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第 7 回ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都をふりかえって

今年もたくさんの方々のご支援とご協力によって、“レッドリボン大作戦”「第７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、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、

特に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る横

浜をはじめ、フォーラムは京都、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新規感染者数が増加していて、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、

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。

フォーラムの主催は運営委員会で、今回も京都府と京都市に共催していただきました。事務局は京都

ＹＭＣＡが担当し、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。今回

も同志社大学に会場を提供していただきました。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

ティアで参加してくださいました。

本年はプレイベントとして、講演会「性的指向・性自認に係る児童生徒に対する理解と支援について」

を舞鶴市学校保健研究大会の中で 8 月 26 日に開催いたしました。

参加グループはもちろん、年々新しい方々の協賛・協力も広がり、第７回ＡＩＤＳ文化フォーラム

in 京都を盛大に開催することができ、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で一堂に会することにより、それぞれの活動紹介や情報交換、活発な意見

交換の場にもなったのではと考えます。

「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。

AIDS 文化フォーラム in 京都　運営委員会
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第７回ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都　プレイベント

講演会　『性的指向・性自認に係る児童生徒に対する理解と支援について』

繁内　幸治（全国ＬＧＢＴ理解増進ネットワーク会議　代表世話人）

平成 29 年 8 月 26 日（土）舞鶴市総合文化会館にて、舞鶴市学校保健研究大会とあわせて、教育関係者及

び保護者向けの研修会を開催しました。

ＬＧＢＴについての基礎的な話から始まり、学校や社会においてどのような支援・理解が必要であるかを

話していただきました。

京都府健康福祉部	健康対策課	感染症対策担当

〒 602-8570	京都市上京区下立売通新町西入

TEL	075-414-4723	　	FAX	075-431-3970

E-mail			kentai@pref.kyoto.lg.jp

京都府ホームページ

http://www.pref.kyoto.jp/kentai/stopaids.html
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中で頻繁にモルヒネ水を摂取しては、日がな一日酩酊し

ていたのに対し、楽園ネズミの多くは、他のネズミと遊

んだり、じゃれ合ったり、交尾したりして、なかなかモ

ルヒネ水を飲もうとしなかったのです。

この実験結果こそが、「なぜ一部の人だけが薬物依存

症になるのか」という問いの答えではないでしょうか ?

　それは、自分が置かれた状況を「狭苦しい檻」と感

じている人の方が、「楽園」と感じている人よりも薬物

依存症になりやすいということ、つまり、しんどい状況

にある人ほど依存症になりやすいということです。

次に、アレクサンダー博士らは、檻の中でモルヒネ

水ばかりを飲んでは酔っ払っていた植民地ネズミを、今

度は、楽園ネズミのいる広場へと移したのです。すると、

彼らは、広場の中で楽園ネズミたちとじゃれ合い、遊び、

交流するようになりました。

それだけではありません。驚いたことに、檻の中で

すっかりモルヒネ漬けになっていた彼らが、けいれんな

ど、モルヒネの離脱症状を呈しながらも、いつしかモル

ヒネ水ではなく、普通の水を飲むようになったのです。

この実験結果が暗示しているのは、薬物依存症から

回復しやすい環境とは、「薬物がやめられない」と発言

しても、排除もされなければ孤立を強いられることもな

い社会、むしろその発言を回復の第一歩と見なし、応

援してもらえる社会である、ということではないでしょ

うか。

一言でいいましょう。それは、安心して「やめられ

ない」といえる社会なのです。そのことを、今回の講演

の最終的なメッセージとして強調し、話を締めくくりま

した。

薬物依存症者は誤解されています。たとえば、ある

薬物依存症者が「やめられない」と告白した状況を想

像してください。その状況、専門家であれば、「よくい

えたね。回復の第一歩だよ」と褒めるところです。しか

し、世間一般の反応はどのようなものでしょうか。おそ

らく「反省が足りない」と非難され、それまでの業績や

人格を否定され、社会から排除されるのがオチです。

社会的制裁は本当に薬物犯罪の防止に有効なので

しょうか。

そのような問題意識から、今回の講演では、冒頭に

司会者を務めてくださった木津川ダルクの加藤武士さ

んに、1978 年に心理学者ブルース・アレグサンダー博

士らが行った、「ネズミの楽園」と呼ばれる有名な実験

の動画を流していただきました。そのうえで、私がこの

実験をさらにくわしく説明させていただきながら、薬物

依存症からの回復に必要なものについて話をさせてい

ただきました。

その実験について改めてここで紹介させていただき

ます。

アレキサンダー博士らは、40 匹のネズミを、20 匹ず

つ居住環境の異なる二つのグループに分けました。一

方のネズミは、一匹ずつ金網できた檻の中に（「植民地

ネズミ」）、そしてもう一方のネズミは、広々とした場所

に雌雄 20 匹が一緒に入れられました（「楽園ネズミ」）。

その場所は、遊び道具になる箱や缶が置かれ、ネズミ同

士の接触や交流を妨げない環境になっていました。

アレクサンダー博士らは、この両方のネズミに対し、

普通の水とモルヒネ入りの水を用意して与えて観察し

ました。その結果、植民地ネズミの多くが、孤独な檻の

全　　体　　会

アディクションからの回復に必要なもの

国立精神・神経医療研究センター

精神保健研究所	薬物依存研究部　松本　俊彦
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（認定）特定非営利活動法人ＳＨＩＰ

性的マイノリティのコミュニティスペースの運営と、ＨＩ

Ｖ検査、学校向け研修を実施しています。

2013 年度のエイズ発生動向年報によれば , HIV 感

染者の 7 割 , AIDS 患者の 5 割を男性同性間性的接触

(MSM) が占めています。こうしたことが起こる背景と

しては、MSM の多くは自分が同性愛者であることを

学校や職場の仲間、家族にも伝えることができず、自

分自身のことを隠し偽り、”異性愛者”を装って生活し

ています。そのことがストレスとなり、成人後のメン

タルヘルスに

大きく影響し

ていると考え

られます。ま

た、メンタル

ヘルスと HIV

感染リスクの

高い性交渉と

の関連が先行

研究で指摘されています。また、近年のインターネッ

トの普及により、自らのセクシュアリティに気付いて

間もない中高生が出会い系サイトでゲイ男性と出会い

性行為を経験しています。

　こうしたことから、学校における男性同性愛者を前

提にした性感染症の授業を行う必要があるが、学校の

授業で「同性愛者」の話をすると笑いが起きることから、

なかなか授業で取り上げることができないのが現状で

ある。

当団体では、2007 年から神奈川県との協働事業によ

り、学校における性的マイノリティの理解に向けた啓

発活動を実施してきた。当フォーラムでは、MSM の

性行動の現状と当団体の取り組みの紹介を行った。

〒 221-0834

横浜市神奈川区台町 7-2　ハイツ横浜 713 号室

電話：045-306-6769	

（水・金・土曜	16:00 ～ 21:00、日曜 14:00 ～ 18:00）

e-mail:		info ＠ ship-web.com

多様性を認め自分らしく健康で生きられる社会づくり

～クラスに１～２人はいるかもしれない LGBT～

行動選択・行動変容に結びつく「性・AIDS 教育」の授業

～その授業「主役は児童、生徒」ですか？～

神奈川県立総合教育センター　安藤　晴敏

性教育とは何かと問われたとき、大きく「人間尊重」

の精神と考えている。しかし、私の保健授業を振り返

ると、「生理的側面」「社会的側面」に終始していたよ

うであった。また、授業の主役は生徒ではなく、「教師」、

つまり自分であった。生徒が主役で「心理的側面」ま

で食い込んだ授業を行っていたならば、と今振り返る。

現在、保健授業の中では、エイズは性感染症として

の位置づけは確かなものとなってきた。次に求められる

のは、単なる、知識理解だけではなく、この感染症を「他

人事」ではなく「自分事」として捉え、授業に教師も生

徒も取り組む必要がある。そのためにも、教師の一方通

行授業に止まらず、言語活動を主体とした、授業を展開

することで、生徒自身が考え、表現し、自分事として、

理解を深め、感染予防につなげる必要がある。

20 年前、「エイズ教育」という新しい学習内容が導

入された。このことにより、「性」に関わる指導や学習

内容に取り組みやすくなったと感じているのは私だけ

であろうか。 神奈川県立総合教育センター
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僕がゲイの牧師でよかったこと

