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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20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＞  
       

「道をつくる」 

はじめ のっぱら くさっぱら ひとり あるいて ふたり あるいて 

できたみち ちいさな いしころみち はじめ のっぱら くさっぱら 

                      （詩 山根 寛） 

第20回記念 AIDS文化フォーラム in 横浜を開催できましたことを心から感謝申し上げま

す。 

1994年に横浜市で「第10回エイズ国際会議」が開催されました。参加費は高く、専門家が

中心で市民が参加しにくい国際会議に対して、広く一般市民が、参加しやすい、市民レベ

ルでAIDSを理解し、広く啓発しあうフォーラムの必要性が叫ばれました。当時は、新しい病

気についての情報がなく、根拠のない恐れや偏見、差別もみられた時代でした。より多くの人々に理解してもらうため

に、AIDSを通して、いのちを語る「文化的」なアプローチと「文化」を創るフォーラムを目指してきたこと。当初より行政の

予算に頼らず、持ち寄り講座の手弁当方式で謝礼などの経費をかけない低予算で進めてきたこと。そして、エイズを学

ぶのではなく、エイズを通して、生や性、いのちを学ぶフォーラムとして、開催時のコンセプトを、ぶれないで今ままで、

しっかりと引き継いできたことが、20年間続いてきた背景ではないかと思います。 

実行委員をはじめ、ボランティア、参加者が共に、AIDSを社会に啓発する道を創ってきたのだと思います。道は、ひ

とりあるいて、ふたりあるいて できる道ですが、歩かなければ、草ぼうぼうのくさっぱらになります。誰かが道を創っても

歩き続けなければ道がなくなります。道を歩き続けて20年、横浜に全国各地から、みなさんが来られ、見えないです

が、確かな道を踏み固めてきました。その道を創る広場のような文化フォーラムが、京都へ、そして陸前高田へと広が

り、道がネットのようにひろがってまいりました。 

京都でフォーラムが開催されるようになって、こういう語り合える広場が出きて嬉しく思っています。同時に、「このよう

な場は、もっと必要だ」という声をいただき、まだまだ地方では、AIDSの理解や、生と性、いのちをオープンに考える場

が少ない悩みの中にあることを知らされました。このフォーラムは市民による市民活動でもあります。私たち市民活動を

する者は、例えば行政や医療関係者など専門家が、体で言えば、動脈のような働きをすると考えると、様々な市民運

動は、体の指先や末端まで血を通わせる毛細血管のような働きだと思います。孤立している人をつなぎ血の通う関係

を作るのが私たちの役割でありフォーラムもその一つだと思います。私たちが願うのは、血の通った毛細血管の様な道

です。孤立する方々、悩みの中にいる方々、当事者、医療、教育、福祉、そして社会とこれからもつなぎ、つながる、つ

なげる働きをつづけていきたいと思います。 

21回（20＋1）に向けて、ひとり歩いて、二人歩いて、道を踏み固めていければと願っています。あらためて来年は１

からのスタートです。日にちも8月、1，2，3です。1歩、2歩、3歩と歩いていきましょう。ひとり、ふたり、さんにんと共に道

を歩いていきましょう、はじめのっぱら、くさっぱら、です。 

                                        組織委員長 田口努  

開会式 

２０１３（第２０回）ＡＩＤＳ文化フォーラム ｉｎ 横浜 Page 6 

ボランティア宣言！ 

組織委員会と神奈川県 



内容：1994年に開催された国際エイズ会議の市民版として立ち上げられた第１回AIDS文化フォーラム in 横浜。当時

を知る4名に登壇いただき、当時の状況を振り返りつつ、それから20年歩み続けてきたAIDS文化フォーラム in 横浜の

役割を考えました。 

 

【AIDS文化フォーラム in 横浜の立ち上げまでの経緯】 

AIDS文化フォーラム in 横浜の発案者である南さんは1994年にアジア初開催・第10回国際エイズ会議が横浜市で開

催されることとなり、その前年のベルリンでの会議に参加されました。そこで政府や専門家、研究者のための国際エイ

ズ会議と同時並行で市民による市民のための会議が開催されていることに触発され帰国。共に動いてくれる協力者探

しに奔走するなか、横浜ＹＭＣＡにつながり、初代AIDS文化フォーラム in 横浜の事務局長となる長澤さんに出会いま

した。また、神奈川県も積極的に関心を示し、会場の確保を含め、共催関係が確立されました。 

 

【文化の意味】 

「誰もが人として日常生活ではいろいろな領域に関わって生きている」ことを文化としてとらえ、AIDSに関わる当事者が

生み出す文化を社会に発信するという場所として「AIDS文化フォーラム」という名前がつけられました。そして、補助金

などに頼らずに自らが生み出し続けるボランタリーな活動、誰もが簡単にやりたいことができる開かれた場所というコン

セプトも生まれました。これこそが20年間継続されてきたポイントでした。 

 

【これまでの20年、これからの20年】 

20年までの道のりは簡単なものではありませんでしたが、その間多くのボランティア、特に若者の力に支えられてきまし

た。また、京都でもAIDS文化フォーラムが始まり、陸前高田へと広まりつつあります。京都・陸前高田とのつながり、お

互い刺激を受けあって盛り上げていこうとの声が共有されました。 

 

来場者の感想： 

● 市民活動の原点を学ばせてもらい、感謝。運動を続けて行く事の大変さと、新しいアイディアを皆で出し合う事の

大切さを学んだ。特に活動資金は、心配するものではなく、生み出すものだとの考え方には共感させられた。（神

奈川県 60代 その他） 

● 岡島さん引退しないで！！20年の歴史、流れが良く分かりました。（神奈川県 60代 

その他） 

● 「文化フォーラムが20年間継続された」ということを改めて、すごいことだと思いました。

毎年この時期に開催されているのが当たり前のように感じていましたが活動を支える

人達の努力と熱意に感服しました。次世代の方々がさらに継続してくれることを願いま

す。（神奈川県 60代 教育関係） 

● 自分の中でのフォーラムとの関わりや歩みをふりかえる機会になった。最初はミー

ハー的な感覚で来ていましたが本当にいろいろな出会い、学びがあり、毎年必ずくる

ようになりました。PWA(H)もそうでない人も同じ空間で学んだり音楽をきいたり感動し

たりそれが文化だと思いました。昔はポルノの方が来たり風俗で働いている人たちが

自分の身を守るためのワークショップﾟをしてくれたり本当にここでしか会えない体験で

きることがたくさんあって目からウロコのおちる思いでした。（山梨県 40代 教育関係） 

これまでの２０年、これからの２０年 

ＨＩＶ／ＡＩＤＳこれまでの20年、これからの20年  
何が変わり、何が変わっていないのか 
AIDS文化フォーラム in 横浜の役割を考える 
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初回を知る人たち（当時の所属） 
発案者：南定四郎（エイズアクション）、初代事務局長：長澤勲（横浜ＹＭＣＡ） 
運営委員：岩室紳也（神奈川県秦野保健所）、県担当者：岡島龍彦（神奈川県衛生部） 

オープニング 
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● 性教育バッシングの嵐が吹いたときも、エイズ予防だけは行政として認められていました。フォーラムに参加すると

様々なブースに様々な団体が参加しており、すごいなー、行政はどんな関わりをしているのかなーと思っていまし

た。キルトも行ったなー。エイズのこと、エイズになった人たちのことをもっと知りたいと思ったなー。4人の方の話を

きいて理解ができました。行政は場所だけ（黒子）、民間団体の手弁当で続けてこられたとのこと。行政主義になる

と民間団体はお客さんになってしまう。民間団体の活動が主導のほうが手広かな。長く続いていくものだと思いま

した。YＭCAの存在はすばらしい役割を果たしてくれていることが良よくわかった。（神奈川県 60代 保健・医療・

福祉関係） 

● 小さいことが続けていくと大きくなっていくことが大切だということ、広く受け入れていくことが大切なことが分かりま

した。次の20年も頑張って下さい。（神奈川県 40代 保健・医療・福祉関係） 

● とても長い、でもあっという間の20年で、その間に様々な出会い、学び、そして別れもありました。疲れている時で

も、このフォーラムに参加して、皆様のことを見ていると元気になります。気持ちもやさしく、前向きになれます。い

つまでも続いて、若い方々の参加も増えますように。（神奈川県 50代 その他） 

横浜YMCA 

「横浜青年」2013年8月号 
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◆HIV/AIDS すきまミニ講座①～⑤  

      by  山田雅子 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
 

内容：今年も５つの異なった視点でHIV/AIDSについてお

話ししました。HIV/AIDSと近年それを取り巻く問題や課

題についての説明に始まり、性感染症や妊娠を、遠くの

出来事から身近なこととして受け止めるには？性感染や

妊娠を回避する手段のひとつとしてのコンドームという選

択肢…その使い方がわかっていても、パートナーとのコミュニケー

ションがうまくとれない…そんな様々な課題について、５回それぞれ

看護学生との関わりの中での気づきや思いを交えながら、皆さんと一

緒に考えました。 
 
来場者感想： 

【HIV/AIDSって何？】 

● 初めて参加したのでとてもよい入り口となりました。（東京都  30

代） 

● 薬の副作用のお話など、まだまだ知らないことが多く、とても勉

強になりました。（東京都 30代） 

【性感染症と妊娠と私】 

● 自分のことに置き換えることで、夢を守れたり、将来を守れたり、相手・自分の体や心

を守れたり…絶対に必要なことだと思いました。（神奈川県 10代） 

● 彼氏とのコミュニケーション、しっかりとって、来年は２人で来れたらいいな！（神奈川

県 10代） 

【心が通う・・・って？】 

● 互いのために「コンドームつけて」と言える子どもを育ててきたかなぁ…と振り返りなが

らきいていました。（滋賀県 50代） 

● 教育が大切なんだなぁと改めて思いました。（東京都 30代） 

【コンドーム 知れば知るほど】 

● 自分を守るための大事な道具ということを知りました。（神奈川県 10代） 

● こうやって私たちに伝えて下さる方がいないと私たちは安全な使い方や保管方法を

知らないで育つのかと思ったので、話を聴ける機会があって、とてもプラスになりまし

た。彼との間でこんな話を聞いたんだと話せたら、楽しい時間が過ごせるな…と楽し

みになりました。（神奈川県 10代） 

● コンドームが恥ずかしいものではなく、もっと近くに感じられた。（神奈川県 20代） 

● もっとコンドームのことを知りたくなりました。（兵庫県 40代） 

【看護師だから言えること】 

● 私の立場・役割の中で大切な人

に大切なことを伝えていきたいと思い

ます。（神奈川県 40代） 

● 熱い想いがずっしりと伝わってく

る時間でした。（京都府 50代） 

 

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 

来年は２人で 

来れたらいいな！ 

発表プログラム 
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◆宗教とエイズ Part8 ～性・エイズと宗教～ 
古川潤哉（浄土真宗本願寺派浄誓寺僧侶） 
平良愛香（日本基督教団牧師） 
岩室紳也（厚木市立病院医師） 
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〕 

AIDS文化フォーラム in 横浜が20周年を迎えた今回、お陰様で宗教とエイズは8回目を迎

えることができた。ホールが満席になるようなテーマでは無いものの、毎年、来場者アン

ケートの「来年も開催を」との声に支えられながら「定番プログラム」として認知していただ

いていることは、本当に有り難いことだ。希に、HIV・AIDSと関係の無いセッションと評す声

が聞こえるが、本フォーラムが、HIV/AIDSを病気としてのみならず、関係する周囲も含め

て、「生活、生き様、関わり＝文化」として捉えているからこそのセッションであり、タイトルだ

け見て無関係と決めつけず、是非ご来場、ご参加いただきたく思う。 

パネルディスカッション／フリートーク形式で進む今回のメンバーは、初めてご一緒頂い

た、平良愛香牧師と、毎回コーディネートしてくださるコンドームの達人岩室紳也先生、

私、古川潤哉の3名。 

平良牧師は、自らがゲイ（男性同性愛者）であることを含めた自己紹介からトークを展開。

それぞれ、HIV/AIDSを身近に感じた縁、関わりをもつようになったきっかけを語り、他人

事ではなく自分の事、身近な問題として意識し続けること、できる人が語り続ける、発信し

つづけることなど思いを語る。また、「苦しみ」「救い」「生かされる」とは、など、キリスト教と

仏教の視点の違いや、あらゆる人を肯定する、生きている私のための教えであるという同

一性などについて、和やかに進行。教会・お寺のコミュニティーが抱える問題についても。 

生きていく 

ヒントを得た 
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● 宗教の話は聞く機会が無く興味深かった。（複数） 

● 来年も続けて。（複数） 

● 色々勉強になった。（複数） 

● いくつかテーマを決めると散漫さが減る。（40代） 

● 私自身が救われた感じがした。（40代） 

● 自分が肯定されること、語り続けることの大切さ。

（50代） 

● 「忘れていく」に対して「なじむ」が心に落ちた。（60

代） 

● もっと突っ込んで話していい。（40代） 

● AIDSだけでなく、いろんな意味で心に響いた。（40

代） 

● 本質は同じで、表現がちがう？（30代） 

● キリスト教と仏教は本質的には同じだと思った。

（20代） 

● 死ぬために生きるのはやめて、次の時代につなげ

ることが大切だと思った。（20代） 

● 「生かされる」の意味の違いなど興味深い。（50代） 

● 楽しく為になった（50代） 

● 信仰する人が何を求めているのかが分かったよう

な気がする。（40代） 

● エイズや性と隔たりがあると思っていた宗教だが、

生きること、エイズのことをこういう視点から考える

機会もいい。（50代） 

● エイズを自分のこととして考えていなかったことに

気付いた。（30代） 

● 職場の研修で参加したが想像以上に楽しい話が

聞けた。生きていくヒントを得た。（30代） 

● 宗教の「～してはならない」が気になっていたが、

その本質が聞けてよかった。（30代） 

● 聖書の良いとこつまみ食いの表現に救われた。ゲ

イの牧師は必要。（30代） 

● 幅広い話が聞けて、スバラシイフォーラム！（70

代） 

● 平良牧師のキリスト教の考え方、私にとって本当に

よかった！（60代） 

● 肩の力を抜いて深い話が聞けた。しかし、まだ柔ら

かい発想の宗教者は少ないと思う。（40代） 

● 先生方にいつもあえる信者さんは幸せだ。（40代） 

2013年9月7日 
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◆紅音ほたるとコンドームの達人のトーク 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
出演：紅音ほたる（つけなあかんプロジェクト）、 
   岩室紳也（コンドームの達人） 
 

内容：かつてAVに出演し、いまは「コンドーム、つけなアカン！」

と呼びかけている紅音ほたるさんと、「立ったら着けようコンドー

ム」を伝え続けているコンドームの達人との2時間トーク。 

紅音ほたるさんの活動 

○渋谷のモヤイ像前、大学やクラブなどでコンドーム配布  

 →積極的にもらいにくる男性も増えてきている。 

 ⇒最近は色々なところに置かれ買いやすくなった。 

〇正しい情報を伝える 

 →AV女優時代に間違った情報が蔓延していることを知り、正しい情報を伝えるボラン

ティア活動に。 

 →日本には性教育がないので、性行為のモデルがAVとなっている。 

コンドームの達人が紅音ほたるさんに「正しいコンドームの装着法」を伝授。 

会場とのやりとり： 

・無修正映像のAVでコンドームは実際につけているか 

  ―女優ごとにNG事項がある。コンドームなしでの撮影はほぼない 

・コンドームなしの撮影では報酬が上がるという噂は本当か  ―嘘！ 

・男優が女優に対してした配慮は  ―清潔が大事。綺麗であることをアピール 

・コンドームを配布する上で気をつけるポイント 

  ―ちゃんと相手に手渡しすること。渡す相手にも気をつける 

 

