


 

ホール講座のハイブリッド開催 

 今年はホールのプログラムは映画を除きすべてリアル会場での視聴と、Zoom Webinar及び

YouTubeのダブル配信によるハイブリッド開催としました。ホールに備え付けの音響設備を使うと

音声をインターネットに配信できないため、横浜YMCAの大型スピーカーとアンプを貸していただ

き、ワイアレスマイク9本、有線マイク1本、マイクミキサー、配信用ミキサー、カメラ3台、映像切替

器を用意しました。オンラインで登壇する方や、画面共有された資料を登壇者も確認できるよう、

フロアにスクリーンを設置し映像を映し出しました。 

 今回、レンタルで利用したWifi（WiMAX 5G L11）がアップロードで常に１０Mbs超の速度が確保

できたため、通信速度不足でのトラブルは起こりませんでした。また、毎日担当者が変わる中、山

崎圭さんが取り仕切って下さいました。感謝です。 

 

オンライン講座の配信 

 ホールからのハイブリッド配信に加え、同時並行で2つの講座をオンラインで配信しました。昨

年の経験もあり、配信はスムースでしたが、昨年のように事務局にいる人たちが一緒に視聴する

ことができなかったのは今後の課題と思われました。 

 開催時期が結果的に新型コロナウイル

ス感染拡大の第7波のピークの頃でした。

そのため、会場での感染拡大、クラスター

発生のリスクを下げるべく、できる工夫は

すべて行いました。 

飛沫感染対策（登壇者はマスクなし） 

１．登壇者間のアクリル板の設置 

２．観客、スタッフとは飛沫が届かない    

  2メートル以上のスペースの確保 

エアロゾル対策 

１．前方排気口から強力に排気されてい 

  ることの確認 

２．天井からの送風で空気の流れを創出 

３．ホール前方の扉の解放で外気の導入 

  による空気の流れの創出 

４．ステージ上の登壇者の背後にサー 

  キュレーターを設置し、エアロゾルの 

  撹拌、希釈化 

５．携帯型ミニ扇風機の設置 

 オミクロン株で主流と考えられるエアロゾル感染を完璧にゼロに

するには誰とも会わない、交流しないことしかありません。会場へ

の入場制限を設けない状態でのハイブリッド開催としたため、リスク

を極力減らす工夫を重ね、結果的に明らかなクラスターの発生と

いった事態を避けることができました。 
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● AIDS文化フォーラム in 横浜とは？ 

 1994年に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、HIV/AIDSと共に生きる人々、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29回目を迎えま

した。第27回、第28回は新型コロナウイルスの影響により、オンライン開催となりましたが、第29回は以前から利用させ

ていただいている神奈川県民センターに戻り、ホールでのリアル参加と配信のハイブリッド開催となりました。 

 
● 「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。セクシュアリティ、依存症、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日間だけではなく、事前準備を含め、参加者の、支えてくださっている方々の、そして運営委員の熱気を

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、つながりをきっかけに、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ので、活用していただければ幸いです。 

文化 ～くりかえされるもの うまれるもの～ Page 3 ＜目  次＞ 

 予想以上に多くの方が会場に来られ、プログラムに参加するだけではなく、展示や書籍販売も熱心に見てくださいま

した。今回のフォーラムで「文化とは人と人のつながり」を確認させていただきましたが、その文化、つながりを人々が求

めていることを実感できるフォーラムとなりました。 
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8月6日（土） 

8月5日（金） 

プログラム一覧 
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オンライン活動紹介 

8月7日（日） 



  AIDS文化フォーラムin横浜の第29回目は、今年改修工事が終了し新装となった神奈川県民センターと、昨年に続

いてオンライン配信を併用した、いわゆるハイブリッド開催という進化した形態での開催となりました。昨年実施できな

かった、会場でしか見ることのできない映画「プリズン・サークル」をお楽しみの方も多いかと思います。また、今年も日

本各地、また世界中からアクセスしてくださる方々、皆様に特別な文化フォーラムをお届けできるものと思っておりま

す。今年も多くの皆様の力の結集したフォーラムをぜひお楽しみください。 

 さて、人間は本来、多様性を尊重する社会において、自分にないものを持つ他者に出会うことによって経験と知識が

増え、自分なりに吸収して解釈することで全人的な成長をしていくものです。子どもたちへの教育も「違いを認め共に

生きる」ことができるような多様な価値観に触れることが大切といいます。このAIDS文化フォーラムは当初より医療だけ

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きました。今、社会が大きく変容する

中で文化もさまざまに変化しつつあります。そういった意味でも今回のフォーラムのメインテーマである「文化～くりかえ

されるもの、うまれるもの～」は、文化にはおそらく、変わらずに残るもの、変化しながら受け継がれていくもの、繰り返さ

れるもの、新しく生まれるもの、使命を果たし消えていくものがあり、これらが混ざって文化は作り上げられ、変容しなが

ら続いていくのだと思います。今回のフォーラムもHIV/AIDSだけでなく、感染症、人、宗教、社会など、取り巻く文化に

着目して構成されています。こんな時だからこそ文化を発信し続けるフォーラムの存在が重要と考えます。 

 今回もオンラインでの参加が可能であり、プレゼンターも参加者もどこからでも移動なく参加できます。テクノロジーに

よる広がりによって文化の発信や継承は物理的な距離を超えていきます。この3日間も多様な発表、メッセージに触

れ、文化創造の一員であることをお一人お一人が実感されることを願っています。 

 なお、この開催に向けて多くの方々のご協力と参画があったことを申

し加えます。ことに、協賛、助成、寄付をお寄せいただきました、企

業、団体、個人の皆様に心より感謝申し上げます。 

 あわせて、フォーラムの代名詞ともいうべき単語に「手弁当」という言

葉があります。もう一般的ではない単語かもしれませんが、本当に、

フォーラムに集う多くの団体、個人、企業の方々が手弁当で作り上げ

てきました。フォーラムの趣旨に賛同し、関わってくださる皆様の高い

志に敬意を表するとともに、心から感謝申し上げます。特に、この企画

の中心となった岩室先生はじめ運営委員の皆様に組織委員会を代表

して心から感謝申し上げます。そして、今日運営に携わるスタッフ、ボ

ランティアすべての皆様ありがとうございます。参加される皆様もぜひ

「参加者」からともにこのAIDS文化フォーラム in 横浜をつくっていく

「文化の発信者」になっていただければ嬉しく思います。 

                        組織委員長 佐竹博 
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開会式・組織委員長あいさつ 

HIV/AIDSと文化 ～文化とは何か？～  
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
登壇：高久陽介（JaNP+代表）北山翔子（「神様がくれたHIV」著者） 
   宮崎豊久（インターネット専門家） 
司会：岩室紳也 （AIDS文化フォーラム in 横浜） 
1994年8月に開催された国際エイズ会議と並行して開催された市民による、市民のためのAIDS文化フォーラム in 横

浜。このフォーラムが29回も続いているのは「AIDSフォーラム in 横浜」ではなく、「AIDS文化フォーラム in 横浜」と名付

けられていたからではないか。今回、改めて「文化とは何か？」を皆様と考えたいと思い、このセッションが企画された。 

 

内容： 

◆一人ひとりの生き方を「文化」ととらえ、感染症と共に生きることも「文化」として受け止めていく必要がある。 

◇ 横浜YMCAは1994年1月、国際エイズ会議の約半年前にアメリカ人のBilly Howardの写真展「おそれずに人生を―

エイズ患者からのメッセージ」を開催した。その中で一人の感染者が「エイズで死ぬより、エイズで生きていることの

方が辛い」との声が書かれていたことがAIDS文化フォーラム in 横浜の初代の事務局長の長澤さんの心に響いた。 
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◇ HIV/AIDSだけを取り上げるのではなく、同じように生死、偏見、差別といっ

