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広がるAIDS文化フォーラム2019報告書

◆AIDS文化フォーラムのはじまり
1994年「第10回エイズ国際会議」がフォーラム開催の始まりでした。アジアで初めて

の国際エイズ会議は、大きな注目を集めましたが、行政や学会中心の国際会議は参加費
が8万円で、とても市民参加できるものではありませんでした。この時、国際会議に並
行して草の根の市民版エイズフォーラムをやろうと、多くのボランティア・NGO・専門
家たちが、手弁当でAIDS文化フォーラムを立ち上げたのです。そこでは国際会議に集ま
るリソースパーソンを講演者にしたり、NPOのネットワークを作ったり、HIV陽性者に
よるパフォーマンスがあったり様々な試みが行われました。行政からの直接的援助は受
けられませんでしたが、会場の提供など後方支援の協力は得られました。それが逆に市
民ボランティアによる自立的な成長にもなり、行政と市民の協働による活動のモデル
ケースにもなっています。

◆“文化”の２文字
なぜAIDS“文化”フォーラムなのか。それはフォーラムを医療や福祉の問題だけではな

く、HIV感染者やAIDS患者を病気と共に生きる人間としてとらえること、そしてすべて
の人間が、HIV/AIDSに関わりを持ちながら、日常の生活・社会的活動に関わっている
という側面を大切にしたいという考え方で「文化」の２文字を使ったのです。「文化」
の２文字を入れたことで、フォーラムの開催プログラムの幅は大きく広がることができ
ました。

この報告書は公益財団法人エイズ予防財団「平成３１年度エイズ予防財団助成事業」
の助成を受けて作成しています。
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広がるAIDS文化フォーラム

「HIVの感染経路を問わず、HIV/AIDSのみならず社会を取り巻く状況を多様に文化の視点
で考えていく」ことを特徴として、各地域で地域の特徴を生かしたAIDS文化フォーラムを
開催しています。

1994年に横浜で始まったAIDS文化フォーラムの活動は、2011年度の京都初開催へつな
がったことを皮切りに、全国へ広がりました。

2019年度は佐賀、横浜、名古屋、京都、陸前高田の5会場でAIDS文化フォーラムを開催
し、年間を通じてHIV/AIDSについて考える機会を市民に提供することができました。各地
域のボランティアや地域特性、自主性を尊重しながら連携しています。
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つながるAIDS文化フォーラム

各地のAIDS文化フォーラムはそれぞれが
地域特性に沿った独自のフォーラムを創っ
ています。お互いに知恵を出しあう、企画
協力しあうことで互いの活動をサポートし
ています。各地の連携効果を高めるために
年に一度、代表者が集い、フォーラムの課
題や今後のチャレンジを議論する広域連携
ミーティングを開催しています。

◆広域連携ミーティングの開催

◆“つなぐタスキ”リレー

各地に広がったAIDS文化フォーラムがさらに「つながり」を深めて
いくために、2019年度はAIDS文化フォーラム開催順にレッドリボンの
タスキをつなぐリレーを実施しました。6月8日に佐賀からスタートし
たタスキは、8月2日～4日に横浜、9月8日に名古屋、10月5日～6日に京
都、11月3日に陸前高田へとつながっていきました。各地で運営委員や
ボランティアがメッセージを書き込み、「つながるっていいね‼」、
「排除ではなく共生を！」、「みんなそれぞれ、自分らしく」など…、
たくさんの想いが込められました。

佐賀からスタート → 横浜から名古屋へ ↓

← 名古屋から京都へ
京都から陸前高田へ

陸前高田へつながりました！

2018年度開催の様子、2019年度は2020年3月1日開催予定
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「とよさんコミュニケーションズ」で好評配信中！
https://youtu.be/_1yZghPDtLA

チャレンジするAIDS文化フォーラム

◆ネットＬＩＶＥ中継・配信

2019年度は横浜と陸前高田の2会場で、初の試みであるネットLIVE中継・配信を実施し
ました。配信はアーカイブされ、いつでも視聴することができます。

2020年度はネットLIVE中継・配信を全国5会場のフォーラムでチャレンジします。

横浜では、トークセッション
『「マイノリティ」と「マジョリ
ティ」～生きやすい世の中とは～』
でツイッターを活用しました。

会場から寄せられるツイートを映
しだしながらトークを進行し、多様
な声があふれ、共有されたセッショ
ンとなりました。来場者アンケート
では、「今までと違ったものの見方
ができるようになった」などといっ
た感想がありました。