平良　愛香
（日本キリスト教団三・一教会牧師、カトリックHIV/AIDS デスクメンバー）

ゲイであることを公にして牧師になった理由などを、

僕の 5 段階のカミングアウトの話に重ねながら紹介し

ていきました。「同性愛者は身近にいるのに、性に関す

る事柄であるがゆえにタブー視されて、存在に気づい

てもらえない。それ自体が偏見・差別であり、また偏

見・差別が温存される原因でもある」といったことや、

「それは HIV・AIDS の課題にも共通する」といった

ことを話しました。僕がゲイの牧師でよかったことは、

身近にあるにも関わらず気づきにくくされている課題

に気づく機会が与えられたこと、性に関する悩みを抱

えつつ相談できなかった人が連絡してきてくれること、

などかなあと思います。プロテスタントの牧師なのに、

カトリックで働けることも有り難いですね。

エイズを知ろう！エイズで『人間関係』を学ぼう！

山田　雅子
（早稲田速記医療福祉専門学校看護科教員／

AIDS 文化フォーラム in横浜運営委員）

横浜を中心に、看護教員として学生との学びを土台にした

HIV/AIDS の基礎講座をやっています！

今年も、HIV/AIDS の感染のしくみ，検査，治療，

AIDS になったらどうなるかなどお話しし、小さな提案

もいたしました。私たちの身の回りにある様々な感染

症とそれらから身を守るための免疫システム。その免

疫システムの機能を低下させる HIV というウイルスと

AIDS という疾患群。予防をするためにも、感染して

ウイルスと付き合っていくためにも、コミュニケーショ

ンこそが最大の武器になるはずです。対策には様々あ

りますが、ひとつの提案として「問いかける」ことに

より「想像力」を動かし、そして「考える」というこ

とが動きだすこと、その大切さについてお話ししまし

た。

今年は初めてフォーラムに来たという方に出会いま

した。現実的な生活レベルで考えることのできる情報

提供（交換）の場としての本フォーラムの存在に改め

て重要な意義を見出すことができました。感謝してい

ます。

早稲田速記医療福祉専門学校看護科

171-8543		東京都豊島区高田 3-11-7　03-3200-8080

yamada@wasedasokki.jp

日本キリスト教団三・一教会

〒 252-0314　相模原市南区南台６－４－２　
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抗ＨＩＶ薬内服による予防（PrEP）をどのように進めるか？

関西HIV臨床カンファレンス

宇野健司（南奈良総合医療センター）、澤田暁宏（兵庫医大）、

白野倫徳（大阪市立総合医療センター）、日笠真一（兵庫医大）

関西 HIV 臨床カンファレンスは HIV 診療の向上及び HIV

感染症の研究を推進することを目的とした医療従事者の団

体です。

まだ超えるべきハードルが数多くあり、今回、PrEP の

現状を知ってもらう意味でパネルディスカッションを

企画しました。これまでに行なわれてきた臨床試験の

詳細に関して兵庫医大澤田先生が、良い点とそうでな

い点に関して説明し、次に PrEP と服薬アドヒアラン

スに関して兵庫医大日笠先生が説明、薬理学的な注意

点に関してこれまでの臨床試験を元に説明し、最後に

タイ・ケニアでの HIV の現状と PrEP に関して大阪市

立総合医療センター白野先生が発表し、海外での実際

の PrEP の現状を説明しました。

その後、会場に参加している皆様も含め、全体でディ

スカッションを行ないました。PrEP は臨床試験ではと

ても成績は良いのですが、PrEP のシステム自体はよい

と考えられる一方で耐性のリスク、お金の問題、日本

での費用対効果の問題など、様々なハードルが考えら

れました。

答えがすぐに出る問題ではなく、今後も継続して議

論すべき問題ではないかと考えられました。

HP：http://kansai-hiv.com/

HIV の予防は世界の中でここ数年劇的に変化してい

ます。その中で最も大きな事は抗 HIV 薬内服による予

防（PrEP）ではないかと考えます。日本での実施には

セックスレスを解消する方法と、夫婦のディープな夜学

愛花（元カリスマソープ嬢　男心専門家）

セックスレスを解消し、昼も夜も愛される５つの秘

密についてのお話！
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女性とＨＩＶ　

～学校では教えてくれないけど、みんなが知っておくべきこと～

平成 29 年度	厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業

「HIV感染妊婦に関する全国調査と

診療ガイドラインの策定ならびに診療体制の確立」斑

研究分担「HIV感染妊娠に関する国民への啓発と教育」斑

HIV を含む感染予防の基本である標準予防策（SP）

についての解説と、HIV/AIDSの基礎教育の紹介を行っ

た。感染予防は感染経路の遮断でありその具体的方法

である SP と、全ての人々が SP を実践する必要を伝え

た。HIV 感染予防教育として、HIV と AIDS の違いや

HIV 感染のメカニズム、抗体検査の意味や HIV とその

他の STI との関係について考えながら学習する教育方

法を紹介した。

また、HIV 感染と妊娠について、日本における女性

の HIV 感染者および妊娠・出産の現状と母子感染予防

について説明した。HIV の母子感染は予防できるよう

になっているが、妊娠中や母乳育児中に HIV への感染

に気づかず母子感染した事例を紹介し、母子感染予防

にとっても性感染症予防が大切であることを説明した。

HIV 感染を他人事とせず自分のことと考えて「普段の

生活の中から自分の体を大切にしていこう」というメッ

セージを伝えた。

参加者からは HIV 感染女性が妊娠した場合の分娩施

設についてや治療方法等についての質問があった。現

状としてはエイズ拠点病院での出産が多いことや治療

は基本的に妊婦でも変わらないことを伝えた。

労働科研HIV 感染妊娠に関する国民への啓発と教育班

分担研究者：塚原優己

〒 157-8535　東京都世田谷区大倉 2-10-1

TEL：03-3416-0181　FAX：03-3416-2222

ピア・エデュケーション！みんなで話そう(・∀・)学校で教えてくれないエイズのこと

青年赤十字奉仕団

赤十字を母体とする若者のボランティア団体で、赤十字事

業の推進及び、保健衛生や社会福祉等の向上のために活動

しています。

ピア・エデュケー

ションとは、年齢や

立ち場などが近い者

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、予防に関

する知識が必要ですが、ただ知ってるだけでは意味があ

りません。パートナーとしっかりコミュニケーションが

とれなければ、もしかすると相手に流されて、せっかく

の知識が使えず予防行動がとれないかもしれません。し

かし、言いにくいことだってあります。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、言いにくいことを相手に伝えるにはど

うすれば良いか語り合いながら、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実施しました。2 日間 4

コマ実施し、サポートスタッフ含め、合計約 11 名の参加

者と楽しくワークショップを進められました。アンケー

トより、参加者から「HIV の理解が深められて、ディス

カッションではいろんな意見を交換でき満足」「若者だけ

で話せたので話しやすかった」「楽しくグループワークし

ながら勉強ができて良かった」などの意見がありました。

赤十字京都ユース（RCY京都）

〒 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】　	yaplog.jp/rcykyoto/

神奈川県青年赤十字奉仕団、京都府青年赤十字奉仕団、静

岡県青年赤十字奉仕団、三重県青年赤十字奉仕団　
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ドキュメンタリー映画上映会

『THE ANONYMOUS PEOPLE ～回復者の顔と声～ 』

NPO法人アパリ　木津川ダルク

この映画で驚かされるのは、近年になって、アメリ

カの 5000 万人を超えるアルコール／薬物依存者の実に

半数弱 2350 万人が長期の回復を達成しているという事

実です。彼らはいま、まだ苦しんでいる 3000 万人に助

けの手を差し伸べようとしています。

依存症治療、回復の分野で活躍されている皆様や当

事者に大きな夢と希望を与える感動の映画です。新し

い回復擁護運動は、《社会の無理解、偏見》 と 《回復者

の中の恥》 の悪循環を断ち切るために、自分たち自身が

社会に顔を出し、声をあげ、偏見、差別、スティグマ

を取り除いていくことだと考えています。 

上映会開催をご検討の団体がございましたらご連絡

を頂けると幸いです。

NPO法人アパリ　木津川ダルク

〒 619-0214　京都府木津川市木津内田山 117

TEL&FAX：0774-51-6597

E-mail：kizugawa.darc@gmail.com

URL:	http://apari-west.org/kizugawa-darc/

医療現場から中学生へのエイズ～性教育の経験

～性感染症から若者を守りたい！～

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
むらじ

　　利隆

20 数年にわたってエイズ中核拠点病院で、歯科医師として

HIV 感染者の口腔管理に関わってきました。その間、性感染症

の予防には若者への性教育が極めて重要であると感じていまし

た。そして、奇しくも某市立中学校の養護教諭の先生から、性

活動が活発になる高校性になる前、すなわち中学生 3 年生に「人

につながる命の講演会」として　「AIDS( エイズ ) ってなぁに ?」

のタイトルで性教育授業の依頼を頂きました。今回、そのささ

やかな経験を通して、今の若者の性行動と社会的要因、日本の

性教育の実態、エイズ教育～性教育の在り方等について考察し、

ご報告させて頂きました。性教育の重要ポイントは、その場限

りの“性のお話” “エイズの説明”授業ではなく、生徒達に 「自

分に身近なこと」と感じさせることです。しかし、日本の性教

育は、2002 年の「寝た子を起こすな」的な性教育バッシング以

降時間が止まったままで、性感染症に対する正しい教育がなお

ざりになっているといわれています。

私が生徒達に伝える性教育の内容は、まずエイズに関して“怖

い病気”ではないことを医学的に解説し、同時に偏見・差別・

無関心が最も怖いことで、正しい知識が最も有効なワクチンで

あることを伝えます。次に、性行為は常に予期せぬ妊娠、性感

染がつきまとい、人工中絶は女性の身体に負担を与え、「人生」

「健康」に影響し、時に人権侵害に繋がることを、また、コン

ドームの使用は避妊目的だけでなく性感染の予防に重要で、欧

米ではコンドームの拒否は女性への性暴力・虐待とされている

ことを伝えます。そして、男女交際の最も根っこの部分に立ち

もどって、人を好きになること、愛することとはどういうことか ? 

