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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21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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２０１４（第２１回）ＡＩＤＳ文化フォーラム ｉｎ 横浜

開会式・組織委員長あいさつ
今年もAIDS文化フォーラムin横浜の開催を迎えることができましたことを、心よ
り感謝申し上げます。今年で第21回の開催となりました。
今年の7月にマレーシア航空の事故があり、国際エイズ会議へ向かうオランダ
の方々が多く犠牲となり、痛みを覚えます。AIDS文化フォーラムは21年前に国際
エイズ会議が横浜で開催された際、専門家の方々の話し合いだけではなく、社
会の中にHIV/AIDSを受け入れる文化を創っていこうという願いの中、ボランティ
アが集まり開催されました。写真展、絵画展、映画鑑賞、パッチワークなどの文
化を通して、市民に伝え、AIDSを受け入れる文化を創っていこうと誕生したの
が、このAIDS文化フォーラムです。組織委員会が主催となっていますが、様々な
ご支援、ご協力をいただきながらの開催となっています。運営は、運営委員会を
中心にボランティアで行っています。3日間で実施される分科会で発表、展示し
ていただくみなさんは、手弁当で来てくださり、伝えたいという気持ちを持って全
国から集まり80近い講座が運営されています。これまでの21年間、このように手
弁当で、皆さんの知恵を絞って、ボランティアの思いをつなげながら歩んでまいりました。今回初めての参加者の方
も、今日から参画者としてHIV/AIDSを受け入れる文化を創っていく仲間として関わっていただければと思っています。
今年は「未来につながる新たな船出」というテーマで開催されています。21年という長い歴史はありますが、新たに第
1回目という思いで、皆さんと共に新しい文化を創る思いで、このフォーラムを迎え、新たな船出をしたいという思いが
込められています。
開会式・オープニングをはじめ、未来につなぐための様々なセッションが予定されています。皆さんと共にHIV/AIDS
を受け入れる文化、AIDSを通して性の問題、命の問題、AIDSの予防を考えるための青少年の性の問題、セクシャルマ
イノリティの問題、発展途上国における医療や薬が行き届かず、貧困の中で十分なケアをされていない方の問題など
を様々な視点で考えたいと思います。AIDSをキーワードに世界を見てみると様々な問題が見えてきます。AIDSというも
のを遠い世界のことではなく、HIV/AIDSを抱える方々だけの問題だけでなく、この3日間を通して自分の問題と捉える
時となればと考えます。皆さんと共にそのような時間を創っていきたいと考えています。
組織委員長 田口努

オープニング
ＨＩＶ／ＡＩＤＳの歴史を振り返り、未来につなぐ①
一日一回一錠でＨＩＶがコントロールできる時代に
治療薬がなかった時代を振り返り、これからを展望します。
当事者の立場から：長谷川博史（ＪａＮＰ＋：日本ＨＩＶ陽性者ネットワーク）
医療の立場から：根岸昌功（ねぎし内科診療所）
マスコミの立場から：宮田一雄（産経新聞特別記者）
運営委員：岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター）
内容：
根岸さん：1984年からHIV感染症の治療に携わってきたが、初期の頃は駒込病院でエイズの治療をしていることを公
にできなかった。医者は裁判官ではなく、まったくの白紙から人を診る医療技術提供者として、アメリカで開発された薬
を提供することが初期の診療姿勢だった。解剖を嫌がる、眼科診療を拒否するそういった医療者と一緒に診療をする
という繰り返しだった。カクテル療法が開発されるまでは日和見感染症などの合併症の治療について考え、提供する
だけであった。治療（医療技術）、ケア、制度がそろって初めて医療が成り立つ。転機になったのが「Fears for AIDS」と
いう記事で、「らい病もAIDSも病気に過ぎない。そこには罪人はいない。うつそうとしている人はいない。苦しんでいる
人がいるだけで、サポートを必要としているだけだ」と学んだ。実際には診療をする医師は増えていったが実際に公表
しているところは少なかった。1990年頃に2丁目から声がかかり、ゲイコミュニティを対象とした医学的な講演会を行った
が、ゲイの方にセクシュアリティは一人ひとりにとって非常に重要なことだと教わった。医療の技術は進歩したが、根治
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には至っていない。これからはcureではなく大事なことはcareということだが、ケアという視点、社会的ソフトは今でもあ
まり変わってはいないと感じている。「We care」という視点が重要。一方で、薬が進歩すると早期治療の導入で感染拡
大を抑えようという動きが1994年頃も、実は今でもあることが問題ではないか。ドラッグについては統計上もカウントされ
ないだけではなく、まだまだケアが進んでいないということは問題。
宮田さん：1986年に厚生労働省担当記者としてエイズサーべイランス委員会の取材をしたのが、きっかけだった。1987
年のエイズパニックの頃は日本では恐ろしい病気で、が放っておけば広がってしまうという感じだった。一方でニュー
ヨークでは普通のことになっていた。日本とアメリカの違いの理由を知るため取材をしたかったが、駒込病院も取材が
禁止されていた。何とか根岸先生の話を聞くことはできても、撮影時には白衣を脱いでという状況でだった。1989年に
ボストンでは陽性者の支援にも関わり、1993年ぐらいまでは患者の生の声を聞きたいと考えた。犯人捜しのような雰囲
気が気になっていた。1994年の国際エイズ会議も当事者やNGOの参加に消極的で医学的な視点での会議という話も
あった。個人的にはセクシュアリティが苦手であったが、実際にゲイの方との交流を通して自分はゲイが受け入れられ
ないと言えたり、受け入れられるようになった。薬物は犯罪という側面もあるが、呼称は「乱用者」ではなく「使用者」や
「利用者」という視点で考えなければ支援は広がらない。社会は変わったところもあるが、戻ったところもある。対策を進
めるには一般の人を巻き込む「雰囲気づくり」が重要である。
長谷川さん：ゲイであるという自分のセクシュアリティもあり1984年ごろからHIVに関心を持っていた。しかし、検査を受
けようと思ったのが1988年、実際に検査を受けたのは1991年で、1992年に感染していることが判明。その後、8か月間
引きこもりなんとか横浜での会議等にでカミングアウト後スピーカーとして発言するようになった。性感染であるが、血友
病の方と出会って「単なる病気」という受け止め方ができた。一方で医療は頑張っているが、家族にさえも告知できな
い、しかし、ケアしていたパートナーへの配慮がない社会の問題として活動をし始めた。病院の中で患者会を立ち上
げたりしていた。3つのゲイ雑誌を立ち上げたが、1993年の時点ではゲイの雑誌でHIV/AIDSを取り上げるのはご法度
だった。「We care」の対極に「Ignore」がある。HIVの診療は進んだが、他の分野（透析、産婦人科、歯科等）では受け
入れられない。セクシュアリティには幅があり、七色の虹が少しずつ変わっていくように、セクシュアリティも緩やかな、
多様なものであるという理解が必要。梅毒に学ぶと、セックスでうつる病気、性感染する病原体は治療薬が開発されて
もなくならないという現実がある。薬物については「ダメ絶対」という上から目線ではなく、「受容」、「サポーティブ」の姿
勢が重要。当時の啓発を続けながら、JaNP+を立ち上げ、今年代表を交代した。
岩室さん：性教育の延長線上にHIV/AIDSが現れたために関わるようになった。予防はシンプルでノーセックスかコン
ドームなので当初からそのことを訴え続けたが、多くの壁にぶち当たった。一方で正直なところセクシュアリティについ
てはよくわからずにいた。根岸先生から最初の患者さんを頼まれ、HIV/AIDS診療も行うようになり、今ではHIV陽性で
認知症の患者さんが施設に入る支援ができる状況も生まれている。ただ、教科書にはいまだにセクシュアリティについ
ての記載はない。届け出の際に同性間とドラッグの両方を感染経路とすると同性間としてカウントされ、ドラッグはカウ
ントされない。
来場者感想：
● 根岸先生はあまりに立派であると感じました。医者は裁判官ではない。白紙で人を見る。みんなが集える場所を探
すのに苦労をされた。薬で治療は進んでいるが、今からも大変である。長谷川さんも堂々とされていてスピーカーと
して立派だと思います。ゲイにもいろいろある。マイノリティもいろいろある。虹色のように人がたくさんいるということ
を認識しました。（神奈川県 50代）
● 4名がそれぞれきちんとご自分の立場と考えを持って
いらして、聞きごたえのあるお話でした。自分の仕事
を通してHIV+の方々へのケアに関わっていくためのヒ
ントをもらったような気がします。（東京都 30代）
● 当事者の長谷川さんの言葉がすごく心に響きました。
透析をしたいけど断られない。私も看護師ですが、偏
見がないと言ったらウソになります。時間はかかるかも
しれないけど、日本が虹のように多様な性を理解でき
る、共存できる国になりますように。（神奈川県 30代
保健・医療・福祉関係）
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発表プログラム
ＨＩＶ／ＡＩＤＳの歴史を振り返り、未来につなぐ②
アカデミー賞3部門受賞作品『ダラス・バイヤーズクラブ』
主催：AIDS文化フォーラムin横浜運営委員会
内容：1985年、アメリカで最も保守的とされるテキサス州で、HIV陽性により余
命30日と宣告された男がいた。男の名前はロン・ウッドルーフ。同性愛者でも
ないのになぜ！？と怒りを周囲にぶつけるロン。『ジャイアンツ』『武器よさら
ば』などで知られる俳優ロック・ハドソンが実はゲイであり、エイズに冒された
という当時の報道は、驚きと共に、ゲイ＝エイズという盲目的な偏見に拍車を
かけた。自ら宣告を受けたロンの反応も同じだった。そこから、政府や製薬
会社を相手取り、生きるためのロンの闘いが始まる。
来場者感想：
● 見たい映画だったので、見れて良かったです。“違法”であることとか、そ
の矛盾とか、とても興味深い作品でした。（神奈川県 40代 教育関係）
● 人は死を意識した時、強くなる。（神奈川県 40代 その他）
● AIDSはゲイが患うものという観念は現在においても拭えないものであり、
時代を経てもなお、日本では同じ問題を抱えているように感じる。知識
のない私たちがAIDSという病気を知り、患者の思いや症状、治療を知る
のには、すごくわかりやすい内容であった。（神奈川県 40代 教育関
係）

ＨＩＶ／ＡＩＤＳの歴史を振り返り、未来につなぐ③
ＨＩＶ／ＡＩＤＳの予防啓発の過去と未来
By コンドームの達人 岩室紳也 ＆ 北山翔子
主催：AIDS文化フォーラムin横浜運営委員会
内容：HIV/AIDSの診療と予防啓発活動を長年続けてきた岩室医師と、アフリカでパートナーからHIVに感染した保健
師の北山さん。二人は時には一緒に講演活動も行っている。HIV/AIDSの予防啓発活動の変遷と、今後の課題を話し
合った。北山さんはノーセックスかコンドームといった感染経路の知識があり、当時のアフリカで100人に1人が感染して
いた。しかし、日本では同性間性的接触、不特定多数との性交渉がハイリスクだということが強調されていたため、「自
分は関係ない」と他人事意識で感染した。他人事意識を取り除くためには「これをしてはいけない」ではなく、「失敗談」
を当人が話すことが大事で、「これをしたら失敗した」と聞くと、自分事として受け止めることができる。
来場者感想：
予防について今まで持っていたイメージが、自分の中で偏ったものになっていたのだと気づかせていただいただ
けで大変勉強になりました。（群馬県 20代 保健・医療・福祉関係）
● 「他人事意識」というキーワードを持ち帰り、宿題にしたいと思います。（神奈川県 30代 教育関係）
● フォーラムで話を聞いている時はとても大切なことで、子どもたちに指導したいと思うのですが、現実問題、性教育
を学校で行う難しさを痛感します。（三重県 30代 教育関係）
● 今の子どもたちは実体験の話を求めているなと実感します。「先生でも間違えるんだ。先生でも失敗するんだ」と言
いながらホッとする表情を見せると思います。（三重県 20代 教育関係）
●

連絡先：岩室紳也 ヘルスプロモーション推進センター（オフィスいわむろ）
紳也’s HP: http://iwamuro.jp/ （岩室紳也への連絡、北山翔子さんの講演申し込みはHPからお願いします）
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保健師による特別出張講演 in ＡＩＤＳ文化フォーラム
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：神奈川県保健福祉事務所
内容：「数年先」の自分のために「今」何ができるか。健康管理・病気予防のサポーターである保健師が、教科書では
教わらないカラダのことや、エイズ予防についてのリアルを語ります！
プログラムは二部で構成されており、前半は中高生を対象として実施している青少年・エイズ性感染症予防講演会
事業の実演を、後半は高校生や大学生を対象とした「男性と女性のカラダについて」の講演会を行いました。
来場者感想：
● ライフプランという位置づけで、性のこ
と、健康のことに関する講演をきけたの
はとても貴重でした。（神奈川県 30代
教育関係）
● “性”と”生”について、どのように生徒に
伝えたらよいか、毎年自校で指導を行う
際に悩むのですが、今回の授業は分か
りやすく、参考になりました。（三重県
30代 教育関係）
● 自分をたいせつに･･･どう伝えるかが難
しい。（神奈川県 60代 教育関係）
連絡先：神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課感染症対策グループ
〒231-8588 横浜市中区日本大通１
TEL：045-210-4793