◆ＳＮＳの活用



フォーラム名 第５回AIDS文化フォーラムin 佐賀

テーマ
エイズを知ろう エイズで学ぼう
～つながる ひろがる わかちあう～

日程 2019年6月8日（土）

会場 アバンセ大ホール 佐賀市天神3-2-11

主催 AIDS文化フォーラムin佐賀運営委員会

共催 -

運営 AIDS文化フォーラムin佐賀運営委員会

ボランティア 佐賀大学・西九州大学学生 および市民

参加人数 約300人（夜のライブ参加約80人）

プログラム数

発表（講演）：3 展示：4
その他：
チャリティライブ、森林源人トークショー

プログラム
内容

◆開会式・オープニング
大隈運営委員長の挨拶後、古川運営委員より、AIDS文化フォーラムについて
の趣旨説明と今開催にあたっての、内容紹介を行った。

◆主催プログラム・主催講演
オープニング講演として、岩室紳也さんが「つながりから考える性・心の諸
問題」を講演し、AIDS文化フォーラムの趣旨を伝えた。その後、「宗教とエ
イズ」の発表。主催講演では「AV男優と産婦人科医が作った性教育動画」の
発表を行った。今回は、ボランティア学生の参加も多く、若者への啓発に
つながったと考えている。

◆分科会（参加団体発表） 主催プログラムのみ実施

◆展示について
・佐賀県健康福祉本部による佐賀県のHIV/AIDS予防に関する取組・基礎知識
の啓発・保健所でのHIV検査に関する周知が行われた。
・JICAによる海外でのAIDS啓発活動や支援の報告が展示された。
・佐賀大学「CARASS」のLGBTQ支援グループによるセクシュアルマイノリ
ティへの理解を促すポスターが展示された。

◆広域事業「広がるAIDS文化フォーラム」について
2018年に開催された横浜・名古屋・京都・陸前高田・佐賀のフォーラムのパ
ネル展示と報告書を設置した。
日本の各地域で毎年開催されているフォーラムの様子を初めて知る来場者も
多く、2019年に開催されるイベントのPRも行った。

2019年の特徴・
成果

第1回～4回までは2日間実施していたAIDS文化フォーラムin佐賀を、今回は1
日開催と、ホールイベントの3つのプログラムを実施。関連イベントとして、
同日夜にチャリティーイベントをライブハウスで開催した。2019年度は、各
地が連携してAIDS文化フォーラムを開催していることを来場者にもアピール
するために、レッドリボンのタスキを作成した。
閉会式で、次期開催地の横浜へタスキリレーを行った。

2020年度予定 2020年6月13日（土）開催予定 佐賀市内
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AIDS文化フォーラムin佐賀

http://abfs.red
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フォーラム名 第26回AIDS文化フォーラムin横浜
テーマ <話す>と<リアル>に！！

日程 2019年8月2日（金）～4日（日）

会場
かながわ県民センター
（横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2）

主催 AIDS文化フォーラムin横浜組織委員会

共催 神奈川県

運営
AIDS文化フォーラムin横浜運営委員会
（事務局：横浜YMCA）

ボランティア
イベントボランティア 延べ80人
運営委員 20人

参加人数 延べ4,347人 ネットLIVE中継視聴908回再生（2020/2/14現在）

プログラム数 発表（講演）：44（交流プログラム3含む）展示：14

プログラム
内容

◆開会式・オープニング「話してリアルになったこと」
白阪琢磨さん（エイズ予防財団理事長）、佐藤郁夫さん（日本HIV陽性者ネッ
トワーク・ジャンププラス・スピーカー）、北山翔子さん（神様がくれたHIV
著者）、岩室紳也運営委員が共に生きるためには、HIV/AIDSだけではなく、
多様なことについて、当時者の方と話すことが大切という実体験を語り合いま
した。

◆主催プログラム
You Tuberかずえちゃん、インターネット専門家の宮崎豊久運営委員、岩室紳
也運営委員による「マイノリティとマジョリティ～生きやすい世の中とは～」
では生きづらさの背景とは何かを、ツイッターを利用し、会場からの声も取り
上げながら考えていきました。また、同会場では初めての試みとなるネット
LIVE中継・配信が実現しました。また、ドラァグクイーンのブルボンヌさん、
長谷川博史さん(日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス)を迎えたぶっ
ちゃけトークセッション「HIV/AIDSになって何が悪い！？！」など、独自の
プログラムを実施しました。

◆分科会（参加団体発表）
初参加の岡田ゆりかさんによる「恋愛しくじり先生」、♯なんでないのプロ
ジェクト福田和子さんによる「日本の避妊はないものだらけ！・・・ってどう
いうこと？」などでは、自らの経験を元にしたメッセージが語られ、若い世代
を含む満席に近い入場がありました。

