第 8 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 8 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フォー
ラムは、横浜からさらに京都、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ます。京都は、学生層が多く集う町であり、また日本
古来の文化が根付く町であると同時に外国人観光客も多く、異文化交流の場でもあるので、若者により
多様な交流の生まれる場所です。 2011 年の第１回「ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都」を開催以来、み
なさまのご協力により実りあるフォーラムを毎年継続して開催しています。
フォーラムの主催は運営委員会で、初回より京都府と京都市に共催していただいています。運営は、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。また、事務局は 京都ＹＭＣＡを
中心に運営委員で分担して担当しました。 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。また多くの方々の協賛・協力
もいただいております。
今回も多くの発表、展示企画の申し込みをいただき、盛大に開催する予定でしたが、台風の到来で、
残念ながら 1 日目のみの開催となってしまいました。２日目の予定で、すでにご準備いただいていた発表
者の皆様には、大変申し訳なく思い、かつ非常に残念でした。
天候不順にもかかわらず、約 300 名の方々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、性の多様性や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、さらに薬物からの回復を含めて、共に生きる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。
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9 月 27 日（木）、大型の台風 24 号が、9 月 30 日には近畿地方に近づき、暴風域に入る見込みが確実とな
りました。来場者や出演者の安全を鑑み、苦渋の選択ではありますが、9 月 30 日（日）の中止を決定いた
しました。9 月 29 日のネットワークパーティーも中止し、29 日発表企画が終了後、閉会式といたしました。
9 月 2 日（土）は雨ではありましたが、幸い、交通機関の影響もなく、約 300 名の方々にご来場いただき、
賑やかに、AIDS 文化フォーラム in 京都を開催することができました。29 日の御来場、出演・展示の皆様、
どうもありがとうございました。
30 日のご出演予定の講師の皆様，全体会の北澤豪さん、トークショーの江藤天音さん、ご出演いただけ
ずに残念でした。サポートスタッフの皆様申し訳ありませんでした。HIV 抗体即日検査もできませんでした。
是非次回第９回 AIDS 文化フォーラム in 京都をよろしくお願い申し上げます。
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9 月 29 日（土）
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開
～なぜ AIDS ？

司会：運営委員

会

～なぜ文化？

高畑吉博

摂南大学学生

白川翔太郎、石田実乃莉

１．開会イベント
テーマ曲演奏 (CD と映像）
（シンガーソングドクター江藤天音）
～ 30 日 ( 日 ) には東京からおいでいただき、トーク
ショー＆ミニライブを予定していましたがとても残
念でした。

２．「開会宣言」とごあいさつ
（運営委員・事務局長
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大野聖子）

式
～なぜ京都？

全

体
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３年間で HIV 陽性者の生活の何が変わり何が変わらないのか
～ Futures Japan のウェブ調査結果から～

井上

洋士（放送大学 客員教授 /HIV Futures Japan プロジェクト 代表）

HIV Futures Japan プロジェクトは、HIV 陽性者の「自分らしくより健康的な生活の実現」と「暮らしやすい社会環境づ
くり」を目的としたプロジェクトです。多数の HIV 陽性者が参加・協力する当事者参加型プロジェクトとして 2012 年に
立ち上げられました。
現在、このプロジェクトでは、おもに「HIV 陽性者のための総合情報サイト」の運営と、3 年に一度の「HIV 陽性者のた
めのウェブ調査」実施という、2 つの活動を行っています。

高久

陽介（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 代表理事）

日本 HIV 陽性者ネットワーク・ジャンププラスは、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している団体です。
医療、福祉、保健、政治などの幅広い分野から、HIV 陽性者の生活に関する情報を、HIV 陽性者独自の視点で選び、伝
えています。また、社会に根強く残る HIV/AIDS への偏見や差別をなくし、HIV 陽性者であることから生じるさまざま
な不利益をなくすよう、社会に働きかけています。さらに、国内外の HIV 陽性者グループと、交流や情報交換を行って
います。

HIV Futures Japan プロジェクトでは、2013-14 年及び 2016-17 年の２回、HIV 陽性者を対象とした大規模ウェ
ブ調査を実施している。この 3 年間には、HIV をめぐるさまざまな変化もあり、それにともない陽性者のおかれ
ている状況も変わってきている。そこで本発表では、同プロジェクトの２回の調査がどのようなものなのか、その
概要を報告するとともに、受診や服薬、恋愛やセックス、薬物使用、C 型肝炎やがん検診、差別・偏見に焦点をあ
て、それぞれについて、２回目の調査結果の詳細を紹介したのと同時に、１回目の調査結果との比較をすることに
よって、HIV 陽性者の生活の何が変わって何が変わら
ないのか、理解を深めていけるような内容とした。ま
た豊富に記載されている自由記載の内容も一部紹介し、
日頃 HIV 陽性の皆さんはどんなことを考えているの
か、その一端を紹介した。井上は調査データの分析結
果を紹介し、高久は分析結果をどのように読み取れば
いいのかという観点からのコメントを随時挟み込む形
をとった。全体として、今の HIV 陽性者の生活を理解
すること、HIV に感染した後の生活がどのようなもの
であるのか理解を深める場づくりとなったと考える。
連絡先

yoji2006jp@yahoo.co.jp
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カナダでの薬物政策視察と嗜好品大麻の合法化
～若者を薬物から守るための政策～
NPO 法人アパリ 木津川ダルク
ダルクとは、毎日グループミーティングを基本に行い、薬
物依存から回復したいと望む仲間の集まる場所です。

世界的にも大きな関心事になっているカナダの
嗜好品の大麻解禁ですが、今回の調査で、解禁の
理由のいくつかが見えてきました。まず、①若者
が大麻にアクセスできないようにすること、つぎ
に、②違法大麻市場を健全な市場に置き換えるこ
と、そして③大麻に対する製品の品質と安全性を
求めて公衆衛生と安全を守ることなど。刑罰から
公衆衛生へと転換したカナダの薬物政策について
の報告とバンクーバーでの薬物関連施設の視察報
告をした。