どうする？小学校「エイズ教育」の問題点
主催：「性を語る会」（代表 北沢杏子）
内容：小・中学校の保健の教科書を使ってＨＩＶ感染予防教育をどう進めるか発表した。困っている小・中学校の先生
がどっと集まった。小学校では、ＨＩＶは「性交」によって感染すると教えてはならないことになっている。その理由は『教
師用指導書』に、「ＨＩＶの感染経路には①血液感染、②性的接触、③母子感染があるが、この授業では“児童”の日
常生活の場面で考えられる血液感染（のみ）を理解させる」とあるからだ。中学校ではやっと「ＨＩＶは感染者の精液、膣
分泌液、血液に含まれている」の記述はあるものの、用語として「性交」は避け、性的接触（東京書籍）、直接接触（大
修館書店）とだけの記述となっている。日本では、「性交」による感染が80％以上（エイズ予防財団）となっているのに、
なぜ「性交で感染するので予防を！」と学校で教えないのか？その結果2013年の新規感染者数は1,590件と最多に
なっており、HIV/AIDS感染者、患者の累計は23,015人（2013年末）を数えている。なおUNAIDSの最新情報によると、
感染ハイリスクの2位はMSMだ。日本でも性的マイノリティ「LGBT」は20人に１人いると言われており、「MSMの場合もコ
ンドームの使用を！」と訴えたい。私の発表では『コンドームの正しいつけ方１０カ条』の実習を毎回（今年で21回）行っ
ている。
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
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親子の触れ合いエイズ教育 ー腹話術ー
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行います。
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]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。
①自己紹介タイム（2人1組）。ペアで自己紹介。「自分のどこが好きですか？」良いところ５つ、良くないと思うところ５つ
挙げてもらう。将来の夢 or 子どもの頃の夢。これまで一番頑張ったこと。１年後の自分・10年後の自分。相手の良い
ところ10コ以上。
②ほめほめタイム。ほめて伸ばす、って具体的にはどうすればいいの？ 演習を通して学ぶ。「あなたの子どもはどん
な子ですか？」観察トレーニングを行う。母親と小１の子ども（人形の「ちえちゃん」）の設定でほめ言葉・ほめる態度を
磨きましょう！
③死を家庭でどう教えるか。中井３兄弟（小２・小１・年長５～７歳児）にインタビュー （祖母の死からの学び）。それぞ
れの発達段階において死へのイメージを発言できるようサポート。子どもの素朴な疑問に対して。死んだ人は生き返る
のか。死ぬって怖いことなのか。お葬式でなぜ黒い服を着ているのだろう。死んだ人はどこへ行くのだろう。
[評価] 質問回答・事後アンケート：総計4名回収。
[今回の感想] 腹話術で場面の再現が分りやすかった。参加型がよい。子育てについてあらためて考えられた。
[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 E-mail：m-hatake@m4.kcn.ne.jp

インターネットが利用された性犯罪
主催：ネットスター株式会社
インターネット・ポリシー・スペシャリスト宮崎豊久
ポピュレーションアプローチの視点でインターネットの利用法を啓発中。
内容：インターネットの商用利用が始まって20年の月日が流れました。従
来の技術革新と異なり、単なるインフラの普及にとどまらず、目に見えない
新しい空間が開けたことにより、人類が今まで体験したことのない事例が
多く見られるようになりました。教育や法律を始め、身近なところではコミュ
ニケーションの取り方まで考え方を変えなければならなくなりました。
従来の社会問題の考え方の多くは、発生した問題に
対して効果的な方法で対処する考えでしたが、情報
（コミュニケーション）の伝達スピードや、広範囲性が認
められる現代社会では、対処が常に後回しになってし
まう状況がより鮮明になってきました。これからは発生
を未然に防ぐために、集団全体への予防啓発、イン
ターネットを使ってもトラブルを起こさない啓発が必要
になってきています。こうした観点からインターネットを
改めて見直し、どのような対策が必要か皆さんと考えな
がらお話をさせていただきました。
連絡先：ネットスター株式会社（宮崎豊久）
〒108-0071 東京都港区白金台3-2-10白金台ビル7F
TEL：03-5795-4830
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HIV検査を受けていますか？
検査を受ける人も提供する人も共に学び合おう、予防とケア
～東京都南新宿検査・相談室の経験から～
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：矢永由里子、櫻井具子（共に東京都南新宿検査・相談室）
内容：東京都心にあり、平日15時30分～20時、週末13時～15時対応のHIV検査相談室から見えてくる、検査相談に
ついての予防とケアを考えました。また、参加者と今の課題や今後の取り組みについて一緒に考えました。
来場者感想：
● HIV検査の件数1万件は、とてもすごいと思いました。南新宿の検査・相談室については、以前からとても興味が
あったので、お話を聞けてよかったです。
● 「検査の結果、陰性だったから良かったと
いうことではなく、陰性の意味が大事であ
る」との話が納得できました。
● 今後も増えるであろうHIV陽性者につい
て、行政、医療、福祉、教育などを含めて
理解を深めていく必要性を感じています。
連絡先：神奈川県保健福祉局保健医療部健
康危機管理課感染症対策グループ
〒231-8588 横浜市中区日本大通１
TEL：045-210-4793

ちょっぴり体験！教室でできるデートDV予防！
主催：認定特定非営利活動法人エンパワメントかながわ
暴力のない社会の実現を目指し、暴力予防のための各種人権教育プログラムを開発、提供しています。
内容：中学生向けデートDV予防プログラム実施者養成講座開催を直近に控え、その内容を紹介しながら、中学生に
デートDV予防の必要性があることを、今の中学生の現状を紹介しながら、グループディスカッションの手法なども取り
入れて、実施した。
団体としての取り組みも10年に及
び、多数の事例の集積もあるので、
多くの参加者が現場の声としてとら
え、大変参考になるとの意見を多く
いただいた。参加型ワークショップ、
質問への臨機応変な対応なども好
評だった。
連絡先：認定特定非営利活動法人
エンパワメントかながわ
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋
町2-9-22-701
TEL：045-323-1818
FAX：045-323-1819
E-mail：kanagawa-capmiracle@isis.ocn.ne.jp
URL：http://npo-ek.org/
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障がい児への性の健康教育
主催：ＹＭＣＡ健康福祉専門学校
内容：シリーズ2回目の今年は、障がい児者が性的犯罪の加害被害になって
いる現状や施設での性教育の内容調査から、性教育の中でどんな内容をい
つどのような方法で伝えていったらよいのかを考えました。まず、加害被害の
統計的なデータで示しながら、加害では冤罪も含めて、知的な問題によりど
んなことでも「はい」と認めてしまうことから安易に犯人と断定されやすい問題点が提示されました。
障がい児者の生活支援を担っている施設職員へ、利用者への性教育実施状況や性教育に関して考えることをアン
ケート調査した結果からは、「禁止」という方法でしか伝えられていないジレンマが示されました。ごく自然な人間にとっ
て大切な性の問題をその人のニーズに寄り添う気持ちで対処できるように促すこと、それにチャレンジしたいという積極
的なご意見にも心を打たれました。
さらに、体の成長に伴う変化を説明する視覚教材を作成し、実際に小学校高学年の子どもたちに教育をするとした
ら、という想定で模擬授業も行いました。実際にやってみると、羞恥心を捨てられなかったこと、そういう気持ちがあると
教授内容があいまいな表現になってしまったことから、現場の方々のご苦労を改めて実感しました。
これらを踏まえ、参加者の皆様方からは、体の成長のアンバランスさから思春期に突然不適応症状が顕在化するこ
と、子どもが小さいうちは保護者にもその危機感があまりないことから、親への性教育の必要性も会場からご意見をい
ただきました。また、教師自体もどう展開したらよいか悩んでいることなどの率直なご意見をいただきました。性の問題
は人が生きていく上でとても大切な問題です。この取り組みをきっかけとしてさまざまな体と心の性徴から、相手を敬い
お互いを大切にするという当たり前の感情を丁寧に育む環境をみんなで考えていきたいと思いました。
連絡先：YMCA健康福祉専門学校 こども総合科 福祉スポーツコース3年
〒243-0018 厚木市中町4-16-19 TEL：046-223-1441 FAX：046-2232101
E-mail：okuta_noriko@yokohamaymca.org(代表) URL：http://www.yokohamaymca.ac.jp/health/

リアルにどうする？！
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、HIV予防啓発のボランティアチーム。
内容：女子学生が、HIVのことを知り、検査を受け、陽性が判明する過程を、劇にして発表しました。本やパンフレットで
知識を得る時には感じられないような、本人の迷いや、家族や専門家から受けられるサポートを来場者の方に感じても
らえるような工夫をしました。この劇を通して、HIVに感染しても沢山のサポートが受けられること、そしてHIVはやはり予
防が大切なことを確認しました。
発表の後半では、実際の予防方法として、コンドームの使い方ワークショップをしました。初めてコンドームを目にす
る方から、実際に他団体で予防啓発活動を行っている方まで、バラエティに富んだグループで、参加者同士も助け合
いながら、ワークショップを進めることができました。
来場者感想：
● 劇でHIV陽性になった時の対応などリアルに知れてよかった。
● 看護師の方から実際の現場でのお話も聞けて参考になった。
● コンドームの使い方を最初から最後までしっかり教えてもらいました。
● HIVやエイズの基本知識を○×問題で分かりやすく教えてもらえてよ
かったです。
● エイズやHIVについて、学校でも教えてくれないことを詳しく知ること
ができて良かったです。
連絡先：特定非営利活動法人シェア国際保健協力市民の会内 HIV/AIDS Action Team At SHARE (HAATAS)
〒110-0015 東京都台東区東上野1-20-6 丸幸ビル5F TEL: 03-5807-7581
E-mail: haatas.atshare@gmail.com URL: http://share.or.jp/share/join/volunteer/haatas.html
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生きる力を育む伝え方 ～イマドキの若者がタフに育つために～
主催：ヘルスプロモーション推進センター（オフィスいわむろ） 岩室紳也
内容：イマドキの若者は生きる力が育みにくい環境の中で頑張って生きています。その若者たちがよ
りタフに、困難にくじけず、育ち続けるにはどうすればいいのでしょうか。性教育は多様な目的を達成
するための手段の一つです。そのことが納得できると、いま、一人一人ができることが見えてきます。
来場者感想：
当事者意識を持つこと、様々な社会問題について思考しつづけたい（神奈川県 20代 学生）
● 不登校経験のある生徒8割という高校に勤めています。問題が山積みで何にどう対処したもの
か。なんだか疲れの出る秋に向けてエネルギーを少し蓄えることができました。（東京都 50代 教育関係）
● 今は何かを学ぶためには、見る情報に頼ることが多くなった。しかし間違った情報も多い世の中、「人と人とのつな
がり」、「誰かに聞く、話す」って簡単そうで少し努力が必要
かも？でも、自分がしようと一歩踏み出せば明日から変われ
る気がする（神奈川県 30代 教育関係）
● 「性教育」「生きる力」を子どもたちに伝えるのはむつかしい
と思っていました。しかし、自分の体験、経験を話すことが
何らかの「生教育」「生きる力」につながっていくのだと学び
ました。肩ひじ張らずに、自分の話せるところから伝えてみ
たいと思います。（神奈川県 40代 教育関係）
●

連絡先：岩室紳也 ヘルスプロモーション推進センター
紳也’s HP: http://iwamuro.jp/
（メール、講演申し込みはHPからお願いします）

神様がくれたＨＩＶ
主催：北山翔子
内容：アフリカタンザニアで栄養失調対策のボランティアをしていた時に受けた検査でHIV感染
が判明。パートナーにそのことを告げると「大丈夫だよ、僕がいるから」という彼の言葉を聞き、彼
を責めることはできないと思った。現地の仲間、両親、職場の上司、医療関係者に支えられ今
日まで生きてきたことを話すことで、聴いてくださった方が何かを感じていただければ幸いです。
来場者感想：
●
どの研修、講演会に行っても当事者の方のお話が一番胸に響きます。HIVが知らぬ間に
（相手にうつそうと思ってではなく）感染していく病気。それも自分に近い人に・・・。それがよくわかりました。（40代
教育関係）
●
北山さんのお話の中に出てきた、病気になって改めて気づいたことというのを聞かせていただきて、あたり前はな
いこと、時間を大切にすること、感謝の気持ち、人との出会い・・・。大切なことを改めて学ばせていただきました。
（三重県 20代 教育関係）
●
北山さんが出会われた人が、ご両親が責めなかったというところがすごくポイントになっているかと思い、とても印
象に残りました。（東京都 30代 保健・医療・福祉関係）
●
北山さんがこれまで歩んでこられた人生を少しだけですが、追体験できた気がします。専門職であり、患者であ
り、様々な経験をされて、いろんな方との出会い、言葉があって今の北山さんがあるのだと思います。職業柄、難
しい部分もあると思いますが、仕事とHIV予防活動を続けて行ってください。（50代 保健・医療・福祉関係）
●
お話の中に「もし・・・はない」とおっしゃっていました。この言葉は北山さんが病気を受け入れ、現実と向き合って
いるのを表現している言葉のように思いました。（東京都 20代 教育関係）
連絡先：紳也’s HP: http://iwamuro.jp/ （北山翔子さんの講演申し込みはHPからお願いします）
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女性の健康について
主催：平成26年度厚生労働科学研究費補助金エイズ対策実用化事業：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班
内容：性感染症、婦人科疾患、女性の健康について、性のネットワーク化シミュレーション、産婦人科医による講義を
行い、さらにグループディスカッションを通じ、参加者の方に知識の理解や関心を深めて頂いた。
講義後の質疑応答では、B型肝炎の治療、感染について、性感染症の早期発見について等、参加者の職業や立場
により、関心を持ったことや疑問に思ったことについて質問頂いた。
グループディスカッションでは、講義をもとに、感想や性感染症予防について今後気をつけたいことをテーマに、各
グループにファシリテーターとして、医師、助産師、薬剤師が参加し、学生や社会人3グループに分けて議論がなされ
た。各グループともにテーマを超えて、性感染症や性についての悩み、相談相手について、また正しい知識をどのよう
に広め、検査をすすめていくか、など、活発な意見交換がなされた。
今後、参加者自身が今回の発表で聞いたこと、感じたことを、周囲の人へ伝えていき、正しい知識や予防への意識
の普及につなげていけることに期待したい。
連絡先：独立行政法人 国立国際医療研
究センター病院 エイズ治療・研究開発セ
ンター ケア支援室 塩田ひとみ
〒162-8655 東京都新宿区戸山1-21-1
TEL：03-3202-7181
FAX：03-3208-4244
E-mail：hshioda@acc.ncgm.go.jp