◆展示
展示団体による活動報告、クイズ、民芸品販売、協賛企業ブース展示や物品提
供などが行われ、来場者と交流しながら活動をPRしました。

◆広域事業「広がるAIDS文化フォーラム」
パネル展のほか、閉会式でAIDS文化フォーラムin佐賀から託されたレッドリ
ボンのタスキを横浜からAIDS文化フォーラムin名古屋につなげました。

2019年の特徴・
成果

AIDS文化フォーラム初となるSNSによる参加者との交流、ネットLIVE配信を
試み、現在も多くの方に視聴されています。

2020年度予定 2020年8月7日（金）～9日（日）かながわ県民センター
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AIDS文化フォーラムin横浜

https://abf-yokohama.org
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フォーラム名 第３回AIDS文化フォーラムin名古屋
テーマ 「そうか！だからゴムしなきゃ！」
日程 2019年9月8日（日）
会場 UTAGE NAGOYA（名古屋市中区錦3-6-15たての街ビル3F）
主催 AIDS文化フォーラムin NAGOYA組織委員会
運営 AIDS文化フォーラムin NAGOYA運営委員会

ボランティア 延べ20人
参加人数 約200人

プログラム数
発表（講演）：4
展示：5

プログラム内容

◆開会式・オープニング：運営委員長の開会宣言後、岩室紳也さんがSDGsの
概要を説明。来場者の皆さんの中には『SDGs』という言葉を初めて耳にする
方が多く、『SDGs』を知る良い機会となりました。

◆主催プログラム・主催講演
TeamＳ『差別は楽？！？』
様々な問題に存在する差別や偏見について考えました。様々な問題の背景を
見ずに差別をすることで関わることを辞めてしまっている人は多くいます。
差別を解消していくためには相手を思いやりながら関わりを持ち、理解を深
めていくことが大切です。

TeamＤ『ダメ絶対はダメ絶対？！？』
ダメ絶対と言われることで余計にやりたくなってしまうという依存症の話な
どを踏まえて、依存症には人と人との繋がりが重要だと語られました。

TeamＧ『学校教育の問題点～性教育の未来を語ろう～』
医学生と薬学生で「性教育は何歳から？」「義務教育での性教育はどこまで
踏み込む？」といった内容を会場の参加者を巻き込みながら進めました。会
場から沢山の意見が出て発表者と参加者の双方にとても学びの多いパネル
ディスカッションでした。

Team s『そうか！だからゴムしなきゃ！』
フォーラム総括をしながら、人と人のつながりについて岩室紳也さんが講演
しました。様々な問題の根底に何があるのか？ということを考える大切さを
会場で共有しました。
閉会式:名古屋から京都へレッドリボンのタスキがつながりました。

◆広域事業「広がるAIDS文化フォーラム」 パネル展示、報告書配布

2019年の特徴・
成果

『SDGs』のゴール3『すべての人に健康と福祉を』の中に「2030年までに、
エイズ、結核、マラリアおよび顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶す
るとともに肝炎、水系感染症およびその他の感染症に対処する。」という
ターゲットがあります。
第3回AIDS文化フォーラムin名古屋では、『SDGs』であいうえお作文をつく
り「そうか！だからゴムしなきゃ！」というテーマを設定、様々な問題を
『S』『D』『G』『s』の頭文字で分割し、頭文字に該当する活動家を集め
トークセッションや基調講演を開催しました。

2020年度予定 2020年9月5日（土） 名古屋市内
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AIDS文化フォーラムin名古屋

http://abf.nagoya/
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SDGs：国連が掲げる2030年を期限とする世界共通の17の目標のことで、
Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称 10



フォーラム名 第９回AIDS文化フォーラムin京都
テーマ 「つなぐ」「つながる」今、できること レッドリボン大作戦

日程 2019年10月5日(土)～6日（日）

会場 龍谷大学深草キャンパス和顔館

主催 AIDS文化フォーラムin京都運営委員会

共催 京都府、京都市

運営 AIDS文化フォーラムin京都運営委員会

ボランティア 41人

参加人数 1,100人

プログラム数

発表（講演）：39
展示：18
その他：HIV即日検査

プログラム
内容

◆開会式・オープニング
全体会「自分のこととして考えよう～性感染症・HIV～」

白阪琢磨さん エイズ予防財団理事長、エイズ動向委員長
白井千香さん 枚方市保健所所長
岩室紳也さん ヘルスプロモーション推進センター

2018年度エイズ予防指針改定に携われた白阪さん、白井さん、岩室さんを
お迎えし、今必要な性感染症予防についてのトークセッションを実施しまし
た。
◆トークショー＆ミニライブ
テーマソング「ひだまりの場所」を提供いただいたシンガーソングドクター
江藤天音さんが大学の同級生白野倫徳さんと共に、2019年も出演しました。
今回は大きくなった天音さんの子どもさんたちも登場しました。