〒 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/

お坊さんが行う性教育授業 ver.8
性と生と死を考える
古川

中学校模擬授業

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 DV 総合対策センターの中学生向け予防
教育の一環として実施している「エイズを通して命を
考える」
（3 年生対象）の模擬授業を体験してもらうコー
ナーとして毎年開講しています。自分の中学 3 年生時
代を思い出しつつも、今の中学 3 年生の置かれた環境、
背景を推測しながら受講することによって中学生なら
どんな風に感じるか、考えるかを体験し、それぞれの
現場に活かせるようにしています。生と性と死はバラ
バラに考えることでは無く、生がよいことで死が悪い
ことでもなく、生と性と死は全てがそろって初めて意
味を成すひとつのことであることや、自分のいのちと が伝えてくれたことを振り返り、遺志をみんなで引き
いうのが生まれてから死ぬまでとはいいきれないこと 継ぐための時間も含ませて頂きました。
を中学校の理科で学習する内容を通して考えます。
ご参加くださった皆さま、洪さん、ありがとうござ
今回は冒頭、各地の AIDS 文化フォーラムに登壇し、 いました。
昨年の京都でも HIV ポジティブ、セクシュアルマイノ
リティとしての振り返りとこれからを語って下さって
E-mail：junya@joseiji.org http://furujun.info
いた洪久夫（ほん・ひさお）さんのご逝去を受け、彼
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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）

初めてフォーラムに参加された方、エイズのことは
まだよくわからないという方などに向け、HIV に感染っ
て？エイズって？という疑問にお答えするお話をして
います。
HIV というのは AIDS の原因となるウイルスのこと
です。AIDS とはどのような病気か、HIV 感染がおこ
るとどうなるのかなどを、日常的で身近な病気を例に
挙げて説明しました。
近年、HIV 感染は治療による QOL( 生活の質 ) の向
上がめざましいものがあります。とはいえ病気は遠ざ
けて生活したいものです。受診をし続け、薬を飲み続
けることをストレスと感じる人は多いはずです。
そこで予防に大切な人間関係の作り方についてフロ
アの方と一緒に考えてみました。
パンフレットやインターネットではわからないこと
について活発な質問を頂き課題も見えました。感謝し
ています。

早稲田速記医療福祉専門学校看護科
TEL：03-3200-8080
E-mail：yamada@wasedasokki.jp

思春期のＳＮＳ利用と性被害
情報モラル教育だけでは防げない思春期のインターネットトラブル
宮崎

豊久（みやざきとよひさ）（ネットスター株式会社）

インターネットポリシースペシャリストとして行政や教育
関係機関などと協力し、インターネット時代の青少年問題
課題解決の調査・研究や IT 時代の子育て支援活動を各地
で実施しています。

青少年インターネット環境整備法施行以降、フィル
タリングの普及活動や、情報モラル教育が各地で行わる
ようになり、子どもにインターネット（スマホなど）を
初めて使わせる保護者に対し、定着してきました。しか
し、学校などでは依然としてネットを使ったトラブルが
起きており、フィルタリング未装着や、IT リテラシー
のなさだけが原因なのかといった疑問（もやもや感、
すっ
きりしない感）が聞かれるようになりました。
思春期の子ども達は仲間と関係性をつくる楽しさ半
面、その難しさも大きな悩みの一つです。この時期に、
コミュニケーションがとれないと、その後、居場所や
依存先を作ることが出来なくなり、ストレスの緩和が
うまくできなくなり、様々な依存症や、相談が出来ず
に孤立してしまう危険性があります。つまり、情報リ

テラシー教育は単体で行うのではなくて、コミュニケー
ション力や社会性をつける教育との連携がとても大切
なのです。
今回は、性被害に巻き込まれてしまう子どもたちを
事例に、なぜコミュニケーション力がつかなかったの
か。またどのようにして、我々大人たちは子どもたち
とコミュニケーションが取れる社会を作っていけるか、
皆さんと考えました。
宮崎 豊久
E-mail：t.miyazaki@internetmusseum.org
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薬害エイズを通しての HIV・AIDS の学びを！
PLANET（HIV とともに生きる会）
PLANET（HIV と と も に 生 き る 会 ） は 1992 年 に
京都在住の石田吉明さんとその志を同じくする多くの
方々とともに立ち上げた団体である。HIV・AIDS へ
の差別や偏見をなくしてゆく為の活動を行っている。
主な取り組みは、5 月第 3 土曜日に行われる“エイズ
キャンドルパレード”である。今年は、第 26 回目とな
り、若者を含めた多くの参加者が京都の目抜き通りを
歩くパレードを実施した。このパレードを実施する約 1
週間前から、パレードが通過する商店街を戸別訪問し、
アウトリ―チの活動を行っている。店舗を一軒一軒訪
問し、手作りのレッドリボンを渡し、パレードの宣伝
を行っている。心ある店主や店員さんの協力で、店頭
にレッドリボンを飾って頂いている。
この手作りのレッドリボンは、大学生の手によるも
のである。パレード当日にあちこちの店頭に飾られて
いるレッドリボンを見ることは楽しくかつ支援の想い
を頂いている。このアウトリーチの活動にも学生とと
もに訪問している。展示では、その映像を見て頂いたり、

店頭に飾られたレッドリボンの様子を写真で紹介して
いる。毎年のチラシは長年にわたり悩むところであり、
その一部を掲示した。一昨年からは、オランダの GNP
＋という世界的な組織からの申し出で、チラシのレイ
アウトの援助を受けている。その他、街頭での啓発活
動として、世界エイズデーの活動を行っている。この
取り組みは近年、京都市の企画の中で一緒に行ってい
る。参加型のクイズ形式で HIV・AIDS の基礎知識に
答えていただいている。その他、関係団体（エイズフォー
ラム in 横浜等）への参加と展示は票を行っている。
小田切