来場者感想： 

● 紅音ほたるさんのＡＶ業界の貴重なお話、イメージなどを聞くことができてよかった

と思います。（神奈川県 10代 学生） 

● AV業界も当然プロフェッショナルの世界であり衛生安全についても一般社会と比

にならないくらい配慮されてることが分かった！（佐賀県 30代 その他） 

● AVの内容が嘘だということを知らずに信じている人が多いということは、自分も実

感として感じていたので。AV裏話が聞けて良かったと思います。やはり、女性側も

言っていかなければ現状は変わっていかないのだということを強く感じました。（埼

玉県 30代 保健・医療・福祉関係） 

● AIDSを予防するために人としての人権を尊重していかなくてはならないと改めて

感じました。（神奈川県 50代 保健・医療・福祉関係） 

● コンドームの正しいつけ方を知ることができてよかったです。（山梨県 20代 保

健・医療・福祉関係） 

● 紅音ほたるさんは、昔からファンだったが、今日もお洒落でとても綺麗な方でした。

「つけなアカン」プロジェクトで頑張っているのが素晴らしいです。女性が自分の身

を守る為にコンドームを配布するということ以前に、男性側がもっとエイズの知識を

持って必ず性行為をする際はコンドームをつけるということがもっともっと常識にな

る世の中になってほしいと思う。ほたるさんの「AVは教育にならん」という言葉が印

象的だった。（神奈川県 50代 その他） 

 

連絡先：紅音ほたる 「つけなアカン!!プロジェクト」 

URL: http://ameblo.jp/tsukena-akan/ 

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/ 

間違った情報が 

蔓延している 



これまでの２０年、これからの２０年 Page 13 

◆保健室と保健所の連携について 
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：阿部真理子（元県内高等学校養護教諭） 
 
内容：子どもたちの健康を守り育てる学校の保健室と地域の衛生行政を担う保健所の実

効性ある連携について考え、話し合いました。実際に長らく養護教諭を勤めてこられた阿

部先生を講師にお迎えし、エイズや性感染症に対する教育や生徒の意識の変化、生徒

への予防啓発、健康促進についてお話をいただきました。プログラムの後半では、養護

教諭や保健師、医療従事者等、参加者同士でグループワークを行ってもらい、自身の経

験や知識を交えて保健所が学校に求めるもの、学校が保健所に求めるものについて発

表を行ってもらいました。 
 
来場者感想： 

● 保健所の方々及び他県の養護教諭の方々と交流ができて良かった。 

● 阿部先生に会えてうれしかったです。パワーをいただきました。ありがとうございまし

た。 

● 今回、校種も様々、保健師等と話をする機会が持て、とても有意義な時間となっ

た。また、それぞれの立場の話をきくことができ、今後どのように連携したらよいのか

参考にもなった。これから、互いに連携をとり、協力して取り組んでいきたい。 

● 保健所にどのような事で相談をしていいのか分かりませんでしたが、今日、直接保

健所の方とお話したり、他の方の話を聞いて、まず連絡してみることが大切だと改め

て分かりました。 

 

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 

◆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：今回は、理論編・学習編・ロールプレイ編・実習編の構成で講座をしました。 

 理論編―『UNAIDS 2013』を資料とした世界のエイズ事情、エイズ予防財団主催「エイズ

基礎講座」で学んだ日本のエイズの現状について話しました。 

 学習編―小学校5年生に私が行った『よくわかる免疫とエイズ』の授業のDVDを上映。手

作り教材や紙芝居を使って保健の教科書で禁句とされている性交によるHIV感染の

指導法を実演しました。 

 ロールプレイ編―参加者が高校生の男女に扮してコンドームを着けるためのコミュニ

ケーション方法を即席で披露。 

 実習編―9班に分かれてペニス模型とコンドームを配り『正しいコンドームのつけ方10ヵ

条』の実習をしました。 

 

来場者感想： 

お父さんと中1の息子が真剣に実習している様子は、頼もしい限り。男の子は「すごく難し

かったけど、将来必要だと思うので、こういうことを経験できてよかった」。二人の女子高生

は「自分の体は自分で守る！ためにいいことが学べた」「学校では教えてもらえないことが

沢山あって驚いた」「友だちに教えてあげて、エイズ感染予防の知識を広めたい」と、それ

ぞれ感想を述べました。今年で20回目、来年も役に立つ講座を開きたい。 

 

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 

連携をとり、 

協力して 

取り組んでいきたい 



◆人の心を動かす攻めのカウンセリング実践例 
主催：精華学園高等学校町田学習センター 
        センター長/心理カウンセラー 椎名雄一 
 
内容：一昔前の日本では頑張った人が成功し、普通にやっていれば普通の暮らしがで

きました。そして、一つの技術を身につければそれで一生生きていく事ができました。し

かし、今はそういう時代ではありません。学校で学んでこなかった技術がどんどん出てき

て、未知の技術、未知のサービス、未知の企業に対応して生きていかなくてはなりませ

ん。そんな社会において、「ただ聞くだけ」のカウンセリングは古いと言わざるをえませ

ん。具体的な事例を交えながら、より積極的に人と関わり、生活を変えるサポートをする

にはどうしたら良いか「演劇」「セールス」などさまざまな視点から学びました。  

 

来場者感想： 

● 通常の枠組みにとらわれないたくさんの事例が聞けておもしろかったです。（神

奈川県 10代 学生） 

● 傾聴で終わるカウンセリングは古いと感じた。今の時代に合った攻めのカウンセ

リングがマイノリティ側の人にとって大事であること、さらには社会の調和に大事

であることを学んだ。（東京都 30代 教育関係） 

● 今回、話されたことを自分に置き換えて実践してみたいと思いました。今後、役

立つことを聞かせていただき感謝しております。（東京都 30代 その他） 

 

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 
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◆親子で考える教育プログラム その２ 
   ̶子どもをのびのび伸ばすー 
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 

[教育プログラム]：３つのタイムを実施する。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] 子どもを伸ばすにはどうしたら良いかを皆さんで考える。 

自己紹介タイム（2人1組） 「自分のどこが好きですか？」良い所と悪い所を挙げる。 

ほめほめタイム ほめて伸ばす、って具体的にはどうすれば？ 

とげとげタイム マイナスな言葉を使うと、相手はどんな気持ちになる？ 

[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。 

 

来場者感想： 

● 腹話術で場面を再現してくれて分りやすかった。 

● 楽しかった。子育てをしてきた母親として共感出きる事が多く、子育てについてあ

らためて考えられた。自分の人生を見つめなおす事ができ、参考になった。 

● 参加型が良い。 

 

連絡先：畠山雅行 

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

今の時代に 

合った攻めの 

カウンセリング 
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◆多様化する性と青少年との関わりについて 
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：特定非営利活動法人SHIP 他 
 

内容：性は主に、生物学的性、性自認、性指向の三つが複雑に重なり合って形成されま

す。昨今では様々な性が認識されるようになり、同時に青少年の多様化する性を目の当

たりにする機会が増えてきております。本プログラムでは、実際に学校内で起きた生徒の

セクシュアリティに関わる相談事例等を用いて、多様化する性を持つ青少年に対してどう

接するべきか、また学校はどのようなことができるのかについて活発な意見交換が行われ

ました。 
 

来場者感想： 

● 大変勉強になりました。高校生の男子が「子孫を残せず

親に申し訳ない」と悩んでいることがとても印象に残って

います。 

● 青少年の予防啓発の必要性、現状が理解できた。教育

では、今だに「寝た子を起こすな」的な考えがあり、健康

教育でも使用する用語等へも制限があったり･･･。何とか

ならないものか。 

● 性同一性障害、同性愛etc.今の子どもたちが抱えている様々な性の問題について

大変驚かされました。 

● 学校での相談事例などは、今まで聞いたことがあまりなかったのでとても参考にな

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 

◆知的障がいを持つ子どもと性教育 
専門学校生によるHIV/AIDSワークショップ 

主催：ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 
YMCA健康福祉専門学校 こども総合科 福祉スポーツコース 

保育・福祉等の資格取得を目指す専門学校です。障がい児者に対する運動支援をカリ

キュラムに据え、当事者と向き合いながら学習しています。 

 

内容：障がい児は、それが被害であるとの認識が難しいがゆえに、性被害を受けやすい

こと、また、供述の信ぴょう性が疑われることも多く、真相を証明しにくいこと、被害を受け

ることによって、受ける心の傷がその後の成長に大きく影響することが問題視されていま

す(性教協HPより,2013)。性被害、性感染症予防の観点からも、障がい児向けの性教育

が望まれていますが、学校では先生の羞恥心や嫌悪感から、効果的な性教育の実践に

は至っていませんでした。また、母親に向けたアンケートでは、子どもの性に関する不安

や悩みを抱えていること、成長に応じて、禁止を教え込むだけでなく、愛や恥といった感

情を育んでほしいと思っていることが明らかになりました。これらを踏まえて私たちの提

案した障がい児向け性教育プログラムでは、人との関係性を可視化して理解する試み、

特に、異性を好きになることと、好きになるとしたくなることを具体的に提示する内容の

SSTを企画し紹介しました。会場の皆様方からは、様々な立場からご意見をいただき、障

がい者の「人権」としての「性」についてより深く考えさせられました。このワークショップで

学んだ内容をこれからは一指導者としてチャレンジしていきたいと思っています。 

 

連絡先：YMCA健康福祉専門学校 〒243-0018 厚木市中町4-16-19 

TEL:046-223-1441 FAX:046-223-2101 URL:http://yokohamaymca.ac.jp  

好きになることと 

好きになると 

したくなること 
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◆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： 

● 水谷先生と目があったら笑顔で・・・。わたしにもできることがある、勇気をもらいまし

た。（神奈川県 60代 保健・医療・福祉関係） 

● これからを生きる私たちへのメッセージ。心に響きました。自分に出来ることを少しず

つ・・・。（神奈川県 20代 教育関係） 

● 教育への情熱を失わずに日々の保健室運営を行います。（福島県 30代 教育関係） 

● 何度聞いても感動することばかりで、今自分は子どもたちに何をしてあげられている

のだろう、何をしなくてはいけないのかを考えさせられます。今の自分があるのは親、

周りの人達のおかげ。恵まれた環境だと思います。感謝しよう。（神奈川県 20代 教育

関係） 

● 様々なエピソードを交え、具体的に今何がおきているか理解できました。（東京都 40

代 公務員） 

● 3．11以降、お話しの内容が変わって新鮮でした。（東京都 30代 無職） 

● 大切な人には言葉ではなく行動で表現しようと思いました。（東京都 20代 教育関係） 

● いのちのお話しがとてもよかったです。つらくても生き抜こうと思いました。（神奈川県 

30代 教育関係） 

● 歯切れよくテンポの早い語り口から内からあふれ出るエネルギーを感じました。22年

間の闘いやエピソードが感動的でした。（50代 NGO/NPO） 

● 本などでうかがえるイメージとぴったりで来場できてよかったです。（千葉県 40代 教

育関係） 

● 熱い思いに涙が止まりませんでした。（東京都 40代 カウンセラー） 

● 普段気づかないことがたくさんあることを、大事にしなくてはいけない日常を知りまし

た。これからは大事に生活を送りたいと思います。（東京都 40代 教育関係） 

● 初めて講演をききました。圧倒されて２時間があっという間に過ぎました。（群馬県 30

代 保健・医療・福祉関係） 

● 考えさせられる内容で、今後のことを見つめなおす非常にいい機会になりました。（兵

庫県 40代 保健・医療・福祉関係） 

● 中学生の時にTVで見て以来、会いたいと思い、高校の時は本で励まされました。こ

れからも先生を見習って子どもに優しい大人になりたいです。（東京都 20代） 

● ほめる・認める！これは子どもに対してだけ

ではなく大人にも！（神奈川県 40代 主婦） 

● 子どもたちの心の不安定さは大人が作って

しまっていることをとても強く感じました。言葉だ

けでなく行動で語っていきたいと思います。（神

奈川県 20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/ 

これからは大事に 

生活を送りたい 
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◆HIVと共に生きる難しさ 
    ～Positive パトちゃんを偲んで～ 
主催：石田心＆岩室紳也＆皆様 
 
内容：1994年の第1回AIDS文化フォーラム in 横浜から毎年参加してくれていたパトが急

逝。パトを偲んで主治医であり、友人でもあった岩室紳也をフロアとのキャッチボールで

進行。石田心さんは家庭の事情で急遽欠席。 

第1回のAIDS文化フォーラム in 横浜で正しいコンドームの装着法を伝授するパト 
 
パトからの学び： 

 反省はするけど後悔はしない  「〇〇でいい」じゃなく「〇〇がいい」 
 
来場者感想： 

● パトちゃんのトークは聞く人が楽しく元気になれました。そして、パトちゃん自身も「こ

こにきて話すことが自分の楽しみ」と言っていました。会場にいる人すべてが楽しい

時間を共有できる貴重なプログラムでした。（東京都 40代 保健･医療･福祉関係） 

● 人に影響を与えることが出来る人だったと感じました。ご本人にとってはどうだった

のかわかりませんが、HIVに感染した彼が発信するメッセージに多くの人が救われ

たり、勉強になっていることは事実です。何か役割があってHIV感染したと思わざる

をえません。（埼玉県 30代 保健･医療・福祉関係） 

● AIDS文化フォーラム 20年

とパトリックの姿が時の流れ

を感じさせられました。

「HIVキャリア」という呼称か

ら「HIVポジティヴ」というと

らえ方。「サバイバーである

ことの大変さ」・・・“彼を偲

ぶ”人々がこのように集え

たこともまたこのフォーラム

の歴史ですね。HIV/AIDS

の啓発に彼が果たした役

割は多大なものがあるで

しょう。冥福を祈ります。（神

奈川県 50代 教育関係） 

 

連絡先：紳也’s HP: 

http://iwamuro.jp/から石田心

さんの講演依頼ができます 

2012年最後のトーク 

1996年の川田さんとパト 

2013年の川田龍平さん 

週刊SPA！1994年9月7日号 

彼が発信する 

メッセージに 

多くの人が 

救われた 
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◆いのちが最優先される社会の実現のために 
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：川田さんは小学生の時、血友病の治療の為に使用した非加熱血液製剤によっ

てHIVに感染、薬害エイズ訴訟では当時未成年でありながら実名を公表して原告団の一

員として裁判に臨みました。現在は国会議員として政策をつくる立場で活動しています。

今回の発表では、薬害エイズ感染から現在までの活動や思いを語りました。 

 

来場者感想：  

● 当事者の話を聞くことはとても価値があり、薬害エイズを風化させてはいけないという

ことを再認識しました。最近では薬に対する“社会の甘さ”を感じることが多々ありま

す。「AIDS」というキーワードはさまざまな学習に繋がりますが、「薬害」「社会」「政治」

という言葉も忘れてはいけないテーマだと思いました。（神奈川県 50代 教育関係） 

● 過去を見て、それをもう二度と繰り返さないこと、対等に生きる「文化」を大切にするこ

とがとても重要だと思った。（東京都 10代 学生） 

● 薬害エイズの問題は、他の公害などの問題と同じ構造でおきていることが分かりまし

た。利益が優先されて被害者を守らないのはおかしいと思います。（群馬県 30代 

保健・医療・福祉関係） 

● いのちを最優先しない方策というイメージは小説「永遠の0（ゼロ）」の日本軍のイメー

ジと重なり合いました。（大阪府 20代） 

● 薬害エイズ訴訟から今日までの歴史は知っていても改めてご本人から聞くと感慨深

いものがあります。エイズだけではなく放射能被害も含め、今も昔も国の構造が変わ

らないことに落胆しましたが「世論を動かして国を変える」ことを少しでも心がけて行動

したいです。（40代 NGO／NPO） 

● はじめて知ったことが9割でした。（神奈川県 10代 学生） 

● 政治家の方から薬害エイズと原発問題の構造が同じであるとのお話を伺えて大変わ

かりやすかったです。（20代 学生） 

● 娘の周りの中学生が子宮頸がんのワクチンを受けているのを良く聞きますが、ワクチ

ンの副作用の話をする人などいないので、日本で薬害が多いことなど、なかなか人に

話せません。でも少しずつそのような話をできるよう勉強していきます。（神奈川県 

40代） 

● 薬害エイズの基本をすっかり忘れていました。日々さまざまな健康被害について驚か

されますが、きちんとした知識をもって冷静に考えていきたいと思います。また自分の

力でできることをしっかりやっていこうと思います。福島県においても地域によって放

射性物質に対する関心の温度差があります。また、国の助成によっても差があっ

て・・・。何よりお金では心のケアはできないものです。（福島県 30代 教育関

係） 

● 薬害エイズの発生からの流れがよく分かりました。他のことについてもそうで

すが、マスコミでは一部しかとりあげていないため、本当の問題がどこにあるのか

分からないことが多いです。（神奈川県 50代） 

 

連絡先：川田龍平 URL: http://ryuheikawada.jp/ 

薬害エイズを風化

させてはいけない 
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http://www.hamakei.com/ 