た苦しみを抱えている人たちと思いをシェアできる場にしたいという思いで

「文化」が入ることになった。 

◇ 文化＝culture→土台を耕すこと。うねり、流動性も文化。文化は変えられ

る。文化は人間の営みの総体。振り子が振れているのが文化であり、感情

が劣化する文化もある。 

◇ AIDS文化フォーラム in 横浜が発展し続けているのはフォーラム自体が文

化だから。文化を意識しているから続く。お金は切れるがご縁は切れない。 

◇ AIDS文化フォーラム in 横浜のような狭い文化もあれば、社会、メディア、

不特定多数への露出という、デメリットの方が大きい、個人ではコントロー

ルできない文化もある。 

◇ 偏見、差別の根底に不安と暴力があり、科学的な説明をしても感染不安から逃れるこ

とはできない。差別は暴力そのもの。人間は同じこと（感染症への偏見、差別、戦争、

等々）を繰り返す存在。 

◇ 上（目、鼻、口）から感染するコロナは恥ずかしくないが、下（セックス）から感染する

HIVは避けてしまう文化がある。 

◇ コンドームを使わないセックスをすることも文化といえる。 

◇ 感染経路を正確に理解しつつ、感染した人を受容する文化がない中で、感染していても治療をしていればコンドー

ムを使わなくてもセックスパートナーに感染させないということが受け入れられない文化がある。 

◇ 教育は止まっていること、正解と言えることを伝える。社会の流動性とどう向き合えるかが大事。 

◇ 20代で死の病の宣告を受けた北山翔子さんは生きられて10年と考えていた。感染告知の翌年、同じような陽性者が

いるのではという思いでAIDS文化フォーラム in 横浜に参加。しかし、20年経った今、治療薬があり、死ぬ病気では

なくなったのに未だに顔を出せない社会、文化が残っている。 

◇ 障がい者雇用は、制度に始まり、当事者に学び、企業の考え方も変わった。当事者

が声をあげられる環境が、社会を、文化を、人々の意識を変えることにつながる。 

◇ 社会的に弱い立場とは世間の目が作り出すこと。他の人と均一でなければならないと

いう文化がある。社会的に弱い立場の人と共に歩めるフォーラムでありたい。 

 

参加者の感想： 

● 文化について深く考えることができた。（10代 学生 神奈川県） 

● 多角的なお話で、自分の取組を振り返ったり、俯瞰する事が出来、さっそくまた新しい気持ちで、再出発できそう

な前向きなメッセージを受け取らせて頂きました。私にとっても、安全で学び深く、頼もしい親や兄弟がいて下さる

大切な居場所だなと感じました。文化フォーラムがある限り、自分らしく歩む事をあきらめないでいられるように感じ

ました。ありがとうございました。（50代 教育関係 山梨県） 

● 識者の方々の様々な考えを聴講でき、見聞を広めることができました。（40代 学生 神奈川県） 

● 文化という単語がなぜ使われているのか、パンフレットにはなぜ色が異なって付いているのかを知ることができた。

日本では文化は大事にされているが、人によっては苦しいものになっていると感じた。（30代 学生 神奈川県） 

● 誰にとっても居心地のよい文化圏があり、安全基地となる場所があれば良いですが、そうならないがゆえに、差別

や偏見もあるのだと思います。文化の意義だけでなく、文化同士の対立や生活上の困難、対立の乗り越え方など

についても、うかがえるとより良い講座だったと感じました。（40代 学生 神奈川県） 

● 今回も登壇者それぞれの表現があって、本当に豊かだなと思います。このフォーラムのもつ雰囲気を、今後も大

切にしていっていただけたらと思います。（40代 兵庫県） 

● 三年ぶりに会場に足を運ぶことが出来ました。ハイブリッド開催に加えて、いつもの会場もリニューアルされ、この

フォーラムも時代と共に進化し続けていることを肌で感じました。AIDS文化フォーラムではなく、AIDS『文化』

フォーラムという名前で本当に良かったなと感じられた講座でした。（30代 教育関係 神奈川県） 

 

報告書を書いての感想（岩室紳也） 

 登壇者の皆さんと対話する中で、記録映像を振り返る中で感じたことを文字化すると、「何か違う」と思ってしまいまし

た。文字化すると「まとめ」、「答え」、「正解」になっているように思え、そこから「文化」が消えているように思えました。 

 

連絡先：AIDS文化フォーラム in 横浜事務局  

文化 ～くりかえされるもの うまれるもの～ 
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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～  
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
登壇：岩田健太郎（神戸大学感染症内科） 聞き手：岩室紳也（感染症予防医）  
 

内容：新型コロナウイルスの初期の頃は情報の混乱、報道を含めた社会全体のパ

ニック状態でした。しかし、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」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・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した。対面を予定して

いましたが、第7波のピーク時に、院内からの緊急コールを受けながら対応していただけたことに感謝です。 

 

参加者の感想： 

● 感染症という問題が深刻なだけに、唯一無二の完全な解答を求めがちだが、一人一人の個別性や置かれた環境

も異なるため、絶対はないことが確認できた。周囲と話し合ったり、情報を得続けることが対応の第一歩だと感じ

た。（40代 学生 神奈川県）  

● 岩田先生の歯に衣を着せぬ物言いが心地よく、またわかりやすかったです。岩室先生との観点の違いも大変勉

強になりました。見る角度を変えると、見えてくるものも違う、という事が良くわかる対談で、でも、志は一つ、という

所に感銘を受けました。（50代 教育関係 山梨県） 

● コロナ禍で迎える三年目の夏ですが、ゼロリスクから抜け出せない人が多くいるのだなと感じました。不安と向き

合っていくためには対話が不可欠だと思うのですが、向き合えない人こそ対話が出来ないなとも感じます。（30代 

教育関係 神奈川県） 

 

連絡先：AIDS文化フォーラム in 横浜事務局  

国際協力に学ぶ差別・偏見への対応 
主催：公益社団法人 神奈川県歯科医師会 
県民の健康寿命の延伸に寄与するため各種活動を展開する開業歯科医や病院勤務の歯科医などからなる団体で

す。  

 

内容：口の健康は誰にとっても重要です。抗HIV薬の進歩によりHIV感染症は「死の病」から今や「慢性疾患」の一つに

なり、HIV陽性者の高齢化も考慮すると今まで以上にHIV陽性者の皆さんの歯科のニーズは高くなっています。しかし

HIV陽性者に対する差別・偏見はいまだ解消されず、残念ながらHIV陽性者の皆さんが歯科治療を気軽に受けること

ができないのも事実です。私たちは１９９４年の横浜での国際エイズ会議を契機に県行政とともに長年にわたりこの課

題に取り組み、現在はHIV陽性者歯科診療ネットワークを構築・運営するとともに歯科医療従事者にHIV/エイズにつ

いて啓発活動を行っています。 

 私たちはこの取り組みを参考に友好協定を結んでいるベトナム国ホーチミン市歯科口腔病協会とJICA草の根技術

協力事業として昨年４月より３年間の予定でホーチミン市のHIV陽性者の歯科診療システム構築プロジェクトを実施し

ています。 

 今回は「国際協力に学ぶ差別・偏見への対応」をテーマにプロジェクトの紹介とともに歯科の立場から差別・偏見に

ついて考えてみました。発表後半にはホーチミン市の二人の歯科医師が、エイズ孤児施設での活動やHIV陽性者の

歯科の課題についての調査研究に基づく今後のホーチミン市でのHIV陽性者の歯科診療システムの構想についても

紹介しました。 

 

視聴者の感想： 

● HIV感染に対する知識や現状について知ることができ、とても良い機会でした。 

 

連絡先：神奈川県歯科医師会 〒231-0013 横浜市中区住吉町6－68 TEL：045-681-2172  FAX：045-681-2426 

プログラム 
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違法薬物の歴史と文化 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
登壇：松本俊彦（精神科医）ピースさん（医師：ニックネーム）岩室紳也（HIV診療医） 
   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）  
司会：塚本堅一（元ＮＨＫアナウンサー） 
 
内容：薬物依存の当事者、主治医、HIV/AIDS診療と合わせて関わっている医者、それぞれの立場から個人の経験、

薬物に関する歴史文化や社会との関わりについて、話し合いました。   

 

視聴者の感想： 

● 薬物を使用しても、使用していなくても、生きている限り

は、人生は継続する。使わない人生も、使った人生も、

社会的に包括される世の中が必要だと感じる。（40代 

学生 神奈川県）  

● 一言一言に鉄板の説得力がありました。依存は回復の

一歩とみられるというお話もとても興味深く、自分の固定

観念に気づく事ができました。（50代 教育関係 山梨県） 

● セクシャルマイノリティの生き方を公の場で現在進行形

で語り続けていくことはとても大切だと感じました。どうい

う文化の中で生きていて、どう感じているのか、それを言

葉としてつないで新しい文化を上塗りし続けること。とに

かく、うれしかったです。自分たちの感情が言葉として公の場で大切に語られていることが。（30代 NPO/NGO 東

京都） 

● 学校薬剤師ですが、小学校で薬剤師会と教育委員会が作成した教材にできる限りアレンジして、必要時の医療

用麻薬まで拒否しないような願いを込めて話してきました。断る練習して、困ったら信頼できる身近な大人に相談

して、と終わるのですが、みんなに問いかけると「親に相談する」が大半。でもその親は、相談されたときどのように

対応するのだろう？すでに親兄弟が当事者だったら？市販薬が増えているとなると、必ずしも誘われて始めると

は限らない。もどかしさを感じつつ、無難な着地点？松本先生のお話も全て納得。子どもも賢く、こちらの悩みや

迷いを見透かしているように思う次第です。 （50代 保健・医療・福祉関係 神奈川県） 

 

