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「つなぐ」「つながる」

今、できること 
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第１１回ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都をふりかえって 

 今年も、コロナ禍のなかでしたが、たくさんの方々のご支援とご協力によって、“「つなぐ」「つながる」

今、できること”をテーマに、「第11回AIDS文化フォーラムin京都」を開催することができました。フォーラ

ムの目的は、HIV/エイズの予防と理解を深めることで、「エイズ問題の啓発」、「多様性を理解するこ

と」、「ともに生きること」を大きな柱としています。 

1994 年、アジアで初めての国際エイズ会議である「第 10 回国際エイズ会議」が横浜で開催されたの

をきっかけに、同年、市民による市民のためのフォーラム「AIDS文化フォーラム in 横浜」が発足しまし

た。全国各地でＨＩＶ/ＡＩＤＳに取り組む団体・個人の発表・交流の場として、また多くの市民、若者に向

けての啓発の場として、市民の手ですべての人に開かれ、毎年 8 月に開催し定着しています。そして

AIDS文化フォーラムは横浜から京都、陸前高田、佐賀、名古屋へと広がりを見せています。 

関西では現在もＨＩＶ新規感染者数がまだまだ多い状況です。京都は、学生層が多く集う町であり、 

また日本古来の文化が根付く町であると同時に外国人観光客も多く、異文化交流の場でもあるので、若

者により多様な交流の生まれる場所です。 2011 年の第１回「AIDS文化フォーラム in 京都」を開催以

来、みなさまのご協力により実りあるフォーラムを毎年継続して開催しています。 

フォーラムは運営委員会が主催で、京都府と京都市が共催で開催しています。当事者（若者・同性愛

者・陽性者）、予防・陽性者支援に関わっている人、自治体・医療関係者・教育関係者・研究者が運営

委員となり、会議を重ねてフォーラムを作りあげました。当フォーラムは、発表・展示の企画参加者すべ

てボランティアの市民のフォーラムとして開催しており、当日のサポートスタッフとしても、多くの方々がボ

ランティアで参加くださいました。また多くのの協賛・協力もいただいています。 

2020年初頭から新型コロナウイルス感染症が広がり、感染予防のために対面でのフォーラム開催は

断念せざるを得なくなり、第10回AIDS文化フォーラムin京都は、全体会のみのWeb開催といたしました。

今年こそは、対面とWebのハイブリッド開催を目指していましたが、4月、5月の第4波、そして7月8月の第

5波により、今年も引き続き、全体会のみのWeb開催となりました。フォーラムのテーマは昨年に引き続

き、“「つなぐ」「つながる」今、できること”にいたしましたが、コロナ禍の中で、とてもふさわしいテーマと

考えました。 

 今年も龍谷大学深草キャンパスの顕真館という立派な講堂を、Web配信場所としてお借りし、ZOOM

を使って各地の方々を結んだフォーラムを行い、YouTubeで発信いたしました。また開催後もアーカイブ

として公開しました。ライブ、アーカイブ併せて、800名以上の方々にご視聴いただきました。  

 今までAIDS文化フォーラムで語り合って

いた事柄が、新型コロナウイルス感染症対

応にも同じように活かせると実感いたしまし

た。 

 それでは、開催の記録をご覧ください。  

 AIDS 文化フォーラム in 京都  

                 運営委員会 
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第１１回ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都プログラム 

テーマ： 「つなぐ」「つながる」今、できること 

日時：10月10日（日）13時～16時半  YouTubeライブ配信。アーカイブも公開 

１．開会式(13:00～13:30) 

開会イベント： テーマソング演奏 江藤天音 

開会の挨拶：大野聖子（事務局長）、各地のAIDS文化フォーラムからの応援メッセージ 

２．全体会第一部（13:30～１5:00） 

「新型コロナウイルス流行後を見据えたHIVとの関わり方」 

～コロナによりどんな事が変わったか。プラス面とマイナス面も含めて～ 

関西HIV 臨床カンファレンスから 

南奈良総合医療センター 感染症内科部長   宇野健司、 

兵庫医科大学  呼吸器・血液内科 助教      澤田暁宏、 

大阪市立総合医療センター 感染症内科 副部長  白野倫徳、 

国立病院機構大阪医療センター 臨床心理室   森田眞子 

３．全体会第二部(15:15～16:15) 

