催されました。 

母子感染でHIVに感染し、生まれつき聾唖（ろうあ）で耳が聞こえず、

話し言葉が話せないボンヘイ君とその家族（母親、祖母）の姿を追った

もので、2010年４月に母親がエイズで亡くなる前の３人の生活と、その

後に残されたボンヘイ君と祖母２人の暮らしぶりを伝えています。 

貧しい暮らしのなか、障害を持ちながら生きているボンヘイ君の厳しい

現状を、写真を通して多くの人に伝えて

ほしい、という祖母のメッセージを受け

取った林さんのご厚意により写真展開催

が実現しました。 

 

連絡先：林典子 

URL：http://norikohayashi.jp/ HIV/無音の世界に 

 

生きる  



■サポートスタッフ（会場ボランティア） 
AIDS文化フォーラム in 横浜の最大の特徴は、市民による、市民のための手作りフォーラ

ムであること。会場設営・受付・アンケート配布などは、小中学生から年輩の方までのサ

ポートスタッフによって支えられています。 

 

サポートスタッフ・オリエンテーション： 

活動内容の説明、HIV/AIDSの基礎知識のミニ講座を実施。最後のグループタイムでは、

初めて会った方々とも交流できる工夫があり、会話がはずみました。 
 

サポートスタッフの感想： 

● 偶然配置されたテーマでも、興味を持って聞くことができました。自分の好きなことだ

けでなく、サポートスタッフというかたちで、様々なお話が聞けたことはとてもすてきな

ことだと思いました。 （10代 女性 看護学生 学校の先生の紹介で初めて参加） 

● 初めての環境、また最年少という中で、他のサポートスタッフの方々には、たくさん迷

惑を掛けてしまったと思うが、たくさん話しかけていただき、また明日も来たいという思

いができた。（10代 女性 中学生 インターネットでボランティアの募集を知り、初めて

の参加） 

● 自分たち自身もグループワークに参加でき、AIDSやHIVについての知識を改めて整

理でき、良い刺激になったので、とても良い経験になりました。（20代 男性 学生 学校

の教員の紹介で初めて参加） 

● 運営チームの皆さんの準備やお気遣いがとても頼もしかったです。すぐに打ち解け

て協力体制を築くことができたので、安心して取り組めました。皆さんに感謝。（30代 

女性 団体職員 ボランティア活動の募集サイトで見つけて、初めての参加） 

 
 

■ネットワーキングＴＥＡパーティー 

フォーラム初日の発表・展示終了後に実施しています。入場者、サポートスタッフ、参加団

体、運営委員がお茶しながら楽しく交流・情報交換を行いました。  
 

 

■ネットワーキング・パーティ 
毎年、期間中の土曜日に実施している人気企画のネットワーキング・パーティ。入場者・サ

ポートスタッフ・参加団体・組織／運営委員が中華料理を食べながら、つながっていく時

間です。初めての方も、毎年参加している方も、交流を楽しみました。 
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安心して 

 

取り組めました 
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来年は 

 

２０回の節目を迎える 

産経新聞 



Page 52 

フォーラム全体集計表 
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◆全体集計推移（2008～2012） 
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60代以上

50代

40代

30代

20代

10代

0%

20%

40%
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2008 2009 2010 2011 2012

その他

NGO/NPO

学生

教育関係

保健医療関係

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012

その他

知り合い

チラシ

DM

ポスター

ホームページ

新聞

2008 2009 2010 2011 2012
新聞 2 8 1 1 1

ホームページ 193 215 193 180 227
ポスター 22 18 5 9 8

DM 71 30 75 34 47
チラシ 156 126 144 88 85

知り合い 299 245 233 193 160
その他 276 276 249 199 195
無記入 0 0 83 35 0
計 1019 918 983 739 723

2．年齢
2008 2009 2010 2011 2012

10代 113 84 106 48 49
20代 254 236 217 222 231
30代 197 154 185 132 142
40代 196 181 159 112 130
50代 139 108 136 79 103

60代以上 47 66 51 47 57
無記入 0 0 16 19 0
計 946 829 870 659 712

3．職業等
2008 2009 2010 2011 2012

保健医療関係 242 236 213 143 124
教育関係 158 142 164 116 168
学生 196 162 175 122 109

NGO/NPO 97 61 69 86 69

その他 190 148 154 129 145
無記入 0 0 122 63 0
計 883 749 897 659 615

1．何で知ったか？
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◆2012年参加者の居住地（都道府県別） 

小計
北海道 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島

1 1
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川

1 14 23 32 24 144 329 567
新潟 富山 石川 福井 山梨

1 1 1 4 7
長野 岐阜 愛知 静岡

8 2 9 2 21
三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山

4 13 12 12 1 4 46
鳥取 島根 岡山 広島 山口

2 4 6
徳島 香川 愛媛 高知

3 3
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

3 1 4
海外 1
合計 656

四国

九州・沖縄

北海道・東北

関東

中部１

中部２

近畿

中国



AIDS文化フォーラム in 横浜 19回の歩み－開催概要と経緯－ 
AIDS文化フォーラム in 横浜は 

     「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19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

が横浜西口OPEN 

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 

12 19 
AIDS??文化??? 