 
「AIDS文化フォーラム in 横浜」が20周年 
      ー理解深める70の企画 
2013年08月03日  

 

 AIDS（後天性免疫不全症候群）につ
いて、幅広い視点で学び、交流する

「AIDS文化フォーラム in 横浜」（同組
織委員会主催）が「これまでの20年 こ
れからの20年」をテーマに8月2日、かな
がわ県民センター（横浜市神奈川区鶴屋

町2）で始まった。 
 20回目となる今年は、これまでの活動
の原点を振り返る企画に加え、京都や岩

手県陸前高田市で開催するAIDSフォー
ラム運営者による発表も行われ、エイズ

についての理解を深めながら、新たな

ネットワークの広がりを確認できる3日
間となっている。 

 同フォーラムは、1994年に横浜市で
「第10回エイズ国際会議」が開催されたことを機に同年、横浜YMCAや保健・医
療関係者、神奈川県国際交流協会など、さまざまな個人・団体でつくる「組織委

員会」が、神奈川県などとの共催でスタートした。 

 20周年記念となる今回は、約70の講座や発表が行われ、60人のボランティアス
タッフが運営を切り盛りする。講座のほとんどが組織委員会の公募にこたえて寄

せられた企画で、海外でのエイズボランティア報告や即興劇など多彩な内容と

なっている。特に、若者を対象とする感染予防啓発プログラムや発表・ワーク

ショップが充実している。 

 オープニングとして行われたパネルディスカッション「AIDS文化フォーラム in 
横浜の役割を考える」では、初回のフォーラムに関わった南定四郎さん（エイズ

アクション＝肩書きは当時）、初代事務局長・長澤勲さん（横浜YMCA＝同）、
運営委員・岩室紳也さん（医師、神奈川県秦野保健所＝同）、岡島龍彦さん（神

奈川県衛生部＝同）の4人が集まった。 
 病気についての情報がなく、根拠のない恐れもみられた時代にフォーラムを立

ち上げた経緯や、「文化」という言葉がイベントタイトルに入った意味、行政か

らの支援をほとんど受けずに20年間活動が続いた理由などについて、トークを展
開した。 

 神奈川県によると、県内のHIV感染者は約930人、エイズ患者は約470人で合計
約1,400人（2011年12月）。20代～30代が半数以上を占める。 
 現在も運営委員続ける地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター・

センター長の岩室さんは「エイズを学ぶのではなく、エイズを通して、生や性を

学ぶフォーラムだったからこそ、続いてきた。今年も、多様な視点から参加でき

る講座やワークショップがそろっている。若い人たちにぜひ、足を運んでほし

い」と呼びかけている。 

 

 参加費は無料。開催は4日まで。 

ネイルにレッドリボンを描いて、身近な人

にエイズについて伝えていく草の根型啓発

キャンペーン「ネイルにレッドリボンを」 

エイズを通して 

生や性を学ぶ 



◆今、伝えたいこと。大学生による性のお話 

主催：大島華奈 
大学２年生。19歳からピアをはじめ、中高で１万人以上に単独講演（58回）。 

 

内容：発表内容はピアを初めた理由、講演歴、高校生向け内容の模擬講演、中高生の感

想文ご紹介とそれを基に考えた十代の人が聞きたい性教育の内容について、これからの

活動です。いただいたご感想です：「ピアを学生にどう広めるか仕事で困っています。なぜ

ピアを行う必要があるか自分の中で明確になりました」「大学生でなく、中高生にやる意味

がとても大きいと思いました。ぜひ後に続く人を育ててください」「聴いていて、私も何かや

りたいと思ってきました。もっと若い時に聞きたかったです」「周りの友達はもう経験している

子もいて話を聞くと生々しくて気持ち悪いとしか考えていなかったけど、今日の話を聞いて

知識がない中高生が性行為をするのは自分や相手を考えても良くないと思いました。現

在高校２年生で、いつかパートナーが出来て自分がしても良いと思える日がくるかもしれ

ないけど、自分の身を守れるのは自分だけだから責任のとれる行動をしたい。大島さんの

話、聞けて良かったです」「10代の自分が聞いたらどうだったのだろうと思いました。今の自

分が聞いて周りに伝えられること、自分が思うことをもう一度考えてみたいです」。今年もあ

りがとうございました！ 

 

連絡先：大島華奈 E-mail: oshimahana@gmail.com  
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◆アフリカ（ケニア・ボツワナ）のエイズ 
～青年海外協力隊員のチャレンジ～ 
主催：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す。2010年

から横浜YMCAが運営を受託しています。  
 

内容：アフリカ南部ボツワナで青年海外協力隊エイズ対策隊員としてNGOとともに地域

住民に対するHIV・エイズ啓発活動を行ってきた山田可奈子さん（現 横浜市内中学校

養護教諭）と、中南米で看護師としての協力隊活動後、東部ケニアのNGOでVCT

（Voluntary Counseling and Testing、HIV検査）センターで活動された黒川美恵子さんを

お招きし、各国のＨＩＶ・エイズの状況から、活動内容、そして文化や生活までお話いた

だきました。 

 

来場者感想： 

● まだAIDSに関しては初心者で、少し難しいワードが出てきて、理解できない部分が

あってくやしかったです。私もラオスに小学校を建てる活動をしているので、海外の

ストーリーや啓発活動での話を多く聞くことができてタメになりました。（神奈川県 10

代） 

● アフリカにはまだ行ったことがなかったので活動の話やボツワナのことがよくわかるよ

うになりとても良かったです。エイズの問題はアフリカだけではなく世界の

中での問題だと思います。これからも日本の国際的支援は大事だと思い

ます。日本の中での問題も（エイズ感染）関心を持つべきだと思いました。

（東京都 40代） 

 

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  

URL:http://www.yaaic.gr.jp/  

責任のとれる 

行動をしたい 
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◆女性にとってのHIV感染と性感染症 

主催：厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業 HIV母子感染の免疫
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 塚原班 
 

内容：現在、HIV感染者でも適切な治療がなされれば、児への感染予防ができるように

なってきている。その中で、女性が感染予防できるよう、また感染者はうまく付き合いながら

生活でき、妊娠出産、育児に不安なく向き合えるように、1人の女性が人生設計の中で家

族計画を考え、行動することが大切であることを講義形式で発表した。また、HIV感染がわ

かってからの妊娠・人工妊娠中絶、複数回妊娠が多いことなど、研究データを報告した。

そして、グループディスカッションを取り入れ、HIVなどの性感染症について、性教育につ

いて、家族計画についてなど多職種間で積極的に意見交換がされ、情報共有の良い場

になった。 

 

来場者感想： 

● 様々なケースを考えての家族計画の大切さを実感した。このような話がもっと多くの

人々に周知されていくと良いと思う。 

● HIVに感染すると生まれる子も必ず感染すると思っていたし、感染に気付かずに妊娠

する人がいることなど驚きや、間違った認識に気付かされた。 

● 具体的にどのような事が問題でどう対処したかなど具体例があるとわかりやすかった。 

 

連絡先：平成25年度厚生労働科学研究費補助金エイズ対策事業 

「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  E-mail: tukahara-y@ncchd.go.jp 

◆ピアエデュケーション～看護師からの性教育!!!～ 
主催：星野貴泰  
看護師として働く傍ら、性や生きることについて、自分や周りが経験した小さな体験談を、

中高生を対象に話しています。 
 

内容：看護学生時代から群馬県内の高校に出向いて実施しているピアエデュケーション

（思春期の仲間教育）の話に、看護師になってから感じた想い、経験談を追加して話しま

した。「高校時代に聞いていたらもっといい恋愛ができた話」、「友人が中絶をしたときに

自分になにができたか」「HIV/AIDSと自分の関わり」「命が与えられ失われる場所で私た

ちがすること」といった内容です。まだ（ギリギリ）若い立場として、看護師として、男性とし

ての経験談から伝えたい想いを語る2時間でした。 

 

来場者感想： 

● 若いのに…なのか若いから…なのか、とにかく聞きごたえのある内容でした。（50代 

教育関係） 

● 男性からの性教育について、とても興味がありました。高校生へのメッセージでもわ

かりやすい言葉で伝わりやすかったです（20代 保健・医療・福祉関係） 

● 自分の成長に合った話が分かりやすかった。身近な命のお話もよかったです（50代 

保健・医療・福祉関係） 

● 性教育をしているとつい、「セックスしてはダメ！」など上から目線で話すことになりが

ちです。性教育を受ける、生徒や学生と同じ目線で伝えられているように感じました

（20代 教育関係） 

 

連絡先：星野貴泰 E-mail: tkstarys.lovelives@gmail.com  

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

生徒や学生と 

同じ目線で 

伝えられている 
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◆メモリアルキルトの語りかけるものに耳を澄まそう 
主催：メモリアル・キルト・ジャパン（ＭＱＪ） 
AIDSで亡くなった人たちの存在を現す１枚の布・メモリアルキルトを通して HIV/AIDSの

抱える問題を共に考えるNGOです。 

 
内容：ワークショップ：HIV陽性者が利用できる“テディベア基金”のためのテディベアを作

りながら、メモリアルキルトについて知ろう。そのメッセージに耳を傾けよう。  

 

1994年横浜でのエイズ国際会議では臨港パークでヨーロッパのキルトを中心に第2回ジャ

パンツアーを実施。その後、数回は横浜でのAIDS文化フォーラムに参加しましたが、すっ

かり御無沙汰しておりました。メモリアルキルトの存在を改めて知ってもらうため、また、好

きなことでボランティアできることも紹介したいとテディベア作りのワークショップを企画しま

した。 

 

参加者は10名ほどでしたが、幼児教育関係のかたや高校生で、メモリアルキルトのことも

初めて知った方ばかりで、ゆっくりとそのメッセージに耳を傾けていただきました。テディベ

ア作りは皆さん“楽しそうだったから”と参加され、時間内には仕上げられない方もありまし

たが、あとでブースに来てもらっ

て説明をさせていただきました。 

 

連絡先：〒550-0002  

大阪市西区江戸堀1-19-23-403  

TEL/FAX:06-6459-4098  

E-mail: info@mqj.jp    

URL: http//mqj.jp/ 

◆ピアエデュケーション‘みんなで話そう’ 
学校で教えてくれないAIDSのこと 
主催：青年赤十字奉仕団 
全国赤十字奉仕団は、赤十字を母体とする若者のボランティア団体。各都道府県では献

血広報や青少年の育成など、さまざまな活動をしています。  

 
内容：ピア・エデュケーションとは、年齢や立場の近い人同士で学びあうものです。昨年、

一昨年と京都で行われた赤十字のピア・エデュケーションを横浜で

もという思いで、京都と同じ内容になってしまいましたが、HIV/AIDS

や性感染症は恋愛やパートナーと切り離せないこと、そのため正し

い知識を身につけるための勉強やクイズを実施。正しい知識は付

いたけど、どうパートナーに話せばいいのか、知っているのに使え

なかったとならないように、少人数のグループワークで相手にどう伝

えるかをディスカッションしました。少しでも自分の気持ちを伝えられ

るようにリラックスできるように音楽をながしたり、アメを置いたりして

友達と話している感覚に近いようにしました。時間がなく参加者同士

が話す時間があまり取れなかったのではと感じていますが、参加者

からは話す機会があってよかったとの声もあり、まだまだ試行錯誤し

ていかなければならないと感じます。  

 

連絡先：神奈川県青年赤十字奉仕団 

〒231-8536 神奈川県横浜市中区山下町70-7 

どうパートナーに 

話せばいいのか 



◆男たちの性がどこか変??? 
泌尿器科専門医が訴える「男に不可欠な性教育」とは？ 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
出演：今井伸 聖隷浜松病院 
   小堀善友 獨協医科大学越谷病院 
   岩室紳也 厚木市立病院 
 
内容：若者の間で性感染症が増えていると誤解されていますが、泌尿器科医は射精障

害、勃起障害の患者の診療に苦労する時代になっています。原因として正しい、手を使っ

たマスターベーションを学ぶことなく、経験的に床にこすり付ける「床オナ」を行うようになっ

ている。TENGAを使い、強い刺激を受けなくても射精が出来るよう治療をしている。教科

書に「正しいマスターベーションの仕方」を掲載しなければならない時代が来るかも。 

 

キーワード： 床オナ禁止  射精道  早目の成功（性交）が大事   

 

来場者感想： 

● マスターベーションのやり方も教えてあげなければ“床オナ”になってしまうというのは

しょーーげきてき！！（神奈川県 40代 教育関係） 

● 「射精障害」とは何か、想像もできなかった。 射精が技術的な問題であることをはじ

めてしりました。（埼玉県 30代 その他） 

● TENGAが男性機能の回復に使われるとは驚いた。（30代 その他） 

● 性教育を考えていくときに、男子のマスターベーションはあっても射精障害という視点

はまったくありませんでした。声を大にして「床オナ禁止！！」と叫びたいと思います。

（滋賀県 30代 教育関係） 

● 膣内射精障害が間違ったマスターベーションが原因だということを聞き、男子生徒へ

の性教育のあり方を考えなおす機会となりました。（三重県 30代 教育関係） 

 

連絡先：紳也’s HP: http://iwamuro.jp/ 
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◆感染者の歯科診療について 
主催：認定NPO法人 AIDSネットワーク横浜 
講師：横浜市立大学大学院医学研究科助教 筑丸寛 
HIV/AIDSの啓発活動を目的に1993年設立。電話相談、出前講座、イベントを展開。文化

フォーラムには１回目から参加。 
 
内容：横浜市立大学院医学研究科の筑丸寛先生の講演。前段で、横浜市大上田敦久氏

のHIV,AIDSの現状について、後段で市大病院松原知芳氏の講演もあった。中心は「口

腔衛生が癌の発生を妨げ、感染者の予後に貢献する」話であったが、歯周病からの感染

の発見、歯科での検査キットの存在（日本では未認可）、感染の判明に占める割合のトッ

プがAIDS発症であり、自発的な検査は20％程度であることなど、口腔衛生と検査、感染

者の予後、発症防止の幅広い話が展開された。普段と異なる視点からの指摘、統計もあ

り、来場者の感想「HIVと歯にも関係があることに驚きました。まだまだ知らないことがたくさ

んあるのですね。」、「感染と口腔ケア、口腔疾患に深い関係があることが理解できた。」に

あるように、新しい知見を提供された。また、「感染者受け入れのネットワークへの登録がま

だ１%という状況に驚いた」など、問題意識を喚起することもできたと思う。 

  

連絡先：認定NPO法人AIDSネットワーク横浜 

〒231-0015 横浜市中区尾上町3-39尾上町ビル9階横浜市民活動センター内 

TEL:045-201-8808  FAX:045-201-8809 

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

床オナ禁止！！ 
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◆HIV/AIDS診療の最前線 
 ～最新治療からスピリチュアルケアまで～ 
主催：白阪琢磨 独立行政法人国立病院機構大阪医療センターHIV/AIDS先
端医療開発センター 
 

内容：2,500人を超える患者さんの診療経験から、最新の治療を提供することはもちろんの

こと、スピリチュアルケアを含めたサポートの必要性まで考えました。 

 

来場者感想： 

● フォーラムを通して一貫されていたのは「弱い人」に光を当て、その人々がいかに上手

く生きられるのかを考え実践されていることだったと思います。HIV/AIDS根絶を目指す

のは勿論ですが、感染者がいかに良く生きられる社会を実現していくためにも精神的

ケアが出来るスピリチュアルに期待しています。（大阪府 20代 その他） 

● 実際治療に当たっている先生の具体的なお話、資料はとても興味深かった。エイズに

対する関心をもっと広く訴えるためにも現場（高校教師）でしっかり実践していこうと思っ

た。（東京都 50代 教育関係） 

● 現在のＨＩＶ治療や取り組みについてよく分かりました。医療従事者のＡＩＤＳ感染者へ

の関わり方、治療方針を改めて考えていくべきだと思いました。（三重県 30代 保健・

医療・福祉関係） 

● AIDSが慢性疾患となったこと、治療方法などとてもよくわかりました。「AIDSって何？」と

いう生徒が実際に多くなって来ています。予防活動に努力していきたいと感じました。

（神奈川県 40代 教育関係） 

● 大変勉強になりました。ありがとうございます。医療の現場に本当にスピリチュアルケア

の担当者が入る日を願っています。そのために私たちも日々精進したいです。（神奈

川県 50代 その他） 

● HIVの現状と歴史がよく分かりました。スピリチュアルが今後チーム医療の中で重要に

なってくると教えて頂きました。（兵庫県 40代 保健・医療・福祉関係） 

● 最新医療からスピリチュアルケアまで多くの話題を聞けて勉強になりました。（神奈川県 

30代 保健・医療・福祉関係） 

 