について考えさせ、交際のルールやエチケット、さらに DV に

も触れます。最後に LGBT について簡単に説明します。これ

は、自分の性異和を感じる年齢が小学 6 年生～高校 1 年生で約

50%、中学 1 ～ 2 年生が最多との報告があるからです。この性

的少数者に関しても文科省の対応は遅れています。生徒に性の

多様性について解説し、LGBT は全く異常でも病気でもないこ

とをはっきり説明します。

以上のような授業のあと、生徒達から事務的なアンケートで

はなく、感想文を得ることができました。生徒達はスポンジ

に水が吸収されるように「自分に身近な問題」として授業の

内容をまっすぐ受け入れてくれて、それぞれの感想文は生徒

達の体温が感じられる素晴らしいものでした。その気持ちが

高校、大学、社会人になっても心の片隅にシミのように残っ

てほしいと思います。今後も、機会があればさらに工夫をし

て授業に臨みたいと思います。

兵庫県立柏原病院　歯科口腔外科　連　利隆 ( 火、水、第 2,4,5 木 )

〒 669-3309　兵庫県丹波市柏原町柏原 5208-1

TEL	0795-72-0524			FAX	0795-72-1276

Email	:	muraji-nm@mth.biglobe.ne.jp
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宗教とＡＩＤＳ

コーディネート　岩室　紳也

（泌尿器科医、ヘルスプロモーション推進センター）

平良　愛香（日本基督教団牧師）

岡山　睦美（カトリック信徒	・元公立高校養護教諭）

古川　潤哉（浄土真宗本願寺派浄誓寺僧侶）

京都で 6 回目、横浜、佐賀のフォーラムを通算すると、21

回目の「宗教と AIDS」。医療中心の会ではまずあり得ないこ

とだが、「文化」としての AIDS を考えるこのフォーラムなら

ではの企画として定番化できているようで、有り難いことで

ある。

今回も、横浜の泌尿器科医、コンドームの達人こと、岩

室紳也先生が、自らの疑問を投げかける形で進行。ゲイをカ

ムアウトなさっている平良牧師、養護教諭としてカトリック

系のミッションスクールに岩室先生を招いた経験のあるカト

リック信徒の岡山さん、中高生に「生と性と死」を通した性

教育を実施している僧侶、古川のそれぞれの立ち位置や個性

を引き出しながらの 90 分となった。

特徴的なのは、登壇者それぞれ信仰をもちつつ、自らの所

属する、人間の集まりとしての教派や、教義の解釈について

疑問を投げかけながら進むところ。自信満々に押しつけてく

る入信勧誘のような圧は無く、不思議な宗教談義である。話

題は HIV/AIDS やセクシュアリティ、宗教に於けるそれら

の解釈や差別などの実態、また、信仰を持つということその

ものについてなど、多岐にわたった。今回は特に病気は罰や

罪ではないという話から、「罪」や「原罪」、「告解」や「許し」

について各立場からいろいろな話があがった。誰かが見てい

るわけではないのに「神様が見ている」という感覚や、それ

による自問、抑止について。また、正しさを振りかざした際の、

他を罰することの危うさなど、普段考えないけれども、根本

的な事柄について考えを巡らせることができる時間であった。

打ち合わせの無いライブであるため、次回はまた違った展開

になるはず。是非会場でご一緒しましょう。（古川）

現役ＡＶ男優が考えるセックスのリスクと悦び

現役ＡＶ男優有志の会（森林　原人）

現在、現役でＡＶ男優業を本職とする者で、エイズを含む

性感染症　予防に興味関心のある有志による啓蒙活動を主

とする団体。

すべての可能性を認めることが大切であると考えます。

それが性の多様性を受け入れることにも繋がります。

その上で、セックスにはリスクがあるから注意して

欲しいと思います。リスクとは具体的に、性感染症、

性暴力、妊娠です。それらを未然に防ぐには、検査と

コンドームの着用が欠かせません。

そして、そういったリスクを最小限に抑えつつ、セッ

クスで得られる悦びを感じてほしいと思います 。セッ

クスで得られる悦びとは、人と繋がれたという実感を

他のいかなる行為よりも深く強く感じられることです。

その実感は瞬間的なもので勘違いかもしれませんが、

それを知っているかそうでないかでその後の人生は大

きく変わります。

セックスが無くても幸せになれますが、相手と繋が

れるセックスを知っていると幸せを感じやすくなれる

と思います。

http://www.libidolib.com/

system@libidolib.com

AV におけるセックス ( 絡み ) と一般的なセックス

( エッチ ) の違いを説明し、男優の真似をすると、なぜ

一般女性から嫌がられるのかを伝えました。

それから、多くの性体験をしたからこそわかったセッ

クスの本質について、セックスを因数分解しながら説

明しました。セックス = 愛ではない。セックスの意義を、

生殖や肉体的快感、もしくは心の交流だけに限定せず、
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薬害エイズの歴史とＨＩＶ・ＡＩＤＳの学校での取り組み

PLANET（HIVとともに生きる会）小田切　孝子

1992 年に立ち上げた PLANET は、今年 25 回目のエイズ

キャンドルパレードを実施した。それに伴うアウトリーチ

（屋外啓発）活動や、近年ではエイズフォーラムへの参加、

そしてエイズデーの取り組みを行っている。

アメリカに端を発する薬害エイズの歴史の経過を振

り返る中で、そこから日本での HIV・AIDS を捉えその

問題点を考えた。日本での HIV・AIDS への偏見や差

別を生む根源となった歴史を見る中で、HIV・AIDS を

通して考えられることとは何かを、授業（高校）での取

り組み内容をテーマとした。すでに社会的には風化して

いる薬害エイズの歴史は、現代にも通じる問題として振

り返る必要が求められるといえる。長期の薬害裁判を渾

身的にたたかわれた一人である石田吉明さんの紹介と、

その活動についても触れている。ワークショップとして、

二人組になり、“自分の悩みや、秘密を打ち明けてみる”

を行った。プライバシーのカムアウトについての体験と

して考えたが、今後の課題も残されている。

性の多様性について改めて考える

～基礎を学んで思考を拓く～

大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類　山中　京子

このプログラムは、

参加者一人一人が自

分のそして社会の性

に関する問題にこれ

からどのように関わっ

ていくのかを改めて

確認しまた新たに考

えるため人間の性に

関する基礎的な知識を共有し合う目的で実施されました。

性教育が義務化されている北欧等と比較し、日本の教育

システムでは性について学ぶ機会はごくごく限られており、

さらにその機会に伝えられる内容も異性愛主義を踏まえた

情報に偏る傾向が現在も続いています。学校教育の現場で

は、性の多様性について学ぶ機会はほとんど保障されてい

ないのが現状です。このプログラムでは、人間の性の多様

性を理解するために、性自認、性指向などの基本的な概念

を説明し、その多様なあり方（同性愛、両性愛、異性愛、

トランスジェンダーなど）を再度確認し合いました。ここ数

年日本では、当事者のさまざまな活動の積み重ねの上に、

地方自治体で同性カップルを結婚に相当する関係と認める

「同性パートナーシップ条例」を成立させたこと等の社会的

な動きの中で、性の多様性に関する認知が急速に一般社会

に広がってきており、その動きの中で、性の多様性に関して

学ぶ機会も格段に広がってきていると認識しています。この

フォーラムでは開催の初期よりこのような性の多様性を学ぶ

プログラムを実施してきました。実のところこのフォーラム

における基本的概念の学習機会の役割は一定果たし終えた

のではないかとの思いを持って今回のプログラムを準備しま

した。しかし、プログラムを実際に実施しフロアとのディス

カッションを振り返って、今は地道であっても着実に性の基

本的概念を学ぶ機会がいろいろな場所にあること、その場

所が定着していることに意味があるという思いに至っていま

す。これからも機会があれば、このような機会を提供し続け

たいと思います。ディスカッションに積極的に参加下さった

皆様、ほんとうにありがとうございました。

大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類　山中京子

（yamanaka@sw.osakafu-u.ac.jp）
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元議員秘書が語るＡＩＤＳと政治

