


第 2 回ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都をふりかえって

     

ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都　運営委員会

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。以降、市民の手ですべての人に開かれた場として毎年８月に開催され、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、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

もあるので、横浜の思いと経験を受けつぎ、エイズの問題は日常のさまざまな領域に関わるので、

そのことを文化としてとらえ、2011 年に第１回「ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都」を開催いたし

ました。みなさまのご協力により実りあるフォーラムとなり、多くの方から継続開催のご期待の

声をいただきました。

そして今年も、たくさんの方々のご支援とご協力によって、第２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。

本年もフォーラムの目的はエイズの予防と理解であり、1）エイズ問題の啓発、2）多様性を理解

すること、3）ともに生きること、を大きな柱と考えています。そこで第 2 回のテーマは「エイズ

を知ろう エイズで学ぼう　Ⅱ」といたしました。

また、フォーラムの主催は運営委員会で、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・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。京都府と京都市に共催していただき、事務局は横浜同様、YMCA が担当しまし

た。市民フォーラムの性格上、会場は無料提供、発表・展示の企画参加者はすべてボランティアで

す。また、当日のサポートスタッフとして多くの方々がボランティアで参加してくださいました。

このように多くの方々の協賛・後援をいただき第 2 回ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都を開催す

ることができ、2 日間で約 1000 名の方にご来場いただきました。講演やワークショップ、展示な

ど多様なプログラムを通して、性の多様性を知ることからＨＩＶを理解していくこと、ＨＩＶ／

ＡＩＤＳが決して他人ごとではないことを学ぶことができました。また、全国の活動に関わる方々

やボランティアが、このフォーラムを通じて多くの人とつながるための交流プログラムも行ない、

それぞれの活動紹介や情報交換、活発な意見交換ができました。

テーマである「エイズを知る」こと、また「エイズを知ること」で多くの「学び」ができ、今後

も継続して開催することの意義と必要性を確認しました。

それでは、開催の記録をご覧ください。
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開会式　　～なぜ AIDS ？～なぜ文化？～なぜ京都？

オリジナル献血落語

「レッツ・けんけつ」　森乃福郎

協力：ワイズメンズクラブ国際協会西日本区京都部

～地域奉仕事業～

▼司会　神﨑清一 運営委員

▲ごあいさつ：大野聖子 運営委員



2

第 2 回 AIDS 文化フォーラム in 京都をふりかえって
開会式～なぜ AIDS ？～なぜ文化？～なぜ京都？／オリジナル献血落語「レッツ・けんけつ」　森乃福郎 1P
目　　次  2P
 1 日目プログラム 3P
  ＨＩＶ陽性者のいま　～ AIDS GOES ON ～ 4P
  市民対象講座　HIV 感染症とは 6P
  感染 13 年の振り返りとこれから 7P
  保健・医療現場で役立つカウンセリングの実践例 8P
  陽性者を支える制度やサービスについて 9P
  みんなで話そう！学校で教えてくれないエイズのこと～若者による若者のための、知って得する使える知識～ 10P
  宗教とＡＩＤＳ 11P
  関西における HIV 陽性者の支援～現状と課題 12P
  世界のエイズ　～青年海外協力隊からの報告～ 13P
  口からエイズをみる 14P
  「ＨＩＶ看護」～外来における療養支援について～ 15P
  恋愛とデート DV　～友達はどうしたらいいか～ 16P
  Exhibition 0.03 ／ HIV 対策におけるセクシュアリティー教育の必要性 17P
 2 日目プログラム 18P
  新学習指導要領に学ぶ「生きる力」の育み方～エイズ教育の実践が被災地の「こころのケア」につながった～ 19P
  セクシュアリティーの多様性について～多様なヒューマンセクシャリティの基礎理解を深める～ 20P
  お坊さんが行う中学校性教育授業　～性と生を考える～ 21P
  みんなで考える日本の HIV/AIDS 22P
  これからの HIV 検査の方向性は？～有用で、そして安心して受けられる HIV 検査とは？～ 23P
  “恋愛”を通じて考えよう！私たちの“性と生”～青少年によるワークショップ～ 24P
  京都市 HIV 即日検査 25P
  シンガーソングドクター　江藤天音トークショー＆ミニライブ 26P
  シンポジウム：HIV/AIDS と性教育の果たす役割 27P
  徳島のセクシュアルマイノリティ支援の取り組み 28P
  免疫力を高めて癒しましょう。リンパマッサージ（体験）と無煙社会（実現） 29P
  セックスワーカーのセクシャルヘルス～当事者はどう見ているか 30P
  保健・教育の現場で良い相談相手になるには 31P
  薬物依存 32P
  「みんな集まれ！（・∀・）～若者によるシンポジウム～」 33P
  浄土真宗と HIV/AIDS～若手僧侶と考えよう～ 34P
  ひろがる、つながる、「ピア」の輪！！ 34P
  クィア映画と性の多様性 34P
 展　　示 35P
  青森県下北郡　風間浦村中学校との交流報告―ケースメソッドを用いてＨＩＶ・エイズについて考えるー 36P
  カトリック中央協議会　HIV/AIDS デスク　／　ジェクス株式会社 37P
  学生の街 京都から発信し続けるグループ「紅紐（べにひも）」 38P
  京都府保健所のエイズ等予防教育 39P
  AIDS 文化フォーラム from 横浜 40P
  横浜ＡＩＤＳ市民活動センター 41P
  公益財団法人エイズ予防財団 42P
  仲間で乗り越えるＨＩＶ・ＡＩＤＳ　／　日本赤十字社京都府支部 43P
  ロールバックマラリアの取り組み 44P
  ケニア共和国ニャンザ州ビタにおける HIV/AIDS の医療（学生の視点から） 45P
  京都発、世界へ～西アフリカ セネガルの AIDS 問題と向き合う～ 46P
  メモリアルキルトの語りかけるものに耳を澄まして考えよう 47P
  PLANET（HIV とともに生きる会）の 20 年間を振り返って 48P
  オリジナルコンドームケースを作ろう！ 49P
  「陽だまろ」ポスター展示 と 似顔絵コーナー 50P
  SWASH（Sex Work And Sexual Health） 51P
全体会   52P
閉会式   53P
入場者アンケートまとめ  54P
趣 意 書   55P
運営委員会規約  56P
主催・共催・後援・会場提供  57P
協賛   58P
第 2 回 AIDS 文化フォーラム in 京都を支えた人たち  59P
ひだまりの場所　～テーマソング～  60P



3



4

ＨＩＶ陽性者のいま　～ AIDS GOES ON ～

特定非営利活動法人

日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス

HIV 陽性者が秘密を抱えることもなく、社会的な不利益

を受けることもなく、HIV 陽性者として、自立したあた

りまえの生活ができる社会を目指して活動する NGO で

す。

1.HIV 陽性者を対象としたアンケート調査から

特定非営利活動法人日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス（JaNP+）

事務局長　高久陽介

HIV 陽性者を対象にした調査を用いながら、現在 HIV 陽性者が直面している課題について、客観

的な視点を提示する

2.HIV 陽性者によるスピーチ

JaNP+ の HIV 陽性者スピーカー　3 名

当事者が自らの経験と思いを語ることで、フォーラムの来場者に HIV/AIDS 問題のリアルな「いま」

を伝える。

第 2 回 AIDS 文化フォーラム in 京都の全体会の企画として、「HIV 陽性者はいま～ AIDS GOES 

ON」を開催させていただきました。

異なる地域（東京、名古屋、広島）から参加した HIV 陽性者スピーカーが、それぞれのストーリー

を語り、また JaNP+ 事務局の高久からは HIV 陽性者が置かれている状況や活動紹介をしました。会

場は立ち見も含め 150 名以上の聴衆であふれ、HIV 陽性者のリアリティに熱心に聞き入っていました。

　

スピーカーに立った 3 人のかたのお話を、以下にご紹介します。

A さん（広島）

発病（肺炎）で判明、同時に母や妹になんの前触れもなく病名とゲイであることが医師から伝えら

れてしまいます。当初は孤独のなかで苦しむも、病院からはプライバシーの問題もあり地元の陽性者

を紹介してもらえず。大阪で開かれた HIV 陽性者交流会に参加して、はじめておなじ立場の人と話

したのが転機となり、ネットワークや活動が広がり始めました。やがて地元でも NPO 等に参加し、

検査でのカウンセリングのお手伝いをしたり、いまは仕事もがん患者の家族の話し相手をするような

職場に移りました。

ゲイとしての自分を 30 歳過ぎでようやく受け入れたが、いまはそこに陽性者としての生きにくさも

加わっていると言います。ゲイのことを理解してほしいとは言わないが、いろいろな人がすでに一緒

に暮らしていることを認識してもらえたら、と聴衆に呼びかけていました。もっとも、悲痛な話とい

うよりは、地元の陽性者仲間でカープの応援に行き、そのあとの飲み会では刺身など生ものに注意し

たり、飲食中でも服薬する人がいてそれをきっかけにクスリ話で盛り上がるなど、陽性者の生活感に

あふれる語りでした。
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B さん（名古屋）

自己紹介では映画の趣味など語り、陽性者も「フツー」の人間であることをアピール。ちなみに好

きな映画はアメリカンドラマ。目下「glee」にハマり中とか。　2003 年、保健所で告知。当初は絶望感、

不安感、自己否定感に揺れます。仕事や恋愛、夢はどうなるのか悩み、重荷を背負い、不安だらけの

まま病院へかかりました。しかし主治医に「死ぬ病気ではない、生活をかえる必要がない」と言われ、

不安感が一気に消え安心。とはいえ、同時に通院に対する「負担」が生まれ、スッキリしないもやも

や感、漠然とした不安感が続きました。しかし、カウンセリングを受けるなか、いろいろな気づきが

あり、今までどおり僕は僕の人生を歩めばいいと思えた、といいます。

その後、仕事は転職し別業種に就きましたが、社長や人事には通院や体調不良時のため病気のこと

は伝え、さいわい理解ある人たちで職場には恵まれています。また、地元で始めた陽性者の交流活動

のなかでいまのパートナーとも出会い、同居を開始。双方の両親にも紹介しあい公認の仲だそう。

最後にみなさんに問いかけてみたい、検査もせず、平気で「私は感染していない」と言ってしまえ

る社会について一緒に考えていただけたら、と語ってスピーチを締めくくりました。

C さん（東京）

2005 年、手術の術前検査で判明。もともと予防啓発活動にも参加しており知識やネットワークは豊

富。いまも友人と展覧会やコミック同人誌で若者ゲイへのメッセージを送る活動を企画中。　話は何

度かの転職体験を軸に進められました。転勤を避けるために陽性者であることを告げたら、HIV の不

必要に「重すぎる」イメージから、周囲が勝手に右往左往を始めて話や情況をこじらせていく様子が

多少コミカルかつテンポよく語られ、会場には時折り苦笑いが巻き起こっていましたが、いまでこそ

事態を相対化して客観的に振り返っているものの、渦中にあったときは大変だったろうなと思われる

ストーリーでした。

話を締めくくって、「冷静になれない日本社会。自分が考える HIV 陽性者像に振り回される一方、

イメージがまったくない人も多い。どうやってリアリティを持ってもらうか。病名を伝えると「何か

が起きてしまう」この現状について考えてほしい」と訴えていました。

AIDS 文化フォーラム in 京都では、様々な分科会や展示コーナーがあり、たくさんの来場者であふ

れていました。HIV に対する社会的関心は 1990 年代までと比べれば、たしかに少なくなったかも知

れません。しかし、それは治療の進歩や福祉の整備とともに「見えにくくなった」だけで、実際には

HIV の新規感染も増えているし、2 万人以上の HIV 陽性者が現実に日本で暮らしています。そうし

た私たちのリアルを、こうしたフォーラムの冒頭で来場者の皆様にお伝えできたことは、大変貴重な

機会でした。

これからも、エイズを身近に感じる好企画として、ぜひ続けていただければ幸いです。

特定非営利活動法人日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラス

〒 162-0045　東京都新宿区馬場下町 60 まんしょん早稲田 401

TEL : 03-6233-7023（平日 13:30 ～ 19:30）　FAX : 03-6233-7024

WEB : http://www.janpplus.jp　E-mail : info@janpplus.jp
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市民対象講座　HIV 感染症とは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪医療センター　矢嶋　敬史郎

昨年、2011 年は HIV ／ AIDS という疾患がこ

の世に登場してから、ちょうど 30 年目にあたる年

でした。1990 年代半ば、というと、そう昔のこと

ではありませんが、まだ有効な抗ウィルス療法が

少なく、日和見疾患（ひよりみ疾患、通常の免疫

機能では無症状であったり、重症化しにくい病原

体により引き起こされる感染症や悪性腫瘍のこと）

で多くの人が生命を落としていました。しかし、

1996 年ころからは、3 剤以上の組み合わせで治療

をする、強力な抗ウィルス療法（HAART, Highly Active Anti-retroviral therapy）が登場し、HIV

感染症の治療は大きく変わりました。以前は大きな錠剤を 1 日 4 ～ 6 回に分けて、十数錠飲まなくて

はいけませんでしたが、現在では 1 日 1 回　1 ～ 2 錠を内服するだけの治療が可能となり、患者さん

への負担も軽減されつつあります。

　