連絡先：白阪琢磨  

独立行政法人国立病院機構大阪医療センターHIV/AIDS先端医療開発センター 

URL:http://www.onh.go.jp/khac/ 

スピリチュアルが 

今後チーム医療の 

中で重要に 
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◆HIVと共に生きるということ 
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：日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス 
 

内容：様々な研修や講演会を通して「HIVについて知識としては知っているけれど実感

が湧かない」「なんだかんだいっても自分とは関係ない」「実際のHIV陽性者の声が聞き

たい」という意見が多く聞かれます。本プログラムでは特定非営利活動法人日本HIV陽

性者ネットワーク・ジャンププラスの陽性者スピーカー制度を利用し、HIV陽性者を講師

に招き、HIV陽性者としての今までの生活や経験などをお話いただきました。また、プロ

グラムの後半ではトークセッションを設け、日常の些細なことから行政施策についてまで

様々な意見交換を行いました。 

 

来場者感想： 

● HIV陽性当事者の話を聞く機会がないため、とても貴重な学びとなりました。色々

な当事者の思いを知る事ができ、今日ここに参加できてよかったです。又、今後

自分の周りにもAIDSの理解を伝えていけたらと思います。本当にありがとうござい

ました。 

● 表面的に受け入れることと、自分の中でしっかりと感染を受け入れるということの

違いを語ってくれた時に、とてもリアルな感情だと思った。 

● HIV陽性者の生の声は初めて聞くことができ、良い経験となりました。まだまだ知

識不足だし、「自分事」のように身近に感じていくにはまだ程遠い状態なのかもし

れないけど、HIVと生きていける人になっていきたい。でも、きっと今、自分がHIV

陽性者だという検査結果をつきつけられたら、動揺は隠せないと思う。難しいけ

ど、とにかくもっと勉強しないといけないと感じました。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 

     JaNP+ URL: http://www.janpplus.jp/ 

HIV陽性者の 

生の声は初めて 

イベントボランティアの声 
 

１階のレッドリボン作り・コースター作り・きんちゃく袋作りの所にボランティアに行ってきました。 みんなに「すごい

ね、えらいね！」と言われたので、来年も来たいな―と思いました。なので、それほど楽しかったです。 

                                       （１０代 女性 小学５年生 親子でボランティア） 

 

はじめての参加で、何もわからない状態でしたが、みなさん、優しく教えて下さり、とても活動しやすかったです。

参加者の方々もアンケートに協力して下さり、楽しめました。                  （１０代 女性 学生） 

 

一緒に会場を担当していた学生さんの意識が高く、しっかりしていて、感心しました。日曜日のみ参加しましたが、

高校生、大学生のボランティアの皆さん、立派でした。                  （５０代 女性 パートタイム） 

 

無料でいただけるものが多くて、興奮しました。                       （３０代 女性 フリーター） 
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◆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： アディクション支援とは「やめられないモノ」「やめられないコト」への支援ではなく 

痛みを抱えたひとの支援である。また刃物による自殺は実は死には至りにくいという統計

からリストカットは死ぬためには効率が悪い…すなわち切って（血を見て）ホッとする行為

により、現実の生きにくさ、辛さや苦しさからなんとか回避し、生き続けるための手段となっ

ている。 

リストカットは苦痛への対処である。それを取り除くことができるのか？そのためには信

頼関係が必要である。リストカットする人たちは支援を求める能力が低いことと、支援者が

周囲に少ないことをふまえ、見える傷の背後にある見えない傷を考えて関わることが重要

である。 

 いただけない不健康な行動は時として鎮痛薬として機能していることがある。道徳教育

にすり替えてはいけない。 そして、最大の「自分を大切にしないこと」は悩みを誰にも相

談しないことである。リストカットという「困った行動」にどう対処していけばよいのか？ 聴く

人の心をつかみ、その奥にまで響いてくる熱いトークでした。 

 

来場者感想： 

● 非常に勉強になりました。若者の抱えている問題に冷静に向き合える手段のヒントを   

   いただきました。（神奈川県 30代） 

● エビデンスに基づいて、ありがちな考え方、見方に注意を促す内容の話を聞くことが

できて有意義でした。ありがとうございました。（神奈川県 30代） 

● 「見える傷」の背後にある「見えない傷」に目を向けることのできる3人に1人の大人で

ありたい、と心から思います。でも重いー。（滋賀県 50代） 

● 自傷行為の背景にあるもの（根本原因）を考えることは自傷行為だけでなく、いろいろ

な問題行為に共通することと思います。３人のうちの１人の大人になれるのか、なれる

よう努力したいです。（神奈川県 40代） 

● とてもよい講演でした。信頼できる大人になりたいと思います。（神奈川県 20代） 

● 相談してもらえる大人になること。現代の若者の問題をもっと考えていけるよう。（神奈

川県 60代） 

● 問題行動を起こす子どもたちの本当の見えていない問題に目を向けること。どう援助  

   したらこどもたちの力になれるのか。信頼できる大人であるよう努めていきたい。  

● とても分かりやすく、一つ一つの言葉が胸に刺さりました。先生は熱血ですよ。（沖縄   

   県 30代） 

● 松本先生も熱血ですよね。妊娠・性感染症で相談に来る思春期の子たちもｿｰｼｬﾙｽ   

   ｷﾙ低い子達が多いです。その背景もとても複雑な状態の子もたくさんいるようです。 

   自分ひとりで何かしようとせず周囲の人たち（学校・地域）とも協力しながら子どもたち    

   から逃げずにいたいと思います。（神奈川県 40代） 

● 当事者として沢山接してきた先生ならではの｢生の声」が聞けて大変勉強にないまし 

   た。ありがとうございました。（東京都 20代） 

● とてもわかりやすいお話でした。お話慣れしていて聞きやすかったです。話術も学び

ました。（神奈川県 50代） 

 

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  

信頼できる 

大人になりたい 
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◆バッシングされないエイズ・性教育 
主催：公益社団法人地域医療振興協会 岩室紳也 
 

内容：相変わらず性教育の分野では「バッシング」が起こっています。これは性

に対する様々な価値観がぶつかり合うためです。しかし、バッシングする側も、

バッシングされる側も結局のところ同じ目標（性にまつわるトラブルの防止）を

目指している筈です。で、どうするか？ すばらしくよくなっている教科書を活

用しつつ、性のトラブルの根底にあることをきちんと見極め、そのことを前面に

出して性教育を行えばバッシングされないエイズ・性教育になります。 

 

キーワード： 関係性の喪失 コミュニケーション能力 生きる力 こころを病む 

 

来場者感想： 

● 関係性の問題はどの年代でも課題だと思いました。大人が子どもの見本にならない

社会。その社会を創った大人一人ひとりが自分のできることから自分なりのメッセー

ジを伝えていくことが子どもを健康に育てたいという愛情表現になるかと思いまし

た。（40代 教育関係） 

● 生きる力とはつながる力だと実感しました。（滋賀県 30代 教育関係） 

● “こころが病んでいないから”ここに来ることができました。先を考えられない社会。ど

うにか人とつながることが大事と伝えたい。（神奈川県 50代 教育関係） 

● ニーズを探ること、応えること、大事ですね。自らも伝える立場としてヒントをいただき

ました。（千葉県 30代 その他） 

 

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/ 

大人が子どもの 

見本にならない 

社会 
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◆薬害の今 
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ビデオで薬害の被害実態を観た後、薬害エイズ被害

者から体験を話してもらいました。その後は参加者と輪になって、現在、問題になっている

子宮頸がんワクチンの副反応問題を話し合いました。子宮頸がんワクチンは今年４月から

定期接種になりましたが、接種後に副反応が多く出て６月には厚生労働省から「接種は継

続するが、積極的に勧めることを一時的に差し控える」決定をしました。接種の対象である

若い女の子や親は迷っています。参加者の中にも接種をすべきなのか若い学生の声が

ありました。薬害被害者と薬に対するリスクとベネフィットについて参加者と意見交換を行

いました。薬害エイズを考える山の手の会では、薬害被害者と参加者で実際に生活の中

で起きている薬害問題について話し合い、お互いの立場を理解しながら分かち合ってい

ます。今回もざっくばらんに参加者どうしで意見交換が出来ました。  

 

来場者感想： 

● 当事者の話やビデオを見ることでHIVの恐ろしさを知った。医学が進歩してHIV・

AIDSが治ることを望む。 

● 意見を存分に話せる機会があって気持ちが良かった。 

● 子宮頸がんワクチンについて接種後の副反応について知らなかったので驚いた。 

● 薬害エイズのことを振り返り、私たちの社会が人間の尊厳を守れる社会なのか考えさ

せられた。薬の研究の中でデータが改ざんされる事件が起きているが、薬のあり方に

ついて私たちも消費者として注視していかなければならないと思う。 

● 自分の副反応の体験から、きちっと薬について納得して使うことが大切だと、 話を聞

いて感じた。 

● 子宮頸がんワクチンまで話題が及び、薬害を目の前の問題として参加者の様々な意

見を聞くことが出来た。 

● いつまでも繰り返される薬害ー参加者の話を聞きながら、薬を使う側の薬に対する不

用意と無知も関係あると思った。 

● 血友病患者の方々が血液製剤によってHIV感染して多くの方々が亡くなったことを知

りショックを受けた。 

 
連絡先：〒123-0865  東京都足立区新田3-17-2-105 

薬害エイズを考える山の手の会 江川 守利 

TEL/FAX：03-6676-2181 

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

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

 

血液製剤によって

HIV感染して多くの

方々が亡くなった 
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◆セクシャリティへの医療支援の現状 
主催：早乙女智子 神奈川県立汐見台病院 
 

内容：性の奥深さは、日常臨床だけでなく、国際学会に出席するようになって一層感じ 

るようになりました。HIV／AIDSの問題は性が関係する部分だけではありませんが、それ

は誰もが性のことだけで生きているわけではないのと同じです。性は誰にとっても大事な

ことで、そして平均や標準という言葉で語っても幸せにはなれない、自分らしさを自覚

し、自分らしく居ることに尽きるのかも知れません。性同一性障害をはじめとする性の相

談外来や、妊娠・避妊・不妊のありふれたテーマにも様々な問題が潜んでいて、食欲・

性欲・睡眠欲の三大欲求を個人のものとしていかに充足するか、とくに性の問題では相

手の権利や欲求も同時に充足しようとするとそこにコミュニケーションが関わってきます。

細胞、個人、国家レベルの快・不快という概念で考えると、細胞の快の集合が個人の快

であり、個人の快の集合が国家かも知れません。一人一人が自分らしく性を享受できる

社会を望みます。 

 

来場者感想： 

● 現場を離れて久しいもので大変勉強になりました。Genderについて改めて考えさせ

られました。早乙女先生に感謝。（神奈川県 60代 保健・医療・福祉関係） 

● 性について違う感覚を知りました。いろいろ見方があると知るいい機会だったと思い

ます。ありがとうございました。（静岡県 50代 保健・医療・福祉関係） 

● 情熱的なお話で、大変、心に残りました。このトシでも知らないことばっかりで、勉強

になりましたが、早乙女先生を知ったことが一番です。ますますのご活躍を祈りま

す。ありがとうございました。（神奈川県 60代 その他） 

 

連絡先：早乙女智子 

神奈川県医師会神奈川県立汐見台病院産科副科長 
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◆インターネットを介した子どもの性被害 
主催：ECPAT/ストップ子ども買春の会 
国際ECPAT(End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for 

Sexual Purposes)の活動を日本で担う団体として1992年に発足しています。 

 

内容：「インターネットを介した子どもの性被害」をテーマに、日本国内での被害を報道

映像や相談事例を交えて発表を行いました。「子どもポルノ」の問題について触れ、子ど

もたちがだまされたり、強要されたり（もしくは知らないうちに）して撮影された性的搾取の

画像、映像が一度でもインターネット上に配信されれば、半永久的に地球規模で再生さ

れ、ダウンロードされ、売買、交換され続ける現実があること、それは子どもたちを生涯苦

しめることや、製作に関わる人や組織からの恐喝や脅迫の材料として使われ、更なる深

刻な被害を生みだしてゆく可能性について言及をしました。また、「着エロ」や「ジュニア

アイドル」のイメージビデオへの問題意識もお伝えしました。 

来場者の質問を受け、当団体では、「子どもポルノ」を子どもの性虐待画像として捉えて

いることや、「単純所持」を禁止し（OECD先進諸国34カ国

中、禁止していないのは日本のみ）、子どもの権利を守り、そ

の最善の利益を実現するという世界の潮流や考え方の中で、

日本でも適切な立法がなされることを目指し、ロビー活動と意

識喚起に力を入れていることをお話しました。  

 

連絡先：ECPAT
エ ク パ ッ ト

/ストップ子ども買春の会  

〒169-0073 東京都新宿区百人町2-23-5-3階                                         

TEL/FAX:03-5338-3226 E-mail: info@ecpatstop.jp 

URL:http://ecpatstop.jp 

自分らしさを自覚し 

自分らしく居ること 
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◆お坊さんが行う中学性教育授業ver.3 
主催：古川潤哉 浄土真宗本願寺派 浄誓寺 僧侶 
 

内容：佐賀県の公立中学校にて、性教育の枠をいただいているご縁から、模擬授業を実

施。佐賀県DV総合対策センターの（DV）予防教育のプログラムを採用している中学校の3

年時、「エイズを通していのちを考える」の枠を頂き、「性と生と死を考える」授業として実

施。県機関からの紹介による外部講師として、法衣姿で授業を行う。 

 学校に関わり始めて3年目、模擬授業も3回目を迎える。来場者には（今の）中学3年生

になったつもりで講義を受けていただくが、マイクを向けるとみんな、つい、大人の「正解」

を応えてしまう辺り、私自身も色々勉強になる。当事者は思春期を自覚していない／命を

大切にとは？／生と死は表裏一体／自分のいのちはいつからいつまで？／赤ちゃんを

授かる準備ができていること／責任をとるとはどういうこと？／男女の交際に対する考え方

の違い／交際とは対等なものなどの話題を学校のオーダーや雰囲気で選んで50分授業

を構成するが、今回は、全部を詰め込んだ内容。 

ご来場、ご静聴、ご質問、アドバイス、誠にありがとうございました。 
 
来場者感想： 
● ストレートな表現でよく伝わった。（20代） 

● 教育現場で宗教者が入りにくい前提で、どう関わっていくかを答えてもらえた。（50

代） 

● 「生→性→死」を生徒に分かりやすく理解させるかが分かった気がする。（60代） 

● とてもわかりやすく生と死のつながりが自身で再確認できた（20代） 

● 中3になった気分で楽しかった。（30代） 

● 「いのち」「生」「性」「死」とこれまで言葉だけで存在していたものが、深く考えることに

よって中身のあるものになった。（10代） 

● もっと宗教の話が出るのかと思ったがそうではなく、中3向けで分かりやすかった。 

● 私の地元でも話して欲しい。（40代） 

● 生の意識を持つには日常と違った視点が必要。（30代） 

● 中3には中絶やDVの当事者もいるはずで、どのように受け止めるのだろうか。（30代） 

● 中3視点で性を考えるのは新鮮な経験だった。（20代） 

● お坊さんが中学校で性教育！？と興味を持った。楽しかった。（30代） 

● 性と死をつなげる性教育、自分が教わった時との違い、性教育がどうあるべきかを考

えさせられた。（30代） 

● 3年続けて参加。今年が一番宗教的だった。（50代） 

● セクシャルマイノリティへの配慮は難しいと思った。（50代） など 
 

連絡先：浄土真宗本願寺派 浄誓寺（佐賀伊万里市） 古川潤哉 

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

生と死のつながりが

自身で再確認できた 
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◆性倫理とキリスト教？ みんなで生きるために 
主催：平良愛香 日本基督教団牧師 
 