連絡先：岩室紳也 紳也’s HP: URL：https://iwamuro.jp/ 

文化 ～くりかえされるもの うまれるもの～ 

カウンセラーが教える「若者との関わり方のコツ」  
主催：一般社団法人 日本心理療法協会 代表理事  椎名雄一 
心理カウンセラーや心理療法家が情報を集めたり、勉強会をするための団体  

 

内容：時代の流れがどんどん速くなっている昨今では高校１年生と３年生の間でもジェネレーションギャップがあり「最

近の若いものは・・」と上級生が言うような格差があります。５０代、６０代とのギャップはもはや推測では埋められない程

の開きがあります。今回はそのギャップの一部をご紹介させていただきながら「変わらなくては」と思うきっかけになった

ら良いなと思い講演させていただきました。  

 

視聴者の感想： 

● 「自分自身を大事にしていれば自己肯定感が低くなることはない」という先生のお言葉が特に印象に残っていま

す。  

● 私の発想の中には無いような、目から鱗のお話が伺えました。ありがとうございました。 

● ここまで常識が違うのだということを、具体的なお話で聞けてよかった。大変参考になりました。 

● 子どもにあえて役割を示すこと、師匠になれるよう独自の世界観で私らしさ全開にすること、この辺も実践したいと

思いました。  

 

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フジモトビル4F  
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若者たちの生きづらさを生む文化、癒す文化 
主催：学びリンク株式会社 カウンセリング室 椎名雄一 
唯一の通信制高校専門出版社です。一人ひとりに合った「学び」と「進路」の選択肢を広げるために、媒体の創造と情

報提供を通じて貢献します。  

 

内容：子どもたちの数が減っていく中で全日制高校は数を減らし、通信制高校が増えている現状。今の子どもたちは

なにを求めているのか？それを考えないままに国、学校が思考停止したままだと子どもたちの未来が萎んでしまう。

「生まれてきたら自由に生きていい」はずなのに「２０年近く、学校に閉じ込められる」それを当たり前とするならば閉じ

込められていた方が絶対に良かったとなるように大人たちは真剣に考えるべきだと私は思う。  

 

視聴者の感想： 

● 養護教諭として働いているので、保健室でしかできない５教科以外のことを子どもに提案してみたいと思いまし

た。養護教諭の場合は、担任からの理解を得ないまま独自の対応をすると、時に「組織で動いてください、足並み

を揃えてください。」と言われてしまいます。  

● 私自身思考停止していると思いました。アップデートが大事、時代についていけるようにしたいです。  

● 自分もかなり「思考停止」しているなぁと思った。私の時代は、思考停止したままレールに乗ってとりあえず生きる、

そんな人が多かったのではないかなぁ。そういう時代だったのかも。でも、時代は変わっているのだから、自分を

アップデートしていきたいと思った。  

 

連絡先：学びリンク株式会社  〒102-0076東京都千代田区五番町10 JBTV五番町ビル2F  

URL：https://manabilink.co.jp/   

泌尿器科医ママが伝えたいおちんちんの教科書  
主催：泌尿器科医 岡田百合香 
愛知県で泌尿器科医として働きつつ、2児を育てる子育て真っ最中の講師が、子育て中の性器ケアや性教育につい

て伝える講座。 

 

内容：「性」に関する講座をする時に、聴講者の属性というのは非常に気になる。AIDS文化フォーラムは、一般市民か

らプロの性教育関係者まで非常に幅広い人が参加するため、「今まさに子育て中で困っている保護者」を対象とした

話は、プロにとっては退屈であったり、逆に専門的な話をすると、一般市民の方を置いてき

ぼりにするというジレンマの中で内容を練った。どちらの人にも役立つ内容を…と「性器ケ

ア」「家庭内性教育」「ジェンダー」「ルッキズム」など盛りだくさんにしすぎた結果、時間が足り

ず、感想の中でも「端折った部分を聞きたかった」といった意見が複数見られた。 

 聴講者からの感想を見ていて、内容だけではなく、「女性の泌尿器科医」「子育て中」「優

しい雰囲気、軽快な語り口」といった点を評価しているものが複数あり、「わたし」だからこそ

伝えられる内容やメッセージというものがやはりあるのだと、さらなる活動への意欲をもらっ

た。 

 このような機会をくださった、AIDS文化フォーラムin横浜の皆様、岩室先生に心より感謝申

し上げます。   

 

連絡先：岡田百合香 

E-mail：yurika04202000@yahoo.co.jp URL：https://mama-ochinchin.com/ 
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多様性とはなにかを考える 
登壇：ナナさん、宮崎豊久(とよさん)、岩室紳也 
 
内容：人はなぜ差別を繰り返すのか？ 人はなぜ排除を繰り返すのか？ 

それは見えてくるものです。積み重なり出来てきた文化を振り返る、つまり歴史を紐解くこと

で、いろいろなことが見えてきました。今回は、SDGsという比較的新しい取り組みもテーマに挙

げ、なぜこのような取り組みが、今の時代になっても出てくるのか、壇上ディスカッションしまし

た。このテーマで点と点がつながり、もやもやの正体が理解できた人たちもいれば、一方でな

ぜ全然関係のないテーマを持ち出すのか？と思われた方たちもいらしたのは、とても興味深い感想の違いでした。 

さて、このレポートを書いているタイミングで、国連の日本の分離教育への批判的なレポートに対し、文科省から日本

側の見解が出ていました。 
 

国連が日本政府に“分離教育”やめるよう要請 
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_631bf906e4b082746bdfe371 
国連が要請した“分離教育”の中止「考えていない」と永岡文科相。 
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_631ffd94e4b046aa0237e569 
 

自己肯定感という言葉が独り歩きしているように感じますが、そもそも他人と同じことができなければ貶され、違った意

見を言って言うことが聞けなければ悪人にされてしまう社会の中で、自分は自分と言える日が来るのでしょうか？ 

この問いかけはこれからも投げ続けていきたいと思っています。 

 

視聴者の感想： 

● 多角的な視点で、とても面白いセッションでした。SDGsの発生についても興味深かったです。 

● 物事を深掘りする事は、人生を豊かにする事だと思いました。いろんな角度から物事を考える視点を常に持ちた

いと思います。 

● 共感することが多い講演でした。そして私も日本以外の文化にも触れた方がいいなと感じました。 

 

連絡先：宮崎豊久（とよさん） E-mail：miyazaki.toyohisa@gmail.com 
参考文献：United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2001 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html 

今だからこそ知ろう、HIV/AIDS 
主催：公益財団法人横浜YMCA 横浜中央YMCA 
1884年の創立以来、イエス・キリストの生き方にもとづき、人間性が尊ば

れ、公正で平和な世界の実現を目指し、地域社会に深く根ざして様々

な活動を展開してきました。  

 

内容：高校生向けのHIV/AIDS啓発プログラムを実施しました。HIVの感

染の仕組みから治療、予防、検査に至るまで、学校で学ぶ内容から一

歩踏み込んだ性のお話をしました。また、今年度は、HIV/AIDSの基礎知識だけでなく、その前段階として「性的同意」

について考えてもらう時間をつくりました。「同意」をとることを当たり前にし、周りの人とよりよい関係を築くことが、性感

染症の予防の1つになると私たちは考えます。 

 当団体はこれまで、年に数校から依頼を受け、講義形式になりやすい本テーマについて、中学生を対象とした

「HIV/AIDSや性感染症予防を伝える啓発授業」をワークショップ形式で実施してきました。HIVの感染の様子を「乾杯

アクティビティ」で体感してもらいます。関心のある方がいらっしゃいましたらぜひご連絡ください。 

 

視聴者アンケートより：参加目的は「おおいに達成できた22.2%」「達成できた77.8%」 

 

連絡先：横浜中央YMCA （担当：諏訪） 〒231-8458 神奈川県横浜市中区常盤町1-7  

TEL：045-661-0080  FAX：045-651-0223 E-mail：gakuin-jl@yokohamaymca.org  

URL：https://www.yokohamaymca.org/  
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奪われた子ども時代、失われた思春期 
主催：神奈川県ユニセフ協会 
日本ユニセフ協会の協定地域組織として、広報、募金などのユニセフ協力活動を、地域に根ざし行っています。 

 