孝子

TEL：090-6678-9011

僕がゲイ牧師で良かったこと
平良

愛香（たいらあいか）

（日本キリスト教団川和教会牧師 / カトリックエイズデスクメンバー）

僕がキリスト教の牧師になろうと思ったわけ、その
ときにゲイ（男性同性愛者）であることをどうしてカ
ミングアウトしようと思ったのか、そういった話を中
心に、自分の５段階のカミングアウトの経験を紹介し
ながら、
「不必要な人間はいない」「人間は性を含めて
とてもバラエティーに富んだ存在である」
「生産性が存
在意義となってしまう社会の危険性」といったことを
語りました。
「ＬＧＢＴが他人事（ひとごと）であるかのように
感じていたが、すべての人を含めて人間が多様な存在
であるということを知った」「自分自身が解放された」
「差別がいけないとは知っていたが、自分が差別者と
なっているかもしれないということに初めて気づいた」
などの感想を得ています。
また、どうしてエイズの課題に取り組むようになっ
たのか、という実体験も語ることができました。自分
が「感染したかも」と思って葛藤したのは、自分の中
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にある偏見と向き合う大切な時間だった。すでに他人
事ではなく、自分のこととして考えていきたい、そん
なことを参加者のみなさんと分かち合えてとても良
かったと感じています。
平良

愛香

E-mail：aika.crocus@nifty.com

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（神奈川、京都、三重）
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 愛するコツ、自分や未来の大切なひとをエイズ、性感
する知識が必要ですが、ただ知ってるだけでは意味が 染症から守るチカラを身につけるプログラムを実施し
ありません。パートナーとしっかりコミュニケーショ ました
ンがとれなければ、もしかすると相手に流されて、せっ
赤十字京都ユース（RCY 京都）
かくの知識が使えず予防行動がとれないかもしれませ
〒 605-0941
ん。しかし、言いにくいことだってあります。そこで、
京都市東山区三十三間堂廻り町 644
あまり硬くなりすぎず、でもまじめに恋愛や性につい
日本赤十字社京都府支部内
て考えるきっかけを作り、言いにくいことを相手に伝
TEL：075-541-9326
【RCY 京都 HP】 yaplog.jp/rcykyoto/
えるにはどうすれば良いか語り合いながら、うまく恋

宗教とＡＩＤＳ
井上

新二（カトリック信徒）

平良

愛香（日本基督教団牧師）

古川

潤哉（浄土真宗本願寺派僧侶）

MC：岩室紳也（ヘルスプロモーション推進センター）
京都でも 8 回目を迎える宗教と AIDS を語るトーク
セッション。各地の AIDS 文化フォーラムでの共通テー
マとして地味に定着しつつも、登壇者の組み合わせな
どから毎回違う切り口になって新たな発見がある有機
的なセッション。AIDS を単に病気と捉えるのでは無
く、文化、信仰の面からの受け止めを考え、共生の道
をフロアと共に探ります。今回は特に、長年にわたり
教育現場で差別と人権の問題に取り組んで来られた井
上先生の体験と思いを通して、HIV やセクシュアリティ
など病気や少数者に対する差別や偏見、排除の現実と、
それをしてしまう人間の有りようを問い、過去から学
び、これからに活かす共生の在り方が中心でした。
宗教も、教えそのものには差別がなくとも、人間の
集まりとしての教団には差別や偏見が内包されており、

歴史的には差別に加担すらしてきたことを踏まえ、常
に各自が省み続けることによって差別をなくしていく
努力をしなければならないと思いを新たにしました。
寝た子起こすなと放置することによって差別が自然と
なくなるわけでは無く、差別は悪であり、何が差別な
のかをきちんと学び、知ること、無関心でいないこと
こそがお互いがお互いの人権を守り尊重することの第
一歩だと聴かせて頂きました。
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アクティブな保健学習と外部講師の活用
これからの保健学習を考える
安藤

晴敏（元高校教師）

高度な情報化社会に向け、我々は情報選択及び情報
に支配されず、自主的に考え、言語を豊かに駆使し「生
きる力」を身につける必要があります。人生 100 年や
健康寿命等が叫ばれる昨今、健康教育、保健学習も今
までのような知識重視の時代から、「考える力」「判断
する力」
「自ら表現する力」及び主体的に保健学習に取
り組む姿勢が求められています。
そこで、アクティブラーニングの視点に立った授業
改善が新学習指導要領では明記され、児童、生徒が主
体的、対話的で深い学びを行い、今までのような教師
主導型の一方通行の授業ではなく、主役は児童、生徒
であり、言語活動を十分に取り入れ、自ら課題を探し、
解決していく学習がこれからの保健学習と考えていま
す。
教科の目標を達成するためには、外部講師を有効に
活用することも一つの方法でもあります。授業では深
く追求できなかった内容や、最新の情報等、専門家の
視点から指導を受けることにより、知識・理解はより

深まります。しかし、主催者が講師にテーマ及び内容
まで全ておまかせ（丸投げ）では効果も半減します。
そこで、講師の高い専門性を生かした「特別教室」、
「特
別授業」を実施していただきたい。
本年度は台風によるアクシデントの中、ご来場いた
だきました方々及びフォーラム事務局、ボランティア
の皆様に深く感謝申し上げます。