内容：キリスト教の家庭に生まれ、「あなたはあなたとし

て神に造られ、祝福されている」と育てられた経験。

（男らしくではなく自分らしく生きることを教えてくれた

母は、僕が望んだときにスカートを縫ってくれた。）そ

の一方で、当時のキリスト教の「同性愛は罪である」と

いう考えしか知らなかったことで苦しんだ、男性同性

愛者としての経験。その矛盾をどのように乗り越えて

いったかという話をもとに、自分の5段階のカミングア

ウトについて語らせていただいた。 

1段階目「SOSとしてのカミングアウト」、2段階目「本

当の私を知って欲しいから」、3段階目「同性愛者はあ

なたのすぐ横にいる。気づいてください、差別しない

でください」、4段階目「孤立している仲間たちにエールを送るためのカミングアウト」、5段

階目「性の多様性を考えてもらうためのカミングアウト」。 

 性はとても豊かなものであって、人間を枠にはめたり縛ったりするものであってはならな

い。100人いれば100通りの性がある。あなたもあなたの性を確かめてみませんか。 
 
来場者感想： 

● フツーのセクマイの話ですが、それを話しているのが牧師さんだということにとても救

われます。イエス様の言ったことと、周囲のキリスト者の言うことは違います。教会にい

ると、異性愛恋愛結婚出産イデオロギーで息苦しくなります。しかし今日、ふっと息が

楽になった気がします。救いをありがとうございます。（神奈川県 60代 その他） 

● 性について今までわからなかったことが分かり、いろいろな人がいるんだなあと思っ

た。それぞれ悩み生きてるんだ。頑張って生きていって欲しいと思います。一人一人

ちがって良い。（無記名） 

● 貴重なお話、ありがとうございました。私は今日のセッションでとてもスッキリしました。

セクシャルマイノリティの一人としてこれからも前に歩んでいきます。（東京都 30代 

その他） 

● たぶんここでしか聞けない貴重な性の話が聞けて良かった。（神奈川県 10代） 

● 引き込まれる話し方で大変楽しく話を聞けました。人生の中でためになる様な何かを

感じられた気がします。どんな人でも、同じでなくていい。“人と違うことは素晴しい”と

いう言葉がすごく印象的でした。（神奈川 20代） 

● 今回のお話を聞いて、今まで自分の中にあった固定観念が消え、社会の在り方など

を考えることができました。人間は100人いれば100通りの生き方があるという言葉が

印象に残りました。自分の考えと同じ人はいない、一人一人みんなそれぞれであると

いうことを改めて感じました。普段なかなか聞く機会がないお話を聞くことができて、

性についての考えや学びが多くあり、とてもためになりました。ありがとうございまし

た。（神奈川県 20代 教育関係） 

● ものすごーくおもしろかったです！私も当事者（ゲイ）なのですが、とても分かり易く、

勉強になりました。性は多様ですね。（福岡県 30代 NGO/NPO） 
 

連絡先：日本キリスト教団三・一教会 平良愛香 

それぞれ悩み 

生きてるんだ 
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◆高校生物からHIVへのアプローチ 
主催：認定NPO法人 AIDSネットワーク横浜 
講師：認定NPO法人 AIDSネットワーク横浜 事務局長 堀尾吉晴 
 
内容：本会事務局長堀尾吉晴が講演（授業？）を行った。授業を模した形をとったり、教

材としてビデオを上映したりでバラエティに富んでいた。前半はHIV、AIDS、性を高校の生

物の授業の中でどのように展開するかを一般論で話し、後半は性をどのように扱うかを授

業形式で展開した。来場者の感想には、「大人の中には性の話をいつも猥談扱いする人

が多いなと感じるので、生物の授業が素晴らしく面白かったです。大人も受けられる授業

を企画できたらよい」、「いろいろ面白かったです。受験のためではない、本当に価値のあ

る生きていく力をつける教育だと思いました。生物やHIVの話が他人事ではないと、より実

感できました。」、「とてもユニークでおもしろい内容でした。科学的に性交について学ぶこ

とは初めてですが、ますます、生＝性であることを感じました。」、「忘れていた生物の知識

を思い出せておもしろかった。生徒さんたちの見聞が広がり、差別がなくなることを願って

ます。」などあった。  

  

連絡先：認定NPO法人AIDSネットワーク横浜 

HIV、AIDSの啓発活動を目的に1993年設立。電話相談、出前講座、イベントを展開。文

化フォーラムには１回目から参加。  
〒231-0015 横浜市中区尾上町3-39尾上町ビル9階横浜市民活動センター内 

TEL:045-201-8808  FAX:045-201-8809  

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

本当に価値のある 

生きていく力を 

つける教育だ 
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◆わかりやすいデートDV 
主催：上村茂仁（ウィメンズクリニック・かみむら） 
 

内容：デートDVについて中学生でも十分理解できるように説明を工夫した。恋愛関係は

お互いに相手が好きで相手を思いやる気持ちが出発点になるはずです、にもかかわら

ず、相手の自由な選択や行動を制限したり、尊厳を脅かすような行為が一方的になされ

ている場合をデートDVと言います。例えば相手に選択や行動を自由にさせると、自分が

拒絶されるかもしれないとか、自分より素敵だと思う人と出会うかもしれないという思いから

相手の行動を制限するなどです。加害者が被害者に対して一方的に行いたい行為とそ

のために使われる暴力を上げると下記のようになります。デートDVの行為：ジェンダー的

行為、束縛行為、性行為、金銭的行為 などです。そしてその行為を実行させるために使

われるアイテム（暴力）は：肉体的暴力（殴る、蹴るなど）、精神的暴力（約束、脅す、抑圧、

嘆願など）、社会的暴力（約束、パワハラ、孤立化など）などです。これらの暴力を上手に

使って理不尽な行為を一方的に行うことができるのです。特にこの中で一番の暴力は約

束だと思っています。好きなのだったら他の異性とは連絡をとるなとか、加害者はそれが

いかにも被害者のためを思ってのように話し、すぐにいろんな約束をさせ、一旦約束した

ら必ず守るように強要されます。この約束こそがデートDVの最大の暴力なのです。 

 なお、今回も実際に聞いてほしい若者の受講者数が少なかった。来年以降もっと宣伝し

て受講者の数を増やしたいと思います。 

 

来場者感想： 

● 高２と中３の母親です。子どもと私にとってとても学びのある会でした。自分のことも誰

かの事も大切だと思える人になれるよう、今日聞いた話を伝えて行きたいと思いまし

た。（40代） 

● 約束が最大のDV。なるほどなと思いました。私の父も母を束縛し続け自由を奪って

います。小さい時からこんなのおかしいと思っていました。母にももっと自分の人生を

楽しんでほしいなと思います。（30代） 

● 大切なキーワードをたくさんもらいました。以前沖縄で聞いた時より更にパワーアップ

していることに尊敬です。（30代） 

● デートDVは被害者を客観的に見ることができる教育が大切だとわかりました。優しい

人、大切にしてくれる人、同じようで全然違いますね。（20代） 

● 若者、子ども側に立ったメッセージありがとうございました。もっともっと来場者が増え

話を聞いてくれる若者が増えると良いと感じました。（40代） 

 

連絡先：上村茂仁 

岡山市北区本町４－１８コア本町３F 

ウィメンズクリニック・かみむら  

TEL:086-803-5338      

E-mail: kamishige0315@gmail.com  

約束こそが 

デートDVの 

最大の暴力 
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◆中高生の心に響くピアエデュケーション 
主催：遠見才希子 
自分自身が中高生のとき、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。ただ

知識を説明するだけでなく心に響くメッセージを語りかけ、医学生時代300箇所以上で講

演を行った。今年4月から産婦人科医として勤務。 

 
内容：手書きのスライドを用いて90分間の模擬授業を行った。

性感染症の広がりを表した水の交換ゲームや男性助っ人によ

る「子宮くん」妊娠、緊急避妊ピルなどを説明した。自分や友人

の経験談を語り「経験早まらないで」とメッセージを送った。  

 

来場者感想： 

● 憧れの遠見ちゃんのお話を聞くことができ刺激になりまし

た。本もDVDも見ていましたが、生の話から伝わってくるパ

ワー、メッセージ性に感動しました。（熊本県 30代） 

● 仕事を背負わずに、素の人間として伝え続ける姿勢が素

晴らしかったです。 

● 相手に届く言葉って知識ではないなって感じました。もちろんわかりやすく知識を伝

えてくれているとも思います。（福島県 30代） 

● 教科書の中だけではない性教育ができる環境をつくっていかなければいけないなと

思いました。（神奈川県 20代） 

● コンドームをつけるタイミングですが「最初から」はどこからか具体的にわかりませんで

した。（東京都 20代） 

● 涙は人の心に響きます。言葉でなく伝わる人間特有の表現ですから。（神奈川県 20

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/  

相手に届く言葉って 

知識ではないな 

イベントボランティアの声 
 

性教育の講演を聞いて、エイズは身近なものなのだと感じることができ、学校では教えられなかったことも聞くこと

ができて、大変勉強になりました。                                （１０代 女性 高校３年生） 

 

ボランティアをさせて頂きながら、貴重なお話がたくさん聞け、良い経験になりました。ありがとうございました。 

                                                         （２０代 女性 学生） 

 

HIV/AIDSだけのプログラムではないところも魅力的であった。                  （１０代 女性 学生） 

 

案内など、とても分かりやすく、スムーズに仕事ができました。講座にも参加させていただけて、本当にいい経験が

できました。ありがとうございました。                                （１０代 女性 高校生） 
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◆生と死と性とコンドーム 新時代に性教育を考える 
司会進行：古川潤哉（浄土真宗本願寺派浄誓寺僧侶） 
     岩室紳也（公益社団法人地域医療振興協会） 
 
内容：「コンドームの達人」岩室紳也先生と、性教育に関わる真宗僧古

川潤哉（私）とのセッション。2人だけで何かするというのは初めてかもし

れない。岩室先生も私も、会場にマイクを向けたがるタイプのため、会

場を巻き込みながら進行。打ち合わせで落としどころを決めるのではな

く、その時の話の流れから膨らませていくという、ジャズのセッションのよ

うな岩室対談スタイル（なので、もし次回があったとしても、内容は全然

違うはず）。今回は、基本、それぞれがフォーラムの別枠で持っている

セッションの融合という形が基本だが、色々な化学変化（？）で副産物

も多数。私自身も予定外の話など織り交ぜながら、120分があっという

間の感じで終了。コンドームと仏教…内容が多岐にわたったため、感想文から当日の様

子を御推測ください。ご参加、ありがとうございました。 

 

来場者感想： 

● 自分の抱える悩みに当てはまることが多く、気持ちが晴れた。（20代） 

● 男の子への話はしにくいが、真剣な悩みになっていることもあり、取り組みを学んでい

きたい。（40代） 

● 生と死が繋がっている話、精子と卵子が自分のことと捉えることなど学ばせる働きかけ

必要。（30代） 

● 伝えたいことと伝わることが違うことに今後注意したい。（30代） 

● 宗教に否定的だったが、考え方がとても参考になった。（30代） 

● 宗教のネタはいろいろ面白いものが多くて嬉しい。（20代） 

● 岩室先生の追っかけで各セッション参加するが、毎回新しいことが聞ける。（20代） 

● 性教育に関わっていると、やはり生について考えるようになり、また年齢・経験的に死

についても考えるようになった。死について考える時には宗教は重要。（50代） 

● 性教育、AIDSなど、全てのことが自分のことと思えるような伝え方を考えていきたい。

（30代） 

● 宗教はインチキのイメージだが、哲学との違い、話を聞いて、学校教育の中で教える

必要があると感じた。（30代） 

● 仏教と性と聞けてお得感。（30代） 

● 自ら学んでもらう性教育を行いたい。自分自身も考えさせられた。（20代） 

● 日本で宗教的な考えが薄いこともいろいろ影響が出ていると思った。（40代） 

● 伝えよう、教え込もうと力を入れすぎていたかも。「気付くきっかけ」に注力したい。（40

代） 

● ケニアに住んでいたが、死を見すぎている人も自分が死ぬという感覚は薄い気がす

る。（30代） 

● 2人の切り口に共感するところが多く、自分の考えのルーツを考えるきっかけになっ

た。（30代） 

● どの人も同じように供養してもらえるから安心して生きていけるのかな？（50代） 

● 自分の今の病気療養がまさに苦行。不運が不幸では無いと気付くまでは続きそうだ

からこそ投げ出さない自分を支えているものってなんだろう？（50代） 

● 世代の違う2人が響き合っての話、肩肘はらずに素直に聞けた。仕事を背負わず、

「私」に戻って心で受け止めることができ、スピリチュアルな体験だった。 
 

連絡先：浄土真宗本願寺派 浄誓寺（佐賀伊万里市） 古川潤哉 

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

岩室紳也：紳也’s HP: http://iwamuro.jp/ 

「気付くきっかけ」に

注力したい 
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◆神様がくれたHIV 
主催：北山翔子 
 
内容：恋人からのHIV感染の経緯を淡々と語る北山翔子さん。仕事にも恋にも真剣に向き

合い、そして両親へのカミングアウトを経て自分の病気と向き合うことができたと語る。最近

はアロマテラピーの勉強をして、そして昨年はホノルルマラソンに参加し完走！「めっちゃ

忙しい！！」と言う笑顔がとても素敵でした。 

 

来場者感想： 

● 当事者の方がどんな思いで、もし周りにそういう方がいたらどんな声をかけるか、考え

ても何も思いつかなかったですが、お話を伺ってより深く考えることができるようになっ

た気がします。看護学生としてHIVだけでなく様々な病気の方と会って、どんな言葉

をかけるかいつも悩みますが今回のお話を活かして行きたいと思います。（東京都 

20代 学生） 

● 実際の体験を話して下さりとても感動しました。HIVと向き合う北山さんの前向きな姿

勢や気持は感染者、非感染者に関わらず、多くの人に感動を与えHIVに対する意識

を変える力があると思います。これからも多くの人々にお話を伝えて下さい。（東京都 

30代 学生） 

● 北山さんの素敵な感想（HIVになっての）が聞けて想像していた講演とは違いアフリカ

の景色や東京での病院、大阪での生活が絵を描くように頭に浮かびました。病気に

なったときの衝撃的な話よりも北山さんがその後どう受け止め、どう生きて、どんな人

なのか、話の中で興味がどんどん沸いてきました。私も自分の目標に向かってがん

ばろうと決めた決意を再び思い出しました。ありがとうございました。（東京都 20代 

学生） 

● 気持や心理的なこと、言葉の受け止め方など、当事者だから伝えられることだなと

思った。本だけしか読んだことがなかったから、話をきくことが出来てよかった。（岩手

県 20代 保健・医療・福祉関係） 

● 北山さんの本を読んでいたので出版された2000年までの内容は本で知っていました

が、13年たった現在もいろいろな趣味や仕事をしながら楽しく生活されていることが

知れてよかったです。私も保健師ですが、同じ保健師の先輩としてかっこいいと思い

ます。彼と幸せになってください。応援しています。（京都府 20代 保健・医療・福祉

関係） 

● 自分の悩みなんてとてもちっぽけなものだなぁと思ってしまいました。私なんかが想像

できないほどの苦しみや悲しみ、大きな決断をされてきたこと、それでもいつも前向き

に自分のやりたいことに挑戦をされていて本当に素晴らしいと思います。とても明るく

パワフルで、とても素敵な人柄、尊敬します。これからも身体に気をつけてがんばって

下さい。応援しています。（30代 その他） 

● 北山さんのお話をお聞きするのは3回目です。静かに語られる北山さんですが、今日

に至るまでどれほどの気持の動きがあったか。（沖縄 50代 保健・医療・福祉関係） 

● 学校や教科書では学べない貴重な講演でした。病気と向き合い前向きに生きてらっ

しゃる姿が印象的で素敵でした。（神奈川県 30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依頼ができます 

 

とても素敵な人柄、

尊敬します 
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◆自分らしい人生を簡単に始める6つのポイント 
主催：一般社団法人日本心理療法協会 
 
内容：私たちは未知のものを創造したり、自ら学び取る事が苦手で

す。なぜなら、日本の学校教育において、それは求められない能力

だからです。しかし、これからの時代、未来をみて自らの道をつくって

いく事は欠かせないスキルといえます。催眠などの特殊な技術を使い

ながら、未来を描き、それを実現する方法について、具体的に体験し

ました。 

 