内容：前半は子どもと母親や若者のHIVとの闘いの歴史を振り返りました。特に2000年代に入り、母子感染を7割削減

できたことはAIDS文化フォーラムをはじめ、市民社会の団結によるところが大きいことを物語っています。一方、対象と

すべき女の子や女性の権利が奪われていることにより医療へのアクセスが困難になっていること、さらにコロナ禍の医

療の混乱が社会的不平等や脆弱性をさらに深めていることについて報告しました。 

後半は2021年に南アフリカで取材された「ユニセフ・スポットライト・フォト・レポート」から3人の子どもと若者の声を報告

しました。貧困のため選択の余地なくセックスワーカーや路上生活を続ける彼女たちは、現状を「医者に紙切れのよう

に扱われ」「診療所の列から外れるように言われ」「差別的な扱いに私と子どもは殺されている」、職業差別から「症状が

出てから来てくださいと言われ、死の恐怖におびえる日々」と表現しました。 

誰一人取り残さないHIV対策は「公平であること」が重要です。最後にユニセフへのご支援のお願いとともに、参加者

へHIV撲滅の障壁を乗り越えるヒントを提供できたならば幸いです。 

 

連絡先：神奈川県ユニセフ協会 

〒231-0063横浜市中区花咲町2-57ミシナビル201 TEL：045-334-8950 FAX：045-334-8951 

E-mail：info@unicef-kanagawa.jp URL：https://www.unicef-kanagawa.jp/ 

２０２２（第２９回）ＡＩＤＳ文化フォーラム ㏌ 横浜 

HIV／AIDSすきまミニ講座  
主催：AIDS文化フォーラムin横浜運営委員 山田雅子  
 

内容： 今回は新型コロナウイルスの感染（COVID-19）と対比しながらHIV/AIDSがどういう感染症なのかを説明しまし

た。トピックスとして今年認可された筋肉内注射による治療が新しく加わったことによりHIV陽性者の人の治療の選択肢

が増えたことをお伝えしました。 

 この2年、HIV/AIDS基礎講座に参加して下さっている群馬県の看護師、星野貴泰さんが今年も途中から参加して下

さり、陽性者の方にとって治療方法の選択肢が多いことはQOL（quality of life）の向上につながることで喜ばしいことで

すが、どれが一番よいかということは医療者が決めることではなく、陽性者の人がよりよい選択ができるよう情報提供を

しサポートをするのが医療者の役割という点で二人の意見が一致したところで今年の講座を終えました。 

 

視聴者の感想： 

● 短い時間にまとまっていて、最新情報まで得られて、とても素敵な時間でした。星野さんの登場も嬉しかったで

す！良い昼下がりのひとときでした。ありがとうございました！ 

● アップデート大事ですね！ 注射知りませんでした。ありがとうございます。 

● このすきま講座は、毎回希望します。初めて参加する方が今後も増えてくると思います。 

 

連絡先：AIDS文化フォーラム in 横浜事務局 
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ウイルス母子感染！～正しく知って正しく防ごう～  
主催：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」班（班長：喜多恒和）   
喜多班のなかの「国民への HIV 感染妊娠に関する情報の普及啓発」活動の一環として行われた。 

 

内容： 当日はは研究班の班長（奈良総合医療センター産婦人科医師 喜多恒和さん）の挨拶から始まり、3名が3種の

ウイルスに関して母子感染、感染予防法を中心にプレゼンテーションを行い、最後に質疑応答を行った。 

１．新型コロナウイルス感染症 （COVID-19）の概要と本邦の妊産婦感染例 （神戸大学産科婦人科医師 出口雅士さ 

  ん） 

２．HPVウイルスによる疾患（尖圭コンジローマ、子宮頸がん）、母子感染の有無について（防衛医大産科婦人科医師  

  高野政志さん） 

３．HIV感染症の検査法、母子感染の状況、予防法について（国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 

  HIVコーディネーター 鈴木ひとみさん） 

 プレゼンテーション後の質疑応答に関しては、HIV感染妊婦から生まれた子どものケアの問題や、告知についての

実際の対応や、病院における一般的な手術前検査としてのHIVスクリーニング検査のあり方などにご質問を頂いた。 

 非常に活発、かつ実際に臨床現場に即した討論ができ、発表者としてもとても多くのことを学ぶことができた。実施中

のZOOM表示による参加人数は約110名が参加しており、終了後の当グループ独自に行ったアンケート調査には25名

が、主催者側で提示したアンケートには41名が回答した。それらアンケートによれば、参加者は若年女性が多く、内容

については概ね好意的な意見が大多数を占めた。HIV感染者の日常についてさらに知りたいとする意見も頂き、今後

の活動への参考になる意見も多数頂くことができ、大変有意義であった。  

 

連絡先：奈良県総合医療センター（班長所属）〒630-8581 奈良市七条西町2丁目897-5  

TEL:0742-46-6001 FAX:0742-46-6011 URL（喜多班）：http://www.hivboshi.org/ 

文化 ～くりかえされるもの うまれるもの～ 

プリズンサークル 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜 
HIV/AIDSのみならず、世の中には様々な偏見や誤解がある中、この映画を観た複数の運営

委員の2年越しの念願が叶った上映会でした。 

 

参加者の感想： 

● 映画を目的に参加しましたが、他のプログラムもとても興味深く、来年は他のプログラムに

も参加してみたいと思いました。（60代 NPO/NGO 神奈川県） 

● 借金に失敗した時の公式な片付け方の普及啓発ができれば起きない犯罪もあるのか

なぁ？と思いました。(債務整理経験者)（40代 一般会社員 神奈川県） 

● 観てよかったです。今、関わっている子どもたちに、自分のことを考える方法としてのロールプレイングなどを考え

ました。もちろん、出所する新たな世界で挑戦したい人たちへの受け入れや支えについても、一人では考えられ

ないので、いっしょに考える場所をつくることがてきないかとも考えています。（50代 教育関係 神奈川県） 

● このフォーラムで上映した理由が、難しくて、判らずモヤモヤしています。（50代 保健・医療・福祉関係 神奈川県） 

● ロールプレイや２つの椅子などのワークの威力に圧倒されました。苦しみも悲しみも１人では乗り越えられなくても

誰かがいれば超えられる可能性は遥かにあがる。あたりまえのことだけど希望がもてました。（40代 会社員 神奈

川県） 

● 受刑者がTCを通して、自分と向き合う姿は、社会でのたうちながら、生きている私と違うとは思えなかった。（50代 

会社員 神奈川県） 

● 今読んでいる ブレイディみかこさんの『他者の靴を履く』という本で取り上げられていたプリズンサークル、劇場で

は終演していて観られるところを探してこちらのフォーラムに辿り着きました。私はどちらかと言うと、悪いことをした

らどういう状況でも罰を受けるべきと言う考え方だったのですが、罪とは？更生とは？本当に悪いのは？といろい

ろ考えさせられる映画でした。（50代 神奈川県） 

 

連絡先：AIDS文化フォーラム in 横浜事務局 



住んでいた国と日本のすまい ～わたしたちの家事情～  
主催：特定非営利活動法人 かながわ外国人すまいサポートセンター 
神奈川県内の外国籍住民の住まいや生活などに関する相談を受けているNPO団体。さまざまな視点から多文化共生

を考えたいとの思いで2015年度からAIDS文化フォーラムに参加している。  

 

内容：「人もいろいろ、言葉もいろいろ、人生いろいろ ～多言語でつながろう～」           

 かながわ外国人すまいサポートセンターには、部屋探しや退去に関する相談が多数寄せられている。たくさんの相

談に対応する中で、日本での住まい事情と外国人が住んでいた国や地域の住まい事情に「共通点」や「違い」があるこ

とを日々痛感している。 

 この分科会では、すまいサポートセンターのスタッフが住んだことのある国の住まい事情を紹介してもらうことで、日本

の住まい事情との「共通点」や「違い」について触れ、共有することを目的とした。部屋探しや入居、退去の際に「知っ

ていて当たり前」「わかっているはず」と対応するのではなく、わかる言語で丁寧に対応することの大切さについて考え

ることを目指した。  

 

視聴者の感想： 

● すまいサポートセンターの活動が多文化共生のためになっていることがよく分かりました。参加して良かった。 

● 日本の不動産システムの特有さに気が付いた。これを（外国人に）理解してもらうには相手を思いやり、理解しよう

とする姿勢が大切であり、外国人であるかどうかにかかわらず、日々の中でその心構えで行動したい。 

● 転居する際のトラブルが多いのだと感じた。敷金や礼金の文化が外国にはないことから、外国人にとって敷金を

払うことには抵抗があるが、転居の際に原状回復費用を差し引き無しで全額払うことになってしまうので、不動産

店からの説明を注意深くすることが必要であると感じた。 

 