こころの動かし方のコツ
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： 説明する人は「こころ」を動かせない！ということを理解してもらうために、実際に講師二人がこころを動かす話し
方と説明で同じ内容を話し、その違いを紐解きました。
メッセージには、
Ｗｈｏ（誰が・どんな関係性・立場から伝えるのか？）、
Ｗｈｙ（なぜ伝える必要があるのか？どんな目的・志から伝えるのか？）、
Ｈｏｗ（どんな表現方法があるか？どのように伝えるのか？）、
という次元があり、その視点から話すことが大切ということを、理想の人物像、ケー
ススタディ、ゴールの視覚化、ユーティライゼーション、メタファ・アナロジーなどを用いて解説。ワークを入れてメッセー
ジの伝え方を工夫してもらうなど、参加型の講義で、実際に体験をしてもらいました。
来場者感想：
● ポイントが絞られていて、とれもわかりやすい講演だったと思いました。話も具体的なヒントがたくさんちりばめられて
いて、納得できました。（東京都 ５０代 心理カウンセラー）
● HIVのピアエデュケーションをしていますが、限られた時間で子どもたちに伝えることは難しいと感じていました。今
日教えていただいたことを次回生かそうと思います。（東京都 20代 保健・医療・福祉関係）
● だいぶ前に参加したのですが、性に関すること以外の講演ができていて、びっくりしました。こういう講演とてもよい
です。人を元気にする企画をこれからも続けて下さい。（神奈川県 50代 教育関係）
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
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HIV 陽性者と成年後見
主催：特定非営利活動法人パープル・ハンズ
性的マイノリティの、高齢期も支え合う、学びの場とネットワーク作りを目指すNPOです。
内容：医療の進歩で長期生存が可能となったHIV陽性者。その一方、「長生きできるようになったがゆえの困難」も、こ
れから顕在化してくるでしょう。MSMなど通常の家族をもたない人の老後をどう支えるか、またHIV関連認知症（HAND）
の問題も言われるなか、本人をサポートするキーパーソンとなりうる制度の一つが成年後見です。
本講座では、その成年後見制度について、基礎的な情報と、これをゲイやHIV陽性者サポートの現場で活用した場
合、どのようなことができるかのシミュレーションストーリーを紹介しました。多少、専門的な内容もふくむ講座でしたが、
医師やカウンセラー、士業者など、聞き手にも専門職が多く、質問もよく手があがり、実り多い講座が行なえました。
また、今回の話で興味をもってくださり、いずれ自分の地元でも学習会をもってみたい、とのご相談もいただきまし
た。
支援者はもとより、HIV陽性当事者のかたも、まだ関心が薄かったり、あるいは気にはなりつつ、つい目を背けている
のかもしれない高齢化問題、老後問題。これに関心をもっていただく機会・・・・・・それも「大変だー」と脅かすのではな
く、安心や希望がもてる、そんな機会をこれからも提供していければと願っています。
連絡先：特定非営利活動法人パープル・ハンズ
〒164-0003 東京都中野区東中野1-57-2柴沼ビル41号
TEL：03-6279-3094
URL：http://purple-hands.net/
Twitter：@PurpleHands_net

ＤＶ・性暴力と宗教
主催：あみちえ（メゾン・ド・アミティエ主宰）、古川潤哉（浄土真宗本願寺派僧侶）
内容： 性暴力とその被害者支援について、宗教（仏教）からのアプローチを探ろうと、あみちえさんより、性暴力被害
の当事者として、その体験とその後の実際、本人が背負うトラウマと、社会からの見られ方の問題、実施されている被
害者への支援などをお話し頂いた。性暴力には本当に様々な形が在り、被害も様々であるため、支援のあり方も、立
ち直りのプロセスも様々であるが、性暴力被害に程度の大小は無く、また、「被害者にも落ち度があったのでは？」のよ
うな周囲の見方が、ますます泣き寝入りを助長することとなる。被害者側に落ち度があれば加害していいのか？という
問題で有り、特に性暴力に関しては被害者免責で加害側を問題視すべきだと再認識した。宗教的な観点としても、性
暴力を容認する要素はどこにも無い。しかし、それ以前に、伝統教団の中において、まだまだ性差別的な志向が現存
し、DVも存在しうるが、内部的には知り合い同士であるため相談しにくく、自浄能力にも欠けること。構成員の世代的な
認識の違いの問題も大きいが早急に対策すべきであること。宗教者が加害者にも被害者にもなり得る状況が放置され
ていることなどを報告し、取り組みが遅れていること、問題が存在するのに顕在化していないだけであることを宗派とし
て認識して取り組み、社会的にも性暴力被害を無くすための活動に取り組む決意を新たにした。
来場者感想：
●
（いろいろなものを乗り越えて、）ありのままのあみちえさんが魅力的
●
あまり関連が想像できなかったが、多方面から考ることが必要であり、可能とわかった
●
あみちえさんの話はショッキングに、古川さんの話は楽しく？聴かせて頂いた
●
「依存、自傷も生きたいメッセージだからいいんだよ」涙が出た
●
性暴力は程度ではないことをもっと多くの人に知ってもらいたい
連絡先：浄土真宗本願寺派 浄誓寺（佐賀県伊万里市） 古川潤哉
URL: http://furujun.info E-mail：junya@joseiji.org あみちえblog「はぐざばーす」http://ameblo.jp/maisondeamitie/
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宗教とエイズ Part9 ～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）
鈴木 真（カトリック司祭）
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〕
全国のAIDS文化フォーラムでも開催中の「宗教とエイズ」。元祖の横浜ではおかげさまで９回目を迎えることができま
した。今回も、フォーラムの顔と言える「コンドームの達人」岩室紳也先生の絶妙のコーディネートにのせられて、宗教
者が本音トークでエイズ、性、生きるを語る展開。宗派の表現枠を越えて、それぞれ、信仰に基づく人間の声として、
宗教の本質に触れるメッセージが飛び交いました。
鈴木司祭、平良牧師共に、「宗教とエイズ」経験者で、このプログラムの雰囲気も、お互いのキャラクターもわかってい
ることもあり、宗派を代表するのではなく、信仰者として個々の思いを語りあうことができました。テーマは、避妊の話か
ら性感染症、エイズの話、セクシャリティや愛の話へ。人間の感覚で言う愛ではなく、神の愛、仏の慈愛の話では、誰
がなんと言おうとも、「あなたの存在自体が大事」と認められているんだというメッセージにつながりました。ゲイであるこ
とを公表なさっている平良牧師は、「無理して仲良くしなくてもいいんだよ」のメッセージを子ども向けのオリジナルソン
グとしてご披露いただき、宗教は何かを制限するのではなく、ありのままを認め合っていくものだということに触れる縁と
なりました。
宗教を理屈として接したり学んだりすると、万人向けの表現であるために引っかかりが残りますが、本来、宗教は問い
を持つ1人1人の問題。私の悩みに応え、私でも私としてここにある意義が必ずあるんだよということを示し、生きる力と
なるものだということが「宗教とエイズ」を通して伝わっていれば幸いです。

来場者感想：
● 日常の世界から離れ、いのち、人間、宗教、宇宙、いろいろ考える時間が持て、感謝。（50代 保健・医療・福祉関
係）
● 期待以上に多くの気付き。愛、いのち、人…の捉え方の違いを聴けて良かった。（30代 学生）
● 宗教家の言葉は軽快でも深く心に残る。より多くの人に聴いて欲しい。限られた考えの話なのではないか？という
先入観を軽々と越え、むしろ、宗教家とは思えないほどフランクな表現に親しみ、共感を持ちつつ感動した（40代
会社員）
● 世界中の誰からも祝福されなくても神様だけは「あなたを大切にしているよ」に感動。「どこまでわかってあげられる
かわからないけど…」素敵な言葉。「全て」の中に自分も入っている。有機物も無機物も入れた、平和的な仏教感、
大好き。嫌いなものでも、排除すると世界のバランスは崩れる。なるほど。（60代 教育関係）
● 平良さんの「なかよくならなくてもいい」の歌、涙が出た。あれくらいわかりやすいメッセージの歌、YouTubeへ！い
のちの話をありがとう。小学校の前の子どもに伝えたい。性の話もしておきたい。出来る範囲で。（30代 NPO）

未来につなぐ新たな船出
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●
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大変内容の深い討論だった。特に若い世代への関わり、大切。参考になった（70代 教育関係）
AIDSと宗教から生き方を学ぶことができた。宗教を持たない自分だが、色々な視点から物事を捉え考えていくこと
は大切だと痛感（60代 教育関係）
いつも楽しみなプログラム、今回も楽しんだ。宗教とエイズじゃなくなっちゃうあたりが素晴らしくて良い！（40代 教
育関係）
子ども達も参加できるプログラムを是非。大切な時間を大人と共に。（50代 その他）
長年、脳性麻痺の青年達の近くに居て、寄り添うことの大切さを感じている。（70代 その他）
迷惑はかけてよい。お互い様とおかげさま。あなたは嫌いだけど大切。生きるのが辛い人に寄り添う、体験談を話
す、一緒に考える。弱い立場の人、子どもなどから学ぶ。大切にされていようがいまいがあなたは大切だ。（40代
会社員）
パネラーの話が本音に近く、面白かった。（50代 保健・医療・福祉関係）
他人を認める、感染してしまったことを認める、そのための心をどこに置くか…そいういうことをいつも念頭に、ピア
サポートを行っている。（40代 その他）
全くのフォーラム初参加だがとても参考になった。次の機会も楽しみ。（40代 その他）
「なぜ生きねば？」に「うーんどうしてだろうね？私も生きるのが辛い時があるよ」が寄り添い、自分の辛かった時の
ことを思い出して一緒にそこに居ること、に共感した。（60代 その他）

週刊仏教タイムス
2014年8月28日
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アフリカのエイズ～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
エイズについて考え行動する皆さんを応援する横浜市の施設です。2010年より（公財）横浜ＹＭＣＡが事業を受託して
います。
内容：アフリカのニジェールで青年海外協力隊員エイズ対策として地域における啓発や調査活動に2年間取り組んだ
東海林美紀さんと、ウガンダでの様々なボランティア体験中にHIV陽性の活動家や青年海外協力隊員に出会ったこと
がきっかけでHIV・エイズ活動に取り組むようになった秋元明日香さんをお招きし、現地でのHIV・エイズの現状から、
ボランティア活動に対する思いなどをお話しいただきました。
来場者感想：
● HIVについて当事者性を持つにいたったきっかけが分かり、興味深い講演でした。（神奈川県 20代 学生）
● 興味を持っている国際協力分野を実際に経験された方や年齢の近い方から聞くことが出来、とてもよい時間となり
ました。（神奈川県 20代 栄養士）
● 実際に映像を見せていただいたことによりイメージが湧きたくさん
学ぶことができた。今までアフリカについて何も知らなかったが身
近に感じることができた。青年海外協力隊員という名は知っていた
が、具体的な活動まで知らなかったので勉強になった。（神奈川
県 20代 保健・医療・福祉関係）
連絡先：横浜AIDS市民活動センター
〒231-0015横浜市中区尾上町3-39尾上町ビル9F
TEL：045-650-5421 FAX：045-650-5422
E-mail： info@yaaic.gr.jp URL：http://www.yaaic.gr.jp/

笑って、踊って？！タイのエイズ予防教育
主催：特定非営利活動法人ピープルズ・ホープ・ジャパン
アジアの途上国の人々の自立に向けて「保健・医療の教育」を中心とした支援活動に取り組む国際協力NGOです。
内容：「笑って、踊って！？タイのエイズ予防教育」というテーマで、タイのチェンマイで高等専門学生を対象としたHIV
エイズ予防のピア教育を紹介しました。教育の一環として学生が作って
いるエイズ予防啓発の映像を2作品見ていただきました。映像は、学生
のリアルな日常をつづったもので、撮影、出演、編集すべてを学生自ら
が行っています。学生が作ったとは思えないほどクオリティの高いもの
で、タイの国営テレビにも紹介されたのですが、参加者にも楽しんでい
ただけたと思います。
映像を見ていただいた後は、自分で映像を作るならどのようなストー
リーにするか、というワークショップを行い、参加者に二人一組となって
考え4コマ漫画におこすという時間を設けました。参加者同士が話したこ
とで、少し場が和やかになったように思えます。日頃からエイズや予防
に関心のある方が多かったせいか、短時間でもリアリ
ティがあり説得力のあるストーリー展開を披露していた
だきました。
連絡先：特定非営利法人ピープルズ・ホープ・ジャパン
〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32
TEL：0422-52-5507 FAX：0422-52-7035
E-mail: info@ph-japan.org
URL： http://www.ph-japan.org

