
 

 

 

 

 

 

  

８月 5日（金）10：00～12：00 2F ホール＋オンライン配信 

開会式・オープニング  

HIV/AIDSと文化 

～文化とは何か？～ 
 

高久陽介（JaNP+）、北山翔子（神様がくれたHIV著者）、 

長澤勲(第 1回AIDS文化フォーラム in横浜事務局長) 

宮崎豊久（インターネット専門家）、岩室紳也（第１回からの運営委員） 

AIDS文化フォーラム in 横浜は発足当初から「文化」ということを大切にしてきました。人が生きる

ということはHIV/AIDSに限らず、医療や福祉の問題だけではなく、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文字を使っています。あらためてこ

の「文化」の２文字について皆様と共に考えたいと思っています。 

８月 5日（金）13：00～15：00 2F ホール＋オンライン配信 

感染症とどう向き合うか 

～新型コロナ、HIV/AIDSでくりかえされる混乱、誤解、偏見、差別を考える～ 

岩田健太郎（神戸大学感染症内科）（オンライン登壇） 

岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター） 

新型コロナウイルスが広がり始めてから 2 年半。確かに初期の頃は情報の混乱、報道を含めた社会

全体のパニック状態が続いていました。しかし、感染してからの経過、重症化につながるリスク、現

時点で入手できる治療法、ワクチン開発、等々が進んだにも関わらず、「何となくマスク」「何となく

自粛」「何となくワクチン」となっていて、「感染経路対策」が周知徹底されていません。感染症のプ

ロの岩田健太郎先生に感染症予防医を自負する岩室紳也が鋭く突っ込みます。こうご期待。 

８月 5日（金）15：30～17：30 2F ホール＋オンライン配信 

違法薬物の歴史と文化  ～くりかえされるもの うまれるもの～ 

 

 

 

 

 

松本俊彦（精神科医）、風間暁（保護司、NPO法人アスク社会対策部薬物担当、薬物依存症当事者）、 

塚本堅一（元NHKアナウンサー）、ピースさん（医師）、岩室紳也（HIV診療医） 

それぞれのコミュニティには他とは違う「文化」がある。薬物や性の話は切っても切り離せないコミュニ

ティもある。お互いの文化を認め合うには何が必要なのか。社会の中での扱い、歴史を考えます。  

2022年 第 29回AIDS文化フォーラム in横浜 

8月 5日（金）プログラム 

プログラムの詳細とZoom等での視聴は 

【参加のお申し込みにあたって】をお読みの上 

それぞれのプログラムの枠をクリックするとプログラムの詳細画面に移動します。 

プログラム詳細画面の  

をクリックして登録の上ご参加ください。 

2022/8/3 版 

8月 5日（金）14：10～15：00 オンライン配信  

カウンセラーが教える「若者との関わり方のコツ」 

一般社団法人 日本心理療法協会 代表理事 椎名雄一 

朝が苦手、行動にムラがある、長続きしない、ゲームばかり…そんな若者を戦力にする方法を紹介。 

8月 5日（金）16：40～17：30  オンライン配信 

泌尿器科医ママが伝えたいおちんちんの教科書 

泌尿器科医 岡田百合香 

子育て中の泌尿器科医がお届けする、乳幼児期の子どもに関わる全ての人に 

知ってほしい「おちんちん」の話。 

8月 5日（金）15：30～16：20 オンライン配信  

若者たちの生きづらさを生む文化、癒す文化 

 学びリンク カウンセラー 椎名雄一 

若者と接しているカウンセラーが大人に知ってほしい彼らの文化を紹介します。 

8月 5日（金）13：00～13：50 オンライン配信 

国際協力に学ぶ差別・偏見への対応 

神奈川県歯科医師会 

ホーチミン市における本会の活動から見えてきた差別偏見への対応について皆さんと共有したいと思

います。 

ホール定員（先着200人） 

https://abf-yokohama.org/2022program/opening/
https://abf-yokohama.org/2022program/5-2/
https://abf-yokohama.org/2022program/5-5/
https://abf-yokohama.org/2022moushikomi/
https://abf-yokohama.org/2022program/5-4/
https://abf-yokohama.org/2022program/5-7/
https://abf-yokohama.org/2022program/5-6/
https://abf-yokohama.org/2022program/5-3/


 

 

  