体験！ＨＩＶ陽性者交流会
notAlone Fukuoka HIV 陽性者交流会
さぽーと京都
治療の進歩により、HIV に感染しても健常者と同様
の生活を送れるようになったものの、過去の HIV のイ
メージが更新されず、偏見やスティグマに苦しむ HIV
陽性者は多く存在する。また、病院はプライバシーの
管理が行き届いている反面、多くが性感染であること
から唯一の相談先である病院では話しにくい事柄もあ
り、HIV 陽性者は悩みを抱えたまま孤立している。そ
のような状況の中、何でも気兼ねなく話ができる環境
を提供しようと、各地で HIV 陽性者を対象とした交流
会が生まれている。
今 回 は、 福 岡 市 を 中 心 に 交 流 会 を 開 催 し て い る
notAlone Fukuoka HIV 陽性者交流会と、京都市で長
年交流会を開催しているさぽーと京都の事例を対談形
式で紹介した。併せて、交流会のあり方や、存在の意味、
主催するモチベーションなどを話し合い、会場と共有
した。
「体験」ということで、会場の参加者の方も交流会
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の参加者として自由に話に入っていただけるようお願
いし、直接ご意見などをいただいたりした。その中で、
福岡と京都との違いなど、ざっくばらんに話し合い、
形は違っていても目指すものに変わりがないことなど
を伝えることができたのではないか思う。
福岡市博多区住吉 4-4-21 エバーライフ住吉 1F Haco
E-mail：ｋ -1@loveactf.jp
ホームページ：http://notalone.jp/

ケニアのエイズ対策と青年海外協力隊の経験
巣内

秀太郎（（特活）エイズ孤児支援 NGO・PLAS）

ケニアとウガンダで、HIV/ エイズに影響を受ける子ども
たちが、未来を切り拓ける社会を実現するため、国際協力
活動を行っています。

発表者が、過去に青年海外協力隊としてケニア共和
国のエイズ対策活動に関わった経験を共有し、また現
在所属する国際協力 NGO で HIV 陽性者への生活支援
活動について紹介した。160 万人の HIV 陽性者を抱え
るケニアのエイズ対策は、医療機関だけでなく、地域
の団体や企業、そしてコミュニティと、国を挙げてエ
イズ対策に取り組むことが政策と掲げられていた。ま
た演劇を使った啓発活動やターゲットに合わせた HIV
検査活動など躍動感のあるエイズ対策は、HIV やエイ
ズがケニアの人々の暮らしの中に位置付けられている
ことを示している。発表者は協力隊時代、国のエイズ
対策をけん引する国家エイズ対策委員会で活動を行い、
地域の関連団体との関係構築に努めた。協力隊後のキャ
リアとしてエイズ孤児支援 NGO・PLAS の海外事業担
当としてケニアとウガンダの HIV 陽性シングル家庭に

対する支援活動に
従事している。困
難な環境に置かれ
やすいシングル家
庭とその子どもた
ちのより良い状況
を目指し、農業事
業やキャリアカウ
ンセリング事業などのアプローチで取り組んでいる。
陽性者家庭を総合的に支援することは治療や自己管理
を促進することにもつながり、更なる感染の可能性を
減らし予防にも効果がある。エイズ対策は、治療や予
防だけでなく、陽性者生活を含んだ幅広いニーズが存
在する。ケニアのエイズ対策の全体像を紹介し、エイ
ズ対策の様々な可能性について聴講者に考えてもらう
機会を提供した。
東京都台東区上野 5-3-4
クリエイティブ One 秋葉原ビル 6 Ｆ
TEL：03-6803-0791
E-mail：info@plas-aids.org

男同士で結婚式を挙げて 14 年
変わったこと、変わらない事
そう＆カッシー

査と公園でのお
横浜に住んでいる平凡な (?) ゲイカップルです。養子縁組 祭 り イ ベ ン ト が
はあえてしていません。男二人と犬一匹で暮らしています。 セ ッ ト で 行 わ れ
る LGBT イ ベ ン
昨年に引き続き「NLGR2004」で行われた同棲結婚 ト で、2002 年 か
式で挙式したことを中心に、普段の暮らしと、同性婚 / ら エ ン デ ィ ン グ
パートナーシップ制度が存在しないことでちょっと不 で 同 性 結 婚 式 が
行われていまし
安に思っていることをお話しさせていただきました。
勢いでカッシーに買わせてしまったマンション、犬 た。同性結婚式は同性同士で結婚式を挙げる場が少な
･･･ 今は何となく夫婦っぽく平穏に生活しているもの かった時代にはじまったもので 2002 年から 2013 年ま
で毎年、そして間が空いて 2016 年にも挙式が行われま
の、「そう」の立場って法的にはなんだろう ? 居候 ?
同性婚 / パートナーシップ制度がないことで、住ま した。
NLGR では HIV 検査会も行われ、土曜日曜の二日
いの相続ができないことによる不安、養子縁組を利用
することへの抵抗感、遺言書作成などの方法もあるも 間で迅速検査ではなく、確認検査まで行われる特別な
のの、それも手付かずである状況などを話させていた 検査会です ( 土曜日採血、日曜日結果告知 )。
来年の開催は 2019 年 5 月 25（土）/26（日） 詳細は
だきました。
公式サイト
http://nlgr.nagoya でご確認ください。
台風前の交通混乱の予想されるなか多くの方にお越
しいただき誠にありがとうございました。
そう
※ NLGR について
E-mail：sou21century@gmail.com
NLGR は名古屋で 2001 年から行われている HIV 検
ブログ：http://ameblo.jp/sou21century
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司会：運営委員

橘昌利

AIDS 文化フォーラム in 横浜から
岩室紳也さん
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閉会宣言とごあいさつ
運営委員 代表幹事 高折晃史

AIDS 文化フォーラム in 佐賀から
古川潤哉さん
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メモリアルキルト＆テディベア展示
～ HIV 陽性者の支援となるテディベアにレッドリボンをつけて基金に協力を！～
メモリアル・キルト・ジャパン