「新型コロナウイルス流行後を見据えたHIV との関わり方」について、さらに語り合います。 

 全体会の講師の方々 

岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター）、高田 昇（おだ内科クリニック）、白井千香（枚方市保健    

所）、中村美紀（法円坂メディカル）、中川拓也（京都府健康対策課）、今﨑匡裕（京都市医療衛生企画課）、  

高折晃史（京都大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学）、大野聖子（京都第一赤十字病院） 

４．閉会式 

閉会の挨拶： 高折晃史 （京都大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学                   

           AIDS文化フォーラムin京都代表幹事） 

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 

会場提供：龍谷大学深草キャンパス顕真館 

AIDS文化フォーラムin横浜、京都の企画は、（公財）エイズ予防財団の助成金の支援を受けて

実施しました。 

お問い合わせ： AIDS文化フォーラムin京都事務局：京都ＹＭＣＡ   

 〒604-8083 京都市中京区三条通柳馬場東入中之町２    tel. 075-231-4388          

fax 075-251-0970   E-mail: information@hiv-kyoto.com    URL: http://hiv-kyoto.com 
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司会： 赤十字青年奉仕団 堀之内 潤、 田中友紀乃 

開会の挨拶： 事務局長 大野聖子 

テーマソング演奏： 江藤天音（東京から） 

各地のAIDS文化フォーラムiからの応援メッセージ： 

陸前高田  佐々木亮平、  横浜  山田雅子、         

名古屋    籠谷倫親、    佐賀   古川潤哉 

江藤天音さん 

陸前高田 横浜 

開会式 

名古屋 佐賀 

開会の挨拶 
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全体会第一部 

「新型コロナウイルス流行後を見据えたHIVとの関わり方」 

～コロナによりどんな事が変わったか。プラス面とマイナス面も含めて～ 

関西HIV 臨床カンファレンスから 

宇野健司（南奈良総合医療センター 感染症内科部長） 

澤田暁宏（兵庫医科大学  呼吸器・血液内科 助教）   

白野倫徳（大阪市立総合医療センター 感染症内科 副部長 ） 

森田眞子（国立病院機構大阪医療センター 臨床心理室）  
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大野さん 

第一部では様々な新型コロナウイルスの問題を、色々な

角度から浮き彫りにしていただきました。しかしその中

で、宇野さんは、HIVをきっかけに作られた行政、NGOと

の地域連携が新型コロナウイルスでも役に立っていると

おっしゃいました。また、白野さんもNPOや市民団体と

の地域連携が大切とおっしゃいました。長年HIVを見て

きた我々がコロナ禍に対し今後どんな体制が必要かつの

ぞまれるのか、今後はポジチブにお話できたらと思いま

す。 

 ではまず、自治体の立場からお話を伺いたいと思いま

す。 

京都府 中川さん 

 私はHIVへは薬物問題から入りました。薬物依存は人と

のつながりの希薄さから生まれると学びました。コロナ

禍の中で人と人とのつながりが薄れて来たのが問題と思

います。今後、人とのつながりをどうしていけば良いか

ご意見を伺いたいと思います。 

京都市 今﨑さん 

 京都市のHIV検査については、新型コロナウイルスの影

響を受けて、令和２年度は一部検査を中止したほか，人

数を絞って実施しました。今年度からは全ての検査を委

託により行っていますが、まだ一昨年の件数には戻って

いません。検査数の低下が今後どのように影響するか不

全体会第二部 

「新型コロナウイルス流行後を見据えたHIVとの関わり方」 

さらに語らいます 
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宇野健司（南奈良総合医療センター 感染症内科） 