8月 6日（土）15：30～16：20 オンライン配信 

  知ろう・話そう・性のモヤモヤ 

 セイシルが取り組む活動 

横浜AIDS市民活動センター 

『セイシル』書籍やセイシルが取り組む性教育授業について、 

TENGAヘルスケアの助産師・古川さんと保健体育教員・福田さんのお二人がお話をしていきます。 

8月 6日（土）15：30～17：30 2F ホール＋オンライン配信 

文化としての宗教 

 （宗教とAIDS Part17） 

鈴木真（山手カトリック教会・AIDS文化フォーラム in 横浜組織委委員） 

ネオ（日本HIV情報センターボランティア・ムスリム） 

古川潤哉（浄土真宗本願寺派浄誓寺僧侶）、岩室紳也（運営委員会） 

宗教は太古の昔から世界中の文化の中に根付き、人と人がつながる手段となったり、その一方で宗教

間の争いが絶えないのもまた事実です。いま、この時代に宗教をどうとらえればいいのかを考えます。 

2022年 第 29回AIDS文化フォーラム in横浜 

8月 6日（土）プログラム 

8月６日（土）13：00～13：50 オンライン配信 

ウイルス母子感染  正しく知って正しく防ごう！” 

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策政策研究事業「HIV 感染者の妊娠・出産・予後に関するコホート調査を含

む疫学研究と 情報の普及啓発方法の開発ならびに診療体制の整備と均てん化のための研究」喜多班 

コロナ、HPV、そしてHIV。赤ちゃん産める？普通に暮らせる？ここで一緒に語りあいましょう。 

2022/8/3 版 

プログラムの詳細とZoom等での視聴は 

【参加のお申し込みにあたって】をお読みの上 

それぞれのプログラムの枠をクリックするとプログラムの詳細画面に移動します。 

プログラム詳細画面の  

をクリックして登録の上ご参加ください。 

8月 6日（土）14：10～15：00 オンライン配信 

住んでいた国と日本のすまい ～わたしたちの家事情～ 

かながわ外国人すまいサポートセンター 

すまいサポートセンタースタッフがそれぞれの国の住まい事情と日頃の活動の中で感じていることを

話します。 

8月 6日（土）11：10～12：00 オンライン配信 

奪われた子ども時代、失われた思春期 

神奈川県ユニセフ協会 

COVID-19がおよぼす影響と、不平等によりHIV感染リスクに直面する南アフリカの女性の声。 

8月 6日（土）12：40～15：00 2F ホール 

映画：プリズンサークル 

処罰から回復へ 今、日本の刑務所が変わろうとしている 

8月 6日（土）16：40～17：30 オンライン配信 

「ふれる」・「さわる」について考えてみましょう 

助産師 有馬祐子 

「ふれる」「さわる」、どのように使い分けていますか。幼児の性教育講演での気づきをお伝えします。 

8月 6日（土）10：00～12：00 2F ホール＋オンライン配信 

多様性と文化 

 

ナナさん、とよさん、コンドームの達人 

多様性って何でしょうか？ LGBTQ、社会の落ちこぼれなど、いろんな角度から考えます。 

要事前申込 

8月 6日（土）10：00～10：50 オンライン配信 

今だからこそ知ろう、HIV/AIDS 

公益財団法人横浜YMCA 横浜中央YMCA 

学校で学ぶ内容から一歩踏み込んだ性の話をしましょう。 

配信なし 

ホール定員（先着200人） 

定員：100名 

8月 6日（土）12：10～12：40 オンライン配信 

HIV/AIDSの基礎講座 

山田雅子（AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員） 

感染経路，感染するとどうなる？検査・治療・予防などの基本的なことを30分でお話します。 

https://abf-yokohama.org/2022program/6-8/
https://abf-yokohama.org/2022program/6-7/
https://abf-yokohama.org/2021program/6-5/
https://abf-yokohama.org/2022moushikomi/
https://abf-yokohama.org/2022program/6-6/
https://abf-yokohama.org/2022program/6-3/
https://abf-yokohama.org/2022program/6-4/
https://abf-yokohama.org/2022program/6-9/
https://abf-yokohama.org/2022program/6-1/
https://abf-yokohama.org/2022program/6-2/
https://abf-yokohama.org/2022program/6-3-2/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8月 7日（日） 11：10～12：00 オンライン配信 

なぜ、私たちはここにいるのか？ 

ナルコティクスアノニマス 

ナルコティクスアノニマス(NA)は薬物依存からの回復を目指す当事者の、国際的かつ地域に根ざした

集まりです 

8月 7日（日）15：10～16：00 2F ホール＋オンライン配信 

広がるAIDS文化フォーラム 

～陸前高田、横浜、名古屋、京都、佐賀～ 

 

 

 

 

 