未来につなぐ新たな船出
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エロメンさんに聞く！セーファーセックス♪
主催：日本AV男優協会
AV男優業を職業とする現役の55人が、性感染症を根絶することを目的として今年4月に設立。
内容：まず始めに、当協会を知らない方が来場していることを前提として、AV男優業がどのような職業なのかの解説
と、それを踏まえて、当協会が設立された経緯を説明しました。当協会は、HIVを含む性病検査の徹底と性病に関する
知識の普及により、AV業界の労働衛生環境の向上に寄与し、ひいては社会全体から性病を根絶することを目的とし
て活動してきてます。具体的には、4週間に1度の性病検査と、性病に関する正確な知識を学ぶ為の講義を年1回受け
ることを加盟男優に義務付けてます。今年は、赤枝恒雄先生に講義していただきました。
続いて、そこで学んだことと仕事で培った実践的性病予防策を以下の順に話しました。
・コンドームの選び方と正しい付け方
・性病の種類と見分け方
・免疫力をあげる為の健康法と体操
それから、当協会がHPで行ってる『性活相談』という性に関するお悩み相談をその場で受付
け、回答しました。僕たちは人一倍多くの性体験を経験してます。一つの相談に対して、複
数の男優が回答するの
で、誰かしらが相談内容
に近い経験をしていて、
参考になる回答を出せま
す。最後に、今後の展望
を話して終わりました。
※こちらの団体は2014年
10月8日に解散しました。

にじ色ライフプランニング入門
主催：特定非営利活動法人パープル・ハンズ
性的マイノリティの、高齢期も支え合う、学びの場とネットワーク作りを目指すNPOです。
内容：ゲイ、おひとりさま、同性カップル、HIV 陽性者……など、「通常家族」の外で生きるうえで役立つ社会制度やお
金に関する必須知識、コツなどを紹介するレクチャーを開催。約20人が参加しました。
社会の仕組みは、まだまだ「標準家族」中心に組み立てられています。しかし、現実には世帯数ではおひとりさま（そ
こにはゲイなどセクマイも含まれる）が一位であり、法律に規定のない同性カップル、HIV陽性者など、個々の事情を抱
えた人も多く存在します。貯蓄や保険、不動産、はては死亡時や相続について、標準家族パターンとは異なる知識が
役立つ場合が多々あります。
社会の仕組みは一気には変わりませんが、現状の制度も活用の仕方でずいぶんマイノリティの暮らしを支えられま
す。知ることは、たしかに暮らしを守る助けになります。そうした話を、参加者が興味深く聞き、有益だったと思ってくだ
さったようです。こちらが対象として想定していたゲイや陽性者のかた、支援者のかただけでなく、ボランティアの学生
さんや家庭の主婦もいらっしゃり、それぞれの立場から有益だったとアンケートを寄せてくださったのは嬉しかったし、
同時にこうした知識を学ぶ機会が案外少ないことも（とくに若者にとって）、感じさせられました。
連絡先：特定非営利活動法人パープル・ハンズ
〒164-0003 東京都中野区東中野1-57-2柴沼ビル41号
TEL : 03-6279-3094
URL：http://purple-hands.net/ Twitter：@PurpleHands_net
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『ネファリアス～売られる少女たちの叫び』上映会
主催：ノット・フォー・セール・ジャパン（ＮＦＳＪ）
現代の奴隷制／人身取引問題の解決を目指し、講演・映画上映・イベント・情報発信による啓発活動を行っている。
内容：世界に蔓延する性搾取目的の人身取引を描いたドキュメンタリー『ネファリアス―売られる少女たちの叫び』
（Exodus Cry製作/95分）を上映しました。東欧で騙されアムステルダムの「飾り窓」に立たされる女性たち、カンボジア
で家族に売られタイで働かされる幼い少女たち、性的虐待の生い立ちからラスベガスで娼婦になる女性たち……みな
表向きの笑顔とは裏腹に、暴力・脅迫・詐欺・借金に縛られ、抜け出せずに苦しんでいます。けれども同時に、彼女た
ちが生きる希望を取り戻すべく尽力する人もたくさんいます。そのような実態を、映画上映を通じて訴えました。
来場者の感想：
●
“従軍慰安婦”戦時性奴隷とダブって映りました。苦しかったけど、とても貴重なメッセージだった。
●
人身売買されている国がこんなにあったことに驚きました。自分の娘を売るという現実がとてもショックでした。
●
普段学校で勤務していますが、子どもたちの背景にあるものや孤独を少しでも軽くしていくために、自分にできる
ことを考えていきたいと強く感じました。
●
日本で世界で起きていることから目をそらしてはいけないと改めて思います。
●
素晴らしい映画でした。また横浜で上映してほしいです。
連絡先：ノット・フォー・セール・ジャパン（Not For Sale Japan）
〒180-0022 東京都武蔵野市境1-3-4-105 武蔵野境郵便局留め
E-mail：japan@notforsalecampaign.org
Facebookページ：https://www.facebook.com/notforsalejapan
映画「ネファリアス」上映会サイトURL：http://nefarious.jimdo.com/

東日本大震災被災地陸前高田の今
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）
東日本大震災後、岩手県内の被災した三陸沿岸地域を中心に医療や健康づくりの復興支援を行っています。
内容：「2013 AIDS文化フォーラムin陸前高田」の開催が意味したもの、そしてこれから⇒AIDSを切り口に「人と人とが
つながる」ことを考える事業を平成17年度から陸前高田市においてスタートさせ、地元青年会議所と保健所、大学生・
高校生が中心となって平成22年度まで6年連続で開催していました。
平成23年3月11日に起こった東日本大震災により、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事業も中断していましたが、昨年（2013年）、3年ぶりに復活することができました。
AIDS文化フォーラムin「横浜」、「京都」に続く3ケ所目という形での復活となり、現地の方言で「はまってけらいん（参
加しましょう）、かだってけらいん（語りましょう）」をテーマに、改めてAIDSも被災地の復興も、「はまかだ」することの大
切さが確認され、つながりの輪が広がりました。
来場者感想：
● 震災から３年が経ち、正直、記憶が薄れてきている気がしますが、改めてこれからも長く伝えて
いくことが大事だと思いました。（神奈川県 30代 保健・医療・福祉関係）
● 陸前高田のことがいろいろわかりました。「復興」と一言で言っても奥が深いと思いました。
佐々木さんの語りに優しさと力強さを感じました。（東京都 30代 教育関係）
● 復興の具体的な話を聞くことができてよかった。（神奈川県 10代 学生）
連絡先：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）
〒028-3694 岩手県紫波郡矢巾町西徳田2-1-1 TEL：019-651-5110（内線5464）
「災害時の公衆衛生 陸前高田市のいま」：http://www.koshu-eisei.net/saigai/rikuzentakata.html

未来につなぐ新たな船出

Page 21

若者たちが抱える困難の根底にあるもの
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：若者の自傷行為の理解と援助について、松本先生に熱く語っていただきました。
“自傷経験など困難を有する若者（中高生の１割）に気づける教育関係者は３０分の１程度という実状がある。自傷経
験者を取り巻く環境には飲酒・喫煙・ドラッグ・摂食障害・危険なセックスや、低い自尊心などが挙げられる。辛いこと・
不快感情を理由に生きるための自傷（鎮静効果）を続けることは時として死に至る。他人を傷つけるわけではないから
と、自傷の依存者はつながり（人）よりも薬（物）を信じてしまいやすい。援助者は若者が自傷すること自体を否定せず、
援助の関係性の継続することが重要。また若者に権威的な接し方はせず、対等という意識で援助にあたらなければな
らない。若者は辛くなったら大人３人に相談すること、また信頼できる人は①頭ごなしに決めつけない人 ②孤立して
居ない人 ③援助を求めることができる（周囲に人がいる）人とアドバイスがあった。”
来場者感想：
● 大変参考になりました。参加してよかった。職場に戻って、発信します。頭ごなしに決
めつける大人、多いので！！（神奈川県 50代 教育関係）
● もやもやしていた思いがスッとした感じです。リスカの子も責めない。背後にあるつらさ
を感じることを続けていきたいです。（神奈川県 40代 教育関係）
● 善意をもって子どもの自殺を促してしまう可能性の話はとても考えさせられます。保健教育でも、/熱心―不熱心/
上手―下手/価値有―価値無/という尺度の考えがあり、一番悪い組み合わせは“価値のないことを下手に不熱心
に教えること”ではなく、“「価値のないことを熱心に上手に教えること”と教わったことを思い出しました。歯切れのよ
い、楽しい、深い、心に刺さる講演でした。ありがとうございました。
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

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
内容：石田心さんは妊娠時のHIV検査で感染が判明。産婦人科では適切なアドバイスもなく、「産めるのか、産めない
のか」も、「生きられるのか、生きられないのか」もわからないままネットサーフィンをするもやはり適切な情報にたどり着
けませんでした。その後、不安を抱えたまま厚木市立病院の岩室医師の外来を受診。そこで自分自身の治療のみなら
ず、母子感染がほぼ100％予防できるようになっただけではなく、子どもも一人のみならず何人でも産むことができるな
どの情報を得ることができました。医療スタッフに支えられ、家族にも少しずつ伝え、今では抗HIV薬を服用しながら元
気に仕事も育児も頑張っています。石田さんはこれからも自分と同じように適切なアドバイスが得られない人を減らした
いと、講演やブログを通して情報を発信したいと思っています。
来場者感想：
●
女性の陽性者の方、特に出産をされた方のお話は初めてだったので貴重でした。HIV感染のことを前向きにとら
えていらっしゃるのがとても印象的でした。（東京都 20代 その他）
●
日々に感謝してボチボチ生きていく。反省はするけど後悔はしない。私もそんなふうに生きて行きたいと思いまし
た。今、特に病気ではありませんが、人生も残り少ないと思うので・・・。（神奈川県 50代 保健・医療・福祉関係）
●
私は平成生まれですが、私の高校の時の教科書にも「バケツ一杯分の唾液を飲まないと感染しない」という記載
があったのを覚えています（それだけ性教育が進歩していない、ということですが・・・）「自分に無関係なものなん
てない」この言葉を胸に、今日以降、楽しんでいきたいと思います。（神奈川県 20代 学生）
●
“あたり前”に暮らせることがとても幸せで有難いことなんだ、という言葉が印象的でした。（神奈川県 40代 その他）
連絡先：岩室紳也 ヘルスプロモーション推進センター
紳也’s HP: http://iwamuro.jp/ （石田心さんの講演申し込みはHPからお願いします）
石田心ブログ：http://ameblo.jp/shin-ishida/
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看護師の性教育！思春期に贈るメッセージ
主催：ぐんま思春期研究会 星野貴泰
高崎総合医療センター手術室看護師。養護教諭、学生などが所属する「ぐんま思春期研究会」の理事。学生時代（5
年前）から中学生高校生に性について講演活動をしています。
内容：「ピア と は」「HIV/AIDS」「デー トDV」
「彼氏の元カノの元カレ」「妊娠」「コンドー
ム」「妊娠をしたら」「中絶」「どうして看護師
になったのか」講演活動を普段どんなふう
にやっているかについて紹介する形で、こ
れらの内容について話しました。
「いつもは寝てしまう講演会だけど眠らな
いで聞くことができた」、「一生1人の人を好
きになればHIVには感染しない」などといっ
た感想を交えたり、「この話を聞くと生徒は
驚く、笑う、静かになって聴いてくれる」など
といった講演に行ったときの生徒の反応を
交えたりして話しました。
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、
自分が伝え方で話していることも伝えました。
連絡先：ぐんま思春期研究会 星野貴泰
E-mail：tkstarys.lovelives@gmail.com URL：http://blogs.yahoo.co.jp/muchas_gracias_amigo
Twitter：@tkstarys

プレイバックシアターで感じる未来
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：
①ワークショップ
a.参加者が、テーマに応じて自ら動き、お互いの情報交換を行う 「マッピング」
b.声と身体のウォームアップ
②パフォーマンス
a.導入 今日の午前中の出来事をインタビューし、それを体と声で表現する
（手法 動く彫刻）
・ここに来たら知り合いに会えるかなと、期待してきた。
・午前中のワークショップで、自分とは違う立場の人の話を聴き、共感できそうなのにできない自分がいた。
b.即興による再現ドラマ （手法 ストーリー）
・「母の痛み、娘の苦しみ」
母はいつも、自分のことよりも私たち家族のことを大事にしているように見えた。それが高校生の頃から、負担に感じら
れるようになった。その頃、母は体調を崩していた。腰が痛く、疲れがとれないといった症状があった。今から考えたら、
きっと更年期障害だったのだろう。そんな状態でも、辛そうな顔をしながら、時には苛立ちながら、私や弟たちのため
に、家事をしたり世話を焼いたりしていた。私にはそれがとても息苦しかった。私はただ、母に笑顔でいてほしかった。
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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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（たいらあいか）日本基督教団牧師
同性愛者であることを公言 カトリックエイズデスクメンバー
内容： 昨年に続いて、「性倫理とキリスト教？ みんなで生きるために」の分科会を担当しました。毎年立教大学で行っ
ている講義の縮小版です。男性同性愛者であることをカミングアウトしている牧師として、キリスト者でありつつ同性愛
者であるがために経験した悩みや、そこから出会った人間や性の豊かさについて語りました。時間配分が難しく、「自
分史」「性の多様性」までは丁寧に話せましたが、
「セクシュアルマイノリティだからこそ気づけたさまざ
まな性の在り方・倫理」「セクシュアルマイノリティの
中に生まれてしまう差別性」といった内容は駆け足
になってしまったかもしれません。それでも会場から
出てきたたくさんの質問に答える中で、補えていっ
たように思います。HIV・エイズに関することも、「性
に関すること」と考えられてしまうがゆえに、公にし
にくいという問題性について、自らの経験を通して
語ることができました。時間が「お坊さんが行う性教
育授業」と重なってしまうのがちょっと残念。（両方
聞きたいという人がいるので。）
連絡先：平良愛香
〒252-0314 相模原市南区南台6-4-2三・一教会
URL：http://trinity.c.ooco.jp