～元議員秘書が語る、厚生労働行政と政治のお話。～

元議員秘書　さとう　なおみ

AIDS 文化フォーラムに最初に参加したのは、大学

生の頃に参加していた性教育団体がきっかけです。そ

れから十数年フォーラムに参加してきましたが、ひと

りで発表をしたのは今回が初めてです。異色のテーマ

での発表の機会を頂いたことに感謝しております。

議員秘書の職に就いていたのは十年ほどですが、そ

の間にみた政治と行政の仕組み、ロビイングの手法な

どをお話ししました。七尾養護学校事件、薬害エイズ

の時に政治の現場では何が起きていたのかなどの話

は、当時を知らない若い世代の参加者の方には新鮮に

うつったようです。テレビドラマ「神様もう少しだけ」

も 1998 年の作品ですので、大学生以下の方向けに時代

背景を説明するときには丁寧に当時の社会状況を伝え

る必要があることも感じました。

来年はロビイングの手法についてもう少し具体例を

あげて発表ができたらと思っています。また聴きに来

ていただければ幸いです。 さとう	なおみ　chokumi614@yahoo.co.jp



13

10 月 1 日（日）

はるな愛さん登場！

“AIDS文化フォーラム

in京都で何を語る？”
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コミュニケーションボイトレ講座

～印象を良くするモテ声トレーニング～

Voice	Crew	（代表　毛利　大介）

ボイストレーニングスクール Voice	

Crew は、ビジネスボイストレーニン

グ・モテ声レッスン・音痴矯正・CD

プロデュース etc	行っております。

声は訓練で変えることができます。

声が変わることによって、自信のな

かった方に自信がつき、人生を輝か

せるお手伝いをしております。

［主なコースメニュー］

・ビジネスボイストレーニング　・魅力アップボイストレー

ニング　・ボーカルコース／音痴矯正コース／ CD プロ

デュースコース・セミナー講師養成講座　　　　　　　　

今回は「印象を良くするモテ声トレーニング」とい

うことでお話をさせていただきました。幅広い年齢、ご

職業の方が一同に会した場所でお話をする貴重な機会

となりました。

私がお話させていただいたのは「印象における声と

話し方の占める割合」、「良い声のメカニズム」、「声の 6

つのカテゴリー」などで

す。その場でプチボイト

レ体験をしていただくこ

とで、声は生まれつき決

まっているものではなく、

ただの“クセ”なんだ、

ということを実感していただけました。参加者の皆さま

が楽しそうにお話を聞いてくださり、非常に嬉しく思っ

ております。

私のボイストレーニング教室は新宿（東京）ですので、

直接いらしていただくのは遠いと感じる方もいらっしゃ

るかと思います。そんな方は是非、私の無料ビジネスボ

イトレメール講座をご登録ください。全５回のメール講

座に加え、不定期で声の情報をお送りしております。

改めまして、この度は貴重な機会をいただき、あり

がとうございました。

E-mail：voicecrew44@gmail.com

http://voicecrew.net/

無料ビジネスボイトレメール講座 検索

ＨＩＶおよび性感染症の検査を考える

西本　美穂（京都市役所健康安全課）

川畑　拓也（大阪健康安全基盤研究所）

中瀨　克己（岡山大学大学院医療教育統合開発センター）

団体ではありませんが HIV や性感染症に深く関わる演者

がお話しました。

「京都市のＨＩＶ／エイズ、梅毒の動向と検査の成果」

平成 28 年度に約 3500 人の方がＨＩＶ検査を受検され、

早期受診に繋がっています。また、平成 29 年度から月 2

回だった夜間検査を毎週に、土日検査を月４回に、市民

が受けやすい検査体制に拡充しました。今後も、働く世

代及び学生、外国人の方等どなたでも受けやすい検査体

制を整備し、安心して利用して頂けるよう相談支援体制

の整備にも力を入れていきます。（西本）

「大阪における HIV・梅毒の発生状況と検査体制」大

阪府ではいきなり AIDS という発見の遅れた症例割合が

全国よりは少ないものの東京よりは高率であり、その対

策である公的検査の受検者数、陽性者数がこの２年減少

している。梅毒も東京都を追って急増し、全国と同様に

異性間の性交渉、女性の増加が著しい。保健所等におけ

る公的検査でも一部

の即日検査で梅毒を

加えるとともに、陽

性となった方への受

診勧奨を行い、患者

早期発見に繋げたい

と考えている。（川畑）

「HIV と性感染症

の検査」米国やヨーロッパで普及している患者の性的パー

トナーへの働きかけや患者の増加・アウトブレイクをよ

り分かりやすく伝えるための地図表示や我が国でのこれ

らの普及状況について紹介しました。ご参加の皆さんと

の意見交換で、増加する梅毒への啓発はハイリスク層よ

り、既に市民に広がっており広く一般市民向けが優先す

る、とのご意見が断然多くありました。（中瀨）　

中瀨　克己
（岡山大学大学院医療教育統合開発センターGIMセンター部門）

700-8558　岡山市北区鹿田町２丁目５－１

Tel	086-235-7068　　　knakase@okayama-u.ac.jp
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ＨＩＶと在宅療養・介護を考える～京都での受け入れ事例から (3) ～

摂南大学薬学部医療薬学研究室，さぽーと京都

コーディネーター	 摂南大学准教授　高田　雅弘

	 京都府介護福祉士会会長　柏本　英子

介護職から、実際に HIV 陽性者を受け入れた事例を

中心に報告してもらうことで、HIV 陽性者の在宅療養

支援の啓発につなげることを目的として実施しました。

①「訪問研修、介護職向けパンフレット作成の報告」

摂南大学薬学部 5 回生　貝田奈美季

学生からの企画による介護施設での HIV 訪問研修

報告を行いました。

今年度は、アドバンスドコースとして講義やグルー

プワークをより実践的な内容にすることで、介護

職への効果的な研修会が実施できました。

②「HIV 陽性者の在宅介護の受け入れ報告 1（新規）」

洛和会音羽病院感染症科部長　神谷亨さん

通院を自己判断で中断し症状が悪化してしまった

患者の訪問看護を行った事例を報告しました。

③「HIV 陽性者の在宅介護の受け入れ報告 2( 新規 )」

訪問看護ステーション「桂」訪問看護師　大槻かおりさん

HIV 陽性者とどんな関わり方をしたら良いか悩

んでいた訪問看護師に対して主治医とソーシャル

ワーカーによる勉強会を行うことで不安を取り除

いた事例を報告しました。

④「HIV 陽性者の在宅介護の受け入れ報告（継続）」

特定非営利活動法人　麗山東寺事業所　小森麻世さん

利用者の受け入れについて、事業所管理者とヘル

パーに思いの違いがあったが、勉強会により円滑

な受け入れができた事例のその後の経過を報告し

ました。

摂南大学薬学部医療薬学研究室　高田雅弘（takada@

pharm.setsunan.ac.jp）

さぽーと京都（support-kyo@kjb.biglobe.ne.jp）

世界のエイズ

～セネガル流エイズ対策に学ぶ～

オンバダ香織

ＣＨＡＲＭ　

2002 年大阪市で非営利活動法人団体として設立。日本に

暮らすすべての人が健康に過ごせる社会をめざし、言語、

在留資格、制度、偏見など数々の壁を抱える外国籍住民な

ど社会保障につながりにくい人々を支援している。

青年海外協力隊のエイズ対策隊員として、西アフリカ

のセネガルで活動した経験から、HIV 感染率が 1％にも

満たない、エイズ対策の実際、特有の文化や宗教、現地

での生活の様子について報告した。セネガルは高感染地

域であるサブサハラアフリカに位置しているが、成人の

HIV 感染率は 0.5％（スワジランド 28.8％）と驚異的な数

字を維持している。成功に導いた対策として、①迅速な

初動対応② SW への働きかけ③ピアエデュケーション④

治療⑤ MSM への対策⑥宗教指導者の介入⑦兵士への対

策⑧陽性者に対する支援等が挙げられ、早期の住民巻き

込みと政治的コミットメントにより HIV 感染率を低く抑

えることができたことを伝えた。また、帰国後は陽性者支

援に従事していること（団体紹介参照）、Bokk Jambaar

（NGO） を 創 設

し、セネガル人

と日本人との交

流および希望あ

る未来と元気な

社会を作るため

の活動を行って

いることを加え

て報告した。

医療・教育関係者、学生らを中心に 20 名以上の参加

があり、「宗教的なタブー視がある中で、これだけ様々な

機関・人々が連携して取り組めたことが素晴らしいと思っ

た」「性に関しても、世界で様々な考え方や習慣があるの

だなと思った」「感染者を減少させた成功の背景がよくわ

かった。日本の子どもたちへ伝えるヒントにしたい」「日

本においても考えるべき要因は多々あるのではと思った」

という感想をいただいた。

東京家政大学健康科学部看護学科　里　英子

motherhs05@yahoo.co.jp　
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薬剤師ミキティと管理栄養士コラボ企画　食事について考えよう

～あなたのその食事続けていて大丈夫？～

調剤薬局グループ　法円坂メディカル株式会社

HIV 治療薬の中には正しく食事をとらないと効果が

現れにくいものが存在します。私達薬剤師は薬の効果

を十分に発揮させるためにもバランスの良い食事はか

かせないものだと考えます。食品サンプルを用いた体

験型栄養管理システムで日々の食事の栄養バランスを

見つめなおしましょう。管理栄養士からアドバイスや

レシピプレゼントもあります。

［アンケート結果］　①年齢・性別／　20 代・男 1 名　女　5 名、

30 代・男 2 名、40 代・女 1 名、50 代・男 1 名

②職業／　学生　4 名、NGO 職員　3 名、システムエンジニ

ア　1 名、公務員　3 名

③今回何故このプログラムに参加したか？　

食事や栄養に興味があったから／食生活について専門家

にきけるいい機会／ 1 人暮らしをしているので今後の食生

活に活かせる知識を得るため／ HIV 陽性者への食事指導

など情報を収集したかった

④管理栄養士の栄養指導について内容はどうだったか？

自分の食事改めて考えることが出来た。野菜が思ったよ

りたりていない

／普段考えにく

い自分の食生活

について一緒に

考えてくれるよ

うな雰囲気を感

じたので、とて

も好感がもてた

／分かりやすく

丁寧で良かった。

今の食生活をよくするアドバイスをもらえた／もっとバラ

ンスよく食べるようにしたいと思いました。外食した次の

日はきちんと調整したいです／目で見てわかりよかった／

具体的かつ適格な助言をしてもらえた。

⑤薬剤師の薬相談について内容はどうでしたか？

自分が知らない知識を知れてよかった／ HIV の薬につ

いて詳しく知れた。

もっと勉強していきたい／現在の HIV についての薬の

現状がしれてよかった。

きらめき薬局

〒 540-0012　大阪市中央区谷町 4-6-3

TEL06-6942-0311　kirameki-y@dune.ocn.ne.jp

ＨＩＶ感染から 19 年　そして、ガン治療ナウ

HIV ポジティブ語り部　洪
ほん

　　久
ひ さ お

夫

浄土真宗本願寺派僧侶　古
ふるかわ

川　潤
じゅんや

哉

佐賀の AIDS 文化フォーラムは、生きる糧であり、話

す洪さんにとっても、聴かせてもらう私たちにとって

も、生きる力となるセッションだった。

幼少期より、傍から見ると大変困難な人生（不可抗

力ばかり）を過ごし、セクシュアリティに悩み、HIV

に感染しつつも、それぞれのタイミングでの出会いの

縁によって今を生きる姿に感動した。HIV を持つ者と

してのガン治療の困難や、HIV 告知の時にはあまり感

じなかったという死の恐怖が、ガン告知では強く表れ

ている不安な今などもリアルな感情として感じること

ができた。

困難な中にあっても悲惨さを感じさせず、出会いや

旅行などのイベントを通して生きる力に変えていく洪

さんの姿は来場者にも大きな影響を与えるものだった

と感じている。

古川潤哉　　http://furujun.info

junya@joseiji.org

自ら、ゲイであること、HIV ポジティブであること

を感染直後から公表し、横浜の AIDS 文化フォーラム

をはじめ、雑誌出演や講演を行っている洪久夫さんを

迎え、インタビュー形式で生い立ちからのエピソード

や HIV、セクシュアリティに関してや、今、ガン告知

を受けて治療中の思いを聴かせて頂く企画。人前で話

すことが生きがいである洪さんにとって、横浜、京都、
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免疫力の低下を防ごう。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