寺口

淳子

AIDS で亡くなった人たちの生きた記録としてある
メモリアルキルト。90 ㎝× 180 ㎝の大きさで人の等身
大とも言える 1 枚の布には、その人の衣服、好きだっ
たもの、メッセージが縫い付けられています。日本で
は名前を出せない現状がまだまだ存在しますがキルト
たちからのメッセージに耳を傾けて欲しい、と毎年キ
ルト展示を行っています。
理解と共生のメッセージであるレッドリボン。テディ
ベア基金の資金となるテディベアを作りレッドリボン
を縫い付けて、手作業しながら AIDS のこと、セクシュ
アリティのこと、自分が自分らしく生きていくことの
大切さなど語り合っていると、メモリアルキルトたち
も私たちの思いを包み込んでくれるような体感をしま
す。
今年は台風の影響で、テディベア作りのワークがで
きませんでしたが、「今年は作りたかったのに～」と会
場に来られ、作り方のレクチャーを受けられた方々が
数人おられました。

1 日だけのフォーラムでも盛りだくさんのプログラ
ムでしたが、各セッションの合間に観に来て下さる方
が多く、ボランティアに来て初めて知ったという方も
あり、やはり継続することの必要性を感じました。
メモリアル・キルト・ジャパン
〒 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。

エイズ予防啓発パネル及び京都府の保健所が健康教
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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ＨＩＶ検査ってなんだろう？検査って何するの？
ＨＩＶ抗体検査の流れや、京都市のデータについて，分かりやすくパネルで紹介します。
近年、発生が増加している梅毒についても，紹介します。
京都市

健康安全課

パネル展示によりＨＩＶの検査方法，感染経路や予
防方法等の情報を紹介しました。また，啓発物品やパ
ンフレットを配架し，多くの方に手に取っていただき
ました。
ＡＩＤＳ文化フォーラムに参加された方に，ＨＩＶ
／エイズについて正しい知識を発信し，多くの方の理
解を深めることができたのではないかと考えています。
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。
京都市では，ＨＩＶ検査及び増加傾向にある梅毒を
含めた性感染症検査についても，同時に無料・匿名で
実施していますので，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！）

京都市 保健福祉局 医療衛生推進室
〒 604-8101
京都市中京区柳馬場通御池下る

健康安全課

柳八幡町 65 京都朝日ビル 7 階
TEL：075-222-4421
FAX：075-222-4062

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 103 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。

発表・展示内容：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。
学校法人京理学園 京都理容美容専修学校
〒 601-8212
京都市南区久世上久世町 404-2
TEL：075-935-5511
FAX：075-935-5515
URL：https://www.kyori.ac.jp/

17

若者の「性」と「いま」
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配布を行います。
若者の「いま」を感じてください
公益財団法人 京都市ユースサービス協会
京都市ユースサービス協会では，青少年を対象に様々
な事業を実施しています。
その中で関心はあるものの，なかなか触れにくい，
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。
今回のフォーラムでは，昨年に引き続き，一般社団
法人未来支援委員会の助成金で作成したパネル展示を
行いました。
このパネルはエイズ等予防啓発ボランティアグルー
プ「紅紐」
，花園大学写真部にご協力いただき制作した
ものです。
パネル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共に，
「デート DV」に
ついても身近な問題として触れています。
また，同助成金で作成した DV や性感染症予防のた

めのリーフレットも配布し，セクシュアルヘルス事業
の啓発を実施しました。
今回は台風の影響で，1 日開催となりましたが，次
回は多くの方が来場いただけるよう，取り組んでいき
たいと思います。
〒 607-8147
京都市中京区東桐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
E-mail：office@ys-kyoto.org
HP http://www.ys-kyoto.org

薬害エイズを通してＨＩＶ・ＡＩＤＳの学びを！
PLANET
HIV・AIDS への偏見や差別をなくすための活動を行って
いる。主に 5 月第 3 土曜日にエイズキャンドルパレードを
行っています。

HIV・AIDS の問題を、日本の薬害エイズの歴史を
通して、学校現場での学びとして考えてみることを内
容とした。薬害エイズが現在では、風化されている状
況の中で、この歴史を知り、現在の HIV/AIDS の課題
を考える。偏見や差別が、現在も残されている状況を
見る時、薬害エイズの歴史を通して、その根っこを捉
えることにも繋がる。長きにわたった裁判と、多くの
青少年を含め、命をおとした方々の犠牲のうちにその
歴史は刻まれた。学校での HIV・AIDS の学びの中で、
薬害 AIDS の歴史を振り返り、学びの内容を深めてい
くことが望まれる。
薬害裁判が行われていた当初、裁判の状況を物語る
書物では当事者には、原告番号がつけられ、当事者の
声として紹介されている。最後の一人の方の裁判を終
え、長い裁判は和解となって収束した。この裁判の結
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果により、現在の陽性者の方々への支援にも繋がって
いる。この裁判を第一線で活動した石田吉明さんは、
PLANET を立ち上げ、その想いは、より広範な人々と
の活動の必要性を考えての事であった。日本の薬害エ
イズの歴史を振り返る中で、HIV・AIDS の現状をど
のようにとらえ、何が課題であるのかを考えてゆくの
かを班で交流し、現状の問題点や課題の再確認をした。
生徒たちにとって何が必要な学習内容であるのかが問
われている。
TEL：090-6678-9011

広がるＡＩＤＳ文化フォーラム
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
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
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 30 年度エイズ予防財団助成事業）

カトリック中央協議会

ＨＩＶ / ＡＩＤＳデスク

展示

カトリック中央協議会 HIV/AIDS デスク
1995 年から、感染拡大や偏見・差別をなくそうと、HIV/
AIDS の正しい最新の情報を広める啓発活動を続けています。