世界エイズ会議報告～セックスワーカーネットワーキングについて～
主催：ＳＷＡＳＨ
セックスワーカーの健康と安全を守るために活動する当事者とそのサポーターの自助グループ。
内容：7月20日からオーストラリア・メルボルンにて「No One Left Behind.(誰もおいていかない)」をテーマに掲げて開催
された【第20回国際エイズ会議】にセックスワーカーのセクシュアルヘルス増進と活動コアメンバーの知識と技術の強
化の為に参加し、得た知識や最新の情報を「国際エイズ会議報告」として発表すると共に、参加した他の国々やNGO
の取り組みを紹介した。
国際エイズ会議には30カ国以上の国々から当事者が参加したことや、セックスワーカーコミュニティのヘルスケアサ
ポートについて、多くの取り組みがある事を紹介した他にも、現在、先進国を中心とした医療的予防の側面で「曝露前
投薬 - PrEP 」 が注目される中で、セックスワークが犯罪とされている国や地域では、警察によってコンドームの所持を
証拠にセックスワーカーが逮捕される事案が実際に起きており、今回はこのPrEPに用いるARV(HIV治療薬)を所持し
ている事でコンドーム同様に物的証拠にされ、逮捕されるのでは無いかという今後の懸念も報告する事が出来た。ま
た、セックスワーカーへの自主的なヘルスケアに依存した客がセーファーセックスを拒むのではないかという懸念につ
いて報告をした。
今回、医学雑誌ランセット(The Lancet)の記事では、HIV感染予防に対してセックスワークの非犯罪化が有効であると
発表された事についても報告をした。
実演を兼ねたピア・エデュケーションでは、客を嫌な気持ちにさせな
いようにしながら丁寧なボディーチェックを行う方法や、性器に触れる
手が他のところに触れないようにする防御方法などを発表し、参加者
と共有する事が出来た。
連絡先：SWASH
E-mail：mail.swash@gmail.com URL：http://swashweb.sakura.ne.jp/
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若者たちの性・デートDV
主催：ウィメンズクリニック・かみむら 上村茂仁
内容：性感染症の知識、命や自己肯定感についていくら説明しても、好きなパート
ナーから性行為を求められれば断れない現状がある。パートナーとの付き合い方
を考えたときにどうして相手の要求を断れなくなるのか、どうして相手にそのような
要求をしてしまうのだろう。デートDVをテーマにしてその事について考えてみた。
１）デートDVとは 自分の付き合っている人に対して約束をいっぱいさせて自分以外の人とはかかわらせないようにす
る事。または自分の言うことをを聞かせて付き合っている人を自分だけのものにしようとする事。一般にDVする人は、最
初は、ものすごく優しくとてもまめです。そして普通よりもたくさんの約束を相手にさせて、しつこくその約束を守らせよう
とします。約束を破られると相手を脅したり、暴力を振るったり、自分を傷つけてみせたり、泣いたり、とても優しくなった
りして何としてでも約束を守らせようとします。そんな時、一般にDVされてる人は付き合っている相手を怖いと思う時が
あります。
２）DVしたりストーカーする男子へ 彼女が自分から離れようとするとき、なんでこの俺を無視するんだとか、こんな思い
させられて絶対にお返ししてやるとか、そんな事考えたりするよね。彼女が離れそうになるのは嫌だし、辛いし、腹立た
しいよね。でも変なプライドを捨てようね、その関係はもう終わってるよ。君がいくら相手を脅しても、表面上優しくしても
それは無理矢理繋いでいる関係、または相手の心をもてあそんでいるだけ。そのままだと彼女は苦しむよ、幸せにな
れないよ、そして君も。彼女に嫌われたとか別れて欲しいって言われたのならその理由を考えようよ。嫌な事や辛い事
があるとき優れた人はその理由を考えてその都度改善してゆくんだよ。君が今のままの自分を変えないでそのままの
自分をとおして無理やり相手に受け入れてもらおうなんて無理だよ。君が本当に変わるんだったら、まず彼女から離れ
よう。時間かけて自分を客観的に見つめて良くないところを探そう。彼女と引っ付いたままじゃ君は変われないからね。
でも自分の事ってなかなか１人じゃわからないよね。君は多分友達の言葉にも耳を傾けていないんじゃないかな、また
は友達がいない？周りの人って案外きちんと君を見てくれてるよ。そんな声に耳を傾けて自分を評価してみようよ。変
なプライド捨てようよ。君が頑張るのだったら、取り返しはいつでもつくんだよ。もう遅いとか取り返しがつかないって事
なんて無いよ。自分の嫌なところ好きなところきちんと見つけて、もっといい男になろうね、その方がかっこいいよ！！
３）デートDVの被害者の親や友人にお願い １、とにかくその関係はDVである事をやんわり伝える ２、どうしたらいいと
相手に聞かれたら別れて欲しいと言う。３、聞かれなければそのまま距離を保ちながら様子を見る。ただし、つながりは
断たない。月一回ご飯を一緒に食べにいくとか、習い事に行くときの送り迎えをするとか一緒に付き添うとか、必ず何ら
かの関わりは保つ。友達は決してぶち切れないで友達関係を保つ。けっして積極的に関与してDVの関係を改善しよう
とはしない。被害者が相談してきたらそのときは必ず相手をする。その時はアイメッセージで話をする。 ４、結局被害
者は何らかの事件または事象で傷つく、落ち込む、挫折しないと変わる事は無いのでその時が来るのをつながりを保
ちながら待つ、そしてその瞬間をのがなさい。 ５、被害者が彼との関係に傷つき、挫折した時、あなたを相談相手と、
または居場所と思ってくれていたら、そのときはあなたの意見を強く相手に伝える。加害者と別れるように話しても良
い。３から５のサイクルは何回か繰り返す事もある。 ６、ただし肉体的に被害者が危険である場合には、対応してもらえ
る警察窓口、NPO等を前もって調べておき、必ずつなげるようにする。
来場者感想：
● 子ども達のさりげない会話から子ども達のメッセージをくみとり、素敵な恋愛のできる素敵な人生をおくれるように
成って欲しいと思います。（20代）
● 私は加害者であるかもしれないと思いました。だから加害者側のサポートももちろんですよね、いずれにしろこちら
から押し付けたり、意見を言っても聞いてもらえん、関係断たれるかも知れませんよね。寄りそうを大切に。（30代）
● 約束は守らなくて良い日もある、自分は約束は必ず守る事をポリシーに生きていたがもっと楽に生きた方が良いと
思った。（40代）
● 内容がとてもわかりやすく、中高生にとってはためになると思う。Lineを通じて若い世代の相談を受け、大人として
医師としてアドバイスしとても素晴らしいと思いました。DV加害者への返信はとても参考になりました。（50代）
● DVというのは自分にとって遠くにあるものだと感じていました。デートDVとなるととても身近で私自身もする側、さ
れる側になるものだと強く感じた。友人の大切さを感じた。（20代）
連絡先：上村茂仁（ウィメンズクリニック・かみむら）
〒700-0901 岡山市北区本町4-18コア本町3F
E-mail：kamimura@kitty.jp
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お坊さんが行う性教育授業ver.4
〜中学3年生向け「生と性と死を考える授業」〜
主催：古川潤哉 浄土真宗本願寺派僧侶（佐賀県伊万里市 浄誓寺）
内容：佐賀県のDV総合対策センターが実施している中学校向けの「DV予防教育」プログラムの一環、「エイズを通し
ていのちを考える」を担当し、性教育を健康教育ではなくいのちの話として授業を実施している。来場者に「現代の」中
学3年生になりきってもらい（実はこれが一番難しい）、模擬授業を受けてもらう形で、「生と性と死」を一緒に考えて頂
いた。安易に「いのちは大事」を連呼するのでは無く、わたしにとって「いのち」とはそもそも何を指しているのか？を考
える、自分の話としての生まれる、死ぬを考える。生きること、死ぬこと、性のことは別の話では無く、いま、私がここにあ
ることそのものだということを伝える目的の授業。
来場者感想：
●
死を伝えることの大切さと難しさを考えた（30代）
●
家族の背景を踏まえた多様性を認めた伝えかたを考えたい（30代）
●
学校現場では困難ながら、叩かれつつもそのまま楽しんで伝えて欲しい（30代）
●
全体から、取り入れる内容、そうでない内容、表現できなくても子ども達は時間をかけて選んでくれるはず（30代）
●
「自死が悪いのでは無く、そう追い込んだ状況が問題」がよかった（20代）
●
性教育活動をしている者として、講義のしかた、子どもの反応など参考になった（20代）
●
中学で話すときは、「自分の子どもには話せないからみんなに話すね」と話しています（50代）
●
「宗教とエイズ」に感動して参加した。常に戦争の道具にされてきた宗教ではなく、いのちを慈しむ宗教に多くを教
えられた。「仏さまがね」「神様がね」と表現できない学校現場での伝え方が学べた（60代）
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

知恵袋にこたえよう！SNSを知ろう！
主催：ぐんま思春期研究会 星野貴泰
高崎総合医療センター手術室看護師。養護教諭、学生などが所属する「ぐんま思春期研究会」の理事。学生時代（5
年前）から中学生高校生に性について講演活動をしています。
内容：『思春期の子供が知識検索サービスに投稿する悩みに応えましょう！高校生の80%が利用する簡単SNS 講座も
あります。』
前半は、Yahoo!JAPANが運営する知識検索サービスに投稿された性に関する質問に対して、ピアカウンセリングの手
法を用いた回答方法を紹介。後半はスマートフォンの使い方、LINE、Twitter、FacebookのSNSの紹介、統計を紹介し
ました。
・スマートフォンの利用率：高校生では50%、大学生社会人では70%前後
・ソーシャルメディアを利用する高校生：全体の91.0%
・ソーシャルメディアを利用していてトラブルや被害経験がある人：全体の4割程度（一番該当
率が高かったのは「知らない人から『会いたい』などのメッセージが来た」15.4%）
・LINEの既読機能に大学生の45.7%の人が疲れを感じている
・Facebookの個人情報を公開に設定した友人が遭ったトラブル、危険
・中高生の等身大のTwitterの利用方法を紹介
上記のような統計やSNSを利用することで起こった事件、事例を紹介しました。
参加した方からの感想からも、SNSに関しての知識は、中高生にかかわっていく立場の人には大事であるということで
した。
連絡先：ぐんま思春期研究会 星野貴泰
E-mail：tkstarys.lovelives@gmail.com URL：http://blogs.yahoo.co.jp/muchas_gracias_amigo
Twitter：@tkstarys
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やさしい免疫の話
主催：認定NPO法人 AIDSネットワーク横浜
講師：堀尾吉晴（AIDSネットワーク横浜事務局長、県立高校教諭）
1993年設立。電話相談、出前講座、イベント開催など、広く一般市民に対してHIV、AIDSの啓発、相談活動を展開。
文化フォーラムには1回目から参加。
内容：昨年までは「高校生物からのアプローチ」でしたが、今年は「やさしい免疫の話」。教材としてパワーポイント・テキ
スト・マグネットシートなどを使用して、バラエティに富む“授業”が行われました。高校レベルの免疫の話ですが、前半
にはHIVを授業で展開する理由、学習の意味―自分の身を守る知識と、だまされない判断力を身につけること―など
を、インドの山岳民族の話題を交えて話し、本題では、皮膚・粘膜の防御作用、一般的な免疫のしくみの後、HIVと免
疫作用の話でしめくくりました。今年度は新しいテーマで展開したので、約20名の出席者をまきこむ展開にはならな
かったが、知識を再確認・更新できたようであった。
来場者感想：
● 専門的過ぎず、免疫の説明からHIV感染の説明に入ったので大変分かりやすかった。
● 免疫の基礎について学べたことはとても貴重でした。感染の理由、経過が理解でき。説明することができそうです。
● 免疫の仕組みは知っていたつもりだったが、こんなにくわしくマクロファージ、樹状細胞、好中球の働きを教えても
らい、深く理解出来た気がする。
● 話が理解しやすく、楽しいし、満足しています。
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/