◆分科会（参加団体発表・展示）
HIV感染症の基礎知識から、性の多様性の理解、学校での適切な性教育、陽性
者同士の活動、さらに薬物からの回復など、さまざまな講演・展示がありま
した、予防と同時に、多様性を認め合える寛容な社会の実現への取り組みが
発表されました。

◆広域事業「広がるAIDS文化フォーラム」
横浜、陸前高田、佐賀、名古屋のAIDS文化フォーラムの展示を行い、広がり
を紹介しました。
また、各地のフォーラムの講師が京都のフォーラムに多く参加し、連携する
ことができました。

2019年の特徴・
成果

今回から会場が龍谷大学深草キャンパス和顔館に変わりました。
ワンフロアーで、広々とした廊下で展示を行いました。教室の壁がガラスの
シースルーで開放感があって好評でした。
HIV即日検査は58人で今までで一番多く、より市民の参加が増えている印象が
ありました。

2020年度予定 2020年10月10日（土）～11日（日） 京都市内

AIDS文化フォーラムin京都

http://hiv-kyoto.com
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フォーラム名 第７回AIDS文化フォーラムin陸前高田

テーマ
ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり
イベント ともに生きる~誰もが住みやすいまちに~

日程 2019年11月3日（日）

会場

陸前高田市産業まつり会場（アバッセたかた・まちなか広場）
交流施設「ほんまるの家」

（岩手県陸前高田市高田町字大町39番地）

主催 陸前高田市

協力
岩手県大船渡保健所、市民ボランティア、
陸前高田市産業まつり実行委員会

運営
AIDS文化フォーラムin陸前高田企画会議
（事務局：陸前高田市福祉部保健福祉課保健係）

ボランティア 陸前高田市立高田東中学校生徒、他10人

参加人数 約300人＋通行人多数 ネットLIVE中継視聴282回再生（2020/2/14現在）

プログラム数 発表（講演）：トークセッション２、講演１ 展示：1 その他：スペシャルライブ１

プログラム
内容

◆開会式・オープニング 佐賀、横浜、名古屋、京都と受け継がれたレッドリボンのタスキ
が陸前高田市福祉部長齋藤晴美さんに引き継がれスタート。

◆主催プログラム・主催講演について
（1）「ノーマライゼーションとSDGsを考える」「つながりやすい≒生きづらい？」
齋藤晴美さん、秘忍者ジミー・ハットリくん、岩室紳也さんによるトークセッション。陸前
高田市は7月に岩手県初・SDGs未来都市に選定されました。ノーマライゼーションという言
葉のいらないまちづくりを目指している市の活動と共に、多様性を認め合う社会、寛容性や
心の余裕等について考えました。
（2）陸前高田在住シンガーソングライターまっとさんスペシャルライブ
まっとさん作詞作曲・AIDS文化フォーラムin陸前高田テーマソング「僕らにできる事」、
「ありがとう」を陸前高田市産業まつり特設ステージで熱唱。歌詞にある「共に今を生きよ
う」を会場が一つになって感じることができました。
（３）「SNS時代の子（孫）育て」
インターネット専門家宮崎豊久さんがネットのいまを講演。親世代、祖父母世代はネットを
子ども、孫が利用することを不安しがちですが、「手段」としてのネットがあることへの理
解を含めて考え、学ぶことができました。
（４）「大人の知らない二次元とリアルの世界」～ふつうって何？？～
BLTいわて遠山萌さん、宮崎豊久さん、陸前高田市はまかだ運動推進アドバイザー佐々木亮平
さん、岩室紳也さんによるトークセッション。スクールカウンセラーの遠山さんはありまま
の自分を認めてもらう経験が少ないお子さんが少なくないこと、宮崎さんは自身の経験も踏
まえ、引きこもっていても二次元が自分にとってはリアルな世界の一つだったと話しました。
あなたはあなたでいいんだということを重ねていければ、二次元もあり、リアルもある世界
を生きていけるのではないかと確認しました。

◆展示 大船渡保健所AIDS・HIVに関する普及啓発パネル、リボンツリー展示

◆広域事業「広がるAIDS文化フォーラム」 パネル展、レッドリボンタスキリレー実施

◆その他 AIDS文化フォーラムin陸前高田としては2019年度で７回目ですが、東日本大震災
前の2005年度から6回開催しており合算13回目を迎えました。

2019年特徴・
成果

2019年度は初めて陸前高田市の産業まつりとタイアップ。これまで以上に多くの市内外の参
加者がありました。ネットLIVE配信も試み、多くの方に発信することができました。

2020年予定 2021年6月～8月に開催予定 陸前高田市内
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AIDS文化フォーラムin陸前高田

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/kategorie/kanko-event/kanko-
event/aids/aids.html
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