SKGH＆ ATAC	in	NARA

（後藤千寿子・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。

免疫力をきたえよう

１．今回のアンケートの説明と解説

２．無煙社会の実現　のための活動

３．エイズと結核とがん（乳がん）の謎

４．リンパマッサージの体験　

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 -）。ピンクリボンア

ドバイザーの啓発。

◇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。③リンパマッサージ（体験）

◇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、昨年同様に今後

はエイズのみならずエイズ合併症の結核やがんについて

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。リンパマッサージの体験では参加者に今すぐ

役立つ技術と好評でした。特に男性参加者の積極的な

体験の取り組みが認められました。「ピンクリボンアド

バイザー」への興味も認められました。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。

代表者氏名　畠山雅行

Ｅmail：m-hatake@m4.kcn.ne.jp

シンガーソングドクター　江藤天音　ミニライブ

エイズ文化フォーラム in 京都のテーマソング「ひだ

まりの場所」を提供させていただきました、シンガー

ソングドクターの江藤天音です。

今回は、10 月 1 日にミニライブ＆トークショーを開

催いたしました。

ミニライブでは、「ひだまりの場所」のほか、介護さ

れる側の目線で綴った曲「夢のつづき」など、5 曲を

披露させていただきました。トークショーでは、ケニ

アで HIV/ エイズ患者さんの診療に携わった大阪市立

総合医療センター感染症内科、白野倫徳医師と対談し、

世界の HIV/ エイズの現状、わたしたちにできること

などについて語りました。

テーマソング「ひだまりの場所」は、平成 25 年 8 月

21 日にテイチクエンタテインメントより発売された、

江藤天音のアルバムＣＤ「あまねうた」に収録されて

います。

今後も歌やメディアを通して、エイズ文化フォーラ

ム in 京都の発展に尽力していきたいと思います。 大阪市立総合医療センター　感染症内科　白野　倫徳

〒 534-0021　大阪市都島区都島本通 2-13-22

TEL	06-6929-1221

E-mail	shirano@wonder.ocn.ne.jp
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ＨＩＶ診療における薬物使用者支援、薬物依存症のプライマリケア

岩室　紳也（厚木市立病院	泌尿器科）

なぜ、いま、薬物依存症のプライマリケア？

HIV 感染症がコントロールで

きる時代になったからこそ、HIV

を抱えている人たちが直面する

生活課題への支援が求められて

おり、その一つが薬物使用者、

薬物依存症への支援です。しか

し、HIV 診療に長年携わってき

た岩室も、薬物依存症の患者の

フォローは専門の精神科医やダルクといった自助グループ

に任せておけばいいと考えていました。

一方で、健康づくりは今やハイリスク者の行動変容のみ

を推進するのではなく、ソーシャル・キャピタル、すなわ

ち地域社会の中の「信頼」、「ネットワーク」、「お互い様」

を醸成することで、薬物使用者を支援し、薬物依存症が克

服できる社会づくりが求められている。HIV に感染してい

る人が必ず定期的に通院する HIV 診療の場面で、薬物使

用者支援、薬物依存症のプライマリケアが提供されること

は、当該患者の生きづらさの克服につながると考えられる。

依存の反対はつながり・絆・居場所

では、具体的に何をすればいいのでしょうか。「依存の

反対はつながり・絆・居場所」と考え、失敗（薬物を使っ

てしまったこと）を正直に言える雰囲気づくりを通して、

当事者と支援者がつながることです。依存症になる人は

「助けて」と言うのが苦手

な一方で、苦痛を和らげ

るために薬物に手を出し

ます。そこに着目し、と

にかくつながることです。

HIV 診療拠点病院のチー

ム医療の強みは、多くの

職種がいることではなく、多くの個性を持った職員がいる

ことです。それぞれの個性で、当事者との相性で「つなが

る」ことが求められています。

岩室紳也：	http://iwamuro.jp/	からメール、講演依頼が

可能。

お坊さんが行う性教育授業

古川　潤哉　　浄土真宗本願寺派僧侶
（佐賀県伊万里市　浄誓寺）

主に佐賀県の中学三年生向けに実施している、「生

と性と死を考える授業」を大人向けの模擬授業として

実施し、その中から、生と死、性の問題を分離せずに、

また、単に「いのちは大切」という漠然とした指導で

は無く、自分の話として引き受けてもらうために、伝

える側がどうすればよいのか？を一緒に考えるセッ

ション。京都では 6 回目の開催。

自分の思春期時代はそれぞれの記憶、経験として存

在するが、「今の中学 3 年生」が置かれた環境、考え方

をシミュレーションして受講してもらい、質問にも中

3 として応えてもらう形で進行。生きる・死ぬは別のこ

とや反対のことではなく、生から死に向かうのでもな

く、もともと 1 つのことであること。それと、認識は

生まれてから死ぬまでだとしても、いのちはつながっ

ていること…を、個別の縁である出産のたとえでは無

く、皆に当てはまる話として伝えることなどを考える。

性の多様性についてや、性差による考え方や感じ方、

興味の違いを通して、対等な付き合いについても気付

きのある授業を目指している。

古川潤哉　　http://furujun.info

junya@joseiji.org
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陽性者の生活を支える制度やサービスについて考える

拠点病院医療ソーシャルワーカー有志　

滋賀医科大学医学部附属病院MSW　新居　加菜

京都大学医学部附属病院MSW　小椋奈津子、隈村綾子

①『生活』を支える制度やサービス（MSW 小椋 奈津子）

医療ソーシャルワーカー（MSW）は保険医療機

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業務をおこないます。つまり、

気持ちと暮らしを支える相談援助職です。『生活』を

支える制度やサービスについてお話ししました。

②滋賀県における HIV/AIDS 診療の現状と課題

（MSW 新居　加菜）

滋賀県の現状、高齢化、介護の課題について、現在、

行政も巻き込み取り組まれている現状と今後の課題

についての話を行いました。

③京都におけるＨＩＶ支援の現状と課題

（MSW 隈村　綾子）

京都での現状、現在の在宅の介護、施設受け入れ

の現状、現在、行政、当事者、大学など様々な立場

を超え行っている取り組みと課題の話を行いました。

＊アンケートでは「相談できる所があることがわかっ

た」「各地域の取組みがわかった」など多くのご意見、

感想をいただきありがとうございます。　　　　　

今後については「支援の実際を詳しく知りたい」な

どの意見が複数あったこともあり、来年度の講演内

容に生かしていきたいと考えます。

＊拠点病院等医療ソーシャルワーカー有志一同今後も

連携を強め、患者さんと共に考え、共に歩めるよう

研鑽に努めてゆきます。

京都大学医学部附属病院・地域ネットワーク医療部

MSW隈村　綾子　京都市左京区聖護院川原町５４

℡ 075-751-4542	（代表）

性癖とエイズ

中谷　豊実（愛知・思春期研究会＆私学性教育研究会）

玉姫かほり（エキセントリックガールズバー「仮説セイブポイント」）

ＳＭと性癖 多岐にわたる性の世界のなかでも特殊な

愉しみ。これが愉しめるという人は、そうでない人よ

りも、多くの喜びを獲得できる可能性がある。 また、様々

な境遇で発生するストレスを緩和することもできる。 

発達障害と精神疾患。そして、自傷行為 高いストレス

のかかる生き方を求められる中で、伴なうストレスを

緩和する方法を求め、その出口として SM や性癖にそ

れを見出すケースもあります。 セクマイや性、性教育 

多様化の果ては互いの文化や価値観を尊重すること。

衝突が避けられないなら、関わらないことが互いにとっ

て安全。 今後の性教育に提案するのは、人を愛する愛

し方を教育していくことが、セクマイ問題も取り込み

兼ね備えることができる。また、セックスや自慰など

性快楽もより掘り下げることで日々の愉しみを向上さ

せることも大切でしょう。 性をより深く味わい愉しむ

ことで、からだの健康、健全なこころを育み、できる

だけストレスから解放されることが、より充足充実し

たライフサイクル・ライフスタイルを獲得できるもの

として、提案するものでした。
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男同士で結婚式を挙げて 13 年