AIDSへの取り組み@タイ
主催：公益財団法人横浜ＹＭＣＡ
発表者：2013年夏、バンコクYMCAの児童保護シェルターＹＭＣＡパヤオセンターおよびＹＭＣＡハッピー
ホームを訪問した大学生3人、高校生2人
世界122の国と地域に広がるＹＭＣＡは、平和で差別や貧困のない世界を目指して活動しています。横浜YMCAは
1994年よりタイ・バンコクYMCAと協働し児童保護プロジェクトを進めています。
内容：［ワークショップ形式］①アイスブレーキング（自己紹介）②人身売買について＜知っていること＞＜関心があるこ
と＞２テーマのブレインストーミング、グループ作業（各自の意見をマッピング）③グループ発表④「プロテクト・ア・チャ
イルド」プロジェクト概要説明（スライド）⑤質疑応答
活動詳細：プロジェクトでは各施設（タイ北部にある児童保護シェルターYMCAパヤオセンターおよびバンコク近郊
YMCAハッピーホーム）が他の施設や地域社会に向けて、子どもの人権・人身売買・HIV/AIDSの予防啓発活動と子ど
もの教育支援に取り組んでいます。毎年8月頃、ユースのボランティア派遣を行っています。
来場者感想：
● 高校生と大学生によるプログラムで、皆様の頑張りや素直に感じられたことを伝えてくださって、とても良かったで
す。（神奈川県 30代 保健・医療・福祉関係）
● 実際にタイに行った同世代の人たちの気持ちの変化やその時の感じた気持ち
を嘘偽りなく聞くことができたのはとてもよかったです。（神奈川県 10代 学生）
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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薬害エイズから見る変化
主催：薬害エイズを考える山の手の会
内容：薬害エイズ事件が、まだ世の中に知られていない時代から、積極的に取材に関わった毎日新聞記者の山科武
司さんをお招きして、薬害エイズ被害者と共に薬害エイズ事件の最初のころから、薬害エイズ訴訟和解を経て今日に
至るまでの被害者の治療や生活の変化について語り合いました。後半は参加者の質疑応答をはじめ、会場全体で分
かち合いの場になりました。薬害エイズ訴訟の和解後も繰り返される薬害について、参加者と共に薬害エイズを振り返
りながら、現在の活動、これからの活動についても語り合いました。
来場者の感想：
● 差別、偏見の話が聞けて勉強になった。
● エイズパニックの様子、感染者の当時の様子が聞けて被害者の大変な状況がわかった。
● 医師と患者の関係について考えさせられた。
● エイズと肝炎の重複感染による治療の難しさ、社会参加の難しさを考えさせられた。
● エイズと共に生きるというけれどHIV陽性者の姿が見えない。
● エイズ検査の必要性を感じるが、行政の対応がまだまだ。土曜
日、日曜日の検査など行政の対応の改善が必要。
● 患者、記者、支援者のつながりが面白かった。当事者でなければ
伝えられない思いを聴けた。
連絡先：薬害エイズを考える山の手の会（江川守利）
〒123-0865 東京都足立区新田3-17-2-105
TEL&FAX：03-6676-2181 E-mail：egawa.moritoshi@topaz.plala.or.jp
URL：http://blog.goo.ne.jp/egawa_moritoshi

世界がもし100人の村だったら～HIV/AIDSﾊﾞｰｼﾞｮﾝ～
主催：横浜ＹＭＣＡ ＡＣＴ
内容：始めに参加者へ参加のきっかけや目的を訪ね、次に「AIDS」「性」というキーワードを元に思い浮かぶ言葉を書
き出してもらうマインドマップ作りを行い、AIDS等に関するイメージをアウトプットしてもらいました。その後色紙入りコッ
プを使い、参加者同士で混ぜ合い、最初は一人が持っていたHIVウィルスがどのように複数の人へ拡大していくかを
知ってもらうシミュレーションを行いました。
また、性別・年齢等の特徴が書かれた「役割カード」を用いて役割ごとの指示に従って移動しながら世界が100人の
村だった場合の男女比、年齢別割合等を視覚的に実感してもらい、間の休憩アクティビティでは世界のHIV感染者を
示した折紙のヤッコさんと、レッドリボン作りを行いました。作成後役割カードの「大陸」ごとに分かれ、作ったヤッコさん
を配置、世界のHIV感染者の現状をヤッコさんを通して学んでもらいました。ふりかえりでは参加前と参加後の印象を
比較しながらフィードバックを行い、最後に全員で100人村を輪読し終了いたしました。
今回は若い世代の参加者が多く、学校や行
政の方などもいてこれから仕事でHIVや
AIDSの知識を広めるヒントになったという意
見もありました。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2-251ＹＳ西口ビル2Ｆ
TEL：045-316-1881 FAX：045-314-6805
E-mail：akiko_suzuki@yokohamaymca.org

Page 28

２０１４（第２１回）ＡＩＤＳ文化フォーラム ｉｎ 横浜

水谷修 夜回り先生講演会
主催：AIDS文化フォーラムin横浜運営委員会
内容：「夜回り先生」がなぜ夜回りをするようになったのかという話から
現在の活動まで、社会の問題と常に向き合ってきた水谷修さんによ
るパワフルな講演でした。
東北から九州まで、日本各地から参加者が集まり、熱心に耳を傾け
ていました。

来場者感想：
●
答えはでないけれど、考えさせられる内
容でした。（東京都 20代 保健・医療・
福祉関係）
●
子どもたちから話を聞いてあげられる大
人でありたい。（群馬県 50代 保健・医
療・福祉関係）
●
何度か水谷さんの話を聴いています。毎
回、同じような内容ではあるのですが、本
気で伝える人は同じ言葉が、いつも新鮮
です。講演で得たものを多くの人に伝え
ていきたいです。（東京都 40代 保健・
医療・福祉関係）
●
昨年は研修で来られず、今年話がきけ
てとても幸せでした。自分の仕事（小学
校教諭）のことで子どもたちとの関係で悩んでいます。でも水谷先生の熱い想いを聞いてもう一度頑張ってみよう
と思うことが出来ました。ありがとうございました。（神奈川県 50代 教育関係）
●
私も毎日子どもたちにあいさつの声を掛けています。今日の話を全職員にも伝えたいと思いました。ありがとうござ
いました。力がわきました。（静岡県 40代 教育関係）
● 昨年度に引き続き静岡から出席させていただきました。デートＤＶについて理解が深まり、水谷先生のご講演では
日頃の自分の言葉などを振り返りながら聴かせていただきました。来年度は中3になる娘と一緒に参加させていた
だきたいです。ありがとうございました。（静岡県 40代 教育関係）
連絡先：
水谷修オフィシャルウエブサイト/あした、笑顔になあれ：http://mizutaniosamu.com/
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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(亀田総合病院 産婦人科)
「もっと気軽に楽しくまじめに性を考える場」が必要だったと気づいた医学生時代に 300箇所以上の学校で、中学生・
高校生の心に響く講演を行った ‘えんみちゃん’。産婦人科医になったいま、命の現場で日々感じることを語ってい
る。
内容:
手書きのスライドを使用した90分間の模擬
授 業。感 染 広 が る ゲ ー ム や「子 宮 く ん」を
使っての体の説明。自分や友人の経験談
をもとに「経験早まらないで」とメッセージを
送った。
来場者感想：
● 心に響くヒントを得られた!実践したいで
す。(神奈川県 30代)
● 性行動の低年齢化が進んだなかで実際には二極化が進んでいて大人数向けの講演は難しくなっているのが現
状と思ってます。ただエンミスタイルはやはり一般的な講演よりも多様な層の中高生それぞれが受け止めやすそう
と感じました。(佐賀県 30代)
● 中絶の話を聞いて、中絶した友人が財布の中にエコー写真を入れていたことを思い出した。産めなかった事情、
産まれてこれなかった命、その両方を真剣に考えなくてはと思った。(神奈川県 30代)
● 自分の普段の言葉に自分の心がのってるか、もう一度振り返って考えたくなりました。（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。」http://ameblo.jp/emmskk/

STIにご注意！！
主催：認定NPO法人AIDSネットワーク横浜

講師：井戸田 一朗 （新宿 しらかば診療所 院長）

1993年設立。電話相談、出前講座、イベント開催など、広く一般市民に対してHIV、AIDSの啓発、相談活動を展開。
文化フォーラムには1回目から参加。
内容：井戸田先生をお迎えして、STI全般についての講演をパワーポイントを中心に行いました。しらかば診療所での
午前中の診察を終え、急いでこられましたが、3分の遅刻。息を切らした先生の登場で、会場は最初から和やかな雰囲
気になりました。先生は、セクシャルマイノリティーの診療を数多く行っていて、単純にSTIを羅列的に解説するのでは
なく、ホモセクシャルとヘテロセクシャルの方とでの違いや、それぞれに注意すべきこと、しらかば診療所での蓄積デー
タ、具体的な症例などを交えて、平易にお話をされました。講演後の質問、討議が活発で、約40名の参加者は新しい
知見に数多く出会えたようでした。
来場者感想：
● 性病について知らないことやあまり関係がないかと思っていましたが、話を聞いて、自分にも関係なくない、身近な
ものだということを感じ、もう少し知識を持っておくべきだと感じた。パートナーとも話をしていけたら良いと思った。
●
世界標準的な情報と、診療時の具体的な情報がバランスよく組み込まれていてわかりやすかった。
● 性感染症についてくわしく知ることができ、とても参考になりました。MSMや
男性のための話は、普段そんなに聞ける機会がないので、貴重な話をあり
がとうございました。
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/
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落ち込んでいる人の気持ちを動かす１０のヒント
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：気持ちが落ち込んでいる方々に接する際、多くの人は“どのようにすれば”相手の気持ちを動かす事が出来るの
かがわかりません。そして、人の気持ちは「決められていること」と「自由なこと」、「正しいこと」と「間違っていること」など
陰と陽の狭間で揺れ動いていきます。ここに人の心を動かすきっかけがあるのです。この陰と陽を活かして、落ち込ん
でいる人の気持ちを動かすために必要な１０項目のヒントをお伝えしました。話にリズムをつけて聞く、話を聞く際に頷
く、頷かない、喜怒哀楽をコントロールして話をきく、間の取り方を変える、話を聞いた際の反応の量を変えるなど。そし
て、来場者に人の気持ちを動かす体験もしていただきました。
来場者感想：
● 始まりと終わりで会場の雰囲気が完全に変わっているのを見て、「気持ちを動かす」を体感しました。（神奈川県
30代 教育関係）
● 話を聞く方法１つで、こちら側の話しや
すさがこんなにも違うのかと実感できま
した。 （神奈川県 30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

みんなで学ぼうHIV/AIDSとピア・エデュケーション
主催：青年赤十字奉仕団
赤十字を母体とする若者のボランティア団体。主に献血広報や震災時の義援金呼びかけ、青少年赤十字の育成をし
ています。
内容：わたしたちは若者の視点から、ピア・エデュケーションの方法で予防啓発を行ってます。
ピア・エデュケーションとは、年齢や立場などが近いもの同士で学びあうものです。ですが、性の話はなかなかできにく
いということで、硬くなりすぎず、かつまじめに恋愛や性について考える、恋愛のこつや性感染症からまもるためにどう
したらよいか、一緒に考えるプログラムです。
今回は参加者が少なく、友だち同士で話せる感覚でできてよかったです。参加者の皆さんには緊張しないように、毎
回アメを配っているのですが、今年は大好評でした。
連絡先:
日本赤十字社
神奈川県支部
〒223-8536
神奈川県横浜市
山下町70-7
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性的マイノリティの青少年が直面する性暴力
主催：特定非営利活動法人SHIP
性的マイノリティの人々が自分らしく心身とも健康に暮らせる社会、性の多様性が尊重される社会実現のための活動
団体
内容：今回の発表プログラムは、最近、虐待や
性暴力被害者への支援と性的マイノリティの若
者への支援の双方の発展により、徐々に見え
てきた、性的マイノリティと虐待・性暴力という
問題に取り組むために企画されました。性的マ
イノリティのためのコミュニティの場に寄せられ
る、当事者の若者たちの性感染症と虐待、性
暴力の関係性の現状の紹介をはじめ、思春期
前から虐待や性暴力を経験し、さらにその中
で性感染症に罹患した性的マイノリティの当事
者により、生の声でその体験が語られました。そして、思春期前後のころの若者にとって脅威となる虐待・性暴力・性感
染症を防ぐためには、周りの大人による対応や場所提供、支援の有無がいかに重要であるかが浮き彫りになりました。
オーディエンスからは、同じように暴力を受けた経験を持つ当事者をはじめ、依存症や各種の児童支援の場にいる
支援者からさまざまな質問が寄せられ、性的マイノリティの被害者にどのように接していけばいいかがディスカッション
されました。
連絡先：特定非営利活動法人SHIP
〒221-0834 横浜市神奈川区台町7-2ハイツ横浜713号
TEL/FAX：045-306-6769 E-mail：info@ship-web.com URL：http://www2.ship-web.com/

HIV/AIDS すきまミニ講座①～③
By AIDS文化フォーラムin横浜運営委員 山田雅子
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会
内容：今年は時間枠の変更に伴い、これまでの1日2回から1日1回に。計3回のす
きまミニ講座でした。初めて来場された方からの鋭い質問や、何回も来て下さっ
ている方からの温かい言葉や、改善へのご指摘に感謝いたします。短時間の講
座としての特徴を生かし、今後もHIV/AIDSを通して、よりよく(よくの意味はいろい
ろです!)生きるためのヒントや考えるきっかけとなる時間づくりをしていきたいと思
います。
来場者感想：
● 同じテーマで講師を変えるということも良いかも?(京都府 60代 教育関係)
● ノーマライゼーションという言葉の必要のない社会...AIDS文化フォーラムのい
らない社会になること...理想だと思いますが理想は持ち続けなければ…。(東
京都 50代 教育関係)
● 相手の気持ちに寄り添える人になりたいと思いました。(神奈川県
教40代 育関係)
● 「今日」を大切に生きていきたいと思います。(神奈川県 30代 学生)
● 患者さんの思いを大切にするということは、その患者さんだけでなく
同じ思いを持つ他の患者さんへの看護に生かすことだと思いまし
た。(東京都 20代 学生)
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展示プログラム
広がるＡＩＤＳ文化フォーラムパネル展
主催：AIDS文化フォーラムin横浜運営委員会
横浜→京都→陸前高田、そして2015年2月の佐賀に広がっていくAIDS文化フォーラムの輪。盛り上がる各地の様子を
お伝えしました。