世界では少なくとも 4000 万人、日本では 2 万人程度の感染者がいると見込まれています。先進諸国

の中でも、イギリスほどではありませんが、日本もまだ新規感染者が増えつつあります。近畿地方でも、

残念ながら新規の患者数は増加傾向にあり、私の勤務する大阪医療センターでは、現在 2000 人を越

える HIV 感染症の患者さんが通院しています。前述のとおり、HIV 感染症はいまや、長期療養が可

能な「慢性疾患」の一つとまで言われるようになっています。しかし、長期に療養が可能となったこ

とで新たに生じてきた問題、たとえば抗 HIV 薬の副作用、生活習慣病（糖尿病や高脂血症、肥満な

ど）、悪性腫瘍を合併する症例も増えつつあります。また、社会的な側面からは、医療費（試算では

HIV 感染症の治療を 40 年続けた場合、薬剤費のみで一人あたり最低 1 億円がかかるとされています）

をどう確保していくか、精神・心理的なサポート、HIV 陽性者の妊娠・出産（現状では体外授精が主

として行われています）の問題など、課題は山積しています。また、アルコールや喫煙、覚醒剤や脱

法ハーブなどの物質依存を抱えた HIV 陽性者も少なくありません。HIV 感染症診療の専門家は、単

なる医療面だけにとどまらず、心理・社会面からも幅広くサポートしていかなければなりません。

 HIV 感染症の診療は日進月歩の勢いで進歩しています。その一方で、疾患の十分な理解がなされ

ないまま、偏見や差別に苦しむ人たちがいます。この病気を「一部の人たちの特殊な病気」として理

解することは、正しくないばかりか、HIV 陽性者をさらに生きにくくすることになりかねません。自

分や家族・友人など、大切な人に起こりうる身近な問題として、社会全体として HIV 感染症をとら

えていく姿勢が、いま必要とされています。

国立病院機構　大阪医療センター

〒 540-0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14

tel.06-6942-1331



7

感染 13 年の振り返りとこれから

HIV ポジティブ　洪　久夫（東京都）
http://www.k4.dion.ne.jp/~hisa1973/

浄土真宗本願寺派僧侶　古川潤哉（佐賀県伊万里市）

http://furujun.info

【お詫び】当日、飛行機の遅れにより、古川潤哉が開始から

30 分後の到着となり、来場者、関係者の皆様に多大なご迷惑

とご心配をお掛けいたしましたこと、お詫びいたします。ま

た、その時間、会場を引き受けて下さいました、コンドーム

の達人こと岩室紳也先生をはじめ、AIDS 文化フォーラム in

横浜の仲間各位には厚く御礼申し上げます。どなた様も、ご

協力有り難うございました。

写真：左　今回遅刻した古川潤哉
右　フォーラム in 横浜でドタキャンの洪久夫

【内容】洪久夫が HIV 感染からの 13 年を振り返り、これからを語る。また、会場もそれぞれの振り

返りとこの先を見据える時間を共有。

序盤、古川の到着遅れにより、横浜の岩室紳也先生と洪久夫のトークにより、洪久夫が HIV ポジティ

ブを告知されてから、今まで、そして、今の状況を語る。古川到着以降、改めて洪のこれまで、そして、

これからを「ライフライン図」と呼ばれる教材を用いて振り返り、見通す。

ライフライン図（呼称は多数）は、横軸に時間（年齢）、縦軸に、感情や気持ちのプラスマイナスをとり、

生まれてから死ぬまで、その時々にどのような気持ちであったかをグラフ化するものであり、現在よ

りも右側は予測を書く。

来場者もそれぞれ、自分の図を書き、自分の図を作るが、１，自分が死ぬ年齢を設定する　２、過

去について、辛くて振り返ることができないことは書かなくてもよい（ウソで良い）　３、他者のラ

イフラインについて、口外しない　をルールとした。

古川、洪、それぞれ、黒板に図を書き、自分のラインを説明。来場者も各自のライフラインを眺め

ながら、以下のチェックポイント（未来予測も含む）を確認。A、自分が死ぬときの感情の位置　B、

子どもを授かるポイントがある場合の感情の位置　C、身近な親族との死別のポイントをきちんと作っ

ているかどうか（無ければ作製）

これらの作業を通し、それぞれ、いろいろなことをここから学ぶことができる。死を不幸と受け止

めることの意味。これからの人生でも死別は避けられないこと、感情が上向く時には必ず手前で落ち

込みがあること。子どもを授かるポイントで、そこから、子ども側のライフライン図がスタートする

こと。であるならば、自分の生まれたポイントは、親世代にとっては子どもを、祖父母世代にとって

は孫を授かったポイントとしてライフライン図に現れること…。

いのちは有限であり、ある意味無限で有り、ここにいのちあるということはまさに命の縁の中にあ

る…このようなことを感じながらの時間であった…と思いたい。

ご来場、有り難うございました。洪久夫の希望により、死んだ後どうなるのか、具体的な話、心情

的な話を踏まえて続編を…との話があります。今回ご参加下さった方も、初めての方も、次回も是非

よろしくお願いいたします。
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保健・医療現場で役立つカウンセリングの実践例

 　　　　　　　　

一般社団法人日本心理療法協会

　　椎名　雄一（代表理事）

医療というモノサシでは「人」をはかるのが難しいことが

あります。その人はどんな思いで治療を受けに来たのだろう？

どんな社会的なリスクを負って、今日の時間を作ったのだろ

う？

カウンセリングを提供する側は「傾聴」をすればよいと思

うかもしれません。医師は「診断」をして「処方」をするの

が仕事だと思っているかもしれません。でも、悩んでいる当

事者は良くなりたいのです。この隙間で苦しむ人が年々増え

ています。

 病院に行くのは薬をやめられないからで、治療の助けにな

るからだと思っているわけではない。カウンセリングに行く

と余計に気がめいる。そんな悩んでいる人たちも素晴らしい

映画、お笑い、素晴らしいキャッチコピー（第二新卒、おめ

でた婚）に救われて元気になっているのです。カウンセリン

グは言葉のゲームではありません。

理屈ではない身体の反応を変える設定をしている最中はみ

なさん催眠状態なので、会場が恐ろしくけだるい雰囲気に包まれました。多くの人が理屈ではない変

化を体感されたのではないかと思います。人は普段の感覚、考え方を普通だと思っています。しかし、

それは 70 億人のうちで実は 1000 人程度しかやっていない習慣なのかもしれません。

普通といわれていることに疑問を持てる感覚。未来の普通は今の普通と同じでよいのだろうか？変

えたほうが良いのだろうか？そんな使命感。心を仕事にする人やそれに近い仕事をする人の役割とし

て、そんな新しい「普通」の概念をつくっていく必要があるのではないかというお話をさせていただ

いたところ、多くの方がさまざまな「普通」と呼ばれる制限に悩まされていることが明らかになりま

した。

来場者感想

●先生の熱さに感激しました。「こうしよう！」という使命感で生きようと思いました。

（20 代・教育関係）

●催眠、脚本、営業と先生の守備範囲の広さにびっくりしました。狭い世界では世の中を変えてはい

けないんだなと感じます。 （50 代・教育関係）

●具体的な例がたくさんあったので職場ではなく自分のことでまず活かしてみようと思います。

（20 代・教育関係）

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 
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陽性者を支える制度やサービスについて

拠点病院医療ソーシャルワーカー有志

辻井　幸彦　京都第一赤十字病院

宅間　親恵　京都医療センター

隈村　綾子　京都大学医学部附属病院

岡村　　理　滋賀医科大学附属病院

１．医療ソーシャルワーカーとは（辻井）

保険医療機関において、社会福祉の立場から、患者・家族

の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援助し、社会

復帰の促進を図る専門職です。

拠点病院には医療ソーシャルワーカーが配置されています

　

２．医療費を中心に（宅間）

医療費は、内服開始になると、1 か月あたり 5 万円から 7 万円（健康保険 3 割負担の場合、病院、

服用内容により異なります。）と高額になります。自己負担をサポートするために様々な制度があり

ます。

・健康保険制度・高額療養費・身体障害者手帳・自立支援医療・障害者医療等

３．生活費・就労・生命保険について（隈村）

病状により仕事の継続が困難な場合、離職を余儀なくされた場合の生活費の保障制度があります。

・傷病手当金・障害年金・生活保護

就労をサポートする制度があります。

・雇用保険の延長・障害者就労支援サービス・障害者雇用枠等

生命保険について

４．課題について（岡村）

療養の場の確保など実際に行われている取り組みなどを紹介。

データを交えながら今後の課題について考えました。

京都大学医学部附属病院・地域ネットワーク医療部

医療ソーシャルワーカー　隈村　綾子

京都市左京区聖護院川原町 54　℡ 075 － 751 － 3111（代表）
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みんなで話そう！学校で教えてくれないエイズのこと

～若者による若者のための、知って得する使える知識～

全国青年赤十字奉仕団

全国青年赤十字奉仕団は、赤十字を母体とする若者のボ

ランティア団体です。各都道府県で献血の呼びかけや青

少年育成など、それぞれの活動を展開しています。

ピア・エデュケーションとは、年齢や立場などが近い者同士で学び合うというものです。

いま、日本だけでなく、海外でも HIV/AIDS や性感染症の予防を呼びかけるためにピア・エデュケー

ションという形がとられることが増えていて、世界的にも注目されています。

HIV やその他の性感染症を予防するには、パートナーの協力が重要ですが、なかなか友達や彼氏／

彼女に相談しにくいものです。そこで、あまり硬くなりすぎず、でもまじめに恋愛や性について考え

るきっかけを作り、言いにくいことをいかに相手に伝えるかということ学んでいくことで、うまく恋

愛するコツ、自分や未来の大切なひとをエイズ、性感染症から守るチカラを身につけるプログラムを、

グループワークを中心に楽しく進行していきました。

前半は性に関するクイズ、後半では、前半で得た知識を使えるものにすべく、コミュニケーション

の大切さについて考える時間を設けました。

ただ聞いて終わるのではなく、参加者自身も恋愛や性といったテーマでのトークが盛り上がってい

ました、

赤十字京都ユース

【住所】　〒 605-0941

京都市東山区三十三間堂廻り町 644　日本赤十字社京都府支部内

【ＴＥＬ】　075-541-9326

【ＲＣＹ京都ＨＰ】　http://www.geocities.jp/rcykyoto/ 
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宗教とＡＩＤＳ

司　会：岩室　紳也　地域医療振興協会　医師

発表者：門脇　光禅　日本聖公会牧師 司祭

藤崎　義宣　日本キリスト教団牧師

梅原　正俊　曹洞宗僧侶

古川　潤哉　浄土真宗僧侶

進行（司会者から質問）

宗教の立場から「自業自得」と捉えられる病 AIDS をどう理解しているか。（岩室）

真宗では SEX、コンンドームや避妊の概念が無く、否定していない。（古川）

曹洞宗では世間との関わりを好まない面があり「みだらに人と交わることなかれ」「極楽はここ

にある、死んでどうする」の教えから「自分で決め」その疾患を乗り越えるサポートをする。梅原）

聖書で性は祝福され「命はこの地を満たし」心、身体、魂は性を媒介に「生めよ満たせよ」とし

相手を慎み、誠実に対応する教えに従う。（藤崎）

性愛、避妊は認められ、性の転換も最近は受け入れている。（門脇）

原因が分かっているのに何故 AIDS を避られないか。（岩室）

以前ある少女が援助交際を母親から詰問されて、親の SEX と同じだと居直ったケースがあった。

「全ての囚われから放たれる」為一度覚悟を決めて話し合う必要がる。（梅原）

海外では貧困が原因のケースがある。それに宗教家はどう対処するかが課題です。（藤崎）

ゲイに対する常識を覆す宗教のサポートがない。（岩室）

同性婚には寛容ではないが、キリスト教は性の違いを大切にする。世界の 3 大宗教は男性が中心

ですが聖書の中では女性が活躍している。（藤崎）

女性の司祭は認めなかったが、現在はゲイも司祭となれるし同性婚も執り行う。（門脇）

AIDS になってしまったのはしかたない。自分を責めないように宗教家は話をじっくり聞く、ケ

アーの旅がはじまる。（藤崎）

私たちは病と死をセットで持ち、それがマイライフとなる。「わかっているけどどうしようもな

らない事」を引き受ける事を理解してもらう。（古川）

司会者総括

治らない病気は残念ながら多くあり、人はいつか皆死ん

でいく。その悪戦苦闘のなか、宗教との協同作業を実施す

る為この様な機会が必要でした。ありがとうございました。

発表者、聴衆の皆様に感謝いたします。

 　　　　　　    

記録：運営委員 三保俊幸
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関西における HIV 陽性者の支援～現状と課題

さぽーと京都

セクシャリティや感染経路に関わらず HIV 陽性者のピア

グループミーティングなど陽性者支援を行っている。

Follow

ゲイ・バイセクシュアルの男性 HIV 陽性者を対象にサポー

ト、情報提供、交流の場を提供している。

CHARM

多言語での支援を含め、電話相談や個別支援など HIV 陽

性者の生活を地域で支える多様な活動を行っている。

関西において HIV 陽性者支援に取り組む３団体が自らの活動を紹介しながら、関西地方における陽

性者の現状と今後の陽性者支援のありかたの課題について考察した。（ファシリテーター　大阪医療

センター　岡本学）

それぞれの団体の活動を紹介する中で、HIV 陽性者は多様な背景や自己認識、ニーズを持っており、

自分に合ったグループやサービスにアクセスしている状況が明らかになった。

また、各団体が共通して思っていること、伝わったらいいなと思うことは、HIV 感染していても、

自分の力で生きていくことができる、そういう環境ができることが大事であるということであった。

自分の力でどうにかすることができるためのサポートが今は必要であることが確認できた。

今後は、関西だけでなく各地域でその地域のニーズに合った形のサポートグループなどの支援体制

が構築されていくことが望ましいという認識が共有された。

さぽーと京都

E-mail: support-kyo@kjb.biglobe.ne.jp　

URL  http://support-kyo.jimdo.com/　　

Ｆｏｌｌｏｗ

E-mail: info@follow-web.com

URL  http://www.follow-web.com/

ＣＨＡＲＭ

E-mail: info@charmjapan.com

URL   http://www.charmjapan.com

▲同志社大学尋真館　入口
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世界のエイズ　～青年海外協力隊からの報告～