澤田暁宏（兵庫医科大学  呼吸器・血液内科 ）   

白野倫徳（大阪市立総合医療センター 感染症内科 ） 

森田眞子（国立病院機構大阪医療センター 臨床心理室）  

岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター） 

神奈川県内の病院、保健所、神奈川県庁勤務の後、現在

は厚木市立病院泌尿器科でHIV/AIDS診療に携わる。AIDS

文化フォーラムin横浜の主要メンバーで、コンドームの

達人としても有名です。ヘルスプロモーション推進セン

ター代表として性感染症予防から心のケアーまで幅広く

尽力されています。 

高田 昇（おだ内科クリニック） 

広島大学で、中四国のエイズブロック拠点病院の責任者とし

て長年HIVの診療をなさり、定年退職後、現在はおだ内科クリ

ニックでHIVの外来診療と週2回健診センターにて大量のワク

チン接種をされています。そしてJ-AIDSという20年以上続くエ

イズに関するメイリングリストを運営され、最近はその中で新型

コロナウイルスの話題を、より多く扱っておられます。 

白井千香（枚方市保健所） 

枚方市保健所長として主に結核・感染症対策などの担当

で、今回の新型コロナウイルスでは大変ご苦労されてい

ます。また厚生労働省感染症審議会感染症部会（エイ

ズ・性感染症WG委員）で、性感染症に関する特定感染

症予防指針の改定に関わりました。 

中村美紀（法円坂メディカル） 

2014年にHIV専門薬剤師～調剤薬局薬剤師での取得第一

号となる。以後さまざまな高校、大学での講演をされて

います。またHIV薬の調剤薬局での処方の啓発活動をは

じめ、さまざまなHIVに関する活動もされておられま

す。 

中川拓也（京都府健康対策課） 

今﨑匡裕（京都市医療衛生企画課） 

高折晃史（京都大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学） 

大野聖子（京都第一赤十字病院 感染制御部） 



安に思っています。コロナ禍の中ですが、HIV検査は不

要不急なものではないのではないかと考えています。 

 きちんと情報発信して、正しくコロナを怖れていただ

き、HIVについてもきちんと知識を身に付けていただき

いと思います。 

枚方市保健所 白井さん 

 枚方市は京都府と隣接しており、京都府の住民の方も

利用されています。HIV検査、梅毒、クラミジア検査は

やめないで続けています。新規発生数は減っていませ

ん。 

 新型コロナウイルスはHIVの最初の状況（一般の病院

は診ないなど）と似ていると思います。何故受け入れら

れないか→医療従事者が患者を診ることで移ったら困る 

この状況をどうやって払拭するか。行政が頑張らねばと

思っています。 

大野さん 

 すべての仕事が保健所に集中しており、大変であられ

たと思います。HIVも以前は他人ごとで、陽性者を差別

することがありましたが、新型コロナウイルスも最初は

同じでした。しかし今はすべての人が感染しうる自分事

に変わって来ており、皆が力を合わせて対応することが

必要になっていると思います。NPOやNGOとのネットワー

クについて一部でもお話が出ていました。それについて

白野さんいかがでしょうか。 

白野さん 

 以前から行ってきたイベントが中止になったり、対面

での支援プログラムを実施しにくくなったりしていま

す。活動が思うようにできない状況です。しかし一方、

オンラインで繋がることで、連携が取りやすくもなって

もいます。海外とも繋がった経験もあります。 

高田さん 

 今診ているHIV患者さんは30名程度ですが、HIV患者さ

んがコロナにかからないようにしてほしいので、ワクチ

ンを勧めています。新型コロナウイルス感染症は新しい

疾患で、まだまだ解明されていないことも多く、最近

Long COVIDといわれる後遺症が言われ始めており、気を

つけなければと思っています。 

宇野さん 

 関西HIV臨床カンファレンスについては、2020年は医療

職は皆、土日なく新型コロナウイルス診療をしており、

活動が止まりました。しかし現在、医療の勉強会をオン

ラインで実施しようと準備中です。Web開催の案内を出