デスクのレッドリボンのキーホルダー、クリアファ
イル、ビーズバッジ、トートバッグや新作のネクタイ
バーとタックピンを啓発グッズとして並べました。店
番は性別のある２体のお人形。前を通る方々が足を止
めて会話がスタート。
配布物は改訂版の小冊子、ミニカード、ポスターなど、
1 日だけの開催でしたが、大勢の方が手に取り、お友だ
ちの分も持ち帰ってくださいました。
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
FAX：03-5632-7920
E-mail：hivaids@cbcj.catholic.jp
URL：http://www.cath-aids-desk.jp/
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今年の関西クィア映画祭の特集は「ろう×セクマイ映画があつい！」

関西クィア映画祭
2018 年の 9 月と 10 月に大阪と京都で開催した「第 12 回
関西クィア映画祭 2018」の全貌を紹介する展示を行い、
特集「ろう×セクマイ映画があつい！」を筆頭に、16 の
国と地域から集めた 31 本の作品を紹介しました。

この年の話題作は『虹色の朝が来るまで』という、
ろう者の映画監督・今井ミカさんによる映画。女性同
士の純情ラブストーリーで、ろう者の映画がそもそも
少ない中、
「欲しいものは自分で作る！」という監督の
元気いっぱいな熱意が感じられる作品でした。その他
にも、セフレから陽性だと告白されたゲイの主人公の
心境を描いた『HIV × LOVE ？』（山後勝英監督）や、
BDSM 好きの老人が自分の老いと向き合う『老ナルキ
ソス』（東海林毅監督）など、良質な日本のセクマイ映
画が数多く集まった映画祭となりました。展示では映
画のような臨場感は味わえませんが、関西クィア映画
祭の魅力が、一部だけでも、来場者の皆さまに伝わっ
ていれば、幸いです。

関西クィア映画祭
TEL：080-3820-2731 ( 留守電 )
FAX：06-7878-8882
E-mail：info@kansai-qff.org
ウェブサイト：https://kansai-qff.org/

ＨＩＶ陽性者の高齢化について
HIV 陽性者の高齢化の課題と、必要なサポート資源についてご紹介します。
特定非営利活動法人パープル・ハンズ
特定非営利活動法人パープル・ハンズは、性的マイノリティ
や多様なライフスタイルを生きる人びとの、学び合い、仲
間作り、相談・コンサルティングと、高齢期も助け合うコ
ミュニティ作りを目指す NPO です。

長期延命可能な時代、HIV 陽性者／性的マイノリティ
バージョンの老病死に備える、お金や同性パートナー
などの法律・制度をご紹介。現状できることをしっか
り知って生きてゆこう！
特定非営利活動法人パープル・ハンズ
東京都中野区東中野 1 丁目 57 番 2 号柴沼ビル 41 号室
TEL：03-6279-3094
E-mail：info@purple-hands.net
U R L：http://www.purple-hands.net
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『アンドロギュノスの物語』
皆さんは『アンドロギュノスの物語』をご存知ですか？お話から LGBT のことを考えてみませんか。
京都橘大学思春期ぴあカウンセリングサークル
私たちは中学、高校で学生さんたちに「生」と「性」
について一緒に考える活動をしています。その中で
LGBT をテーマに話をするとき、この「アンドロギュ
ノス物語」のお話をします。同性が惹かれあっても、
異性が惹かれあっても不思議じゃないよ。自然なこと
だよと伝えています。
「こんな物語があるんだ。
」と参
加者の皆さんが知るきっかけ作りになればいいなと思
い選びました。また、来年もフォーラムに参加される
皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。
京都橘大学思春期ぴあカウンセリングサークル
E-mail：tachibana.heartpeer@gmail.com
Twitter：@tachibanapeer

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
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
SKGH ＆ ATAC in NARA（後藤千寿子・田村猛夏・畠山雅行） ◇まとめ
今 回 は 30 日 が 中 止
のため発表が取りやめ

◇展示内容：免疫力をきたえよう

になりました。そこで

1. 結核の説明と解説（結核予防週間 9/24 から 9/30）

急遽としてリンパマッ

2. 無煙社会の実現のための活動（受動喫煙の影響

サージの体験として「ハ

COPD

の対策）
3. エイズと結核とがん（乳がん）の謎
4. ハンドマッサージの体験

◇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（ハンドマッサージ）の体験
◇アンケートの評価：計 13 名回収（男 8 名・女 5 名）
（50
代以上 8 名）
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。

ンドマッサージ」を展
示会場で実施しました。
参加者の感想では①とても気持ち良くて寝てしまいそう
でした。②初めて受けて手の血行が良くなっていると感じ
た。③リラックスできた。④マッサージとは愛だ。⑤手を
マッサージする事はないので癒されました。などなど。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。
アンケートの分析と評価から、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。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 ＆ ATAC in NARA 代表者氏名 畠山雅行
今後の連絡先：Ｅ mail：m-hatake@m4.kcn.ne.jp
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青年赤十字奉仕団によるピア・エデュケーションの紹介
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。
2006 年から実施している、青年赤十字奉仕団による、
HIV ピア・エデュケーションを紹介しました。
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

ジミー・ハットリ君と AIDS について考えよう
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！
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。
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ジミー・ハットリ君が、またまた京都にやってきた！
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 ^ ^

オカモト
オカモト株式会社
オ カ モ ト は、 コ ン ド ー ム メ ー カ ー と し て、HIV/
AIDS をはじめとする STI（性感染症）予防啓発活動に
取り組んでいます。
特に 12 月 1 日の世界エイズデーに合わせたイベント
として、早くから HIV/AIDS をはじめとする STI の
問題に警鐘を鳴らし続けてきたベネトン ジャパン株式
会社、公益財団法人エイズ予防財団の３社共催でコン
ドームと啓発資材の街頭配布を行っております。
日本における新規 HIV 感染者数および新規 AIDS 患
者数は高止まりしております。若者の HIV 感染者も多
い状況も踏まえ、若者が多く集まる街「表参道」
「下北沢」
「渋谷」などで実施し、正しい知識と情報の提供に努め
ております。
オカモト株式会社
〒 113-8710
東京都文京区本郷 3 丁目 27 番 12 号
URL：https://www.okamoto-inc.jp