元青年海外協力隊　（後援：JICA 京都デスク）

発表者：田中加奈子（マラウイ・エイズ隊員）

上原　誠子（セネガル・エイズ隊員）

元青年海外協力隊（JICA ボランティア）からの、世界の 

HIV/AIDS の現状についての報告

≪セネガル≫上原誠子元隊員

首都 : ダカール、言語 ; フランス語・ウォロフ語、HIV 感染

率 ;0.9%

タンバクンダ州にある、HIV に関する無料検査・カウンセ

リングの実施や予防啓発活動、出張検査の実施などを担う、

タンバクンダ青少年カウンセリングセンターで 2 年間の活動を行っていた。主な活動内容は、①利用

者対応、②妊産婦検診の補助、③出張検査時の補助、④掲示物の改善、⑤広域研修参加、⑥ 5S 関連業務、

⑦センターの修繕。活動中、ある女性は妊産婦検診で陽性と判明したものの、近所の人に自分が陽性

である事が知られたくないため、薬の箱を病院で捨てて帰ってしまったり、夫の許可が無ければ病院

にも行けない女性などのために、利用者のプライバシーを守り、安全な検査を提供できるセンター作

りの必要性を感じていた。しかし、経済的な問題点に直面し葛藤後、JICA の小さなハートプロジェ

クトを利用し、修復を行った。工事終了後、妊産婦検診時の HIV 検査希望者が増加。また、学生の

自主学習時間が伸びると言った効果が確認された。

≪マラウイ≫田中加奈子隊員

首都 : リロングェ、言語 ; 英語・チェワ語、HIV 感染率 ;11%

県 エ イ ズ 委 員 下 の 末 端 組 織 で あ り 村 の ボ ラ ン テ ィ ア で 構 築 さ れ た Community base 

organization(CBO) に所属し、2 年間の活動を行っていた。生活環境としては道路などのインフラ整

備も不十分。患者が通えるヘルスセンターは、ルエウェレジ人口 2 万人に対して医師 1 名、看護師 1

名に手伝いスタッフが数名と、医療従事者・医療機器不足が深刻であった。その診療所の横に田中隊

員と前任者との協力で村で唯一 HIV 検査ができる HTC センターを建設。完成してから約 3 ヶ月で

約 1200 人の村人が HIV 検査を受けており、そのうち 55 名が HIV に感染していると判明した。その

他の活動は、①現金収入向上活動 (HTC センター運営維持費・HIV 陽性者支援・孤児支援 )、②出張

HIV 検査、③出張ケア ( 食料支援など )、④学校・村での HIV 教育、⑤栄養改善指導 ( 関連隊員との

協力 ) など、地元に根付いた草の根支援の報告があった。また、ビーズアクセサリー作成より、静岡県・

吉原商業高校の生徒とのフェアトレードにより現金収入が可能となった事例の報告もされた。

記録：運営委員 水野菜穂子

京都大学病院　栄養管理室

〒 606-8507　京都府京都市左京区聖護院川原町 54

E-mail： mizuno_n@kuhp.kyoto-u.ac.jp　
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口からエイズをみる

兵庫県立柏原病院　歯科口腔外科

大阪市健康局 健康推進部顧問　連　利隆

エイズとは、HIV( ヒト免疫不全ウイルス ) が免疫機能に重要な CD4 陽性リンパ球に感染し、破壊

することによって免疫不全となり、その結果様々な感染症や悪性腫瘍を発症する病態で、1981 年初め

て報告されました。現在世界の人口 100 人に１人が HIV 感染者で、日本でも感染者が増加の一途を辿っ

ており毎日 4 人の新規感染者が報告されています。現在まだウイルスを駆逐することはできません。

しかし抗ウイルス療法の発達でかなりコントロールすることが可能になり、すでに“死の病”ではなく、

高血圧や糖尿病のような慢性疾患となりました。

HIV/AIDS は口腔内に症状を合併することが多く、逆に口腔症状がきっかけで感染あるいはエイズ

の診断に至ることもめずらしくありません。HIV 感染症は口腔乾燥をきたすことが多く、歯周病の重

篤化が報告されており、これらのことから歯科疾患の治療や予防を含む口腔管理の重要性を解説しま

した。また、HIV 感染症の歯科診療での管理方法、注意点、感染対策等についても簡単に述べ、さら

には話題提供として性感染症としての「HIV 感染の予防」と若者の性について、社会背景との関係や

性教育の難しさについて考えました。

人類は HIV から逃げることはできません。 “エイズ”で最も怖いのは病気自体ではなく、感染者に

対する社会の「偏見」「差別」そして「無関心」です。最も重要なことは、正しい知識と正しい理解

をもつことです。
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「ＨＩＶ看護」～外来における療養支援について～

京都第一赤十字病院　外来看護師　光武　泰子

京都大学医学部付属病院　外来看護師　北川　綾子

　　　

京都府のHIV 感染防止体制整備マニュアル、派遣カウンセリングについて

京都府健康福祉部健康対策課　保健師　下山　美穂

HIV 感染者及び AIDS 患者は世界に広がり、日本でも年々増加している。昨年 AIDS 患者は過去最

高の発生率となり、地域別では近畿地区が一番多く発生している。近年、治療の進歩とともに HIV・

AIDS は死ぬ病気から慢性疾患としてコントロールできる病気へと変わってきたことで、その人らし

く生活できるような継続的支援が必要となってきた。患者の特異性と特徴として、免疫力の低下から

日和見感染を合併することや、感染経路はほとんどが性感染であり、一生服薬を継続しなければいけ

ないことで長期療養に対する精神的苦痛があり、病気に対する知識のなさから偏見や差別を受けてい

るなど、社会的問題もかかえていることがあげられる。また、慢性疾患として長期療養する時代にな

り療養施設への転院や在宅療養を支えるために、訪問看護や往診体制など地域との連携が進まないな

ど新たな問題も出始めている。今回は、長期療養するにあたって、どんな支援が必要となるのか一緒

に考える機会とした。①病気の成り立ちや HIV・AIDS の発生の動向と特徴②京都の拠点病院の紹介

③当院外来での療養支援内容（初診時の対応、告知、日常生活・セルフケア、セクシュアルヘルス、

精神面・経済面、服薬、母子感染予防）について説明した。療養支援で注意することは、プライバシー

を守り、安心してなんでも相談できるよう、医療者側が偏見や差別を持たず対応することが大切であ

る。また、最新情報も伝えながら療養上のさまざまな問題にはチーム医療と外部のHIV陽性者支援ネッ

トワークとの連携をはかりながら一緒に問題解決を図っていく。そのために看護師には、チーム医療

の要として、問題を早期に把握し、アセスメントし専門職につなげ解決に導ける力が求められている。

　次に下山保健師から、京都府の針刺し事故の HIV 感染防止体制整備マニュアルがあり、予防服用

フローチャートに添って判断し、予防薬分与依頼書（予防薬配置病院にある）を記入し、予防薬配置

病院へ持参し薬をもらうことについての説明と派遣カウンセリング（無料・予約制）についての発表

があった。
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恋愛とデート DV　～友達はどうしたらいいか～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ウィメンズクリニック・かみむら

ワイズメンズクラブ　岡山クラブ

上　村　茂　仁　

　

デート DV について中学生でも十分理解できるように説明

を工夫した。デート DV とは精神的、肉体的苦痛を被害者

が感じるような行動を加害者が一方的にとっても付き合い

が自然と成り立っている場合、または被害者は意識してい

なくても客観的に見て理不尽な行動を被害者がとらされて

いる場合を言います。その時、加害者は被害者に力（パワー）

を使ってその行動を実行しています。理不尽な行動とは : 束

縛、性行動、支配、金銭依存、癒しを求める、人目を気にする、

自分の立場を守る など。それを実行させる力（パワー）は 

暴力、約束、罵声、蔑み、恋愛依存、寂しさ、居場所、セッ

クス、結婚、妊娠、経済的 などの事です。恋愛関係はデー

ト DV に成ったり戻ったりゆらゆらと動いている関係を言

います。DV に向かおうとする力、良い関係に戻ろうとする

力、それらの力の押し引きが恋愛には起こります。そして相

対的に DV の方向に押し込まれつつある関係が DV 予備軍、

押し込まれたら DV です。途中押したり引いたりと普通の

恋愛関係と変わらない行程をたどるので、被害者も加害者も DV の関係にある事をあまり気づきませ

ん。客観的に 2 人を見られる人、それが友人です。友人が DV に気付き、対応するのですが、DV 被

害者の悩みはパートナーと別れる事ではなく、何とか又元のいい関係に戻りたい、またはどうやった

ら又相手が元の優しい人になって目のように幸せに付き合ってゆけるか、なので別れろでは、相談者

の希望と違う判断であり、友人に相談してくれなく成る可能性があります。友人は DV に気付き、相

手の話を否定しないでしっかり聞いて、ひたすら寄り添う、これが基本です。被害者がパートナーよ

りも友人を居場所と考えてくれるように成らなければ、被害者を助ける事が出来ません。ただし命に

関わるような危険がある場合は信頼できる大人に繋ぐように説得する必要があります。その為に私た

ち大人は、子どもからもう一度信頼してもらえるような存在に成らなければ行けません。子ども目線

で考える、その為にも勉強が必要です。大人みんなが輪になって子どもを見守れる仕組みの構築が大

切です。

　当日は教室いっぱい参加者が来てくださってとても盛り上がった会に成りました。講演後も意見

の交換や、連絡先の交換を皆さんと行う事が出来、今でもメールで話し合うような関係をたくさん作

る事が出来ました。

 

上村茂仁

岡山市北区本町 4-18 コア本町３F　ウィメンズクリニック・かみむら

TEL:086-803-5338     kamishige0315@gmail.com
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Exhibition 0.03

Homme

世界のコンドーム、AIDS 予防啓発の CM の上映と広告の展示を行いました。“身近なところから

の予防啓発”をテーマに、世界中のコンドームの CM をスクリーンで上映し、タブレットで静止画の

広告をスライドショーにして展示しました。日本ではあまり見掛けることのないコンドームや AIDS 

啓発の珍しい広告を上映展示することで、私たちと同世代くらいの若年層の方にも受け入れやすい予

防啓発の活動の一つになったと思います。

Homme 代表　加藤梨奈

rinakato1108@gmail.com

HIV 対策におけるセクシュアリティー教育の必要性

BASE　KOBE

教育とセクシュアリティーについて神戸市教育委員会との共働についてのプロセスのご紹介。

BASE KOBE 事務局

〒 654-0152  神戸市東灘区住吉東町 2-5-15

Tel&fax（078）851-2723　　HP　http://base-kobe.net
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京都府・京都市共催　性感染症研修会

新学習指導要領に学ぶ「生きる力」の育み方

～エイズ教育の実践が被災地の「こころのケア」につながった～

公益社団法人地域医療振興会

ヘルスプロモーション研究センター

AIDS 文化フォーラム in 横浜運営委員

岩　室　紳　也　

HIV/AIDS の予防啓発を行っていると、文部科学省も推進している「生きる力」の醸成、すな

わち知識を伝えるだけではなく、知識を共有する仲間とのコミュニケーションがなければ予防

は難しいことを実感させられます。一方でこころを病まないためにも生きる力、すなわち他者

とのコミュニケーションに学ぶことが不可欠です。「生きる力」の醸成を基本としたエイズ教育

を展開し続けていた時に東日本大震災が起こりました。岩室は震災前に岩手県陸前高田市の青

年会議所等と交流していた関係もあり、いま陸前高田市や宮城県女川町でヘルスプロモーショ

ンの理念に基づき、居場所づくりの観点からこころのケアを含めたまちづくりのお手伝いをさ

せていただいています。すべての健康づくり活動は根底でつながり、多方面での応用が可能で

あることを紹介しました。

岩室　紳也

〒 102-0093 東京都千代田区平河町 2-6-3　都道府県会館 15 階

公益社団法人地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター

Tel: 03-5212-9152　Fax： 03-5211-0515

〒 243-8588　厚木市水引 1-16-36　厚木市立病院泌尿器科　Tel：046-221-1570　Fax：046-222-7836

URL：紳也 ’s HP　 http://iwamuro.jp/ 　災害時の公衆衛生 　http://www.koshu-eisei.net/saigai/saigai.html
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セクシュアリティーの多様性について