すと、従来のライブでは参加希望20名程度だったのが50

人を超えて応募があり、びっくりしています。勉強した

い医療職は多くいると思いました。今後NGOとつながる

ことにより陽性者の困ったことも拾い上げられるのでは

ないかと考えています。 
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大野さん 

 9月末の菅総理の最後の記者会見で、新型コロナウイ

ルス対応でNPO向けに65億の予算をつけたいと語ってお

られました。次の内閣でも継続されることを祈っていま

す。 

 今までの対談で、複数の方々から、Webを使った会議

やカンファレンスは遠くから参加できて良かったという

ご意見が出されました。新しいツールとして今後役に立

つのではないかと思います。 

岩室さん 

 確かにWebは便利かもしれません。しかし、私は中高

生に講演していますが、リアルとWebでは伝わり方が違

います。リアルで会うことの大切さをもっと出していか

なければいけないと思います。 

 ここ1年間で女性の自殺が増加しましたが、女性は話

すことで癒やされていたのに、話す場所を失ったせいと

思います。一方30～70歳代の男性の自殺は減少してお

り、行きたくない職場に行かなくてすんだせいと思いま

す。しっかり分析しなければなりません。 

枚方市保健所 白井さん 

 私もリアルで話をしなければならないと、思います。

保健所は精神保健領域で自殺対策を扱いますが、できて

いません。オンラインで相談会をやってはどうかという

話がありましたが、それはカウンセリングの観点から得

策ではないということになりました。どうにかしてリア

ルにやりたいと考えています。 

 研修会や勉強会をWebで開催した場合、出張費が要ら

ず参加しやすいという利点があります。また離れていて

も、時間が重なっていても“どこでもドア”で参加でき

て良いです。それも使い分けかなと今思っています。 

岩室さん 

 少し話題が変わりますが、第一部で森田さんもおっ

しゃっておられましたが、感染予防についてどこまでき

ちっと伝わっているのでしょうか。今私がマスクを外し

ても、前を向いてしゃべれば、隣の白野さんへは飛沫は

飛びません。エアロゾルは出るかもしれませんが、今 

持っている小さい扇風機（5cm程度）を私のほうに向け

ておけばエアロゾルは白野さんの方には行きません。こ

こに2個のコンビニのおにぎりがありますが、片一方は

セロハンから出して自分の手で海苔をまくタイプです。

これだとセロハンに付着していたウイルスが指から海苔

につき口に入ります。もう一方はセロハンを開ければ直

接おにぎりに触れることなく食べられます。安全な方を

選ぶべきと思います。 

 このように丁寧に感染予防を伝えられたかが重要と思

います。WHOはHIV予防でアフリカの男性に対し割礼を推

奨していますが、コンドームは手に入らず、ウイルスを

教えても理解ができないだからという理由です。同じよ

うに今言われている三密には、感染経路の説明が含まれ

ていません。新宿のゲイバーで新型コロナはキスで移る

よと言うと、とても喜ばれました。現在の感染予防の説

明は不十分と思います。 

白野さん 

 私も岩室さんのお話に

全く賛同いたします。感

染予防が十分伝わり切れ

ていないと考えていま

す。夜の店がなぜ感染リ

スクになるのか。お酒が

悪いのではなくて、マス

クを外して大声で会話を

すると飛沫が飛びやすく

なるので感染しやすいと

いうことが伝わっていな

いわけです。また感染経路を考えると本来自粛不要のイ

ベントも自粛となったりしています。 

 我々もそうなんですが、行政、マスコミも感染経路は

どうなのか、どのようにしたら防げるのかをもっと丁寧

に伝えるべきと思います。 

高折さん 

 岩室さん、白野さんと

同じ意見です。マスコミ

は偏ってはいけないと思

います。 

 今後、新しい社会規範

を築くためには、新しい

生活様式をオープンで議

論し、正確な知識を普及

させる事が大切です。そ

れでなくては新しい時代

を作れません。 