京都

初開催！

佐賀
陸前高田

横浜
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SWASH
セックスワーカーの健康と安全を守るために活動する当事者とそのサポーターの自助グループ
内容：7月20日からオーストラリア・メルボルンにて「No One Left Behind.(誰もおいていかない)」をテーマに掲げて開催された【第
20回国際エイズ会議】にセックスワーカーのセクシュアルヘルス増進と活動コアメンバーの知識と技術の強化の為に参加し、得た
知識や最新の情報を「国際エイズ会議報告」として発表すると共に、参加した他の国々やNGOの取り組みを紹介した。国際エイズ
会議には30カ国以上の国々から当事者が参加したことや、セックスワーカーコミュニティのヘルスケアサポートについて、多くの取
り組みがある事を紹介した他にも、現在、先進国を中心とした医療的予防の側面で「曝露前投薬 - PrEP 」 が注目される中で、
セックスワークが犯罪とされている国や地域では、警察によってコンドームの所持を証拠にセックスワーカーが逮捕される事案が実
際に起きており、今回はこのPrEPに用いるARV(HIV治療薬)を所持している事でコンドーム同様に物的証拠にされ、逮捕されるの
では無いかという今後の懸念も報告する事が出来た。また、セックスワーカーへの自主的なヘル
スケアに依存した客がセーファーセックスを拒むのではないかという懸念について報告をした。今
回、医学雑誌ランセット(The Lancet)の記事では、HIV感染予防に対してセックスワークの非犯罪
化が有効であると発表された事についても報告をした。
連絡先：SWASH
E-mail：mail.swash@gmail.com URL：http://swashweb.sakura.ne.jp/

カトリック中央協議会HIV/AIDSデスク
1995年からHIV/AIDSの啓発活動をしています。
内容：オリジナル・ロゴ（レッドリボンと十字架を組み合わせたデザイン）の啓発グッズを紹介しました。今回初入荷の丈夫なトート
バッグ、キーホルダー、ビーズバッジなどです。トートバッグにはワークショップ・コーナーで好きなスタンプを好みの色で押してもら
い、オンリーワンのバッグにして、持ち帰っていただきました。レッドリボンのキーホルダーもワークショップ・コーナーで好きなパー
ツに付け替えて、ピンやペンダント・トップ、根付けにリフォームできるので、友人の分も作り替えている来場者が何人かいらっしゃ
いました。改造したレッドリボン・ピンを胸に付けたテディベアが初登場で、性別のある人形のカトちゃん＆リクちゃんと共に看板人
形になってくれました。これまで世界エイズデーに発表したポスターとミニカードを展示して、ご希望の方に配布しました。昨年、増
刷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』も配布しました。
他の展示団体や来場者の皆さんと、情報交換したり、共通の思いを分かち合ったり、有意義な時を持つ事ができたのは大きな収
穫です。
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： hivaids@cbcj.catholic.jp
Facebook: http://www.facebook.com/hivaidsdesk.cbcj/

認定特定非営利活動法人エンパワメントかながわ
暴力のない社会の実現を目指し、暴力予防のための各種人権教育プログラムを開発、提供しています。
内容：CAP(子どもへの暴力防止)プログラムを中心に、
デートDV予防プログラムなどの紹介パンフレットや啓
発グッズの販売などをした。団体独自の啓発資料や
グッズは好評で、団体の活動に共感した多くの方から
の寄付金もいただくことができた。直近のイベントや講
座案内にも関心が高く、多くの方に周知することがで
きた。
連絡先：認定特定非営利活動法人エンパワメントかな
がわ
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22-701
TEL：045-323-1818 FAX：045-323-1819
E-mail：kanagawa-cap-miracle@isis.ocn.ne.jp
URL：http://npo-ek.org/
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チョークディーの会
タイ・パヤオ県ジュン郡のエイズで親を亡くした子どもたちへの支援(コドモファンド)と山岳・農村女性たちの手作り作品を販売する
事による自立支援。
内容：ＮＧＯ「ラックスタイ」の元女性スタッフが村人たちのリーダー
となって村の活動センターで５～21歳の人たち20～30人が毎週
土・日曜日に集まり、活動をしています。両親を亡くし、育ててくれ
た祖父母も亡くして独り暮らしをしている参加者もいますが活動日
は家庭の問題や貧困問題も忘れ兄弟の様に楽しめる場となって
いるようです。約15年間続けているチョークディーの嬉しい成果と
思います。販売している女性たちの作品(オーガニック、草木染、
手織りの作品)、スタッフの方が毎年沢山ご協力下さることにとても
感謝しています。沖縄の高校の養護の先生・玉城先生が今年も1
泊2日で来て頂き、2日間の発表をしっかり聴いておられました。
連絡先： 山田 美恵子
〒248-0036鎌倉市手広4-3-6 TEL･FAX ：0467-31-0458

神奈川県ユニセフ協会
世界の子どもたちの支援活動を行うユニセフへの協力窓口として、広報・学習支援などの啓発活動と募金活動を行っています。
内容：「数字でみるHIV/エイズと子どもたち」をテーマにしたミニパネルで、子
どもたちの現状を伝える展示を行った。
世界の子どもやサハラ以南のアフリカの感染状況や、母子感染、エイズ孤
児の国別リスクの他、ミレニアム目標（2015年までに新規感染をゼロにする）
の到達度などを伝えた。
スライドショーでは、ユニセフの支援活動について紹介し、「若者の感染予
防」「エイズ孤児のケア」「感染している子どものケア」「母子感染の予防」「貧
困の撲滅」等の具体的な内容について来場者に伝えた。
連絡先：神奈川県ユニセフ協会
〒231-0058 横浜市中区弥生町2-15-1 ストークタワー大通り公園Ⅲ305A
TEL：045-334-8950 FAX：045-334-8951
E-mail：info@unicef-kanagawa.jp URL：http://www.unicef-kanagawa.jp

ATAC＆SKGH in NARA（田村猛夏・畠山雅行・真鍋美江）
ATAC(ANTI TUBECULOUSIS ASSOCIATION CONFERENCE)は、結核やエイズやその他感
染症をSKGH・ABCD(ANTI BREST CANCER DISCUSSION CONFERENCE)は無煙、リンパマッ
サージと乳がんの予防と早期発見について理解を広める活動を行っています。
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65名回収（内１名無効回答）。（男15名：女47名）
結核アンケート結果：全13問。平均正解率：65％（昨年度は82.6%）。エイズアンケート結果：全13
問。平均正解率84.9%（昨年度は83%）。無煙アンケート結果85.4%。リンパマッサージ結果81.2%。問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昨年より低下しており、今後も経年的に正しい知識を伝える必要性があります。無煙の推進・リンパマッ
サージの普及・「乳房乳がんモデル」等を利用しての自己検診の普及もより重要と考えられます。参加者の理解や社会の関心を
高めるために、AIDS文化フォーラムに今後も参加いたします。
連絡先：畠山雅行

FAX：0743-78-9841 E-maill：m-hatake@m4.kcn.ne.jp
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横浜雙葉中学高等学校 茶道部
中１～高２の部員が所属し、日々お点前のお稽古、着物の着付けの練習を積み、文化祭等で呈茶・発表しています。
内容：本校の発表会場入口に「茶道部」の暖簾を飾り、会場内には部活の活動紹介の写真も展示させていただき、呈茶席を設け
てお迎えしました。席におかけになったお客様の正面では、立礼（りゅうれい）という扇形の机を前に部員が椅子に座りながら抹茶
をたてるお点前を披露している姿をご覧いただけるようにし、お茶室にいるような落ち着いた雰囲気のなかで薄茶と和菓子を味
わっていただけるよう工夫しました。また、他のブースの方からも沢山の注文をいただき、
部員がお茶をたてて会場内を届けてまわる姿も見られました。暑さ厳しい夏の1日ではあ
りましたが、日頃お抹茶を味わったりお点前を見る機会の少ない方にも気軽に楽しんで
いただけるコーナーとして、ほんのひととき安らぎの時間を提供できていたら嬉しいです。
今年度が初めての参加となりましたが、学校外での
貴重なおもてなしの機会を頂き、部員・顧問一同深く
御礼申し上げます。
連絡先：横浜雙葉中学高等学校
〒231-8653 横浜市中区山手町88番地
TEL:045-641-1004

アーニ出版／性を語る会
「アーニ出版」は1969年に性教育専門の出版社として創立し、性、エイズ、薬物乱用防止など保健教育分
野の教材、図書を出版してきました。「性を語る会」(代表 北沢杏子／会員数700名)は、アーニ出版に事
務局を置き、シンポジウム開催、機関誌『あなたとわたしと性』発行などの活動を行なっています。
内容：エイズ文化フォーラム発足時から毎年参加しています。アーニ出版で制作した性教育やHIV／エイズに関する教材や書
籍、絵本を展示して来ました。そのほとんどが学校で使用されることを目的としたものです。現在小学校教科書では、保健でエイズ
についての記述がありますが、文科省の指導要領により小学校の授業で、性交という表現を使ってはいけないために、「傷口など
から……血液などを通して……」のように、HIVの感染経路について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
をきちんと教えることができない状態では、かえって誤解を与えるのではと心配になってしまいます。早く正確に教えることができる
ようにと願ってやみません。今回は、来春（2015年3月）発行予定の教材を予告展示いたしました。①「思春期の男子への性指導」
②「思春期の女子への性指導」③「パソコンで学ぶ 女の子・男の子」です。今回の教材には、「プライベートゾーン」や「LGBT（性
的マイノリティ）」をしっかり加えているのが特徴です。性やエイズ教育は、教材があれば指導が楽になり、効果もアップします。多く
の方々に使ってもらえるように、まずはお披露目させていただきました。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

希望の家を支える会
「希望の家」は、タイのチェンマイ近郊にある、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：
1）施設での子どもたちの様子や写真の展示。
2）子どもたちの作ったキーホルダーやポストカードの販売。
3）「希望の家便り」の最新号や会の案内書の配布。
今年も参加させていただき、ありがとうございました。多くの方に活動へのご理解と関心を寄せていただき、感謝しています。これか
らの活動に大きなパワーを頂きました。これからもご協力くださいますようお願い申し上げます。また、他の団体との情報交換がで
き、とても勉強になりました。
連絡先：希望の家を支える会 事務局
〒882-0051宮崎県延岡市富美山町338-48上野方 代表 上野敏子
E-maill： ueno-kt3@ma.wainet.ne.jp
URL：http://www.kibounoie.com/ ブログ：http://blog.yahoo.co.jp/kibounoie_smile/62938543.html
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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、タイを中心に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：タイのチェンマイ県にあるＡＩＤＳ孤児施設「愛の家」の活動パネルを展示し、施設の子どもたちの様子を紹介した。初めて
施設を訪問した時の子どもたちはすでに高校を卒業し、自分たちの夢に向けて施設を離れて勉強をしているそうです。
また新しく作成した団体のリーフレットを配布、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。
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/

HIVと人権・情報センター
1988年に大阪で設立された全国規模の団体です。感染経路やセクシュアリティを区別せず、等しく支援しています。社会的偏見
の克服と共生を目標に掲げ、HIV/AIDSの総合的な問題解決に取り組んでいます。
内容：夏らしい装飾を施したパネルで団体の活動内容を紹介しながら、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。毎年恒例の「HIVクイズ」は今年も実施して多くの方々に展示ブースを訪れていただきました。
HIVクイズは8問を出題し、それぞれの設問に対して「正しい」「正しくない」のどちらかに○をつけて解答していただく方式です。
「エイズは遺伝する病気である」の設問は正解率が高いものの、なかには母子感染を連想して遺伝する病気だと考える方がおられ
ました。また、「HIVに感染したと思い当たる行為があったら、なるべく1週間以内に検査を受けた方がよい」の設問については、検
査を受けても正しい結果が得られない時期（ウィンドウピリオド）があることを説明し、同時に
全国の保健所などで無料・匿名で検査を受けていただける事を説明するなど、設問をきっ
かけにしてHIV/AIDSを改めて考えていただく場としてご利用いただけたと思います。
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

公益財団法人 横浜ＹＭＣＡ
世界122の国と地域に広がるYMCAは共通のミッションに基づき、「平和」で「差別」や「貧困」のない世界を目指しています。横浜
YMCAでは特にアジアのYMCAと協力しプロジェクトを行っています。
内容：1994年より、タイ・バンコクYMCAと協働し「プロテクト・ア・チャイルド」プ
ロジェクトを行っています。バンコク近郊ナコンパトム県にあるHIV/AIDS孤児
ケアセンター「ハッピーホーム」、人身売買予防シェルター「パヤオセンター」
では子どもや女性の自立のために教育支援や、職業訓練、ライフスキルト
レーニングを行っています。その中で、人権、人身売買、HIV/AIDSの予防
啓発活動も行っています。今回はパヤオセンターで作製されているフェアト
レード商品「パヤオクラフト」の販売と活動紹介を行いました。
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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横浜AIDS市民活動センター
エイズについて考え行動する皆さんを応援する横浜市の施設です。2010年より（公財）横浜ＹＭＣＡが事業を受託しています。
内容：・「最近のHIV・エイズに関連する新聞記事展示」センターでは新聞などの記事を定期的に収集し、閲覧用に保管していま
す。それらのうち、2013年夏以降の国内外の記事を集め展示しまし
た。
・「パンフレットなどの資料配布」
・センターのマスコットキャラクター「コムちゃん」登場
大人気の「コムちゃん」が講座の間の休憩時間に展示会場に登場
し、会場を盛り上げました。自作した「コムちゃん」シールも配布し
多くの方々に「かわいい！」と手にとっていただきました。
連絡先：横浜AIDS市民活動センター
〒231-0015横浜市中区尾上町3-39尾上町ビル9F
TEL：045-650-5421 FAX：045-650-5422
E-mail：info@yaaic.gr.jp
URL：http://www.yaaic.gr.jp/