～多様なヒューマンセクシャリティの基礎理解を深める～

大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類

山中　京子

HIV 感染症は、性行為によって感染する疾患であ

り、その特徴によってこの疾患に対する社会の態度

そして HIV 陽性者のこの疾患をめぐる経験も深い影

響を受けている。そこで、このセッションでは、こ

の疾患に対する社会の態度そして HIV 陽性者のこの

疾患をめぐる経験について理解を深めるため、性行

為を含むヒューマンセクシャリティ全般について基

礎理解を得ることを目的に本セッションを実施した。

われわれの社会では、ヒューマンセクシャリティ

は、「私的な事柄なのだから、人前でおおっぴらに語るべきことではない。」、「恥ずかしいことがら」、「日

常会話の中で、冗談やからかいの対象とはなっても、まじめに語る事柄ではない」といった態度で扱

われがちである。そのために、ヒューマンセクシャリティについて、人々がその経験を語り、それを

他の人と共有し、また、その経験について他の人々と一緒に考える場所は多くない。また、このよう

な状況のために、ヒューマンセクシャリティに関する事柄は、人々の思い込み、意見、限られた情報

による断定などが「事実」として流通する結果につながっていると思われる。一方ヒューマンセクシャ

リティについて一定科学的な態度で分析や考察しようとする人々もおり、その人々の動きはすでに性

科学という学問として結実している。この性科学によって明らかにされているヒューマンセクシャリ

ティの基礎知識に触れ、そのことについて参加者が共に学び合い、考えることをめざして本セッショ

ンを実施した。

性科学の基礎知識として、人間の性的な発達を受精の瞬間から成人に至るまで遺伝子、ホルモン、

性器、性自認、性役割、性指向のレベルから捉える考え方が紹介され、その知識を基礎に多様な性の

あり方が身体的性、身体的性と性自認の関係、性指向などの諸側面で見られることが説明された。ま

た、性科学者であるミルトン・ダイヤモンドによる「自然は多様性を生むが、社会はそれを規制する」

という言葉が引用され、このような多様性が自然に生じてくるヒューマンセクシャリティに対して、

われわれの社会は「異性愛主義」などの考え方が支配的であり、そのことが性的に少数者である人々

を差別し、抑圧し、その人々がありのままの性のあり方を表現できない状況を生んでいることが指摘

された。また、「われわれは何のために性行為をするのか」という根本的な疑問について、ハービー・

ゴクロスの提唱した①性的な快感（身体的、精神的）を得るため、②ある特定の人と近づき、親しみ、

より知り合うため、③誰かを相手に性行為を通じて自分の何かを証明するため、④子どもを生むため、

⑤自分を認識するため、という考え方が説明された。その説明を元に参加者からはいろいろな状況で

の性行為の持つ意味について、議論が行われた。その他に、ヒューマンセクシャリティが持つ個別的

対社会的、身体的対心理的、個人的対関係的といった両側面について、説明がなされ、その両立ある

いは混在の中にわれわれの社会のヒューマンセクシャリティがあることが確認された。

その他に様々な質疑応答や議論がなされたが、紙面の関係でここでは残念ながら省略する。確かな

ことはこのセッションがヒューマンセクシャリティについてまじめに共に語りあい、意見を交換でき

る場所であったことである。このことを何よりもうれしくここに報告したい。
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お坊さんが行う中学校性教育授業　～性と生を考える～

浄土真宗本願寺派 僧侶（浄誓寺：佐賀県伊万里市）

古　川　潤　哉　

（佐賀エイズ研究会、佐賀のホスピスを進める会、性と生

を考えるネットワーク佐賀、医療法人光仁会西田病院 倫

理委員／緩和ケアボランティア副代表）

実績のある先生方や、佐賀県 DV 総合対策センターの紹介により、外

部講師枠を頂いて、僧侶（お坊さん）として、生と死から性を考える授

業を実施している。感想文から、性教育に関わる大人の立場や職種を拡

げる意味や、生徒、学校側へのインパクトという点でも面白い反応が見

られている。

　「性」を保健、健康分野の問題に限定せず、死生観を中心に「いのち」

として、生きることの要素として捉える話を中心とする。思春期の心と

体の変化は、いのちを次代へ繋ぐ準備が行われているものと認識し、自

然なことであると受け止めるように伝える。何にしても、予防は大切だ

が、知識だけで防げる訳では無い。ただし、知らなくてよい理由にはな

らない。様々な失敗を経験しても、だからこそ、そこから何を学び、ど

う生きていくのかを大切にする方向性で、どんなことがあっても、どういう状況に陥っても、精一杯

生きることが「いのちを大切にする」ことであり、禁止や否定よりもまず受容のありかたを考える。

・「いのち」を大切にってどういうこと？

・生きることと死ぬことは別のことでは無く、死に向かっているのでもない。

・わたしの「いのち」はどこからどこまで？　・私が生まれてきた縁としての性

・いのちの有限性と無限性、縁。　・思春期の悩み（それはそれでいい。比較しても、焦ってもしょうがない）

・いい男の選び方（あなたは大切に思われてる？）など

浄　誓　寺

〒 849-5261 佐賀県伊万里市松浦町桃川 3163　http://furujun.info

本願寺新報 11 月 20 日号より
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みんなで考える日本の HIV/AIDS

IFMSA-japan　SCORA

Internat ional  Federat ion of Medical  Students’ 

associations（国際医学生連盟）という団体の SCORA（性

と生殖・AIDS に関する委員会）では主に、同じ世代や

同じ志を持った人同士で HIV/AIDS について話し合い情

報共有する peer education を行っています。

今回のこのフォーラムでは学生、特に今後医療従事者となる学生の視点から peer education をさ

せていただきました。日本の HIV 感染の変遷や HIV/AIDS についての知識、日本と比べ世界では

HIV/AIDS に対してどのように考えられ、日常生活でどのように予防啓発されているのかなどをグ

ループに分かれてクイズに答えてもらいながら情報共有しました。そして最後に今自分ができること

について考えていただきました。正しい知識を身に着けること、まず身近な人や同世代同士で知識を

共有してみること、勉強会を開催し広報活動をすること、HIV 陽性者と共存しているという事実を知

るということ、といった貴重なご意見をいただきました。最後のアンケートにて、初対面の人との話

し合いの場があった、楽しみながら参加できた、詳しく知ることができた、というご感想を多数いた

だきました。発表側の私たちも参加者の方々の見方や考え方を知ることができとても勉強になりまし

た。今後も HIV/AIDS について深く考え、多くの人と広く共有していきたいと思います。発表の機

会を与えてくださりありがとうございました。また参加していただいた皆様ありがとうございました。



23

これからの HIV 検査の方向性は？

～有用で、そして安心して受けられる HIV 検査とは？～

岡山市保健所 中　瀬　克　己

大阪府公衆衛生研究所 川　畑　拓　也

京都市 伊　藤　正　寛

地元京都市を含め自治体で HIV 検査に携わる３名＋岡山

県から参加した山陽学園大学の学生５名＆教員１名。団

体ではありませんが、このコーナーは、エイズを考える

上で大切な公設の HIV 検査に関わる３名と大学生＋教員

が受け持ちました。

京都市保健所伊藤医師から京都市の行う HIV/STD 検査

の状況と感じている課題の紹介があった。年間 3000 人が利

用するが総数はこの４年頭打ちで夜間、土曜検査が増えて

いる。MSM は 8% 程度だが陽性率は 0.2% 程度で高くなっ

ておらず、受けやすい環境づくり啓発資材の工夫、NGO と

の連携を進め、検査陽性者への支援を充実させてゆきたい、

と抱負を述べた。続いて岡山市保健所中瀬医師から各国の

NGO 等が行う HIV 啓発活動や検査について、その特徴や文化的な背景説明と、今後の我が国におけ

る多様化した検査選択での方向性について議論したいと提案があった。引き続いて岡山から参加した

山陽大学看護学生５名によるクイズがあり、アイスブレークの質問では笑いも多く、会場と一体となっ

て大変和やかな内に意見交換の時間が過ぎた。

参加者からは、イベント検査でのプライバシー保護や迅速検査結果の返し方、郵送検査の信頼性、

女性感染者は報告が少ないだけでなく本当に感染している人が少ないのか？という疑問、妊婦健診で

精密検査となった場合の受検者の心理的負担等の意見があった。なお、大阪府内での MSM 向けの取

り組み報告を準備していた大阪府公衆衛生研究所川畑氏は都合で急遽参加できなくなった。

学生は午後のユース企画や実際の検査にも参加したので、併せて色んな感想を述べています。夜間、カッ

プルでの検査やパートナーの検査など受けやすくするためにいろいろ工夫されている事が分かった。受検

回数が２回以上の人が少しずつ増えているので、良い傾向だと思った。どんな検査をしたいか、との問い

に皆バラバラの回答で、何でそれは嫌かという意見を聴き自分では考えつかなかった問題点もあるんだと

気づきました。意見交換できる場所は本当に大切だと感じました。グループワークに参加し性行為につい

ての考え方の視野が広がった。AIDS について今までと違った考え方を持てるようになった。など得たも

のは大きいようで、周りの友達にも伝えてゆきたい、色んな人たちに広めてゆきたい、と言っています。

また、学生が少なかった、来年は親子で学べるものを発表したい、ユース企画が良かったが、いか

に皆が来る場所でできるかが鍵だと思いました、という声や、若い世代に伝えてゆく事が大切だと思

いました、といった声もありました。普及啓発というのは、簡単なようで難しいと思いました、とい

う来年への元気を貰った感想で締めくくりたいと思います。

岡山市保健所　中瀨克己　〒 700-8546 岡山市北区鹿田町 1 丁目 1-1　

Tel 086-803-1200  　Email:katsumi_nakase@city.okayama.jp
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“恋愛”を通じて考えよう！私たちの“性と生”

～青少年によるワークショップ～

公益財団法人　京都市ユースサービス協会

子どもから責任ある大人へと成長する青少年を支援して

いく“ユースサービス”の理念のもと，市内 7 カ所の京

都市青少年活動センターや，京都若者サポートステーショ

ン，子ども・若者総合相談窓口などを運営しています。

私たちは「HIV/AIDS」についての理解を広めるにあたり，

その前段階として特に学生年代の方が自身の恋愛や性に対

しての価値観について考えてもらうためのきっかけ作りを

ねらい，大学生のボランティアスタッフと共にプログラム

を企画・運営しました。

■まずは【自身の性（男性 / 女性など）でトクしたことやソ

ンしたこと】をテーマに参加者同士でざっくばらんに話すこと

から始め，それぞれが日常で感じていることなどを話題にあげました。一部を紹介すると，

○映画の割引は平等にしてほしい！　○男性だからと荷物持ちさせられる

○男性の方が服装が楽で羨ましい（職場・フォーマル）　○専用車両は本当に必要？

○男女で給料差があるところも　　　○料理の取り分け量に差がある

○女性の方が見た目を色々求められる（化粧・ムダ毛処理 etc）

○男性だってもっと美容化粧品を堂々と使いたい！　

○女性は料理を上手に作れて当たり前とか思わんといてほしい！　　…その他

など様々な話題があがりましたが，社会から求められがちな「女性らしさ」「男性らしさ」もあるといっ

た話題では「早く結婚しろ，子どもを産めというプレッシャー」が多いという話も。「結婚後の仕事・

家事・育児はどう分担するのか？」といった話題でも男女ともに様々な意見交換がされました。

■参加者の感想からは，

○色んな人と恋愛を通じて多様な話しが出来て良かった　○異性の本音が聞けた

○同性と共感できた　　○異性の意見が聞けて，貴重な時間になった

○性別や歳などで考え方が違うのも面白かった　　　…その他

など様々なコメントが寄せられ，参加された皆さんには多くの気づきがあったようでした。青少年

活動センターでは，若者を対象にしたこのようなプログラムや恋愛や性などの相談などにも応じてい

ます。興味を持たれた方はぜひお問い合わせください。

公益財団法人　京都市ユースサービス協会　事務局

〒 604-8147 京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町 262

京都市中京青少年活動センター内

E-mail: office@ys-kyoto.org　URL: http://www.ys-kyoto.org/

TEL: 075-213-3681 FAX: 075-231-1231
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京都市 HIV 即日検査

京都市では，HIV（性感染症）検査と正しい知識の普及
啓発を中心に，エイズ対策に取り組んでいます。

1　受けてみよう！ HIV 即日検査

その日のうちに結果が判明する，HIV 抗体検査を無料・匿名で実施しました。

日　　時：10 月 7 日（日） 受付 10：00 ～ 13：00，14：00 ～ 15：00

 結果 14：00 ～ 16：30

受付人数：65 人

使用場所：3 階・4 階

所　　感

昨年に引き続き，2 回目の実施でしたが，昨年と同様に多くの方に受検いただきました。（昨年の

受検者は，69 人でした。）

今年は，検査会場を広くとれたことや検査スタッフを増員したことにより，混雑なく検査を実施

することができました。

初めて検査を受けていただく方もあり，より身近に HIV 検査を感じていただく機会となったの

ではないかと思います。

心配や不安がある時には，いつでも相談や検査が受けられるような保健センターを目指して取り

組み続けたいと思います。

2　パネル展：知っていますか？ HIV/AIDS のこと

1 階受付から，講演会場までの廊下に 12 枚のパネル展示を実施し，併せて啓発パンフレットやレッ

ドリボン（あかりん）ピンバッジ等を配布しました。

日　　時：10 月 6 日（土），10 月 7 日（日）

使用場所：1 階廊下

所　　感

クイズを併せて掲示したことにより，関心を持ってパネルを見ていただ　けたのではないかと思

います。

パンフレットやピンバッジも多くの方に持ち帰っていただき，来場でき　なかった方へも普及の

機会となったと思います。

京都市エイズ予防啓キャラクター

あかりん

　京都市　保健福祉局　保健衛生推進室　保健医療課

〒 604-8571　京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地

Tel:(075)222-4421　Fax:(075)213-2527

関連 URL　http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/soshiki/8-5-1-0-0_12.html
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シンガーソングドクター　江藤天音