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大野さん 

 とても重要なご意見と思います。最近リスクコミュニ

ケーションが重要と言われています。WHOはアウトブレ

イクコミュニケーションと称しガイドラインを出してい

ます。環境感染学会がその和訳をホームページにアップ

しています。その中で重要な項目は①信頼、②すみやか

な公表③透明性④市民～双方向の対話⑤計画策定 とさ

れています。前代未聞のしかも他人ごとでない感染症の

場合は丁寧に市民への説明が重要と思います。 

中村さん 

 院外薬局のコロナ禍での状況ですが、電話処方も可能

になりました。しかし患者さんは、それでは不安のよう

で、主治医診察を選んで、電話処方はあまり利用されて

いませんでした。一方、今までは余剰の薬を持っていな

かった患者さんが一ヶ月分の余分を持つようになってき

ています。HIVの患者さんもどうしていけば良いかを学

んでいる気がします。 

高田さん 

 診ているHIV患者さんでは2名が新型コロナウイルス感

染をしました。その患者さんに、下半身の接触ではうつ

らないけれども上半身の接触では移るよと言うと笑って

いました。唾液は最も危ない感染経路である事を繰り返

し、伝えています。 

岩室さん 

 私の所では4名コロナに感染しましたが内3名は外国籍

の方です。日本人の1名はまだ紹介直後で1回しか診察が

なく、予防行動を一度も伝えられていなかったケースで

す。外国人対応はやはり難しいです。予防行動をちゃん

と伝えると予防できると思いました。キスがリスクと

ちゃんと伝えています。 

枚方市保健所白井さん 

 岩室さんがていねいに情報提供されているのを伺うと

行政として耳が痛いです。しかし私も、今まで、例えば

市役所内の感染対策として、換気、排気、サーキュレー

ターの使用、パーテーションは場合に依っては空気の流

れを妨げることなど提案はしてきました。今はできるこ

としかできない状況です。国やマスコミが情報提供をし

ても、全国一律にやるのは難しいので、国に頼らなくて

やろうと思っています。 

 今、全国保健所長会の副会長をしていて、色々なとこ

ろに意見を聞いてもらえるのですが、感染者のデータと

して出されている感染経路不明の意味は、感染経路はわ

かっていても感染の機会と場所が不明のことで、そうい

う表現（感染経路不明）はやめてほしいと言っています

が、まだ聞いてもらえません。また入管の入国文書に記

載されている三密について、海外の人にもっとわかりや

すく丁寧に書いてくださいと意見を出しましたが、紙面

がたりないと言われました。なので今は、現場でできる

ことをゲリラ的にやっている状況です。 

日本人は信頼している人が言えばそうかなと思ってくれ

るので、そういう輪を広げたいと思います。そのために

はNGOやコミュニティーの人たちに頼って適切な予防行

動を広げられればよいと思っています。 

京都府中川さん 

 感染予防のやり方として行政の啓発は“いかに目を引

いてもらえるもらえるか”に目が行きがちです。しかし

一番大切なのは基本の部分で、ていねいな説明に今後取

り組んでいきたいと思います。 

京都市今﨑さん 

 私も丁寧な説明ができずにわかりやすさを重視してい

たと思います。やはり唾液により感染するなど細かな感

染経路の説明が重要と思います。新規発生者の感染経路

も具体的にはお伝えできていなかったと思います。 

大野さん 

 岩室さん、AIDS文化フォーラムin京都は市民のフォー

ラムで、市民の皆様が大勢聞いてくださっています。こ

こで今一度、新型コロナウイルスの感染対策をわかりや

すくお話いただけないでしょうか。 

岩室さん 

 ウイルスがどこからどこへどうやって移るかが重要で

す。口から出て、目、鼻、のど、肺に入れなければ良い

のです。手洗いは直前に。蓋つきコーヒーは蓋を外して

飲みます。残念ですが、きちんとお話しすれば1時間は

かかります。岩室紳也のホームページを是非ご覧くださ

いませ。 

澤田さん 
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感染対策は重要で、今後も一層やっていきたいと思いま