連絡先： 特定非営利活動法人 かながわ外国人すまいサポートセンター 

〒231-8458 横浜市中区常盤町1-7 横浜YMCA 2階 ＴＥＬ：045-228-1752 ＦＡＸ：045-228-1768 

Ｅmail：sumai.sc@sumasen.com URL：https://sumasen.com/ 
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宗教とAIDS Part17 宗教とAIDS 文化としての宗教  
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
登壇：鈴木真神父（カトリック山手教会） 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） 
 

内容：カトリック新聞記事参照（ｐ２１） 

 

参加者の感想： 

● 4者4様でとても面白かったです。鈴木先生の遠藤

周作論や、それぞれのお人柄がうかがえるお話、 

こういう話をすべき、というのではなく、したい話をして下さるので、聴く側もとても楽しかったです。（50代 教育関係 

山梨県） 

● ネオさんがおっしゃった現代社会の人々はお金お金と、寝たきりになったとしても諦められない-笑。金にならなけ

れば価値がない、幸せに感じられない、認められない、認めてもらえない、など。そう言う価値観を持って生きるっ

て、ちょっとお気の毒に思いますが・・・（50代 東京都） 

● 途中、古川さんが「それはカルトの入り口です！」ときっぱり言い切っておられたのが強く印象に残りました。宗教と

カルトを分けるのは、安易に答えを与えようとするかどうか、この一点だと感じました（60代 宗教法人 神奈川県） 

● 仏教もキリスト教もイスラム教も、様々な考え方があり、時代によって教えの捉え方も変化していき、私達が個々で

考えや背景が異なるように、宗教も個々で異なるものだと感じました。異なる、ということも、人とつながって分かち

合うことで初めて理解できるのだと感じ、孤独な人とどうやって分かち合っていけるかが、人として生きていく上で

改めて大切なことだと思いました。（30代 教育関係 神奈川県） 

 

連絡先：AIDS文化フォーラム in 横浜事務局 



知ろう・話そう・性のモヤモヤ セイシルが取り組む活動 
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が受託運営しています。  

 

内容：横浜AIDS市民活動センターは、性感染症、性的同意、LGBTQ+、性暴力、デートDV

などの書籍を貸し出しています。 

 間違った性の情報があふれている中、書籍以外に科学的、医学的に正しい性に関する情

報を得るために、情報を発信しているWebサイトを探していたところ「セイシル」にたどり着き

ました。セイシルを担当しているTENGAヘルスケアの教育事業部のお二人をお招きし、セイ

シル書籍や性教育の出前授業についての学習会を行いました。初めて話を聞く方から既に

性教育を実践している方まで幅広い職種、年齢の参加者がありました。  

 

視聴者の感想： 

● 高校の時に、ここまでちゃんと性教育を受けてこれなかったためとても参考になった。(20代学生神奈川県) 

● DVに行動制限があるという認識がなかった。（40代 保護者 広島県） 

● 出前事業の様子をもう少し詳しく聞きたかった。（50代 教育関係 神奈川県） 

● 10代にはなくてはならないWebサイトだが、性教育を学んだことのない大人も知ってほしいと思った。（60代 支援 

神奈川県） 

 

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/ 

「ふれる」・「さわる」について考えてみましょう   
主催：助産師 有馬祐子 
日本思春期学会理事･性教育認定講師。様々な年齢の方々に「心とからだのセルフケア」について講演しています。  

 
内容：私自身が5歳児を対象にした性教育講演を準備している時、「ふれる」・「さわる」の言葉に対する気づきがありま

した。接触する行為をする時の相手を思う心の持ち方で、言葉は使い分けられていくのだと思います。相手との良い関

係性を築く上で、お互いの不愉快な思いを減らすための心配りは大切なのだと思います。   

 

視聴者の感想： 

● 子どもたちへ相手の気持ちを考えながら性について話すことを大切に積み重ねてきたことを感じました。（50代 

保健・医療・福祉関係） 

● 有馬さんの気付きから発展した、とても素晴らしいお話でした。性教育への視点、小児科での業務、ベビーマッ

サージクラスでの助言に参考になります。（50代 保健・医療・福祉関係） 

● もし接触するのであれば「お伺い」をし、その反応を感じ取る心の余裕を大切に、のフレーズが心に残りました。

（50代 保健・医療・福祉関係） 

 

連絡先：助産師 有馬祐子 E-mail：shishunki.arima@gmail.com URL：http://midwifemap.com/92yamw/mysite/staff/ 
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タイにおける性教育～子どもの権利の視点から～ 
主催：横浜YMCA 国際・地域事業   
世界120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：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。バンコクYMCAパヤオセンターは、子どもたちを保護するだけではなく、正しい知識を

身につけて自分を守る、コミュニティをエンパワーメントする取り組みをしています。今回はパヤオセンターのスタッフを

お招き、パヤオセンターで行う性教育のプログラムについて紹介しました。 

質疑応答では、参加者からタイにおけるHIV陽性者向けの支援、パヤオセンターと現地の学校との連携、LGBT教育

等への質問が寄せられました。 

 

視聴者の感想： 

● 今まで全く知らなかったタイでの性教育、エイズへのサポートを知ることができました。更に具体的に聴いてみたく

なりました。こういう普及活動をされているスタッフの皆さまへ敬意を感じます。 

● タイ現地から参加して下さったスタッフさんに、心から感謝します。 

 

連絡先：横浜YMCA 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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性的同意を文化に 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
登壇：上智大学エンパワーメントサークルSpeak Up Sophia 岡田百合香 上村茂仁 岩室紳也  
宮崎豊久 山田雅子 吉永陽子 
 

内容：会場とオンライン配信の両方でお届けしました。参加され

た方から驚きの声があがるほど、登壇者が多く、それだけ多くの

立場からの意見を出し合いたいテーマでした。（登壇者とプロ

フィールについてはプログラム参照） 

 特に上智大学の学生を中心とし、複数の大学の学生が自主的に創り出した「speak up Sophia」の学生3名の意見は

若い学生たちの目線から捉えた性的な諸問題に対してどのように性的同意を文化としながら自分たちの生活に取り込

んでいきたいかという展望が語られ、興味深く引き込まれる時間となったのではないでしょうか。 

 他にも自分の子育ての中に同意を得ることの大切さを自然に取り入れている岡田氏の「同意がないということは人格

の否定や拒否ではない」ということを自然に知ることが性的同意が文化として浸透していくために必要だ、との考えが

印象的でした。他にも精神科医吉永氏の性暴力の背景にある問題の解説や宮崎氏によるアメリカでの性暴力の問題

の分析などそれぞれ奥深い内容の発言が盛りだくさんの2時間となりました。 

 

参加者の感想： 

● 同世代として学生の意見をもう少し聞きたかった。 

● さまざまな視座からのご意見、とても参考になりました。AIDS文化フォーラムがエイズだけでなく、性に関すること、

人間の尊厳に関わることまで話し合いがされていることにとても感動しました。 

● 学生さんが難しいテーマで活動されていることに驚きました。今後とも継続した活動をされるよう応援いたします。 

● 具体的なフィールドを持って、活動されている方のお話をもっと多く聞きたかったです。 

● 日本で学生という属性のもと発信すること自体がとても勇気のいることなので素晴らしいと思い、またこれからより

多くの視点で多角的に性的同意を語れるようになればよいなと感じました。 

● 学生さん達お一人お一人がしっかりとご意見を発表していて頼もしく思いました。文化は家庭で作られる→みんな

違う環境・違う立場で育ってきているので、積極的なYESの基準も確認し合うこと、NOと言える環境作り等、地道な

声上げが大事などが印象的でした。 

 

連絡先：AIDS文化フォーラム in 横浜事務局 
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壊されゆく子どもたち 
主催：AIDS文化フォーラム in 横浜運営委員会 
登壇：水谷修（水谷青少年問題研究所所長） 聞き手 岩室紳也（運営委員会） 
 

内容：フォーラムの運営委員である岩室紳也が水谷修さんと出会ったのは水谷さんが横浜市立

港高校定時制の教員だった時。昼の世界しか知らなかった医者にいろんな社会が、命があること

を教えてくれました。横浜市内での講演を受けていない時期もAIDS文化フォーラム in 横浜には

登壇し続けてくれています。フォーラム終了後の9月には『もうすぐ死に逝く私から いまを生きる君たちへ』を発刊し、

生き抜くことの大切さと厳しさを訴え続けてくれています。 

 