来場者感想： 

● 自分の考えを少し変えることで、人生がこんなに変わるのだと思

いました。実体験したお話を聞くことができたので、とても良かったです。（神奈川県 

20代 保健・医療・福祉関係） 

● 6つのポイントをどのように子どもたちに活用していくか、いろいろな例を挙げながら

説明していただいたので、わかりやすかったです。観察の仕方やチェックポイントを

意識しながら、みていこうと思いました。（三重県 30代 教育関係） 

● 自分が「今これでいいのか」と迷っていることの答えでをいただき、すっきりしました。

（東京都 40代 保健・医療・福祉関係） 

 

連絡先：一般社団法人日本心理療法協会  

〒194-0013  町田市原町田4-1-10(4F)    

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

E-mail: info@j-mental.org 

 

 

未来を描き、 

それを実現する方法 

イベントボランティアの声 
 

当事者の方や啓発活動に参加されている方々の話を聞くことができ、現在の医療状況、当事者の方の思いを

知ることができ、とても貴重な体験となりました。                          （３０代 女性 学生） 

 

AIDSから広がるさまざまなテーマについて行う講演はとても良いと思いました。また、グループになって話し合う

のもとても良かったです。職業・年齢・性別などが異なる方々とお話しする機会はそうないので、とても刺激があり

ました。                                                   （２０代 女性 学生） 

 

今まであまり知る機会がなかったエイズについて、いろいろなことを知ることができたことがよかったです。自分は

本当に何も知らないのだと実感しました。自分の周りの人にも伝えるべきだと思うことがたくさんありました。 

                                                      （１０代 女性 高校生） 

 

さまざまな知識を得ることができました。このフォーラムを通して、無知でいることが恥ずかしいのではなく、無知

のままでいることが恥ずかしいのだと考えました。この得た知識を、友人、家族、知人の皆さんと共有したいで

す。                                                    （１０代・女性 学生） 

 

身近に係るとても大事なAIDSなどの知識、また、１コマ１コマの講師の方たちの話し方、内容について、とても興

味がわくように工夫されていたりして、とてもよかったと思いました。          （１０代 男性 高校３年生） 
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◆東日本大震災被災地 陸前高田のいま 
   その先へ 共に進もう！「今」を、そして「未来へ」 

AIDS文化フォーラム in 陸前高田 
主催：佐々木亮平（岩手医科大学 いわて東北メディカル・メガバンク機
構 臨床研究・疫学研究部門） 
 
内容：2000年にAIDS対策研修で「元祖コンドームの達人」である岩室紳也先生との御縁

が生まれ、「暖簾分け」を許された佐々木は、その後、「未来型コンドームの達人」として活

動を継続。当時は陸前高田青年会議所のメンバーで、現在は陸前高田市長である戸羽

太さんたち㈳陸前高田青年会議所会員へも教室を開催したことをキッカケに2005年度か

ら陸前高田市で、青年会議所と保健所、大学生・高校生が中心となったAIDSを切り口に

「人と人とがつながる」ことを考える事業をスタートさせました。 

まずは2005年のAIDS文化フォーラム in 横浜の事務局長大江浩さんをお招き以降、岩室

先生、北山翔子さんをお招きしながら、東日本大震災（2011.3.11）の前年まで6年連続で

開催。岩室先生の講演を聞いた当時、地元高校生だった金野政利・美奈（兄妹）さんたち

が「ぼくらにできること」というテーマソングを作詞作曲し、一貫して「人と人のつながり」を

メッセージとして訴え続けました。 

陸前高田市は中心市街地の約90％が甚大な被害を受け、このAIDS事業も中断されてい

ましたが、今年（2013年）、3年ぶりにAIDS文化フォーラム in 陸前高田という形で復活する

こととなりました。震災からの復旧・復興支援への感謝の気持ちを込めて、また何より現地

の世代を超えた多くの市民のみなさんが元気になる内容を目指しています。 

 

来場者感想： 

● 人と人とのつながりを感じました。今、生きていること、今、自分がいるからこそ、これか

ら何を大事にしていくか。まずは陸前高田に行ってみたい。AIDSも震災も他人ごとで

はなく、自分ごと。（神奈川県 50代 教育関係） 

●  「つながり続けるにはエネルギーがいる」、「全力でやらなければわからないことがあ

る」、正にその通りだと思います。「練習していないことは本番でもできない」これからの

活動の参考になります。（福岡県 50代 NGO・NPO） 

● 平成18年のAIDS文化フォーラムで佐々木さんのプログラムに参加したことを今でも覚

えています。とても面白い保健師さんだったという記憶でしたが、精力的に活動されて

いることが改めてよくわかりました。（東京都 30代 NGO・NPO） 

● 「動いているから壁にあたる、動かない人は壁にあたらない」という言葉がずっと残って

います。（京都府 20代 学生） 

● 日常の有り難さを普段は感じられないこと、今、有るものがいつも有るという思い込み、

のどもと過ぎれば熱さを忘れる私、できる人ができることをするしかない。（佐賀県  30

代 僧侶） 

● つなぎつづけましょう！（岩手県 30代 保健・医療・福祉関係） 

● 性教育において地域とのつながりの重要性を感じています。「つながろうとする姿勢」

がとても心に残りました。悲しみとエネルギー、挑戦、いろいろなことを教えていただき

ありがとうございました。（栃木県 40代 教育関係） 

● 佐々木さんの前向きな姿勢と「限界を認める」と言われた謙虚な姿勢に学ぶことが多い

と思いました。（東京都 40代 教育関係） 

 

連絡先：横〒028-3694 岩手県紫波郡矢巾町西徳田2-1-1 

 岩手医科大学 いわて東北メディカル・メガバンク機構 

 臨床研究・疫学研究部門 地域住民コホート分野 

 特命助教（ツイテル☆ノッテル♪保健師！） 

 岩手県陸前高田市地域包括ケアアドバイザー  佐々木亮平 

 TEL：019-651-5110（内線5464）  

つながり続けるには

エネルギーがいる 
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◆エイズと介護 
主催：横浜市健康福祉局健康安全課 
 
内容：ＨＩＶ感染症は治療薬の開発が進み、長期療養が可能になったことで、感染者の増

加と高齢化が問題となってきています。ＨＩＶ感染者やエイズ患者の高齢化にどう対応す

るか、医療や介護の現場から現状などを知るための講座を開講しました。 

 

【医療の現場から】 

ソーシャルワーカーとして横浜市立大学附属病院で働く友田安政さんに、ソーシャルワー

カーの役割やＨＩＶ陽性患者さんの介護の話、介護・福祉施設との連携についてお話しい

ただきました。一般の医療機関や介護・福祉施設との連携がなかなかうまくいかない理由

（疾患に関する知識不足や感染対策の整備不足があること）や、在宅介護サービス提供

者との連携のポイント（疾患の基礎知識と標準予防策の理解促進及びＨＩＶ拠点病院との

連携・協力の必要性）を説明いただき、実際どのように連携に取り組まれたかを詳しく紹介

いただきました。 

 

【介護の現場から】 

ＬＬＴサービス介護センターの川上ゆかりさんに、ＨＩＶ感染者へのヘルパー派遣を決定す

るまでの経緯や状況、さらにはこの介護サービスを通して学んだこと等をお話しいただき

ました。 

また、今回の事例を通し、介護サービス提供における今後の課題として、住み慣れた地域

で患者様が生活できるように、周囲の方々の理解が必要であること、一番多くのケアを担

う介護職への認識の強化、を挙げられました。 

 

来場者感想： 

● 超高齢化社会に向けて、すべての人たちの問題として考えていかなければならない

と思います。 

● ＨＩＶ感染者の地域への受け入れは、想像以上に難しさや抵抗があるということを改

めて知りました。 

● 実際に介護をしている人の話を聞けてよかった。 

 

連絡先： 

横浜市健康福祉局健康安全課 

TEL:045-671-2729 E-mail: kf-aids@city.yokohama.jp 

感染者の増加と 

高齢化 

イベントボランティアの声 
 

社会の諸問題に目を向けて、人に伝えることの大切さを感じました。             （１０代 女性 学生） 

 

普段からHIVに関わる仕事をしていますが、文献や本、ネットで読む当事者の声。それを支える様々な立場の人の

声はまさに“百聞は一見にしかず”でした。                             （３０代 女性 会社員）  

 

普段は話しにくいと思うような事などが、そうではなかったという認識を持つことが大事だということがわかりました。 

                                                        （３０代 看護学生） 
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◆世界がもし100人の村だったら HIV・AIDSバージョン 
主催：公益財団法人 横浜ＹＭＣＡ ＡＣＴ 

 

内容： 

今回は20年目ということで、改めてHIV/AIDSの基本に戻り、振り返りをしながらワーク

ショップを行いました。 

始めに、模造紙に「HIV/AIDS」と聞いて思い浮かぶことは何か、イメージマップを作成

しました。イメージで書きだした言葉を見ながら、次に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。 

また、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、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。 

今回ご参加された方の中には学校関係の方や学生の方がいらして、仕事や学業の中

で活かせるのではないかと思いましたというご意見をいただきました。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 

◆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。 

 
内容：①日本ってどんなところ？ ②タイのHIV／AIDSについて（ハッピーホーム） 

③朗読ワークショップ ④タイの人身売買について（パヤオセンター） 

⑤ツアーの写真動画紹介 ⑥私達に出来る事とは？ 

昨年度第19回ボランティアinタイ参加者による、タイの問題（主に人身売買・AIDS）につい

て現状を知り、皆で考える参加型ワークショップを行いました。③では、実際にパヤオの子

ども達が演じたファーイちゃんのお話を題材に、人身売買がどのように広まっていくのかを

体感してもらいました。参加者からは、「HIV・AIDSが広まった原因や対策、人身売買との

繋がりなど知らなかった事が沢山あり勉強になった」という声や、「参加型により他の方の

意見を聞けて良かった」という声を頂きました。 

横浜YMCAでは〝プロテクト・ア・チャイルドプロジェクト″で、1994年よりバンコクYMCAと

協働し児童保護シェルター（パヤオセンター）とエイズ孤児ケア施設（ハッピーホーム）の

運営を行っています。その施設では、子どもの人権・人身売買・HIV/AIDSの予防啓発

活動と子ども達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/ 

人身売買がどのように 

広まっていくのか 



◆これからの20年のために、これまでの20年を振り返る 
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 「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） 

・みんなで動き、初めて出会った人と一緒になれてうれしかった。 

・このフォーラムに参加するのに、まるで初恋の人に会うようにワクワクしながら来た。 

 

b.即興による再現ドラマ （手法  ストーリー） 

・「九死に一生を得て」 

やりたいことをやろうと仕事に没頭する毎日だった。ときどき、身体に変調の兆しがあった

が、気にしなかった。そんなある日、駅に着くと急に息苦しくなった。呼吸が苦しく、このま

ま死んでしまうのではないかと思うほど辛い時間が過ぎた。しばらく交番で休んでいたが、

思い浮かぶのは仕事のことだった。自然と会社に電話をしていた。たまたま遠方から出張

に来ていた女性職員が、電話にでた。彼女は、状況を知り、すぐに駆けつけてくれた。 

そして、救急車に乗り込み病院にまで付き添ってくれた。彼女は、新幹線に乗って帰る予

定を変更して、自分を支えてくれたのだ。そのおかげで、私は命をとりとめた。 

（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 
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まるで初恋の人に

会うようにワクワク 
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◆中学生向けデートDV予防プログラムを体験しよう！ 
主催：特定非営利活動法人エンパワメントかながわ 
 

内容：FacebookやTwitterの情報や、当日会場で参加

を決めてくださった方もいて、多くの方が参加してくだ

さった。 

内容は、当団体が昨年度開発・提供してきた、中学生

向けのデートDV予防プログラムをそのまま体験できる

講座とした。当団体では、人権教育プログラムとして、

暴力防止のプログラムを多数提供・開発してきた。今回

提供したものは、昨今デートDVに関して、義務教育期

間中で実施したいとの要望が多くなったことを受け、実

際の中学生からの意見を入れながら、中学生の発達

段階も考慮し、新たに開発したプログラムである。 

参加者は、現在、デートDVの予防教育を進めていた

り、今後進めていくことを目指す人たちであり、大変熱

心に参加していた。今までワークショップを実施した中で出会ってきた中学生の意見を取

り入れながら進めたので、かなり臨場感のある内容を提供できたと思う。参加者の感想は、

おおむね好評であり、このプログラムをさらに広く提供していく必要性を感じた。 

 

連絡先：特定非営利活動法人 エンパワメントかながわ 

横浜市神奈川区鶴屋町2－9－22日興パレス横浜701号 

TEL：045－323－1818 FAX:045－323－1819  

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

AIDS文化フォーラム in 京都で 
AIDS文化フォーラム in 横浜を紹介 

中学生の意見を 

取り入れながら 

イベントボランティアの声 
 

 AIDSだけでなく、それにかかわる性に関することや、男女の関係について考えることができ、よいフォーラムだと

思いました。                                               （３０代 女性 会社員） 

 

 エイズや性についての話を聞け、自分自身の学びに繋げられたと思うので、今回参加できて良かったです。         

                                                       （２０代 女性 学生） 

 

 長いこと会っていなかった人に会えました。それもまた、ごほうび。          （５０代 女性 パートタイム） 
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◆閉会式 AIDS文化フォーラム in 横浜から京都へ、 
       そして陸前高田へと広がりつづける 
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を学んだ人、AIDSを語った人、AIDSでつながった人たちが熱い３日間を振り

返り、参加者同士でねぎらいの言葉をかけ合って閉会式が始まった。 

今年の大きな出来事のひとつに毎年参加していたパトリックが亡くなったことがある。会

場にはみんながパトちゃんへのメッセージを書き込んだ大きなパネルが設置された。 

会場の方々からたくさんの言葉をもらいながら閉会式は進行した。新しく立ち上げたサー

クル活動の紹介もあり、また初めてボランティアとして参加した中学高校生たちからは「今

日知ったことを友達に教えたい」「人との関わりや自分を見直したくなった」などの感想が

述べられた。 

フォーラムの生みの親のひとり、組織委員の榊原氏からは1994年当時のHIV/AIDSにま

つわる混乱やそれに立ち向かった勢いある活動の様子が語られた。 

運営委員でもあり、かつてフォーラムでは歯科医師としての講座を持っていた糟谷氏は

病気からの復活を果たし「僕は左半分で人の２倍生きて頑張っています。みんなもがん

ばって生きて下さい！」と力強く呼びかけた。 

さらに、10月に開催されるAIDS文化フォーラムin京都の運営委員からは京都のフォーラ

ムの紹介と今後の開催に向けた決意表明が、そして今年の11月23日に開催が決定した

AIDS文化フォーラムin陸前高田の代表として佐々木亮平氏、陸前高田市の吉田惠美保

健師、大船渡保健所の前川明宏氏（何と！車を運転して朝、池袋に着き横浜にやってき

たらしい…）から「つなぐって大切」という言葉が投げかけられた。 

最後に組織委員長田口氏は「はじめのっぱらくさっぱら、ひとりあるいてふたりあるいてみ

ちができる。フォーラムもそうやって道ができ今こうして20回を終えた。20年間ぶれないで

やってこられたのは、最初のコンセプトがしっかり考えられていたから。今年で20回、また

来年は１から…」とひとつひとつしっかり作っていくことの大切さをしみじみと語った。 

 「また新たな道をつくる。」次回への思いをそれぞれに第20回AIDS文化フォーラム in 

横浜は閉会した。 

岩手、陸前高田から来てくれた３人 

つなぐって大切 

京都から来てくれた実行委員 



    
◆2013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20回ＡＩＤＳ文化フォーラム in 横浜に合わせて、「2013年夏のかながわレッドリボ

ンウィーク」を7月30日(火)～8月4日(日)に開催しました。期間中は、AAA（Act Against 

AIDS）による2013年エイズ知識啓発パネル、平成24年度エイズ教育推進ポスターコン

クール入選作品パネルを展示しました。また、中高生から人気の高い遠見才希子氏のメッ

セージを収録した、中高生向け性教育用教材ＤＶＤを放映しました。加えて、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ＨＩＶ

検査実施機関一覧』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、ウガンダのエイズ孤児の日常を取材した安田菜

津紀氏写真展を、同期間中に開催しました。 

 

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 
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展示プログラム（１階展示会場） 