す。しかし感染症は、完全に100％予防できる保証はあ

りません。HIV治療が滞らないように多めに薬を出すこ

とは、阪神淡路大震災を経験して、有事の場合のリスク

対策としてすでに行っており、それが今回も有効でし

た。何か有事の時にあせらなくても良いことをやってお

いたら良いと思います。 

大野さん 

 予防行動は大事だけど、それでも無症状者もウイルス

を出しているし、だれにでも起こりうるかもしれない。

なので、もし感染しても寛容に、やさしく、共に生きた

いということも、HIVから学び、とても重要と思いま

す。これを新型コロナウイルスにも出していきたいと思

います。 

森田さん 

 感染した人は

「予防に失敗し

た 人」で は な

く、た だ「感 染

した人」。感染

しないように努

力していた人か

もしれませんが、もし感染したなら、何故感染したかを

後で振り返りこそすれ、感染しても仕方がないと言える

間柄でありたいと思っています。感染症という物は

100％防ぐことは難しいので、これをきっかけに感染症

全般に対するリテラシーというか、それを上げていくこ

ともお手伝いできたら良いと思います。 

高田さん 

 ワクチンについてですが、新型コロナウイルス新規発

生者のうちワクチン接種者は何人、重症化した人のうち

ワクチン接種者何人、死亡者でワクチン接種者は何人と

つたえるべきだと思います。そうすれば、ワクチン接種

すれば、感染しないわけではないが、重症化しにくい

し、死亡しにくく、合併症も減ることを伝えることがで

き、これはとても重要だと思っています。 

大野さん 

 ワクチンについてももっとお話したいのですが、時間

が来てしまいました。 

 今AIDS文化フォーラムin京都をここで開かれていると

いうことが、つまりは自治体や多職種の人々がHIVを

きっかけに集まり、市民の皆様向けにお話していること

が、新型コロナウイルス感染症対策にとっても重要だと

思いました。またそれが、自治体、保健所の方々のお手

伝いとなればと思います。 
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閉会式 

司会： 赤十字青年奉仕団  堀之内 潤、 田中友紀乃 

 

 

 

 

 

閉会の挨拶： 高折晃史（京都大学大学院医学研究科  

血液・腫瘍内科学 AIDS文化フォーラムin京都代表幹事） 

皆様お疲れ様でした。 

今日議論してきたことは、今まで我々がHIVでの経験

で学んできたことをコロナの新しい世界に適用し、

今後の未来に備えるという会でした。昨年も同じ

テーマで議論しました

が、その時と異なり、情

報が蓄積してきたと思い

ます。しかし、まだ情報

が足りなかったり、正確

に伝えられてていなかっ

たりと問題もあります。

ポストコロナ（ウイズコ

ロナ）を迎え、情報を正

確に伝えることや、その

ための透明性を確保する

ことが重要です。また感

染症に伴う偏見差別がないことが新しい未来に重要

と思います。また一方、良いこととして、世界の

人々とWebでつながったり、様々な形で新しいつな

がりが生まれるなどのメリットも出てきています。

これらを前向きに考えて今後進めて行ければと思い

ます。 



２．年齢 

３．職業 

参加者からの声 
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アンケート結果 

○全体会が、昨年度と変わらない内容で、以前として変わらない課題がある

と実感しました。個人的な思いとしては、せっかく自治体と専門家が公に語り

合う場ですので、昨今の感染症対策についてもっと深掘りしていただきたかっ

たです。例えば、自治体・専門家（医者）・一般市民での語り合いなど……。感

染症対策については、「丁寧な情報提供」だけでは不十分だと感じます。「啓

発を行なっている自治体」「正しい知識を持っている専門家」「その受け手の

一般市民」すべての立場から考えていってほしいなと考えます。オンラインと

いうこともあり、専門家同士でうなり合っているだけという印象もありました。 

○どのような形にしろ継続してください。 

○それぞれの登壇者のお話しが面白かったです。in京都らしく、関西のいろ

いろな関係者が登壇されたのも良かったです。ただ、特に後半は少し人数が

多く、場を区切るなどあれば、それぞれの方のお話しをもっとじっくり聞けたか

なと、少し残念に感じました。オンラインのトラブルはままあることとは言え、

YouTubeサイトへの誘導がスムーズにすすめたら、さらに良かったですね。 

○HIV/AIDSに直接関係する事項だけでなく、今回は特にCOVID-19に関する

情報や現場での状況をアップデートしていただけて、大変役に立ちました。今

後も、関連性及び社会の関心の高いテーマを取り上げて頂けると幸いです。 

回答者の背景 

１．居住地 



第11回ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都を支えた人たち 

 代表幹事  高折 晃史   京都大学大学院医学研究科 血液・腫瘍内科学教授 

       京都大学医学部附属病院 副病院長 

  幹  事   上田 良弘 洛西ニュータウン病院 内科部長兼顧問 

    大野 聖子   京都第一赤十字病院 感染制御部 医師嘱託 

    白野 倫徳   大阪市立総合医療センター感染症内科 副部長 

    高畑 吉博   ＨＩＶ陽性者支援団体 さぽーと京都 代表 

    林   滋   薬剤師 

    髙田 雅弘   摂南大学 薬学部薬学科 教授 

    加藤 武士   一般社団法人 回復支援の会 木津川ダルク 代表  

    加藤 俊明   京都ＹＭＣＡ 総主事 

 