トークショー＆ミニライブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10 月 7 日（日）12:00 － 12:45 ; バザールカフェ

内科医の傍ら、シンガー、そしてラジオのパーソナリティーとして

活躍している、シンガーソングドクター。京都 AIDS 文化フォーラム

のテーマソング「ひだまりの場所」を提供。現在、全国 56 局のコミュ

ニティＦＭに配信している「お台場レインボーステーション」で、ラ

ジオ番組「天音’s エン女医クリニック」のパーソナリティーを担当

している。プライベートでは 2 児の母親でもある。沖縄生まれという

こともあり、自然に出る独特のこぶしと、裏声を使わない４オクター

ブの声域が特徴。

医師という経験をもとに、生や死、愛をテーマにした作品を多く作

り出している。

今回は、エイズに関する話題を扱ったブログの中から印象に残った記載を紹介、独自の視点からエ

イズについて語っていただきました。

ミニライブでは、エイズ文化フォーラム in 京都　テーマソング「ひだまりの場所」をはじめ計 5 曲、

披露していただきました。

 

記録：運営委員 白野倫徳

大阪市立総合医療センター感染症センター　

〒 534-0021　大阪市都島区都島本通 2-13-22

TEL 06-6929-1221 FAX 06-6929-1091

E-mail：shirano@wonder.ocn.ne.jp

▲
受　付

▲
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シンポジウム：HIV/AIDS と性教育の果たす役割

講　師：徳永　桂子
（幼児教育、DVD に関する助言者）

大江亜紀子

（京都人間と性教育協議会）　

　　　　関口　久志（京都教育大学）

下山　美穂（京都府）

　　　　

3 人の各専門分野からの貴重な実践を通した内容

を聞くことができた。性の問題を幼児から青年期に

至るまでの急速な発達の時期にわたって、子どもの

成長に繋げての内容であった。また学校教育だけで

なく家庭や社会の分野も網羅しての話も含まれ、そ

の意味でめずらしいシンポジュームになったと言え

る。前半の各講師の持ち時間が 20 分と短かったが、

後半の時間帯にその分を補っていただき、より深い

内容に触れていただくこともできた。

参加者からの質問が少なかったことが残念であっ

たが、会場が広く発言がしにくい面もあったのかとも思われた。しかし感想文は多くの方が書いてお

られ、参加者の受け取り方が伝わってきた。

以下感想文の中からの抜粋である。

・いろいろな場でがんばっておられる実際の話が聞けてとても有意義でよかった。

・今の現状や、各々講師の皆さんの取組みを伺って、いろんな人がいろいろな場所で取組みを続け

ることの大切さを思いました。今いる地域でも同じ状況にあると思う。今の講義を参考にして、

つながりながら少しずつ継続して行こうと思いました。

・落ちているコンドーム残念ながら多いですね。MSM に向けて配っている立場として、何とかし

なければいけない問題だと思います。( 注・幼児期からの感染症からの予防教育の内容からの感想）

・幼児期から性教育の有意性を感じました。ジェンダーの受難者となりがちな男性の話も大変興味

深く、これからの伝え方なども考えさせられました。学校教育と現状のギャップを誰が埋めよう

として、誰が邪魔をしているのだろう？社会全体の連携が難しい中で、せめて学校教育だけでも

何とかできないだろうかと思いました。

・「相手に嫌な思いをさせたくないから言わない」。「ことばで伝えない」について、今身近に関わる

青少年の方でも多く見られます。日頃のコミニュケーションでも見えるなか、きっと性に関して

も悩んでいる部分があるはずですが、「性」についての相談は青少年自身も相談しにくいと思って

いるようで、そういった話ができる信頼関係づくりをもっともっとして行きたいと思っています。

・性教育は人間が生きてゆく中でとても大切なコトを考えるものだと思う。今回は役割について焦

点をあてていたが、日本の中で全体的にはどうなっているのか、大きな全体像をはじめに示して

もらい、細部にはいっていくとわかりやすかったと思う。
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徳島のセクシュアルマイノリティ支援の取り組み

SAG 徳島　戸口太功耶（可憐＝斬）

SAG 徳島は、セクシュアルマイノリティ ( 性的少数者 )

の方々の心理的・社会的支援に貢献し、セクシュアルマ

イノリティについての社会の理解を促進するための援助

を行うグループです。

今回の発表では、SAG 徳島が取り組んできた「徳島にお

けるセクシュアルマイノリティ支援の取り組み」について

報告した。全体の構成としては、「1. SAG 徳島とは？」、「2. 

SAG 徳島のこれまで」、「3. 地域独自の支援と援助のあり方」

の 3 部であり、そして、それらの内容の合間に「SAG 徳島

紹介ムービー」の上映、「ソーシャルネットワーキングサー

ビスを実際に使ってみる」ということをおこなった。

「1. SAG 徳島とは？」では、場所、メンバー、活動内容について報告し、「2. SAG 徳島のこれまで」

では、大学文化祭、やっぱ愛ダホ！アクション、ワークショップイベント「セクシュアルマイノリティ

を知ろう」や、特別国際講演会「アメリカと日本における LGBT カウンセラーとクライエントの実際

と現状」の報告と、そういったイベントを参加者はどのような方法で知るのかについて発表した。

これらの活動を踏まえ、「3. 地域独自の支援と援助のあり方」では、SAG 徳島の独自性について報

告した。その独自性というのが、「交通の不便さに対して逆にネットを利用した情報発信をしている

こと」、「教員を先頭に大学員生が主体となることでまとまりがあること」、「学内外、県内外問わずに

開かれていること」、「参加者のセクシュアリティを問わないこと」、「研究活動もおこなっていること

で参加者や関係者へ知識を提供することができること」、「個々人の人脈を駆使してそれを活かしてい

ること」、「設立間もないために慣習も伝統も浅く、あらゆる人のアイディアを活かせること」、「徳

島以外の四国の団体、香川、愛媛、高知で協力し合えること」の 8 つである。ここからさらに、いわ

ゆる「地方」地域の、「地域独自」の支援と自助のあり方について考察した。そこで見えてくるのが、

首都圏や都市の団体のやり方の、一見して「主流に見える」やり方に巻き込まれない、その地域に見合っ

たやり方を見出すことが必要であること、ラジオ、新聞などの情報媒体の利用や参加者の無条件によっ

てオープンにしていくこと、参加者のやりたいことがやれる、言える場と雰囲気を作ること、何かし

らの致命的な短所に対して、何が長所として活かせるか独自に発想をすること、これらの 4 点である。

以上の内容を本発表では報告した。

SAG 徳島

所在地：徳島県鳴門市鳴門町高島字中島 748 番地

　鳴門教育大学　臨床心理士養成コース　葛西研究室内

団体連絡先：sag.tokushima@gmail.com　相談連絡先：mkasai@naruto-u.ac.jp

WEB サイト：https://sites.google.com/site/sagtokushima/

Twitter：@SagTokushima 　https://twitter.com/SagTokushima　Facebook：SAG Tokushima 

http://www.facebook.com/pages/SAG-Tokushima/424913557544131
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免疫力を高めて癒しましょう。

リンパマッサージ（体験）と無煙社会（実現）

SKGH in NARA

（後藤千寿子・大橋佳恵・勝冶奈緒美・梶　育世

・真鍋美江・田村猛夏・畠山雅行）

リンパマッサージ（体験）と無煙社会（実現）により免

疫力を高めて癒します。エイズと結核とがん（乳がん）

の謎に注目します

リンパマッサージ（体験）と無煙社会（実現）とエイズと結核とがん（乳がん）の謎

発表・展示内容：免疫力をきたえよう

1. リンパマッサージの体験　

2. 無煙社会の実現　

3. エイズと結核とがん（乳がん）の謎

4. 今回のアンケート

一緒にリンパマッサージ（体験）と無

煙社会（実現）しませんか。

無煙社会の推進（- 受動喫煙の影響 -）

◇エイズ・①結核の予防と乳がんについて早期発見と治療を学習

します。アンケートによる第３者評価も実施します。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を行ないます。③リンパマッサージ（体

験）と無煙社会（実現）を学習します。アンケートによる第３者評価も実施します。

◇アンケートの結果 : 総計 142 名回収（内 18 名無効回答）。（男 44 名：女 140 名：：性別不明 3 名）

◇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、結核アンケートや乳癌アンケートやリンパマッサージ（体験）と無煙社会（実現）

の正解率は低い傾向が認められます。

◇まとめ：アンケートの分析と評価から、今後はエイズのみならずエイズ合併症の結核やまた、がん

についても参加者に正しい知識を伝える必要性があると考えられました。「乳房乳がんモデル」等を

利用しての乳癌自己検診の普及啓発が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。

SKGH in NARA

代表者　畠山　雅行

連絡先：Ｅ mail：m-hatake@m4.kcn.ne.jp   
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セックスワーカーのセクシャルヘルス

～当事者はどう見ているか

[SWASH、SWEETLY、Girls Health Lab for Workers]

【趣　旨】

セックスワーカーに対して様々な活動を行なっている３団体が、現状分析とそれに対するアプロー

チや効果、展望を発表しました。

【発　表】

★ Sweetly

SWEETLY は関西で活動しているセックスワーカーの自助グループです。セルフヘルプカフェ形式

で当事者同士が出会い語り合える場を作る活動を中心に「辞めたい人が辞めるためのサポート、働き

続けたい人が安全に働くためのサポート」をしています。当事者同士が出会うことから「セックスワー

クは労働であり、私たちは犠牲者ではなく労働者だ」という意識が生まれ、力を得ています。

連絡先：Facebook：facebook.com/SWEETLY.jpn　　Twitter：@SweetlyCafe

Mail：sweetly.cafe@gmail.com

★ SWASH

セックスワーカーとそのサポーターで構成されたグループ、SWASH が発表しました。セックスワー

クに関わる人びとの健康と安全の問題を解決するためには、現実に起こっている問題をきちんと調査・

分析して、そこからどうやって解決に向かえばいいのかを考えることが大切です。今後も、様々な団

体と協力しながら、健康と安全の問題の解決を目指したいと思います。

連絡先：WEB：http://swashweb.sakura.ne.jp/　　Twitter：@swash.jp

  Facebook： facebook.com/sexwork.swash  

★ Girls Health Lab for Workers ガールズヘルスラボ・フォー・ワーカーズ

風俗嬢向けの STD 情報サイトを運営しているタミヤが発表しました。４兆円規模の産業にもかか

わらず、労働者、顧客の健康は守られないままになっています。風俗産業ならでは問題ももちろんあ

りますが、同時に、性の知識の乏しさや、労働、貧困の問題でもあります。我々ワーカーからの問題

提起や解決の糸口をシェアし、実際の動きに反映していきたいと考えます。

連絡先：WEB：http://www.girls-health.jp/　　Twitter：@GHLfav 

【まとめ】

教室は満席となり、セックスワーク関連の情報の少なさと関心の高さがうかがわれました。HIV 予

防啓発において、SW に対するアプローチは不可欠ににもかかわらず、実際の援助にはつながらない

偏ったイメージばかりが先行し、公的な支援が受けにくい現状があります。こういった機会に現場に

何が必要なのかを皆さんと考え、様々な団体とますます協力を深め、現場に還元していきたいと思い

ます。来場者の皆様、ありがとうございました。
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保健・教育の現場で良い相談相手になるには

 

精華学園高等学校　町田学習センター

センター長／カウンセラー　椎　名　雄　一

  

相手を理解する。わかっているようでなかなか出

来ないことです。教育の現場で問題がおきるとその

生徒が悪いという心の壁がいつの間にか出来てし

まって、そのモノサシでしかみなくなります。そう

なると悩んでいる人は心を閉ざしてしまいます。

実際に保護者の方が「うちの子は漫画とゲームば

かりで、、」と言いながらも漫画のタイトルすら知ら

ないことも少なくありません。それでは良い相談相

手になるどころか溝を深めてしまいます。学校に行

けないことを良くないことと考えるのは学校、親の立場の正論です。でも、実際に不登校の生徒、ひ

きこもりの生徒としっかり話し合ってみると彼ら、彼女らの方が正論であることも少なくありません。

表現をしたい生徒に受身の授業ばかりを何年もしていたら良さが伸びません。本人の意思とは関係な

く、学校に行けないことを「頑張ろう」とアドバイスをする大人。でも、頑張ってもダイエットできない。

禁煙できない大人と何ら変わりはないのです。その本質を多くの人に知っていただき、子どもたちの

本当の力を伸ばせる教育を目指して活動しています。

私たちはつい良い相談相手になろうと本気で思っていても、気がついてみると自分の思いをぶつけ

ているだけで本当の意味で相手と同じ視点には立っていないことが多いのです。これはマイノリティ

に苦しむ多くの人たちに言えることです。対うつ病の人、対被災地の人、対ひきこもりなど全てにお

いて、本来、支援者は知らない領域の問題を扱うのですから、充分にその当事者の気持ちを知る必要

があります。そして、その上で、自分自身をしっかりと知り、環境に振り回されない自分になる方法

をこの講座ではボーイスカウトなどで使うゲームや心理学を使った演習を通して体感していただきま

した。途中涙ぐまれる方が多いほど、身近な体験に思い当たる方も多かったようです。

来場者感想：

●２時間があっという間でした。難しい講義ではなく体感で人との距離感や関わり方を伝えていただ

いた気がします。（20 代・教育関係）

●カウンセラーの仕事への理解があまり無かった気がします。素晴らしい職業なんですね。ものすご

く充実した時間でした。（20 代・保健医療関係）

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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薬　物　依　存