参加者の感想： 

● 言葉ではなく、ただ寄り添うということの大切さがわかりました。水谷先生のように行

動に移すことのできる大人になりたいと強く思いました。（20代 学生 神奈川県）  

● 今年から県内で養護教諭として働いています。家庭が崩壊しつつある子どもたちへ

の対応に日々どうしたらいいのだろうと戸惑いと不安を感じていました。こちらから話

すことが多かったので、まずはあまり話さずに子どもからの言葉を待ってみようと思いました。（20代 教育関係 東

京都） 

● 様々な子どもたちの背景や苦しみが疑似体験できるようなお話でした。子どもたちはなりたくてなったわけじゃな

い。そう思わせてしまうような社会構造や大人の在り方や意識が変わらなくてはならないと強く思いました。（50代 

保護者 神奈川県） 

● 「夜の世界へ来たくて来ている子どもはいない」「日本中がイライラしている」が印象的でした。様々な実在したお

子さん方のお話、光市の加害者の生育歴も、少年法のことや子ども食堂へ補助金

の事も、お伝えいただきありがとうございました。（保健・医療・福祉関係 東京都） 

● 偏った思想が強くて驚き、カウンセリングや薬物治療への偏見や攻撃的な言葉が多

く、自分の考え以外は聞き入れなさそうな雰囲気に思えてしまいました。（10代 学生 

神奈川県） 

● 水谷先生のお話は、極論もありますが、もやもやと浮遊する悩める気持ちの中で聞く

と、先生のゆるぎない信念とはっきりした判断が、気持ちよく感じました。先生の姿勢

を通して、自分を表現する事の大切さも知る事ができました。胸の痛い話もありまし

たが、日本という社会の産み落とした子どもたちの現実を、きちんと受け止めなけれ

ばいけないと、感じました。（50代 教育関係 山梨県） 

 

連絡先：AIDS文化フォーラム in 横浜事務局  

なぜ、私たちはここにいるのか？ 
主催：ナルコティクスアノニマス（Narcotics Anonymous: NA）  
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。 

 

内容：NAについて(動画・NAについての説明)・南関東エリアの活動について・オープンスピーカーミーティングについ

て・オープンスピーカーミーティング(スピーカー CHIAKI) 

 

視聴者の感想： 

● 正直な話がよかったです。(初参加 東京都 40代 NPONGO) 

● NAのプロモーション動画は初めて見ました!(初参加 神奈川県 40代 NA・LGBT・HIV当事者) 

 

連絡先：ナルコティクスアノニマス  

E-mail：naminamikanto.pi@gmail.com  URL：https://najapan.org/ 



コロナ渦における薬害被害者の現状 
主催：薬害エイズを考える山の手の会 
薬害エイズ訴訟が1996年3月に和解するも被害者の実情は亡くなる人も多く、悲惨な状況でした。本団体は薬害エイ

ズを風化させないために地域で始めた活動団体で、薬害エイズ被害者と共に地域で学習会を開き、毎年AIDS文化

フォーラムに参加してきました。繰り返される薬害問題を取り上げながら26年活動を続けてきました。  

 

内容： 一昨年のAIDS文化フォーラムでは、コロナ渦における「感染症と差別偏見」を取り上げエイズとコロナの差別偏

見について話し合いました。あれから2年が経ちコロナ渦が収束する気配もなく、遠距離治療を要する薬害被害者は

医療アクセスが困難になる現実が浮かび上がってきました。そこで今回はコロナ渦における薬害被害者の現状というこ

とで薬害エイズ被害者とHPVワクチン（子宮頸がんワクチン）副反応被害者に登壇いただき、お話しをしてもらいまし

た。薬害被害と治療困難で薬害被害者は、二重苦三重苦の生活を強いられています。このような状況を社会に知って

もらうために今回の発表は良い機会となりました。 

 もう薬害エイズ裁判和解から26年。忘れ去られようとしている薬害エイズですが、その後もHPVワクチン（子宮頸がん

ワクチン）副反応被害等、薬害問題は繰り返されています。今も苦しんでいる薬害被害者のために、これからも生の声

を伝えながら活動を続けていきます。ご視聴有難うございました。  

 

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：egao5353@brown.plala.or.jp  
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集まれ！性教育をやりたいあなたの居場所 
主催：星野貴泰と性教育コミュニティ kokoro color メンバー 
手術室看護師兼性教育講師の星野貴泰と性と性教育の居場所を求めた人たちです。  

 

内容： 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 kokoro color で共有した思いや学び、実践を

紹介しました。 

 コミュニティメンバーから「性教育の講演機会をつかむには！」、「『ただの会社員』が模索した性教育」、「生理と 40 

年間、どんなふうに付き合っていいきますか？」、「先生も『性教育』を知りたい！」、「『ひとりじゃない！』バトンリレー誕

生！」の 5 つのテーマでお話をいただきました。 

 5人の発表者それぞれの経験に基づいたスピーチを、全体で1つの発表となるよう構成しました。 

 発表者同士で話す時間も設けたことで、フラットな対話を通して学ぶことを大切にするkokoro colorらしさが表現でき

ました。 

 

視聴者の感想： 

● 発表時の緊張してる表情も終わった後の笑

顔も、とってもステキでした。北海道からの中

継も事前収録の VTR も、ザ・ベストテンみた

いでカッコ良かったです。企画、取りまとめ、

運営お疲れ様でした！ 

● 勇気を持って体験談のお話ありがとうござい

ました。 

● それぞれのスピーチがとても素敵でした。リア

ルで私も kokoro color の皆さんに会いたくな

りました。 

 

連絡先：星野貴泰 

E-mail：tkstarys.lovelives@gmail.com   

URL：https://www.tkstarys.com/  

Twitter ：https://twitter.com/satoshimakino10 
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広がるＡＩＤＳ文化フォーラム 

 ～AIDS文化フォーラム in 陸前高田 横浜 名古屋 京都 佐賀～ 
 

内容：今年はハイブリッドでの開催に挑戦しました。多少のトラブルはありましたが、配信チームを中心に何とかやり遂

げることができたと思います。 

 閉会式では、2022年3月に亡くなられた長谷川博史さんを偲んでAIDS文化フォーラムに登壇された時の長谷川さん

の思い出やエピソードなどを語りました。ご本人の生前の希望を尊重して‘しんみり’ではなく笑顔でその姿を胸に刻み

お別れをしました。 

 そして、京都、名古屋、佐賀、陸前高田の運営委員の皆様から開催情報とともに心温まるエールを頂き、それぞれの

地での今後の展望を共有しました。最後に、会場でボランティアをして下さった高校生や、発表をした方の感想も直接

お聞きすることができ、オンライン参加の方にも会場の様子が少し伝わったのではないでしょうか。アンケートにはオン

ライン参加の人の声も聴きたかったなどのご意見もあり、ハイブリッド開催での参加者の方がもっとつながりを実感でき

るような方法を工夫したいと感じました。来年は第30回と節目の回となるAIDS文化フォーラムin横浜は対面での開催を

目指すことを誓い、皆様のおかげで第29回の全日程を完了することができました。 

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：昨年に引き続き、今年もオンライン活動紹介で参加しました。また、コロナ感染予防の観点から、金銭授受が発

生する啓発品の頒布は中止しましたが、一部分ではありますが、無料配布の啓発品（小冊子「HIV/AIDSについて話し

たことがありますか」、ミニカード、デスクのシンボルマークのシール）の出展を行い、来場者の方に啓発品を自由にお

持ちいただき、デスクの活動を紹介する事ができました。コロナ蔓延以前は会場の県民サポートセンターの1階をはじ

め、すべての会議室を使っての開催で、来場者数も千人単位でしたが、今回はプログラムのほぼ全体がオンラインに

なったということもあり、来場者数は多くはなかったが、２階ホールで行われたいくつかのプログラムへの参加者は熱心

に聞き入っていました。プログラム「宗教とAIDS」では、当デスク委員の鈴木真神父が登壇しました。ムスリムの方を交

えて行われた2時間のプログラムですが、貴重な時間はあっという間に過ぎました。かなり踏み

込んだ話もあり、ウクライナ侵攻を始めとする世界情勢が不安定な今、宗教が担う役割につい

て考えさせられる内容でした。 

 

連絡先：日本カトリック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６階 

TEL：03-5632-4414 FAX：03-5632-7920 

E-mail：hivaids@cbcj.catholic.jp URL：http://cath-aids-desk.jp/ 

オンライン活動紹介 



ジェクス株式会社 
コンドーム、潤滑ゼリー、その他セクシャルヘルス・デリケートケア商品などを取り扱う総合医療品メーカーです。 

 