 事 務 局   京都ＹＭＣＡ  〒604-8083 京都市中京区三条通柳馬場東入中之町２ 

           tel. 075-231-4388  fax 075-251-0970 

                   E-mail: information@hiv-kyoto.com  URL: http://hiv-kyoto.com 

 事務局長   大野 聖子 

 

 龍谷大学担当者 安食 真城 道元 徹心 

 

  運営委員、サポートスタッフ （順不同・敬称略） 

    木下 浩一 半井 達弥 中川 拓也 荒田 恵  匡裕  上領 孝枝   

    髙木 珠江 野村 裕美 淀   宏  畠山 雅行 小田切孝子 寺口 淳子 

    小嶋  薫 國府 宙世  隈村 綾子 藤川  満 池田 勝俊 中村 美紀  

    藤原  巧 小林 マキ 光武 泰子 里  英子 金井  修 山田二三男  

    小林 和博 新井 淸久 須上 敦史 佐藤 文寛 濵田 佳穂 岡本 直子  

    堀之内 潤 田中 友紀乃 井村 春樹 来住 知美 松居 和子 中野 慶子  

    永井 里美 藤村 颯紀 中川 由理 井尻 聖  友谷 将太 國枝 真帆 

    稲福 愛  森 佑平  長野 莉子 藤本 智宣 金銅 良明 肥後 盛一  

    日丸 全士 乙坂 優次 山本 知恵 岩田 歩子 ぜん   堤  亮然  

    神﨑 清一 浅井 陽子 久保田展史 藤尾  実 岩室 紳也 古川 潤哉  

    籠谷 倫信 

                         

 Web 配信担当   加藤 武士 岩室紳也 熊谷洸介 プラー ポンキワラシン  

 

 ＡＩＤＳ文化フォーラムin横浜運営委員の皆様 

 ＡＩＤＳ文化フォーラムin陸前高田運営委員の皆様 

 ＡＩＤＳ文化フォーラムin佐賀運営委員の皆様 

 ＡＩＤＳ文化フォーラムin名古屋運営委員の皆様 
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AIDS文化フォーラムin京都 趣意書 

                          

背 景 

1994年、アジアで初めての国際エイズ会議である「第10回国際エイズ会議」が横浜で開催されまし

たが、国際会議に並行して草の根市民版エイズフォーラムが立ち上げられました。以降、市民の手で

すべての人に開かれた場として「AIDS文化フォーラムin横浜」が毎年8月に開催され、全国各地で

HIV/エイズに取り組む団体・個人の発表・交流の場として、また多くの市民、特に若者に向けての啓

発の場として定着しています。 

関西は現在HIV新規感染者数が急増している地域で、その中で京都は、学生層が多く集う町であ

り、また日本古来の文化が根付く町であると同時に外国人観光客も多く、異文化交流の場でもありま

す。 

今回、横浜の思いと経験を受けついで京都でも「AIDS文化フォーラムin京都」を開催しようと組織

（運営委員会）を設立いたしました。エイズの問題に取り組むにあたり、日常のさまざまな領域に関わ

る必要があり、そのことを文化としてとらえ「AIDS文化フォーラム」と名付けています。 

 

AIDS文化フォーラムin京都の目的 

Ⅰ．エイズ問題の啓発 

①市民に開かれたフォーラムによって、エイズが抱える問題を社会に浸透させる。 

②エイズ問題について、人間として必要な文化の領域からのアプローチを試みる。 

③特に若い世代へ、エイズに関する有益となる情報を提供する。 

④学校教育について考える機会とし、特に性教育に関してオープンになることを期待する。 

 

Ⅱ．多様性を理解する 

①性と文化、性教育、性のあり方等を考える機会とする。 

②異なった意見や考え方を大切にする。 

 

Ⅲ．ともに生きる 

①エイズは日本を超え地球規模の問題であり、ともに考え問題を分かち合い、ともに生きる世界

の実現に努める。 

②HIV陽性者の支援・交流の機会とする。 

③人間のうちにある差別や偏見をなくし、人権を大切にするよう努める。 

 

（２０１１年１月３１日） 

主催：ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都 運営委員会 
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「ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」 運営委員会規約 
 
１． 名称 

   この会は「ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」運営委員会と称する。(以下、「運営委員会」と略す） 

 