ＴＥＮＧＡ
TENGA ヘルスケア
2016 年夏、
TENGA は誕生から 11 周年を迎えました。
そして 2016 年秋、新たに株式会社 TENGA ヘルス
ケアを社内ベンチャーとして立上げました。
これまで培ってきたノウハウを基に、各種学会や医
療・福祉・教育の専門家・機関と連携し、それぞれ単
独では解決できなかった性にまつわる諸問題を解決。
全ての人のセクシャルウェルネス向上に貢献して参
ります。
株式会社 TENGA ヘルスケア
〒 108-0073
東京都港区三田 1-7-1 パークコート麻布十番 ザ タワー 2F
URL：https://tengahealthcare.co.jp
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榎本てる子さんを悼んで
2018 年 4 月 25 日逝去
榎本てる子さんは、病を持った人のカウンセリング
を学ぶために留学した 1980 年代のカナダで HIV 感染
者に出会った衝撃的な経験をきっかけに、その後エイ
ズホスピスでのインターンなどを経て、1992 年に帰国
しました。
その後、京都で YWCA の女性陽性者のための電話
相談と配食サービスを開始し、バザールカフェを立ち
上げ、大阪で NPO 法人 CHARM を設立して HIV 陽
性者の支援に取り組みました。特に日本ではまだなかっ
た「女性陽性者の支援」に帰国直後から取り組み、早
くから全国交流会を開催しました。
また、大阪市、堺市などのエイズカウンセラーとし
ても長年関わりました。
榎本さんは、人をつなげるバツグンの能力を持って
おり、彼女を通して多くの医療者や HIV 陽性者、そし
て多くの学生が専門性や立場そしてセクシュアリティ
を超えてつながったと思います。
2018 年 4 月 25 日に肺炎のために永眠しましたが、彼
女が取り組んだ多くの事業はその後の人たちによって
引き継がれ、彼女は今でもそのただ中に生きています。

写真家

享年 55 歳

NPO 法人 CHARM・バザールカフェ 青木理恵子

中川裕次さんを悼んで

2018 年 7 月 3 日逝去

享年 58 歳

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
第 1 回目からほぼ毎回参加いただきました。
写真家として長年取材を続けて来られたカンボジアの人々
の写真の中から、特に内戦後の混乱の中で艱難辛苦を背負
い、負の遺産を引き受けて生きようとする人々の素顔を毎
回展示いただきました。
その中で特に子供たちの瞳の力強さ、やさしさが印象的で
した。

〔第４回報告書より〕
写真展 「世界の子供達」～もっとも生命力を感じる
部分、人間の瞳、とくに子供達の瞳を中心に～
写真家としてできることでなんとか参加させていた
だきました。過去二度の機会をいただき、その都度写
真展示で参加して参りました。写真の持つパワーは私
本人が想像する以上のものでした。人間の瞳が持つパ
ワー、その生命力に何人かの来館者の方から直接話し
かけていただき、寂寞、孤独、隔絶感、悲しみなどの
心象を問わず語りに話してくださった皆様のお心に胸
24

を打たれました。写真の持つ意味を再確認させていた
だきましたとともに、今後も機会をいただきましたら、
少しでも多くの人たちの励みななるように頑張って行
きたいと思います。

洪久夫さんを悼んで
2018 年 2 月 11 日逝去

享年 43 歳

各地の AIDS 文化フォーラムに長く関わり、昨年の
京都でも HIV ポジティブとして登壇してくださった
洪久夫（ほん・ひさお）さん。膵ガンによって平成 30
年 2 月 11 日に 43 歳でご逝去なさいました。まだ HIV
患者さんのカムアウトが難しかった時代に実名でセク
シュアルマイノリティであることも公表して雑誌や講
演でありのままをお話しくださいました。辛いことも
ユーモラスに語って下さった洪さん。お伝えくださっ
た内容や思いは AIDS 文化フォーラムに縁のあるみん
なでシェアし、引き継いでいきます。洪さん、ありが
とうございました。

展示場風景
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会場風景
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スタッフの風景
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2018

入場者アンケートまとめ

フォーラムを何で知りましたか
ホームページ
Facebook
Twitter
ラジオ
ポスター
チラシ
カードチラシ
知り合い
その他

9 月 29 日
17
4
3
0
10
10
2
33
14

来場目的
知識・情報収集
ネットワーク
スキルアップ
その他

9 月 29 日
58
13
29
7

居住地
京都府
その他近畿地方
北海道地方
東北地方
関東地方
中部地方
中国地方
四国地方
九州地方
外国

9 月 29 日
51
21
0
0
4
0
0
0
1
0

満足度
不満足
どちらかというと不満足
どちらかというと満足
満足

9 月 29 日
0
2
26
32

年代
～９才
１０代
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代以上

9 月 29 日
2
2
8
9
15
24
9
7

職業
社会人・教育
社会人・医療
社会人・行政
社会人・NGO/NPO
社会人・介護関係
社会人・自営業
社会人・会社員
社会人・主婦
社会人・無職
社会人・その他
学生・教育
学生・医療
学生・福祉
学生・その他理系
学生・その他文系
小学生
中学生
高校生
生徒・その他