内容：リアル会場にて、コンドーム、潤滑ゼリー、セクシャルヘルス・デリケートケアグッズの展示、サンプル配布を行

いました。天然ラテックス製・ポリウレタン製コンドームにそれぞれ水を入れて吊り下げ2種類の素材の違いを実感い

ただく展示、2022/5/6に開催したゴムをつけよう！標語グランプリの受賞作品の展示に、特に興味持っていただく来

場者が多かったです。 

 3年ぶりのリアル会場とオンラインを組み合わせたハイブリッド開催ということで、まだまだ来場者は少なかったように

感じましたが、その分来場者の意識は高く密度の高いコミュニケーションが取れたと思います。しかし、セミナー後す

ぐに帰られる来場者も多かったので、次回はセミナーの最後で展示スペースの案内などしていただけると嬉しく思い

ます。 

 1、2日目は来場者はほぼ性科学関係

者だったように感じましたが、3日目は性

的同意について大学生の登壇者がいた

影響か、学生もブースに立ち寄っていた

だきました。もっと一般参加者が増えるよ

うなセミナー内容、広報が課題だと思い

ます。 

 この度は、参加させていただき、ありが

とうございました。 

 

連絡先：ジェクス株式会社 

〒540-0012 

住所：大阪府大阪市中央区谷町2丁目3

-12 マルイト谷町ビル11F 

TEL：06-6942-9002 

FAX：06-6941-5234 

E-mail：miziki-nakamura@jex-inc.co.jp 

ＵＲＬ：https://www.jex-sh.jp/ 
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日本HIV情報センター（Japan HIV Information Center） 
JHICは、皆が共に生きる社会を目指し、HIV/AIDSに関する情報提供、相談などを行なう非営利

団体です。 

 

内容：公式サイト紹介+動画 

 今年もオンライン活動紹介で参加させていただきました。プログラム「宗教とAIDS」には、我々

のボランティアからネオが登壇しました。 

【登壇者・ネオ（ムスリム）の感想】 

 今回は、「AIDS文化フォーラム in 横浜」に呼んでいただきありがとうございました。このようなイベントに、タブー視さ

れがちな宗教に関するコーナーがあったのが面白いと思いました。キリスト教（カトリック）と仏教の専門知識を持った

方に混じって、イスラムは一般人の自分で良かったのか、解説は正しかったのかと少し不安でした。 

 セクシュアリティに関しては、それぞれの宗教にいろいろな考え方があり、時代や社会と共に変わっているのはい

いことだと思いました。残念だったのは、イスラムでのセクシャリティに関しての質問に、現状を説明しただけで、実際

は歴史や地域によってはいろいろ違う状況があったということを話せなかったことです。 

 こういうチャンスをいただいて、イスラムと他の宗教との共通点がわかったことと、宗教と関係なく世の中の人の痛み

や悩みに対してどう対応すべきかを説明できたことが嬉しかったです。とてもいい経験になりました。ありがとうござい

ました。   

 

連絡先：日本HIV情報センター（JHIC） E-mail：jhic.jpn@gmail.com URL：https://sites.google.com/view/jhic/ 

２０２２（第２９回）ＡＩＤＳ文化
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カトリック新聞 2022年8月21日 
新聞記事 



１．何で知ったか

2018 2019 2020 2021 2022

知り合い 169 178 125 134 85

学校 706 273 219 369 386

仕事関係 176 99 51 60 29

NPO/NGO 22 37 6 14 9

参加団体 83 94 58 49 42

ホームページ 205 204 191 220 0

インターネット 14 4 141

SNS 26 219 181 125

チラシ・ポスター 134 101 47 56 32

新聞・雑誌 0 2 0 0 0

DM 4 1 0 8 1

その他 124 77 10 11

無記入 12 8

計 1623 1092 942 1105 869

※SNS：Facebook　50、Twitter　75

2．年齢

2018 2019 2020 2021 2022

10歳未満 5 2 0 0 2

10代 227 55 91 192 145

20代 491 286 141 157 176

30代 237 118 70 70 40

40代 173 190 157 184 106

50代 233 182 149 130 139

60代以上 85 94 56 70 35

無記入 8 12 27 4 33

計 1459 939 691 807 676

3．職業等

2018 2019 2020 2021 2022

保健医療福祉関係 329 249 192 187 116

教育関係 165 146 156 127 73

学生 717 292 217 370 379

NGO/NPO 53 46 36 39 20

その他 176 176 66 84 44

無記入 24 27 24 44

計 1464 936 691 807 676
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フォーラム全体集計表 

◆全体集計推移（2018～2022） 

２０２２（第２９回）ＡＩＤＳ文化フォーラム ㏌ 横浜 
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◆2022年参加者の居住地（都道府県別） 

2022年はハイブリッド開催でしたので北は北海道、南は沖縄からもご参加いただきました。これからもリアルとオンラ

インのいいとこどりで頑張ります。 

地域 小計

北海道 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島

10 1 8 19

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川

1 6 10 17 57 444 535

新潟 富山 石川 福井 山梨

9 9

長野 岐阜 愛知 静岡

1 2 3 6

三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山

2 3 17 9 7 2 40

鳥取 島根 岡山 広島 山口

3 3

徳島 香川 愛媛 高知

0

福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

3 2 1 1 3 1 11

合計 623

４．来場目的

2020 2021 2022

610 749 604

52 46 35

335 292 233

5 62 6

５．来場目的は達成したか

2020 2021 2022

274 369 253

362 397 372

48 37 39

5 4 4

ネットワークづくり

都　　　道　　　府　　　県

北海道・東北

関東

中部１

中部２

近畿

中国

四国

九州・沖縄

海外

知識・情報

できなかった

スキルアップ

その他

おおいにできた

できた

あまりできなかった
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AIDS文化フォーラム in 横浜は、「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」を特徴に29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― 

AIDS文化フォーラム in 横浜 29回の歩み－開催概要と経緯－ 

第1回（1994年）～第8回（2001年） 開催概要 

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。 

■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AIDSに関わるNGO等からの強
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。 

■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。 

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るなど、
HIV陽性者の方々の積極的な協力がありました。 

■第5回（1998年）：治療薬が増え、HIV感染は慢性疾患になっ
たと言われ始めました。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1回（1994年）～第8回（2001年） 主な内容 

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陽性者の桜屋伝衛門さんの
トークを通して「障がい」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1回～第3回 

第4回～第6回 

第7回～第8回 

開催 

年 
回数 テーマ 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 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 

1994 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 

1995 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 

1996 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 

1997 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 

1998 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 障がい者認定 

1999 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 

2000 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 

2001 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 
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第9回（2002年）～第17回（2010年） 主な内容 

第9回～第12回 

第13回～第17回 

■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人が勇

気付けられました。 

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。 

■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。 

つながる空間、「他人ごと」から「本音の対話」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

ピア講座を担当するなど若者の活

躍がみられました。 

日本エイズ学会の会長に、NPOの
代表の池上千寿子さんが就任し

た、画期的な年でした。 

■第14回（2007年）：3名
のHIV陽性の当事者がそれ
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）：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して紹

介し、最終日に「徹底討論

～エイズ教育に求められる

ものは何か」では、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）：
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。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

務めました。 

開催 

年 
回数 テーマ 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 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 

2002 9 つながるつながる 81 56 

 
 

4808 

 
 国際NGO・国際神戸会議 

国際NGO等 

幅広く拡大 

 
 

 
 SARS 

2003 10 
AIDSこれまでの１０年、 

74 55 

 
 

4624 

 
 

10年の振り返り 

    これからの１０年 

 
 

 
 国際エイズ会議の延期 

2004 11 
いのち 

83 66 

 
 

6031 

 
 

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 

2005 12 つながる空間 74 60 

 
 

5509 

 
 

アジア太平洋地区エイズ・  
 

 
 神戸会議 

2006 13 
つながる空間 

72 56 

 
 

3880 

 
 

第20回日本エイズ学会会長 

文化的 

側面からの 

アプローチ 

増加 

 ～Living Together～ 
 
 

 
 

に池上千寿子さん 

2007 14 つながる 71 56 

 
 

3689 

 
 

かながわﾚｲﾝﾎﾞｰｾﾝﾀｰSHIP

が横浜西口にOPEN 

 
 

 
 

2008 15 
つながる 

75 60 

 
 

4170 

 
 

アフリカ会議横浜で開催 
 ～いま、私にできること～ 

 
 

 
 

2009 16 他人ごと？！ 55 54 

 
 

3547 

 
 

新型インフルエンザ  
 

 
 政権交代 

2010 17 他人ごと？？ 52 52 

 
 

3296 

 
 

猛暑  
 

 
 １ドル８０円台 

 