特定非営利活動法人　京都 DARC

薬物依存症者回復施設です。ダルクの目的は、薬物依存

症から回復したいと望む仲間の手助けをすることだけで

す。

［展　示］

6 日、7 日と地下ブースにて、京都ダルク

の各パンフレット配布

ダルクご案内、ニューズレター、家族プ

ログラム紹介、女性ハウス「ワイオリ」案内、

９周年フォーラム案内など）及び、薬物関

連書籍販売。

　　　　　　　

［発　表］

7 日、地下 5 号室にて、施設長の加藤から京都ダルクの概要説明と利用者６名によるモデルミーティ

ング（日頃、ダルクで行れているミーティングをそのまま会場にて）を実施。

モデルミ－ティングは、京都ダルクの仲間５名と司会者で、『偏見と差別と薬物依存』のテーマで

行いました。参加した仲間の内２名が、HIV 陽性者であるとカミングアウトして、それぞれテ－マに

沿った体験談を話しました。（ミーティング内容は、ダルクの規定『外部に対して秘密とする』により、

詳しく記載出来ません。）

その後の質疑応答では、来場者２名の男女の方から質問が有りました。女性の方は、「友人が大麻を、

吸っていて心配しているが、どうしたら、辞めさせることができるか？」男性の方は、「『ダルク』と

か、『薬物依存』という事を、テレビなどで、聞いたことが有りましたが、当事者のナマの話を聞いて、

身近にそういう問題が有る事に、驚きました。そして『ダルク』は、そうした問題を、支援している

施設ということを知りました。」とおっしゃっていました。

おふたりのご質問に、施設長の加藤がわかりやすく答えました。

　　　　　　　

薬物依存症と HIV とは、関わりが少なからずあると思います。

次回以降の「AIDS 文化フォーラム in 京都」にも参加させて頂きたいと思います。　　　　　　　

　

特定非営利活動法人　京都 DARC　

〒 612-0029　京都市伏見区深草西浦町 6-1-2 サンリッチ西浦 1F　  

TEL:075-645-7105　　FAX:075-634-7869

URL:http://www.yo.rim.or.jp/~kyo-darc/ 
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「みんな集まれ！（・∀・）～若者によるシンポジウム～」

全国青年赤十字奉仕団

京都市ユースサービス協会

紅　紐・HOMME・サノチカ・みるく・る

IFMSA-japan SCORA

内　容

若者対象の啓発活動をしている 7 団体がコラボし、いくつかのテーマについて、パネルディスカッ

ションをおこなった。

テーマは「自分の受けた性教育って？」「性について話す場はあるか？」「社会、大人に対しての要

望は？」の 3 つ。フロアも巻き込んだ活発なディスカッションがおこなわれた。

　参加者アンケートでは、「自分と同じ世代の人が性に対してまじめに真正面に向き合っている意識

の高さを感じ、自分の意識も高められた」、「これだけたくさんの団体が集まるとおもしろいし、明日

から性教育を考えるきっかけになった」、「まじめに話す場というものがほとんどなかった中、突き詰

めて各団体の皆さんの想いや取り組みを聞くことができてよかった。貴重な体験になった」、「若い方

の性教育の意見が聞けて大変有意義だった」などの感想が寄せられた。

赤十字京都ユース

〒 605-0941　京都市東山区三十三間堂廻り町 644　日本赤十字社京都府支部内

【ＴＥＬ】　075-541-9326

【ＲＣＹ京都ＨＰ】　http://www.geocities.jp/rcykyoto/ 



34

浄土真宗と HIV/AIDS～若手僧侶と考えよう～

龍谷大学大学院実践真宗学研究科

成澤一行、宮本祐慈、三ヶ本義唯 

浄土真宗の若手僧侶がこれから HIV/AIDS に

対して何ができるのかを考える。

ひろがる、つながる、「ピア」の輪！！

From 長野県　HappyLife ☆ PEERS（サノチカ）

「ピア」の必要条件てなに？から出発した長野

での、いろんな仲間をつなぎ、ひろがった 10 年

間の活動。あなたの「ピア」、一緒に考えてみま

せんか？

クィア映画と性の多様性

ひびのまこと

「性」をテーマにした関西クィア映画祭が、9 月大阪、10 月京都で開催されます。その映画祭を作る

過程を説明しつつ、性的少数派の社会運動や、性の多様性について考えます。 

関西クィア映画祭 実行委員会

　メール：info@kansai-qff.org　　ウェブ：http://kansai-qff.org/
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青森県下北郡　風間浦村中学校との交流報告

―ケースメソッドを用いてＨＩＶ・エイズについて考えるー

同志社大学社会学部社会福祉学科

野村裕美ゼミ 4 回生

今年で 4 年目に入る、学校法人同志社との交流協定を結んでいる

青森県下北郡風間浦村への交流において、今年度は私たちが二年間

かけて学んできたケースメソッドを用いた討議による交流を企画、

実施した。

人口約 2600 人あまりの本州最北端のこの村には、保育所が一か所、

小学校が三か所、中学校が一か所ある。小学校ではいったん 3 つに

分かれるが、中学校で再び一緒に過ごすこととなる。中学卒業後は、

ほとんどの生徒が村外の高校（大間町、むつ市、青森市、八戸など。

高校進学とともに下宿生活が始まる生徒も多い。）へと進学、そのま

ま村に戻らず進学等で社会に飛び出ていく場合が多い。

これまでの 3 年間は、フィールド交流体験と題し、村内の福祉・

医療・教育施設に一日入り、さまざまな交流、職員の方々へのイン

タビューを行い、交流を深めてきた。今年度着目したのは、2010 年

度に本ゼミで実施した二つの小学校校長らへのインタビューから、以下の点に着目した。

・小学校の訪問により、子ども達と交流する中で、子ども達の協調性や自主性の強さを感じた。

・両校とも生徒数は全校 30 人程で、生徒数の少なさから複式学級を採用していた。

・実際に複式学級の様子を見学し、利点・課題の両方があることを感じた。少人数のため、教師次第

で自分たちのペースで学習が出来る。更に上下の関係や横の繋がりが強いため、協調性や自主性が

強い子が多いのだと感じた。しかし限られた人間関係の中での学習となるので、様々な価値観や考

え方、問題に触れることが出来ず、諸問題への適応能力や小学生という人間を構成するうえで非常

に大切になる時期に、体験できることのバリエーションが少ないことは大きな課題の一つだと思う。 

（2010 年度インタビュー記録より）

以上の点に着目し、今回の訪問が、村の子どもたちにとって、多様な価値観や考え方、さまざまな

社会問題について交流を通してともに考えられる機会となることを意図し、保健医療福祉を専門とす

るゼミにおいて HIV エイズに関する啓発も兼ねた以下の交流を企画することとした。

ケースメソッドとは、ケース教材をもとに参加者相互に討議することで学ばせる授業方法であり、

事例教育法の一つとして位置づけられている。起源は、ハーバード大学ロースクールで判例研究を用

いた討論授業で、1930 年代　ハーバードビジネススクールで経営授業を討議することで開発、日本に

は、慶應大学がいち早くこの手法を講義へと取り入れた

今回は、風間浦中学校の協力を得て、全校生徒（当日参加 53 名）の中学生と本ゼミの学生 10 名が

参加し、マジック・ジョンソンが感染を世に告白した経緯を討議用ケースにまとめ、ＨＩＶ・エイズ

について考えるケース討議を企画、実施した。「マジックが社会に与えたこと」と題し、4 回生学生が

全体討議のディスカッションリーダーを務め、9 グループに分かれての小グループ討議では、ファシ

リテーターは他の学生が務めた。フォーラム当日は、討議のプロセス、中学生の討議後の感想をすべ

て張り出し、参加者のみなさんに読んでもらうことができた。
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カトリック中央協議会　HIV/AIDS デスク

1995 年から、HIV/AIDS が「自分とは関係のないこと」

と思わないようにしようと啓発活動をしている団体です。

今年で 2 回目の参加です。京都には初参加の性別のある人

形 2 体が注目を集め、性別当てクイズをしたり、デスク発行

の小冊子やミニカードを配布できました。オリジナルのキー

ホルダー ( 十字架型のレッドリボン ) を携帯ストラップやピン

にリフォームする体験コーナーを設けました。身につけてい

れば、あなたは HIV/AIDS の理解者として見てもらえ、身

近な人から相談を受けることもあるかもしれません。その時

は寄り添って歩んでいけるようにと願っています。

開催者の趣旨の中に「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…」

とありますが、会場内で他団体と交流できたことも今後の活動の活力になります。

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　　Fax03-5632-4461　　E-mail:  hivaids@cbcj.catholic.jp

URL:  http://www.jade.dti.ne.jp/~jpj/HIV_Aids_desk/HIV-index.html

ジェクス株式会社
～エッチな話を真面目にしないとエイズはなくならない～

予防啓発の冊子とパネルの提供

〒 540-0012　大阪市中央区谷町 2 丁目 3 番 12 号

tel.06-6942-9002　　fax 06-6941-5234

http://www.jex-inc.co.jp
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学生の街 京都から発信し続けるグループ

「紅紐（べにひも）」

エイズ等予防啓発ボランティアグループ紅紐

紅紐は、京都府が養成し共に啓発活動をしているボラン

ティアグループで、レッドリボンネイルアート（協力：

サンスター株式会社）やパネル展示等を通じて、京都府

の若者から若者へメッセージを送っています。

１．レッドリボンのネイルアート

今年も学校法人京理学園京都理容美容専修学校

に御協力いただき、ネイルにレッドリボンを描

きました。

来場者に「かわいい」「きれい」と言っていた

だき、私たちメンバーもとてもうれしかったです。

これからもエイズについて多くの方に知ってい

ただくため、一人ひとりの手を握り、コミュニ

ケーションを大切にした啓発活動を続けていき

たいです。

２．パネル展示

紅紐メンバーが「恋愛」をキーワードに作成したメッセージと写真パネルを展示しました。

「『関係ない』って言い切れる人はいない。今は関係なくても、いつか、例えばあなたに、大切な人

ができた時」…。エイズを自分事として、そして大切な人と話して欲しい…。展示をご覧になった方

それぞれに答えを見出していただけのではないかと思います。

　また、紅紐特製啓発ポップ（昨年から引き続き HIV 検査普及週間に、株式会社ファミリーマート

の御協力により店舗のコンドーム販売箇所に掲出していただきました）を御紹介しました。

３．北部送迎バスでのＤＶＤ放映

今年のフォーラムは、京都府北部の方も参加していただきやすいよう送迎バスが運行されました。

その車内で、今年６月に開催した「紅紐ボランティア入門講座」を録画したＤＶＤを放映しました。

バスを利用された私たちと同じ年代の方から「分かりやすく勉強になった」との感想をいただき、

うれしいです。 

★紅紐は、月１回ミーティングをしています。詳しくは…

京都府健康福祉部 健康対策課 感染症・疾病担当

〒 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入

TEL 075-414-4723 　 Email kentai@pref.kyoto.lg.jp

紅紐ホームページ　http://nanos.jp/benihimo/　　　　　　
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京都府保健所のエイズ等予防教育

京都府健康福祉部健康対策課

京都府の保健所では、地域の高校や大学等と協働し、エイズ等性感染症に関する健康教育を実践し

ています。

今回、南部３保健所（乙訓、山城北、山城南）で作成した予防教育教材について展示紹介しました。

【内容】

京都府保健所の取組については、「シンポジウム：HIV/AIDS と性教育の果たす役割」でも御紹介

しました。

  【お問い合わせ先】

京都府健康福祉部 健康対策課 感染症・疾病担当

〒 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入

TEL 075-414-4723 　 FAX 075-431-3970

Email kentai@pref.kyoto.lg.jp

京都府ホームページ　http://www.pref.kyoto.jp/kentai/stopaids.html

【京都府保健所】

保健所 所在 電話

乙訓 向日市上植野町馬立８ 075-933-1153

山城北 宇治市宇治若森７－６ 0774-21-2911

山城南 木津川市木津上戸１８―１ 0774-72-0981

南丹 南丹市園部町小山東町藤ノ木２１ 0771-62-2979

中丹西 福知山市篠尾新町１－９１ 0773-22-6381

中丹東 舞鶴市倉谷村西１４９９ 0773-75-0806

丹後 京丹後市峰山町丹波８５５ 0772-62-4312
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AIDS 文化フォーラム from 横浜

ＡＩＤＳ文化フォーラム in 横浜

横浜で毎年８月、HIV/ エイズを広く文化の問題と捉える市民のためのフォーラムを継続していま

す。

展示内容：

今年の夏に実施した第 19 回 AIDS 文化フォーラム in 横浜の会場様子の写真や、オリジナルグッズ、

コンドームキャラクターうちわや過去の報告書展示を実施。来場者には、次回の AIDS 文化フォーラ

ムのチラシを配布して、「来年の夏は横浜のフォーラムで会いましょう！」と呼びかけました。

AIDS 文化フォーラムの活動が横浜から京都につながって、今年で 2 年目を迎えました。今後も横

浜と京都、東日本と西日本で相互協力し、HIV/ エイズから様々な社会的課題を一般に広く伝える取

り組みを続けてまいります。

AIDS 文化フォーラム in 横浜

〒 231-8458 神奈川県横浜市中区常盤町 1-7 横浜 YMCA 内

TEL: 045-662-3721 FAX: 045-651-0169 

E-mail: abf@yokohamaymca.org

URL: http://www.yokohamaymca.org/AIDS/
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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 年から横浜ＹＭＣＡが運営