～変わったこと、変わらないこと～

そう&カッシー

神奈川県某所のマンションの一室に同棲しているゲイの家

庭です。男二人にオス犬一匹の構成です。

2004 年に名古屋の『NLGR2004』で行われた同性結

婚式で挙式したことを中心に、日々の暮らしのことや

親の老い、住宅の相続ができない不安等を中心に話さ

せていただきました。

同性パートナーシップ条例等にも少し触れて話しま

した。

毎年相変わらずの惚気話の垂れ流しに付き合ってい

ただいている来場者の皆様には感謝申し上げます。

※ NLGR については　http://nlgr.nagoya　をご覧く

ださい。

2 日間で確認検査まで行う HIV 検査会と公園でのイ

ベントを行っています。

E-Mail：sou21century@gmail.com　( そう )

URL：http://ameblo.jp/sou21century　

ＯＮＥ ＴＲＡＣＫ ＭＩＮＤＳ

～オリンピックとインターセックス：キャスター・セメンヤが戦ったものは何か？～

ネクスＤＳＤジャパン

「人間の体の性のつくり」（外性器の大きさ・形や、性腺（卵

巣・精巣など）の種類、女性の膣・子宮の有無、X・Y 染色

体の構成，ホルモンの分量）については、「こうでなくては

女性／男性の体とは言えない」という固定観念があります。

DSDs（からだの性の様々な発達）とは、このような固定観念・

規範とは生まれつき一部異なる体の状態を指します。そして

当事者の大多数は，「第３の性別」などは求めておらず，むし

ろ切実に女性・男性であることも分かっています。

今回は，「性別疑惑」という汚名を着せられ続けている女

性陸上選手，キャスター・セメンヤさんについてお話しました。

テーマは「ONE TRACK MINDS」。「偏狭な心」，「一方通行

の心」，あるいは「一途さ」を意味する言葉です。

まず最初にはっきりと。彼女は女性です。彼女は現在のと

ころまで，自分を「インターセックス」とも「性分化疾患」とも，

「性的マイノリティの一員」とも一切言っていません。

「偏狭な心」の人々は，「彼女は女性の一般的な定義から外

れている。彼女は一般的な女性よりアンドロゲン値が高い。

子宮はあるのか？染色体は？卵巣なのか？精巣なのか？彼女

は女性と認められない。女性じゃない人間は、女性競技を認

められるべきではない」と，彼女の体をモノのように扱い，

彼女を女性から排除しようとしました。

「一方通行の心」の人々は，「彼女は男でも女でもない。世

の中には男でも女でもない人がいるのです。私たちは男女以

外の第三の性別を認めねばならない。男と女の境界線なんて

ないのです」と述べました。一見寛容な意見に見えます。で

すが，果たしてそれが，彼女自身の望みであるのか？ほとん

ど考えられることなく，自分の語りたい「望み」を，やはり

彼女の体を自分のモノ・材料のようにして語っているかもし

れないという危険性は顧みられませんでした。

現実には，セメンヤさんは，こう述べられています。「自

分の尊厳が傷つけられて怖かった。他人が私について考える

ことを，私には止められないという状況だった。私自身のこ

とのはずなのに…」

彼女のことをどう語れば良いのか？南アフリカの，ある 10

歳の少年は，こう述べました。（セメンヤはお手本になる？）

「うーん、分かんない。彼女は走るのが好きなだけだろ？お

手本なんかになりたくないんじゃない？だって彼女は見世物

じゃないもん」。私たちは，この 10 歳の少年の「一途に」人

間を見失わない態度に，学ばなくてはいけないのかもしれま

せん。

DSDs に つ い て よ り 詳 し く は、「DSD を 持 つ 子 ど も と

家族のための情報サイト　ネクス DSD ジャパン」（www.

nexdsd.com/「ネクス DSD」で検索）を、ぜひご覧ください。
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若者のセクシャリティ

～価値観のシェアリングを通して～

岡山　睦美・巻島　　愛

若者のセクシュアリティを考えていく中で、養護教

諭である岡山と助産師である巻島とが意気投合し、大

学生～社会人に対して行うセクシャリティ教育として

の場を設けることを試み、2013 年からカトリック教会

においてワークショップを行ってきた。これまでの活

動内容を報告するとともに、この活動の中で行ってい

る「分かち合い」をみなさんにも体験してもらった。

「分かち合い」では、テーマを「性の受け入れやすさ

度」と「コンドーム使用について」とし、２つのグルー

プに分かれて行った。「性の受け入れやすさ度」では、

個々にそこに書いてある行為の中で受け入れやすいも

のから、受け入れ難いものまで順位をつけ、それぞれ

理由や思うことを話した後、グループで一つの意見に

してみようというものであったが、それぞれの受け入

れられると思う順位が違いすぎ、また、その許容につ

いても決して一つにすることができず、一つのグルー

プは途中まで、もう一つのグループは１から一致させ

ることができなかった。

約 20 人の方に参加いただき、私たちの活動につい

て興味を持っていただき、多くの質問も頂いた。また、

多様な性についての価値観を共有でき、参加いただい

た方々同士だけでなく、私たちも多くのことを学ぶこ

とができたと思う。

岡山睦美：muumin121@yahoo.co.jp

「生きること」がもっている苦悩と救い

～スピリチュアル・ペインとケア～

仲倉　高広（京都大学大学院教育学研究科博士課程）

「生きているこ

と」を当事者のお

二人に登壇してい

ただき、陽性がわ

かってから現在に

至るまでのいきさ

つを、そのときど

きの心情を含め、

お話いただいた。

大 切 な 人 と の 葛

藤や出会い、失ったものや得たものが、本当に自然な

語り口調の中で話された。会場に参加された方たちも、

話に引き込まれて、陽性という一言では言い表せない、

生の在りように触れさせていただいた。

そのなかで、お二人が口をそろえておっしゃったこ

との一つに、大切な人との出会いがあるとのことだっ

た。それはケアを提供する人だったり、恋人だったり。

そして，さまざまな人との出会いのチャンネルを持っ

ていることで、そのとき応じた SOS を出せ、なんとか

現状を維持できるというものだった。

おひとりは、ある出来事が自分なりに意味を感じ、

他者から見ると妄想と思われるようなことであっても、

それを頼りに自らの転機になったという。また、もう

おひとりは、苦難を機に、自分でなんでも背負い込む

性格であることを自覚し、“ええんちゃう”といったセ

リフを自分にも発し、自らを追い込まずに生活してお

られるということであった。

「生きること」やスピリチュアルといった言葉は、ス

タイリッシュで、どこか垢抜けた言葉であるけれど、

そこにある「私」という人は、日々、悩み、楽しみ、

緊張し、羽目を外したりと、泥臭いものであり、その日々

のなかに一瞬の輝きを放つ時があるものだと感じるシ

ンポジウムであった。シンポジストのお二方と参加者

に感謝いたします。

sfnonakakura@yahoo.co.jp
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「はるな愛さん登場！

“AIDS 文化フォーラム in 京都”で何を語る？」

京都大学医学部の高折教授、京都第一赤十字病院の

大野医師とともに歌手・タレントのはるな愛さんがパ

ネリストとして登壇され、司会にはα -STATION でお

馴染みの谷口キヨコさんと豪華な顔ぶれでスタートし

ました。

はるな愛さんの現在に至るルーツは京都であるとい

うお話から来場者は一気に引き込まれます。「今日ここ

に来てくれている人の中には、エイズに関心がある人

もいれば、はるな愛ちゃんを観に来ただけやでって人

もいると思う。でも今日来てくれて、帰るときにはへー

そうやったんやーって、エイズのこと勉強して帰って

くれたらいいな。」 そう会場に語りかけるはるな愛さん。

続いて『今、エイズってどうなってるの？』をテーマに、

高折教授からミニレクチャーをいただき、HIV の感染

から発症までの流れや 1 日 1 回 1 錠まで進化した治療、

さらに Cure（治癒）について来場者と一緒に学びまし

た。

このフォーラムでは京都市の協力で無料 HIV 即日検

査を同時開催しており、「私ね、今日人生初めて HIV

検査やったの！」と谷口さんが、フォーラム内で実施

した採血の痕を参加者に見せながら、「検査を受けて早

期発見することが自分とパートナーを守ること」にな

ることと、「HIV 検査を受けるデメリットは何もない、

ほんの少しの勇気を持って！」と受検を勧めていまし

た。

はるな愛さんからは、自身がグランプリを受賞した

ミス・インターナショナルが開催されたタイにおける、

歓楽街の HIV 予防対策やコンドームのことを飽きさせ

ないトークで盛り上げてくれます。はるな愛さんのハ

イテンションに気圧されながらも高折教授、大野医師

が抗 HIV 治療をすれば周りにうつらないことやいつの

まにか 60、70 歳になった患者さんの話をすると、会場

にいる年配の方が驚いたように顔を合わせていました。

最後は、昨年リリースされたはるな愛さんの全人種

“肯定応援”歌謡ソング「えぇねんで」（自分らしく生

きればいいという内容）が披露され、合わせて会場全

員が踊り、盛況のうちに幕を閉じました。
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メモリアルキルト展示 &レッドリボンを付けたテディベア作り