1994年、エイズ国際会議を契機にはじまった、市民による市民のためのAIDS文化フォーラム。

多くの人に支えられ、一つの文化として育てていただきました。これまでの歴史を振り返りつつ、

今年亡くなられた長谷川博史さんをはじめ、フォーラムという文化をつくってこられた人々を、地

域をつなぎます。 

8月 7日（日）13：00～15：00 2F ホール＋オンライン配信 

壊されゆく子どもたち 

夜回り先生 水谷修（水谷青少年問題研究所所長） 

日本が直面している子どもたちの不登校・ひきこもり、いじめ、虐待、自傷行為、OD、非行・ドラ

ッグ、自死、社会環境の変遷とともに、若者たちの変容と悩みに向き合ってきた夜回り先生。「子ども

たちに変わってほしいと願うのなら、まず、私たち大人が変わらなくてはならない」という問いかけ

なければならない、日本の文化を考えます。 

2022年 第 29回AIDS文化フォーラム in横浜 

8月 7日（日）プログラム 

2022/8/3 版 
プログラムの詳細とZoom等での視聴は 

【参加のお申し込みにあたって】をお読みの上 

それぞれのプログラムの枠をクリックするとプログラムの詳細画面に移動します。 

プログラム詳細画面の  

をクリックして登録の上ご参加ください。 

8月 7日（日）14：10～15：00 オンライン配信 

  繰り返される薬害ー薬害エイズを風化させないために 

薬害エイズを考える山の手の会 

コロナ渦における薬害被害者の現状―薬害被害者の生の声を聞く 

8月 7日（日）10：00～12：00 2F ホール＋オンライン配信 

性的同意を文化に 

上智大学エンパワーメントサークル Speak Up Sophia 山田雅子（看護教員）岡田百合香（泌尿器科医）

吉永陽子（精神科医）（オンライン登壇）宮崎豊久（インターネット専門家）上村茂仁（産婦人科医） 

岩室紳也（泌尿器科医） 

フォーラムでは性被害の問題をはじめ、AV業界、性産業従事者との議論を重ねてきました。今回、「性

的同意を文化に」という大学生を囲み、様々な視点から議論を深めたいと考えています。 

8月 7日（日）13：00～13：50 オンライン配信 

集まれ！性教育をやりたいあなたの居場所 

星野貴泰と性教育コミュニティ kokoro color 

性教育の仲間が欲しい！そこから始まったオンラインコミュニティで共有した思いや学び、実践を紹

介します！ 

8月 7日（日）10：00～10：50 オンライン配信  

タイにおける性教育～子どもの権利の視点から～ 

横浜YMCA 国際・地域事業 

タイ・バンコク YMCA は HIV 感染やエイズ孤児に対する差別や偏見をなくし、地域でともに暮らす

ために、さまざまな取り組みを行ってきました。今回は、そのうちの一つである性教育についてご紹介

します！ 

 

ホール定員（先着200人） 

https://abf-yokohama.org/2022program/7-3/
https://abf-yokohama.org/2022program/7-7/
https://abf-yokohama.org/2022program/7-4/
https://abf-yokohama.org/2022moushikomi/
https://abf-yokohama.org/2022program/7-6/
https://abf-yokohama.org/2022program/7-1/
https://abf-yokohama.org/2022program/7-5/
https://abf-yokohama.org/2022program/7-2/


 

 

 

 

 

 

2022年 第 29回AIDS文化フォーラム in横浜 

オンライン活動紹介  8月 5日（金）～7日（日） 

2022/8/3 版 
それぞれのプログラムの枠をクリックする 

と活動紹介ビデオに移動します。（準備ができ次第リンク予定） 

スマホの機能によって移動しない場合はこちらへ 

カトリックHIV/AIDSデスク 

1995年からカトリック教会はHIV/エイズの啓発を続けています。 

予想もしなかったCOV-19蔓延により現地に行き、顔を合わせ、 

交流するという従来の活動ができない中、オンラインによる活動を 

模索しています。 

 

 

日本HIV情報センター 

日本ＨＩＶ情報センター（Japan HIV Information Center＝ＪＨＩＣ）は、 

国籍、性別、セクシュアリティを問わず、 

皆が共に生きる社会を目指す非営利の 

団体です。 

毎月第１日曜日夜、Zoom相談を 

行っています。 

 

ジェクス株式会社 

ジェクス株式会社は「グラマラスバタフライ」 

「ZONE」のコンドームメーカーです。 

全国で性教育や啓発をされる皆様に、無償で 

コンドームのサンプルを提供しております。 

現物に触れての装着練習などにご活用ください。 

https://abf-yokohama.org/2022program/list/
https://youtu.be/CcAk9PDc6lY
http://cath-aids-desk.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=S4AMU7xZoVU
https://sites.google.com/view/jhic/
https://www.jex-sh.jp/
https://www.jex-sh.jp/