を受託しています。

・パンフレット等の配布

センターが作成・発行している検査案内のパンフレットや、活動を紹介　するチラシを配布しました。

・啓発資材の紹介

センターが貸出を行っている啓発資材の紹介を行いました。画家のもた　いひでのりさんオリジナ

ルで、「Love is Free」と描かれたミニイラストパネルが大変好評でした。

初めて参加しましたが、熱心な参加者も多く、横浜での啓発活動を多くの人に PR することができ

ました。ありがとうございました。

横浜ＡＩＤＳ市民活動センター

〒 231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 3 丁目 39 番地尾上町ビル 9 Ｆ

TEL: 045-650-5421 　FAX: 045-650-5422　　E-mail: info@yaaic.gr.jp

URL: http://www.yaaic.gr.jp/



42

公益財団法人エイズ予防財団

エイズの流行に影響を受けている人々への支援が効果的な HIV 感染予防対策につながるとの認識の

もとで、エイズに関する情報・知識の普及や啓発、研究支援、国際交流の推進などに取り組んでいます。

・平成 23 年度「世界エイズデー」ポスターコンクールの受賞作品（ポスター）を展示

・全国 6 カ所のコミュニティセンターの活動について大型ポスターで紹介

・平成 24 年度「世界エイズデー」キャンペーンテーマを紹介するチラシを配布

　本年度テーマは「“ＡＩＤＳ”　ＧＯＥＳ　ＯＮ．．．～エイズは続いている」です。

・書籍『新エイズ予防指針とわたしたち』（エイズ予防財団編）の紹介・販売

・レッドリボンピンバッジ（大・小）による募金活動

・当財団発行 / 監修の小冊子、啓発グッズ（レッドリボン柄の折紙、コンドームなど）の無償提供

啓発グッズの提供や書籍販売を通じて、フォーラムに参加した人たちとの会話の機会をより多く得

られたように思います。とりわけ書籍に関しては、今年 1 月に厚生労働省から告示された改正エイズ

予防指針について分かりやすく解説した内容であることから、我が国のエイズ政策の基本となるエイ

ズ予防指針について理解を得る貴重な機会となりました。

エイズ予防指針については、その存在をまったく知らないか、知っていたとしても内容や存在理由、

影響力といったことまでは知らないという人が多く、今後５年間の我が国のエイズ政策を方向付ける

ものでありながら、その存在すら周知徹底がはかられていない現状が明らかになりました。そうした

状況を打開すべく、書籍発行に踏み切ったことの意義を再確認できたという意味では、勇気づけられ

る会話も数多くあり、有意義な参加ができたと思います。

展示については、会場の条件もあるので致し方ないとは思いますが、数カ所の小さなスペースに分散

されていたのは少し残念でした。参加者および展示出展者相互のコミュニケーションの観点からも、大

部屋的なスペースを用意していただくことが可能になるよう次回以降、ご検討いただければ幸いです。

公益財団法人エイズ予防財団

〒 101-0061　東京都千代田区三崎町 1-3-12 水道橋ビル 5 階

TEL： 03(5259)1811　　FAX： 03(5259)1812　URL： http://www.jfap.or.jp/
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仲間で乗り越えるＨＩＶ・ＡＩＤＳ

慶應義塾大学看護医療学部（個人）

今回は過去に慶應義塾大学看護医療学部よ

り奨学金支援を頂いた学生による有志グルー

プとして参加する。

カンボジア王国プノンペン市の現地人々に

よって運営される”Local NGO”について…

2009 年・2011 年に現地にて活躍する’Local 

NGO’を訪問した体験をもとに、カンボジア

の HIV/AIDS 事情、ローカル NGO の概要、彼らの活動の様子を模造紙・写真パネルを私用。当日は、

医療関係者、関西の看護学生、一般の方々に立ち寄っていただき、ディスカッションさせて頂いた。

国際協力研究会 PEACE、慶應義塾大学看護医療学部

http://blog.livedoor.jp/peace_keio/

日本赤十字社京都府支部

東日本大震災における日本赤十字社の働き

〒 605-0941

京都市東山区三十三間堂廻り町 644

tel.075-541-9326　　fax 075-541-1361

http://www.redcross-kyoto.jp/
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ロールバックマラリアの取り組み

ワイズメンズクラブ国際協会　西日本区　京都部

ワイズメンズクラブは 1922 年に米国で誕生した世界的な奉仕クラブです。世界では 1,573 クラブ、

28,755 名の会員。日本では 1932 年 6 月に日本区が設立され、80 年の歴史を誇っています。現在、西

日本では 87 クラブ約 1,634 名が、また京都部では 18 クラブ約 500 名が様々な奉仕活動を展開してい

ます。

展示会場においてブースを設置し、以下の展示を行いました。

　・ロールバックマラリア（マラリア撲滅関連事業）のパワーポイントによる上映

　・マラリア関連ポスターの展示

　・マラリア対策　殺虫蚊帳の現物展示。

　・献金箱（\4,519 円献金いただきました。西日本区を通じて国際に送金します）

ワイズメンズクラブ国際協会は国連の NGO として国際レベルの統一５ヵ年事業である国際統一事

業を展開しています。西日本区では区、部、クラブはそれぞれ独自に、あるいは共同（協働）して、

第１期（2005 年から）は HIV ／ AIDS 関連事業を展開しました。第２期（2010 年から）はマラリア

撲滅関連事業（RBM）ロールバックマラリアを展開しています。私たちは 2015 年までに 65000 個マ

ラリアキットを購入配布するために 50 万スイスフランを募金するために活動しています。マラリア

はエイズ・結核並んで世界三大感染症と呼ばれています。京都部では 2009 年までの 5 年間エイズ関

連の事業を進めてきました。今はマラリア対策事業に移りましたが、エイズ関連事業はこの会を中心

に継続していくつもりです。

ワイズメンズ国際協会　西日本区　京都部

　　　　　　〒 604-8083　京都市中京区三条通柳馬場東入中之町２

（公財）京都ＹＭＣＡ

　　　　　　　　　　　　　　　tel.075-231-4388　fax　075-251-097

　　　　　　　　　　　　　　　URL http://www.kyotoymca.or.jp

報告者　2012-2013 ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際協会西日本区地域奉仕・環境事業主任　笠井　俊明
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ケニア共和国ニャンザ州ビタにおける

HIV/AIDS の医療（学生の視点から）

滋賀医科大学・医学部・医学科 4 回生

伊藤孝助、伊藤史織、黄一欧、

谷村真依、村井峻悟

滋賀医科大学では 4 回生のカリキュラムに海外

自主研修を取り入れています。私たちはその研修

先にケニア共和国を選び、特にニャンザ州ビタ地

区での HIV/AIDS 診療の実態について研修しま

した。

慢性感染症となりつつある HIV/AIDS ですが、

世界的にみればまだまだ死に至る病である地域が

沢山あります。私たちはケニア共和国の中でも特

に HIV 陽性率が高いニャンザ州ビタ地区を訪問し、Mbita district hospital での臨床研修を通じてケ

ニア共和国での HIV/AIDS 診療の実態について研修しました。

HIV/AIDS に対するケニア共和国での対策として、病院では HIV/AIDS 患者の専門外来である

PSC（patient support center）や HIV/AIDS の自発的カウンセリングや検査を行っている VCT

（voluntary counseling and testing center）を設けることによって、確実に感染率を抑えることが

可能となっていました。すなわち 5 年前にビタ地区での HIV 陽性率は 40% 以上でしたが、現在では

26% にまで減少しています。しかし医師や他の医療従事者でも HIV に関する知識はまだまだ乏しく、

それが原因で内服のアドヒアランスの低下やウイルスの耐性化を招いている可能性があります。また

HIV/AIDS 診療の資金については、ケニア共和国では HIV/AIDS の検査・治療がすべて無料になっ

ています。それは世界基金（世界エイズ、結核、マラリア対策基金）や PEPFAR（アメリカ大統領

エイズ救済計画）からの援助によります。しかし、今後も海外からの援助に頼った HIV/AIDS 診療

が継続可能であるかどうかは疑問であり、近いうちにケニア共和国は HIV/AIDS 診療については自

立して行かなければならないという現実があります。

いずれにしてもケニア共和国は HIV 陽性率のさらなる減少を目指して着実に前進しています。一

方、日本はその絶対数は少ないものの新規の HIV/AIDS 症例は増加しています。今回の研修を通して、

私たちは日本国民が国全体で真摯に HIV/AIDS 診療に対して早急に向き合っていかなければならな

いことをあらためて学びました。

国立大学法人滋賀医科大学　学生課

滋賀県大津市瀬田月輪町　　

【TEL】077-548-2111　　【URL】http://www.shiga-med.ac.jp/
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京都発、世界へ

～西アフリカ セネガルの AIDS 問題と向き合う～

ＪＩＣＡ関西

独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）の国内拠点の一つ。

研修員受入れ、市民参加協力事業などを実施。

「京都発、世界へ　～西アフリカ セネガルの AIDS 問題と向き合う～」をテーマに、セネガルで青

年海外協力隊として AIDS 問題に取り組んだ 2 人の京都の方の活動写真 ･ 活動内容の展示を行なった。

セッションの一つとしてとり上げてくださったＪＩＣＡボランティアの活動報告を聞きにきた来場者

以外にも、予想以上にたくさんの方に関心を持って展示を見て頂いた印象がある。また、やはり専門

分野に特化しているためか、展示の詳細まで熱心に読んで下さる方が多かったように思う。

今回参加させて頂いたことは大変意義深く、当方の協力隊事業の広報活動としても分野を掘り下げ

て紹介するいい機会となった。また次年度も是非参加させて頂きたい。

ＪＩＣＡ関西

〒 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-2

　(078)261-0341( 代表 )

http://www.jica.go.jp/kansai/

〒 600-8216 京都市下京区烏丸通塩小路下る京都駅ビル 9 階

（公財）京都府国際センター内　ＪＩＣＡ京都デスク

http://www.kpic.or.jp/JICA/index.html
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メモリアルキルトの語りかけるものに

耳を澄まして考えよう

メモリアル・キルト・ジャパン（MQJ）

AIDS で亡くなった人たちの存在を現す１枚の布・メモ

リアルキルトを通して　HIV/AIDS の抱える問題を共に

考える NGO です。

MQJ は地下の教室を展示会場にして、PLANET、

ワイズメンズクラブ京都と 3 団体合同の展示でした。

PLANET は 5 月第 3 土曜日のキャンドルパレード

を続けて今年で 20 回目、そのときの映像を流してお

られ、MQJ も石田吉明さんのキルトを持って参加し

たのでした。PLANET で作られた石田さんのメモリ

アルキルトもあり、一緒に展示することができまし

た。MQJ の活動を紹介するアルバムには、初期の頃

からの展示風景や、石田さんが車椅子でキャンドル

パレードに参加されている写真もあり、長い歴史の

一コマを紹介することができました。

　今回、何年ぶりかでお会いできたご遺族からキルトを改めてお預かりしました。教室全体に特設

パネルが設置され、そこに取りつけたキルトたちに見守られる形で机の上にひろげました。「HAPPY 

DAYS キルト」、15 歳で亡くなった少年が大好きだったものがいろいろ、そして京都第二赤十字病院

小児科病棟彼と縫い付けられています。彼と交流のあった看護師さんたちがお母さんと一緒に、MQJ

もお手伝いさせていただいたキルトです。京都で行われる AIDS 文化フォーラムですから、まずスタッ

フの皆さんに観てほしかったのです。また、京都中央看護専門学校（現在は看護保健大学校）で 1994

年に作られたメッセージキルトも展示しました。京都の地で関わりが深かったことを改めて思いまし

た。

　横浜 AIDS 文化フォーラムは来年が 20 周年、昨年から京都にも来てくださっている方々から、“ま

たキルトを！”と来年の参加を促されました。福岡から来られた方は、ビリーハワードの写真展とメ

モリアルキルト展を合同で行ったときをご存じで、MQJ がまだ続いていることを驚かれました。（喜

んでいいのか嘆くべきか…）ベビーキルトも作って手元にお持ちで、ABC キルトの会がなくなって

から困っておられたので、旭川の NGO・WITH をご紹介することができました。

奈良エイズ資料館からお預かりしている治療薬一覧箱（初期からの治療薬を展示した BOX）を今年

も展示させていただきました。薬が無かった時代、やっと使えても服薬に苦労した時代を経て今があ

る、と受けとめてくださる方々からの声を聞けて、キルトたちにも喜んでもらえたと思えました。

メモリアル・キルト・ジャパン（MQJ）

〒 550-0002

大阪市西区江戸堀 1-19-23 長崎ビル 403   T/F:06-6459-4098

URL http://mqj.jp   E-mail info@mqj.jp
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PLANET（HIV とともに生きる会）の

20 年間を振り返って

PLANET（HIV とともに生きる会）

1992 年発足、今年 20 周年を迎えた。年間の活動は、毎

年 5 月の第 3 土曜日に行う“エイズキャンドルパレード”