中高生から 

人気の高い 

イベントボランティアの声 
 

 フォーラムの参加団体、それを支えるための熱意と活気があふれる素晴らしい

イベントだと思いました。自分もその一端になれたことを大変嬉しく思います。私

は薬害関係のことに少し関わってきましたが、HIV感染者の方々の、病気と向き

合う姿勢を感じることができ、本当に良かったですし、改めて理解できたこと、自

分が今まで誤解してきたことが分かりました。「エイズはいけないこと」、「エイズ患

者はかわいそう」と思っていたのは、エイズを他人事と思って、理解していない証

拠なのだと思いました。                      （２０代 女性 学生） 
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◆安田菜津紀写真展 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
 

フリージャーナリスト 

16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる

子どもたちを取材。2012年「HIVと共に生まれる－ウガンダのエイズ孤児たち－」で第８回

名取洋之助写真賞受賞。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録しつ

づけている。 

 
内容：「HIVと共に生まれる－ウガンダのエイズ孤児たち－」写真展を１階展示コーナーで

行いました。ウガンダでは、HIV母子感染などが深刻な社会問題となっています。子どもた

ちは幼い頃より差別に苦しみ、貧困の連鎖から抜け出しにくい状況があります。家族が支

え合う日々の暮らしぶりが分かる写真でした。安田さんのご厚意により写真展開催が実現

しました。 

 

連絡先：安田菜津紀 

URL:http://www.yasudanatsuki.com/ 

貧困の連鎖から 

抜け出しにくい 



 

◆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：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 
協賛：サンスター株式会社 
 
内容：昨年大好評の手作りワークショップを今年も行いました！ 
● ネイルにレッドリボンを～指先からつながるエイズ啓発キャンペーン～（協賛 サンス
ター株式会社） 参加者にはサンスター・オリジナルカードをプレゼントしました！ 

● レッドリボンキーホルダーをリフォームして、携帯ストラップなどに変えてもらいました。 
● レッドリボンピアス 
● 巾着にステンシル 手作り巾着に自由にスタンプを押してもらったり、イラストを描いて
もらったりしました。 

● レッドリボンデコレーション 

 

休憩時間を中心に、幅広い年代の方にご参加いただき、オリジナルのレッドリボンを作っ

て、持ち帰っていただきました。作品を作りながら、参加した講座の感想、フォーラムに参

加したきっかけや動機、各地での啓発活動のことなどをお聞きしたり、お話したりしました。

なかには、低予算でできるこの啓発手法を学校や地域イベントで使いたい！というお話も

あり、実施にあたり必要な準備などをお伝えすることができました。 

フォーラムの後、「ネイルにレッドリボンを」に参加された方が化粧品店に行かれたときに、

店員さんが指先のレッドリボンに気づかれ、それがきっかけとなりエイズ検査が話題にあが

り、店員さんは検査に関心を示してくださったというお話を伺いました。 

これからも小さな活動がつながり伝わっていくように、来年はさらに楽しいコーナーにでき

るように、アイディアを練っていきたいと思います。 
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学校は地域の 

イベントで使いたい 
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◆希望の家を支える会 
希望の家は、親をエイズや麻薬中毒、貧困などで失ったタイ山岳民

族の子どもたちを保護し、教育の機会を与えるための養護施設です。 

 

内容：「希望の家を支える会」の紹介や子どもたちが作ったキーホル 

ダーやポストカードの販売。昨年に引き続き、今年も参加させていた

だきました。今年も多くの方に興味を持っていただき、希望の家のパ

ンフレットを受け取っていただきました。子どもたちが作ったキーホル

ダーやポストカードもたくさん購入していただきました。売り上げは子

どもたちの教育支援に使わせていただきます。ご協力ありがとうござい

ました。 

90年代にタイを襲った爆発的なエイズ感染により、多くの山岳民族がエイズに感染し命

を奪われました。そして残されたのが“子どもたち”です。多くの子どもたちがエイズで親

を失い、あるいは麻薬の売人や幼児売春の危機にさらされ、国籍のないままの状態にあ

ります。希望の家はそういった子どもたちを保護し、一人でも多くの希望を持った明るい

子どもたちが育つよう1997年に設立されました。設立から15年経ち、多くの子どもたちは

巣立っていきましたが、支援の必要な子どもたちも後を絶ちません。現在も２０名近くの

子どもたちが生活しています。「希望の家を支える会」では皆様からのご寄付、会員に

なって頂ける方を募っています。会員やご寄付を頂いた方には会報誌「希望の家便り」

（年2回発行）をお届けし、子どもたちの暮らしや元気に育っているようすをお伝えしま

す。また、現地に古着などを送って頂いた方には、現地より礼状をお送りします。 

「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。併せて、アフリカ・ケニアのＨＩＶ陽性者グループ「ＢＯＮＤＯサ

ポートグループ」の作品の紹介もさせていただきました。 

 

連絡先：希望の家を支える会 事務局 代表：上野 敏子  

〒882-0051 宮崎県延岡市富美山町 338-48 上野方  

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

URL:http://www.sunnyside.jp/kibounoie/index.html 

◆神奈川県ユニセフ協会 
世界の子どもたちの命と健康を守るために活動するユニセフへの支援とし

て、広報・啓発・募金活動を神奈川県内を中心に取り組んでいます。 
 

内容： パネル展示…ユニセフのHIV/エイズに対する支援活動（母子感染の

予防、若者間の予防教育の推進、エイズによって親をなくした子どもへのケ

ア、感染している子どもの治療とサポート）の紹介。特に母子感染予防する取

り組みをメインに展示。 

 

連絡先：神奈川県ユニセフ協会 

〒231-0058 横浜市中区弥生町2-15-1 ストークタワー大通り公園Ⅲ 305A 

TEL:045-334-8950  FAX:045-334-8951 

長い目で 

子どもたちを 

見守り支援 



◆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「AIDS文化フォーラム in 京都」が誕

生しました。～エイズを知ろう エイズで学ぼう～をテーマに、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んでいます。 

 

2012年10月に開催しました「第２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、第３回のご案内などを配布し、京都のフォーラムをご紹介しました。

参加団体のみなさんの活動の様子を伺ったり、プログラムに参加させて

いただいたことで、横浜や陸前高田につながり、さらにひろがっていく

フォーラムの重要性を実感しました。 

 

第4回AIDS文化フォーラム in 京都は2014年10月4、5日に開催いたしま

す。みなさまのご参加をお待ちしております。 

 

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/ 
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◆PLANET（HIVとともに生きる会） 
1992年に立ち上げたPLANET（HIVとともに生きる会）は過去21回のエイズキャンドルパ

レードと、それに伴うアウトリーチ（屋外啓発活動）や近年ではエイズフォーラムへの参加

やエイズデーの取り組みをしています。  

 

内容：今回、初めての“AIDS文化フォーラムin横浜”の取り組みに、PLANETから2名参加

することができました。会場の展示ホールにおいて、PLANET（HIVともに生きる会）の20年

間の歩みの紹介と薬害AIDSに関しての資料の展示を行いました。また、第21回エイズ

キャンドルパレードの映像をCDRで上映させていただきました。これは毎年PLANETが、5

月第3土曜日に行うもので、見ていただいた皆様には、実際のエイズキャンドパレードの様

子や各商店街を訪問するアウトリーチの活動を、リアルにお伝えすることができたと思いま

す。（協力していただいた、パレードが通過する店舗の店頭にレッドリボンが飾られてい

る）合わせて、20周年の記念冊子の販売を行うことができました。3日間、ホールに来られ

た参加者の方々がそれぞれの想いで展示会場を回られて、何人かの方とは お互いに交

流することができました。 

  横浜のスタッフの方々はじめ、参加者の方々とも、お知り合いになれたことも楽しく、か 

つ充実した取り組みになりました。横浜のスタッフの方が京都のフォーラムに参加され、そ

の交流の中で、後に私たちのPLANETが行う、第21回エイズキャンドルパ

レードへのご参加をしていただくという繋がりが生まれました。そのことが、

今回の横浜でのフォーラムに参加することに繋がりました。 

 20回目のフォーラムとあって、スタッフの皆様のこれまでの継続の熱い想

いと、連帯の力を感じながら参加させていただきました。 

 

連絡先：小田切 孝子 

〒612-8066 京都市伏見区桃山町伊賀6-5 

TEL＆FAX: 075-622-6889  

E-mail: o-takasan@zpost.plala.or.jp 

継続の熱い思いと、

連帯の力 
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◆特定非営利活動法人HIVと人権・情報センター 
1988年に大阪で設立された全国規模の団体です。感染経

路やセクシュアリティを区別せず、等しく支援しています。社

会的偏見の克服と共生を目標に掲げ、HIV/AIDSの総合的

な問題解決に取り組んでいます。 

 

内容：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。 

 今回の展示ブースは夏らしい飾り付けで活動を紹介しました。毎年恒例の「HIV/AIDSク

イズ」は3日間を通しての開催。今回も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では、HIVの治療薬（抗ウィルス薬）が30種類近くある

こと、母子感染を防ぎつつ出産が可能なことについての解説に驚きのリアクションをされる

方が多かった印象です。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 

◆ATAC＆ABCD&SKGH in NARA 
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。アンケートによる第

３者評価実施。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 

◇アンケートの結果: 総計97名回収（内１名無効回答）。（男27名：女70名） 

結核アンケート結果：全13問。平均正解率：82％（昨年度は61.6%）。エイズアンケート結

果：全13問。平均正解率83％（昨年度は78.4%）。問い4「低用量ピルはHIV感染の予防に

はならない。問い８「肺結核は、胸部X線検査と痰の検査で発病

を知ること」と問い７「保健所でHIVの抗体検査は無料・名前を言

わないで受けることができる。」は正解率が高かった。 

◇アンケートの評価：エイズアンケートの正解率は高く回答者の

エイズに関する理解度の高い事がわかります。一方、結核アン

ケート参加者の理解度は上昇しており、今後も経年的に正しい

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もより重要と考えら

れます。 

 

連絡先：畠山雅行 

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

HIV/AIDSの 

“いま”をお伝えする 

良い機会 



◆公益財団法人エイズ予防財団 
昭和62年（1987年）6月設立。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) 本年5月に完成した、HIV感染症・エイズに関する啓発ビデオ「リアルに知る 

HIV／エイズ」を随時流すとともに、希望者に無償で提供した。 

2) 本年7月から始まった、ACジャパンによる「HIV検査促進」のための広告「スタートライ

ン」の映像及びポスターの紹介を行った。 

3) 平成24年度「世界エイズデー」ポスター及びキャンペーンテーマ「“AIDS” GOES ON… 

～ エイズは続いている ～」周知用ポスターを掲示し、今年度ポスターコンクール応募を

呼びかけた。 

4) 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、全国6

地域に開設しているコミュニティセンターを、ポスター・パンフレットで紹介した。 

5) 昨年1月に改正、発表された新エイズ予防指針。その現場での手

引き書とも言える『新エイズ予防指針と私たち』（エイズ予防財団編）

の紹介・販売を行った。 

6) レッドリボンピンバッジ（大・小）による募金活動を行った。 

7) 当財団が発行/監修する小冊子、啓発グッズ（レッドリボン柄の折

り紙、コンドーム）を無償で提供した。 

 

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/ 
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◆アジアの女性と子どもネットワーク 
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：団体のリーフレットとタイのAIDS孤児支援に関するニュー

スレターを配布、さらに山岳民族が手作りした手工芸品、AIDS

孤児の手作り品等の販売を行った。 

また、展示ブース内にて「児童買春・児童ポルノ禁止法の改正

を求める要望書」への署名を募った。インターネット等の情報技

術が急速に発展することにより、児童買春・児童ポルノの被害者

は増加している状況を来場される方々に話し、この状況を少し

でも改善するために現行法を改正することが必要であることを伝

えた。2012年度に新たに被害を認定した児童が1,264人でそのうち小学生が56.3％、摘発

件数は前年比9.7％増の1,596件というような数値の掲載されている新聞記事のコピーに

は驚かれる方が多かった。子どもの権利を守るために、この現行法の改正を求める要望

書は10月開催の国会に提出予定である。 
 

連絡先： 

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

所在地：〒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/  
児童買春・ 

児童ポルノの 

被害者は増加 



◆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 
AIDS文化フォーラムには第1回から関わっているカトリック教会。現在はプロテスタントのメ

ンバーも交えて啓発活動をしています。  
 

内容：１） 小冊子配布。全国のカトリック教会やカトリックの学校を対象に2012年にアン

ケートを実施しました。HIV/AIDSについて話したことがある人は、偏見を持たずに相談に

乗れるという結果が出ました。その設問をタイトルにして発行したピンクの小冊子『HIV/

AIDSについて話したことがありますか』をご紹介し、過去の小冊子とともに配布しました。 

２）ピンクの小冊子と同じタイトルで発行した啓発ポスターを、過去のポスターと並べて展

示。希望者に差し上げました。 

３）秋に計画している公開勉強会「まず知ることから～HIV/エイズの支援現場からのメッ

セージ」のご案内。 

４）2013年の世界AIDSデーに今年も啓発ポスターの発行を予定しています。その原画募

集のご案内をしました。 

５）ワークショップ・コーナーで、オリジナルデザインのキーホルダーのリフォーム体験を紹

介。「去年はストラップにしたけれども、今年はピンにしてお土産にしよう」と言ってくださる

方もいて、広がりを感じました。 

感想）さまざまな切り口でHIV/AIDS啓発に取り組んでいる出展の皆さまや、来場者の

方々と交流できたことは大きな収穫でした。暑い夏の開催ですが、“仲間が

いる”“皆がつながっている”と思うと今後の活動のエネルギーになります。 
 
連絡先：カトリック中央協議会 社会福音化推進部 HIV/AIDSデスク 

〒135-8585 東京都江東区潮見2-10-10 日本カトリック会館 

TEL:03-5632-4413 FAX：03-5632-4461 

E-mail: ito@cbcj.catholic.jp  

URL: http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/HIV-index.html 
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◆特定非営利活動法人エンパワメントかながわ 
 
内容：デートDV予防について、特に重点的に展示した。 デートDVにつ

いては、啓発が徐々に進んだこともあり、若い人たちも言葉を知り、その

内容も知ったうえで、関心を持って当団体の展示物やリーフレットを手に

取っていた。 

なかには、身近に起きたデートDVの事案について、話してくれる人もい

て、ブースにいたスタッフが対応し、啓発グッズなどを持ち帰ってもらっ

た。節目の年と言うこともあってか、例年より展示団体が増え、会場全体

に活気があったように感じた。 

第一回目の周知ポスターが当団体のブースの前に展示されていて、来

場者の関心を集めていた。貴重な資料であり、これからの継続の力にな

るものと感じた。 

 

連絡先：特定非営利活動法人 エンパワメントかながわ 

横浜市神奈川区鶴屋町2－9－22日興パレス横浜701号 

TEL:045－323－1818 FAX:045－323－1819  

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

“仲間がいる” 

“皆がつながっている” 



◆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： エイズ文化フォーラム発足時から毎年参加し、アーニ出版制作のHIV／

エイズ学習に関する30種を超える教材や書籍、絵本を展示して来ました。その

ほとんどが学校用教材です。 

 学校では、保健の授業でエイズについて学ぶのですが、小学校の授業にお

いて性交という表現が規制されているために、教科書での感染経路の記述も、

指先の傷口のイラスト入りで“HIVが、血液などを通して、からだの中に入る”な

どと核心に触れない曖昧なものとなっています。性交による感染を教えることが

できない状態では適切な教材は作れないと、アーニ出版は、ここ数年間新しい

エイズ教材を作成していません。 

 そんな事情もあって、今回もHIV／エイズ学習に限らずに内容を拡大し、特

別支援学級・特別支援学校用の教材を紹介しました。 

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』、“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、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』を展示紹介しました。 

 ちゃんとしたHIV／エイズ学習の教材を制作することは私たちの使命と考えています。正

しい情報に基づいた新教材を近いうちに展示したいと考えています。ではまた次回お会

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 
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◆チョークディーの会 

タイ国農村女性の自立支援とタイ・パヤオ県のエイズで親をなくした子ども達の支援をして

います。 

 