交流スペース
主催：AIDS文化フォーラムin横浜運営委員会
内容：AIDS文化フォーラムin横浜の参加者が自由に交流できるスペースを設けました。参加者同士が休憩しながらお
しゃべり、ワークショップコーナーでマイレッドリボンを仲間とわ
いわいしながら作る、横浜雙葉学園茶道部によるお茶席（3日の
み）、フォーラムへのメッセージ投書コーナーなど、自由な楽しい
空間となりました。
今年は閉会式の企画の一部として、AIDS文化フォーラムin横浜に
来てよかったことなどいくつかのテーマで、カードにメッセージを
書いて頂きました。
メッセージを書きながら、「自分は3回目なんだけどね…」とか
「何て書いた？」などと話し合っている姿も見受けられました。
閉会式の企画ではありましたが交流のひとつのお手伝いにもなった
のではないでしょうか。（メッセージの内容は報告書で紹介してい
ます。）

手作りワークショップコーナー「マイレッドリボンをつくろう！」
主催：AIDS文化フォーラムin横浜運営委員会
協力：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：大好評の以下の企画を実施しました。
・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のオリジナルカードを差し上げました！
・カトリック中央協議会：レッドリボンキーホルダーを携帯ストラップやアクセサリーにリフォーム。
・ステンシル：巾着、コースター、カトリック中央協議会レッドリボントートバッグへのスタンプ押し。
・レッドリボンデコレーション：ビーズなどを自由にレッドリボンに装飾。
今年もたくさんの方々と作業をしながら交流を深めることができました。特に初めて参加した方などには、フォーラ
ムへ参加するきっかけや実際のフォーラムの印象を伺うことがあります。ある教育関係者の方からは「もっと同僚など
を誘えばよかった！多くの人に参加してもらいたい」という言葉をいただき、「来年は是非！！」とお伝えしました。
昨年参加してくださった方からは､「所属学校で同様の活動を実施したら多くの生徒が楽しく参加してくれた！」とい
う嬉しい報告もいただきました。
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全体会・閉会式
ますます広がるAIDS文化フォーラム 今年度は佐賀へ
主催：AIDS文化フォーラムin横浜運営委員会
進行：山田雅子（運営委員）
内容：会場内に設置したメッセージボックスに寄せられた様々なメッセージ
を紹介しつつ、3日間を振り返りました。参加した人、プログラムを持った
人、様々な立場の人からのフォーラムへの思いをみんなで共有し、今後開
催予定の、AIDS文化フォーラムin京都、陸前高田、そして新しく開催され
る佐賀へと、広がり・つながりを実感し再会を誓う閉会式になりました。
来場者感想：
● 参加者の皆さんの感想を聞きながら、自分もフォーラムに関わって本
当に良かったなと感じられました。（東京都 30代 無職）
● 何となく感じていた居心地のよさの秘密がわかったような気がしまし
た。（東京都 20代 学生）
● 温かなメッセージが寄せられているのが聞けて、よい閉会式だと思い
ました。（神奈川県 20代 学生）
● 心が温かくなる閉会式でした。（東京都 40代 保健・医療・福祉）
● 様々な立場の方の話が聞けて、モチベーションが上がりました。（京都
府 20代 保健・医療・福祉）
● また来年も来たいと思います。（埼玉県 40代 その他）

協賛企業
ジェクス株式会社
内容：私達のブースでは、人気の「グラマラスバタフライ」コンドーム等の展示とサンプリングをさせて頂きながら各講座
にも参加させて頂きました。
実に多くの視点や立場からの役立つ内容ばかりで、この内容が誰でも無料参加できるのは驚きです。しかし、来場さ
れている方は性に携わる関係者が多く、是非もっと多くの一般の方々にも来場して頂けないものかと感じました。もしく
は最終日に来られた茶道部など、学生さんとのコラボも広げられるかと思います。団体展示の場所がどうしても奥まっ
た場所で、講座が魅力的という事もあり、ブースへの人の流れは少ない印象があります。次回は誘導への工夫を頂け
れば幸いです。ブースに来られる方から販売の要望が多かったため、次回は特別価格での提供ができるように考えた
いと思います。我達の展示内容に関しても、次回は単な
る展示ではなく もっと役立つ情報を準備し、体感頂け
る楽しさを凝らしてみたいと思います。
連絡先：ジェクス㈱ 開発マーケティング
企画部 商品企画部 井上貴光
〒540-0012 大阪市中央区谷町2-7-4
谷町スリースリーズビル4F
TEL：06-6942-0551
FAX：06-6910-4565
E-mail：inoue@jex-inc.co.jp
URL：http://www.jex-inc.co.jp

未来につなぐ新たな船出
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交流プログラム
ネットワーキングＴＥＡパーティー
展示発表の主催者（団体）、入場者、会場ボランティアが交流するパーティーです。
自己紹介をした後、グループ対抗ゲーム
をしてさらに交流を深めました。
参加者のご当地の食べ物や飲み物などの
珍しさに驚きあり笑いありで楽しいひと
ときとなりました。

ネットワーキングパーティー
中華料理を食べながらのパーティーです。
毎年、このパーティーから新たなアイディアやネッ
トワーキングが誕生します。

イベントボランティア
会場の設営・受付・アンケート配布などは、中学生から社会人までの幅色い世代の会場ボランティアに
よって支えられています。初めてボランティアをする方から、１０年以上継続して下さっている方までのご
協力により、スムーズな会場運営が実現します。また、ボランティアの皆さんには、会場で知った知識や情
報、そしてご自身が感じたことを、フォーラム終了後に周りの方へ伝える役割も担って下さることを期待し
ています。
会場ボランティアの感想：
● ボランティアに参加し、自分の学びを行うことも
でき、とても充実していたと思います。
● 役割はアンケートを配ったり、備品を片付けた
りしたのですが、自分から動かなければいけな
い場面もあり、私はあまり自分から行動できる
性格ではなかったので、少し勉強になりまし
た。
● いろいろな年代の方々と関わることができ、コ
ミュニケーションをとる機会もあり、学ぶことがた
くさんありました。また、自分の出来ることをボラ
ンティアという形で表現ができたことをうれしく
思いました。
● 来場者に「来て良かった」と思ってもらうために
は、ボランティアの対応も大きいと思いました。
● ＡＩＤＳ文化フォーラムのボランティアの参加は
初めてでしたが、周りの皆さんがとてもあたたか
く、楽しかったです。ぜひ、来年も参加させていただきます。

会場ボランティア代表の挨拶
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◆全体集計推移（2010～2014）
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◆2014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
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21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21回歩み続けています。
組織委員会：HIV/AIDSに取組む団体で構成し、フォーラムの社会的責任を負う
運営委員会：HIV/AIDSに関わる、医療関係者、教育関係者、NPO・NGO、行政の担当者等が個人として参画
事務局：横浜YMCA
ボランティア：会場運営に市民ボランティアの公募―中学生から70歳代までの幅広い参加―

未来につなぐ新たな船出
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市民による市民に開かれた
手弁当フォーラム！

■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
高額の参加費がかかる医療関係者
ティアの働きによる新しい市民
中心の第10回国際エイズ会議（横
レベルの社会へのアプローチと
浜）に対して、市民のためのエイズ会
して当時高い評価を得ました。
議を市民の手で実施しようという趣旨
で始まりました。
■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。

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。
■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。

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。
■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 ■第9回（2002年）：自らカンボ
ジアなどでボランティア活動を
の問題を改めて考える機会とな
している有森裕子さんの話に多
りました。
くの人が勇気付けられました。

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。
■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。

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
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。
■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。

つながることで「他人ごと意識」の解消へ
■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。

つながりが、絆がAIDS文化フォーラム in 横浜・京都・陸前高田・佐賀に
■第18回（2011年）：3月11日に東日本大震災があった中、オープニングでは陸前高田市の方々が
被災地の状況を報告。10月には「AIDS文化フォーラム in 京都」開催。これまでのフォーラムを通
してできたつながりが新たな絆につながっていくことを実感したフォーラムとなりました。
■第19回（2012年）：昨年のAIDS文化フォーラム in 京都への広がり。11月に開催される日本エイ
ズ学会（横浜）とのつながり。改めてHIV/AIDSを文化の視点で考えさせられました。
■第20回（2013年）：20回目を迎えた今年、横浜・京都・陸前高田でAIDS文化フォーラムが開催
されることに。一区切りを迎える一方で、新たな時代への誓いをこころに刻み、この先も続けるこ
とをみんなで確認し合いました。
■第21回（2014年）：21年目に新たな船出となったAIDS文化フォーラムが佐賀に広がることに。
継続する力は多くの人や地域からのサポートがあってこそを実感！
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2014 AIDS文化フォーラム in 横浜を支えた人たち
■主催 AIDS文化フォーラム in 横浜組織委員会
HIV／AIDS問題に取り組む団体の代表者で構成されています。「AIDS文化フォーラム in 横浜」を主催し、その社会
的責任を負います。
◇公益財団法人横浜YMCA 田口 努 （組織委員長）
◇社会福祉法人横浜いのちの電話 永野 肇
◇カトリック横浜教区 鈴木 真
◇ワイズメンズクラブ国際協会東日本区湘南・沖縄部 峯尾 瞬
◇公益財団法人横浜YWCA 今地裕美子

■共催 神奈川県
毎年、共催として会場「かながわ県民センター」を提供しています。また、組織委員会、運営委員会にも列席し、関係
者への参加依頼や広報をはじめとした事前準備にも協力しています。
担当：神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課 原田 潔、浜辺和代、田原 秀、山本貴子、板倉桂子

■協力
◇物品協賛：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
サンスター株式会社
◇寄付：神奈川県化粧品工業協会 神奈川県製薬協会 鳥居薬品株式会社
MSD株式会社 ジェクス株式会社 ヤンセンファーマ株式会社
◇助成金：公益財団法人エイズ予防財団（平成26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、大江 浩、糟谷 潤、金井多恵、佐藤 睦、白井美穂、千代木ひかる、畠山雅行、
彦根倫子、母袋秀典、三宅晶子、矢部尚美、山田雅子、由井園美和、吉永陽子、渡辺誠二

■イベントボランティア（会場ボランティア）

（中学生～社会人）
池谷彩華、大場万由香、貝塚優香、片山結理、川 佳純、小泉瑠璃伽、齋藤志津江、佐々木春菜、柴垣麻莉奈、
鈴木 浩、中島大輔、長友 与、林 理子、福田萌香、福原佳菜美、六車梨夏、山崎亜矢、吉野真理、白尾文乃、
石黒絵理香、岩本友美、安部凪、畑山智美
他合計60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。
21年前にフォーラムを立ち上げる際の呼びかけ人となった横浜YMCAが継続して事務局を務めています。
担当：横浜YMCA 国際・地域事業 高村文子、大塚英彦、山口夕貴
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２０１４（第２１回）ＡＩＤＳ文化フォーラム ｉｎ 横浜

「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。

未来につなぐ新たな船出
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参加団体等名称・索引
◆名称順
アジアの女性と子どもネットワーク
・・・P36
アーニ出版/性を語る会
・・・P35
石田心
・・・P17
一般社団法人日本心理療法協会
・・・P30
岩室紳也
・・・P8,13,21
遠見才希子
・・・P29
カトリック中央協議会 HIV/AIDSデスク
・・・P33
神奈川県保健福祉局保健医療部健康危機管理課 ・・・P9,11
神奈川県ユニセフ協会
・・・P34
上村茂仁
・・・P24
北山翔子
・・・P8,13
希望の家を支える会
・・・P35
劇団プレイバッカーズ
・・・P22
公益財団法人横浜YMCA
・・・P26、36
厚生労働科学研究費補助金 エイズ対策実用化事業 ・・・P14
佐々木亮平
・・・P20
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
・・・P38
性を語る会/アーニ出版
・・・P9,35
青年赤十字奉仕団
・・・P30
平良愛香
・・・P23
チョークディーの会
・・・P34
特定非営利活動法人SHIP
・・・P31
特定非営利活動法人エンパワメントかながわ
・・・P11,33
特定非営利活動法人パープル・ハンズ
・・・P15、19
特定非営利活動法人ピープルズ・ホープ・ジャパン ・・・P18
日本AV男優協会
・・・P19
認定NPO法人AIDSネットワーク横浜
・・・P26,29
ネットスター株式会社
・・・P10
ノット・フォー・セール・ジャパン
・・・P20
古川潤哉
・・・P15,25
星野貴泰
・・・P22,25
松本俊彦
・・・P21
水谷修
・・・P28
薬害エイズを考える山の手の会
・・・P27
山田雅子
・・・P31
横浜ＡＩＤＳ市民活動センター
・・・P18,37
横浜YMCA ACT
・・・P27
横浜雙葉中学高等学校茶道部
・・・P35

◆アルファベット団体名
AIDS文化フォーラムin京都
・・・P32
AIDS文化フォーラムin佐賀
・・・P32
AIDS文化フォーラムin横浜運営委員会
・・・P６,８,１６,２８,３１,３2,３７,３８
AIDS文化フォーラムin陸前高田
・・・P3２
ATAC＆SKGH in NARA
・・・P34
HAATAS
・・・P12
HIVと人権情報センター
・・・P36
JOINT＆HEART
・・・P10
SWASH
・・・P23,33
YMCA健康福祉専門学校
・・・P12
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報告書

入場無料

○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/