か
な
が
わ
県
民
セ
ン
タ
ー 

３
日
間 

第9回（2002年）～第17回（2010年） 開催概要 
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第18回（2011年）～第29回（2022年） 主な内容 

第22回～第23回 つながる・ひろがる・わかちあう 

■第22回（2015年）：事務局が1階に移
り、展示・交流スペースでの交流が活

発に。予防啓発に加え、一人ひとりが

生きていくために、いま、何が求めら

れているかを、いろんな人たちと一緒

に考える時代になりました。 

■第23回（2016年）：熊谷晋一郎先
生の「自立は依存先を増やすこと」

に学び、病気や障がいを抱えている

人だけではなく、一人ひとりの生き

方、支え合い方を考えるフォーラム

になりました。 

■第24回（2017年）：バー
チャルなことが溢れる世の中

になったからこそ、「リアル

とであう」大切さを再確認し

ました。その思いが結集すべ

く、SNS等も積極的に取り入
れた結果、入場者数が一気に

増えました。 

ぷれいす東京代表の生島さん

が日本エイズ学会学術集会の

会長に。 

AIDS文化フォーラム in 名古 
  屋初開催。 

■第25回（2018年）：
気が付けば25年、四半
世紀。当初からHIV/
AIDSをとりまく様々
な文化とつながり続

け、「つながりから考

える薬物依存症」とい

う書籍も誕生するな

ど、HIV/AIDSに学び
続けている人たちが集

うフォーラムの成長を

実感した年でした。 

第24回～第26回 「リアル」がキーワード？ 

■第26回（2019年）：
AIDS文化フォーラム in 
横浜が当初から大事に

してきた「文化」とい

うキーワード。今年は

リアルにHIV感染、同
性婚、薬物使用、AV
について、一人ひとり

が「話す」ことでこそ

理解が進むことを実感

することができまし

た。 

第27回～第29回 新型コロナ 

ウイルスの影響 

２０２２（第２９回）ＡＩＤＳ文化フォーラム ㏌ 横浜 

第18回（2011年）～第29回（2022年） 開催概要 

開催 
回数 テーマ 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 参加 会

場 

入場者 開催 
話題／社会 

来場者 

傾向 年 数 団体数 数 日数 

2011 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 

～変わる常識～ 福島原発事故 つながりが 

2012 19 
AIDS??文化??? 

69 53 3,184 
横浜で第26回 専門職 

～仲間 新発見！～ 日本エイズ学会 の増加 

2013 20 
これまでの20年 

70 56 4,278 
京都、陸前高田での 参加者増 

これからの20年 フォーラム開催 で賑わう 

2014 21 未来につなぐ新たな船出 69 56 4,165 
フォーラム開催 

心機一転 
佐賀に広がる 

2015 22 今こそ、ともに生きる 67 54 3,701 
LGBTの権利拡大 

交流拡大 
渋谷区条例など 

2016 23 つながる ひろがる わかちあう 66 55 3,542 
相模原で津久井 

10代増加 
やまゆり園事件 

2017 24 リアルとであう 65 49 6,394 
フォーラム開催 

入場者増加 
名古屋に広がる 

2018 25 ＃リアルとつながる 62 47 5,355 
記念切手作成 

25周年 
SNS開始 

2019 26 <話す>と<リアル>に！！ 58 45 4,347 
YouTubeの ネットで 

ライブ配信に挑戦 つながる 

2020 27 
リアルにふれる 

24 16 

 

4,076 
新型コロナ感染拡大 

オンラインを

通した全国

からの幅広

い参加が定

着 

一人ひとり大切なことを探してみよう オンライン開催 

2021 28 
ともに生きる 

24 21 3,039 
デルタ株流行 

つながりの参加者になる オリパラ開催 

2022 29 
文化 

23 13 
 

3,096 
ハイブリッド開催 

～くりかえされるもの うまれるもの～  新型コロナ第7波 

か
な
が
わ
県
民
セ
ン
タ
ー ３

日
間 

オ
ン
ラ
イ
ン 

リ
ッ
ド 

ハ
イ
ブ 

■第27回（2020年）：新型コロナウイルスの感染拡大
により、zoomやYouTubeライブを用いたオンラインセ
ミナー、動画による活動紹介等、全企画をオンライン

配信で行いました。全都道府県、海外からもアクセス

があり、コロナ禍でも歩みを止めなかったことへ多く

のエールをいただきました。 

■第28回（2021年）：ハイブリッド開催をめざして
準備しましたが、デルタ株の流行により今回もフル

オンラインでの開催に。懇親会で長年お世話になっ

てきた「迎珍」閉店の知らせに、集えないもどかし

さややるせなさを感じました。 

■第29回（2022年）：かながわ県民センターとオン
ラインでのハイブリッド開催で実施し、映画上映等

の企画が復活しました。オープニングでは、なぜ

AIDS「文化」フォーラムなのかという話を改めて 
確認することができました。 

第18回～第21回 

■第18回（2011年）：オープニングで陸前高
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きました。 

■第19回（2012年）：AIDS文化
フォーラム in 京都や日本エイズ
学会（横浜）とのつながりによ

り、HIV/AIDSを文化の視点で考
えることの大切さを実感。 

■第20回（2013年）：陸前高田で
AIDS文化フォーラムが開催され
た。20年を区切りにせず、新たな
広がりを持ったフォーラムに。 

■第21回（2014年）：AIDS
文化フォーラムが佐賀に広が

る。多くの人や地域からのサ

ポートがあってこその継続や

広がりを実感！ 

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 



編集後記 登壇者の方とリアルで話すことのワクワク感、本当に大事だと思いました。初日はオンラインで参加した
けど、やっぱりリアルで集いたいと2日目以降会場に来てくださった方もいました。一方でいろんな方のご協力により、

会場に集えない方とオンラインでつながれることもでき、AIDS文化フォーラム in 横浜の輪が広がりました。記念すべ

き30回はぜひ多くの方とリアルでつながりつつ、オンラインのメリットも活用することになるのでしょうか。（岩室紳也） 
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第29回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 佐竹博（組織委員長） ◇社会福祉法人横浜いのちの電話 松橋秀之 

 ◇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 小松仲史 

 

■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：神奈川県健康医療局 医療危機対策本部室 

 

■助成金 公益財団法人エイズ予防財団 
令和4年度エイズ予防財団助成金「エイズ予防に関する啓発普及事業」として、横浜、京都、陸前高田、佐賀、名古屋

での「AIDS文化フォーラム」開催による普及啓発に助成していただきました。 

 

■後援 
◇横浜市健康福祉局 ◇川崎市 ◇相模原市 ◇横須賀市 ◇藤沢市 ◇茅ヶ崎市     

◇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、共催の担当

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て活

動しています。 

 

伊東和子 岩室紳也 大江浩 糟谷潤 金井多恵 川島真理子 熊谷洸介 白井美穂 高村文子 千代木ひかる 畠山雅行 

宮崎豊久 母袋秀典 矢部尚美 山田雅子 吉永陽子 渡辺誠二 猪谷亜子 大塚英彦 桜屋伝衛門 佐藤睦 彦根倫子 

前田陸生 三宅晶子 

 

ボランティア 
石川晴美 井上幸洋 加古美都希 黒氏健一朗 斉藤肇 瀬川直樹 竹中隆一 鳥居咲希 永田恒人 藤澤俊翔 星野貴泰 

水谷結衣 山崎圭 （他多数） 

 

■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。28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 柳原絵里子 肖欣怡  
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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 

２０２２（第２９回）ＡＩＤＳ文化フォーラム ㏌ 横浜 
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2022（第29回）AIDS文化フォーラム in 横浜 報告書 
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参加団体等名称・索引 

ご協力に感謝申し上げます 

一般社団法人ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 

〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町2-11日本YMCA同盟会
館2階 
TEL：03-5367-6652 URL：http://ys-east.or.jp/ 

ヴィーブヘルスケア株式会社 

〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1赤坂インターシティAIR 
TEL：03-4231-5150 FAX：03-4231-5983 
URL：http://glaxosmithkline.co.jp/viiv/index.html 

ジェクス株式会社 

〒540-0012大阪府大阪市中央区谷町2-3-12 
マイルト谷町ビル11F  
TEL：06-6942-9002  FAX：06-6941-5234 
URL：https://www.jex-sh.jp/  
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協賛・寄付 

◆名称順 

有馬祐子   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15 

岩田健太郎   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8 

岩室紳也（コンドームの達人）   ・・・・・・P6,8,9,11,14,16,17,21 

岡田百合香   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10,16 

公益財団法人神奈川県歯科医師会   ・・・・・・・・・・・・・・・・P8 
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