～HIV陽性者への支援となるテディベア基金の紹介～

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等身大（90 ㎝× 180 ㎝）

の布に表したメモリアルキルトを通して、そのメッセージ

に耳を傾け HIV/AIDS の抱える問題を共に考える団体で

す。

昨年と同じ教室で 2 日間メモリアルキルトの展示を

行いました。今年はテディベア基金となるテディベア

作りを 20 年以上も続けておられる京都華頂女子高等学

校手芸部の皆さんのテディベアも展示しました。メモ

リアルキルトは“テディベアと仲間たち”が集う場で

とても華やいで生き生きとした表情を見せてくれます。

テディベア作りのワークでは、メモリアルキルトの

歴史や、日本では薬害エイズの闘いの過程で生まれて

きたキルトが数多く、それぞれのキルトの説明と、共

に考え生きていこうと意思表示するレッドリボンの意

味も説明しながら、テディベア作りを行いました。今

まで 1 時間 30 分の枠では作りきれないため、仮縫いや

部分縫いしたものを作ったり出来上がったベアにレッ

ドリボンを付けてもらったり、好みのベアに仕上がっ

たものを持って帰ってもらいました。10 数名の参加が

あり、仲間たちが集えるワークになったと思えます。

メモリアルキルトを初めて見た方も、何度も見て下

さっている方とも近況報告し毎年毎の変化だけでもめ

まぐるしいものがありますが、日々生活している私た

ちが自分にできることを少しでも継続していくことの

大切さを改めて感じました。

〒 600-8871	京都市下京区西七条北東野町 39-1	寺口方

Tel/Fax:075-325-1950　　　E-mail:info@mqj.jp　　　

URL	http//mqj.jp/

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、地域の高校や大学などに協力いただ

き、エイズ等性感染症に関する健康教育を実施しています。

京都府の保健所がエイズ予防啓発パネル及び健康教

育で使用している資材を展示紹介しました。

保健所が行っている予防教育では、HIV/AIDS につ

いて考え、正しい知識を持ってもらえるよう、感染経

路や予防の方法、感染者数などの情報をはじめ、身近

な恋愛や性のことについてもテーマとしています。

京都府健康福祉部健康対策課感染症対策担当

〒 602-8570　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

Tel:075-414-4723			Fax:075-431-3970	 	

E-mail:kansen@pref.kyoto.lg.jp

京都府ホームページ

http://www.pref.jp/kentai/stopaids
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私が好きになるひとは・・・

京都府エイズ等予防啓発ボランティアネットワーク「紅紐」

HIV/AIDS や性の多様性に関する正しい知識や理解を若

い世代を中心とした府民の皆様に広げるとともに、啓発ボ

ランティアを養成することを目的とし、京都府内において

予防啓発活動や勉強会等を行っている。これまでのべ 260

人の 10 代から 20 代の若者が、京都府内で活動を継続して

きた。

当 団 体 は、 平

成 29 年 7 月 よ り

開始した全 9 回の

人材育成講座「-<

わ た し > に で き

る、セクシャルヘ

ルス初心者講座 -」

にて、各現場の専

門家による「性感

染症と予防」、「ジェンダー」、「予防啓発プログラムの企画立案」

講座を通じ、セクシャルヘルスを「知り」「実践し」「つたえる力」

を学んだ。

この度のフォーラムでは、メンバー自らが講座の中で企画立

案した 3 つの予防啓発プログラムを実施。「セックス・性・性感

染症について気軽に < 対話 > できる < 場の創出 > が、性感染症

予防につながる」という強い想いから企画されたプログラムに、

のべ 154 人が訪れた。こどもから大人まで幅広い年齢層がブー

スに来場され、会話と笑い声の絶えない 2 日間であった。今後は、

性感染症予防啓発の知識やプログラムを超え、「大切な人を守る」

想いと行動が広く社会へ共鳴することを願ってやまない。

【ワークショップ「和 (なごみ )ブスレット制作」】

10 色のビーズを選び、オリジナルブレスレットを制作するワー

クショップ。レインボーカラーの色彩には、1 色づつ意味があり、

楽しみながら気軽に LGBTS やセックス、性感染症について対

話する場を提案した。

【ワークショップ「理想のデートプランを教えてください。」】

理想の自分、恋人を考察し、デートプランをシュミレーショ

ンすることで、「恋愛」や「性」について考える。自分の望む、

他者との関係性を改めて考えることで、セックスをする相手を

選ぶ・コンドームを使用するといった、性感染症予防の知識や

方法を、より身近に知る機会を提案した。

【参加型展示「私が好きになるひとは ...」】

来場者に質問を投げかけ、黒板型のパネルに書き込んでも

らい、自らの「好きな人」を考え、他者と共有する。異なる

セクシュアリティが社会には存在するが、「理想の相手」を通

して、本来、人それぞれが違うことが正しく、誰にもジャッ

ジする権利はないというメッセージを届けた。　　　　　

特定非営利活動法人　関西エイズ対策協議会　

kansaiaidstaisaku@gmail.com

ＨＩＶ検査（即日検査）、パネル展示

京都市　健康安全課

１．ＨＩＶ検査（即日検査）

約１時間後に結果が判明するＨＩＶ検査を無料・匿

名で実施し，５２名の方に検査を受けていただきまし

た。ＡＩＤＳ文化フォーラムをきっかけに，初めて検

査を受ける方が多く，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考えています。

これからも心配や不安がある時に，気軽に検査や相談

が受けられるような検査・相談体制を検討していきた

いと思います。

京都市では，ＨＩＶ検査を無料・匿名で実施してい

ます。また，現在増加している梅毒を含めた性感染症

検査についても，同時に実施しています。

ＨＩＶは，感染していても早期に発見し早期に治療

すれば，今までと変わらない生活を送ることができる

ようになってきていますので，感染の心配がある方や

一度も検査したことのない方は，是非一度検査を受け

てみてください。（詳しくは，［京都市ＨＩＶ検査］で

検 索！）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．パネル展示

ＨＩＶの検査方法，感染経路や予防方法等の情報を

パネルにより紹介しました。

ＨＩＶ／エイズについて正しい知識を発信し，多く

の方の理解を深めていきたいと考えています。

京都市　保健福祉局　医療衛生推進室　健康安全課

〒 604-8101	京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町 65		

京都朝日ビル７階

Tel:(075)222-4421　Fax:(075)222-4062
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公益財団法人	京都市ユースサービス協会

青少年が社会の担い手として成長するために、社会参加と

自主的な活動の機会を提供し、必要な支援を行っていく

「ユースサービスの理念」にもとづき活動しています

京都市ユースサービス協会では，「恋愛」や「セクシュ

アルヘルス」に関するプログラムを通して，若者の生

と性について考える取組、恋愛や性、心や身体に関す

ることの相談受付や情報提供、若者同士がお互いの恋

愛観について語るプログラムなどを行っています。

今回の啓発ブースでは、若者にとって自分自身の問

題として考えられるようエイズに関しての基礎知識や

予防を親しみやすい語りかけを通して伝えるとともに、

「デート DV」についても身近な問題として触れていま

す。

若者と一緒に作ったエイズ等予防啓発パネルの展示

とリーフレットの配布を通じて、若者の「いま」を感

じてもらえたのではないでしょうか。

〒 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

TEL			075-213-3681　　FAX			075-231-1231

Email	office@ys-kyoto.org

HP		　http://www.ys-kyoto.org

レッドリボンのネイルアート

京都理容美容専修学校

京都理容美容専修学校は、今年で 102 周年を迎えた専門学

校です。地域の方々と交流する中で、学生の技術・意識の

向上に繋がればとの思いから、様々なイベントにてネイル

やヘアメイク等のお手伝いをさせていただいております。

来場者の方のネイルに、レッドリボンのアートをさ

せていただきました。ネイルアートを通じて、エイズ

の啓発活動に少しでもお役に立てれば幸いです。

〒 601-8212　京都府京都市南区久世上久世町 404-2

電話：075-935-5511　FAX：075-935-5515

URL：https://www.kyori.ac.jp/

若者の「性」と「いま」
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ＰＬＡＮＥＴ（ＨＩＶとともに生きる会）