69 53  3,184  
横浜で 専門職の 

増加     ～仲間 新発見！～ 第26回日本エイズ学会 
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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、絆が被災地の支援に、AIDS文化フォーラム in 京都に 

■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、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。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。 

■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。 
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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： 

 ◇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 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 

 ◇公益財団法人横浜YWCA 今地裕美子                    

 ◇ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 湘南・沖縄部 佐藤節子 

 

■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  平井和友  加藤健太 滝田由紀子 田原秀 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：サンスター株式会社 

 ◇寄付：鳥居薬品株式会社 ＭＳＤ株式会社 神奈川県化粧品工業協会 神奈川県製薬協会 

     アボットジャパン株式会社 

 

■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  

 

■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 保坂真央 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 （中学生～社会人） 

秋元柚香  荒井茜 池田光司  荻原愛未 小池菜緒 齋藤志津江 坂本真代 島袋優希 新海萌子 須子玲子  

鈴木春菜  清野麻衣子 高木史奈子  中郡彩佳  永山美郷  野崎亮祐 原麻鈴 半田哲平 彦根紀子 平野美幸  

古川英司 別府幸浩 細井みなみ 牧裕介 町田美里 向井志麻 森千明 山下大輔 米田理人 両川知穂 

                                               他合計 ４８名 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。 

19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  

    インターン 伊藤萌 加藤瑛未里 小林柚葉 須藤久実 田中萌 中妻美里 三宅佑佳 村端友花 
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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 

アーニ出版                                           ・・・Ｐ40 

アジアの女性と子どもネットワーク                      ・・・Ｐ27,41 

石田心＆岩室紳也                         ・・・Ｐ18 

一般社団法人日本心理療法協会             ・・・Ｐ23 

岩室紳也                     ・・・Ｐ7,8,18,35,38 

上田敦久                                                               ・・・Ｐ25 

遠見才希子                            ・・・Ｐ33   

大島華奈                                                               ・・・Ｐ31 

カトリック中央協議会HIV/AIDSデスク                     ・・・Ｐ40,45  

神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課 ・・Ｐ17,20,46 

神奈川県ユニセフ協会                     ・・・Ｐ45 

神奈川県立舞岡高等学校茶道部               ・・・Ｐ44 

上村茂仁                              ・・・Ｐ32 

川田龍平                               ・・・Ｐ24 

北沢杏子                            ・・・Ｐ11,40 

北山翔子                             ・・・Ｐ7,16 

希望の家を支える会                        ・・・Ｐ44 

劇団・プレイバッカーズ                       ・・・Ｐ27 

公益財団法人エイズ予防財団                                   ・・・Ｐ43 

公益財団法人横浜ＹＭＣＡ                 ・・・Ｐ33,47 

佐藤知恵                              ・・・Ｐ28 

椎名雄一（精華学園高等学校 町田学習センター）  ・・・Ｐ14,23 

性を語る会                           ・・・Ｐ11,40 

チョークディーの会                        ・・・Ｐ46 

特定非営利活動法人エンパワメントかながわ     ・・・Ｐ29,43 

特定非営利活動法人AIDSネットワーク横浜      ・・・P25,34 

特定非営利活動法人AIDS＆Society研究会議              ・・・P31 

特定非営利活動法人HIVと人権・情報センター        ・・・Ｐ42 

特定非営利活動法人SHIP                      ・・・Ｐ37   

根岸昌功                              ・・・Ｐ22 

林典子                               ・・・P49 

パトリック＆紳也                          ・・・Ｐ12 

古川潤哉                             ・・・Ｐ8,21 

平成24年度厚生労働科学研究費補助金 エイズ対策研究事業                                                                         

                                    ・・・Ｐ28 

星野貴泰                              ・・・Ｐ20    

松本俊彦                              ・・・Ｐ30 

水谷修                               ・・・Ｐ36 

薬害エイズを考える山の手の会                ・・・Ｐ26 

山田雅子                              ・・・Ｐ19                                                                                                                                                                                                                                    

横浜AIDS市民活動センター              ・・・Ｐ29,40,47 
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JOINT&HEART                             ・・・Ｐ13 

LAP                                                    ・・・Ｐ17 
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YMCA ACT                            ・・・Ｐ37 