内容： 農村女性の作品、織物、刺繍、染物、子どもの作品、アクリルタワシ、小物などの販

売。昨年出会った沖縄の養護の先生と再会。そしてお仲間の若い養護の先生もご一緒に

新潟での研修の前にわざわざいらして下さいました。沖縄八重山の教育委員会では岩室

先生の講演会を開催されたそうで、意識の高さに感激しつつ、お話をうかがいました。展

示の作品をお二人共たくさん求めてくださった。

チョークディーの会の支援先のパヤオ県で行われ

ている「村の中に安心して子ども達が集える場所」

としてのコドモファンドの活動は13年目に入りまし

たが、昨年からは村が中心となり、４ヶ所の活動セ

ンターでエイズの患者さんがスタッフとして活躍し

ています。チョークディーの会としても細く長くサ

ポートが出来ることを願っています。今年も参加さ

せていただき、心より感謝申し上げます。 

 

連絡先：チョークディーの会 山田美恵子 

〒248-0036 鎌倉市手広4-13-6  

TEL:0467-31-0458 

 

安心して 

子どもたちが 

集える場所 
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◆メモリアル・キルト・ジャパン 
AIDSで亡くなった人たちの存在を現す１枚の布・メモリ

アルキルトを通して HIV/AIDSの抱える問題を共に考

えるNGOです。 
 
内容：メモリアルキルトの展示、活動紹介 

20年前にキルトを見たという方、当時ボランティアで参

加してくださった方々ともお話ができました。もちろん

初めての方も多く、興味なく通り過ぎる方もあり、次の

課題として検討したいと思います。 
 

連絡先：〒550-0002大阪市西区江戸堀1-19-23-403 

TEL/FAX:06-6459-4098 

E-mail：info@mqj.jp   URL: http//mqj.jp/ 

◆横浜AIDS市民活動センター 
1995年のオープン以降、エイズについて考え行動する皆さんを応援する横浜市の施設で

す。2010年から横浜ＹＭＣＡが運営を受託しています。 
 
内容： 

・1994年の国際エイズ会議、第1回AIDS文化フォーラム in 横浜が開催された頃の新聞記

事（横浜AIDS市民活動センター所蔵）を展示しました。 
・講座の合間の休憩時間に、センターのマスコット「コムちゃん」が会場を盛り上げました。  
・コムちゃんに関心をもってくださった方にセンターのご案内をしたり、コムちゃんの活動に
ついてお話したりでき、交流の良いきっかけとなりました。 
・センターで貸出可能なパンフレットや啓発物品の紹介を行いました。 
・HIV・エイズや性に関するパンフレットを配布しました。全般的に「親も知っておき
たい思春期のこと」を手にとる方が多かったです。 
・他、運営委員会企画「マイレッドリボンをつくろう！」に協力しました。 

 

連絡先：横浜AIDS市民活動センター 

〒231-0015横浜市中区尾上町3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 

URL: http://www.yaaic.gr.jp/ 

◆TENGA 
 
内容：泌尿器科医3名の先生たちによる

「男性たちの性がどこか変？？？」のプロ

グラムで取り上げられたTENGAを展示紹

介しました。 
 

連絡先：株式会社 典雅 

URL： http://www.tenga.co.jp/ 

Twitter:  @TENGA_Global 

Facebook:  http://www.facebook.com/TENGAGlobal 

Blog: http://tengaglobal.blogspot.com/ 

20年前に見た 

キルトとの再会 



 

◆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。2013年夏、タイでボランティア活動をしたユースが、現地の様子を

説明し、フェアトレードのパヤオクラフト販売をしました。ＹＭＣＡ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/ 
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◆ジェクス株式会社 
コンドームを製造販売する“愛のそばにいつも”をモットーに性から生をサポートする総合

医療機器メーカーです。 

 
内容：ジェクスとしては初めての参加でしたが、今年で20回目ということで、みなさん参加

意識が高く内容の濃いものと感じました。ただ、来られる方がほぼ関係者ということで、学

会と似た印象を受けました。せっかくの素晴らしい取り組みですので、今後はいかに学生

を含む一般参加や異業種を巻き込み、広げていくかが課題ではないでしょうか。より現実

に役立つ実践的な内容で、参加者をひきつけるようなテーマにチャレンジして頂きたいと

思います。 

展示スペースへの人の流れはまばらで、セミナー中は閑散とした状態です。例えば教室

でなくとも、展示ブースで発表内容が見られるテレビの設置、総

合アナウンスでの誘導と看板による告知などを希望します。ま

た、エイズという縛りでなくとも、せっかく隣接している献血との連

動で現状報告と今後など実際に講義後に夕刻から検査出来る

よ～、性の相談部屋つくりますよ～お気軽に～というような、トー

タルイベントとしての可能性を考えると、さらなる集客と広がりに

期待できると思います。 

20回目という歴史と実績から、更なる発展を期待しております。

この度は参加させていただきまして、ありがとうございました。 
 

連絡先：〒540-0012 大阪市中央区谷町2丁目3番12号  

TEL:06-6942-0551  

FAX:06-6941-5235 URL:http://www.jex-inc.co.jp/ 

 

20回目という 

歴史と実績 
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■ネットワーキングＴＥＡパーティー 

 

 講座の主催者・入場者・イベントボランティアが交流をするパーティです。グループ内で 

自己紹介をした後は、「第１回のフォーラムが開催された1994年クイズ」。その年のオリン 

ピックの開催地や出来事などを解き、優勝したグループには賞品が！  
 

 
 

■ネットワーキング・パーティ 
 

 中華料理を食べながらのパーティは、毎年、大盛況です。  

交流プログラム 



■イベントボランティア（会場ボランティア） 
フォーラムの最大の特徴は、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、専門学校・大学生・社会人を中心とした幅広い世代

のボランティアによって支えられています。 

 

イベントボランティア・オリエンテーション： 

前半は、活動内容の説明、HIV/AIDSの基礎知識のミニ講座を実施。 

 

 
 

後半は、グループタイムで、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。 

ボランティアの皆さんには、フォーラム期間中の運営をサポートしていただくことはもちろ

んですが、フォーラムで知った知識や情報、そして、ご自身が感じたことを、フォーラム後

に周りの人へ伝える役割も担って下さることを期待しています。 

 

イベントボランティアの感想： 

● ボランティアを通じてAIDSについてたくさんの働きが行われていることを知った。多く

の人が動いているからこそ、AIDSを予防できている部分も多々あることがわかった。 

   ボランティアを行えたことでAIDSについての知識が身に付き本当に良かったと思う。    

   ボランティアを行わなければこのような講演が開かれていることも知らなかった。機会  

   を設けて下さりありがとうございました。   

● ボランティアに参加する前は、エイズ患者に対して少し偏見をもっていた部分もあっ

たが、ボランティアの講義を通してエイズのことをもっと知りたいと思うようになった。

貴重な体験をありがとう

ございました。  

● オリエンテーションの

時、内容を聞いて、そん

なに役に立てないので

はと思っていましたが意

外にやることが多くて大

変でした。エイズについ

てあらためて勉強できて

よかったです。  
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フォーラム後に 

周りの人に 

伝える役割 

イベントボランティア 
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■イベントボランティア記事（ＢＡＩＬＡ記事掲載） 
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◆全体集計推移（2009～2013） 

フォーラム全体集計表 
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◆2013年参加者の居住地（都道府県別） 
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AIDS文化フォーラム in 横浜は 

     「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20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― 

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 

13 20 
これまでの20年 

70 56  4,278  
20年の積み重ねが京都、 参加者増 

で賑わう    これからの20年 そして陸前高田につながる 

AIDS文化フォーラム in 横浜 20回の歩み－開催概要と経緯－ 
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■第12回（2005年）：飯島愛さんと北
山翔子さんがそれぞれの実体験をもと

に人を愛すること、そして生きること

をテーマに語られた言葉は、来場者の

心に深く響きました。また、会場ボラ

ンティア数は110名と過去最高でした。 

つながりが、絆がAIDS文化フォーラム in 横浜・京都・陸前高田に 

■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。10月には「AIDS文化フォーラム in 京都」開催。これまでのフォーラムを通
してできたつながりが新たな絆につながっていくことを実感したフォーラムとなりました。 

■第19回（2012年）：昨年のAIDS文化フォーラム in 京都への広がり。11月に開催される日本エイ
ズ学会（横浜）とのつながり。改めてHIV/AIDSを文化の視点で考えさせられました。 
■第20回（2013年）：20回目を迎えた今年、横浜・京都・陸前高田でAIDS文化フォーラムが開催
されることに。一区切りを迎える一方で、新たな時代への誓いをこころに刻み、この先も続けるこ

とをみんなで確認し合っていました。 
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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                    ◇カトリック横浜教区 鈴木真 

 ◇（公財）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湘南・沖縄部 池田光司 

 

■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  原田潔  鈴木栄子 滝田由紀子 田原秀 

 

■協力  
 ◇物品協賛：株式会社ジャパン ビバレッジ セントラル サンスター株式会社 

         東京キリンビバレッジサービス株式会社 

 ◇寄付：横浜エイズ勉強会 神奈川県化粧品工業協会 神奈川県製薬協会 ヴィーブヘルスケア株式会社 

     鳥居薬品株式会社 MSD株式会社 株式会社典雅 

◇助成金：公益財団法人エイズ予防財団（平成２５年度エイズ予防財団助成事業） 

 

■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 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 

 

■イベントボランティア（会場ボランティア） （小学生～社会人） 
荒木雅子 稲尾由梨 内山政広 海北彩水 小野ちうり 小野寺祐奈 木下夏美 黄子彦 小俣妙子 齋藤志津江 

笹井明日香 白井彩 千葉裕子 鳥海賢司 張本美晴 福室宏亮 古川英司 降旗莉沙 堀内澪 横田楓 

古瀬明維 宮下沙也香 武藤佑美子 白尾文乃 鈴木祐理 水野紗也加 青木豪志 伊原光明 吉永千尋   

                                             他合計57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。 

20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 柴垣麻莉奈 吉野真理 四方田礼美  

2013 AIDS文化フォーラム in 横浜を支えた人たち 
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20周年企画は横浜エイズ勉強会の寄付を受けて実施しました。 

■「これまでの20年～みんなの声～」パネル展 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
第１回の思い出の他、いままでの20年を振り返るパネル展。パトリック氏の追悼コーナーも併設。 

 

AIDS文化フォーラム in 横浜 ２０周年記念企画 
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「AIDS文化フォーラム in 横浜・京都・陸前高田」の企画は 
エイズ予防財団の助成金の支援を受けて実施しました。 
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AIDS文化フォーラム in 横浜 が 

      AIDS文化フォーラム in 京都 と 

       AIDS文化フォーラム in 陸前高田につながった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2013年10月5～6日  

AIDS文化フォーラム in 京都 

 

会場 同志社大学 今出川キャンパス 良心館、寒梅館 

事務局 〒604-8083 

京都市中京区三条柳馬場東入中之町2 京都ＹＭＣＡ内 

AIDS文化フォーラムin京都 事務局 

TEL 075-231-4388 

FAX 075-251-0970 

E-mail information@hiv-kyoto.com 

URL: http://hiv-kyoto.com/ 

 

 

2013年11月23日 AIDS文化フォーラム in 陸前高田 

 

プログラム 

●オープニングライブ「ぼくらにできること」 

  Funny Pig（まっと＆モサ） 

●トークセッション「はまってけらいん、かだってけらいん」 

  北山翔子、戸羽太市長、石川浩行青年会議所理事長、他 

●HIV/AIDSミニ講座 

  北山翔子、岩室紳也 

●特別講演「夜回り先生 いのちの授業」水谷修 

 

会場 陸前高田市立第一中学校 

 

URL: http://www.pref.iwate.jp/~hp4502/afinr2013.html 
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１．名称 
この会は「AIDS文化フォーラム in 横浜 組織委員会」と称する。 
（以下、「組織委員会」と略す） 

２．趣旨 
1994年8月に横浜で開催された第10回国際エイズ会議を機に、市民の手による全ての人に開かれた場として「AIDS
文化フォーラム in 横浜」を開催してまいりました。回を重ねていく中で、全国各地でHIV/AIDSに取り組む各団
体・個人の発表・交流の場として、また多くの市民、特に若い人々に向けての啓発の場として定着してまいりまし

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

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

市民のための、すべての人に開かれた集いを開催します。 
３．目的 

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

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

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

７．組織委員会の役割 
「AIDS文化フォーラム in 横浜」開催の主催者となり、このフォーラム開催に関して最終責任を負う。 

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

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

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

２）予算を管理する。 
３）年度を越えての継続的な開催を補佐する。 

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

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

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

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

12．その他 
この規約に定めるものの他、組織委員会の運営に関して必要な事項は組織委員会の議を経て定めるものとする。 

 
（付則）この規約は、2008年4月7日から施行する。 

「AIDS文化フォーラム in 横浜」組織委員会規約 



◆名称順 

紅音ほたる                           ・・・P12 

アジアの女性と子どもネットワーク              ・・・P50 

阿部真理子                                 ・・・P13 

石田心                                               ・・・P17 

一般社団法人日本心理療法協会             ・・・P37                   

今井伸                                    ・・・P23  

岩室紳也               ・・・P7,10,12,17,23,27,35,43 

遠見才希子                         ・・・P34 

大島華奈                                                        ・・・P46,51                                                              

カトリック中央協議会 HIV/AIDSデスク       ・・・P13,15,25,44 

神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課   ・・・P47    

神奈川県ユニセフ協会                                        ・・・P33 

上村茂仁                                                           ・・・P18 

川田龍平                                                       ・・・P13                        

北沢杏子                                                           ・・・P36 

北山翔子                           ・・・P47 

希望の家を支える会                      ・・・P41 

劇団プレイバッカーズ                   ・・・P50 

公益財団法人エイズ予防財団              ・・・P54 

公益財団法人横浜YMCA                  ・・・P21 

厚生労働科学研究費補助金 エイズ対策研究事業 塚原班 

                                     ・・・P28 

小堀善友                             ・・・P23 

早乙女智子                         ・・・P29 

佐々木亮平                                                       ・・・P38 

椎名雄一（精華学園高等学校 町田学習センター）・・・P14 

ジェクス株式会社                                                ・・・P54 

白阪琢磨                           ・・・P24 

性を語る会/アーニ出版                  ・・・P13,52 

青年赤十字奉仕団                    ・・・P22 

平良愛香                          ・・・P10,31 

田島 龍彦                             ・・・P7 

筑丸寛                               ・・・P23 

チョークディーの会                         ・・・P52 

特定非営利活動法人SHIP                                    ・・・P15 

特定非営利活動法人エンパワメントかながわ    ・・・P42,51 

長澤勲                               ・・・P7                                         

南定四郎                              ・・・P7     

日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス      ・・・P23 

認定NPO法人AIDSネットワーク横浜         ・・・P23,32 

古川潤哉                         ・・・P10,30,15 

星野貴泰                           ・・・P21 

堀尾吉晴                             ・・・P32 

松本俊彦                          ・・・P26 

水谷修                            ・・・P16 

メモリアル・キルト・ジャパン                ・・・P22,53 

薬害エイズを考える山の手の会             ・・・P28 

安田菜津紀さん                       ・・・P45 

山田雅子                                   ・・・P9 

横浜ＡＩＤＳ市民活動センター            ・・・P20,46,53 

ヨコハマ経済新聞                         ・・・P19 

横浜市健康福祉局健康安全課             ・・・P39 

 

◆アルファベット団体名 

AIDS文化フォーラムin横浜組織委員会         ・・・P6,62 

AIDS文化フォーラムin横浜運営委員会企画     

・・・P9,10,23,45,46,62           

AIDS文化フォーラムin京都                              ・・・P48 

AIDS文化フォーラムin陸前高田               ・・・P38 

ABCD in NARA                                         ・・・P 

ATAC＆ABCD in NARA                   ・・・P49     

ECPAT／ストップ子ども買春の会                           ・・・P29 

HIVと人権情報センター                                       ・・・P49 

JOINT＆HEART                                                 ・・・P14 

PLANET                                                      ・・・P48 

YMCA ACT                                                      ・・・P40 

YMCA健康福祉専門学校                ・・・P15 
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＜参加団体等名称・索引＞ 



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

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

行っています。毎年４月頃からホームページやチラシ等でご案内しています。（※フォーラムの趣旨に沿わないと判

断した場合は、お断りしています。このフォーラムにおける政治・宗教活動、営利目的、古い因習や差別的考えに

基づいた活動はお断り致します。） 

 

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

フォーラムの開催を支えています。募集はホームページやチラシ等でご案内しています。 

詳細はホームページをご覧ください！ 

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

・・・・・あなたも参加しませんか？・・・・・ 