1992 年に立ち上げた PLANET は、今年 25 回目のエ

イズキャンドルパレードを実施した。それに伴うアウ

トリーチ（屋外啓発）活動や、近年ではエイズフォー

ラムへの参加、そしてエイズデーの取り組みを行って

いる。

永年のキャンドルパレードのチラシの一部を展示。

パレードの様子を写した写真家による写真をパネルや

アウトリーチ活動である商店でのレッドリボンを展示。

ＰＣでパレードの実写を上映。展示を目に留めてくだ

さった方への説明を行い、アウトリーチの活動を写真

で説明し、このアウトリーチへの参加協力店が店頭に

飾っていたレッドリボンの様子も写真で見ていただい

た。実際に手作りした手のひらサイズのレッドリボン

を掲示した。中には全国的に有名な老舗の店舗と分か

る 1 枚もあり、参加者からも指摘されていた。また、レッ

ドリボンの意味を聞かれた方もあり、レッドリボンは

知られていないことが多いのではないかと分かった。

机上に置かれた、紙コップと蝋燭のセットを手に持っ

てみられる方もおられた。京都市内の取り組みでもあ

りながら、パレードの取り組みを初めて聞く方も多く、

今後、多くの方に事前に知って頂くための工夫が必要

である。

AIDS 文化フォーラム	in	横浜

AIDS 文化フォーラム	in	陸前高田

AIDS 文化フォーラム	in	佐賀

AIDS 文化フォーラム	in	名古屋

AIDS 文化フォーラム	in	京都

横浜、京都、陸前高田、佐賀、名古屋へ広がった

AIDS 文化フォーラム！

日本のどこでも、何においても「ともに生きる」を

考え続けるために 1994 年に横浜で生まれた AIDS 文化

フォーラムという活動が京都、陸前高田、佐賀、そし

て今年は名古屋へと広がりました。

それぞれのフォーラムは独立した存在で、それぞれ

がオリジナルの方法で「AIDS 文化フォーラム」を開催

しています。

各地の様子をパネル展で報告し、『つながる ひろが

る わかちあう AIDS 文化フォーラム』を PR しました。

　（平成 29 年度エイズ予防財団助成事業）

広がるＡＩＤＳ文化フォーラム
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ジェクス株式会社

ベビー・衛生関係の商品を取り扱っているメーカー

最近若者の間では性感染症が流行っており、性感染症

予防にもなるコンドームをもっと身近に感じてもらえればと

思いコンドーム・ゼリー等をメインとした展示でエイズ文化

フォーラムに参加させていただきました。

ただの展示だけではなく、実際にゴムを触ってもらう等

体感してもらいゴムの重要性・素材の違い等より理解を深

めていただけたと思います。また、ゼリーにも種類があるこ

とや性感染症についても説明させていただくことができまし

た。

また、セミナーにも参加させていただきエイズについて

様々な観点からのお話を聞かせていただくことができ、貴重

な時間を過ごさせていただきました。

今回は特別ゲストとしてはるな愛さんが参加され、一緒

にエイズについて考えるセミナーも開かれました。弊社とし

ましてもこの貴重なフォーラムをもっと一般の方に参加して

もらえればと考えておりましたので、今回のセミナーに参加

された一般の方もエイズについて考えられるきっかけになっ

たのではないかと思います。

〒 540-0012　大阪府大阪市中央区谷町二丁目 3-12

TEL：06-6942-9002　　FAX：06-6941-5234

Mail：ayako-okazaki@jex-inc.co.jp	

URL:	http://www.jex-inc.co.jp/

カトリック中央協議会　ＨＩＶ /ＡＩＤＳデスク
HIV/AIDS の最新の正しい知識を得ることで、偏見・差別

をなくそうと 1995 年から啓発活動を続けています。

啓発メッセージを色紙に書いたものやポスターなど

をパネルに展示しました。

・啓発小冊子とミニカード

2017 年 7 月に発行した、改訂版の小冊子を配布し

ました。2012 年 12 月に発行した小冊子の情報を

最新のものに修正、加筆して出したものです。

・啓発グッズ

以前からご紹介しているキーホルダー、クリアファ

イル、ビーズバッジのほか、ショルダー・ストラッ

プを加えた改良トートバッグが今年も好評でした。

・交流

発表会場の手前の廊下に展示させていただき、出

入りする皆さんが足を止めてくださいました。

また、来場者や主催者、地元京都の皆さまものぞ

きに来てくださり、交流することができました。

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　Fax03-5632-7920

E-mail:		hivaids@cbcj.catholic.jp

URL:http://www.cath-aids-desk.jp/

http://www.facebook.com/hivaidsdesk.cbcj/

性感染症予防にも繋がる商品の展示
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ジミー・ハットリ君と ＡＩＤＳ について考えよう

秘忍者	ジミー・ハットリ

ＨＩＶ	などの性感染症予防や望まない妊娠・出産からの

児童虐待防止の為に避妊具の使用を啓発しています。正し

い知識を身につける事で、自分の身を守れるように若者や

子供達への性教育にも力を入れています。

ジミー・ハットリ君が京都にやってきた！一緒に

AIDS について考えよう！

トレードマークはピンクの帽子！ HIV や梅毒など

の性感染症予防や児童虐待を防止したいという想いを

ハットに込めて、みんなのハートに届けてるニン ^ ^

写真展「世界の人々の生命力あふれる姿」

写真家　中川	裕次

（公益社団法人日本写真家協会（JPS）会員、日本旅行写真家協会会員）

戦乱や貧困など様々な艱難辛苦に向き合って生きる

人たちの姿

　

青年赤十字奉仕団による

ピア・エデュケーションの紹介

全国青年赤十字奉仕団

赤十字を母体とする若者のボランティア団体。赤十字事業

の推進及び、保健衛生や社会福祉等の向上のために活動し

ています。
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ようこそ、関西クィア映画祭へ！

～私たちは一人ひとり違うという現実に向き合うんだ～

関西クィア映画祭

「性」をテーマにした映像作品を上映する、関西で最大規

模の映画祭。

2017 年秋に 11 回目を開催。次回は 2018 年秋の予定！？

「第 11 回 関西クィア映画祭 2017」の全貌を紹介する

展示を行いました。全部で 34 枚のポスターを展示した

ため、とてもカラフルで豪華な展示に！ 今回の映画祭

は、「セックス！セックス！セックス！特集」に加えて、

二つのミニ特集「私たちのストーンウォール」と「不

可視化に抗う」を設けているのが特徴。17 の国と地域

から集めた長編 12 作品、短編 15 作品、全 27 作品、ほ

とんどが日本初上映。来場者の方たちは、興味深く見

ていってくれました。 

関西クィア映画祭はこれからも続いていきます。ひ

とりひとりが違うという現実に向き合えるような、規

範の押し付けに反対していけるような、そんな作品を

これからも集めて、一人でも多くの人に届けていきた

いと思います！

関西クィア映画祭	実行委員会

電話：080-3820-2731　FAX：06-7878-8882		

EMAIL：info@kansai-qff.org			

【ウェブサイト】http://kansai-qff.org/		

【ブログ】http://blog.livedoor.jp/kansai_qff/	
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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。
2011 年５月 12 日改正
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第 7 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：舞鶴市　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

 （一社）京都府医師会　（一社）京都府歯科医師会　 （一社）京都府薬剤師会

 （一社）京都私立病院協会　（一社）京都府病院協会 （公社）京都府看護協会

 （公社）京都府介護支援専門員会　京滋ＨＩＶカンファレンス

 ＮＰＯ法人ネットワーク医療と人権　関西ＨＩＶ臨床カンファレンス

 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

 龍谷大学　（公財）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　（公社）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　日本ボーイスカウト京都連盟

 （一社）ガールスカウト京都府連盟　　（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）　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

 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　　ＦＭ８０２

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。

平成 29 年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業

「AIDS 文化フォーラム in 横浜・京都・陸前高田・佐賀」の企画は

公益財団法人エイズ予防財団の助成金の支援を受けて実施しました。
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第 7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 上田　良弘　　洛西ニュータウン病院第一内科部長兼顧問

	 大野　聖子　　京都第一赤十字病院　感染制御部　医師

	 白野　倫徳　　大阪市立総合医療センター感染症センター　医師

	 高畑　吉博　　HIV陽性者支援団体　さぽーと京都　代表

	 林　　　滋　　立命館大学薬学部　講師

	 髙田　雅弘　　摂南大学　薬学部薬学科　准教授

	 加藤　武士　　NPO法人アパリ	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　　http://hiv-kyoto.com

事務局長 大野　聖子

運営委員、サポートスタッフ、サポーター

 今出　賢紀 木下　浩一 半井　達弥 中川　拓也 岩城　紘幸

 堀　　　忍 小林　　哲 東出　理沙 藤原　千尋 長谷川　巧

 西本　美穂 魚野　朱実 野村　裕美 佐藤　文寛 畠山　雅行

 山本　知恵 小田切孝子 小嶋　　薫 山田二三男 小林　和博

 下條　永展 須上　敦史 寺口　淳子 池田　勝俊 小林　マキ

 金井　　修 貝田奈美季 竹内　勇磨 谷和　紗月 石田実乃莉

 生田　彩乃 日丸　全士 乙坂　優次 濵田　佳穂 里　　英子

 中村　美紀 藤原　　巧 来住　知美 隈村　綾子 藤川　　満

 岩田　歩子 井村　春樹 關　つぐみ 神﨑　清一 浅井　陽子

 中村　正樹 安藤えつ子 柏森明日香 奥村　優希 大﨑　茉耶

 淀　　　宏 金銅　良明 早川　嘉一 高田　　大 油谷　陽介

 山野　順平 木村　英昭 舟川　敬文 寺澤　真琴 横溝　玲子

 鈴木　　桂 宮澤　　仁 永井　里美 藤村　颯紀 内海　百桃

 上村真侑子 中川　由理 中島由紀典 藤原　久子 加藤　明子

 前田眞理子 時光　泰子 西永　真菜 吉村　萌香 後藤さやか

 幅　さくら 奥西なつみ 下野亜友美 木村　萌々 今井　綾香

 木下由梨香 河内　幸絵 大波　千陽 上島　千鶴 山下瀬里菜

 戸川　　恵 藤本　聡子 中村　彪牙 愛川　裕子 上平　　歩

 鈴木あかね 立山由紀子 山本奈菜子 今野　昭子 乙坂　優次

 乙坂　正子 古田　裕和 日丸　全士 山本　幸仁 前　　　登

 森田　茂実 坂井　　昇 船木　成一 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

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





第 7回 ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都





レッドリボン大作戦～第 7 回 AIDS 文化フォーラム in 京都～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、ご来場くださった

多くの方々、サポートスタッフ・運営委員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、後援・協賛してくださった皆様にあらためてお礼申しあげます。

横浜で始まり、京都へつながり、そして陸前高田・佐賀・名古屋へと広がったフォー

ラムに、ますます多くの方にご参加いただけることを願っています。

第８回フォーラムでまたお会いしましょう！！