9 月 29 日
9
20
15
7
0
2
4
0
5
4
1
5
1
0
0
0
0
0
0

参加者からの声
2 日目中止、残念です。「宗教と AIDS」岩室さんの進行の巧みさに驚きました。宗教
といえば差別はなくて当然、というイメージがなんとなくあるし、宗教者のほうがそ
ういう役割を期待されることが多いだろうとも思いますが、そのような内側から見え
る方々から実際、それをどう考えて乗り越えるか、普段は聞けないけど、自分の体験
ともつなげることができる話が聞けました。
エイズについてのフォーラムでしたが、セクシャルマイノリティについてのお話ばか
り聞いてしまい、エイズへの理解を深める時間があまり持てなかった。ブースの時間
を長めにとって頂きたかった。
今回初めて来ました。”AIDS" と冠されてるので若干抵抗があったのですが、開かれた感じで、来てみて良かったです。明日がなくなってしまっ
たのが残念です。全体会は、初めての人には少し難しかった。
AIDS の知識を当事者目線で勉強できてとても良かったです。とてもいい経験ができました。
知識を持たずにスティグマを持っている社会という問題が統計的に分かる事が出来た。私自身の周囲にも LGBT の方がいるのですが、彼らが
住みやすく生きやすい環境を得る為に少しでも社会に理解が得られればなぁと思いました。とても良い話が聴けましたので良かった。HIV、
エイズの恐ろしさも知りました。検査は何度かしました。大麻の合法化の話を聴きとても勉強になりました。
京都で 8 回もすごいですネ～。ボランティアの方々に頭が下がります。来年もその次も開催を楽しみにしています。「健康」とは本当に どう
いうことなのか？？考えさせられました。私自身もゆっくり考えてみたいと思いました。薬物の海外の最新事情と回復についてのお話、大変
すばらしかったです。
カナダの薬物政策は、とても興味深く良くわかりました。 ・宗教と AIDS も、広い視点で話し合われ、有意義だった。
ネイル（レッドリボン）、ハンドマッサージしていただきました。 どちらもホッコリしました。
29 日一日だけになったのは仕方ないですが残念でした。悪条件の中来られた方は熱心でした。でも中身の濃い一日だったと思います。全体会
のテーマも良かった（3 年間の変化、あのなかで自分の 3 年間を振り返ることになった。）です。今回参加できた「宗教と AIDS」もずっと気になっ
ていたテーマで参加できて良かったです。
３での岩室先生との公衆衛生の話が参考になったし、2 年前の松本先生のい話にも通じる内容でした。 13 交流会がよくわかりません。
普段は聞けないお話を聞けました。自然体でいられる幸せを思います。
HIV/AIDS のことを講義だけでなくネイルなど違った点からもあって良かったです。ありがとうございました。
マイノリティの人を知らないのは自分がカミングアウトされていないだけという平良さんのことばに社会の問題だけでなく自分の態度にも問
題があるかもと少し反省しました。
聞きたい内容がかぶっていたのでタイムラインをこまかくして頂けると幸いです。
上記以外にも、個々のプログラムへのご意見やフォーラムへのご提案など、たくさんのお声をいただきました。
いただいた貴重なご意見は、第９回ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都開催に活かしてまいります。
ありがとうございました。
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AIDS 文化フォーラム in 京都
背

趣意書

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。
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 8 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

後

援：舞鶴市

京都市
京都府教育委員会

京都第一赤十字病院

京都市教育委員会 （公財）京都ＹＭＣＡ

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
同志社大学社会学部社会福祉学科

関西ＨＩＶ臨床カンファレンス

龍谷大学 （公財）京都ＹＷＣＡ

同志社大学社会福祉教育・研究支援センター
京都ＹＭＣＡボランティアビューロ

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区京都部 （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
京都府レクリエーション協会

京都青少年ゆめネットワーク

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

朝日新聞京都総局
京都リビング新聞社

読売新聞京都総局

ＫＢＳ京都

エフエム京都

毎日新聞京都支局

カトリック新聞社

京都新聞

産経新聞社京都総局

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 30 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 8 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

幹

上田 良弘
大野 聖子
白野 倫徳
高畑 吉博
林
滋
髙田 雅弘
加藤 武士
加藤 俊明

事

晃史

京都大学大学院医学研究科

血液・腫瘍内科学教授

洛西ニュータウン病院 内科部長兼顧問
京都第一赤十字病院 感染制御部 医師
大阪市立総合医療センター感染症センター 医師
ＨＩＶ陽性者支援団体 さぽーと京都 代表
薬剤師
摂南大学 薬学部薬学科 教授
NPO 法人アパリ 木津川ダルク 代表
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
岩城 紘幸
宮本 優里
東出 理沙
藤原 千尋
魚野 朱実
野村 裕美
山本 知恵
小田切孝子
下條 永展
須上 敦史
金井
修
貝田奈美季
生田 彩乃
白川翔太郎
中村 美紀
藤原
巧
藤川
満
岩田 歩子
浅井 陽子
久保田展史
山野 順平
水谷 純樹
寺澤 真琴
横溝 玲子
平間 智晃
行實 幹人
玲
奈
も
え
高木 彩歩
あ か り
望月夕梨乃
田中あやね
須藤 恵美
羽田 晴香
藤原 佳子
藤原 彩華

西本 修哉
橘
昌利
長谷川 巧
佐藤 文寛
小嶋
薫
寺口 淳子
竹内 勇磨
日丸 全士
来住 知美
井村 春樹
藤尾
実
早川 嘉一
中島由紀典
倉橋 優子
河野 智子
ま ゆ み
松井 克仁
今野 靜子
岩室 紳也

半井 達弥
堀
忍
西本 美穂
淀
宏
山田二三男
池田 勝俊
谷和 紗月
乙坂 優次
金銅 良明
小林 万里
光武 泰子
永井 里美
前田眞理子
だ
い
粟井 初美
本城美奈子
浅見 知子
松本千都世
古川 潤哉

中川 拓也
小林
哲
小澤知嘉子
畠山 雅行
小林 和博
小林 マキ
石田実乃莉
濵田 佳穂
隈村 綾子
神﨑 清一
高田
大
里
英子
時光 泰子
ま ど か
宮井さやか
久世明日香
増田 咲夏
松本れんき

（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
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