２． 趣旨 

   1994年、アジアで初めての国際エイズ会議である「第10回国際エイズ会議」が横浜で開催されましたが、国際会議

 に並行して草の根市民版エイズフォーラムが立ち上げられました。以降、市民の手ですべての人に開かれた場とし

 て「AIDS文化フォーラム in横浜」が毎年8月に開催され、全国各地でHIV/エイズに取り組む団体・個人の発表・交流

 の場として、また多くの市民、特に若者に向けての啓発の場として定着しています。 

   関西は現在HIV新規感染者数が急増している地域で、その中で京都は、学生層が多く集う町であり、また日本古

 来の文化が根 付く町であると同時に外国人観光客も多く、異文化交流の場でもあります。 

   今回、横浜の思いと経験を受けついで京都でも「AIDS文化フォーラムin京都」を開催しようと組織（運営委員会）を

 設立いたしました。 

 

３． 目的 

  Ⅰ．エイズ問題の啓発 

   ①市民に開かれたフォーラムによって、エイズが抱える問題を社会に浸透させる。 

   ②エイズ問題について、人間として必要な文化の領域からのアプローチを試みる。 

   ③特に若い世代へ、エイズに関する有益となる情報を提供する。 

   ④学校教育について考える機会とし、特に性教育に関してオープンになることを期待する。 

  Ⅱ．多様性を理解する 

   ①性と文化、性教育、性のあり方等を考える機会とする。 

   ②異なった意見や考え方を大切にする。 

  Ⅲ．ともに生きる 

   ①エイズは日本を超え地球規模の問題であり、ともに考え問題を分かち合い、ともに生きる世界の実現に努め

   る。 

   ②HIV陽性者の支援・交流の機会とする。 

   ③人間のうちにある差別や偏見をなくし、人権を大切にするよう努める。 

 

４．構成 

   運営委員会は、エイズ問題に関心を持つ諸団体および個人で組織する。 

   運営委員会に代表幹事１名と幹事を若干名おく。なお、代表幹事ならびに幹事は運営委員会で選任する。 

 

５．運営費 

   フォーラムの運営に必要な経費は、運営委員からの拠出金ならびに寄付金及び助成金をもってまかなうものとす

 る。 

 

６．運営委員会の役割   

   「ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」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。 

 

７．運営委員会幹事の役割 

   「ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」開催にむけて運営委員会を円滑にすすめる。 

 

８．事務局の設置と役割 

   運営委員会の事務局を京都ＹＭＣＡ内に設置し、事務局長１名をおく。 

   事務局ならびに事務局長は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。 

 

９．年度及び任期 

   運営委員会の年度および会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

   運営委員および幹事の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

   初年度はこの規約の制定日から翌年３月３１日までとする。 

 

10．その他この規約に定めるものの他、運営委員会に関して必要な事項は運営委員会の議を経て定めるものとする。 

（付則）この規約は、2011年３月４日から施行する112011年５月12日改正 
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ひだまりの場所 
                   作詞：井筒日美／江藤天音 作曲：江藤天音 

言葉じゃうまく言えなくて 

涙と一緒に飲み込んだ 

こんなにそばにいるのにね 

星よりもずっと遠かった 

 

打ち明けてすべて失くしてしまっても 

自分への嘘で泣くよりいいだろう 

ずっとそばで逃げたくない 

満ちることのない月よ 

 

そっと傷ついた心に 

やさしく触れ ありのままの 僕を解き放つ君は   

どんなずぶぬれの僕でも 

あのひだまりのように包んでくれる 

 

心が叫びだしそうで 

消せない願いがあふれ出す 

孤独な心と体は 

自分で自分を許せない 

 

現実の壁に押し返されても 

自分の心にまっすぐ生きよう 

はがゆくてもあきらめない 

満ちることのない月よ 

 

きっと踏み出していけるよ 

ずっとそばに 変わらないで いてくれたから僕は 

やっと自分を愛せるよ 

あのひだまりのような君のそばで 

 

打ち明けてすべて失くしてしまっても 

自分への嘘で泣くよりいいだろう 

ずっとそばで逃げたくない 

満ちることのない月よ 

 

そっと傷ついた心に 

やさしく触れ ありのままの 僕を解き放つ君は   

どんなずぶぬれの僕でも 

あのひだまりのように包んでくれる 