や、パレードが通過する商店約 280 店舗を訪問する啓発

活動や、12 月 1 日には“世界エイズデー”の啓発活動を行っ

ている等。

PLANET・20 周年の展示として、

毎年のエイズキャンドルパレードの

チラシの展示を行い、チラシから垣

間見える当時の活動を振り返った。

中には 20 年前の茶褐色に変色した

手作りのチラシもあり、スタッフに

は苦労が思い出されるチラシも懐か

しく展示させていただいた。エイズ

キャンドルパレードやスタッフの活

動の様子の一部を写真で紹介。

PLANET の発足当時はお元気で

あった、PLANET の創設者の中心

的メンバーの石田吉明さんを偲ぶメ

モリアルキルトも展示することができた。このキルトは石田吉明さんのお姉さん方の協力も得て、当

時のスタッフであった高校生や大学生の若い人たちと共同で制作することができた。

また今年の、第 20 回目のエイズキャンドルパレードの様子をビデオ取りし、DVD（20 分）の映像

を上映し参加者に見ていただくことができた。これは PLANET との貴重な記録でもある。

会場での今までに PLANET に関ってこられた方との出会いもあった。フォーラム会場の地下の各

部屋に、それぞれの団体は日頃の活動の中から、展示や取組みが紹介されており、一つの目的のため

に様々な角度からの活動が行われていた事が印象的であった。元一緒に活動を行っていたメモリアル

キルトさんとも同室で展示ができた。

この展示を行うにあたって、PLANET20 年のこれまでの活動と活動に関る社会環境を振り返ると

感慨深いものがあった。

　　　　　　　　  

PLANET（HIV 共に生きる会 )

所在地：〒 612-8026  京都市伏見区桃山町伊賀 6-5

電話／ fax　075-622-6889　　E-mail：o-takasan@zpost,plala.or.jp

URL：http://www7b.biglobe.ne.jp/~hunky/
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オリジナルコンドームケースを作ろう！

みるく・る

性について学びたい，活動したい人々と他の団体を繋げ

るきっかけ作りを目指し活動している。

身近な素材を工夫することにより簡単で安価にコンドームを安全に持ち歩くことができることを来

場者の方々に知っていただくきっかけ作りとして「オリジナルコンドームケースを作ろう！」という

体験型ブースを設けた。また、この作製体験を通じて自分の作品に愛着をもってもらうことにより、

実際にケースとコンドームの使用につなげることも今回の企画の目的であった。この企画は先着 50

名を予定していたが、予定以上の多くの方々が体験に参加してもらうことができた。

さらに、来場者が日常においてコンドームを所持しているかどうかという現状を把握するため、コ

ンドームに対する意識調査も行った。このアンケート結果を今後の活動に活かせればと考えている。

また、コンドームに関心を寄せてもらうきっかけ作りのため、「世界のコンドーム」という世界各国

で販売されているコンドームを世界地図と共に掲示した。今回はコンドームのパッケージのみの展示

であったため、来場者からサイズや色，素材などに関する質問も受けることがあった。今後こういっ

た展示を行う際に対応を考えていきたい。

加えて、「コンドームに物申す！」という普段コンドームに対して抱いている不満や要望などを来場

者に書いてもらうコーナーを設け、来場者に無記名で意見の記入を求め掲示をお願いした。「もっと

買いやすいパッケージを」，「もっと安い価格設定を」というような内容がみられた。今後、みるく・

るで何らかの活動を行う際に今回来場者の方々からいただいた意見を参考に何か活動ができればと考

えている。

みるく・る　　

E-mail：miruku.ru2009@gmail.com　

URL：http://mirukuru2009.web.fc2.com/index.html
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「陽だまろ」ポスター展示 と 似顔絵コーナー

池田勝俊（イラストレーター）

１）「陽だまろ」ポスター展示

広報宣伝物を掲示

これまでのポスターやフライヤー、チラシをはじめ、京都府のＡＩＤＳ啓発パンフレットの表紙な

どを展示

いろんな「陽だまろ」を見ていただき、このキャラクターを通じて多くの方にＡＩＤＳ文化フォー

ラム in 京都に興味を感じていただければと思いました。

これからも、どんどん活動の場が広がって行くことを願っています。

２）似顔絵コーナー

１日３人限定で、似顔絵を描きました。

（総合受付で整理券を発行していただき実施）

池田　勝俊

toshi6514@gmail.com
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SWASH（Sex Work And Sexual Health）

セックスワーカーとそのサポーターで構成された、セッ

クスワークに関わる人たちの健康と安全のために活動す

るグループです。

展示ブースでは、SWASH が調査協力を行った厚生労働

省によるエイズ対策研究事業の報告書、SWASH が作成し

た性感染症予防啓発に関するパンフレット、海外のセック

スワーカーグループが作成した資料などを公開したり、ブー

スに来られた方々からの質問にお答えしました。さらに、メ

ンバーが今年参加した、アメリカとインドで同時に開かれ

たセックスワーカー会議のレポートが書かれたフリーペー

パーを配布したり、フェミドームやコンドームの無料サン

プルを、希望された方々にお渡ししました。

発表では、セックスワーカーに関わるグループである、

「SWEETLY」と「Girls Health Lab for Workers」と共に、

「セックスワーカーのセクシュアルヘルス ～当事者はどう見

ているか」と題し、それぞれのグループとその活動内容に

ついて紹介したり、会場からの質問に答えるコーナーを設

けたトークイベントを行いました。

私たち SWASH の発表では、大きく 3 つのポイントに分けてお話させて頂きました。まずは、セッ

クスワークについて、「セックスワークという言葉は、性的サービスの提供を労働として捉えた言葉

である。」とか、「セックスワークが良いとか悪いとかを考えるのではなく、セックスワーカーが存在

し、さらにそれ以上の数のお客さんが存在しているという現実問題をきちんと受け止めて、そこから

健康の問題をどうやって解決するかを考えていくことが大切。」といった内容をお話しました。次に、

SWASH の活動について、「SWASH は、厚生労働省のエイズ対策研究班などへの調査研究協力、大

学などでの講演、国際エイズ会議などへの参加、当事者に向けたサービスの提供、海外のセックスワー

カーグループとの連携、メディアへの協力などを行っている。」といった内容をお話しました。最後に、

セックスワーカーの支援について、「セックスワークに関する知識や情報を得ること。自分の考えを

一方的に相手に押付けないこと。プライバシーに配慮することなどが大切。」といった内容をお話し

ました。

SWASH の発表に対して、会場に来られた方々からは、「セックスワーカーに関わるグループが、

当事者に向けたサービス以外にも、調査研究協力や海外とのネットワークを構築していることを知り

興味深かった。」、「外から見ただけでは簡単に分からないが、セックスワークなのか人身売買なのか

を分けて考える必要があると思った。」などの感想を頂くことが出来ました。

SWASH

URL： http://swashweb.sakura.ne.jp/
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通訳：Martha Mensendiek さん（同志社大学　社会学部社会福祉学科　准教授）

講演途中、予定の映像とは異なったものが流れるなどのトラブルがあったが総領事は動ずることな

く、幼少期からの自らの体験を含め、日本よりＬＧＢＴに対する理解が進んでいるアメリカの社会に

おいても、まだ、完全に平等ではなく今でも変化が続いており、日本においても、社会の受け止め方

が変わり始めているとの認識が通訳を介して示された。
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閉　会　式

昨年に引き続き、第２回ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都～エイズを知ろう エイズで学ぼう Ⅱ～を

開催できましたことを感謝いたします。

プログラム・展示発表者のみなさん、運営委員・サポートスタッフ、ご来場くださった多くの方々

とともに多くの学びができた有意義な２日間でした。共催していただきました京都府・京都市、会場

を提供していただきました同志社大学にあらためてお礼申しあげます。

第３回フォーラムでまたみなさんとお会いできるようにと願っています。

サポートスタッフのみなさん

ありがとうございました

今年のフォーラムは、「平成 24 年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業」として府北部か

らの参加者のための送迎バスを運行したり、京都市地下鉄今出川駅をはじめ全駅にポスター掲示

するなど、新たな取り組みができました。
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第 2 回 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「ＡＩ
ＤＳ文化フォーラム in 横浜」が発足しました。以降、市民の手ですべての人に開か
れた場として毎年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るので、横浜の思いと経験を受けつぎ、エイズの問
題は日常のさまざまな領域に関わるので、そのことを文化としてとらえ、2011 年に
第１回「ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都」を開催いたしました。

みなさまのご協力により実りあるフォーラムになり、継続開催のご期待の声をい
ただき、今年も第２回「ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都」を迎えました。

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。
② HIV 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。
② HIV 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。
2011 年５月 12 日改正
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第 2 回 ＡＩＤＳ 文化フォーラム in 京都

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

後　　援：京都府教育委員会　　京都市教育委員会　　（公財）京都ＹＭＣＡ

 京都第一赤十字病院　　日本赤十字社京都府支部

 （公財）エイズ予防財団　　（社）京都府医師会　（社）京都府歯科医師会

（社）京都府薬剤師会　　（社）京都私立病院協会　　京都府病院協会

　 （公社）京都府看護協会　　京滋ＨＩＶカンファレンス

 同志社大学社会学部社会福祉学科

 同志社大学社会福祉教育・研究支援センター

 花園大学　　龍谷大学　　龍谷大学ボランティア・ＮＰＯ活動センター

 （一財）京都ＹＷＣＡ　　京都ＹＭＣＡボランティアビューロ

 ワイズメンズクラブ京都部　　（社）京都府青少年育成協会

 （公財）京都市ユースサービス協会　　京都青少年ゆめネットワーク

 京都府レクリエーション協会　　ボーイスカウト京都連盟

 ガールスカウト日本連盟京都府支部　　（公財）大学コンソーシアム京都

 （一社）京都府専修学校各種学校協会　　（公財）京都私学振興会

 （公財）京都府国際センター　　（公財）京都市国際交流協会

 （社福）京都府社会福祉協議会　　（社福）京都市社会福祉協議会

 （公社）日本キリスト教海外医療協力会（ＪＯＣＳ）

 独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）関西　　京都キリスト教協議会

 ＰＬＡＮＥＴ

 ＮＨＫ京都放送局　　ＫＢＳ京都　　エフエム京都　　京都新聞社

 朝日新聞京都総局　　読売新聞京都総局　　毎日新聞京都支局

 産経新聞社京都総局　　京都リビング新聞社　　カトリック新聞社

会場提供：同志社大学　

ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都運営委員会は
ボランティアスタッフで構成されています。

本事業は平成 24 年度京都府地域力再生
プロジェクト支援事業です
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ご協賛に感謝申しあげます
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第 2 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

　　

幹　　事 大野　聖子　　京都第一赤十字病院　感染制御部

 林　　　滋　　立命館大学薬学部　講師

 白野　倫徳　　大阪市立総合医療センター感染症センター

 高畑　吉博　　ＨＩＶ陽性者支援団体　さぽーと京都　代表

 木下　浩一　　ＣＨＡＲＭ、ヴィーブヘルスケア㈱

 神﨑　清一　　京都ＹＭＣＡ

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　　http://hiv-kyoto.com

事務局長 神﨑　清一

運営委員、サポートスタッフ、サポーター

 山本　知恵 畠山　雅行 山田　和世 藤原　久子 佐藤　文寛

 小田切孝子 牧野　元子 宮本　祐慈 椹木　翔子 半井　達弥

 下山　美穂 小嶋　　薫 成澤　一行 山田二三男 小林　和博

 高田　雅弘 小川　翔子 小南　歩惟 角田　綾音 寺口　淳子

 池田 勝俊 尾崎　淳子 石橋るみ子 荒賀　陽子 山本　聖子

 水野菜穂子 光武　泰子 日丸　全士 乙坂　優次 三保　俊幸

 野村　裕美 松村幸裕子 浅井　陽子 加藤　梨奈 羽多野加与

 中津りりか 中川　竜一 豊岡絵理子 月下　星志 佐野　結子

 藤田　恵子 坂下　昌史 河原　正浩 細川　陸也 前　　　登

 川﨑　　崇 沈　　志炫 淀　　　宏 笠嶋　　敏 母袋　由晃

 タミヤリョウコ 丹治　和美 小林　マキ 青木　崇晃 赤井　萌子

 旭　美千世 足立　　亘 李　　昭淵 伊藤　晴夏 大塚美早紀

 岡本　　樹 岡本　直子 岡本　麻希 金　　甫珉 隈村　綾子

 隈村　実央 琴　　鐘希 後藤　優奈 小森　景介 佐々木宗子

 清水　　瞳 下道　敏夫 申　セロク 田中　悠暉 趙　　希晙

 趙　　祐現 戸川　　恵 中村　英暉 西野　泰輔 則本　秀美

 狭間　洋子 橋本　佳奈 林　　広暉 平川　　愛 平山　由香

 福井　義行 福島　大介 法里日出子 細野　有希 南　　風子

 宮岡　依子 村上　りえ 森川　佑香 森西　勘治 山田　寛子

 尹　　龍化 吉村　歩美 李　　圓中 李　　昭淵 柳　　太賀

 我妻　一彦 渡辺　千絵 竹田　博和 桂　　厚子 森田　茂実

 河原　祥博 廣澤　恭子 北野裕紀子 藤岡　義明 坂井　　昇

 伊藤　正寛 五十嵐由紀 倉見　直樹 三宅麻里亜 髙谷　朋士 

 岩室　紳也 古川　潤哉  　　　　（順不同・敬称略）

ＡＩＤＳ文化フォーラム in 横浜運営委員の皆様
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